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2.	 研究部・センターの各研究室における研究

基礎系部門
1.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究

教授 小長井一男，准教授 清田隆

2.	 地震による構造物の破壊機構解析（共同研究）
教授 小長井一男

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

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

4.	 単成分液体における液体・液体転移の外場制御
教授 田中肇，特任研究員 （田中（肇）研）村田憲一郎

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

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

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

6.	 位相コヒーレント光散乱法による複雑流体の測定
教授 田中肇，講師 （東京都市大）高木晋作

　コロイド溶液や高分子・液晶などの複雑流体（ソフトマター）を研究する手段として広く用いられている動的光散
乱法は，白濁した試料中で起こる多重散乱がスペクトルを歪ませるため，濃厚系での使用が制限されてきた．われわ
れが開発した位相コヒーレント光散乱法では，2本のレーザー光を用いて試料中の光に干渉縞を作り，散乱光を位相
も含めて検波するため，従来法で見られた多重散乱の影響を完全に除去できる．白濁したコロイド溶液中にゲルなど
の網目構造を構築し，障害中でのコロイド粒子の拡散挙動を，位相コヒーレント光散乱法を用いて調べることで，例
えば生体中での微粒子の挙動に関する新たな知見が得られると考えられ，現在研究を進めている．
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VI.　研究および発表論文

7.	 コロイド分散系におけるゲル化のメカニズム
教授 田中肇，特任研究員 （田中（肇）研）Mathieu Leocmach，講師 （ブリストル大）Paddy Royall

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

8.	 	Investigation	of	the	link	between	dynamics	and	structure	in	colloidal	glasses	by	confocal	mi-
croscopy

教授 田中肇，特任研究員 （田中（肇）研）Mathieu Leocmach，講師 （ブリストル大）Paddy Royall

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

9.	 コロイドの凝集過程における流体力学的相互作用の役割に関する研究
教授 田中肇，助教 （田中（肇）研）古川亮

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

10.	 荷電コロイド系におけるWigner 結晶形成・融解過程の実時空間解析
教授 田中肇，大学院学生 （田中（肇）研）荒井俊人

　荷電コロイドは，長距離静電斥力により安定化されたWigner結晶と呼ばれる秩序構造をとることがある．この結
晶状態は，荷電コロイド系以外にもプラズマや 2次元電子系でも見られることが知られているが，その詳細は未解明
である．そこで我々は，共焦点顕微鏡を用いて，荷電コロイド系で見られるWigner結晶の 3次元直接観察を行い，
その秩序及び欠陥構造について研究を行っている．また，この系に塩を加えコロイドの電荷を遮蔽した場合，この結
晶は不安定化する．この非平衡過程は流体力学的相互作用・静電力学が競合する複雑な問題である．我々は，実時間
観察，流体力学的相互作用を取り入れたシミュレーションを組み合わせることで，これらの問題に取り組んでいる．

11.	 無補強組積造壁を含むRC造架構の耐震性能評価に関する実験的研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）崔琥，助教 （中埜研）高橋典之，大学院学生 （中埜研）晉沂雄

　近年世界各地で無補強組積造壁を含む RC造建物が大きな被害を受けている．この建物の地震被害を軽減するため
には，まず無補強組積造壁およびこれを含む RC造架構の耐震性能を明らかにする必要がある．これに関する既往の
研究では壁体の対角圧縮ストラットの形成角度が対角方向の両隅と水平方向のなす角度に限定されることや，壁体の
せん断力が全変形レベルにおいて一律的に算定されることなどから，架構の荷重－変形関係を正確に再現できないこ
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とが分かった．そこで本研究では，RC造架構の変形レベルに応じた無補強組積造壁の負担せん断力を定量的に評価
することを主目的とし，無補強コンクリートブロック（CB）造壁の対角圧縮ストラット形成角度やその幅に基づく
壁体の負担せん断力を実験的に明らかにすべく，全 CBユニットに 3軸歪ゲージを貼り付けた 1層 1スパンの 1/4ス
ケールの縮小剛梁型および柔梁型試験体を計画し，その静的加力実験を実施した．壁体の対角圧縮ストラットの形成
角度や等価幅およびそれに基づく負担せん断力の評価手法を提案・検証し，実験結果への適用を試みた結果，本評価
手法による壁体と両柱のせん断力の和は実験結果の荷重－変形関係を概ね再現することができた．

12.	 鉄筋コンクリート構造架構の耐震安全性能および耐震修復性能の定量化
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）権淳日

　我が国では 1981年以前の旧基準で設計された層崩壊型の建物を中心に地震被害が生じたこれまでの経験から，各
層の鉛直支持部材の耐震性能に着目した耐震診断手法，被災度判定手法が整備されてきた．しかし，東海，東南海，
南海地震などの来たるべき大地震では，現行基準で設計された全体崩壊型の建物も被災し，地震後に多くの部材が損
傷し建物の機能が失われることが予想される．ところが，新基準で設計された全体崩壊型の建物は現行の耐震診断で
評価対象とされることは殆どなく，被災建築物の被災度を評価する具体的な基準も定められていない．そこで，現行
基準で設計された全体崩壊型の架構に生じる地震損傷の進展に応じて各部材が架構の崩壊メカニズム形成に与える影
響を考慮した構造性能の定量的評価手法を，RC造架構試験体の静的載荷実験および当該試験体の解析的研究により
提示する．

13.	 応用要素法（AEM）を用いたコンクリート系部材の崩壊解析に関する研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）李煥九

　応用要素法（AEM）は崩壊に至るまでの破壊現象を簡単なモデルで解析することを目標に東京大学生産技術研究所・
目黒研究室で開発が進められている新しい構造解析手法である．近年，コンクリート系部材に生じる亀裂を計算力学
的手法により追跡できる方法としては剛体バネモデル（RBSM）が有力視されているが，RBSMでは扱えない要素間
のめり込み・破壊を考慮でき，CB造などの比較的大きな要素をそのまま一要素として扱うことが出来る AEMを用
いることで，CB造の面外転倒を考慮した枠組組積造構造物の耐震性能評価を解析的に検討することが本研究の目的
である．

14.	 非構造部材を含むRC造建物の残存耐震性能評価手法に関する実験的研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）楊勇

　2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震では，中高層鉄筋コンクリート造集合住宅の非構造壁体に大き
な被害が生じた．一方，現行の鉄筋コンクリート造建築物の被災度区分判定基準には非構造部材の損傷程度は考慮さ
れない．しかしながら，今回の地震では，構造部材の損傷は軽微程度であったが，非構造部材の損傷が大きかったた
め，最終的に解体された集合住宅が少なくない．これらの背景から，非構造部材を含む RC造建築物の被災度区分判
定基準の整備が急がれている．そこで本研究では，非構造壁体の荷重－変形関係を実験的に明らかにする上で，非構
造部材を含む RC造建物の残存耐震性能評価手法の確立を主目的とする．

15.	 建築物および実構造物の津波被害調査結果に基づく津波荷重の評価
教授 中埜良昭，大学院学生 （中埜研）浅井竜也，企画調査部参事役 （（財）日本建築防災協会）舘野公一

　津波に強い建築物を構造設計するためには，建築物に作用する津波荷重を定量的に評価し設計荷重に適切に反映す
ることが第一歩である．内閣府においても津波避難ビルの選定基準が議論され，「津波避難ビル等に係るガイドライン」
では（財）日本建築センターの津波避難ビルの構造設計法等を参照し，直立護岸を越流する津波を想定した 2次元水
理模型実験結果に基づく荷重算定式が提案されている．また，2004 年スマトラ島沖地震津波の被害調査結果に基づき，
その荷重算定式の妥当性が検討されている．しかしながら，特に建築構造の分野では，依然津波被害の定量的調査や
津波荷重の評価に関する研究は極めて少ないのが現状である．一方で，2011年東北地方太平洋沖地震による津波被
害は甚大であり，今後の津波防災の観点から津波荷重の定量的な評価は急務となっている．そこで，津波を経験した
構造物の耐力とその被害程度の比較に基づき，既往の設計用津波荷重算定式の妥当性を検討すべく，2011年東北地
方太平洋沖地震による被災地域を調査し，実構造物に作用した津波荷重の推定を行った．

16.	 津波漂流物の衝突による建築物の応答特性に関する基礎的研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）本村友一

　2011年 3月 11日に起きた東日本大震災においては，大規模な津波が発生し，建築物に多くの被害をもたらした．
この津波被害の中には津波漂流物の衝突によるものもあるが，これが建物に与える影響についての知見は少ないのが
現状である．そこで本研究では，津波漂流物の衝突が建築物，特に津波避難ビルに与える影響を検討するため，多質
点系非線形時刻歴応答解析を行い，津波波力作用時に衝突力が作用した場合の建物の応答について検討を行った．併
せて簡単な衝突実験を行い，解析により得られた知見の妥当性を検証した．
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17.	 鉄筋コンクリート構造部材の縮小率と損傷量に関する研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）沙拉依丁沙吾提

　鉄筋コンクリート部材や架構などの構造実験では，実験所および加力装置などの制約上から，縮小試験体を用いる
のが一般的である．これらの実験結果から残存耐震性能などを議論するためには，縮小部材に生じた損傷量（ひび割
れ幅，ひび割れ長さ，剥落面積など）を実スケールに置き換える必要があるが，試験体の縮小率と損傷量の関係につ
いて明確な検討結果がないのが現状である．そこで本研究では，本研究室で既実施した実大および縮小試験体を用い
た実験結果に基づき，縮小率と損傷量の関係を明らかにするのを主目的とする．

18.	 ラクイラ震災被害における文化遺産の修復・補強と保護に関する調査研究
教授 （名古屋市立大）青木孝義，教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，教授 （日本大）湯浅昇， 

教授 （近畿大）岸本一蔵，准教授 （名古屋大）丸山一平，助教 （東北大）迫田丈志， 
助教 （豊橋技術科学大）松井智哉，特任講師 （早稲田大）奥田耕一郎， 

主任研究員 （（独）建築研究所）濱崎仁，教授 （名城大）谷川恭雄

　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．

19.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜良昭

　千葉実験所の地震応答実験棟および構造物動的破壊実験棟に設置されている静的破壊実験装置および二次元振動台
を用いて構造物の地震時における挙動を把握するための耐震実験を行っている．

20.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜良昭，教授 小長井一男

　構造物の破壊機構に関するデータ処理解析や小規模予備実験（材料性能確認試験など）を実施している．

21.	 弱小モデルによる地震応答解析
教授 中埜良昭

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

22.	 水素の物理吸着と核スピン転換
教授 福谷克之，技術専門職員 （福谷研）小倉正平，準博士研究員 （福谷研）樫福亜矢

　固体の表面では水素分子の核スピン状態が転換することが知られており，本研究ではその微視的な機構解明と新た
なスピン計測法の開発を目指して研究を進めている．今年度は，大きなスピンー軌道相互作用が発現する金試料の準
備を行い，その表面でのスピン転換時間の測定を行った．

23.	 希ガス吸着相のダイナミクス
教授 福谷克之，助教 （福谷研）松本益明， 

技術専門職員 （福谷研）小倉正平，技術専門職員 （福谷研）河内泰三，大学院学生 （福谷研）池田暁彦

　希ガスはファンデルワールス力を介して表面と相互作用する．近年ファンデルワールス吸着系の電子状態が注目を
集めている．今年度は，金表面に吸着した Krについて核共鳴散乱実験を行い，共鳴プロファイル観測，時間スペク
トル測定，を行い，Kr単原子層からの共鳴シグナルの観測に成功した．時間スペクトルから緩和時間の解析を行った．

24.	 多孔質材料表面への分子吸着と振動状態
教授 福谷克之，技術専門職員 （福谷研）河内泰三，大学院学生 （福谷研）池田暁彦

　多孔質の材料は，吸着材料として利用される一方，特異なナノ空間を有するため，そこでの分子の凝縮相が興味を
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持たれている．今年度は，アモルファス氷および包摂化合物を効率よく作製するための，断熱機構を備えた特殊冷却
ステージを新たに開発した．これを用いて，Kr内包アモルファス氷を作製し，X線回折と核共鳴散乱による構造・
ダイナミクス測定を行った．

25.	 遷移金属酸化物表面の電子状態・表面伝導と水素ダイナミクス
教授 福谷克之，助教 （福谷研）松本益明，技術専門職員 （福谷研）小倉正平， 

大学院学生 （福谷研）武安光太郎，大学院学生 （福谷研）浅川寛太

　酸化物表面は光触媒や新規電子・磁気デバイスとして注目される．今年度は，SrTiO3の電子状態と分子吸着効果を
光電子分光を用いて調べた．電子線照射により，制御して表面欠陥を生成することに成功した．また，欠陥により新
たに局在電子状態が現れることを明らかにした．さらにこの局在電子状態は，酸素曝露・水素曝露いずれの処理でも
消失することを見いだした．新たに Fe3O4表面の準備を行い，光電子分光による電子状態測定，核共鳴散乱による表
面磁気状態測定を行った．

26.	 スピン偏極水素源の開発と応用
教授 福谷克之，技術専門職員 （福谷研）小倉正平，大学院学生 （福谷研）武安光太郎

　水素原子はスピン 1／2を持つ電子と陽子からなる複合ボゾンであり，超微細相互作用により全スピン 1と 0の 2
つの状態が存在する．スピン 1の状態は磁気量子数の違いにより 3重に縮退するが，不均一磁場により，一つの状態
を選別しスピン偏極させることができる．本研究では，スピン偏極水素源を開発し，分子形成や表面反応におけるス
ピンダイナミクス解明と散乱を利用した表面磁性プローブを開発することを目的として研究を進めている．今年度は，
ビームのさらなる高輝度化をはかるため，真空槽の改良，スキマーの設置，差動排気系の改良を行った．

27.	 水の吸着・脱離と排気曲線
教授 福谷克之，助教 （京都大）杉本敏樹，大学院学生 （福谷研）武安光太郎

　水の表面吸着は，真空工学や表面反応科学において重要な現象である．本年度は，10-3Pa領域の排気曲線の測定を
行い，この領域で圧力が指数関数的に減少することを明らかにし，さらに数理的に排気曲線を解析することで，排気
の時定数が表面脱離速度に支配されていることを明らかにした．

28.	 金属の水素吸蔵・放出と表面反応
教授 福谷克之，准教授 ビルデマーカス，技術専門職員 （福谷研）小倉正平， 

大学院学生 （ビルデ研）大野哲，大学院学生 （福谷研）ウェンディー，大学院学生 （福谷研）宮尾幸太郎

　金属には水素を吸蔵する金属があり，水素吸蔵金属として注目される．本研究では，水素吸蔵における表面効果・
歪効果と表面触媒反応に関する研究を行っている．本年度は，Pd，AuPd合金表面，Au修飾 Pd表面，欠陥導入表面
における水素吸着・吸蔵の研究を行った．AuPd合金表面として，新たに（111）表面の実験を行った．（110）同様，
表面には Auが析出し，Pdサイトで水素は高効率に解離吸着し，そこを介して内部に吸収されることを見いだした．
また表面に意図的に欠陥を導入すると，水素吸収効率が飛躍的に向上することを見いだした．

29.	 磁性体表面・界面の磁気構造
教授 福谷克之，技術専門職員 （福谷研）河内泰三，大学院学生 （福谷研）浅川寛太

　磁性体薄膜は，磁気記録媒体やスピントロニクスへの応用が期待される．バルク磁性体の磁化方向は，結晶構造に
由来するスピンー軌道相互作用で決まるが，表面や界面では対称性の低下による軌道自由度の変調により特異な磁化
が出現する可能性が指摘されている．本研究では，核共鳴散乱を用いて表面・界面での磁気構造の解明を目指してい
る．本年度は，酸化物基板に形成した Fe超薄膜と Fe3O4表面での実験を行った．

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

特任研究員 （酒井（啓）研）山田辰也，協力研究員 （酒井（啓）研）細田真妃子

　流れ場に加えて濃度場や分子配向，温度勾配などの自由度が相互にカップルする複雑流体においては，各自由度の
緩和過程が他の自由度からの影響を受けて特異なスペクトルを示す．この緩和スペクトルを精密に測定することによ
り，各自由度間の結合の起源を分子レベルで明らかにする試みを行っている．本年度は一次元的な液柱の力学的不安
定性を利用して，自発的に微小液滴を高速生成する手法を開発した．さらにこれを用いて，異種液体間の界面力によ
り自己組織化的に微小カプセル構造を作製し，そのダイナミクスの解明を行った．

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

　液体表面の力学的物性，特に分子吸着に伴う表面エネルギーと表面粘弾性の動的変化を調べる新しい手法の開発を
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行っている．本年度は局所的な電場印加によって液体表面の変形を励起し，その応答から表面の力学物性を調べる電
界ピンセット技術を応用した，薄膜状態試料のレオロジー計測が可能な新たな材料評価技術を開発した．また，遠心
力によりミクロな液滴を大きく変形させることで表面張力の測定精度を向上させるレボルビングドロップ技術を開発
し，高粘性ポリマーの表面張力を短時間で測定することに成功した．

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

技術職員 （酒井（啓）研）平野太一，協力研究員 （酒井（啓）研）山本健

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

33.	 ナノ・マイクロ流体ダイナミクスの研究
教授 酒井啓司，特任研究員 （酒井（啓）研）山田辰也，大学院学生 （酒井（啓）研）石綿友樹， 

大学院学生 （酒井（啓）研）坂井崇人，大学院学生 （酒井（啓）研）本田彰浩

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

34.	 2 次元凝集体の相転移と臨界現象の研究
教授 酒井啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷周二朗，大学院学生 （酒井（啓）研）古賀俊行

　界面活性剤分子や液晶性分子が液体表面に形成する薄膜は，環境に応じて相転移を起す．この相転移について，レー
ザー光による非接触・非破壊観察を行うとともに，薄膜を 2次元流体とみなすモデルによる説明を試みている．本年
度は複層構造を持つ微小液相体の力学的安定性を調べることを目的として，液体薄膜を純水上に展開した多層膜上を
伝搬するリプロンの分散を測定し，これを新たに構築した理論と比較・検討した．

35.	 液体表・界面構造と動的分子物性
教授 酒井啓司，技術職員 （酒井（啓）研）平野太一，協力研究員 （酒井（啓）研）細田真妃子， 

協力研究員 （酒井（啓）研）吉武裕美子，大学院学生 （酒井（啓）研）下河有司， 
大学院学生 （酒井（啓）研）松浦有祐，大学院学生 （酒井（啓）研）大田悠平

　液体表面や液液界面など異なる相が接する境界領域での，特異的な分子集合体の構造や現象に関する研究を行って
いる．本年度はゲル表面における振動モードの顕微直接観察手法の研究に着手した．これにより，表面張力及びずり
弾性率を復元力として伝搬する複雑流体上の表面振動モードの定量的解析が可能になる．さらに当研究室で開発した
EMS粘度計を，複雑流体の粘弾性スペクトル計測に応用する試みを進めた．また，EMSシステムを超高粘性試料の
レオロジー測定へ応用する試みを開始した．

36.	 フォノンスペクトロスコピーと物性研究
教授 酒井啓司，協力研究員 （酒井（啓）研）山本健

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

37.	 ハイブリッド乱流モデルの研究
教授 半場藤弘，大学院学生 （半場研）中村優佑

　高レイノルズ数の壁乱流のラージ・エディー・シミュレーションを行うには，格子点数の制約から滑りなし条件が
困難なため壁面モデルが必要となる．レイノルズ平均モデルと組み合わせるハイブリッド計算が精度のよい壁面モデ
ルとして期待される．本研究では，直接数値計算のデータを用いてハイブリッドフィルターによる付加項の寄与を評
価し，運動量・エネルギー輸送に対する効果について考察した．また速度の積分に基づく新しい乱流長さスケールを
導入し，渦粘性率の輸送方程式を導出し考察した．さらにエネルギー散逸率の輸送方程式に着目し，散逸率の非等方
性を調べた．
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38.	 電磁流体乱流のダイナモ機構
教授 半場藤弘，助教 （半場研）横井喜充

　地球や太陽などの天体で見られる磁場はダイナモ機構すなわち天体内部の電導性流体の運動によって駆動され維持
されていると期待される．また磁力線がつなぎかわる現象である磁気リコネクションは，天体・宇宙・実験室のプラ
ズマ現象で重要な役割を果たす．本研究では乱流の統計理論を用いて電磁流体のクロスヘリシティーの乱流モデルを
導き，太陽黒点対流や磁気リコネクションなどに適用して考察した．

39.	 回転・熱対流乱流の解析と LESのモデリング
教授 半場藤弘，助教 （半場研）横井喜充，技術専門職員 （半場研）小山省司

　円管内の流れに旋回を加えると中心軸付近で主流分布が凹んだり逆流が生じる，また浮力の効果により乱流の乱れ
や主流が駆動されるなど，回転や浮力の効果を受けた乱流は興味深い性質を示す．本研究では回転・熱対流乱流の解
析のためラージ・エディー・シミュレーション（LES）のモデルの改良を行っている．新しい LESモデルを提案しチャ
ネル乱流などに適用しモデルの検証を行った．

40.	 共変的な非一様乱流統計理論
教授 半場藤弘，大学院学生 （半場研）有木健人

　非一様乱流に対するこれまでの 2スケール統計理論は一般的な座標変換について共変的な定式化ではなく，得られ
た乱流モデルも共変性を満たしていない．本研究では平均速度によるラグランジュ座標を用いて統計理論の再構築を
試みた．レイノルズ応力の非線形渦粘性モデルを導出し共変的な速度微分で記述されることを示した．また非等方性
に加えて非一様性を取り入れる方法を定式化した．

41.	 量子力学的共鳴状態の解明と数値解析
准教授 羽田野直道，博士研究員 （羽田野研）Savannah Garmon，准教授 （バトラー大）Gonzalo Ordonez， 
大学院学生 （東大）森貴司，上級研究員 （テキサス大）Tomio Petrosky，准教授 （核融合研）中村浩章

　量子力学的共鳴状態は，多くの量子力学の教科書では散乱行列の極として定義されている．しかし，開いた量子系
に対するシュレーディンガー方程式の固有状態として定義することが可能である．その波動関数は（固有エネル ギー
の虚部のために）時間的に減衰するが，（固有波数の虚部のために）空間的には遠方で発散するという形をしている．
一見，不思議な波動関数だが，それに対して粒子数保存を議論した．また，共鳴状態の位置を正確に求めたり，時間
発展を正確に追跡する数値計算法を提案した．さらに，以上と並行した議論をリウビル方程式に対しても展開し，時
間反転対称性の自発的破れの起源を議論した．

42.	 ビスマスおよび二次元電子系における量子ネルンスト効果
助教 （東京理科大）平山尚美，准教授 羽田野直道，助教 （東大）遠藤彰， 

准教授 （横浜国立大）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，教授 （中央大）米満賢治

　ネルンスト効果とは，試料の z方向に磁場，x方向に温度勾配をかけたときに y方向に電場が発生する熱電効果で
ある．我々のグループでは近年，低温強磁場においてネルンスト効果に量子振る現れることを予言し，「量子ネルン
スト効果」と名付けた．最近になってビスマス単結晶での実験で実際に量子ネルンスト効果が観測され，注目を集め
ている．我々はビスマスの半金属としての性質の詳細を取り入れた計算を行い，実験で観測されたデータを，フィッ
ティングパラメータなしで定量的に再現した．また，半導体ヘテロ接合中の 2次元電子系において電子温度だけを操
作する実験を行い，それに対応するシミュレーションで非一様な加熱の様子を観測した．

43.	 複雑ネットワークの静的および動的解析
教授 （Strathclyde大）Ernesto Estrada，大学院学生 （ESPCI-ParisTech）Ruben Bueno，准教授 羽田野直道

　人間社会やコンピュータ・ネットワーク，生体内のタンパク質ネットワークなどは，共通の性質を持っており，そ
れらをまとめて「複雑ネットワーク」と呼んで，世界的に研究されている．我々のグループでは，ネットワークの中
でどのノードが中心性を強く持っているか，あるノードと別のノードはどれくらい強く通信性を持っているかなどを
定量的に議論するための指標を，統計力学の原理に基づいて導入した．特に後者を用いて，複雑ネットワークの中で
どのようなコミュニティーが存在するかを検出するアルゴリズムを提案した．また，複雑ネットワークにおける隣接
行列では，大量にゼロ固有値が縮退しており，それらに対応する固有ベクトルはネットワークの局所的構造に強く局
在していることを示した．
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44.	 ツイッター・ネットワーク上の情報拡散
大学院学生 （羽田野研）川本達郎，准教授 羽田野直道

　ツイッターのネットワークを例に，情報を受け身で受け取って他に転送するという形の伝播による情報拡散を統計
物理学的に研究し，実データを再現するような理論を構築することに成功した．また，情報伝播に相関がある場合，
情報が爆発的に拡散する「炎上」が起こりやすくなることを理論的に示した．

45.	 準周期ポテンシャル下のグラフェンにおける新しいディラックコーンの生成
大学院学生 （羽田野研）田島昌征，准教授 羽田野直道

　グラフェンにはフェルミ面直上に線形分散を持つディラックコーンが現れ，これがグラフェンの特異な性質に強く
影響している．さらに周期ポテンシャルをかけると，本来のディラックコーンの脇に新しいディラックコーンが生成
されることが知られている．そこで，二重周期ポテンシャルをかけたときに，どのような位置に新しいディラックコー
ンが生成されるか，また，その極限として準周期ポテンシャルをかけたときにどのような位置に新しいディラックコー
ンが生成されるかを研究した．後者では稠密にディラックコーンが現れることを予言した．

46.	 量子系における基底状態直上のエネルギーギャップと物理量の揺らぎの相補的関係
大学院学生 （羽田野研）桑原知剛，准教授 羽田野直道

　量子系において，基底状態直上の励起状態との間のエネルギーギャップは，物理的性質を決める上で重要な意味を
持っている．本研究では，任意の示量性物理量の揺らぎとの相補的関係を示す不等式を厳密に証明することに成功し
た．一般に揺らぎが大きくなるとエネルギーギャップの上界は小さくなり，揺らぎが小さくなると大きくなる．また，
この不等式から動的臨界指数に関係する全く新しい不等式を得た．

47.	 量子情報理論におけるもつれ量の定義
大学院学生 （羽田野研）田島裕康，准教授 羽田野直道

　量子力学的もつれ量は量子情報理論において重要な量である．本研究では，3つのキュービットに対して量子的も
つれ量を厳密に定義し，量子力学的状態に拡張された形での半順序構造があることを見出した．

48.	 量子系における情報熱力学
大学院学生 （羽田野研）森國洋平，教授 （学習院大）田崎晴明

　情報熱力学とは，観測によって得た情報のエントロピーも考慮に入れて構築した熱力学であり，よく知られたマク
スウェルの悪魔も，情報熱力学の範囲では矛盾無く扱える．近年，この分野では沙川と上田によって大きな進歩が成
されたが，本研究ではその議論を古典力学系から量子力学系に拡張することに成功した．

49.	 空間反転対称性のない超伝導体ドメイン境界におけるスピン流及び自発磁化
助教 （羽田野研）荒畑恵美子，博士研究員 （チューリッヒ工科大）Titus Neupert， 

教授 （チューリッヒ工科大）Manfred Sigrist

　空間反転対称性のない重い電子系では，スピン軌道相互作用が大きくパリティが良い量子数ではなくなる．その結
果，スピン・シングレット超伝導とトリプレット超伝導の混成が可能となる．この特性により，超伝導状態において
逆向きに対称性の破れたツインドメインを形成しうることが報告されているが，ツインドメイン間の境界における性
質やそれらが物性に及ぼす影響に関しては詳しく解明されていない．本研究では，境界の情報を厳密に取り扱うため，
位置依存のある二次元 Bogoliubov-de Gennes方程式とギャップ方程式を自己無撞着に解くことで，ツインドメインの
境界における特徴的な性質を明らかにした．特に，スピン・シングレット超伝導とトリプレット超伝導が同程度の大
きさを持つ場合，ドメイン境界で自発磁化が起こり，スピン流のみならず軌道超伝導流が流れることを示した．

50.	 固体結晶の理想強度に関する第一原理および原子モデル解析
准教授 梅野宜崇

　材料強度の本質に迫るため，原子間結合の特性が支配する固体結晶の理想強度（理論強度）について密度汎関数理
論第一原理計算および原子モデル解析（分子動力学法）による評価を行っている．

51.	 高ひずみを受ける磁性材料の特性に関する第一原理解析
准教授 梅野宜崇

　磁性材料において，機械的ひずみによって磁性が影響を受けることは以前から知られているが，高ひずみの影響に
関する理論的研究は不足している．この問題はナノ材料では重要な問題となる．そこで，密度汎関数法を用いた第一
原理解析により，オーガニック強磁性半導体，ハーフメタリック材料の他様々な磁性材料について，ひずみの影響を
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評価している．

52.	 スズの粒界拡散問題のための原子間ポテンシャル作成と分子動力学解析
准教授 梅野宜崇

　鉛フリー化の要請により，スズめっきからのウィスカ成長による配線内ショート問題が顕在化しており，その主要
なメカニズムの一つとしての粒界拡散現象の理解が求められている．この問題を原子モデルからアプローチするため，
拡散問題に適した原子間ポテンシャル関数を作成するとともに，拡散分子動力学解析や活性化エネルギー計算により
拡散特性・不純物の影響等を調べている．

53.	 圧縮を受ける多層カーボンナノチューブの構造不安定原子シミュレーション
准教授 梅野宜崇

　多層カーボンナノチューブは径方向への圧縮応力の作用によりシワ構造を示す可能性があることが連続体モデルに
より予測されており，それに伴う電子構造変化を利用することで様々な応用が期待されている．この現象を原子モデ
ルで実証するとともに，その構造不安定性発現メカニズムを明かにするため，原子シミュレーションを行っている．

54.	 YSZ の構造・相変態・イオン電導性に関する第一原理解析および原子モデルシミュレーション
准教授 梅野宜崇

　固体酸化物形燃料電池（SOFC）の固体電解質材として広く用いられている YSZの特性を明らかにすることで，よ
り優れた燃料電池の設計指針を与えることを目的として，第一原理計算および原子モデリングシミュレーションを用
いて表面・界面エネルギー，相変態，イオン電導性の評価を行っている．

55.	 Pd（110）表面における水素吸収の機構
准教授 ビルデマーカス，教授 福谷克之，大学院学生 （ビルデ研）大野哲

　Hydrogen dynamics at palladium (Pd) surfaces are of great fundamental importance for heterogeneous hydrogenation catalysis 
as well as in fuel cell， hydrogen storage， and purification technology．We aim here to obtain atomic level insight into the reac-
tion coordinate of hydrogen atoms as they transit between gas phase H 2 molecules， surface-adsorbed H atoms， and atomic H 
states absorbed in the metal interior．Using the Pd(110) single crystal surface as a structurally well-defined model system， we 
investigated the initial stage of hydrogen absorption with hydrogen depth profiling by nuclear reaction analysis and isotope (H，
D)- labeled thermal desorption spectroscopy (TDS)．We discovered the existence of two absorption routes that produce hydride 
phases of distinctly different in-plane and depth distributions beneath the surface (bulk and near-surface)．We found that absorp-
tion (i) critically requires the presence of gas phase H2， (ii) occurs with a very small activation energy (<100 meV)， and (iii) re-
places chemisorbed surface hydrogen with the gas phase isotope， while the former is transferred below the surface．We pro-
posed a novel exchange/penetration mechanism that consistently explains all observations．

56.	 Pd（110）の表面下水素の触媒反応性
准教授 ビルデマーカス，教授 福谷克之，大学院学生 （ビルデ研）大野哲

　Palladium (Pd) is the most widely used industrial catalyst for the partial hydrogenation of unsaturated hydrocarbons， in which 
two hydrogen atoms are added to a specific C=C double bond．With the ultimate goal to elucidate the alleged role of subsurface-
absorbed hydrogen in this complex catalytic process， we investigated the model hydrogenation reaction of cis-2-butene (C4H8) to 
butane (C4H10) at a well-characterized Pd(110) single crystal surface， for which we have previously distinguished various states 
of surface-adsorbed and subsurface-absorbed hydrogen．Similar as for Pd nanoparticles it is found that the subsurface-absorbed 
hydrogen possesses a particular catalytic reactivity， which is not shared by surface-adsorbed H species．Our results also suggest 
that the initial depth distribution of the absorbed hydrogen does not markedly influence the catalytic reactivity．

57.	 引張り補強材としてのジオセルの引抜け抵抗メカニズムに関する研究
准教授 清田隆

　地盤を側方から拘束する構造的特徴があるジオセルが，盛土内の引張り補強材としてどの程度効果的に機能するの
かを検討した．様々な種類の盛土材料による引抜き試験により，ジオセルの引き抜け抵抗が効果的に発揮される補強
材高さと盛土材粒径の関係を確認した．一連の実験から，敷設されたジオセル全体の平均的引張り剛性が高くなり進
行的変形が小さくなれば効果的に引抜け抵抗を増加できることが分かった．
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機械・生体系部門
1.	 Freak	Wave の解明と克服のための基礎研究

教授 木下健

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

2.	 洋上風力発電に関する研究
教授 木下健

　洋上風力発電は欧米では急拡大している．沿岸の適地での建設がほぼ終了し，いよいよ沖合への展開が始まりつつ
ある．浮体式洋上風力装置の国際競争力ある研究開発のあり方と国内普及のための地元の合意形成について研究を
行っている．

3.	 船舶の非線形ロール減衰の推定に関する研究
教授 木下健

　確率論的逆問題解析法を船舶海洋工学に適用する研究を行っている．船の横揺れ減衰力は非線形流体力の典型的な
例である．現在横揺れ減衰力について，水槽実験結果から推定を行っている．

4.	 船舶操縦性に及ぼす波漂流力の影響に関する研究
教授 木下健

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

5.	 波エネルギー吸収船に関する研究
教授 木下健

　居住区，または作業区域の揺れを大幅に軽減するサスペンションを研究している．さらにそのときに得られる波エ
ネルギーを吸収し電気として利用する．

6.	 沈下式生簀網に関する研究
教授 木下健

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

7.	 確率論的逆問題解析による船舶海洋構造物に働く非線形流体力の推定に関する研究
教授 木下健，大学院学生 （木下研）韓昭領

　当研究室で新たに開発した確率論的逆問題解析による船舶海洋構造物に働く非線形流体力（減衰力，波強制力等）
の推定に関して理論的研究および実験による適用性の研究を行なっている．

8.	 電気化学的手法による漁網への生物付着防止
准教授 北澤大輔，教授 木下健，助手 （北澤研）藤野正俊，大学院学生 （木下研）近藤嵩史

　漁網に生物が付着すると，漁網への流体力が増加して網の破れが発生する．また，生簀の場合は，海水交換が少な
くなり，溶存酸素濃度が低下するなどの問題が発生する．現在は，人手で付着生物を落としているが，労力のかかる作
業である．掃除用ロボットも開発されているが，高価で高度な作業を要することもあり，普及には至っていない．本研
究では，金属線を漁網に編み込み，電気分解によって次亜塩素酸を発生させ，生物付着を防止する手法を開発した．

9.	 波エネルギー吸収船の研究
准教授 北澤大輔，教授 木下健，大学院学生 （北澤研）韓佳琳，木下研 前田輝夫

　小型船の乗り心地を向上するため，波エネルギーを利用し，サスペンションによって動揺を抑制する船の開発を行っ
た．小型船は，キャビンとフロートからなり，これらの相対運動から，ラック・アンド・ピニオン方式によって，波
エネルギーを電気エネルギーに変換した．
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10.	 海洋エネルギーの導入と実証実験フィールドの整備に関する研究
特任教授 黒﨑明，教授 木下健

　洋上風力発電は欧米では急拡大している．沿岸の適地での建設がほぼ終了し，いよいよ沖合への展開が始まりつつ
ある．浮体式洋上風力発電や波力・潮力などの海洋エネルギー利用に関し国際競争力ある研究開発のあり方と国内普
及のための地元の合意形成について研究を行なっている．

11.	 先進アルミ合金の高速切削加工
教授 帯川利之，特任研究員 （帯川研）林遵

　環境に優しい先進アルミ合金の高速切削加工技術の研究を行っており，そのための新しい工具の開発を行った．

12.	 工具すくい面内蔵型薄膜応力センサーの開発
教授 帯川利之，大学院学生 （帯川研）八木健次，特任研究員 （帯川研）林遵

　工具すくい面のコーティング層内に，すくい面に作用する応力を測定するための薄膜応力センサーを内蔵した切削
工具を開発した．

13.	 難削材の高速切削における切削液の浸透と冷却モデル
教授 帯川利之，大学院学生 （帯川研）中司龍太，学部学生 （東京電機大）田端智彦

　切削工具には，レアメタルが大量に使用されている．そこで難削材の高速切削における工具寿命の延長を図るため，
切削液の刃先への浸透と冷却モデルに関し研究を行っている．

14.	 チタン合金の高速切削加工
教授 帯川利之，産学金連携研究センター 大野龍巳，大学院学生 （帯川研）中司龍太

　チタン合金の小物部品の高速切削加工における最適切削速度に関する研究を行っている．

15.	 マイクロ・インクリメンタル・フォーミングによるステンレス箔の微細成形加工
教授 帯川利之，日本大学 関根務

　燃料電池などのエネルギー素子や生体用の部品としてステンレス鋼が用いられており，微小化が求められている．
本研究では，そうした部品のラピッドプロタイピングとして，微小工具を使用したマイクロ・インクリメンタル・フォー
ミングによるステンレス箔の微細成形加工を行っている．

16.	 高速・高能率・高精度加工のための工具経路の選定
 日本大学 関根務，教授 帯川利之

　高速・高能率・高精度加工を目的として，工具経路の選定，特に工具経路の間隔の設定に関する幾何学的な切削モ
デルの構築を行っている．

17.	 形状記憶合金アクチュエータ素子の計算モデリングに関する研究
教授 都井裕，大学院学生 （都井研）何劼，大学院学生 （都井研）宮田拓也

　形状記憶合金（SMA）アクチュエータ素子の超弾性変形挙動，形状記憶挙動に対する材料モデルおよび有限要素
解析ソフトの開発を進めている．本年度は，相変態発展方程式を含む構成方程式モデルの精密化とハニカム構造など
に対する実証計算を実施した．また，SMAワイヤを用いた適応トラスの解析のための有限要素プログラムを開発し，
繰返し加熱・冷却下の挙動に対する解析結果を文献による実験結果と比較検討した．

18.	 導電性高分子アクチュエータ／センサ素子の計算モデリングに関する研究
教授 都井裕，大学院学生 （都井研）柳誠元

　イオン導電性高分子材料（Nafion，Flemionなど）および導電性高分子材料（Polypyrrol，Polyanilineなど）による
アクチュエータ／センサ素子の電気化学・力学連成挙動の有限要素解析に関する研究を進めている．本年度は，
Polypyrrolを用いた力学センサの電気化学・多孔質弾性挙動のモデリングの精密化とその検証計算を実施するととも
に，Flemionを用いた力学センサに対する計算モデリングの構成に着手した．
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19.	 工学構造体の計算損傷力学に関する研究
教授 都井裕

　連続体損傷力学に基づく構成式モデルと有限要素法による局所的破壊解析法を各種の工学構造体の損傷破壊挙動に
応用するための基礎研究を行っている．本年度は，形状記憶合金，導電性高分子などの先端機能材料の強度劣化，機
能劣化に対する材料モデリングについて検討した．

20.	 数値材料試験と構造物の疲労寿命評価への応用に関する研究
教授 都井裕，大学院学生 （都井研）岡正徳

　材料の損傷・破断を含む構成式挙動をシミュレートするための連続体損傷力学モデルによる数値材料試験，および
有限要素法を併用した完全／部分連成解析法の構造要素・疲労寿命評価への応用に関する研究を行っている．本年度
は，ディーゼルエンジンなどに使用されるねずみ鋳鉄材の弾粘塑性クリープ疲労損傷モデルを構築し，シリンダヘッ
ド部に対する試験結果との比較によりその有用性を実証した．

21.	 自己修復材料のモデリングと有限要素シミュレーションに関する研究
教授 都井裕，大学院学生 （都井研）線延飛

　材料あるいは構造の安全性，信頼性，経済性を一層向上させることを目的として，生物と同様の自己修復機能を付
与した自己修復材料の開発が活発化している．本研究は，高分子，金属，セラミックス，コンクリート，複合材料な
どの様々な材料分野における自己修復材料のモデリングおよび構造挙動の有限要素解析法の確立を目的としている．
本年度は，高分子材料であるポリカーボネートのアニーリングによる修復過程のモデリング精密化について検討を進
めた．

22.	 空間骨組構造の順応型有限要素解析手法に関する研究
教授 都井裕，大学院学生 （都井研）村上朝成

　海洋構造物，機械構造物，土木・建築構造物などに見られる大規模・空間骨組構造の様々な崩壊問題に対し，順応
型 Shifted Integration法（ASI法と略称）に基づく合理的かつ効率的な有限要素解析手法を開発し，静的・動的崩壊を
含む各種の非線形問題に応用している．今年度は 3次ベルヌーイ・オイラーはり要素による順応型弾塑性損傷解析法
を実際の骨組構造に適用し，その有用性を検証するための検討を進めた．

23.	 射出成形における型内流動計測システムの開発
教授 横井秀俊，大学院学生 （横井研）高松亮平

　基礎計測技術の研究として，型内樹脂流動挙動を計測する各手法の開発と成形現象の実験解析を目的としている．
本年度は，ホットランナー組込金型におけるランナレス成形に着目し，キャビティ内充填パターンの偏芯現象や樹脂
の滞留現象，ゲートを中心とした同心円状フローマーク生成，これらホットランナー金型特有の成形不良現象を可視
化観察とゲートを中心とした同心円状の温度分布計測とによって総合的に解析した．ホットランナーマニホールド形
状の違いにより，滞留樹脂の影響が変化し，バルブピン下流側における樹脂の流動遅延現象も変化すること，同現象
はキャビティ内における流動樹脂の温度分布と高い相関があること，これらを明らかにした．また，黒色樹脂による
流動樹脂の表面温度分布計測結果から，ゲートを中心とした同心円状の温度ムラが明らかとされ，ホットランナー特
有の同心円状フローマーク生成との相関が示唆された．

24.	 超臨界流体を用いた微細発泡射出成形における発泡層構造形成過程の解析
教授 横井秀俊，大学院学生 （横井研）山田岳大

　本研究では，超臨界流体を利用した微細発泡射出成形における成形品の発泡構造およびその形成過程を明らかにす
ることを目的としている，本年度は，障害ピン後方のウェルドライン領域における樹脂流動挙動の動的可視化と成形
品内部の発泡構造観察とにより，以下の発泡構造形成モデルを提示した．まず，障害ピン後方端面においてフロント
部の無発泡層が会合することによって三角形状の無発泡堆積領域が形成される．その後，堆積領域周辺を流動する微
細発泡領域が次第に冷却・高粘度化される過程で，ピン周りから下流へと続く大きな気泡群の流線が堆積領域の外側
に移動し，微細発泡領域内を横断する発泡構造が形成される．また，薄肉部から厚肉部へと変化する段差領域におい
て，段差部平坦面側に厚く形成される無発泡領域，段差角部に沿った大きな気泡領域，段差部から下流へ移行するほ
ど凹凸が増加する表面性状，これらの形成モデルを提示した．

25.	 冷却速度制御による精密射出成形法の開発
教授 横井秀俊，大学院学生 （横井研）今泉賢

　本研究では，精度が要求される部位を金型に保持させたまま，緩やかな冷却速度の下で結晶化を促進し，その後急
速冷却する「精密射出成形法」を提案し，射出成形品の精度向上とメカニズムの解明を目的としている．本年度は，
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円筒形状試験片の実験で明らかになった収縮特性について，粘弾性モデルに基づいてメカニズムを検討した．収縮過
程で発生する熱応力が冷却速度に応じて緩和する過程を解析することで，収縮特性に及ぼす冷却時間および初期金型
温度の影響を明確にした．また本成形法をコの字型試験片にも適用し，円筒形状以外の収縮特性について調査した．
通常成形では試験片の側壁は内倒れするが，急速冷却することで外倒れすることを明らかにした．これによりコの字
型試験片の高精度化にも有効であることが示唆された．

26.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本潤，大学院学生 （柳本研）Eduardo Dupin

　熱間加工材質変化を司る金属材料内部組織変化を，機械式高温高速圧縮試験機により取得しデータベース化する．

27.	 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，助教 （柳本研）杉山澄雄，研究生 （柳本研）林妗論，特任研究員 （柳本研）Turtom Ismail

　巨大ひずみ加工プロセスや，相変態を含む加工・熱処理プロセスによるナノ組織生成への，強せん断変形を含む大
変形あるいは変形方向の反転を含む大変形の影響を定量的に把握することは，バルクナノメタル創製の機構を把握す
るための重要なステップである．「多様なプロセスによるバルクナノメタルの製造手法の確立」を大目標としつつ本
研究では，相変態を含む加工・熱処理プロセスによるバルクナノメタルの超微細粒組織形成を，計算機シミュレーショ
ン及び加工熱処理再現試験装置などを駆使した物理シミュレーションによって解明する．計算機シミュレーション及
び物理シミュレーションによって，バルクナノメタルの超微細粒組織が形成されるためのプロセス条件，すなわち相
変態を含む加工－熱処理プロセスでの変形モード，変形速度，変形量等が明らかになる．バルクナノメタルの持つ結
晶組織は高密度な結晶粒界によって特徴づけられる．この様な特異な材料についての計算機，物理シミュレーション
は，特異な結晶構造の影響を強く反映するものとなるべきであって，新たな学術研究（シミュレーション）分野を開
拓するものである．

28.	 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，大学院学生 （柳本研）池内健義，大学院学生 （柳本研）瓜屋祐，大学院学生 （柳本研）黄哲群

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

29.	 高温変形加工時の降伏応力と材料組織変化に関する研究
教授 柳本潤，技術専門職員（柳本研）小峰久直

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

30.	 半凝固処理金属の製造技術に関する研究
教授 柳本潤，助教（柳本研）杉山澄雄，大学院学生（柳本研）孟毅

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

31.	 超軽量構造を実現するための複層鋼板のプレス加工
教授 柳本潤，研究員（柳本研）大家哲朗

　高強度鋼板のサンドイッチ構造である複層鋼板のプレス成形性について研究を行っている．高強度・低延性である
たとえばマルテンサイト系鋼板と高延性であるオーステナイト系ステンレス鋼板を複層化することで，広い成形可能
範囲をもった高強度鋼板を実現できること，たとえば伸びわずか 1.5％の SUS420J2を含む複層鋼板は，150°程度の
曲げ加工に耐えることができること，などを明らかにしてきた．今後は各種複層鋼板のプレス成形性について明らか
にしていく予定である．
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32.	 異種材料の常温でのマイクロ固相接合およびこれを利用した 3次元立体構造の迅速造形
教授 柳本潤

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

33.	 幅拘束大圧下制御圧延による易成形高強度バイモーダル薄鋼板の製造基盤研究
教授 柳本潤，大学院学生 （柳本研）朴亨原，大学院学生 （柳本研）下島啓

　易成形高強度バイモーダル薄鋼板を，添加合金元素を最小化した軽元素組成にて，1パス圧下率 70～90％の範囲で
の幅拘束大圧下制御圧延により製造するための基盤研究を行う．幅拘束大圧下制御圧延とは，幅方向変形を束縛する
ことで，圧延時の応力状態を 3軸圧縮応力に近い状態を保ちつつ強加工を与える圧延プロセスである．これをスタン
ド前後の加熱冷却装置と直結することで，a）α域あるいはα＋γ二相域からの自己発熱（加工発熱）による逆変態，
b）圧下率 70～90％の範囲での幅広がりなしでの大圧下圧延，c）圧延直後冷却による加速変態を組み合わせた，鋼
板の革新的制御圧延プロセスを実現する．

34.	 Image-Based	Simulation における脳血管形状の血行力学に与える影響の考察
教授 大島まり，大学院学生 （大島研）小林匡治，研究実習生 （大島研）片桐賢吾， 

研究実習生 （大島研）大原良仁，研究実習生 （大島研）矢島康治， 
大学院学生 （大島研）石上雄太，大学院学生 （大島研）藤澤慶，研究実習生 （大島研）北島大朗， 

協力研究員 （大島研）庄島正明，研究員 （大島研）高木清，  
准教授（藤田保健衛生大学医学部）早川基治，研究員 （大島研）山田茂樹， 

大学院学生 （大島研）木村憲太

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

35.	 血流 - 血管壁の相互作用を考慮した数値解析
教授 大島まり，研究実習生 （大島研）片桐賢吾， 

大学院学生 （大島研）石上雄太，准教授（藤田保健衛生大学医学部）早川基治

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

36.	 ダイナミックPIV を用いた血管モデル内狭窄部の可視化計測
教授 大島まり，技術専門職員（大島研）大石正道， 

協力研究員（大島研）鳥井亮

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

37.	 in	vitro 脳動脈瘤モデル内のステレオPIV 計測
教授 大島まり，技術専門職員（大島研）大石正道

　脳動脈内の流れは 3次元の複雑な流れを示しており，in vitroにおける速度 3成分を求める計測手法は流動現象を
把握するうえで重要である．そこで，本研究では CT画像を元に構築した脳動脈瘤の 3次元モデルを光造形により作
成し，瘤内の流れのステレオ PIV計測を行った．その際に必要となるキャリブレーション手法として，キャリブレー
ションプレートを用いずに行うことのできる新しい手法の開発を行った．さらに，シリコンで作成した脳動脈瘤モデ
ル内の流れ場をステレオ PIVにより可視化計測する．
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38.	 in	vitro 血管壁損傷評価システムの開発と動脈瘤発症メカニズムの生体力学的検討
教授 大島まり，研究員 （大島研）山本創太，研究実習生（大島研）磯村遼太郎， 

研究実習生（大島研）興敬宏，研究実習生 （大島研）酒井顕，技術専門職員（大島研）大石正道

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

39.	 多波長共焦点マイクロPIV によるマイクロ混相流の可視化計測
教授 大島まり，技術専門職員（大島研）大石正道

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

40.	 脳動脈瘤におけるマルチスケール・マルチフィジックスを考慮した三次元詳細解析
教授 大島まり，大学院学生 （大島研）石上雄太，研究実習生 （大島研）片桐賢吾， 
研究実習生 （大島研）大原良仁， 准教授（藤田保健衛生大学医学部）早川基治， 

大学院学生 （大島研）木村憲太

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

41.	 マイクロ PIV による微小流路内を流れる血液の可視化計測
教授 大島まり，技術専門職員（大島研）大石正道，大学院学生 （大島研）李超

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

42.	 血管病変における血流 - 血管壁のマルチフィジックス解析
教授 大島まり，大学院学生 （大島研）石上雄太， 

研究実習生（大島研）片桐賢吾，准教授 （藤田保健衛生大学医学部）早川基治

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

　現在の社会では，既存の疾病だけでなくストレスに起因するさまざまな病が存在する．本研究では，人のストレス
を計測することができるマイクロチップの開発を目指している．

44.	 CT 画像からの 3次元血管形状自動抽出手法の開発
教授 大島まり，大学院学生 （大島研）小林匡治， 

研究員 （大島研）山田茂樹， 准教授（藤田保健衛生大学医学部）早川基治， 
協力研究員 （大島研）庄島正明， （東京大学医学部付属病院血管外科）保科克行， 

研究実習生 （大島研）長谷川智也

　CTのスライス画像を重ねて 3次元血管形状を構築する際には，隣り合う血管の合一や，突起を分岐と見なしてし
まうなどの不具合が多発し，医学的知見に基づいて画像エラーを手動で取り除かねばならない．本研究ではそれらの
作業を自動で行うことのできるアルゴリズムの開発を目指す．

45.	 顎顔面領域の外科治療による気道の形態的変化が及ぼす影響の解析
教授 大島まり，研究実習生 （大島研）矢島康治

　不正咬合や咀嚼機能の改善に顎顔面領域の外科治療が多く行われている．この治療法は主として咬合関係や顔貌形
態を基準に手術計画が作られるため，術後の気道形態の変化により睡眠時無呼吸症候群などの呼吸障害が生じるおそ
れがある．そこで，医用画像から気道の 3次元モデルを構築し，外科治療が呼吸に与える影響について解析を行って
いる．

46.	 血流解析シミュレーションの高速化を目指したGPGPUコード開発
教授 大島まり，研究実習生 （大島研）漆舘達也

　高精度な血流解析シミュレーションを行うには，莫大な格子数の 3次元血管モデルに対して非定常計算を行う必要
があるため，計算負荷が高く，数日レベルでの時間を要する．本研究では多数の処理コアを持つ GPGPUを用いて解
析コードの高速化を図る．

47.	 血流のマルチスケールシミュレーションを用いた上行大動脈のWI 計測の検討
教授 大島まり，研究実習生 （大島研）阿部亮太， 

大学院学生 （大島研）藤澤慶，学部学生 （東京都市大）矢内紫織

　Wave Intensity （WI）は，心血管系の干渉を考慮した心機能指標であり，後負荷の影響を受けている病的心臓の動作
状態， 脳血管を含む末梢循環の病的状態の解析に有用である．WIは，超音波診断装置を用いて血圧波形と血流速度
を非侵襲的に計測し，それらの時間微分の積により導出することができる．しかし，現在のところ頸動脈のみしか計
測が行えず，より本質的な値を得るためには上行大動脈においてWIを計測することが求められる．しかし超音波診
断では上行大動脈の計測が困難である．そこで本研究では血流シミュレーションを用いて上行大動脈のWIを算出し，
臨床応用することを目指し解析を行っている．

48.	 	超選択的動注化学療法の抗癌剤至適投与量の解明	－流体解析を用いた外頸動脈の血流シミュ
レーション－

教授 大島まり，研究実習生 （大島研）北島大朗，研究実習生 （大島研）大原良仁

　近年，口腔癌（口の中にできるガン）に対する治療法として超選択的動注化学療法が注目されている．同療法は腫
瘍栄養動脈（外頸動脈の分枝または外頸動脈本幹）にカテーテルを留置して抗癌剤を注射することで，静脈注射より
も高い腫瘍内の抗癌剤濃度が得られる．手術回避も可能となり，口腔癌患者の QOL（生活の質）を維持することが期
待されている．本研究では口腔癌患者の CT angiographyのデータから外頸動脈およびその分枝を抽出，外頸動脈内に
カテーテルを留置した 3次元解析モデルをコンピュータ上で作製し，外頸動脈へ流入する血液と抗癌剤のそれぞれの
腫瘍栄養動脈への分布を解析している．

49.	 能動型マイクロ波センサーによる海面観測システムの開発
教授 林昌奎，特任研究員 （林研）小林豪毅， 

大学院学生 （林研）吉田毅郎，大学院学生 （林研）今泉大智，大学院学生 （林研）陳俊佑

　マイクロ波パルスドップラーレーダを用いる海面観測システムの開発を行っている．海面から散乱するマイクロ波
は，海面付近水粒子の運動特性によって周波数が変化し，海面から散乱強度には使用するアンテナの特性が含まれる．
その特性を解析することで，海洋波浪の進行方向，波高，周期及び位相，海上風の風速と風向，海面高さの情報を得
ることができる．相模湾平塚沖での海面観測を行っている．
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50.	 水中線状構造物の挙動に関する研究
教授 林昌奎，JAMSTEC 井上朝哉

　海洋掘削用ドリルパイプは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も
一般に非線形である．また，海流など流れを有する海域で作業するドリルパイプには，回転による振動に流れによる
振動が加わり，より複雑な応答を示す．これらの問題は，対象となる水深が深くなりパイプが長大になるに従い，強
度が相対的に低下したり，水深ごとの流れの流速が変化したりすると，強度設計，安全性確保の観点からより重要に
なる．

51.	 リアルタイム波浪観測とエアクッションによる浮体応答制御に関する研究
教授 林昌奎，教授 （日本大）増田光一，准教授 （日本大）居駒智樹

　波浪に起因する浮体式海洋構造物の動揺，弾性変形，波漂流力などを，海洋波浪レーダによるリアルタイム波浪観
測技術とエアクッションを用いた浮力制御技術により，制御する方法について研究を行っている．

52.	 合成開口レーダ（SAR）データを用いた海面情報抽出に関する研究
教授 林昌奎，大学院学生 （林研）吉田毅郎

　SARデータから海上風や海洋波浪などの海面情報を抽出するための研究を行っている．海面からのマイクロ波後
方散乱を時間領域において数値的に求め，SAR画像の数値生成を行う手法の開発を行っている．既知の海面におけ
る SAR画像を生成することにより，海上風，海表面流れ，波浪などが SAR画像に及ぼす影響を調査する．

53.	 マイクロ波レーダによる河川水位のリアルタイム計測及び河川流量変動予測に関する研究
教授 林昌奎，特任研究員 （林研）小林豪毅

　近年増加している集中降雨等による洪水氾濫対策，特に急激な流量増加による水害の軽減を目的として，水平照射
方式マイクロ波レーダを用いる河川水位のリアルタイム計測方法と，計測した水位情報を用いる河川流量変動予測方
法を開発している．河川の水位計測に適したレーダシステムを提案し，神奈川県相模川においてマイクロ波パルスレー
ダによる水位計測の実証実験を行っている．

54.	 リアルタイム流氷観測システムと流氷および流出油挙動予測モデルの開発
教授 林昌奎，教授 （東大）山口一，特任研究員 （林研）小林豪毅，特任研究員 （林研）広部智之

　人工衛星とオンボードレーダーによる氷況観測データを用いて，対象海域の氷況変動の短期予測と氷海域における
油の流出事故時の油拡散予測システムの開発を行う．人工衛星による広範囲の流氷情報とオンボードレーダーによる
詳細な流氷情報を用いることで，氷況変動予測の精度向上を目指している．

55.	 次世代油圧式潮流発電技術研究開発
教授 林昌奎，客員教授 丸山康樹，特任研究員 （林研）小林豪毅，特任研究員 （林研）広部智之

　数年後，商用電源化（合計出力 1MW以上）を想定し，我が国の低速な潮流に対して，高い年間設備利用率が期待
でき，維持管理も容易な次世代の油圧連結潮流発電システムの開発を目指して研究を行っている．定格 100kWのプ
ロトタイプ（水中ナセル 1台にツインロータ艤装× 2セット（双発形状）+発電機 1台の構成）について，水槽模型
実験，フルスケールベンチ試験等を行い，要素技術を開発する．

56.	 三陸海岸へ導入可能な波力及び潮流発電システムの研究開発
教授 林昌奎，教授 木下健，客員教授 丸山康樹，特任研究員 （林研）小林豪毅

　三陸沿岸などの被災地では，電力系統の被害が大きく，復旧に時間がかかったことから，東北各地に豊富に存在す
る波力などの「海洋再生可能エネルギー」への期待が高まっている．本研究では，波力エネルギーが豊富な岩手県・
久慈湾において，独自の波力発電装置のプロトタイプ（40kW× 2台）を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施
する．また，潮流エネルギーが大きい宮城県・松島湾の浦戸諸島において，独自の潮流発電装置のプロトタイプ（5kW
× 1台）を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施する．

57.	 海面におけるXバンド電波散乱強度の計測実験
教授 林昌奎，JAXA 植松明久，特任研究員 （林研）小林豪毅

　衛星海面高度計ミッション搭載 Xバンドレーダの設計検討に役立てるための海面における電波散乱強度の計測実
験を実施し，入射角，風速・風向が電波散乱強度に及ぼす影響について検討する．
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58.	 ドップラーシフトの位相特性を利用した船舶レーダの海面ノイズ除去に関する研究
教授 林昌奎，特任研究員 （林研）小林豪毅

　海面からのレーダ信号に含まれているシークラッタ（海面からの反射）を分離・抽出可能なアルゴリズムを開発す
る．これまでのように単にノイズを弱めるものではなく，海面からのノイズとターゲットからの信号を分離する方法
を開発している．このレーダ技術が確立されれば，海象条件によらず鮮明な探知が可能な船舶用レーダが実現できる．

59.	 新規リチウムイオン電池に関する基礎研究
特任教授 堀江英明

　新規構造創成によるリチウムイオン電池の高エネルギー密度化，長寿命及び低コスト化の大幅改善．

60.	 先進型定置用二次電池の基盤技術研究
特任教授 堀江英明

　①大型定置用高性能二次電池の概念創出と，システム制御の基本思想の創出 ②電力システムにおける蓄電機能と
双方向エネルギー輸送．

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

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

62.	 小型熱輸送デバイスの熱輸送特性の解明と設計に関する研究（継続）
准教授 白樫了，技術専門職員（白樫研）上村光宏，大学院学生 （白樫研）小池孝典

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

63.	 皮膚の保湿性評価に関する研究
准教授 白樫了，教授（芝浦工業大）山田純

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

64.	 医療検体試料の高品位保存に関する研究
准教授 白樫了，教授 （東京工業大）櫻井実，医長 （国立がん研究センター中央病院）古田耕， 

主任研究員 （農業生物資源研究所）黄川田隆洋

　血液や組織等の臨床検体に含まれるバイオマーカ，DNA，RNA等には，検体の採取元である個体に特有の生物学
的状態を反映した情報が，多く含まれている．この様な生体分子を劣化することなく保存することは，個別医療のた
めの重要な情報を保存することに他ならない．本研究では，これら臨床検体を高品位且つ簡便に保存する手法の開発
を行う．

65.	 位相シフト FBGセンサを用いた高感度な光ファイバ超音波センサシステムの構築
准教授 岡部洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）呉奇

　FBGセンサの一部に屈折率の位相変化を与えた PS-FBGを用い，その特性を十分に活用することの可能な様々な
計測系を提案・構築することで，従来の光ファイバセンサよりも極めて高感度な光ファイバ超音波センサシステムの
開発を試みている．そして，従来の光ファイバセンサでは不可能であった，圧電セラミックス PZTのセンサと同レ
ベルの感度を有する動的光ファイバセンサシステムの構築を目指す．

66.	 形状記憶合金リボンの特殊性能を活用した多機能性を有する制振処理部材の構築
准教授 岡部洋二
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　温度によって様々な特性変化を発現する形状記憶合金リボンを用い，その幾何形状を検討することで，特殊な多機
能性を有する制振処理部材の構築を試みている．

67.	 ラム波分散性評価による実環境下でのCFRP積層板の剥離損傷検知に関する研究
准教授 岡部洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）五来雄歩，助教（岡部（洋）研）斉藤一哉

　これまで，CFRP複合材料積層板に広帯域ラム波を伝播させ，そのモード変化に起因した分散性変化を利用して，
内部の剥離損傷を検知する手法を構築してきた．しかし，ラム波分散性は環境温度変化や水環境によっても影響を受
けて変化するため，その影響を詳細に評価し，未知の環境温度や水環境下においても，それらの影響を補正して剥離
検知を可能にする手法を構築した．

68.	 高速 FBG計測に基づいた衝撃ひずみ波形の再構築と衝撃位置同定に関する研究
准教授 岡部洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）龍口恭平，助教（岡部（洋）研）斉藤一哉

　複合材構造の損傷検知のために開発してきた超音波送受振システムにおいて，その機能拡張を図るため，FBGセ
ンサ受振部のみを用いて，衝撃に伴う大振幅ひずみ波形を非線形性補正逆計算によって再構築する手法を確立した．
さらに，4点の FBGで得られた衝撃ひずみ波から，ウェーブレット解析で到達時刻を算出し，それらから衝撃負荷
点の位置同定を行うアルゴリズムを考案して，その有効性を数値解析に基づいて検証した．

69.	 	複合材料積層板への複数超音波素子の片面組込によるラム波のモード分離発振手法に関する研
究

准教授 岡部洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）萬代新弥，助教（岡部（洋）研）斉藤一哉

　これまで，複合材積層板の両面にMFCアクチュエータを設置し，その 2個を同時駆動させることで，Sモードと
Aモードを分離発振してきた．しかし，本手法を実構造に適用するには現実的ではない．そのため，片面に 2個の
MFCを直列に設置し，ラム波の群速度と位相速度を考慮した上で，MFC間の距離に応じて発振開始時刻と位相をず
らすことにより，特定のモードのみを選択発振する手法を検討した．

70.	 光ファイバセンサシステムを用いたCFRP積層板の AE信号モニタリングに関する研究
准教授 岡部洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）于豊銘，大学院学生 （岡部（洋）研）呉奇，助教（岡部（洋）研）斉藤一哉

　CFRP積層板の損傷発生に伴う AE信号を検出するためには，現在，圧電セラミックス PZTの AEセンサが用いら
れている．しかし，センサの大きさにより常時設置が困難であり，また，ノイズを受けやすく，誘爆の危険性もある．
そのため，新たに開発した高精度光ファイバセンサを用い，CFRP積層板に一体化が可能で，安全に AE信号を常時
モニタリングできる手法を検討している．

71.	 広帯域ラム波のモード変換を利用したファイバー・メタル積層板内部における剥離損傷の検知
准教授 岡部洋二，大学院学生 （東京理科大）平川響，助教（岡部（洋）研）斉藤一哉，教授（東京理科大）荻原慎二

　現在，航空機用複合材料積層板の高機能化を目指し，チタンフィルムを間に積層した CFRP積層板（FML）が研究
されつつある．しかし，間に金属層を有する場合，従来の超音波探傷や X線では，内部の剥離損傷を検知すること
が困難である．そこで，広帯域ラム波を板に沿って伝播させ，そのモード変換による受振波形の分散性変化を捉える
ことで，層間剥離損傷を検知することを試みている．

72.	 弾性変形を考慮した折紙モデルに基づく新しい展開構造
准教授 岡部洋二，助教（岡部（洋）研）斉藤一哉，大学院学生 （岡部（洋）研）塚原彬

　折紙の折りたたみ・立体化過程を弾性力学的観点から解析することでそのメカニズムを明らかにし，それらを応用
して将来の大型宇宙構造を実現するために必要不可欠な，高効率かつ高精度な構造展開技術を開発する．ミウラ折り
に代表されるように，これまで様々な折紙のパターンが展開構造のデザインに応用されてきたが，従来の折紙構造は
ヒンジで繋がれた各面が，変形しないという「剛体折り」の仮定の基でデザインされている．しかしながら実際の構
造においては，各面は弾性変形を伴いながら展開・収納を行っている．本研究ではこれら剛体折り条件を満足しない
一般的な折紙構造に着目し，折りたたみ過程における部材の弾性変形を考慮した新しいモデル（弾性折紙）を提案す
るとともに，これらの変形を積極的に利用し，形状記憶合金などのアクチュエーターと組み合わせることで，構造全
体を可変させる新しい展開構造の開発を目指す．

73.	 パッシブ型テラヘルツ近接場顕微鏡の開発
講師 梶原優介

　テラヘルツ波（波長 10ミクロン～1ミリ）は，分子運動な格子振動など物質現象のモードがほとんど含まれる極
めて重要なスペクトル領域である．本研究では自身の局所挙動にともなって物質が自然放出するテラヘルツ波を，外
から光を照射せずに「パッシブ」かつ「ナノスケール」で可視化する顕微鏡を開発している．使用する検出器は世界
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最高感度の CSIP（Charge Sensitive Infrared Phototransistor）であり，近接場光学系導入により空間分解能 60nmを達成
している．現在はナノサーモメトリー等の応用展開および顕微鏡自身の最適化を進めている．

74.	 マイクロ加工法の開拓
講師 梶原優介

　製品の軽量化を見据え，接合技術（レーザ接合など）における接合部の評価法，樹脂成形品における残留応力評価
法の開拓を行っている．

75.	 遺伝子発現を光で制御する技術開発
特任講師 佐藤幸治

　遺伝子発現制御はライフサイエンスにおける最重要開発課題である．本研究では時空間的な制御を光で行い，これ
までにない新規の遺伝子発現技術を開発する．

情報・エレクトロニクス系部門
1.	 自然雷の研究

教授 石井勝，技術専門職員 （石井（勝）研）齋藤幹久，技術専門職員 （石井（勝）研）藤居文行， 
大学院学生 （石井（勝）研）中井達雄

　自然雷の放電機構，雷放電のパラメータに関する研究を，電磁界と雷電流の観測を通じて行っている．冬季に電力
設備に被害をもたらす落雷の大部分が地上からの上向きリーダで開始するタイプであることを明らかにし，雷放電位
置標定システム（LLS）による観測結果から，本州の日本海沿岸に数十 m以上の高さの構造物を建設した場合の，冬
季の落雷数の実用的な推定方法を提案した．また 634mの高さの東京スカイツリーにロゴスキーコイルを設置し，雷
電流観測を実施している．

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

　雷放電に伴って放射される電磁界パルス（LEMP）発生機構のモデリング，伝搬に伴う変歪，導体系との結合など
について研究を進めている．東京スカイツリーへの落雷と同時に観測した電磁界変化波形データ，冬季に日本海側の
風車で観測された雷撃電流のデータを用いて，帰還雷撃放電路の形状の電磁界波形形状への影響の研究，LF帯電磁
界パルスを観測する雷放電位置標定システム（LLS）の性能評価などを行った．

3.	 雷サージに関する研究
教授 石井勝，大学院学生 （石井（勝）研）アハメド，モハマドラジュ， 

大学院学生 （石井（勝）研）エルアズハリ，ムラド

　3次元過渡電磁界解析コードと回路解析コードにより，送配電線や建築物に落雷が生じた時に発生する雷サージを
立体回路で計算し，電気設備や建築物の幾何学的構造，大地導電率，雷放電路の特性などが雷サージ波形，雷事故様
相に及ぼす影響を調べている．埋設地線を伝搬するサージ，風力発電システム，太陽光発電システムに発生する雷サー
ジの数値解析を行い，埋設地線上のサージの伝搬機構，太陽光発電システムの雷害対策について検討した．

4.	 インパルス高電圧・大電流計測に関する研究
教授 石井勝，研究員 （石井（勝）研）脇本隆之，研究員 （石井（勝）研）馬場吉弘， 

技術専門職員 （石井（勝）研）齋藤幹久

　生産技術研究所が分圧器を保有する，日本の国家標準に相当する雷インパルス電圧測定システムの性能評価と性能
向上のための研究を，電力中央研究所と共同で実施している．数値電磁界解析手法により，測定システムのステップ
応答に実験室の床の電気的性状が及ぼす影響を明らかにした．また雷インパルス大電流計測の標準システムの構築と
比較試験の実施，雷電流のロゴスキーコイルによる広帯域計測を行っている．

5.	 LSI と異種デバイスを融合させた大面積エレクトロニクスの設計技術
教授 桜井貴康，准教授 高宮真，教授（東大）染谷隆夫

　LSIは情報の処理や記憶は非常に得意であるがサイズが小さいため，ヒューマンインタフェース用の素子には向い
ていない．そこで，フレキシブルな数 10cm角のプラスチックフィルム上に作成した低コストの有機トランジスタや
MEMSスイッチと，LSIを組み合わせた「点字ディスプレイ」，「無線電力伝送シート」，「通信シート」，「EMI測定シー
ト」，「靴の中敷き型万歩計」，「義手制御用の表面筋電位測定シート」等の大面積エレクトロニクスのアプリケーショ
ン提案とこれに必要な回路技術の開発を行っている．
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6.	 エネルギー効率に優れた極低電圧動作 LSI 回路設計技術
教授 桜井貴康，准教授 高宮真，教授 平本俊郎

　地球温暖化対策が求められている一方で，各種情報機器による消費電力が爆発的に増加しているため，あらゆる電
子機器の低電力化が必要であり，この要求に応える半導体回路・システム技術を研究開発している．主として
65/45nmレベルの標準 CMOSプロセス技術により，世界に先駆けて将来の基本技術である電源電圧 0.5V動作 LSI回
路技術を実用レベルで開発し，LSIの消費電力を従来の 1/10にすることを目標とし，ロジック，メモリ，アナログ，
電源，無線 /チップ間ワイヤレスの回路・システム技術に関して半導体メーカーと共同研究を実施している．研究開
発された技術は，センサネットや常時モニター機器などにも応用され，これらが照明や空調など家庭やオフィス，工
場，物流などのエネルギー管理をより広範に行うことによっても社会のグリーン化に貢献することが期待される．

7.	 三次元 VLSI システム向けの設計技術
教授 桜井貴康，准教授 高宮真，助教 （桜井研）更田裕司

　VLSIを低消費電力化するためには，トランジスタを高集積化し，トランジスタ間の通信エネルギーを低減するこ
とが肝要である．そこで三次元的にチップを積層してトランジスタ密度を上げる三次元 VLSI積層システムが有望で
ある．そこで，我々は三次元積層チップ間の無線通信技術・無線給電技術向けの LSI回路技術の開発を世界に先駆け
て行っている．最近では，TSV（Through Silicon Via）を用いた三次元積層チップにおけるパワーインテグリティの劣
化に対して，最上チップに DC-DCコンバータを配置し，高電圧・低電流で電源供給をすることにより，TSV起因ノ
イズをほぼ 1/4に低減できることを実証した．

8.	 脳・神経システムの情報処理に関する数理的研究
教授 合原一幸，准教授 鈴木秀幸，准教授 河野崇，特任准教授 平田祥人

　脳における情報処理の仕組みを理解するため，神経ネットワークの数理モデル研究および実験データ解析を行って
いる．例えば，神経ダイナミクスやその背後にある認知過程の数理モデル化，情報理論の観点から最適なシナプス学
習則の導出，非線形システム理論に基づく神経ネットワークモデルの解析等を行ってきた．また，神経の実験データ
を解析するための新しい時系列解析手法や統計解析手法を提案し，脳の高次機能の一端を明らかにしてきた．さらに，
神経モデルの情報処理原理を利用したアナログ計算デバイスの開発にも取り組んでいる．

9.	 非線形システム解析とリアルワールドシステムへの応用
教授 合原一幸，准教授 鈴木秀幸，特任准教授 田中剛平

　実世界に見られる様々な複雑現象を理解するため，数理モデリングを通して現象を再現し，非線形力学系理論や時
系列解析手法などを適用して複雑さの本質を明らかにすることを目指している．最近では，ハイブリッド力学系，結
合振動子系，ゲーム理論，複雑ネットワーク，リカレンスプロット，画像連想記憶，などに関する基礎数理的な研究
を行ってきている．また，実世界への応用として，風速・風向，神経膜応答，経済，地震等の実データ解析にも取り
組んできた．

10.	 疾病の数理モデリング
教授 合原一幸，特任准教授 田中剛平

　効果的な予防法や治療法が十分に確立されていない，がんや感染症などの疾病に対し，数理モデリングを通じて病
気の進行や感染の拡大を理解し，実効的な治療法や対策を提案することを目指している．前立腺癌の数理モデル研究
では，癌の再燃に対する間欠的ホルモン療法の有効性を時系列解析や分岐解析によって調べた．また，感染症に対し
ては，季節型および新型インフルエンザの同時流行時のワクチン最適配分問題やパーソントリップデータを用いた新
型インフルエンザ伝播の大規模解析システムの開発に取り組んできた．

11.	 ナノスケールCMOSデバイスの特性ばらつきに関する研究
教授 平本俊郎，助手 （平本研）更屋拓哉， 

特任研究員 （平本研）Anil Kumar，学術支援専門職員 （平本研）水谷朋子

　MOSトランジスタが微細化されるとともに，ランダムな特性ばらつきの影響が無視できないほど大きくなってき
ている．その原因は主にチャネル中の不純物数の揺らぎであるが，ばらつき原因は定量的にはまだ明らかとなってい
ない．本研究では，ランダムな特性ばらつきの評価と，そのデバイス・回路特性への影響について検討している．本
年度は，スタンバイリーク電流に大きな影響を与えるサブスレッショルド係数のばらつきを実測し，サブスレッショ
ルド係数がチャネル不純物分布によってばらつく電流立ち上がり電圧に依存して大きくばらつくことを初めて明らか
にした．
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12.	 特性ばらつきの製造後一括自己修復に関する研究
教授 平本俊郎，助手 （平本研）更屋拓哉，特任研究員 （平本研）Anil Kumar， 

大学院学生 （平本研）Nurul Ezaila Alias

　MOSトランジスタの微細化を阻む最大の要因は特性ばらつきである．デバイス・プロセスレベルで特性ばらつき
を抑制する研究開発が進んでいるが，完全に特性ばらつきをなくすことは困難である．そこで，本研究では，特性ば
らつきを製造後に一括抑制する全く新しい手法を提案した．一括抑制には，特性ばらつきの「自己修復機構」を利用
する．これまでに，SRAMにおいては自己修復機構がはたらき，製造後のストレス印加によって SRAMの安定性が
増すことをシミュレーションにより示してきた．本年度は，実測により SRAMの不安定性が自己修復されることを
示すとともに，高電圧ストレスによる信頼性劣化は問題ないレベルであることを明らかにした．

13.	 シリコンナノワイヤトランジスタの研究
教授 平本俊郎，助手 （平本研）更屋拓哉，大学院学生（平本研）毛珂

　トランジスタのチャネルをナノワイヤで構成するシリコンナノワイヤトランジスタは，短チャネル効果抑制とキャ
リア移動度向上の観点から注目を集めている．本研究室では，1999年に実験によりシリコンナノワイヤMOSトラン
ジスタの量子力学的効果を，また 2001年に理論計算によりナノワイヤMOSトランジスタ中の移動度向上の効果を
発表しており，この分野の先駆的研究に挙げられる．ナノワイヤの直径は最小で 4nmである．本年度は，複数の平
行ナノワイヤではなく，1本のナノワイヤトランジスタの移動度を正確に評価することに成功し，側面の（110）面
の影響によりユニバーサル移動度より高い移動度が得られることを実験的に示した．

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

　シリコンにおける単電子帯電効果を明らかにすることは，VLSIデバイスの性能限界を決める上で必須であるとと
もに，新しい概念をもつデバイス・回路を提案する上でも極めて重要である．本研究では，シリコンにおいて極微細
構造を実際に作製し，単一電子現象の物理の探究と回路応用を行っている．これまでに，室温で電流山谷比が約 400
に達するクーロンブロッケード振動の観測に成功している．また，3個の単正孔トランジスタを 1チップに集積する
ことよりアナログパターンマッチング回路を構成し，室温においてその動作を実証することに成功している．この単
電子・CMOS融合回路のような回路方式は，将来の VLSIの方向性を示すシステムとして期待されている．本年度は，
CMOSプロセスと完全互換性のある室温動作単電子トランジスタ作製プロセスにより，複数の室温動作単電子トラ
ンジスタを同じチップ上に集積した CMOS回路により制御することに成功した．

15.	 無線センサネットワーク /アドホックネットワーク
教授 瀬崎薫，助教 （瀬崎研）岩井将行，大学院学生 （瀬崎研）党聡維，大学院学生 （瀬崎研）牛コウ， 
大学院学生 （瀬崎研）汪少哲，大学院学生 （瀬崎研）李晨超，大学院学生 （Oulu大）Teemu LEPPANEN

　無線センサネットワークやアドホックネットワークの研究を継続的に行っている．本年度は，センサネットワーク
のセキュリティを高めるためのネットワークコーディングの新たな手法の提案，iPicketによる斜面崩壊検知用センサ
ネットワークの運用手法，センサネットワーク用ミドルウエアの開発，インドアナビゲーションのための localization
手法の構築，セキュリティ向上のためのMIMO応用等の研究を行った．

16.	 ユーザ参加型センシング
教授 瀬崎薫，助教 （瀬崎研）岩井将行，大学院学生 （瀬崎研）青木俊介， 

大学院学生 （瀬崎研）Jose Alvarez Pablo，大学院学生 （Oulu大）Teemu LEPPANEN

　スマートフォン等の高機能端末を多数の人間が常時携帯している中，従来のように専用の固定センサや，無線セン
サネットワークによって環境やコンテクストをセンシングするのではなく，これら携帯端末に具備されたセンサを用
いて安価かつリアルタイムなセンシングを行う「ユーザ参加型センシング」が注目されている．本年度は，効率的な
センシング戦略について検討を行った他，世田谷区全域を対象に騒音等の環境を実際にセンシングした．現在は，得
られたデータを解析・可視化したほか都市計画への応用を図っている．更にセンシングデータをクラウドにアップロー
ドする際の個人情報保護対策として，negative surveyを用いる手法について検討した．

17.	 運転軌跡とセンサデータからのユーザの意図推定に関する研究
教授 瀬崎薫，助教 （瀬崎研）岩井将行，大学院学生 （瀬崎研）劉広文

　カーナビゲーションは高機能化やオペレータとの通話によりドライバが必要な情報を即座に取得できるシステムが
構築されてきている．現在はドライバ自身が情報を入力しなければいけないが，将来的にはクルマが運転者の状況を
推定し，大量のデータの中から最善かつ最適な項目を選び運転者に提示していく役割も求められると考えられる．し
かし，ユーザの意図は動的に変化するため，その変化に対してクルマ側が能動的に柔軟かつ素早く対応しなければな
らない．一方で，ナビゲーションシステムも情報を車載機内にもつ車載機型ナビゲーションから，サーバ側にデータ
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及び機能を持ち必要に応じてセンター側から車載機側にサービスを配信するクラウド型ナビゲーションに移行してい
くことが考えられる．我々は，移動時におけるユーザの意図の変化とその後の行動を予測するモバイル型の情報収集
システムを研究している．

18.	 携帯端末を利用したソーシャルコンピューティング
教授 瀬崎薫，助教 （瀬崎研）岩井将行，准教授 （東大）木實新一， 
大学院学生 （瀬崎研）清水和人，大学院学生 （瀬崎研）木田裕一郎

　ソーシャルコンピューティングにおいては，ソーシャルネットワークや web上の人と人のつながりだけでなく，
実世界における人と人の関係性を分析することが重要である．本研究においては，人と人との物理的な近接性から友
好関係を分析するためのツールを開発し，スマートフォンへの実装を行うと共に，プロトコルの性能評価を行った．
また，得られた人間関係を動的なデジタルサイネージの制御に用いるシステムの開発を行っている．

19.	 DTNの自然環境モニタリングへの応用
教授 瀬崎薫，特任助教 （東大）小林博樹，大学院学生 （瀬崎研）中川慶次郎

　DTN（Delay Tolerant Network）は無線ノード間のリンクの恒常性を仮定せず，ノードの移動とトポロジー変化に期
待して，通信及びセンシングを行う手法である．本研究では，動物にセンサノードを付着し，野生動物のモニタリン
グのために DTNを適用する研究を行っている．

20.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
准教授 髙橋琢二，教授 （名古屋大）宇治原徹，准教授 （立命館大）峯元高志， 

大学院学生 （髙橋（琢）研）龍顯得，大学院学生 （髙橋（琢）研）石井智章

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

21.	 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発と太陽電池材料評価への応用
准教授 髙橋琢二，大学院学生 （髙橋（琢）研）浜本寧

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．

22.	 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光
准教授 髙橋琢二，技術専門職員（髙橋（琢）研）島田祐二

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

23.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
准教授 髙橋琢二，技術専門職員（髙橋（琢）研）島田祐二

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

24.	 走査プローブ顕微鏡を利用した金属，磁性体，および合金試料の物性評価
准教授 髙橋琢二，受託研究員 （髙橋（琢）研）才田大輔

　スピントロニクスデバイスなどで用いられる金属，磁性体，および合金材料について，各種試料の成膜過程やエッ
チング過程を詳細に調べるために，走査プローブ顕微鏡を利用した表面形状観察と表面電位観察を行い，同デバイス
の作製プロセスに対する理解を深めることを目的としている．

25.	 不正ソフトウェア対策技術評価のためのネットワークセキュリティデータセットに関する研究
技術専門職員 （松浦研）細井琢朗，准教授 松浦幹太

　進化の速い不正ソフトウェア（マルウェア）から情報通信システムを守るための技術を，研究段階で客観的に評価
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するのは難しい．最新の評価実験用データを公開できれば研究には寄与するが，実務的には公開することによっても
たらされる脅威など多くの問題を生む．このジレンマを克服するために世界で初めて本格的に試みられている共通
データセットとその利用に関して，ユーザスタディおよびケーススタディ，さらに理論モデル構築のアプローチで現
状分析を行った．契約のあり方，関与者のインセンティブ，および，技術的細部のいくつかの項目において，有益な
知見が得られた．

26.	 動的かつ階層的な鍵割当方式
大学院学生 （Dhirubhai Ambani Institute of ICT）Naveen Kumar， 

教授 （Dhirubhai Ambani Institute of ICT）Anish Mathuria，准教授 松浦幹太

　A hierarchical key assignment scheme is a cryptographic mechanism for enforcing access control in hierarchies．Its role is 
fundamentally important in some computer security applications but its provable security is hard to achieve in the case of dynam-
ic schemes．Therefore， in order to alleviate problems resulting from solely heuristic approaches， we need systematic views re-
garding design and implementation both from technical viewpoints and from managerial viewpoints．In this work， we aim at 
providing those views in the following manner．The first one is from technical viewpoints: we describe a progressive construc-
tion of hierarchical key assignment schemes to make design issues as systematic as possible．The constructed schemes are basi-
cally from existing literatures but with some refinements for security reasons and/or to make the construction more instructive．
The second one is from managerial viewpoints: based on security economics， we suggest the importance of deterrents to attacks 
in system implementations．Our discussions include the applications in which a large hierarchy is required like secure outsourc-
ing of data on cloud．

27.	 ID レス生体認証の実用化に関する研究
大学院学生 （松浦研）村上隆夫，准教授 松浦幹太

　認証時にユーザが生体情報（認証サンプル）のみを提示し，システムが登録済みテンプレートの各々と順次スコア
（類似度）を求めることでユーザを識別する生体認証は，IDレス認証と呼ばれ，利便性の高さから実用上の期待が大
きい．しかし，登録ユーザ数増加に伴う認証精度劣化や効率低下が大規模システムに適用する際の技術課題となって
いる．我々は，スコアレベルでの索引と融合に着眼することで一般性を保ちつつ，これらの技術課題を解決するベイ
ジアン索引・融合法を提案している．さらに，複数の生体認証を併用する際の最適性を満たす方式を開発し，大規模
データで実証実験に成功した．

28.	 検証可能代理人再暗号化方式の安全性モデル
大学院学生 （松浦研）大畑幸矢，准教授 松浦幹太

　クラウドコンピューティングのように，重要な処理を外部で行う環境では，暗号技術への機能要件が多様化する．
とくに，本来の受信者からの委託を受けた中継者（代理人）が，暗号文の送付先を別の受信者（例えば本来の受信者
の秘書）に変更でき，しかも通信内容は代理人に漏れないという技術が代理人再暗号化である．我々は，代理人が忠
実に処理したことを受信者が検証できる方式に関する安全性モデルを世界で初めて確立した．

29.	 情報セキュリティの生産性空間
大学院学生 （松浦研）Bongkot Jenjarrussakul，准教授 松浦幹太

　解析的な情報セキュリティ投資モデルにおいて，最適な情報セキュリティ投資戦略は，投資効果を表現する生産性
に依存する．脆弱性低減と脅威低減のバランスと投資戦略の関係を体系的に捉える生産性空間理論において，投資モ
デルを記述する侵害確率関数の新しい関数系を考え，理論分析を行った．関数系によって，生産性に応じて動的に戦
略が変わる場合と，そうでない場合があることなどが分かった．

30.	 匿名通信システムに対する指紋攻撃
大学院学生 （松浦研）横手健一，准教授 松浦幹太

　匿名通信システム Torを利用したWebアクセスがなされた時，Torに利用されている暗号を破るのではなく，通信
量の変化などのトラフィック情報を分析することによって匿名性を下げられる可能性がある．我々は，あらかじめ予
習した情報と多クラス分類器を利用して，アクセス先の推測に 70％以上の確率で成功する指紋攻撃手法を考案した．
とくに，Torが防御のために行う変換を打ち消すための工夫を加えるなどして完成度も高まった．Torを悪用した事
件が話題になる中，社会的にもインパクトのある成果である．

31.	 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
准教授 小林徹也
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32.	 情報処理の最適性からとらえる分子・細胞・発生現象
准教授 小林徹也

33.	 カメラ応答関数の自動校正を伴う照度差ステレオ
特任准教授 岡部孝弘，大学院学生 （佐藤（洋）研）Wiennat Mongkulmann，教授 佐藤洋一

　従来，照度差ステレオなどの明るさ解析では，線形のカメラ応答関数を仮定していたために，事前にカメラ応答関
数を校正したり，線形の応答関数を持つ特殊なカメラを利用したりする必要があった．これに対して我々は，カメラ
応答関数の自動較正を伴う照度差ステレオを提案している．しかしながら，我々の従来手法は，ランバート物体を仮
定しているために，鏡面反射を生じるような非ランバート物体に適用することが出来なかった．そこで本研究では，
未知かつ非線形な応答関数を持つカメラで撮影された画像から，非ランバート物体の法線とカメラ応答関数を同時に
推定する手法を提案する．本研究の基本的な着想は，いわゆるロバスト推定の枠組みに基づいて，鏡面反射成分など
を外れ値として扱うことにある．実画像を用いた実験を行い，カメラ応答関数が未知かつ非線形であっても，提案手
法が非ランバート物体の法線を頑健に推定出来ることを確認した．

34.	 拡散反射板を用いた光源の放射強度分布の計測
特任准教授 岡部孝弘，大学院学生 （佐藤（洋）研）河村拓哉，教授 佐藤洋一

　光源環境の計測・推定は，CVにおけるイメージベースドモデリングや CGにおける写実的画像生成などにおいて
重要である．従来，CVや CGの分野では，無限遠方光源（平面波）や点光源（球面波）などの理想的な光源を仮定
した画像の解析・生成が行われてきた．ところが，実世界の光源は，被写体から有限の距離に存在し，かつ，非等方
的に光を放射することが多い．そこで本研究では，実世界光源の放射強度を推定する手法を提案する．具体的には，
光源の周囲で拡散反射板を動かしたときに観察される反射光の明るさを手掛かりにして，光源からの放射強度の角度
分布を計測する．実画像実験により，提案手法がうまく働くことを確認するとともに，テクスチャ推定への応用を通
して，実世界光源の放射強度分布を獲得することの重要性を示した．

35.	 コミュニケーションの基盤としての自己観測原理
特任准教授 牧野貴樹

　コミュニケーションにおいては，複数の主体が，他者の内部状態（心的状態など）を推定することで他者の振る舞
いを予測し，その予測に基づいて自らの行動を決定していると考えられる．しかし，他者に関して事前知識がない場
合，相互に同じ複雑性を持つ主体同士が相手の内部状態の空間を再構成することは次元の爆発を招くため不可能であ
る．提案している自己観測原理は，自己の振る舞いを予測するためのモデルを構築することで，他者を予測するため
の基盤を構築するというものである．言語など，コミュニケーションに関する脳内の処理について新たな視点を提示
するとともに，コミュニケーションに関する構成論的研究の道筋をつける重要な研究課題である．

36.	 徒弟学習に基づく他者の内部モデルの推定
特任准教授 牧野貴樹

　強化学習は，効用の和を最大化するような行動を試行錯誤によって学習し，選択する枠組みであり，コミュニケー
ションにおいて主体が行動を決定する原理としても重要である．他者が強化学習の原理に従って行動していると仮定
することで，他者の心的状態に加え，他者の脳内にある世界のモデルについて推論することが可能となる．従来，他
者の行動系列から効用関数を推定する手法については研究が進められてきていたが，モデルそのものについて推論す
る研究は行われていなかった．我々は，部分観測環境において，隠れ状態の遷移に関するモデルについても，他者の
行動を元にして効率的に推定できることを示した．これにより，強化学習に基づく対話システムの構築などで重要と
なる部分観測環境モデルの設計が容易になることが期待できる．このような他者の内部モデルの推定手法は，自己観
測原理を構成論的に実現するために必要な計算論的ステップの第一歩である．本プロジェクトでコミュニケーション
の数理システムとしての解明への道筋をつけることができれば，様々な応用につながると考えられる．

37.	 力学系の自動証明系に基づくデータベース構築
特任准教授 牧野貴樹

　精度保証付き演算に基づき，力学系の不変集合の存在可能な範囲を自動証明するとともに，不変集合のトポロジカ
ルな情報を抽出することで，力学系を自動分類するためのソフトウェア基盤として，Conley-Morse Graphがある．本
研究では，本プロジェクトで取り扱っている様々な数理モデルをこのソフトウェアで扱うことを試み，カオスアトラ
クタ・非カオス的ストレンジアトラクタの識別技術，ノイズのある力学系の取り扱い，ハイブリッド力学系の取り扱
いに対する拡張法を提案した．この研究を進めることで，本プロジェクトの成果をもとに力学系データベースを構築
することを目指す．
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VI.　研究および発表論文

38.	 非線形時系列解析とその応用
特任准教授 平田祥人

　この研究室では，非線形時系列解析の手法を開発するとともに，重要な課題である脳，経済，癌などから取られた
実データに対して開発した手法を応用している．現在の主な興味は，（i）観測が不規則な時間間隔で得られるような
点過程データの解析手法の開発と，（ii）癌の治療法のオーダーメイド化である．

39.	 Web 上の非規範的テキストデータの頑健な解析
特任准教授 鍜治伸裕

　近年，Webテキストに代表されるユーザ発信型テキストの分析・解析に対するニーズが急速に高まっている．し
かしながら，それらのテキストにおいては口語調の表現や非文法的な言い回しなどが多用されるため，従来技術によ
る解析が困難であることが明らかになりつつある．本研究室では，そうした非規範的テキストを頑健に解析するため
の自然言語処理技術に関する研究を行っている．これまでに逆翻字および言い換えを利用した片仮名複合語分割手法，
辞書に未登録の未知語に頑健な形態素解析手法を考案し，解析精度の実証的な検証を行った．

40.	 深いテキスト解析の高速・高精度化
特任准教授 吉永直樹

　構文解析などの深い言語処理タスクでは，膨大な素性の依存関係（組合せ素性）を考慮する必要があり，解析の精
度と速度を両立することが困難となっている．そこで，分類問題の圧縮表現として素性列トライを提案し，これを用
いて組合せ素性に基づく分類器の学習と分類器を用いた分類を高速化した．これらの技術に基づく係り受け解析器 J．
DepPは，論文で報告されている係り受け解析の最高精度を上回る一方で，1CPU>1万文／秒とツイートをリアルタ
イム解析可能な処理速度を達成している．

物質・環境系部門
1.	 機能性有機発光材料の開発

教授 荒木孝二，准教授 北條博彦，助教 （荒木研）務台俊樹，研究員 （荒木研）重光保博， 
大学院学生 （荒木研）志田俊秀，大学院学生 （荒木研）古川信太郎

　新規な機能性の高い有機発光材料を開発する研究として，スイッチ可能な高効率有機固体発光材料の探索を進めて
いる．本年度は，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
示すヒドロキシフェニル置換のイミダゾピリジンおよびベンゾイミダゾール誘導体についてその固体発光を検討し，
外部マトリックスを利用した二重発光比率の制御で発光色を大きく変化させることに成功するとともに，置換基の立
体障害を利用した新しい分子設計により外部刺激による発光のオン・オフ制御を実現させた．また量子化学的手法を
用いて発光過程を詳細に検討し，固相で発光強度が大きく増大するのは，二つの芳香環を結ぶ単結合の回転抑制に起
因することを明らかにした．

2.	 超分子材料の構築とその機能設計
教授 荒木孝二，技術専門職員（荒木研）吉川功，ライオン（株） 椛島真一郎，大学院学生 （荒木研）石原希美

　分子間相互作用の階層化という方法論に基づく高次組織構造構築を目指した研究の一環として，核酸系低分子化合
物およびスルファミド系化合物が形成する二次元水素結合ネットワークに注目した研究を実施した．核酸系低分子化
合物については，安定性の高い二次元ナノシート膜を用いた 10μ mサイズの超分子マイクロカプセルを作製するこ
とができ，空気中に安定に取り出したあと，ミクロピペットを用いて内水相への外部液体の注入・内水相の吸い出し
が可能であることを実証した．この結果，二次元水素結合膜が高い内水相保持能と安定性，および自己修復能を有す
ることが確認された．またスルファミド系化合物については，強固な多層膜を持つ超分子マイクロカプセルの形成，
機械的強度の優れた超分子ヒドロゲルの形成などを明らかにし，スルファミド誘導体が形成する組織構造の詳細を解
明した．

3.	 機能性金属錯体に関する研究
教授 荒木孝二，助教 （荒木研）務台俊樹

　機能性金属配位子の設計に基づく光電子機能性金属錯体系の開発を進めている．本年度は，昨年度に引き続き，テ
ルピリジル部位を置換アミノ基で結合させたオリゴテルピリジルアミン配位子と二価金属イオンとの二重らせん構造
を持つ錯体形成について確証・整理するとともに，Cd（II）や Zn（II）錯体発光の溶液中および固体発光特性を整理し
た．
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4.	 イオン・電子マルチ収束ビームによる表面・局所分析法の開発
教授 尾張眞則，研究員（尾張研）坂本哲夫， 

大学院学生 （尾張研）山崎温子，大学院学生 （尾張研）戸部輝彦，大学院学生 （尾張研）唐澤正信

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

5.	 局所分析法を用いた大気浮遊粒子状物質の起源解析
教授 尾張眞則，研究員（尾張研）坂本哲夫， 協力研究員（尾張研）野島雅，協力研究員（尾張研）冨安文武乃進

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

6.	 ナノスケール二次イオン質量分析（SIMS）装置の試作
教授 尾張眞則， 協力研究員（尾張研）野島雅，大学院学生 （尾張研）藤井麻樹子，大学院学生 （尾張研）武次達矢

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

7.	 汎用三次元アトムプローブの開発
教授 尾張眞則， （金沢工業大学）谷口昌宏，協力研究員（尾張研）野島雅，大学院学生 （尾張研）花岡雄哉， 

大学院学生 （尾張研）森田真人，大学院学生 （尾張研）清水真人，大学院学生 （尾張研）安積崇浩

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

8.	 バイオマスリファイナリーによる自律持続社会システムの開発
教授 迫田章義

9.	 バイオマス資源化のための物質変換技術の開発
教授 迫田章義

10.	 細胞を用いる糖鎖生産
教授 畑中研一，助教 （畑中研）粕谷マリアカルメリタ，研究実習生（畑中研）木村珠美， 

教授 （埼玉大）松岡浩司，（株）カネカ 加藤智久，教授 （筑波大）永田恭介

　長鎖アルキルアルコールのグリコシド（糖鎖プライマー）を培地中に添加して細胞を培養すると， 糖鎖プライマー
は細胞の中に取り込まれ， 糖鎖伸長を受けた後に培地中に出てくる．本研究では， 長鎖アルキルの末端にアジド基を
導入した誘導体を用いて細胞による糖鎖生産を行い， 得られた糖鎖を使ったインフルエンザウイルスの検出を試みて
いる．
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11.	 含フッ素化合物を利用した生体機能デバイスの開発
教授 畑中研一，助教 （畑中研）粕谷マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）宮島浩樹， 

教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）Jean-Marc Vincent， 
教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）André Del Guerzo

　フッ素を多く含む溶媒（フルオラス溶媒）中における細胞培養を行っている．また，フルオラス溶媒のゲルを用い
た新規細胞培養系を開発している．

12.	 筋ジストロフィー症において欠落する糖鎖を有する高分子の合成
教授 畑中研一，大学院学生 （畑中研）大東達也，研究部長 （東京都健康長寿医療センター）遠藤玉夫

　筋ジストロフィー症の原因となる糖鎖欠乏を外部から補ってやることを目的に， αジストログリカンを細胞により
合成し， 高分子化することによって， 症状改善に寄与するかどうかを探る．また，細胞内へ導入できる糖脂質類似体
を用いて， 筋ジストロフィー症に関連する糖鎖のリン酸化機構についても調べる．

13.	 アルキルグリコシドを用いる薬剤探索
教授 畑中研一，大学院学生 （畑中研）西山友加里，教授 （東大）長野哲雄

　細胞培養の培地中に添加すると細胞内に取り込まれ， 糖鎖伸長後に細胞外に吐き出されるユニークな分子アルキル
グリコシドを用いて， 細胞内の糖代謝を変化させる薬剤の探索を行っている．

14.	 PLD 法による高品質Ⅲ族窒化物の成長
教授 藤岡洋，助教 （藤岡研）太田実雄

　従来のⅢ族窒化物成長技術では基板を加熱し熱エネルギーを与えることによって単結晶成長を実現していたが，本
研究ではⅢ族原子にパルスレーザーのエネルギーを与えることで室温でⅢ族窒化物の成長を実現する．この技術に
よって従来使用することのできなかった化学的に脆弱な格子整合基板を利用することが可能となり，結晶の品質が大
いに向上する．

15.	 フレキシブルデバイスの開発
教授 藤岡洋，助教 （藤岡研）太田実雄

　大面積金属基板上へ半導体単結晶を成長し受発光素子や電子素子などのエレクトロニクス素子を作製する．その後，
作製した素子をポリマーへ転写することによって透明かつ柔軟，大面積のフレキシブルデバイスを作製する．

16.	 PED法によるⅢ族窒化物の成長
教授 藤岡洋，助教 （藤岡研）太田実雄

　パルス電子線源を励起源として用いて結晶成長を行うことによって高品質Ⅲ族窒素化物薄膜を低温かつ高いスルー
プットで成長する．この手法により，従来手法では実現できなかった金属上半導体単結晶の高速成膜を実現する．

17.	 無容器浮遊法によるガラス及び準安定酸化物の合成と物性
教授 井上博之，助教 （井上研）増野敦信，助手 （井上研）渡辺康裕

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

18.	 混合伝導ガラスの合成と物性
教授 井上博之，助教 （井上研）増野敦信，助手 （井上研）渡辺康裕

　アルカリ金属タングステン含有リン酸塩ガラスにおいて，アルカリイオンによるイオン伝導性とともに，電子伝導
性を示すことが明らかとなってきた．このガラスを水素雰囲気で処理することにより，さらにプロトンを添加するこ
とができる．この加えたプロトン伝導性とガラス組成や処理条件の関係の解明を目指している．

19.	 ガラス・非晶質の構造解析
教授 井上博之，助教 （井上研）増野敦信，助手 （井上研）渡辺康裕

　種々の作製方法により多種多様な非晶質・ガラス材料が作製されている．その原子配列に関する情報を収集し，非
晶質状態の原子レベルの構造を探ることを目指している．
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20.	 高温耐磨耗性を示す窒素終端不動態化ダイヤモンド表面の創成
助教 （光田研）野瀬健二

　①熱平衡 /非平衡の両条件下でのダイヤモンド表面の終端の制御，及び，②表面近傍の格子歪みの定量法を明らか
にする．

21.	 二層凝集現象を用いた自己組織化ナノ構造薄膜の作製とその応用
助教 （光田研）神子公男

　ボトムアップ型の自己組織化ナノ構造薄膜を，生産性やコスト面，汎用性等に優れたスパッタリング法を用いて作
製する．本研究では，金属の（二層）凝集現象を用いて薄膜材料の自己組織化を促し，余分な蝕刻工程を必要としな
いナノ構造形成技術の確立を目指す．本研究の主な目的は，（1）ナノ構造体の形状や密度等の制御を行い，その均一
性を向上させること，（2）そのメカニズムを詳細に検討することでスパッタリング法による自己組織化ナノ構造形成
技術を確立すること，（3）本手法を応用して高密度・高機能ナノ薄膜材料を作製することである．

22.	 ペプチド有機触媒の開発
教授 工藤一秋，助教（工藤研）赤川賢吾，準博士研究員 （工藤研）瀧川翔太， 

大学院学生 （工藤研）鈴木理恵子，大学院学生 （工藤研）秋山みどり， 
大学院学生 （工藤研）酒井信孝，大学院学生 （工藤研）長嶺イマン翔

　前年までに見出した樹脂ビーズ上に固定化されたペプチドを有機触媒とする不斉反応を，これまでは困難であった
反応へと拡張するとともに，速度論的光学分割にも応用した．また，ペプチド触媒の最適化のためのコンビナトリア
ル化学的な手法を用いて高効率なペプチド触媒の探索を進めた．

23.	 アミノ酸と 11 族金属の相互作用に依拠した機能性材料の開発
教授 工藤一秋，準博士研究員 （工藤研）古谷昌大

　アミノ酸の側鎖と 11族金属の特異的な相互作用を利用して，光による銀細線のパターニングや 1次元配列した金
ナノ粒子の開発を行った．

24.	 燃料電池用高分子電解質膜の開発
教授 工藤一秋，大学院学生 （工藤研）朴俊，日本原子力研究開発機構 前川康成

　ポリスチレンスルホン酸をグラフト鎖にもつポリベンズイミダゾールを 2とおりのアプローチで合成して，これを
燃料電池用高分子電解質膜として評価した．

25.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究
教授 酒井康行，教授 新野俊樹，准教授 白樫了， 

分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広，教授 （東大）宮島篤， 
准教授 （東大）伊藤大知，特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫， 
大学院学生 （酒井（康）研）Pang Yuan，大学院学生 （酒井（康）研）Stephanie Liana Utami Sutoko

　将来，移植にも耐えるような肝・肺・腎・膵などのヒトの大型組織を in vitroで再構築するためには，ヒト臨床治
験までのロードマップに基づき，多くの工学的・生物学的・医学的知見を融合活用する必要がある．そこで，ミクロ
からマクロのスケールまでの酸素供給確保を第一に考え，担体の流路ネットワークや細胞高密度保持部等の内部構造
の設計・前駆細胞の効率的成熟化・人工酸素運搬体の開発とそれを用いた灌流培養による臓器育成などの多方面の研
究を融合的に進めている．

26.	 幹細胞の大量増幅・分化誘導プロセスの開発
教授 酒井康行，教授 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）Matthias Lutolf，教授 （トロント大）Peter Zandstra， 

特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury， 
大学院学生 （酒井（康）研）堀口一樹，大学院学生 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）田畑陽二

　ES細胞や iPS細胞を実際の再生医療に用いる場合には，多量の細胞の未分化増幅と特定臓器細胞への分化誘導を
効率的に行う必要があり，浮遊懸濁型リアクターの利用が必至である．これらの細胞は特に初期には撹拌によるせん
断応力に対して脆弱であり何らかの保護が必要であること，高価な増殖因子の添加をなるべく抑制するために自己分
泌因子を最大限に利用することが望ましいこと，からハイドロゲルによるマイクロカプセル化に着目し，大量培養プ
ロセスの総括的効率の観点から検討を行っている．
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27.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井康行，教授 藤井輝夫，教授 立間徹，准教授 竹内昌治，教授 （東大）宮島篤， 

分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫， 
特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury， 

特任研究員 （酒井（康）研）岩沢こころ，研究員 （BEANS）松井等， 
大学院学生 （酒井（康）研）篠原満利恵，大学院学生 （酒井（康）研）肖文晋，大学院学生 （酒井（康）研）青山拓矢

　従来のように均一かつ二次元的な細胞培養法では，ヒト個体の影響評価には不十分であることが多い．そこで，重
要な標的臓器・動態制御臓器について，物質交換に配慮した三次元培養，マイクロ化技術，パターニング技術．迅速
検出技術などを融合活用することで，実臓器で起きる生物学的応答現象を包括的に再現可能な先進的臓器モデルの開
発を進めている．具体的には，代謝と極性輸送の両者を再現可能な肝や肺胞組織モデルに焦点を当て，併せて定量的
ヒト影響予測のための数理モデルとの融合利用も図り，最終的には動物フリーの影響予測手法体系の確立を目指す．

28.	 カーボンナノファイバーを用いる新規バイオセンサー開発
助教 （酒井（康）研）小森喜久夫，教授 迫田章義，教授 酒井康行，大学院学生 （東大）矢村健太郎

　カーボンナノファイバーはその高い導電性からエネルギーやバイオ・ナノエレクトロニクス分野などへの利用が期
待されている．周囲との電子移動に利用できるエッジ部分がファイバー側面に多数露出したカップ積層型ファイバー
について，酵素や細胞を固定化した新規高感度バイオセンサーの開発を進めている．

29.	 異種細胞からなる組織構築プロセスの実験・数理的解析と制御
特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，研究員 （理化学研究所）中岡慎治， 

大学院学生 （酒井（康）研）尾方優花，教授 酒井康行

　生体組織は異種の細胞から構成されており，培養条件下でもこのようなヘテロ環境を整えることで，臓器特異的機
能の発現亢進が見られる．しかしながら異種細胞を望みのパターンで三次元的に積み上げることは容易ではなく，生
物学的な自己組織現象のより積極的な利用が望まれる．そこで肝や膵組織に焦点を当て，パターン構築プロセスにつ
いて実験的解析とそれを記述する数理モデルの開発を平行して進め，最終的には自己組織化現象をフルに活用した構
築方法を提案することを目指している．

30.	 セシウム吸収材を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井和之

31.	 酸素光還元触媒の開発
教授 石井和之

32.	 放射性セシウム除染技術の開発
教授 石井和之

33.	 生体内レドックスを可視化する蛍光イメージング技術の開発
教授 石井和之

34.	 光合成アンテナの磁気キラル二色性に関する研究
教授 石井和之

35.	 ホモキラリティの起源に関する研究
教授 石井和之

36.	 機械的回転で誘起される流体運動を用いた不斉合成法の開発
教授 石井和之
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37.	 感染・炎症・発がんにおける自然得免疫応答の役割
特任教授 谷口維紹

　近年，自然免疫応答の感染，炎症，発がんとの関わりが注目を集めている．自然免疫応答は適応免疫応答を促進す
る作用もあることから，その活性化機構，制御機構の解明はこれらの病態との関連から重要である．我々は，自然免
疫応答の中核をなす，IRF-インターフェロン系を中心に解析を行っており，特に核酸による自然免疫応答の活性化
機構，制御法の開発を進めている．

38.	 三元触媒中の貴金属使用量の低減を目指したHC	reformer	trap 触媒システムの構築
准教授 小倉賢

　コールドスタート時の HCを貯蔵し反応性を付与して放出させる HC reformer trapシステムにより，後段に配置さ
れる三元触媒の負担を軽減することで，三元触媒に使用されている貴金属の量を低減させる．

39.	 規則性メソ多孔質空間内への相転移物質の閉じ込めと蓄熱材としての評価
准教授 小倉賢

　メソポーラスシリカの規則的多孔空間内に相転移物質を注入し，蓄熱放熱特性を評価する．

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

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

41.	 多孔質骨格内窒素のアルキル化と塩基・求核触媒としての利用
准教授 小倉賢

　骨格を窒化したシリカの窒素部分をアルキル化することを目標としている．疎水性，求核性という機能を賦活する．
メチル基により強塩基性と求核性を賦活することが可能となり，よりバルキーで電子供与性の高いアルキル基の導入
で塩基性が更に向上，ある程度制御することが可能となった．

42.	 新規二酸化炭素吸着剤の開発
准教授 小倉賢

　室温で二酸化炭素を選択的に吸着し，ほぼ室温で二酸化炭素を回収できる（容易に再生可能な）エネルギーレスな
プロセスを目指し，我々のもつ塩基性多孔質材料を用いた検討を行っている．特にシリカ骨格内部に窒素を導入した
シリカおよび多孔質シリカで，比較的弱い吸着力の二酸化炭素吸着材を調製することができた．

43.	 骨格内にリンを含むシリケートの調製と陰イオン交換特性評価
准教授 小倉賢

　無溶媒ゾルゲル法により，Pを骨格にもつリンシリケートの調製に成功した．特徴的なアニオン交換特性および酸
化特性を示すことが明らかになりつつある．

44.	 窒素酸化物直接分解を実現するナノ空間材料の設計
准教授 小倉賢

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

45.	 一酸化窒素を選択的に吸着する鉄（II）イオンを保持するゼオライト種の評価
准教授 小倉賢

　鉄（II）イオンが一酸化窒素を高酸素条件下でも選択的に吸着できることを見いだし，Fe（II）イオンを多く保持で
き，かつ NOを効率よく（Feひとつに対して複数の NOを吸着）吸着できるサイトを提供できるゼオライト種が見
つかり，その機能解明をおこなう．
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46.	 長崎砕石屑からのゼオライト合成とAgイオンによる機能化
准教授 小倉賢

　長崎県窯業技術センターとの共同研究．長崎県で排出される砕石屑の有効利用の観点から，アルカリ溶解してゼオ
ライトを結晶化させるプロセスを開発する．生成したゼオライトに銀をイオン交換担持して，抗菌剤としての機能を
評価する．

47.	 レーザー分光法を集積したマイクロ化学チップ
准教授 火原彰秀，研究実習生 （火原研）片岡ゆい， 

大学院学生 （火原研）藤井優作，大学院学生 （火原研）関一成，大学院学生 （火原研）風間佑斗

　マイクロ流路と光学パーツを同時に集積化し，化学分析における操作集積化・自動化を目指す手法について研究す
る．

48.	 イオン液体表面の分光解析と化学センサー応用
准教授 火原彰秀，大学院学生 （火原研）関康一郎

　イオン液体表面のリモート検出できる手法を検討し，イオン液体表面をセンシング場とするガス計測システムの基
盤技術を開発する．

49.	 界面化学に基づくマイクロ二相流操作
准教授 火原彰秀，研究実習生 （火原研）原田万里江， 

大学院学生 （東大）福山真央，准教授 （京都工芸繊維大）吉田裕美， 
Professor （Univ. Twente）Jan C.T. Eijkel, Professor （Univ. Twente）Albert van den Berg

　マイクロ流路内における微小液滴の基礎科学を明らかにし，その知見をもとに高速混合をより低い圧力損失で実現
する新規二液混合法を実現する．

50.	 機能 /構造設計に基づく含金属ポリマーの開発
准教授 北條博彦，大学院学生 （北條研）八木啓介， 

大学院学生 （北條研）永野雄太，大学院学生 （北條研）馬一蘭

　有機材料の特性は個々の分子のもつ機能だけではなく，その集積状態に依存する分子間の相互作用に影響を受ける．
我々は機能性分子であるサレン型錯体をモチーフとした含金属ポリマー（メタロポリマー）の合成を試み，完全に共
役鎖がつながった多核錯体を得ることに成功した．このような d，π -共役系をもつ分子の電気的，光学的性質を調
べるとともに，機能材料としての応用を探索した．

51.	 集積型金属錯体をもちいた高機能光学材料開発
准教授 北條博彦，大学院学生 （芝浦工業大）中島悠太， 

大学院学生 （北條研）平山航一郎，大学院学生 （北條研）阿知良浩人

　配位座を複数個もつ有機分子と種々の遷移金属イオンを錯形成させることにより，多核クラスター型錯体が高密度
に集積した構造，あるいは錯体中心が高秩序に配列した構造を作り出し，偏光二色性吸収や偏光二色性発光などの高
い機能を有する有機材料を開発する．

52.	 理論化学的手法による超分子材料の機能設計
准教授 北條博彦

　高精度第一原理計算に基づいて，分子間に働く異方的で弱い相互作用を評価し，分子の構造と分子間力との関係を
明らかにする．さらに分子構造を粗視化することによって大規模分子集積体のエネルギー状態を計算する手法を開発
し，分子の低周波振動モードと結晶多形，熱力学諸量の関係を明らかにし，物性予測や材料設計に役立てる．

人間・社会系部門
1.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム

教授 藤井明

2.	 プレキャスト・ポストテンション・コンクリートシェルシステム
教授 藤井明
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3.	 建築・都市空間の特性分析
教授 藤井明，准教授 今井公太郎，助手 （藤井（明）研）橋本憲一郎，再雇用教職員（藤井（明）研）小駒幸江， 

研究員（藤井（明）研）山家京子，研究員（藤井（明）研）新海俊一，研究員（藤井（明）研）大河内学， 
大学院学生（藤井（明）研）加々美理沙，大学院学生（藤井（明）研）竹内里美， 

大学院学生（今井研）市倉隆平，大学院学生（藤井（明）研）安藤陸

　本研究は，建築・都市空間を構成する形態要素とその配列パターンを分析指標として空間特性を記述することを目
的としている．本年度は，魚眼レンズを用いて撮影した画像を解析することによって，皇居をめぐるランニングコー
スについて，空間のシークエンス性を記述する手法を開発した．

4.	 空間の構成原理に関する実証的研究
教授 藤井明，准教授 今井公太郎，助手 （藤井（明）研）橋本憲一郎，再雇用教職員（藤井（明）研）小駒幸江， 

研究員（藤井（明）研）及川清昭，研究員（藤井（明）研）季東勲，外国人客員研究員 胡昴， 
大学院学生（藤井（明）研）程文傑，大学院学生（藤井（明）研）渡邉宏樹，大学院学生（今井研）櫻井雄大， 
大学院学生（今井研）伊東優，大学院学生（今井研）太田圭亮，博士研究員（藤井（明）研）Huang WanWen， 

博士研究員（藤井（明）研）Dietrich Bollmann

　伝統的な集落や住居に見出される空間の構成原理は，今日の居住計画を再考する上で重要な示唆に富んでいる．本
研究室では過去 30年以上にわたって世界の伝統的集落の調査を継続してきた．本年度は，インドネシアと西アフリ
カの伝統的住居を模型で再現した展覧会を行った．

5.	 地域分析の手法に関する研究
教授 藤井明，准教授 今井公太郎，助手 （藤井（明）研）橋本憲一郎，再雇用教職員（藤井（明）研）小駒幸江， 

研究員（藤井（明）研）伊藤恭行，研究員（藤井（明）研）郷田桃代，海外研究員（藤井（明）研）尹喆載， 
協力研究員（藤井（明）研）宮崎慎也，協力研究員（藤井（明）研）本間健太郎，特任研究員（今井研）大井鉄也， 

大学院学生（今井研）隈太一，大学院学生（藤井（明）研）坂本将則，大学院学生（今井研）戸邊和博， 
大学院学生（今井研）花本昭平

　地域空間の構造を的確に把握することは，地域性を積極的に組み入れてゆくという計画学的な視点からも非常に重
要である．本年度は，店舗数の増減に着目して，商業集積地の中心部と周縁部の変化のありようについて分析した．

6.	 計算幾何学に関する研究
教授 藤井明，准教授 今井公太郎，助手 （藤井（明）研）橋本憲一郎，再雇用教職員（藤井（明）研）小駒幸江， 

研究員（藤井（明）研）藤木隆明，研究員（藤井（明）研）岸本達也，研究員（藤井（明）研）伊藤香織， 
協力研究員（藤井（明）研）鍛佳代子，協力研究員（藤井（明）研）狩野朋子，協力研究員（藤井（明）研）田中陽輔， 
準博士研究員（藤井（明）研）Min KonHi，大学院学生（藤井（明）研）新井崇俊，大学院学生（今井研）宗政由桐， 

大学院学生（今井研）国枝歓，大学院学生（今井研）王未

　本研究は都市・地域解析への適用を目的とした計算幾何学的な手法の開発を行うものである．本年度は，地価変動
の影響によって商業集積地の発展と規模分布にどのようなパターンが生じるのかについて，マルチエージェントシス
テムを用いたシミュレーションを行った．

7.	 データ統合・解析システム（オントロジーを用いた相互利用性システムの機能向上）
教授 柴崎亮介

　多様な地球観測データを分野をまたいで検索・統合することを可能にするために，それぞれの分野で固有に利用さ
れている専門用語やシソーラス等のボキャブラリーを収集し，相互の関連を示唆することで，横断的検索を支援する
システムを開発する．またそれを DIASばかりではなく，GEO等の国際的なデータ統合プロジェクトにも提供する．

8.	 データ統合・解析システム利用支援・分野連携実現プログラム
教授 柴崎亮介

　データ統合・解析システムを利用するための情報科学的な知見の提供や技術支援を通じて，グリーン・ネットワー
ク・オブ・エクセレンス事業環境情報分野（以下，GRENE事業環境情報と記す．）「課題解決型研究開発・人材育成」
の各課題グループによるデータ統合・解析システム（DIAS）の利用と分野連携を支援，促進する．

9.	 	携帯電話や衛星観測・測位システムを統合した社会サービスシステムの海外展開戦略に関する
研究

教授 柴崎亮介

　衛星観測から災害や環境変化に関する情報を得て，それを基に生成したサービス（たとえば，洪水警報情報や避難
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誘導情報の提供）を携帯電話に対して，行うのと同時に，携帯電話からのデータ収集を行い，サービスの改善や衛星
から得られる情報の補正・補間等に用いるサービスを，実現する技術開発を行うのと同時に，適用対象となる開発途
上国の技術環境，政策・政治環境等を調査・整理する手法・システムに関する研究も行う．

10.	 	動体に搭載されたレーザスキャナによる位置決めと周辺環境マッピング（SLAM）技術の開発と，
固定・環境センサデータとの統合による動的な環境理解

教授 柴崎亮介

　移動体に搭載されたレーザスキャナを用いて，移動体の位置決めと周辺環境マッピング（SLAM）を同時に行う技
術を開発し，静的オブジェクトと，移動オブジェクトの混在する環境を自動的にマッピングする．さらに環境中に固
定されたセンサのデータと統合することにより，上記のような動的な環境のマッピング・モニタリングを高度化する
技術を開発する．

11.	 	デジタル地図と電話帳データの時空間統合による店舗・事業所分布の長期変動モニタリング手
法

教授 柴崎亮介

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

12.	 都市全体を対象とした人やモノの分布・移動をリアルタイムに把握するデータ同化技術の開発
教授 柴崎亮介

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

13.	 4 次元地理空間情報基盤の構築と利用と運営モデルに関する研究
教授 柴崎亮介

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

14.	 省エネルギーと IAQ向上を実現する非結露型空調方式の開発
教授 加藤信介

　デシカント空調システムは，カビ・細菌等による建物屋内の IAQ（Indoor Air Quality空気質）の低下を改善するこ
とが期待され，関連する研究も多い．本研究では，CO2ヒートポンプをデシカント空調システムに組み込み，省エネ
ルギー性と建物内及び空調システム内の非結露の実現による IAQの向上を同時に実現し，低温排熱がない場合にも
適用できる高効率のデシカント空調方式を開発している．本年度は，潜熱・顕熱分離システムの外調機を冬期に用い
て加湿した場合の実用可能性・有効性に関する検証実験を行った．

15.	 室内の換気・空調効率に関する研究
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，研究員（加藤（信）研）伊藤一秀，海外研究員（加藤（信）研）金泰延

　室内の空気温熱環境の形成に預かっている各種要因とその寄与（感度）を放射および室内気流シミュレーションに
より解析する．これにより一つの空調吹出口や排気口，また温熱源などが，どのように室内の気流・温度分布の形成
に関わっているか，またこれらの要素が多少変化した際，室内の気流・温度分布がどのように変化するかを解析する．
本年度は，人の活動の有無が室内気流に与える影響に着目し，人の動きによって成立する気流とその二酸化炭素濃度
分布への寄与について検討した．

16.	 室内温熱環境と空調システムに関する研究
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，研究員（加藤（信）研）近本智行，海外研究員（加藤（信）研）金泰延

　良好な室内環境を得るための最適な空調システムに関して，模型実験・数値シミュレーションにより研究している．
本年度は床吹出し空調方式を採用したオフィスルームを対象として，代表境界条件で算出された CRIを用いて代表
境界条件と異なる場合の室内温熱分布を計算した．

17.	 室内気流の乱流シミュレーションとレーザー可視化，画像処理計測手法の開発研究
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，研究員（加藤（信）研）伊藤一秀

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

18.	 室内化学物質空気汚染の解明と健康居住空間の開発
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，研究員（大岡研）伊香賀俊治，研究員（加藤（信）研）田辺新一， 

研究員（加藤（信）研）伊藤一秀

　建築物・住宅内における化学物質空気汚染に関する問題を解明し，健康で衛生的な居住環境を整備する．研究対象
物質としてホルムアルデヒド，VOC，有機リン系農薬及び可塑材に着目する．これら化学物質の室内空間への放散
及びその活性化反応を含めた汚染のメカニズム，予測方法，最適設計・対策方法を解明すること，その情報データベー
スの構築を目的とする．本年度は空調システム内の微生物汚染を制御する目的で空調用加湿フィルター上の細菌等を
対象としたマイクロ波の殺菌性能を検討し，マイクロ波照射による加湿器エレメントの電力損失密度，加湿器内部の
電界分布について検討した．

19.	 風洞実験・室内気流実験で用いる風速並びに風圧変動測定方法の開発に関する研究（継続）
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，技術専門員（加藤（信）研）高橋岳生

　建物周辺気流に関する風洞実験や室内気流実験で用いる平均風速，風速変動の 3次元計測が可能な風速測定器の開
発・実用化および変動風圧の測定法等の開発に関し，研究を進めている．本年度も前年度に引き続き，PIV流速計に
より等温室内気流，および非等温室内気流の乱流統計量を測定し，その特性を解析した．

20.	 CFD解析に基づく室内温熱環境の自動最適設計手法の開発
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，海外研究員（加藤（信）研）金泰延

　本研究は，室内環境 CFD（Computational Fluid Dynamics）解析シミュレーションに基づく室内温熱・空気環境の自
動最適設計手法を開発することを目的とする．これは室内の環境性状を設計目標値に最大限近づけさせるための室内
の物理的な境界条件を求める手法，すなわち逆問題解析による環境の自動最適化設計手法の基礎的な検討を行うもの
である．本年度は GA（遺伝的アルゴリズム　Genetic Algorithm）を導入し，より少ない計算量で広範な条件から複数
の最適条件候補を探索する手法を検討した．空調負荷および昼光利用により照明負荷を削減する建物形状を導出する
ことを目的とする最適化計算を行った．

21.	 有害危険物質の拡散被害予測と減災対策研究
教授 加藤信介

　国および自治体の NBC（核生物化学兵器）テロ対策を効率的に推進するために，屋内拡散予測技術，屋外拡散予測
技術および避難誘導のための災害情報共有技術を活用して，市街地の建物およびセンサー情報を利用した拡散予測技
術および減災対策を開発する．本年度はストリートキャニオン内で発生した有害危険物輸送を想定した数値解析を
LESにより行い，同条件で行った実験で得た物質輸送濃度頻度分布およびその指標値を比較した．障害物に囲まれた
空間における濃度点源発生条件での濃度フラックスの空間分布から求めた濃度分散輸送式の収支について検討した．

22.	 オブジェクト指向型データベースに構築する仮想ビルの環境シミュレーション
教授 加藤信介

　オブジェクト指向型データベース（OODB：Object Oriented Database）に，実際の建物と同様にその環境計測の可
能な仮想建物（Virtual Building）を実現した．この仮想建物は，建物の企画，基本計画・設計，実施設計など各種の
段階で，室内の温熱環境，空気環境など様々な環境性能を評価し，その相互のトレードオフ関係などを容易に解析す
るものとなる．近年，BIM（Building Information Modeling）技術が急速な発展を遂げ，多くの建築家が興味を示すと
共に建築設計への導入の検討を進めている．本年度は設計の初期段階で実施するシミュレーションに利用するデフォ
ルト設定を自動的に最適化し，フロントローディングによる設計の効率化と建築性能の向上に寄与するシステムを提
案した．

23.	 数値サーマルマネキンの開発
教授 加藤信介，教授 大岡龍三，研究員（加藤（信）研）大森敏明，協力研究員（加藤（信）研）佐古井智紀， 

研究員（加藤（信）研）田辺新一

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

25.	 ものづくりアーキテクチャに関する比較研究
教授 野城智也

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

26.	 就労履歴管理システムの構築
教授 野城智也

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

27.	 住宅履歴書データの利活用
教授 野城智也

　住宅履歴書に格納された情報を利活用するためのシステム開発．

28.	 建築における能動的需要制御に関する研究
教授 野城智也，教授 大岡龍三，特任講師 馬郡文平

　エネルギーモニタリングシステムをもとにベンチマーキング，運用改善策を講ずるとともに，需要予測に基づいた
能動的需要制御を行う手法を，実在建物における解析を通じて開発する．

29.	 環境不動産に関する研究
教授 野城智也

　Sustainable building に対する投資を促すための情報表示法について検討する．

30.	 既存建築の形態計測手法に関する研究
教授 野城智也

　現状図面が不完全な既存建築を対象に，3次元スキャナーなどを活用して形態計測を効率化詳細化する手法を開発
する．

31.	 プレローディド・プレストレスト補強土壁工法の実物大模型実験
教授 古関潤一

　プレローディド・プレストレスト補強土壁工法の実物大模型を用いて，壁面工を構築せずに内部の補強材を紫外線
に長期間暴露させ，その劣化の有無を調べる研究を継続している．

32.	 自然堆積軟岩及びセメント改良土の変形・強度特性の研究
教授 古関潤一，技術職員 （古関研）宮下千花，研究員 （古関研）並河努

　自然堆積軟岩の掘削現場から採取した乱さない試料に対して一軸試験と三軸試験を実施し，ひずみ速度を急変させ
た場合の変形特性の変化，異なる応力レベルにおけるクリープ特性，強度特性に及ぼす拘束圧の影響等を明らかにし
た．

33.	 擁壁・土構造物の地震時安定性に関する研究
教授 古関潤一，教授 腰原幹雄，研究員 （古関研）並河努，大学院学生 （古関研）竹中慶

　埼玉県内の築堤現場より採取した盛土材料としての礫混じり砂の締固め度の違いが，力学特性と供試体構造に及ぼ
す影響を実験的に明らかにした，また，土塀材料の長期的なせん断強度発現特性や引張側での強度特性に関する室内
試験結果の分析を実施した．
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34.	 シェルと立体構造物に関する研究
 教授 川口健一， 特任講師 荻芳郎，技術専門職員（川口研） 大矢俊治，大学院学生（川口研） 中楚洋介， 

大学院学生（川口研） 陳坤，大学院学生（川口研） 程春， 大学院学生（川口研） 洪文汗， 
大学院学生（川口研） 古市渉平， 大学院学生（川口研） 定金駿介， 大学院学生（川口研） 本田幾世， 
大学院学生（川口研） 徐男一， 大学院学生（川口研） 廣玉拓也， 大学院学生（川口研） 細見亮太

　シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は実大テンセグリティフレームの温
度応力観測を継続して行った．また，可動式膜天井の施工法の検討および構造計画を行った．また，展開型張力安定
トラス及び展開型コンプレッショリングの構造挙動に関する基礎的な検討を行った．

35.	 大規模集客施設の災害時性能と非構造材の挙動に関する研究
 教授 川口健一， 特任講師 荻芳郎， 技術専門職員（川口研） 大矢俊治， 準博士研究員 大場康史， 

準博士研究員 上村一貴， 大学院学生（川口研） 廣玉拓也， 大学院学生（川口研） 中楚洋介 
大学院学生（川口研） 細見亮太， 准教授（芝浦工業大） 小澤雄樹， 学部学生（芝浦工業大） 益田悠司， 

学部学生（芝浦工業大） 森大， 大学院学生（早稲田大） 清本莉七

　多数の人命を収容する大規模集客施設の災害時における挙動の検討に対して，必ずしも共通した設計思想は無い．
本研究では，建築基準法の予想と異なる構造挙動，及びその結果生じる災害や非構造材被害などの内部空間の状況に
ついて調査研究している．本年度は，大規模天井の落下事故に関する調査を目的とし，東日本大震災において被災し
た施設の調査，落下災害軽減の為の補強ケーブルの実大実験，膜天井に関する調査，実際の天井の改修の検討などを
行った．

36.	 展開構造物や空気膜構造を用いた仮設構造物やシェルターに関する研究
 教授 川口健一， 技術専門職員（川口研） 大矢俊治， 特任講師 荻芳郎， 大学院学生（川口研） 陳坤， 
大学院学生（川口研） 洪文汗， 大学院学生（川口研） Afra Rahman， 大学院学生（川口研） 徐男一

　仮設建築物やシェルターとして使用可能な展開型構造の提案や開発を行っている．本年度は既往の研究の調査や，
負圧型空気膜構造の内圧維持用ブロワーを太陽電池による電力だけで稼働させることを目指した，負圧型空気膜構造
の試作を行った．

37.	 宇宙構造物および極限環境における構造物に関する研究
 教授 川口健一， 特任講師 荻芳郎， 大学院学生（川口研） 古市渉平

　宇宙空間で利用される構造物は，地上の構造物と数々の点で異なるが，立体的な剛性をもった軽量構造物となる点
は，空間構造物の発想が非常に役に立つ．また，展開型の構造物や可変型の構造物の開発も必要であり，空間構造の
知見を活かした研究開発を行っている．本年は，シザーズ構造を利用した展開型圧縮リングに関する検討と，その内
側に構成される大型平面ケーブルネット構造物の検討を行った．平成 22年，23年は特審の展開研究の支援を受け，
本所第 4部火原研究室と共同でイオン液体による宇宙空間での薄膜の利用に関する基礎実験も行った．さらに，本所
第 2部岡部研究室および都市大学目黒在研究室と宇宙建築に関する研究会も開催している．

38.	 空間構造の形態形成の数理解析
 教授 川口健一， 博士研究員（川口研） 三木優彰

　空間構造において，形態が形成される，あるいは，決定される過程（形態形成過程）を数理解析の立場から調査し
ている．本年度は，空間構造の汎関数を用いた形態創生手法の調査とテンセグリティ構造の張力導入に関するを行っ
た．

39.	 立体構造システムを利用した振動制御方法に関する研究
 教授 川口健一， 技術専門職員（川口研） 大矢俊治， 準博士研究員 大場康史， 準博士研究員 上村一貴， 

大学院学生（川口研） 中楚洋介， 大学院学生（川口研） 定金駿介， 大学院学生（川口研） 程春

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

40.	 テンセグリティ構造物の応力測定システム
 教授 川口健一， 技術専門職員（川口研） 大矢俊治， 特任講師 荻芳郎

　テンセグリティ構造はプレストレスのバランスにより成り立っている特殊構造物であり，プレストレス状態は気温
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の変化などにも影響を受ける．本研究では，千葉実験所に建設したテンセグリティドーム・ホワイトライノに設置さ
れたひずみゲージによりその応力変化と気温変化の関係を測定し，長期にわたる力学性状の変化を観測する．

41.	 建築構造物の力学特性に関する研究
 教授 川口健一， 特任講師 荻芳郎， 技術専門職員（川口研）大矢俊治

　建築構造物，特に立体的な構成を持った軽量な構造物は，非線形性を含んだ複雑な挙動を示すものがある．本研究
では建築構造物全般の力学的振る舞いについて基礎的な問題から最先端の問題まで，数値解析，実験，実地調査など
の手法を通して，調査研究を実施している．

42.	 立体構造物の野外実験
 教授 川口健一， 特任講師 荻芳郎， 技術専門職員（川口研）大矢俊治

　軽量立体構造物は巨大な構造物として実現する場合が多く，それらの力学的挙動は実際の建物で調査確認すること
しかできない場合も多い．本研究では，実際に屋外に建設された建物を観察調査することで，立体構造物の実際の挙
動に関する知見を得るものである．

43.	 都市に関する文明史的研究
教授 村松伸

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

44.	 都市環境文化資源の開発に関する研究
教授 村松伸

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

45.	 都市環境文化資源の社会還元に関する研究
教授 村松伸

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

46.	 戦後アジア都市，建築に関する研究
教授 村松伸

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

47.	 アジア近代の都市と建築の歴史的研究
教授 村松伸

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

48.	 福島県矢吹町との復興まちづくりの共同研究
教授 村松伸

　矢吹町の諸団体とともに，異なる学問領域を統合することによって，まちの評価および復興まちづくりの方法を確
立する．

49.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	①
教授 岸利治

50.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	②
教授 岸利治

51.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸利治
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52.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸利治

53.	 建設複合材料における内部組織構造の定量的評価に関する研究
教授 岸利治

54.	 耐久性能検証技術の構築を目的としたRC構造物の合理的維持管理体系へのパラダイムシフト
教授 岸利治

55.	 屋外温熱環境の最適設計手法に関する研究
教授 大岡龍三，教授 加藤信介， 海外研究員（目黒研）黄弘

　屋外放射解析を CFD解析に基づき，屋外の温熱環境の最適設計を行う手法について検討を行う．本年度は様々な
建築物形状に対する風通しのパラメトリックスタディを行い建物高さのばらつき，高さ方向のグロス建蔽率が実際の
都市換気性状をどの程度反映しているのかを検討した．

56.	 火災煙流動数値解析手法の開発
教授 大岡龍三，教授 加藤信介， 海外研究員（目黒研）黄弘

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

57.	 都市のヒートアイランド緩和手法に関する研究
教授 大岡龍三，教授 加藤信介

　メソスケールモデルと精緻な GISデータを利用した都市気候解析モデルを開発・利用し，各種ヒートアイランド
緩和手法の効果について検討を行う．2020年度までの東京都区部の将来人口予測を基に同地区の建物延床面積の増
加率を推定し，その結果から人工排熱量の増加を算出することにより，それが都市気候変化に及ぼす影響について検
討した．より詳細な都市の温熱環境の再現を目的として，街区形状の不均一性が解析結果に与える影響を検討してい
る．

58.	 建物周辺の乱流構造に関する風洞模型実験と数値シミュレーションによる解析
教授 大岡龍三，教授 加藤信介，技術専門員（加藤（信）研）高橋岳生

　建物周辺で発生する強風や乱れの構造に関して，風洞実験や数値シミュレーションにより検討している．本年度は，
都市キャニオン空間での拡散実験および SGS濃度変動の輸送方程式を連成した LESを実施し，両者の結果について
比較，検討した．

59.	 自然エネルギー利用マルチソース・マルチユースヒートポンプシステムの開発
教授 大岡龍三

　気象環境や地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを利用し，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分散型ヒートポンプ熱利用ネットワークシステムを開発し，建物にお
ける温室効果ガス排出量の大幅な削減を行う．具体的には，高密度地中熱交換コイルユニットを作製・埋設し，暖冷
房・給湯設備を導入した実大実験を行っている．

60.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原幹雄

61.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原幹雄
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62.	「人－自然共生建築」系のエクセルギー消費最適化に関する研究
客員教授 宿谷昌則

　汗の蒸発速さと皮膚温度の下がり方が涼しさや不快感の知覚と関係しており，特に不快感の知覚が，人体エクセル
ギー消費速さの計算値とよく対応することを明らかにした．さらに人体エクセルギー収支の計算に，環境物理量の計
測値と，各被験者の生理量入力とした場合について考察した．その結果，皮膚表面が汗である程度湿っており，断続
的な自然の風によって蒸発が生じると，人体のエクセルギー消費速さは緩やかに減小していくことを明らかにした．

63.	 同位体大循環モデルを用いた気候プロキシの高精度化
准教授 芳村圭

64.	 河川モデル・地表面モデルを用いた陸面水・エネルギー循環に関する研究
准教授 芳村圭

65.	 水の安定同位体比を用いた地球水循環過程解明
准教授 芳村圭

66.	 空間の集合体に関する計画手法の研究と建築設計
准教授 今井公太郎，教授 藤井明，助手 （藤井（明）研）橋本憲一郎，特任研究員（今井研）大井鉄也， 

協力研究員 （藤井（明）研）本間健太郎，再雇用教職員（藤井（明）研） 小駒幸江，大学院学生（今井研）隈太一， 
大学院学生（今井研）伊東優，大学院学生（今井研）国枝歓，大学院学生（今井研）市倉隆平， 

大学院学生（藤井（明）研）加々美理沙，大学院学生（今井研）太田圭亮，大学院学生（今井研）花本昭平

　本研究の目的は，新しい空間のシステムを効果的に計画するための手法を考案・研究し，設計として実践すること
にある．本年度は，生産技術研究所 60年記念会館アニヴァーサリーホール（S棟）を完成させ，外壁の改修方法に
ついて，データ収集を行っている．

67.	 都市・建築空間における幾何学的分析手法に関する研究
准教授 今井公太郎，教授 藤井明，助手 （藤井（明）研）橋本憲一郎，特任研究員（今井研）大井鉄也， 

協力研究員（藤井（明）研）本間健太郎，再雇用教職員（藤井（明）研）小駒幸江，大学院学生（今井研）櫻井雄大， 
大学院学生（今井研）宗政由桐，大学院学生（今井研）戸邊和博， 大学院学生（藤井（明）研）坂本将則，  
大学院学生（藤井（明）研）竹内里美， 大学院学生（藤井（明）研）安藤陸，大学院学生（今井研）王未

　本研究は，都市・建築空間における幾何学的な分析モデルを考案し，実証的に分析する方法を考案することを目的
としている．本年度は，JR山手線の形態がその内外の都市空間の差異とどのような関係があるか調査・分析している．

68.	 広域土地被覆計測に関する研究
准教授 沖一雄

69.	 衛星画像による河川流量推定手法の開発
准教授 沖一雄

70.	 衛星画像による洪水・渇水評価システムの開発
准教授 沖一雄

71.	 水・食糧・エネルギーバランスを考慮した流域圏の構築
准教授 沖一雄

72.	 GPM/DPR用降水強度推定アルゴリズムの開発
特任准教授 瀬戸心太
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73.	 建築設計における個別性と普遍性
講師 川添善行

高次協調モデリング客員部門
1.	 機能界面計算科学

客員教授 大野隆央

　持続可能な情報化社会を構築するためには，次世代半導体デバイス，エネルギー・デバイス等，高度情報処理，エ
ネルギー創成，省エネルギー等に革新をもたらす新規デバイスの開発が不可欠である．革新的な新規機能の多くは，
デバイスを構成する様々な界面での電子・イオンの挙動から生じるものであるが，実験的に計測することが困難であ
り，計算科学による理解が重要となる．本研究では，まず，次世代半導体デバイスにおけるシリコンに替わる新規材
料の探索に焦点を当てる．計算科学的手法のより，グラフェン，SiC等の非シリコン系材料に関する，ナノ構造・界
面形成プロセス，界面電流特性等の機能解析を実施し，新規材料のデバイスへの適用性評価と最適化指針の提供を目
指す．

ニコンイメージングサイエンス寄付研究部門
1.	 産業で用いられる光学の教育

特任教授 大木裕史

　6月に CORAL（先端レーザー科学教育研究コンソーシアム）の授業に参加し，本郷にて「光学産業における光学技
術」と題目で講義 1回とレンズ設計実習 2回（1回半日）を実施．6月 2日（土）駒場リサーチキャンパス公開理科
教室で小・中学生向け理科教室を開催，定員 20名以上の参加希望あり．10月～1月に光工学特論の講義を駒場Ⅱで
開講，約 20名受講．

建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術社会連携研究部門
1.	 建築における能動的需要制御に関する研究

特任教授 野城智也，特任教授 大岡龍三，特任講師 馬郡文平

　エネルギーモニタリングシステムをもとにベンチマーキング，運用改善策を講ずるとともに，需要予測に基づいた
能動的需要制御を行う手法を，実在建物における解析を通じて開発する．

モビリティ・フィールドサイエンス社会連携研究部門
1.	 タッチレスゲートの通信性能試験（通過特性把握試験）

特任准教授 滝口清昭，特任研究員 （滝口研）河野賢司

　準静電界通信を用いた次世代改札機（タッチレスゲート）研究において，JR東日本「研究開発成果発表会」にて
準静電界の測定環境を含めたデモ装置を発表した．ここで得られた結果から歩行による人体静電容量変化が改札機で
の通信障害要因となる可能性を見出し，その対策方法を示した．

2.	 タイヤモニタリングに関する研究
特任准教授 滝口清昭，特任研究員 （滝口研）河野賢司，大学院学生 （須田研）水野翔太

　タイヤセンシングにおいて，以下の成果を得た．（1）：タイヤに配置した加速度センサー出力において電波を使わず，
低消費電力で車体上を通信する手法（間接法）の研究を実施．基礎実験で実車確認に成功し，通信実現可能性を見出
した．（2）：タイヤと路面間の接触状態を無給電のセンサーで捉える手法（直接法）に関する研究を実施．センサー
出力を効率よく捉えるためのセンサー配置方法のノウハウを得た．

3.	 	基準電位生成モジュール及びシステム（準静電界通信モジュール，センシングモジュール，モ
ニタリングモジュール）の研究

特任准教授 滝口清昭，特任研究員 （滝口研）河野賢司，民間等共同研究員 （滝口研）近田恭之
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　大日本印刷より民間等共同研究員を 1名派遣．当研究室と共同で，大日本印刷が所有するカード型準静電界通信装
置を JR東日本「研究開発成果発表会」のデモ装置に組み込み発表した．人体静電容量の測定を共同で実施し，通信
障害要因の対策方法に寄与した．

4.	 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 （滝口研）河野賢司

　準静電界を用いた微小金属異物の検出システムの開発において，75μφの微細金属異物検出を実現し，基礎実験
を成功させた．なお，この研究については JST（A-STEP）により評価を受けた．

5.	 生体における感覚器官の微細構造と電界の研究
特任准教授 滝口清昭，特任研究員 （滝口研）河野賢司

　微弱な準静電界変化の検出について，サメのロレンチニ瓶をモデルとして検出メカニズムを検証．シミュレーショ
ンより，メカニズム検証，理論構築の基礎を作り，基準電位への応用およびセンサー開発に寄与する．

千葉実験所
1.	 車両空間の最適利用に関する研究

教授 須田義大

2.	 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田義大

3.	 ITS（高度道路交通システム）における自動車の運動制御に関する研究
教授 須田義大

4.	 ビークルにおけるマルチボディ・ダイナミクスに関する研究
教授 須田義大

5.	 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田義大

6.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田義大

　省エネルギー交通システムにおいて，エネルギ貯蓄方式の一つであるフライホイールについて，その適用性，車両
動特性との関係について，実際にフライホイール装置を導入し，大型車両の横転防止などの検討を行い，又，フライ
ホイールのジャイロ効果による車両動制御に関する基礎的検討を行った．

7.	 エコライド評価試験
教授 須田義大

8.	 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田義大

9.	 	新たな鉄道技術の開発と推進及び鉄道と自動車交通のインタラクティブなシステムに関する研究
教授 須田義大，准教授 中野公彦

10.	 ロボットビークルに関する研究
教授 須田義大，准教授 中野公彦

　都市空間内の新たなパーソナルモビリティとして期待される PMV（パーソナルモビリティ）など，走行モードを
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変えることができるハイブリットな乗り物の基礎的検討を行った．

11.	 定置漁業における自動揚網システムの開発
准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一，大学院学生 （北澤研）村田文太郎

　定置漁業における揚網や，養殖業における生簀の浮沈のように，水中で安定的に漁具を自動浮沈させる技術が切望
されている．既存の技術の問題点として，揚網作業に多大な労力がかかること，浮沈時に生簀が水中で傾き，網成り
の大変形により魚が擦れたり，窒息したりすることが挙げられる．そこで，可撓性ホースを漁具に配置し，可撓性ホー
スへの給排気により，漁具を安定的に自動浮沈させる技術の開発を行っている．

12.	 炭電極を用いた汚水の電気化学的処理技術の開発
准教授 北澤大輔，助手 （北澤研）藤野正俊，協力研究員 （北澤研）岡本強一

　汚水処理技術の一つとして，電気分解が注目されている．電気分解によって発生した酸素は貧酸素水に供給され，
水素はエネルギーとして利用される．また，富栄養化，赤潮の原因となる無機態窒素化合物を分解することもできる．
電気分解では，一般に金属製の電極が用いられるが，使用中にイオン化し，水生生物に影響を及ぼす可能性があるた
め，当研究室では炭電極を用いた電気分解による汚水処理技術の開発を行っている．

13.	 可変深度型生簀の開発
准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一，大学院学生 （北澤研）清水博紀

　従来の浮沈式生簀は，側張りを起点として浮上，沈下するため，沈下時は一定の深さに位置していた．また，側張
りを設置するためのフロートが海面上にあり，波浪による損傷のメンテナンスや景観が問題となっていた．本研究で
は，側張りを不要とし，生簀を任意の深さに係留できるシステムを提案し，水槽模型実験および数値解析によって安
全性を検討した．

14.	 可撓性ホースによる生簀浮沈システムの開発
准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一

　ギンザケの養殖は，通常は水温上昇のために 7月上旬までに出荷を終えるが，ギンザケをより深い位置で養殖でき
れば，水温が低下するため，養殖期間を延長できる．本研究では，可撓性ホースを生簀枠部のポリエチレンパイプ内
に配し，可撓性ホースへの給排気によって生簀を浮沈させる．水槽模型実験により，波浪，潮流下でも安定的に浮沈
できることが確認された．

15.	 波エネルギー吸収船の研究
准教授 北澤大輔，教授 木下健，大学院学生 （北澤研）韓佳琳，木下研 前田輝夫

　小型船の乗り心地を向上するため，波エネルギーを利用し，サスペンションによって動揺を抑制する船の開発を行っ
た．小型船は，キャビンとフロートからなり，これらの相対運動から，ラック・アンド・ピニオン方式によって，波
エネルギーを電気エネルギーに変換した．

16.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
教授 池内克史，教授 桑原雅夫，教授 須田義大

17.	 クラゲの追跡・認識・捕獲を行うAUVの開発研究
教授 浦環，特任教授 高川真一，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann， 

大学院学生 （浦研）Painumgal Viswambharan Unnikrishnan

　深海中に棲息する小型のクラゲ類を自動的に認識し採取することができる小型 AUVの研究開発を行っている．耐
圧性能に優れ軽量なセラミクス製円筒耐圧容器をロボット殻として用いるための開発を進めている．また，クラゲ類
の自動認識と測位手法の確立を進めている．そのため，深海の暗闇の中で対象となるクラゲ発見するために，複数カ
メラを用いたステレオビジョンシステムによる対象認識と数種類のカラーシートレーザーを用いた対象までの距離計
測を自動的に行う手法を構築している．

18.	 自然エネルギー利用マルチソース・マルチユースヒートポンプシステムの開発
教授 大岡龍三

　気象環境や地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを利用し，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分散型ヒートポンプ熱利用ネットワークシステムを開発し，建物にお
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ける温室効果ガス排出量の大幅な削減を行う．具体的には，高密度地中熱交換コイルユニットを作製・埋設し，暖冷
房・給湯設備を導入した実大実験を行っている．

19.	 蒸発・蒸散分離測定のための同位体フラックス観測システムの開発
教授 沖大幹

20.	 省エネルギーと IAQ向上を実現する非結露型空調方式の開発
教授 加藤信介

　デシカント空調システムは，カビ・細菌等による建物屋内の IAQ（Indoor Air Quality空気質）の低下を改善するこ
とが期待され，関連する研究も多い．本研究では，CO2ヒートポンプをデシカント空調システムに組み込み，省エネ
ルギー性と建物内及び空調システム内の非結露の実現による IAQの向上を同時に実現し，低温排熱がない場合にも
適用できる高効率のデシカント空調方式を開発している．本年度は，潜熱・顕熱分離システムの外調機を冬期に用い
て加湿した場合の実用可能性・有効性に関する検証実験を行った．

21.	 テンセグリティ構造物の応力測定システム
教授 川口健一

22.	 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口健一

23.	 立体構造物の野外実験
教授 川口健一

24.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	①
教授 岸利治

25.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	②
教授 岸利治

26.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸利治

27.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸利治

28.	 建設複合材料における内部組織構造の定量的評価に関する研究
教授 岸利治

29.	 耐久性能検証技術の構築を目的としたRC構造物の合理的維持管理体系へのパラダイムシフト
教授 岸利治

30.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川優，准教授 根本利弘

　地球環境情報を蓄積する巨大データベースを駒場と千葉の 2地点で分散管理するパイロットシステムを構築し，次
世代情報アーキテクチャに関する研究を行う．

31.	 衛星画像データベースシステムの構築（継続）
教授 喜連川優，准教授 根本利弘

　リモートセンシング画像等の巨大画像の蓄積には巨大なアーカイブベースが不可欠である．本研究では，ペタバイ
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トスケールのディスクアレイ装置，テープライブラリ装置を用いたストレージシステムの構成と，それに基づく衛星
画像データベースシステムの構築法に関する研究を行っている．

32.	 地球観測データ統合・解析システムの研究
教授 喜連川優，准教授 根本利弘，特任准教授 （喜連川研）生駒栄司， 

特任助教 （喜連川研）安川雅紀，特任助教 （喜連川研）絹谷弘子， 
特任助教 （喜連川研）山本昭夫，特任研究員 （喜連川研）大柳美佐，特任研究員 （喜連川研）金内志津

　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の開発を行っている．

33.	 Freak	Wave の解明と克服のための基礎研究
教授 木下健

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

34.	 洋上風力発電に関する研究
教授 木下健

　洋上風力発電は欧米では急拡大している．沿岸の適地での建設がほぼ終了し，いよいよ沖合への展開が始まりつつ
ある．浮体式洋上風力装置の国際競争力ある研究開発のあり方と国内普及のための地元の合意形成について研究を
行っている．

35.	 船舶の非線形ロール減衰の推定に関する研究
教授 木下健

　確率論的逆問題解析法を船舶海洋工学に適用する研究を行っている．船の横揺れ減衰力は非線形流体力の典型的な
例である．現在横揺れ減衰力について，水槽実験結果から推定を行っている．

36.	 船舶操縦性に及ぼす波漂流力の影響に関する研究
教授 木下健

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

37.	 波エネルギー吸収船に関する研究
教授 木下健

　居住区，または作業区域の揺れを大幅に軽減するサスペンションを研究している．さらにそのときに得られる波エ
ネルギーを吸収し電気として利用する．

38.	 沈下式生簀網に関する研究
教授 木下健

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

39.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原幹雄

40.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原幹雄
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41.	 プレローディド・プレストレスト補強土壁工法の実物大模型実験
教授 古関潤一

　プレローディド・プレストレスト補強土壁工法の実物大模型を用いて，壁面工を構築せずに内部の補強材を紫外線
に長期間暴露させ，その劣化の有無を調べる研究を継続している．

42.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
教授 小長井一男，准教授 清田隆

43.	 地震による構造物の破壊機構解析（共同研究）
教授 小長井一男

44.	 バイオマスリファイナリーによる自律持続社会システムの開発
教授 迫田章義

45.	 バイオマス資源化のための物質変換技術の開発
教授 迫田章義

46.	 	戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発，次世代高効率石炭ガス化技術開発，コールドモデルによる
大量粒子循環システムの開発

教授 堤敦司

47.	 無補強組積造壁を含むRC造架構の耐震性能評価に関する実験的研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）崔琥，助教 （中埜研）高橋典之，大学院学生 （中埜研）晉沂雄

　近年世界各地で無補強組積造壁を含む RC造建物が大きな被害を受けている．この建物の地震被害を軽減するため
には，まず無補強組積造壁およびこれを含む RC造架構の耐震性能を明らかにする必要がある．これに関する既往の
研究では壁体の対角圧縮ストラットの形成角度が対角方向の両隅と水平方向のなす角度に限定されることや，壁体の
せん断力が全変形レベルにおいて一律的に算定されることなどから，架構の荷重－変形関係を正確に再現できないこ
とが分かった．そこで本研究では，RC造架構の変形レベルに応じた無補強組積造壁の負担せん断力を定量的に評価
することを主目的とし，無補強コンクリートブロック（CB）造壁の対角圧縮ストラット形成角度やその幅に基づく
壁体の負担せん断力を実験的に明らかにすべく，全 CBユニットに 3軸歪ゲージを貼り付けた 1層 1スパンの 1/4ス
ケールの縮小剛梁型および柔梁型試験体を計画し，その静的加力実験を実施した．壁体の対角圧縮ストラットの形成
角度や等価幅およびそれに基づく負担せん断力の評価手法を提案・検証し，実験結果への適用を試みた結果，本評価
手法による壁体と両柱のせん断力の和は実験結果の荷重－変形関係を概ね再現することができた．

48.	 鉄筋コンクリート構造架構の耐震安全性能および耐震修復性能の定量化
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）権淳日

　我が国では 1981年以前の旧基準で設計された層崩壊型の建物を中心に地震被害が生じたこれまでの経験から，各
層の鉛直支持部材の耐震性能に着目した耐震診断手法，被災度判定手法が整備されてきた．しかし，東海，東南海，
南海地震などの来たるべき大地震では，現行基準で設計された全体崩壊型の建物も被災し，地震後に多くの部材が損
傷し建物の機能が失われることが予想される．ところが，新基準で設計された全体崩壊型の建物は現行の耐震診断で
評価対象とされることは殆どなく，被災建築物の被災度を評価する具体的な基準も定められていない．そこで，現行
基準で設計された全体崩壊型の架構に生じる地震損傷の進展に応じて各部材が架構の崩壊メカニズム形成に与える影
響を考慮した構造性能の定量的評価手法を，RC造架構試験体の静的載荷実験および当該試験体の解析的研究により
提示する．

49.	 応用要素法（AEM）を用いたコンクリート系部材の崩壊解析に関する研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）李煥九

　応用要素法（AEM）は崩壊に至るまでの破壊現象を簡単なモデルで解析することを目標に東京大学生産技術研究所・
目黒研究室で開発が進められている新しい構造解析手法である．近年，コンクリート系部材に生じる亀裂を計算力学
的手法により追跡できる方法としては剛体バネモデル（RBSM）が有力視されているが，RBSMでは扱えない要素間
のめり込み・破壊を考慮でき，CB造などの比較的大きな要素をそのまま一要素として扱うことが出来る AEMを用
いることで，CB造の面外転倒を考慮した枠組組積造構造物の耐震性能評価を解析的に検討することが本研究の目的
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である．

50.	 非構造部材を含むRC造建物の残存耐震性能評価手法に関する実験的研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）楊勇

　2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震では，中高層鉄筋コンクリート造集合住宅の非構造壁体に大き
な被害が生じた．一方，現行の鉄筋コンクリート造建築物の被災度区分判定基準には非構造部材の損傷程度は考慮さ
れない．しかしながら，今回の地震では，構造部材の損傷は軽微程度であったが，非構造部材の損傷が大きかったた
め，最終的に解体された集合住宅が少なくない．これらの背景から，非構造部材を含む RC造建築物の被災度区分判
定基準の整備が急がれている．そこで本研究では，非構造壁体の荷重－変形関係を実験的に明らかにする上で，非構
造部材を含む RC造建物の残存耐震性能評価手法の確立を主目的とする．

51.	 津波漂流物の衝突による建築物の応答特性に関する基礎的研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）本村友一

　2011年 3月 11日に起きた東日本大震災においては，大規模な津波が発生し，建築物に多くの被害をもたらした．
この津波被害の中には津波漂流物の衝突によるものもあるが，これが建物に与える影響についての知見は少ないのが
現状である．そこで本研究では，津波漂流物の衝突が建築物，特に津波避難ビルに与える影響を検討するため，多質
点系非線形時刻歴応答解析を行い，津波波力作用時に衝突力が作用した場合の建物の応答について検討を行った．併
せて簡単な衝突実験を行い，解析により得られた知見の妥当性を検証した．

52.	 鉄筋コンクリート構造部材の縮小率と損傷量に関する研究
教授 中埜良昭，助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥，大学院学生 （中埜研）沙拉依丁沙吾提

　鉄筋コンクリート部材や架構などの構造実験では，実験所および加力装置などの制約上から，縮小試験体を用いる
のが一般的である．これらの実験結果から残存耐震性能などを議論するためには，縮小部材に生じた損傷量（ひび割
れ幅，ひび割れ長さ，剥落面積など）を実スケールに置き換える必要があるが，試験体の縮小率と損傷量の関係につ
いて明確な検討結果がないのが現状である．そこで本研究では，本研究室で既実施した実大および縮小試験体を用い
た実験結果に基づき，縮小率と損傷量の関係を明らかにするのを主目的とする．

53.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜良昭

　千葉実験所の地震応答実験棟および構造物動的破壊実験棟に設置されている静的破壊実験装置および二次元振動台
を用いて構造物の地震時における挙動を把握するための耐震実験を行っている．

54.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜良昭，教授 小長井一男

　構造物の破壊機構に関するデータ処理解析や小規模予備実験（材料性能確認試験など）を実施している．

55.	 弱小モデルによる地震応答解析
教授 中埜良昭

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

56.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 藤井明

57.	 プレキャスト・ポストテンション・コンクリートシェルシステム
教授 藤井明

58.	 海洋における現場計測技術の開発に関する研究
教授 藤井輝夫， 准教授（九州大）下島公紀，特任講師 西田周平，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場辰洋
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59.	 特殊電子ビーム溶解装置によるシリコンの精製
教授 前田正史

60.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻俊宏

61.	 地震動と地盤ひずみの観測
教授 目黒公郎

62.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒公郎

63.	 大規模災害に対する防災対策の研究
 教授 目黒公郎，准教授 大原美保， 助教（目黒研）沼田宗純

　地震や台風などの自然災害は都市基盤の安全性を脅かす脅威の一つである．このような大災害に対する減災の観点
から，災害のシミュレーション等に活用可能なデータベースの構築に向けた検討，都市における住宅の耐震補強促進
のためのビジネスモデルの作成と検証を行っている．

64.	 災害の現地調査
 教授 目黒公郎，准教授 大原美保， 助教（目黒研）沼田宗純

　地震や洪水などの自然災害，大規模な事故などが発生した場合，国内，国外を問わず，現地調査を行っている．最
近では，以下のような調査を行い，災害の様子を記録するとともにその影響を分析している．最近では，(1) 2004年
12月インドネシアスマトラ島地震津波災害追跡調査，(2) 2005年 10月パキスタン地震災害追跡調査，（3）2007年 7
月 16日新潟県中越沖地震調査，(4) 2008年 5月 12日中国四川地震調査，(5) 2008年 6月 14日岩手・宮城内陸地震調
査，(6) 2011年 3月 11日東日本大震災の調査などを実施している．

65.	 地震災害環境のユニバーサルシミュレータの開発
 教授 目黒公郎

　本研究の目的は「自分の日常生活を軸として」，地震発生時から，時間の経過に伴って，自分の周辺に起こる出来
事を具体的にイメージできる能力を身につけるためのツールの開発と環境の整備である．最終的には，地震までの時
間が与えられた場合に，何をどうすれば被害の最小化が図られるかが個人ベースで認識される．地震災害に関係する
物理現象から社会現象にいたるまでの一連の現象をコンピュータシミュレーションすることをめざしている．前者の
物理現象編は，AEMや DEMなどの構造数値解析手法と避難シミュレーションを中心的なツールとして，後半の社
会現象編は，災害イマジネーションツール（目黒メソッド）や次世代型防災マニュアルを主なツールとしている．

66.	 構造物の地震時崩壊過程のシミュレーション解析
 教授 目黒公郎

　平成 7年 1月 17日の兵庫県南部地震は， 地震工学の先進国と言えども構造物の崩壊によって多数の犠牲者が発生
しうることを明らかにした． 本研究は地震による人的被害を軽減するために， 地震時の構造物の破壊挙動を忠実に（時
間的・空間的な広がりを考慮して）再現するシミュレーション手法の研究を進めている． すなわち， 破壊前の状態か
ら徐々に破壊が進行し， やがて完全に崩壊してしまうまでの過程を統一的に解析できる手法を開発し， 様々な媒質や
構造物の破壊解析を行っている． そして解析結果と実際の地震被害の比較による被害発生の原因究明と， コンピュー
タアニメーションによる地震被害の再現を試みている．

67.	 地域特性と時間的要因を考慮した停電の都市生活への影響波及に関する研究
 教授 目黒公郎

　近年， 都市生活の電力への依存が高まる一方で， 自然災害や事故などの様々な原因による停電被害が発生し， 都市
機能に大きな影響を及ぼしている． 停電の影響は， 電力供給システムの構造から， 配電所の供給エリアを単位として
相互に影響し合い， しかもエリアごとの「電力需要状況・住民特性・産業構成などの地域特性」「停電の原因となる
災害の規模」「停電発生時刻や継続時間などの停電特性」等によって， 大きく変化する．そこで本研究では， 配電所の
供給エリアを単位とした地域特性と， 停電の発生時刻・継続時間を考慮した都市生活への停電の影響評価法の研究を
進めている．今年度は， 地理情報システムを用いて， 東京 23区の 314箇所の配電用変電所の電力需要と地域特性の
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データベースの構築とその分析を行い， 供給エリア内の大口需要家の影響を含めた考慮した地域特性と， 停電の発生
時刻・継続時間を考慮した停電の影響評価モデルの構築を進めている．

68.	 実効力のある次世代型防災マニュアルの開発に関する研究
 教授 目黒公郎

　本研究は地域や組織の防災ポテンシャルを具体的に向上させる機能を持つマニュアルを開発するものである． 具
体的には， 現状のマニュアルの性能分析機能， 目的別ユーザ別編集機能， 当事者マニュアル作成支援機能などを有し
たマニュアルである．このマニュアルによって， 災害発生以前に地域や組織が有する潜在的危険性の洗い出し， その
回避法， 事前対策の効果の評価などが可能となる．このコンセプトを用いた防災マニュアルの作成を，内閣府，首都
圏の自治体，東京大学生産技術研究所を対象として進めている．

69.	 組積造構造物の経済性を考慮した効果的補強手法の開発
 教授 目黒公郎， 客員教授 市橋康吉， 助教（目黒研） 沼田宗純， 

博士研究員 NAVARATNARAJAH Sathiparan，  
大学院学生（目黒研） 反町尚希， 大学院学生（目黒研） 櫻井光太郎，  

大学院学生（目黒研） Rajendra Soti

　世界の地震被害による犠牲者の多くは，耐震性の低い組積造構造物の崩壊によって生じている．本研究の目的は，
耐震性の低い既存の組積造構造物を，それぞれの地域が持つ技術と材料を用いて，しかも安く耐震化できる手法を開
発することである．防災の問題では，「先進国の材料と技術を使って補強すれば大丈夫」と言ったところで何ら問題
解決にはならないためだ．一つの目的は，上記のような工法や補強法を講じた構造物とそうでない構造物の地震時の
被害の差を分かりやすく示すシミュレータの開発であり，建物の耐震化の重要性を一般の人々に分かりやすく理解し
てもらうための環境を整備するためのものである．

70.	 既存不適格構造物の耐震改修を推進させる制度 /システムの研究
 教授 目黒公郎，准教授 大原美保

　我が国の地震防災上の最重要課題は，膨大な数の既存不適格構造物の耐震補強（改修）対策が一向に進展していな
いことである．既存不適格建物とは，最新の耐震基準で設計 /建設されていない耐震性に劣る建物であり，これらが
地震発生時に甚大な被害を受け，多くの人的・物的被害を生じさせるとともに，その後の様々な 2次的，間接的な被
害の本質的な原因になる．このような重要課題が解決されない大きな理由は，震補強法としての技術的な問題と言う
よりは，市民の耐震改修の重要性の認識度の低さと，耐震補強を進めるインセンティブを持ってもらう仕組みがない
ことによる．本研究は，行政と市民の両者の視点から見て耐震補強をすることが有利な制度，実効性の高い制度を提
案するものである．

71.	 途上国の地震危険度評価手法の開発
 教授 目黒公郎

　世界の地震被害による犠牲者の多くは，途上国に集中している．この大きな原因の１つに，政府や中央省庁の高官
達をはじめとして，多くの人々が地域の地震危険度を十分に把握していないことが挙げられる．この研究は，そのよ
うな問題を解決するために，簡便な方法で対象地域の地震危険度，予想される被害状況，経済的なインパクトなどを
評価する手法を構築するものである．イランやトルコ，ミャンマーやバングラデシュなどを対象として，研究を進め
ている．

72.	 首都直下地震時の鉄道利用者の防災対策
 教授 目黒公郎，准教授 大原美保

　首都直下地震の発生が危惧される中，鉄道利用者の地震対策は十分とはいえない．そこで防災対策立案の基礎デー
タとして，首都直下地震時の震度分布と鉄道利用者の分布の関係を分析している．中央防災会議想定の東京湾北部地
震による震度分布と，大都市交通センサス OD調査データ，一日の駅間断面交通量データ，所要時間データ，駅の位
置データなどから算出した時間帯別の鉄道利用者の数とその地域的な分布を比較すると，ピークの時間帯（午前 8～
9時）で，震度６以上の地域に約 178万人の鉄道利用客が存在していることが判明した．この結果を基に，緊急地震
速報の有効活用法の検討を行っている．

73.	 災害情報プラットフォームの研究
 教授 目黒公郎， 助教（目黒研）沼田宗純

　適切な災害対応には複数の組織や機関，部署間の連携した活動が不可欠であり，そのポイントは情報の共有である．
これを実現するシステムとして，防災情報共有プラットフォームの研究を進めている．限られた資源の効果的な利用
と，異なる組織間での緊密な連携を実現するために，大規模地震災害時における広域医療搬送活動や，複数の自治体
の防災活動などを対象として，組織間の情報共有と応援体制の連携に関する現状分析と防災情報共有プラットフォー
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ムのあるべき姿，その貢献についても分析している．

74.	 インド洋沿岸地域の地域特性を踏まえた新しい津波災害システムの研究
 教授 目黒公郎，助教（目黒研）沼田宗純

　2004年 12月 26日のスマトラ沖地震（M9.0）津波災害以来，インド洋沿岸諸国では津波監視・警報システムの重
要性が叫ばれ，これまで莫大な予算と時間を費やして開発された太平洋沿岸の津波監視システムと同様なシステムの
導入が検討されている．先進的ではあるが，高コストで専門性の高い組織による維持管理が求められるこのようなシ
ステムを，津波災害の経験が乏しく，人的・財政的資源が豊富とはいえないインド洋沿岸地域で，適切に維持管理し，
運用し続けることが可能だろうか．またシステムの寿命と大規模津波災害の発生頻度を比較した場合に，導入された
システムが本当に津波災害軽減に役立つ機会はどれほどあるのだろうか．目黒研究室では，日常的な利用性，簡便性，
経済性を重視した新しい津波災害軽減システムを提案しその効果を検証している．リゾートホテルによって維持管理
されるネットワーク化された多目的ブイと宗教施設を避難所として用いる新しいシステムの有効性は非常に高いこと
が示されている．

75.	 途上国の非補強組積造建物の耐震補強法を推進するための技術的・制度的システムの開発
 教授 目黒公郎， 客員教授 市橋康吉， 助教（目黒研）沼田宗純， 博士研究員 NAVARATNARAJAH Sathiparan， 

大学院生（目黒研） 反町尚希，大学院生（目黒研）櫻井光太郎，大学院生（目黒研）Rajendra Soti

　途上国を中心として，世界の地震で亡くなっている犠牲者の多くは，石やレンガなどを積み上げてつくる組積造建
物の崩壊による．これらの建物は，耐震基準の良し悪しやその有無とは無関係に，工学的な知識のない現地の人々が
現地で入手できる安い材料で建設するもので，ノンエジニアード構造物と呼ばれる．この脆弱な組積造のノンエジニ
アード構造物の耐震性を向上させない限り，世界的な視点からの地震被害の軽減は実現しない．本研究は，この種の
建物の耐震性能を，ローカル・アべイラビリティ，ローカル・アプリカビリティ，ローカル・アクセプタビリティを
キーワードとして，向上させる技術的・制度的アプローチの研究である．

76.	 子供の防犯活動を合理的に支援するシステムの研究
 教授 目黒公郎，助教（目黒研）沼田宗純

　子どもを対象とした犯罪を軽減するには，犯罪環境を俯瞰し犯罪特性を十分理解することが不可欠である．その上
で対象となる犯罪や地域特性に応じた適切な対策を，適切なタイミングで，適切な空間や対象に，適切な方法で，実
施することが求められる．しかし現在は子どもの防犯に関する情報を俯瞰し，適切な対策の実施を支援するシステム
は整備されていない．そこで本研究ではWork Breakdown Structure手法を用いて，子供を対象とした犯罪の発生環境
を分析するとともに，分析結果に基づいた適切な対策の立案・実施を支援するデータベースと分析システムの研究を
行っている．

77.	 災害報道の研究
 教授 目黒公郎，助教（目黒研）沼田宗純

　平時から災害発生時，復旧・復興過程までの災害対応の循環体系の中で，災害による影響の最小化に貢献する報道
のあり方を研究している．テレビや新聞などのメディアが，過去の災害をどのように報道したのかを分析するととも
に，災害現象を先取りし，減災を誘導する災害報道に関して研究を進めている．

78.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
特任准教授 望月和博

79.	 バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発
特任准教授 望月和博

80.	 国産杉材を使った間伐材活用実験装置
教授 野城智也

81.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本潤，大学院学生 （柳本研）Eduardo Dupin

　熱間加工材質変化を司る金属材料内部組織変化を，機械式高温高速圧縮試験機により取得しデータベース化する．
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82.	 高温変形加工時の降伏応力と材料組織変化に関する研究
教授 柳本潤，技術専門職員（柳本研）小峰久直

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

83.	 半凝固処理金属の製造技術に関する研究
教授 柳本潤，助教 （柳本研）杉山澄雄，大学院学生 （柳本研）孟毅

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

84.	 能動型マイクロ波センサーによる海面観測システムの開発
教授 林昌奎，特任研究員 （林研）小林豪毅， 

大学院学生 （林研）吉田毅郎，大学院学生 （林研）今泉大智，大学院学生 （林研）陳俊佑

　マイクロ波パルスドップラーレーダを用いる海面観測システムの開発を行っている．海面から散乱するマイクロ波
は，海面付近水粒子の運動特性によって周波数が変化し，海面から散乱強度には使用するアンテナの特性が含まれる．
その特性を解析することで，海洋波浪の進行方向，波高，周期及び位相，海上風の風速と風向，海面高さの情報を得
ることができる．相模湾平塚沖での海面観測を行っている．

85.	 水中線状構造物の挙動に関する研究
教授 林昌奎，JAMSTEC 井上朝哉

　海洋掘削用ドリルパイプは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も
一般に非線形である．また，海流など流れを有する海域で作業するドリルパイプには，回転による振動に流れによる
振動が加わり，より複雑な応答を示す．これらの問題は，対象となる水深が深くなりパイプが長大になるに従い，強
度が相対的に低下したり，水深ごとの流れの流速が変化したりすると，強度設計，安全性確保の観点からより重要に
なる．

86.	 リアルタイム波浪観測とエアクッションによる浮体応答制御に関する研究
教授 林昌奎，教授 （日本大）増田光一，准教授 （日本大）居駒智樹

　波浪に起因する浮体式海洋構造物の動揺，弾性変形，波漂流力などを，海洋波浪レーダによるリアルタイム波浪観
測技術とエアクッションを用いた浮力制御技術により，制御する方法について研究を行っている．

87.	 次世代油圧式潮流発電技術研究開発
教授 林昌奎，客員教授 丸山康樹，特任研究員 （林研）小林豪毅，特任研究員 （林研）広部智之

　数年後，商用電源化（合計出力 1MW以上）を想定し，我が国の低速な潮流に対して，高い年間設備利用率が期待
でき，維持管理も容易な次世代の油圧連結潮流発電システムの開発を目指して研究を行っている．定格 100kWのプ
ロトタイプ（水中ナセル 1台にツインロータ艤装× 2セット（双発形状）+発電機 1台の構成）について，水槽模型
実験，フルスケールベンチ試験等を行い，要素技術を開発する．

88.	 三陸海岸へ導入可能な波力及び潮流発電システムの研究開発
教授 林昌奎，教授 木下健，客員教授 丸山康樹，特任研究員 （林研）小林豪毅

　三陸沿岸などの被災地では，電力系統の被害が大きく，復旧に時間がかかったことから，東北各地に豊富に存在す
る波力などの「海洋再生可能エネルギー」への期待が高まっている．本研究では，波力エネルギーが豊富な岩手県・
久慈湾において，独自の波力発電装置のプロトタイプ（40kW× 2台）を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施
する．また，潮流エネルギーが大きい宮城県・松島湾の浦戸諸島において，独自の潮流発電装置のプロトタイプ（5kW
× 1台）を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施する．

CW6_A6247D62.indd   239 2013/09/20   9:08:29



240

VI.　研究および発表論文

戦略情報融合国際研究センター
1.	 分散型地球環境情報ベース

教授 喜連川優，准教授 根本利弘

　地球環境情報を蓄積する巨大データベースを駒場と千葉の 2地点で分散管理するパイロットシステムを構築し，次
世代情報アーキテクチャに関する研究を行う．

2.	 衛星画像データベースシステムの構築
教授 喜連川優，准教授 根本利弘

　リモートセンシング画像等の巨大画像の蓄積には巨大なアーカイブベースが不可欠である．本研究では，ペタバイ
トスケールのディスクアレイ装置，テープライブラリ装置を用いたストレージシステムの構成と，それに基づく衛星
画像データベースシステムの構築法に関する研究を行っている．

3.	 デジタルアースビジュアリゼーション
教授 喜連川優，特任准教授 （喜連川研）生駒栄司， 

特任助教 （喜連川研）安川雅紀，特任助教 （喜連川研）絹谷弘子， 
特任助教 （喜連川研）山本昭夫，特任研究員 （喜連川研）大柳美佐，特任研究員 （喜連川研）金内志津

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

4.	 バッチ問合せ処理の最適化に関する研究
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀

　複数の問合せの処理性能を大幅に向上させる主記憶および I/O共用に基づく新しい手法を提案すると共に， シミュ
レーションならびに実機上での実装により有効性を明かにした．

5.	 ショートセンテンスの類似性に関する研究
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀，特任助教 （喜連川研）楊征路，大学院学生 （喜連川研）顧彦慧

　サーチエンジン，ウェブの検索などではユーザから与えられる数語から類似性の高い文章を含むドキュメント，関
連の高い情報をを結果として数秒の内の返さねばならない．わずかな語から類似性の高い文章を選ぶ手法は数多く提
案されているが，類似度が高い結果を得るための計算コストは非常に高く，現在のウェブ・サービスで要求される即
時性に対応していない．そこで，結果の質を担保しつつ，従来と比較して処理コストの低い手法の開発を行い，その
有効性を検証する．

6.	 Web マイニングに関する研究
教授 喜連川優，准教授 豊田正史，助教 （豊田研）伊藤正彦，特任准教授 鍜治伸裕， 
特任准教授 吉永直樹，大学院学生 （喜連川研）任勇，大学院学生 （喜連川研）高文梁， 

大学院学生 （喜連川研）中島直哉，大学院学生 （豊田研）長谷川貴之

　Web情報は大規模かつ多様な情報源であるが，その中から様々な分析要求に対していかに適切な情報を抽出する
かが重要な課題となっている．本研究では，Webテキストデータからの固有表現抽出，固有表現間の関連抽出とそ
の時間的変化に関する分析，評判情報抽出など，様々な情報マイニング手法を提案した．

7.	 地球観測データ統合・解析システムの研究
教授 喜連川優，准教授 根本利弘，特任准教授 （喜連川研）生駒栄司， 

特任助教 （喜連川研）安川雅紀，特任助教 （喜連川研）絹谷弘子，特任助教 （喜連川研）山本昭夫， 
特任研究員 （喜連川研）大柳美佐，特任研究員 （喜連川研）金内志津

　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の開発を行っている．

8.	 アプリケーション指向ディスクドライブ省電力方式の研究
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀，共同研究者 （喜連川研）西川記史

　サーバーやストレージの集約によるデータセンターの高密度化に伴い，データセンタの消費電力は増加の一途を
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辿っている．中でも，データセンタで管理するデータ量の急増に伴うストレージの消費電力の増加は著しく，その電
力削減はデータセンタにおける重要な課題となっている．複数のディスクドライブから構成されるストレージの省電
力化を目的に，TPC-Cベンチマーク相当の OLTP系アプリケーションの I/O挙動に基づくディスクドライブの省電力
化方式の検討及び評価を実施しつつある．

9.	 	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，准教授 豊田正史，特任准教授 合田和生，特任准教授 鍜治伸裕， 
特任准教授 吉永直樹，特任助教 （喜連川研）商海川，特任研究員 （喜連川研）Rage Uday Kiran， 

大学院学生 （喜連川研）山田浩之，大学院学生 （喜連川研）早水悠登

　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．

10.	 ICT システム永続化技術の検討
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀，助教 （喜連川研）横山大作

　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．

11.	 セキュアクラウドネットワーキング技術の研究開発（クラウドサービス連携技術）
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀，助教 （喜連川研）横山大作，大学院学生 （喜連川研）Sven Groot

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

12.	 SSDを用いた高性能データベースシステムに関する研究
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀，特任准教授 合田和生，大学院学生 （喜連川研）早水悠登

　Flashメモリからなる Solid State Disk（SSD）を用いたデータベースにおける高速処理技法の確立を目的とし，SSD
の入出力性能諸元を複数の機種を用いて計測，解析すると共に，オンライントランザクション処理の代表的ベンチマー
クである TPC-Cを商用およびオープンソースのデータベース上で実行し，トランザクション処理性能および入出力
処理性能を，ハードディスク（HDD）を用いた場合と比較，検討し，その結果に基づき，SSDの書込み処理特性に
着目すると同時に DB応用処理知識を利用し SSDに適合する入出力管理手法を提案，TPC-C入出力トレースを用い
た性能評価により，その有効性を示している．

13.	 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，助教 （豊田研）伊藤正彦， 

特任准教授 鍜治伸裕，特任准教授 吉永直樹，共同研究員 （喜連川研）田村孝之

　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．

14.	 大規模分散処理環境における適応的インデクスの利用に関する研究
教授 喜連川優，特任准教授 中野美由紀，助教 （喜連川研）横山大作，大学院学生 （喜連川研）奥寺昇平

　近年のデジタルデータの急増に伴い，大規模データの効率的な処理が求められている．MapReduce環境は大規模
分散データ処理に適しているが，常にデータスキャンを行うため，入出力コストが高い．本論文では，MapReduce
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環境に適用的インデクスを導入し，処理コストを低減する手法を提案する．シミュレーションによる評価を行い，有
効性を確認した．

15.	 	データインテンシブアプリケーションのアクセス局所性を考慮した実行時負荷分散に関する研
究

教授 喜連川優，准教授 豊田正史，特任准教授 中野美由紀，大学院学生 （豊田研）石田渉

　クラウドコンピューティングにおいてアプリケーションの伸縮性の担保が重要な課題となっている．本研究では，
大規模データアプリケーションの伸縮性を効率的に実現するため，データベースバッファのアクセス局所性を利用し
アプリケーションとデータベースサーバの負荷分散を協調して行うフレームワークを提案し，評価を行った．

16.	 Optimized	Sampling	for	Reflectance	Modeling
大学院学生（佐藤（洋）研）Muhammad Asad Ali，准教授 （国立情報学研究所）佐藤いまり， 

特任准教授 岡部孝弘，教授 佐藤洋一

　This research work focuses on modeling the Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF) of isotropic materials 
with planned sampling． The emphasis is on developing efficient optimization methods for rapid acquisition of BRDFs from 
both flat surfaces and objects of varying shapes． This is achieved by identifying a small number of suitable sampling directions 
which can adequately model the BRDF of a given material． While developing sampling strategies we take into account the sta-
tistics of various materials and use the knowledge of objects geometry when available in modeling the appearance in an efficient 
manner． We pose this as a multifaceted problem and attempt to recover the complete BRDFs by first allowing both the light 
source and viewer to be moveable and then extend this to the case of fixed view direction for objects of known geometry． This 
work is of significant importance and has widespread applications in different areas of graphics and vision ranging from appear-
ance synthesis to material perception．

17.	 微細な特徴の解析による顔表	情の早期認識に関する研究
大学院学生（佐藤（洋）研）Su Lumei，教授 佐藤洋一

　The early facial expression recognition task is one to recognize facial expressions as early as possible． It differs significantly 
from the conventional facial expression recognition task that is aimed as recognizing fully displayed facial expressions at the 
apex． This thesis focuses on developing techniques to resolve three issues in early facial expression recognition． By analyzing 
the subtle features characterizing the early stage of facial expression， we developing techniques to extract discriminative subtle 
feature， reduce the influence of noise on subtle features and recognize the expression sequence even with different speeds as ear-
ly as possible．

18.	 視線情報に基づく画像選好の識別
大学院学生（佐藤（洋）研）笠井啓史，特任助教 （佐藤（洋）研）菅野裕介，教授 佐藤洋一

　本研究では人間の視線を主観的な価値推定に結びつけることを目的とし，画像見比べ時の選好識別を試みる．提案
手法では視線の動きから算出しうる様々な特徴量を結合したものを入力特徴として用い，Random Forestによる学習・
識別を行う．選好識別における視線情報の有用性を示すとともに，どのような視線の動きに好みが反映されうるかを
検証する．

19.	 	Camera	Spectral	Sensitivity	Estimation	from	a	Single	Image	under	Unknown	Illumination	Flu-
orescence
国立情報学研究所 韓帥，准教授（国立情報学研究所）佐藤いまり，特任准教授 岡部孝弘，教授 佐藤洋一

　Camera spectral sensitivity plays an important role for various color-based computer vision tasks． In this work， we present a 
single-image estimation method using fluorescence with no requirement for a known illumination spectrum． Under different il-
luminations， the spectral distributions of fluorescence emitted from the same material remain unchanged up to a certain scale． 
Making use of this chromaticity invariance， the camera spectral sensitivity can be estimated under an arbitrary illumination 
whose spectrum is unknown．

20.	 指静脈認証技術の研究
大学院学生（佐藤（洋）研）三浦直人，教授 佐藤洋一

　指の皮下に分布する静脈は複雑で個人性が高く，生体認証の特徴として好適である．本研究は，次世代の生体認証
である指静脈認証技術の確立を目的とし，近赤外光により撮影される不鮮明な血管像を用いながらも高精度な認証を
実現するために，統計的画像処理と複数波長光源とを活用して精緻な血管構造を獲得すると共に，生体変動に頑健な
特徴量に基づく認証方式を提案した．被験者実験による認証精度評価の結果，提案手法により高精度で実用的な指静
脈認証を実現できることが結論付けられた．
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21.	 キャストシャドウの存在する顔画像の照明正規化
特任助教 （佐藤（洋）研）松川徹，教授 佐藤洋一

　キャストシャドウ存在下においても動作が可能な，スモールスケールとラージスケール特徴に基づく照明正規化手
法を提案する． 提案手法では，キャストシャドウを含む誤差を陽に考慮するように Quotient Imageに基づく照明正規
化手法を拡張し，照明変動に頑健なラージスケール特徴を抽出する．

22.	 注視点と画像領域の同時クラスタリング
特任助教 （佐藤（洋）研）菅野裕介，教授 佐藤洋一

　本研究では，人間の画像注視行動の解析および画像理解のための注視点と画像領域の同時クラスタリング手法を提
案する．注視点座標と画像領域をむすぶグラフのラベル付けとして問題を定式化することで，両ドメインに対する滑
らかさ拘束を同時に実現しながらロバストなクラスタリングを実現している．

23.	 カラー画像を用いた分光反射率および蛍光特性の推定
大学院学生（佐藤（洋）研）小橋泰之，准教授 （国立情報学研究所）佐藤いまり，特任准教授 岡部孝弘， 

教授 佐藤洋一

　蛍光成分を含む物体に対して，デジタル カメラで撮影した複数枚のカラー画像から，対象の分光反射率と蛍光吸収・
発光特性を推定する手法を提案する．光源スペクトルを変化させた場合の変化を利用することで，従来の蛍光成分を
考慮しない場合と比較して反射率の推定精度を向上させたとともに，蛍光物体を含むシーンの光源に対応した復元も
可能となった．

24.	 視線運動と頭部運動を用いた一人称視点からの自己動作認識
大学院学生（佐藤（洋）研）大垣慶介，特任助教 （佐藤（洋）研）菅野裕介， 

協力研究員 （佐藤（洋）研）Kris M. Kitani，教授 佐藤洋一

　我々は一人称視点映像と視線情報から，頭部と視線の動きパタンを解析し，被験者の行っているタスクを認識した．
視覚的注意の動きの特徴である断続的なジャンプのパターンと，頭部運動と視線運動の時間的関係に着目した特徴量
を提案した．室内でのオフィスタスクにおいて，従来の頭部・視線の解析手法よりも高精度に認識できることを確かめた．

25.	 Toward	Constraint-free	Gaze	Estimation
大学院学生（佐藤（洋）研）Lu feng，特任助教 （佐藤（洋）研）菅野裕介，特任准教授 岡部孝弘，教授 佐藤洋一

　This research is aimed at development of appearance-based gaze estimation techniques． Existing difficulties include the re-
quirement of too many training samples and the limitation on head motion． These problems prevent the gaze estimation tech-
nique being widely applied in our daily life． To deal with these problems， we proposed an adaptive local linear regression 
method to reduce the number of required training samples． The gaze estimation accuracy can be very high even with a small 
number of training images． Second， we designed a decomposition scheme to compensate the estimation bias under head mo-
tion， and thus allow different head poses in gaze estimation with only a few training samples． Finally， we proposed a method 
for head pose-free gaze sensing via eye image synthesis． The method uses the image synthesis technique to synthesize training 
images from only one set of training images captured under a default head pose， and thus avoid the long-time training process． 
The synthetic eye images look very similar to those really captured， and thus they can be used as training images for accurate 
gaze estimation．

26.	 皮膚色素モデルに基づく近赤外顔画像から可視光顔画像への変換
大学院学生（佐藤（洋）研）Kimshing Goh，特任助教 （佐藤（洋）研）松川徹，特任准教授 岡部孝弘，教授 佐藤洋一

　In this paper， we propose a physics-based method to synthesize facial images in visible wavelengths from multi-band near in-
frared images． The study on photometric properties of human skin shows that melanin and hemoglobin components are domi-
nant factors that affect the skin appearance under different light spectrum． Specifically， a set of intensities observed at a certain 
surface point with varying wavelength is represented by a linear combination of both the pigment components． Our proposed 
method learns the spectral basis vectors， which describe absorbance due to both the pigments， from multispectral image dataset 
by using Independent Component Analysis． Then， our method estimates the coefficients， which are pixel-wise densities of both 
the pigments， from a multiband near infrared image， and finally converts it to a visible light image． We demonstrate that our 
proposed method works well for real facial images even though only a small dataset is available for learning basis vectors．

27.	 車載画像センサーの開発
准教授 上條俊介

　交差点等の一般道にいて，歩行者や自転車を車の事故から守りための安全運転支援システムの開発が世界的に行わ

CW6_A6247D62.indd   243 2013/09/20   9:08:29



244

VI.　研究および発表論文

れている．当研究室では，独自の画像処理技術を活かし，歩行者や自転車を車載カメラを用いて認識する技術を開発
している．

28.	 路車協調型安全運転支援技術
准教授 上條俊介

　路側センサーから交通状況を的確に把握し，危険状況をドライバーに知らせることで事故を回避するシステムの開
発を行っている．本研究では，情報提供を受けたドライバーの受容性を考慮したセンサ開発を行うことが重要である．

29.	 時空間Markov	Random	Field	Model による時空間画像の領域分割
准教授 上條俊介

　コンピュータ・ビジョンでは画像上で移動物体同士が重なった場合（オクルージョン）において，個々の物体を分
離して追跡することが困難であった．そこで，本研究では，この問題を時空間画像の領域分割と等価であることを明
確にし，時空間Markov random Field Modelを定義した．これにより，オクルージョンが生じている場合でも正確に
移動物体を画像上で分離することが可能となった．さらに，本手法は，低画角画像のようにオクルージョンが激しい
場合でも効果的であることが証明された．

30.	 リアルタイムソーシャルメディアの挙動解析に関する研究
准教授 豊田正史，教授 喜連川優，特任准教授 鍜治伸裕，特任准教授 吉永直樹， 

大学院学生 （豊田研）長谷川貴之，大学院学生 （喜連川研）中島直哉

　ウェブ上のコミュニケーションは，Twitterを代表とするリアルタイムなソーシャルメディアの出現により大きく
変化しており，その挙動を解析することはこうした新しいメディアの社会における役割やそのあるべき姿を模索する
ために重要である．本研究では，リアルタイムソーシャルメディアにおける話題抽出手法，話題による情報伝搬のパ
タン分析，虚偽情報に対するユーザの反応分類，および公共性に基づくユーザ発言の分類に関する研究を行った．

革新的シミュレーション研究センター
1.	 CFDによるキャビテーション予測手法の高度化

教授 加藤千幸，大学院学生 （加藤（千）研）鈴木貴之

　流れの圧力が低下することにより発生するキャビテーションは，ターボ機械の性能を低下させるだけではなく，機
械の破損や損傷の原因となることもあるが，未解明な課題も多く残されている．本研究では，キャビテーション流れ
の非定常挙動を解明することを目的に，数値解析プログラムの開発を進めている．今年度は均質媒体モデルを用いた
キャビテーション解析において媒体の膨張収縮による全圧の損失が発生することを理論的に示した．ベンチュリ管の
内部流れを解析し実際に膨張収縮仕事による損失が発生することを示した．NACA0015翼まわりの流れ解析におい
て，キャビティ後部に低速領域が発生し，揚力が低下することがわかった．

2.	 スパイラルマグナス風車の研究開発
教授 加藤千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田明由，助教 （豊橋技術科学大）横山博史， 

学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木常夫，大学院学生 （加藤（千）研）林悠一郎，助手 （加藤（千）研）西村勝彦

　マグナス風車とは，プロペラ風車の翼の代わりに回転する円柱を翼とした風車である．円柱にスパイラル状のフィ
ンを取り付けたスパイラルマグナス風車に関する研究は，基礎研究から風車全体を対象とした研究などが行われてい
るが，風車の回転（公転）と円柱の回転（自転）とスパイラルフィンを含めた風車全体の数値解析は行われていない．
そこで本研究では，スパイラルマグナス風車全体の数値解析を行い，流れ場を詳細に検討することで，スパイラルフィ
ンが揚抗比性能を向上させるメカニズムを解明することを目的とした．具体的には，自転公転するスパイラルマグナ
ス風車について 2軸回転を含めた風車全体の数値解析を行い，自転周速比と公転周速比を変化させて，自転トルクと
出力の特性を求めるとともに，これらの結果を用いて円柱の回転方向による出力の違いが発生するメカニズムに関し
て考察した．

3.	 小型ラジアルガスタービンに関する研究
教授 加藤千幸，学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木常夫，助手 （加藤（千）研）西村勝彦

　翼スパン長が 150mm程度の小型飛行機の推進装置として，羽根車外径数 mmのラジアルガスタービンの研究開発
を行っている．今年度は，歯科用ボールベアリングを利用し，コールドエアー試験により定格回転数の 8割にあたる
40万 rpm以上の回転数に達成した．今後，1軸 2段のラジアルガスタービンを試作し，実用化に向けて研究開発を
進める．
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4.	 Lighthill テンソルを用いた空力音響解析
教授 加藤千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田明由， 

専任講師 （日本大）鈴木康方，研究実習生（加藤（千）研）益田直樹

　空力騒音低減技術の開発は，工業製品を開発する上で重要な課題のひとつとなっている．空力騒音の特性を明らか
にするには音源である渦の非定常運動と流体中の音の伝播を解析する必要があるが，流れ場と音場のスケールが異な
るため，流れ場と音場を同時に解析することは困難である．本研究では，真の音源である渦音源を用いた分離解法に
より音響解析を実施し，音源分布や音の伝播について定量的な評価を行う．本年度は対象を角柱にして，分離解法に
より音響解析を行い，流れ場の解析精度が音場の解析精度に与える影響を明らかにした．具体的には，角柱前縁で境
界層厚みが捉えられる格子解像度があり，その後の遷移からはく離の過程を捉えることができれば，音源となるよう
な渦の 3次元構造が再現され，高精度に音場が予測できることを明らかにした．

5.	 流体騒音の発生機構の解明とその制御に関する研究
教授 加藤千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田明由，専任講師 （日本大）鈴木康方， 

学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木常夫，大学院学生 （加藤（千）研）Yasara Mudunkotuwa， 
研究実習生（加藤（千）研）水谷翔太，研究実習生（加藤（千）研）杉江正峻， 
研究実習生（加藤（千）研）戸村太一，研究実習生（加藤（千）研）櫻井竜義

　流体機械の小型高速化や鉄道車両の高速化に伴い，流れから発生する騒音，即ち，流体騒音の問題が顕在化し，そ
の予測や低減が大きな課題となりつつある．本研究では，翼まわりの流れを対象として，流れと騒音の同時詳細計測
により，流体騒音の発生機構を解明し，得られた知見に基づいて，騒音制御・低減方法を開発することを最終的な目
標として進めている．本年度は，翼端から発生する空力騒音の発生機構を明らかにするため，ステレオ PIV計測に
より翼端近傍の 3次元速度成分を詳細に計測すると同時に，voxelメッシュを用いた大規模な流れ場解析を行った．
さらに音響解析を行い，ある程度定量的に騒音の予測ができることを示した．

6.	 風車から発生する空力音の高精度予測に関する基礎研究
教授 加藤千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田明由，専任講師 （日本大）鈴木康方， 
学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木常夫，大学院学生 （加藤（千）研）西村慶太， 

研究実習生（加藤（千）研）山本勝幸，研究実習生（加藤（千）研）小林典彰，助手 （加藤（千）研）西村勝彦

　風車の大型化が進むにつれて，風車から発生する空力音の大きさや特性が問題となり，その予測精度の向上と低減
手法の開発が望まれている．本研究では流入風の変動によるガストノイズに着目し，低騒音風洞のノズル出口に試作
した乱流発生装置を新たに装着し，NACA0012翼から発生する空力音に与えるガスト風の影響を詳細に検討してい
る．また，分離解法を用いてガストノイズの音響解析を行っている．

7.	 ターボポンプ内の旋回失速状態の流れに関する大規模計算
教授 加藤千幸，外国人協力研究員 （加藤（千）研）Olivier Pacot

　ポンプを部分負荷の状態で運転すると，旋回失速と呼ばれる特異現象が現れる．この状態の流れを大規模計算で予
測することを目標としている．今年度は，ポンプ内の計算領域を約 8千 5百万要素に分割し，FrontFlow/blueを用い
て大規模計算を行うことで旋回失速状態を再現した．今後，スーパーコンピュータ「京」を利用して，80億要素か
らなる大規模計算により詳細な旋回失速状態を再現する予定である．

8.	 炭素繊維強化プラスチックの動的強度評価法の開発
教授 吉川暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原良典，大学院学生 （吉川（暢）研）佐藤速夫

　炭素繊維強化プラスチックの航空機器への適用においては，飛来物に対する動的強度を確保することが最重要課題
となる．その強度発現機構を明らかにするため，ミクロスケールシミュレーションの適用可能性を検討している．実
部品の解析は，直交異方性体モデルで行うものとし，ミクロからマクロスケールに繋がるマルチスケール動的損傷力
学の方法論を考慮している．

9.	 繊維強化プラスチック高圧水素容器の最適設計
教授 吉川暢宏，技術職員 （吉川（暢）研）針谷耕太

　燃料電池自動車用燃料タンクや水素スタンド用蓄圧器で活用される炭素繊維強化複合容器の最適設計のため，メゾ
スケールモデルを用いた強度評価法を検討した．繊維束と樹脂を区別した有限要素モデルをフィラメントワインディ
ングの手順に従い作成するソフトウェアを開発し，実証解析を通じて強度評価シミュレーションの妥当性を検討した．
繊維束の断面サイズや巻き経路といったメゾスケールパラメータを直接的に扱う最適設計手法を検討している．
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10.	 熱硬化複合材料の製造プロセスシミュレーターの研究開発
教授 吉川暢宏，特任研究員 （吉川（暢）研）小笠原朋隆，大学院学生 （吉川（暢）研）李浩源

　炭素繊維強化複合材料の強度信頼性評価を，設計段階で的確に実施可能なシミュレーションシステムを開発してい
る．製造プロセス段階にまで立ち入って，メゾスケールで炭素繊維束と樹脂の複合システムとしての強度発現機構を
直接的に評価するため，賦型および樹脂硬化の製造プロセスシミュレーションを実行するソフトウェアを開発した．
硬化プロセス中の過昇温現象や，応力・ひずみ値を精度よく評価可能であるため，製造コスト（時間）と強度信頼性
のトレードオフ問題を解決する強力なツールになり得ることを示した．

11.	 繊維強化複合材料の損傷発展評価方法の開発
教授 吉川暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原良典，特任研究員 （吉川（暢）研）キムサンウォン， 

大学院学生 （吉川（暢）研）茂圭一郎

　炭素繊維束と樹脂を区別するメゾスケールモデルを用いて，複合材料の強度評価を行うための損傷束を検討した．
一方向強化材を積層した平板の面外荷重による破壊実験との照合により，損傷則を求めた．開繊による炭素繊維配置
の均等化や，樹脂へのボイド混入などメゾスケール材料パラメータが部材強度に与える影響を明らかにした．

12.	 肌の力学的評価方法に関する研究
教授 吉川暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原良典

　肌の張りや弾力性といった指標は，化粧品開発において重要な評価項目であるが，個々人の自覚的評価による部分
が大きい．その定量的な評価法を確立するため，材料力学における材料特性評価の方法論を展開することを試みてい
る．肌を異種材料により構成される多層構造と捉え，最外層である角質層の加齢による剛性変化が座屈挙動の激変を
誘発し，永遠じわ発生の機序となることを示した．また，肌のキメに代表されるメゾスケール構造が，マクロ力学特
性に与える影響を有限要素シミュレーションを通じて評価し，しわ抑制効果との関連性を考究した．

13.	 ヒドロゲナーゼの新規酵素設計
教授 佐藤文俊

　ヒドロゲナーゼはプロトンから水素分子への可逆的な酸化還元反応を触媒するが，中でも硫酸還元菌の [NiFeSe]
型は酸素耐性が高い．化石燃料を燃やすことなく，安定に水素を大量生成させる手段を提供することを目的に，
[NiFeSe]型ヒドロゲナーゼをベースに特に失活しにくい酵素を設計している．

14.	 グリッドフリー交換相関項計算法の精密化
教授 佐藤文俊

　密度汎関数法における交換相関項の計算には，通常グリッド法による数値積分が使用されるが，これがシミュレー
ションに脆弱性を与える．本研究では，グリッドを使わない方法を発展させた．これまで計算精度が低かった原因を
究明することに成功した．

15.	 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， 
立教大学 望月祐志，国立医薬品食品衛生研究所 中野達也，  

（独）物質・材料研究機構 大野隆央

　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）を実現すべく，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
を行う．一方で ,中核となるコアソルバーに関しては平成 24年 9月 29日から本格運用が開始されたスーパーコン
ピュータ「京」をはじめとする 8万 CPU以上の計算機で性能を最大限に発揮できるよう，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実施する．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，東京大学新領域創成科学研究科，国立医薬品食品衛生研究所，独立行政法人物質・材
料研究機構，スーパーコンピューティング技術産業応用協議会，商用ライセンス供与企業等との産学官連携体制の下
で実施している．最終年度となる平成 24年度は平成 23年度に実施した実例題対象の事例研究による実用ソフトウェ
アとしての機能の検証結果を踏まえ，事例研究領域の拡大を通して広範の産業利用に資する機能の更なる強化を図っ
た．それにより本事業において目標とする機能を全て装備したソフトウェアを完成させるとともに，利活用に資する
マニュアル（英文含む），データベース等の最終版のとりまとめを実施した．また，3分野 8サブテーマにおいて開
発したすべてのソフトウェアの最終バージョンを完成させ，使用マニュアル等とともにインターネットによる公開を
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行った．

16.	「HPCI 戦略プログラム」　分野４　次世代ものづくり
教授 加藤千幸，教授 佐藤文俊，特任教授 畑田敏夫，准教授（北大）坪倉 誠， 

准教授（京大）黒瀬良一，特任研究員（加藤（千）研） 吉廣 保，特任研究員（加藤（千）研） 大西順也， 
特任研究員（加藤（千）研） 川鍋友宏，特任研究員（加藤（千）研） 鵜沢 憲，特任研究員（加藤（千）研） 小山正子， 

（独） 理化学研究所 計算科学研究機構 小野謙二， 
（独） 日本原子力研究開発機構 中島憲宏，（独） 日本原子力研究開発機構 小関隆久， 
（独） 日本原子力研究開発機構 井戸村泰宏，（独）宇宙航空研究開発機構 藤井孝藏， 
（独）宇宙航空研究開発機構 大山 聖，（独）宇宙航空研究開発機構 高木亮治， 

（独）物質・材料研究機構 大野隆央，（財）計算科学振興財団 三木秀朗

　「21世紀のものづくりを抜本的に変革する計算科学技術の戦略的推進」の実現に向け，世界最高水準の研究成果を
創出するとともに，計算科学技術推進体制を構築することを目的とした事業を，東京大学生産技術研究所を代表機関
として，独立行政法人日本原子力研究開発機構，独立行政法人宇宙航空研究開発機構の 3戦略機関体制により推進し
ている．
　［Ⅰ］ 社会基盤・民生機器の抜本的高効率化・小型化・静音化を実現する革新技術創出支援システムの研究開発（プ
ロダクトイノベーション），［Ⅱ］ 未来社会へ向けた価値の創造・製品化プロセスを抜本的に加速する次世代設計シス
テムの研究開発（プロセスイノベーション），［Ⅲ］ 大規模プラントの信頼性を抜本的に向上させる次世代安全性・健
全性評価システムの研究開発（安心・安全社会の構築）を産業界との連携により実施する．また，ここで得られた成
果を広く産業界で利用いただくための高度なシミュレーションソフトウェアの利活用を促進させることを目指した技
術的支援体制の充実を含む諸施策を実施する．平成 24年度は，本格研究機関の 2年目として，研究開発は，スーパー
コンピュータ「京」を利用した第一段階の各課題対応解析・評価を実施した．計算科学技術推進体制構築については，
ニーズに応じた HPCI利用・支援施策等の実施を軌道に乗せた．

17.	 	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，特任教授 畑田敏夫

　流体，材料，バイオ，構造等の産業界の分野で必要される高度で実用的なシミュレーションソフトウェアの研究開
発，及び，これまで開発が進められてきたシミュレーションソフトウェアの高速化を図る．また，実用性を高めるた
めに産業界の利用者を増やすべく，本研究を通して今後の我が国の高度な科学計算シミュレーションの維持発展を担
う研究者及び技術者の育成も行う．平成 24年度は，流体分野，量子バイオ分野，ナノデバイス分野についてスーパー
コンピュータ「京」への予備的な評価も含めて，地球シミュレータの産業利用向けに，実用的な計算学シミュレーショ
ンソフトウェアの高度化の研究を実施した．

18.	 	広範の分野にわたるものづくりを牽引する先端的基盤ソフトウェアの研究開発に関するプロ
ジェクトマネージメント

特任教授 畑田敏夫

　2008～2012年度の 5年間の予定で実施中の文部科学省プロジェクトの研究開発・成果普及マネージメント．その
特徴は，研究機関のシーズと産業界のニーズのマッチングを図ることにより，先端的でかつ実用的なソフトウェアの
実現を図るところにある．2012年度は最終年度であり，予定している全機能の開発とソフトウェアへの実装を終了
させ，ソフトウェア最終バージョンの公開を実現させた．また，開発ソフトウェアの利用者による理解の促進ならび
に利活用の促進を図るための，解析事例データベースを構築した．

19.	 HPC次世代ものづくりプラットフォーム（HPC／PF）のプロトタイプの開発
特任教授 畑田敏夫

　HPC／PFは，スパコンの性能を十分に発揮できる HPC対応ものづくり系シミュレーションソフトウェアのライン
ナップと，その効率的・効果的利活用に資する知識・データベースより構成させるものであり，次世代のものづくり
をシミュレーションにより強力に牽引することを目的に開発されている．本年度は，HPC／PFを構成する各モジュー
ルのプロトタイプを開発するとともに，その一つである DBシステムについては一部のアプリの解析事例の実装を実
施した．
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エネルギー工学連携研究センター
1.	 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の実験および数値シミュレーション

教授 鹿園直毅

　SOFCの実用化のためにはコストや耐久性に課題を克服する必要があり，そのためにはシステムとそれを構成する
セルや電極の階層的な設計技術を高度化する必要がある．本研究では，SOFCの高信頼性，高効率化に向けて，実験
及び数値計算手法を開発し，発電システムから電極レベルに至る広い時空間スケールの現象を予測，制御するための
研究を行っている．特に，電極微細構造が発電性能に与える影響に注目し，微細構造を制御した SOFCの性能を実験
により計測するとともに，収束イオンビーム走査型電子顕微鏡（FIB-SEM）を用いた 3次元電極微細構造の直接計測，
ミクロな実構造における拡散と電気化学反応を連成させた格子ボルツマン法による数値シミュレーションを行ってい
る．

2.	 マイクロ 2相流の基礎研究
教授 鹿園直毅

　将来のエネルギー問題を解決する上で，エクセルギー損失の小さい低温度差の熱機関であるヒートポンプや蒸気エ
ンジンへの期待は非常に大きい．一方で，競合 技術である燃焼式の給湯器やエンジンに比べ大型・高価であること
が課題である．極めて細い冷媒流路を用いることで，ヒートポンプや蒸気エンジン用熱交換器 の大幅な小型軽量化
が実現できるが，本研究では，そのために必要となる超薄液膜二相流の基礎的な現象理解を進めている．具体的には，
共焦点レーザー変位計 を用いたマイクロチャネル内の薄液膜厚さの測定およびそのモデリング，マイクロチャネル
を利用した高性能蒸発器の限界熱流束の研究等の研究を行っている．

3.	 次世代熱機関用要素技術の研究
教授 鹿園直毅

　低温度差で作動するヒートポンプや蒸気エンジンはエクセルギー損失が非常に小さく，将来のエネルギー問題の解
決に不可欠な技術である．一方で，競合する燃焼式給湯器等に比べ大型で高価であることが課題であり，従来の延長
線上にない画期的な要素技術が求められている．本研究では，基礎的な研究に基づいて，より高性能，高信頼性，小
型，安価を実現する新たな機構を提案し実証している．具体的には，超小型フィンレス熱交換器の開発，表面張力を
利用した超小型気液セパレータの開発，斜交波状面を用いた新たな伝熱促進，等の研究を進めている．

4.	 	戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発，次世代高効率石炭ガス化技術開発，コールドモデルによる
大量粒子循環システムの開発

教授 堤敦司

5.	 エネルギーと物質の併産（コプロダクション）システム
教授 堤敦司

　物質とエネルギー生産システムの統合化による高度エネルギー有効利用を実現．

6.	 バイオマスガス化水素製造プロセスの開発
教授 堤敦司

　バイオマスをよりクリーンで，効率的に利用すること．

7.	 自己熱再生方式による革新的バイオマス乾燥・海水淡水化技術
教授 堤敦司

　状態変化により流体の質を熱的に再生し循環する省エネルギープロセス開発．

8.	 エクセルギー再生型次世代石炭ガス化高効率発電システム	（A-IGCC/IGFC）	の開発
教授 堤敦司

　高効率化を図るガス化炉・ガスタービンの統合手法と大量粒子循環システムの設計．

9.	 新規二次電池・燃料電池の開発
教授 堤敦司

　エネルギースパークリングを可能とする水素貯蔵型燃料電池（FC/B）を開発．
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10.	 再生可能エネルギーの発電量変動に対応した電源系統安定化技術
特任教授 橋本彰

　原子力発電を無くし，再生可能エネルギーを大量導入した場合の問題点について，線形計画法を用い，定量的に検
討を行っている．

11.	 波力発電
特任教授 橋本彰

　日本は四周を海に囲まれており，波力エネルギーは貴重な再生エネルギーとなりうる．しかし波力発電を成り立た
せるためには，新しい技術により経済性・信頼性をしっかりと兼ね備えたシステムとする必要がある．現在，波と共
振させることにより増幅効果を持つ新しい発電システムを試験中であり，早期実用化を目指している．

12.	 褐炭乾燥特性の研究
特任教授 橋本彰

　水分を多く含む褐炭を効率よく乾燥させるために，褐炭の基礎的な乾燥特性について研究している．

13.	 究極の高効率発電システム
特任教授 橋本彰

　火力発電の発電効率を究極まで高める事により，同じ発電量で燃料消費量を減らし CO2発生量を減らす検討をし
ている．具体的な発電システムとしてガスタービン複合発電システムのトッピングに SOFCを設置したトリプル複合
発電システム，従来形火力と SOFCを組み合わせたシステム，石炭ガス化と SOFCを組み合わせた IGFC等の研究を
行っている．

14.	 バイオマスエネルギーの活用
特任教授 橋本彰

　石炭焚きボイラでバイオマスを大量使用する方法について研究している．高効率の乾燥，新粉砕方式，新しいバー
ナーによって，30%という大きな混焼率を可能とする石炭・バイオマス混焼ボイラの研究を行っている．

15.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
特任准教授 望月和博

16.	 バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発
特任准教授 望月和博

海中工学国際研究センター

1.	 自律型海中ロボット（AUV）の研究開発と海域展開
教授 浦環，特任助教 （浦研）金岡秀，特任研究員 （浦研）永橋賢司，特任研究員 （浦研）西田祐也， 

特任研究員 （浦研）杉松治美，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann， 
大学院学生 （浦研）Painumgal Viswambharan Unnikrishnan，大学院学生 （浦研）Sangekar Mehul Naresh， 

大学院学生 （浦研）佐藤匠，大学院学生 （浦研）安井風太，大学院学生 （高川研）高橋朋子， 
大学院学生 （高川研）関根司

　AUV/ROVによる効率的な高精度計測を行うシステマチックな海底探査システムの研究開発を進めている．観測効
率の向上，シップタイムの有効活用そしてタスク分散によるロボット小型化（大型母船を必要としない）を目指して，
タイプの異なる AUVを複数台同時展開するオペレーションシステムの研究開発を進めている．2012年 10月，AUV3
台（航行型 2台：「AE2000a」， 「AE2000f」，ホバリング型 1台：「TUNA-SAND」）を八丈島南方のスミス海丘カルデラ
にて同時展開することに成功，航行型 AUV2台は，最初に潜航した「AE2000f」（化学計測）が「AE2000a」が計測
した地形データには，熱水マウンド状の地形が見られたが，「AE2000f」の化学センサーは反応しなかった．このため，
マウンド状の地形は，過去に活動し現在は活動を停止している熱水地帯と推定される．
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2.	 複数ロボット部隊編成と同時展開手法の研究
教授 浦環，准教授 巻俊宏，特任准教授 ソーントンブレア，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann， 

特任研究員 （浦研）永橋賢司，特任研究員 （浦研）西田裕也，大学院学生 （浦研）安井風太

　熱水地帯等の高精度な計測推進のために，多彩なミッションを分担して行う高機能の AUVを各種開発して，AUV
観測部隊を編成し，熱水地帯に展開，固有な生態系など特殊な環境を四次元的多面的に捉える新たな観測手法の研究
開発を進めている．

3.	 流氷下を観測するAUVの研究開発
教授 浦環，特任助教 （浦研）金岡秀，特任研究員 （浦研）永橋賢司，特任研究員 （浦研）杉松治美

　航行型 AUVの探査範囲を氷海下観測に拡大，水面下に広がる氷山や流氷の複雑な底面形状や水質環境や生態系を
観測できる AUVシステムの開発を行っている．流氷の底面の形状を音響装置で計測し，かつスチルカメラで写真撮
影ができるよう AE2000aを改造し，2012年 3月，紋別沖の流氷下で全自動潜航を行った．

4.	 深海底の環境および資源計測センサ類の研究開発
教授 浦環，特任准教授 ソーントンブレア，特任研究員 （浦研）永橋賢司，特任研究員 （浦研）西田祐也， 

特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann，特任研究員 （浦研）杉松治美，大学院学生 （浦研）Sangekar Mehul Naresh， 
大学院学生 （浦研）佐藤匠，大学院学生 （高川研）高橋朋子，研究実習生 （浦研）佐々木駿

　日本近海の深海底に存在する鉱物資源の広領域での高精度な賦存量観測システムの構築のための研究開発を行って
いる．1）3000m級深海に賦存するコバルトリッチクラストの賦存量の計測のため，コバルトリッチクラスト（1-20cm
厚）を 1cm以上の精度で 1.5m高度から連続計測できる小型非接触音響センサを開発し，拓洋第五海山などの実海域
で実証試験を行った．また，センサを搭載して深海底のコバルトリッチクラスト厚さを計測するプラットフォームを
開発した．

5.	 現場型放射性物質連続計測センサの研究開発
教授 浦環，特任准教授 ソーントンブレア，特任研究員 （浦研）杉松治美， 

研究実習生 （浦研）佐々木駿

　海底土の放射性物質濃度を連続して計測できる曳航式放射性物質連続計測装置を開発し，計測を実施しデータ解析
することでノウハウを蓄積することで継続的なモニタリングシステムを構築する研究を進めている．

6.	 クラゲの追跡・認識・捕獲を行うAUVの開発研究
教授 浦環，特任教授 高川真一，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann， 

大学院学生 （浦研）Painumgal Viswambharan Unnikrishnan

　深海中に棲息する小型のクラゲ類を自動的に認識し採取することができる小型 AUVの研究開発を行っている．耐
圧性能に優れ軽量なセラミクス製円筒耐圧容器をロボット殻として用いるための開発を進めている．また，クラゲ類
の自動認識と測位手法の確立を進めている．そのため，深海の暗闇の中で対象となるクラゲ発見するために，複数カ
メラを用いたステレオビジョンシステムによる対象認識と数種類のカラーシートレーザーを用いた対象までの距離計
測を自動的に行う手法を構築している．

7.	 管内観測 AUVの研究開発
教授 浦環，大学院学生 （浦研）Painumgal Viswambharan Unnikrishnan

　海底パイプラインのような狭小極限空間の管壁を効率的に自動観測する新しい AUV技術の研究開発を進めてい
る．魚眼レンズ画像とレーザーにより画像処理を用いて管壁からの距離を測り，ロボットが管内の屈曲に沿って常に
中心を通り，かつ管内壁の形状を観測することができるような，観測データと測位センサを融合させたシステムの構
築を進め，流れのある管内での機能試験を行った．

8.	 アジア陸水圏に棲息する小型歯クジラ類の音響観測
教授 浦環，教授 浅田昭，特任研究員 （浦研）杉松治美，特任助教 （浅田研）水野勝紀

　絶滅の危機に瀕しているアジア域の淡水棲イルカ類について，最先端の音響技術および通信技術を導入して，各地
に最適な長期リアルタイム音響観測システムを構築・展開し，各ステーション間をネットワーク化して情報を共有し，
イルカの音響特性や水中行動を理解することで未知の生態を解明，保護に益する国際共同研究を進めている．
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9.	 水中生物の音響手法による探査・観察手法の開発
教授 浅田昭，助教 （浅田研）望月将志，特任助教 （浅田研）水野勝紀，特任助教 （浅田研）前田文孝，  

NHK 岩崎弘倫，NHK 結城仁夫，NHK 小山靖弘

　光に反応し逃げてしまう水中生物に対し，または，濁水，暗視野下の水中生物に対し，音響手法による効率的な探
査・観察手法の開発を行っている．今年度は，ジュゴン，深海サメ，ダイオウイカ，ガンジスカワイルカ，ザリガニ
の観測を実施した．

10.	 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．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．

11.	 津波災害に伴う水中がれきのマルチビーム音響探査法と解析法の開発
教授 浅田昭

　岩手県山田湾と宮城県石巻湾におけるマルチビーム音響測深機を使った海底に沈んだ大量の養殖いかだ等のがれき
解析法を開発し，岩手県，宮城県，水工研に技術支援を行った．これまでに海底地形調査の専門知識のない，がれき
回収を専門としない業者，漁業関係者に，がれきの場所，3D形状，面積，体積を示す回収に有用となるビジュアル
情報を提供する成果を作るためのソフトウエアの開発を行った．また，宮城県の行った広域の沿岸海域における総が
れき量の推定調査に技術支援を行った．

12.	 ソーナーを用いた水中植生計量技術の研究開発
教授 浅田昭

　アマモやカジメといった水中植物はその水域の環境指標にもなる重要な植物であり，その植生の増減をモニターす
ることは水環境の変化をとらえる上で極めて重要になる．我々は音響技術を駆使し，水中植物の植生を定量的に計測
するシステムの開発を行っている．音響ビデオカメラをはじめとする高周波ソーナーを用い，水底からのエコーと水
中植物表面からの微弱なエコーとを分離する技術を開発し，植生全体の広がりを定量的に把握することができるよう
になっている．更に計測技術の高度化を進め，植物一個体の大きさの計測，複数種が生育する環境での種別認識手法
の開発を行っている．

13.	 ソーナーを用いた海中生物の生態観察に関する研究
教授 浅田昭

　水中に生息する動物，特に大深度で暮らす動物の生態を把握することは極めて難しい．対象となる動物個体を発見
する難しさはもちろん，いざ，観察となったところで，目視や可視光ビデオカメラによる観察では限界があり，観察
自体を長時間維持することも現状では困難である．我々は，こうした事案に対応するため，全方位監視ソーナー，マ
ルチビーム－ソーナー，音響ビデオカメラ等々の，周波数の異なる複数のソーナーと，AUV，ROV，海底ステーショ
ンといった複数の観測プラットフォームを組み合わせた，大規模な水中動物の探知，観察システムの開発を行ってい
る．サメ，イカ，水中ほ乳類等をターゲットとし，それぞれに合わせた観察システムの，観測手法の開発を行ってい
る．

14.	 魚類内部及び皮下組織音響特性の計測
教授 浅田昭，特任助教 （浅田研）水野勝紀，大学院学生 （浅田研）長曽大

　水産業，特に養殖産業において，魚体の雌雄判別手法の確立は，養殖魚を管理育成していく上で極めて重要な情報
を提供するとともに，養殖魚に新たな付加価値を与えることになる．超音波計測技術を基に，魚体に影響を及ばすこ
となく高い確度で雌雄の判別を行うことが出来る手法開発を目指し基礎実験を行っている．

15.	 現場複合センサによる深海熱水プルームの四次元マッピング
客員教授 許正憲，教授 藤井輝夫，特任准教授 福場辰洋， 

特任研究員 （藤井（輝）研）茂木克雄，准教授 （九州大）下島公紀， 
大学院学生 （藤井（輝）研）前田義明，研究実習生（藤井（輝）研）鳴澤良友，大学院学生 （東大）島田龍平

　従来の熱水プルーム観測手法では海水をサンプリングし，これらを船上または陸上に回収して分析を行うスポット
的な観測が通常である．本研究では，現場型センサの新規開発，無人機運動性能の向上を背景として，熱水プルーム
源の効率的探索，熱水プルーム挙動の空間的把握を目的に，複数の現場型センサを無人機に搭載した空間マッピング
観測の開発を行っている．
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16.	 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
教授 藤井輝夫，客員教授 許正憲，特任助教（藤井（輝）研）木下晴之

　本研究は，ISFET（Ion Sensitive Field Effect Transistor：イオン感応性電界効果型トランジスタ）を応用した高精度な
海洋多項目複合計測のための基盤技術の確立と実応用展開を目的としている．海水の pH や pCO2（二酸化炭素分圧），
各種イオンの濃度等の化学組成や生体関連成分を簡便かつ高精度に計測するために「高感度 CMOS型 ISFET」をセ
ンサとして採用し，評価している．また，それに「マイクロ流体デバイス」を集積化することによって，現場センサ
校正機能やサンプル前処理機能を有する「多項目複合計測センサ」を実現し，精度に加えて機能性・信頼性の向上も
目指している．センサを実運用するための電装・制御系についても開発を行った上で実機の製作を行う予定である．
最終的には小型の海中探査機や海中ロボットに搭載するなどして実運用を行うことで，海洋計測分野における新たな
展開を目指している．

17.	 定置漁業における自動揚網システムの開発
准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一，大学院学生 （北澤研）村田文太郎

　定置漁業における揚網や，養殖業における生簀の浮沈のように，水中で安定的に漁具を自動浮沈させる技術が切望
されている．既存の技術の問題点として，揚網作業に多大な労力がかかること，浮沈時に生簀が水中で傾き，網成り
の大変形により魚が擦れたり，窒息したりすることが挙げられる．そこで，可撓性ホースを漁具に配置し，可撓性ホー
スへの給排気により，漁具を安定的に自動浮沈させる技術の開発を行っている．

18.	 炭電極を用いた汚水の電気化学的処理技術の開発
准教授 北澤大輔，助手 （北澤研）藤野正俊，協力研究員 （北澤研）岡本強一

　汚水処理技術の一つとして，電気分解が注目されている．電気分解によって発生した酸素は貧酸素水に供給され，
水素はエネルギーとして利用される．また，富栄養化，赤潮の原因となる無機態窒素化合物を分解することもできる．
電気分解では，一般に金属製の電極が用いられるが，使用中にイオン化し，水生生物に影響を及ぼす可能性があるた
め，当研究室では炭電極を用いた電気分解による汚水処理技術の開発を行っている．

19.	 複合養殖における物質循環の数値解析
准教授 北澤大輔，大学院学生 （北澤研）張俊波

　養殖では，餌や飼料の 2割程度は魚の成長に用いられるが，残りは環境中に排泄される．餌，飼料代は，魚の売り
上げの半分以上を占めることもあり，排泄物の有効活用が求められている．また，排泄物は環境汚染の原因となるた
め，排泄物の利用は養殖場の環境保全にも寄与する．本研究では，養殖排泄物を海藻類やナマコに吸収させ，収穫す
る複合養殖の数値解析モデルを開発するが，その第一歩としてナマコの成長モデルを構築した．

20.	 海洋エネルギー発電システムの海洋利用の適合性評価手法の開発
准教授 北澤大輔

　海洋エネルギー施設を設置する場合は，海洋環境への影響を評価し，社会的受容性を高める必要がある．本研究で
は，環境影響評価のための標準的な手法を整備，開発するとともに，ガイドラインの策定を目指す．まず，魚のブレー
ドへの衝突が懸念される潮流・海流発電を対象として，国内外の事例調査および環境影響評価項目の絞り込みを行っ
た．

21.	 可変深度型生簀の開発
准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一，大学院学生 （北澤研）清水博紀

　従来の浮沈式生簀は，側張りを起点として浮上，沈下するため，沈下時は一定の深さに位置していた．また，側張
りを設置するためのフロートが海面上にあり，波浪による損傷のメンテナンスや景観が問題となっていた．本研究で
は，側張りを不要とし，生簀を任意の深さに係留できるシステムを提案し，水槽模型実験および数値解析によって安
全性を検討した．

22.	 可撓性ホースによる生簀浮沈システムの開発
准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一

　ギンザケの養殖は，通常は水温上昇のために 7月上旬までに出荷を終えるが，ギンザケをより深い位置で養殖でき
れば，水温が低下するため，養殖期間を延長できる．本研究では，可撓性ホースを生簀枠部のポリエチレンパイプ内
に配し，可撓性ホースへの給排気によって生簀を浮沈させる．水槽模型実験により，波浪，潮流下でも安定的に浮沈
できることが確認された．
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23.	 霞ヶ浦における毒素発生予測シミュレーション
准教授 北澤大輔，大学院学生 （北澤研）ムハンマドナズルルイスラム，教授 （信州大）朴虎東

　霞ヶ浦では，夏季に藍藻類が発生し，ミクロキスティンなどの毒素が生産される．藍藻類による毒素の生産は，水
質悪化や生物への濃縮等の問題を引き起こす．毒素の発生を抑制するためには，そのメカニズムを理解する必要があ
る．本研究では，藍藻類による毒素生産モデルを構築し，流れ場－生態系結合数値モデルに結合した後，毒素生産の
水質条件等に関する数値解析を行った．

24.	 電気化学的手法による漁網への生物付着防止
准教授 北澤大輔，教授 木下健，助手 （北澤研）藤野正俊，大学院学生 （木下研）近藤嵩史

　漁網に生物が付着すると，漁網への流体力が増加して網の破れが発生する．また，生簀の場合は，海水交換が少な
くなり，溶存酸素濃度が低下するなどの問題が発生する．現在は，人手で付着生物を落としているが，労力のかかる
作業である．掃除用ロボットも開発されているが，高価で高度な作業を要することもあり，普及には至っていない．
本研究では，金属線を漁網に編み込み，電気分解によって次亜塩素酸を発生させ，生物付着を防止する手法を開発し
た．

25.	 波エネルギー吸収船の研究
准教授 北澤大輔，教授 木下健，大学院学生 （北澤研）韓佳琳， （木下研）前田輝夫

　小型船の乗り心地を向上するため，波エネルギーを利用し，サスペンションによって動揺を抑制する船の開発を行っ
た．小型船は，キャビンとフロートからなり，これらの相対運動から，ラック・アンド・ピニオン方式によって，波
エネルギーを電気エネルギーに変換した．

26.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻俊宏

27.	 	Laser-induced	plasma	as	a	mechanism	for	in	situ	multi-element	chemical	analysis	of	liquids	
and	solids	at	sea

特任准教授 ソーントンブレア

28.	 	Non-linear	acoustic	and	3D	visual	mapping	for	measurement	of	the	volumetric	distribution	of	
manganese	crusts

特任准教授 ソーントンブレア

29.	 High	altitude	3D	visual	mapping	and	automatic	classification	of	the	seafloor
特任准教授 ソーントンブレア

CW6_A6247D62.indd   253 2013/09/20   9:08:30



254

VI.　研究および発表論文

先進モビリティ研究センター	（ITS センター）
1.	 車両空間の最適利用に関する研究

教授 須田義大

2.	 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田義大

3.	 ITS（高度道路交通システム）における自動車の運動制御に関する研究
教授 須田義大

4.	 ビークルにおけるマルチボディ・ダイナミクスに関する研究
教授 須田義大

5.	 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田義大

6.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田義大

　省エネルギー交通システムにおいて，エネルギ貯蓄方式の一つであるフライホイールについて，その適用性，車両
動特性との関係について，実際にフライホイール装置を導入し，大型車両の横転防止などの検討を行い，又，フライ
ホイールのジャイロ効果による車両動制御に関する基礎的検討を行った．

7.	 エコライド評価試験
教授 須田義大

8.	 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田義大

9.	 	新たな鉄道技術の開発と推進及び鉄道と自動車交通のインタラクティブなシステムに関する研
究

教授 須田義大，准教授 中野公彦

10.	 ロボットビークルに関する研究
教授 須田義大，准教授 中野公彦

11.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
教授 池内克史，教授 桑原雅夫，教授 須田義大

12.	 有形文化財の高精度デジタル化と解析
教授 池内克史

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

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

14.	 物理ベースビジョン（見えのモデル化と解析）
教授 池内克史

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

15.	 人間行動観察学習ロボットによる「技」の習得
教授 池内克史

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

16.	 複合現実感モビリティシステム
准教授 大石岳史，特任研究員 （池内研）佐藤啓宏，助教 （池内研）影澤政隆，教授 池内克史

　我々のグループでは，車両を利用した複数ユーザが同時体験可能な複合現実感（MR）システムを開発している．
近年，文化財のモデル化，表示，解析などを目的とした e-Heritage分野の研究が盛んに行われている．その中でも
MR技術は，失われた文化財を仮想的に復元展示する手法として注目されつつある．この復元展示で対象となる遺跡
は屋外であることが多く，光源環境の変化などから様々な技術的課題が残されている．またこれまでのMRシステ
ムは個人で利用するものが主であり，さらに広範囲を移動できないといった問題があった．そこで我々は，車両を利
用して遺跡内を移動しながら複数ユーザが同時に体験可能な復元展示MRシステムを開発している．

17.	 国際的に信頼されるCO2 排出量の効果評価方法の確立
教授 桑原雅夫

　本研究は，各種政策によるエネルギー節約量と CO2低減効果を適切に評価できるツールとして，国際的に合意で
きるツール開発を行うことを目的としている．運輸部門のエネルギー・環境対策として，ITS施策の導入による自動
車からの CO2の低減が，気候変動枠組条約で取り決められた温室効果ガス排出量の削減目標値達成の重要なパート
として期待されている．このため，どのような施策が，どのような交通状況で，どの程度有効であるかを事前に評価
することのできる国際的に信頼されるツールが必要とされている．施策導入による自動車からの CO2排出量の低減
効果を精度良く評価するためには，交通状況を正しく推定するための交通流シミュレーション，ある交通状況下での
CO2排出量を推定するための CO2排出量シミュレーション，及びそれらのシミュレーションのためのデータベース
等の技術がキーとなる．これらの技術はこれまでも個別に研究が行われていたが，これらの組み合わせや改良により，
エネルギー消費量，CO2排出量を適切に評価するツールとその検証方法を国際的な連携を取りながら開発している．

18.	 交通ビッグデータによる交通モニタリングと予測
教授 桑原雅夫

　本研究は，多様ではあるが散在する各種の交通センシングを融合させて，交通状態のモニタリングや予測手法を提
案するものである．特に，従来から使われてきた車両感知器データ，信号現示データに，最近注目されているプロー
ブ車両データを融合させて，道路区間を走行するすべての車両軌跡を推定する手法の開発を行っている．本手法は，
Kinematic Wave理論に基づき，計算手法としては Variational Theoryを活用している．これまでの理論では，区間の途
中からの車両出入りを考慮できなかったが，それを効率的に考慮して計算する手法の提案を行った．また，本手法は，
理論的に近未来の交通状況の予測も可能であり，情報提供や交通制御への活用が期待できる．
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19.	 多様なデータ融合による平常時及び災害時のモビリティ支援
教授 桑原雅夫

　我が国は，今般の東日本大震災や集中豪雨，豪雪など，甚大な自然災害を経験しており，地域防災力の向上に努め
ていく必要がある．特に東日本大震災のような大規模災害においては，防災に加えて，被害を最小限にくい止める減
災対策の重要性が強く認識された．東日本大震災の検証では，「様々な行政組織からの情報が錯綜し住民は混乱した．」
「津波規模やその方向がわからず，安全な避難場所が不明であった．」「交差点や踏切などのボトルネックから渋滞が
発生し避難が遅れた．」「避難時に変化する交通状況を把握出来なかった．」等が明らかになっている．従って，減災
のための道路インフラ整備や避難所配置などの検討，及び災害後の住民避難を支援する迅速な情報提供が重要な課題
となっている．以上を踏まえ，将来の大規模災害の減災に資するため，①道路インフラ整備・管理計画（道路配置，
容量など）を支援するシステム，②災害後の住民の避難に有用な災害・交通状況のモニタリングシステムと交通状況
を予測するシミュレーションの開発を行っている．

20.	 緊急支援物資のロジスティクスに関する研究
教授 桑原雅夫

　本研究は，東日本大震災後の緊急支援物資について，どんな物資が，いつ，どのくらいの量，どこから，どこへ供
給されたのかについて，定量的な記録を残すとともに，それを解析することにより今後予想される大災害時の物資供
給体制整備への提言を行うものである．岩手県，宮城県，石巻市，仙台市などの地方自治体の災害対策本部の協力を
得ながら，震災直後の物資の搬入・搬出の生データを収集し，それらをデジタル化して物資輸送の記録を電子データ
として整備した．それらを解析し，単位量の物資輸送に必要な人員，車両台数，集積所スペースなど必要な資本量を
明らかにしている．また，岩手県と宮城県では緊急支援物資のロジスティクス体制に大きな違いがあったこと，物資
の品目によって供給時期にかなりの差が認められること，物資の要請，搬入，搬出に関する情報の伝達がきわめて重
要なことを定量的に明らかにした．これらの成果は，東北運輸局，関東運輸局などにおいて，今後の災害時のロジス
ティクス体制構築の資料として活用されている．

21.	 付加車線による高速道路単路部車線利用偏り是正技術
教授 大口敬

　日本の高速道路では，勾配が下り方向から上り方向に変化するサグ部やトンネル入口といった分合流と関係の無い
単路部が交通容量上のボトルネックとなって交通渋滞が多発している．こうした単路部ボトルネックが発現するメカ
ニズムには様々な要因があるが，その一つとして複数の車線が有効に使われず，最も内側車線に利用が偏ることが知
られている．この車線利用率の偏りの是正技術の一つとして，ボトルネック上流で付加車線区間を設置する方法があ
り，理論考察と実証分析により，車線付加時には内側に車線を設置し車線減少時には外側を絞り込む「内側付加外側
絞込み」が合理的であることを示した．本手法は中央自動車道上り小仏トンネル付近上流区間に実験導入後，2012
年 3月より本格運用を開始した．

22.	 単路部ボトルネック現象と追従挙動分析
教授 大口敬

　日本の高速道路で最大の渋滞要因の単路部ボトルネック発生メカニズムについて，特に運転挙動の観点から多角的
に取り組んでいる．東名高速道路下り大和バス停付近サグのボトルネック付近に設置されたビデオカメラ 11台の連
続撮影映像を用いて車線利用率の偏りを時空間的把握し，車線利用率の時空間変動モデルを構築した．また渋滞のきっ
かけとなる速度低下を起こす車群中の前方車を追従する運転挙動をこの区間で得られた車両軌跡を用いて実証分析を
行い，個人差をパラメータの違いで記述して全体の交通流現象を再現する追従挙動モデル構造について，勾配影響モ
デルのパラメータも含めて同時推定を行い，その特性解析を行った．

23.	 EV 充電行動を考慮したネットワーク交通シミュレーションモデルの検討
教授 大口敬

　一日の中で充電を必要とする可能性のある航続距離の短い EVが多く普及するには，充電行動特性を考慮した充電
施設の位置や充電機器数の計画が必要であり，また充電行動により交通流も変化する可能性がある．動的な交通渋滞
の延伸・解消を再現するネットワーク交通シミュレーションでは，これまで時間帯別の発生集中交通（ODトリップ）
を入力としてモデル化してきたが，EVによる充電行動を記述しその影響を考慮するためには，一台の EVが一日に
行った複数の ODトリップを同じ EVの行動（トリップチェイン）として認識する必要がある．本研究では，時間帯
別 OD交通量データからトリップチェインを推定する手法を提案し，その妥当性を仮想実験と東京パーソントリップ
データにより検証した．
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24.	 信号制御交差点における右折信号切替り時の損失時間
教授 大口敬

　日本の交通信号における交通流の制御設計には，多くの法制度や慣習による制約が多く，科学的合理的な設計論は
構築できていない．交通制御設計は，信号灯器の制御に平面交差部の構造設計や車線運用設計を統合的に扱う必要が
ある．また，交通を構成する交通主体の人間の心理・生理を十分考慮する必要がある．本研究では，現状では信号切
替り時に生じる損失評価が不適切なために無駄に長いサイクル長が生じている可能性を立証するために，青丸表示か
ら右折矢印表示への切替りに着目し，実証分析により損失時間を算定する新たな手法を提案し，これを大きさや形状
の異なる 5つの交差点に適用して分析したところ，いずれもこの切替りには損失ではなく利得時間が生じていること
が示された．さらにこの利得・損失量を交差点幾何形状から推定するモデルを開発した．

25.	 交通信号現示方式の違いによる交通処理性能比較分析
教授 大口敬

　交通信号制御を最適化問題として捉えると目的関数は利用者による信号待ちによる余分に費やす時間（遅れ時間）
を最小化することである．一般に，一つの青時間で同時に流される交通方向の組合せ（現示）の設計方式を変えれば
目的関数である遅れ時間も大きく異なるが，こうした現示方式の違いによる最適サイクル長，遅れ時間，および交通
容量などの交通処理性能の違いについては充分に検討されてきていない．本研究では，歩車分離のみならず，さまざ
まな動線分離方式による信号制御を取り上げ，交通安全上非分離型よりも優れていることは明らかであるものの，交
通処理性能上の比較優位なものを導き，それぞれの現示方式の適用条件を明らかにすることを目的とする．需要条件
を系統的に調べることにより，いくつかの典型的な現示方式を採用すべき条件を定量的に示すことができた．

26.	 ネットワーク交通シミュレーション技術の高度化－ハイブリッドシミュレーション－
教授 大口敬

　ネットワーク交通シミュレーションには，単独または少数の交差点から構成される街路，または流入出路から構成
される高速道路における車線変更に伴う車両流動や車線別の渋滞発生状況の推定や再現のような狭域・詳細レベルの
ものから，ネットワーク状の小規模ネットワークにおいて経路選択行動を加味した渋滞発生と延伸・解消と誘導施策
を検討するレベル，市域全体や都市圏レベルにおけるネットワーク交通誘導などの効果も含めた都市圏・地域圏レベ
ル，さらには日本全国レベルまで様々な空間範囲やシミュレーション記述の粒度の異なるシミュレーションが考えら
れる．こうしたレベルの異なるシミュレーションモデル間をシームレスに接続し，さまざまなニーズに対応した異な
るレベルの交通施策に対して，その効果・影響を交通シミュレーションにより推定できるモデル開発を進めている．

27.	 ネットワーク交通シミュレーション技術の高度化－ナウキャストシミュレーション－
教授 大口敬

　道路交通渋滞発生時には，様々な動的な交通流対策（交通管制，規制，誘導策など）によりこれを速やかに解消ま
たは緩和する技術が求められる．一方でプローブ技術の成熟化に伴い，リアルタイムに広範囲に交通状況を把握でき
る技術的な基盤が実現しつつある．加えて車両感知器など固定センサ情報と適切に情報を融合し，これをもとにネッ
トワーク全体の交通状況をリアルタイムに推定する技術を開発し，情報提供や施策評価に適用できることで，さまざ
まな交通流対策をシミュレータ状で比較検討が可能となる．ここでは，現時点のプローブや感知器データにより交通
シミュレーション計算の初期条件を与えて，交通シミュレーションにより現在の交通状況を推定する（ナウキャスト）
が可能となる．本研究ではナウキャスト技術を実装する手法を提案し，実際にその手法の妥当性を検証している．

28.	 非常時における街路交通ネットワークのグリッドロック現象の分析
教授 大口敬，研究員 （大口研）大島大輔

　非常時には，同時多発的な一時的な交通容量の低下と急激な交通需要の増大により，ボトルネックを先頭とする渋
滞車列の延伸がループ状ネットワークを遡り，この車列の末尾が最初のボトルネックにまで延伸すると，このループ
部の交通流は極めて大きく流動性が低下する．これをグリッドロック現象という．東日本大震災時には東京でもこの
現象が多く生じたものと考えられている．交通管制データなどを入手してその正確な実態把握を試みている．さらに，
理論的な考察により過渡的な渋滞列形成と延伸過程の発生条件を整理するとともに，その実現速度を規定する要因を
明らかにし，その形成メカニズムとその形成速度を計算する方法を提案している．

29.	 交通性能照査型道路計画設計
教授 大口敬

　日本の道路の計画・設計は，道路構造令により仕様が一律に規定され，法的な手続きを踏めば与えられた仕様によ
り自動的に幾何形状や運用方法が規定されてしまう．しかしその道路上で実現する交通運用実態は必ずしも仕様の前
提条件通りではなく，渋滞しないつもりで作った道路が実際には渋滞多発したり，事故多発したりすることがある．
そこで本研究では，道路の計画・設計段階で，目標とする交通性能を設定し，この性能を実現するかどうかを逐次照
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査しながら計画・設計を進める手法を提案している．手法提案に必要な科学的分析は基本的には終えており，実務者
と連携しながら計画・設計の現場で交通性能照査型の計画・設計を実現する方策について検討を進めている．

30.	 都市部街路における交通安全施設設置効果の評価手法
教授 大口敬，大学院学生 （大口研）竹平誠治

　これまで日本の都市部の街路には，交通信号，横断歩道，安全島，中央分離帯，歩道橋などさまざまな安全施設が
設置されてきた．これらは一定の効果を挙げて日本の交通事故の減少に寄与してきたものと考えられる．しかし少子
高齢化や財政状況の悪化により，必要最小限の施設で最大の効果を挙げられる施設の管理運営形態の模索が喫緊の課
題となってきている．本研究では中央分離帯の設置に着目し，設置予定の地域における事前事後で道路横断の実態の
多角的な調査を実施した．得られたデータから，歩行者・自転車・自動車のとくに危険な横断行動が生じるメカニズ
ムをモデル化し，分離帯の設置位置や設置方法によって横断者や通行者の利便性や危険性がどのように異なるかを評
価できる手法の開発を目指している．

31.	 エコドライブが信号交差点の交通容量に与える影響
教授 大口敬

　自動車からの CO2排出量は日本からの排出量の 2割程度を占め，この削減は喫緊の課題である．日本では燃料消
費を少なくする eco-driving手法が政府によって大きく 10に分類されているが，そのうちとくに発進時のゆっくり加
速（e-start）に着目し，これにより青時間中の交通流率が低下する可能性について理論的な考察を行うと共に，日本
自動車研究所の協力によりテストコースにおける実証実験を行い，交差点交通容量と車両挙動の計測を行った．

32.	 国際連携による ITS 施策効果評価手法の相互認証
教授 大口敬，教授 桑原雅夫，研究員 （大口研）大島大輔

　さまざまな ITS施策が，とくにエネルギーや CO2の削減に寄与する効果を国際的に合意できる枠組みを実現する
ため，相互にその効果評価手法を認証する仕組みの構築に取り組んでいる．具体的には日・米・欧の三極で相互に認
証できる効果評価手法に関する国際共同レポートの発行へ向けて国際WSを定期的に開催した．ITS施策の分類と特
徴，評価手法のリファレンスモデル，モデル化手法や要件の整理，モデルの検証プロセスなどに関して合意を目指し
た活動を行い，2012年 3月に 5年間で合意した事項を国際共同レポートとして執筆し，これを各極の行政担当者に
署名し，その相互認証方法を承認した．

33.	 交通データ基盤の構築
教授 大口敬，教授 桑原雅夫，研究員 （大口研）大島大輔，助教 （大口研）洪性俊

　交通関連データは，交通流，交通需要，人口や土地利用など社会経済指標，さらに気象など多岐にわたる．しかし，
こうした多様なデータは散在し，これらを効率的に融合して活用する仕組みは国際的にも国内でも実現していない．
今後環境問題などグローバルな問題に対して国際的な議論を行うには，データ管理にも国際的な枠組みが必要である．
そこで交通関連データを国際的に統一管理できるデータウェアハウス ITDb (International Traffic Database)を構築し，
メタデータ情報を標準化することでデータフォーマットに依存しない汎用性のある仕組みを実現した．また，関係者
限定で情報共有できる myITDbサービスも提供し，欧州の EUプロジェクトで活用されている．

34.	 ETCデータを用いた都市高速道路における交通行動の日変動特性分析
教授 大口敬，大学院学生 （大口研）Tawin Tiratanapakhom，助教 （大口研）洪性俊， 

研究員 （大口研）田中伸治，研究員 （大口研）割田博

　As a collabrative research with Tokyo Metropolitan Expressway (MEX)， the research utilizing the information from ETC 
(Ellectric Toll Collection system) is continuously executing． A route choice identification method combining the ETC data and 
the detector data is proposed． Interpersonal and intrapersonal variabilities are examined and daily variability of user travel be-
havior are evaluated．

35.	 Strategies	for	Rapid	Congestion	Recovery	using	Ramp	Metering
客員教授 チャンエドワード，Smart Transport Research Centre, QUT　Rui JIANG

　Congestion is one of the biggest problems for urban motorway mobility． In Australia， urban motorways carry most of the 
freight traffic， and commuting traffic in peak hours． Ramp metering， which is designed to determine a metering rate for each 
controlled on-ramp according to traffic conditions， is one proven motorway control tool with worldwide use． Traditionally， 
ramp metering is designed to prevent congestion and maintain free flow on motorways and， based on field implementation， has 
been demonstrated to successfully delay the onset of congestion． However， field limitations – such as limited ramp storage and 
maximum ramp waiting time， and the expansion of peak hours with high traffic demand – means motorway congestion still oc-
curs． In other words， traditional ramp metering strategies will only delay or reduce motorway congestion， but not eliminate 
it． Consequently， this research investigates and identifies an innovative use of motorway management strategies for maintain-
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ing high infrastructure efficiency and achieving rapid during congestion and recovery periods．

36.	 Harmonisation	of	eco-driving	and	intersection	signals	for	environmental-friendliness
客員教授 チャンエドワード，Smart Transport Research Centre, QUT　Gongbin QIAN

　Eco-driving is an innovation which steers drivers to operate vehicles towards better fuel-economy with less emissions and one 
of its key approaches is gentle acceleration． At urban signalised intersections， however， lower accelerations will have great im-
pact on capacity of intersections because the stopped and queued vehicles will drive away stop lines with a relatively low speed． 
It may raise the conflict between mobility and sustainability． Therefore， there must be a clear-cut understanding of how eco-
driving performs at signalised intersections． This research examines and analyses eco-driving performances at signalised inter-
sections based on the microscopic simulation model which is capable of emulating driving behaviors and estimating fuel con-
sumption and emissions． This research aims to ascertain the tradeoff between mobility and sustainability when utilising eco-
driving and to harmonise the conflict wherever possible．

37.	 Second	Stop	Line	for	Better	Traffic	Management	in	Australia
客員教授 チャンエドワード，Smart Transport Research Centre, QUT　Shuai YANG

　The concentration of population in urban areas has resulted in the same traffic congestion that all major cities around the world 
today． Although start-up lost time when the first four queuing vehicles discharge after green light onset is a well know phenom-
enon， there is no answer on how to reduce above lost time for better traffic flow． The objective of this research is to develop a 
measure， adding a Second Stop Line (SSL) behind the existing stop line at a signalised intersection to achieve saturation flow 
quicker． The purpose here is to examine the SSL approach from following perspectives． Firstly， field data will be collected at 
some signalised intersections; secondly， above data will be used to model discharge patterns to test the SSL approach and third-
ly， discharge pattern model will be used to demonstrate the benefit of traffic reaching saturation flow at a faster rate．

38.	 Development	of	a	Realistic	Car	Following	Model	for	Microscopic	Traffic	Simulation
客員教授 チャンエドワード，Smart Transport Research Centre, QUT　Kaveh BEVRANI

　Microscopic simulation models are increasingly important to the analysis of variety of complex and dynamic traffic prob-
lems． Car Following models have a critical role in each microscopic simulation model． However， current microscopic models 
are unable to mimic the unsafe behavior of drivers because most of the models are based on a presumption about safe behavior of 
drivers． This research critically examines current microscopic models to see how these models perform in safety studies． This 
research will develop a more realistic microscopic traffic simulation model that is suitable for traffic safety studies．

39.	 Real	Time	and	Predictive	Traveller	Information
客員教授 チャンエドワード，Smart Transport Research Centre， QUT　Ashish Bhaskar

　This research will use the Brisbane integrated traffic database to develop predictive algorithms to provide real time and predic-
tive travel time across the Brisbane network． A pilot internet portal， a multi-modal trip planner and a prototype mobile phone 
application with accurate predictive travel times will also be developed in this project．

40.	 Managed	Motorways
客員教授 チャンエドワード，Smart Transport Research Centre， QUT　Brian Lee

　This research will investigate ways to increase the efficiency and capacity of motorways． The main focuses of this research 
are the development of ramp metering algorithm with a system wide coordination system， the enhancement of variable speed 
limit algorithm to achieve more reliable queue estimation and the investigation of strategies for better management of queue spill-
back problems at the off ramp interchanges．

41.	 次世代自動車による自動車産業構造変化と地域産業振興の研究
客員教授 田中敏久

　次世代自動車，特に EVによる自動車産業構造は，従来の垂直型産業構造から水平型産業構造へと変革する．今ま
で自動車産業に縁のなかった地域でも，新たに，自動車産業への参入が期待される．

42.	 地域 EVベンチャー企業の動向と課題の研究
客員教授 田中敏久

　マイクロ EVの地域での製造が盛んになってきているが，その動向調査と今後の展開への課題（部品調達，規制，
充電インフラ，ビジネスモデル等）を EVベンチャー企業ヘのヒアリングと大手カーメーカー，省庁，自治体等への
提言．
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43.	 次世代移動体（スマートフォン）による ITS 新ビジネス創造の研究
客員教授 田中敏久

　スマートフォンの登場は，外部とのリアルタイムでの情報収集，配信が可能となり，今までになかった新ビジネス
の可能性を秘めている．広告配信，OBDⅡ（On Board Diagnostic System）による自動車の状態を把握による新サー
ビス，プローブデータによるより高精度な交通情報の提供等，新たな ITSの展開についての研究．

44.	 地域の ITS 導入，定着化に関する研究
客員教授 田中敏久

　ITSは，首都圏，中部圏では盛んに展開されているが，属人的（省庁，自治体企業）な部分が大きく，ITSの地域
への展開は今ひとつといわれる．地域で ITSを導入し，定着化させるための組織的，体制的な仕組みについて研究す
る．

45.	 世界の交通・都市・環境問題解決のための ITS	の活用に関する研究
准教授 牧野浩志，准教授 上條俊介，准教授 中野公彦， 

講師 田中伸治，助教（須田研）平沢隆之

　日本の ITS は，道路と車が IT 技術により協調する路車協調システムを中心に発展してきた．路車協調システムの
成果である VICS カーナビや ETC の普及は，交通の集中による渋滞の解消や環境負荷の軽減を実現しつつある．一方，
開発途上の国々では日本の高度成長期と同じ渋滞，事故，環境問題といった交通に起因する課題に苦しんでおり，経
済発展並びに地球規模での環境問題を解決するためにも ITS の導入が期待されている．世界の都市・交通問題を解決
する ITS の導入方法について研究している．

46.	 室内音響に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄，研究員 （坂本研）上野佳奈子， 

大学院学生 （坂本研）中島章博，大学院学生 （坂本研）李孝珍

　ホール・劇場や各種空間の室内音響に関する研究を継続的に行っている．今年度は，音楽練習室の音響設計法に関
する実験的研究，会議室や医療施設等，プライバシー確保が必要な空間に対するサウンドマスキングシステムの有効
性に関する実験的研究を行った．

47.	 建物壁体の遮音構造の性能予測および開発に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄，大学院学生 （坂本研）林碩彦

　室内の静穏を保つために，ファサードを含めた外壁の遮音性能を十分に保つことが必要である．そのための遮音に
関する研究を行っている．今年度は，二重壁の遮音性能向上に関する実験的検討を行った．

48.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄，大学院学生 （坂本研）中島章博

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は， FDTD法における指向性音源条件に対する検討を行った． また，室内に
おける会話のし易さに着目した研究の基礎的検討として，頭部伝達関数を波動数値解析に取り込む手法を開発した室
内音響に対する応用研究として，音楽練習室の FDTD解析を行い，解析結果に基づいて可聴化シミュレーションお
よび聴感評価実験を行った．

49.	 音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄，大学院学生 （坂本研）中島章博，大学院学生 （坂本研）李孝珍

　室内音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3次元音場シミュレーションシステムの開
発および応用に関して研究を行っている．今年度は音楽練習室における演奏評価に関する研究，スピーチプライバシ
システムの適用性検討，公共空間における音環境の評価実験を行った．

50.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄

　室内外の音響伝搬特性，室間遮音特性を精度よく計測する手法について研究を行っている．今年度は，インパルス
応答を計測するための Swept sine method（Time Stretched Pulse Method:TSP法）を，屋外空間における長距離伝搬測定
に応用した．
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51.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，わが国における標準的な道路騒音予測計算法の改良を目的として，エネルギーベース計算法の適用が困難とな
る複雑な道路構造に対する波動数値解析手法の適用性に関する検討を行った．

マイクロナノメカトロニクス国際研究センター

1.	 リソグラフィー用ナノプローブとそのトライボロジー特性の研究
教授 藤田博之，教授 年吉洋，東芝（株） 李永芳，東芝（株） 冨澤泰

　10nm級のプローブリソグラフィの実現を目指し，耐摩耗プローブを開発した．また，導電性を確保しつつ摺動時
の摩擦を減らす材料の選択を検討した．

2.	 MEMS	Tweezer を用いた細胞構造に関する研究
教授 藤田博之，教授 藤井輝夫，特任教授 コラールドミニク，外国人客員研究員 （藤井（輝）研）エルベ・ギユ， 

特任研究員 （藤田（博）研）久米村百子，外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール

　MEMS Tweezerを用いて細胞に直接アクセスして，その構造あるいは細胞内の構造要素の役割を明らかにするため，
マイクロ流路を通じて細胞に刺激を与えることができる新しい計測系の構築を進めている．

3.	 ラボ・イン・TEM・システム
教授 藤田博之，教授 年吉洋，教授 （静岡大）橋口原，協力研究員（藤田（博）研）石田忠， 

協力研究員（年吉研）三田信，特任研究員 （藤田（博）研）佐藤隆昭， 
外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール，大学院学生 （藤田（博）研）岡田利裕

　マイクロマシニング技術を用いて，対向するナノ深針とそれを動かすマイクロアクチュエータを一体で製作した．
断面の寸法が数十ナノメートルのナノ深針を安定して製作できるようになった．このマイクロデバイスを，電子位相
検出方式の超高分解能透過電子顕微鏡（TEM）の試料室に入れ，対向探針の接触・融合・接合引き延ばしなどを直
視観察する．対向針を接触させ融着した後，伸張してナノブリッジを形成し，その破断までを TEMで可視化観察した．
更にナノトライボロジーの解明に向けて，ナノブリッジにせん断力を加えて，破壊に至る形状変化と応力の関係を調
べた．更にナノ接合を通じた熱伝導特性も測定した．

4.	 MEMSデバイスのナノトライボロジー
教授 藤田博之，東芝（株） 冨澤泰，東芝（株） 李永芳

　MEMSデバイスは寸法の微小化につれて表面現象である摩擦や磨耗の問題が重要になる．特に鋭い針先で対象表
面の形状を測定したり，加工したりするプローブデバイスについて，トライボロジーの観点から基礎的検討を行って
いる．

5.	 高周波インピーダンス測定によるバイオ測定によるバイオセンサ
教授 藤田博之，CNRS カチア・グルニエ

　マイクロ流路とマイクロ波伝送回路をMEMS技術で組み合わせ，流路内の生体分子の濃度や細胞の活性を評価で
きるセンサを研究している．

6.	 ツリガネムシを利用した水中マイクロアクチュエータ
教授 藤田博之，豊橋技術科学大 永井萌土

　ツリガネムシの持つ運動機構である，大きな収縮運動をする柄や，頭部にある繊毛などをMEMS用のマイクロア
クチュエータとして利用する研究を行っている．マイクロ流路内でのツリガネムシの培養，柄と繊毛の運動特性の測
定，MEMS構造との集積化方法などについて新たな知見を得た．

7.	 細胞の外部刺激への応答計測センサ
教授 藤田博之，カリフォルニア工科大 Jung-Wook Park

　外部刺激に対する細胞の応答を，1細胞から少数細胞レベルでリアルタイム計測するための化学センサをMEMS
技術を応用して開発する．グルコース刺激に対する膵臓β細胞の応答測定を念頭に置き，カルシウムイオン濃度を測
る ISFET（イオン反応性電界効果トランジスタ），インシュリンの直接検出を目的とするマイクロ振動子センサと
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SAW（表面弾性波）センサの三種類を研究している．

8.	 大面積MEMS技術と整合する黒板型ディスプレイ
教授 藤田博之，教授 年吉洋

　本表示デバイスは，駆動電極付きスラブ光導波路，スペーサ，柔軟な導電性磁気フィルムを積層した構造であり，
新たな駆動方式（手動プルイン）で人手による書込みを実現し，永久磁石でフィルムを引き付けて部分的に消去可能，
駆動電圧の除去で全面消去可能である．簡単な構造のため，将来は印刷技術などを援用した大面積MEMS技術で安
価に製作できると期待される．

9.	 ブラウン運動で駆動するマイクロアクチュエータ
教授 藤田博之，教授 （ワシントン大）カール・ボリンジャー

　水中の微小な物体に生ずるブラウン運動を，マイクロ流路内への機械的閉じ込めとその近傍に配置した電極で発生
する微弱な電界によって一方向に整流し，回転運動や並進運動を得るデバイスを研究している．理論解析と基礎実験
により，考案したデバイスが動作可能であること，搬送速度を最速にするパラメータを求められることを示した．

10.	 マイクロマシニング技術のバイオ工学への応用　
教授 藤田博之，教授 年吉洋，教授 （静岡大）橋口原，准教授 （京都大）横川隆司， 

特任研究員 （藤田（博）研）久米村百子，特任研究員 （藤田（博）研）メフメット・チャータイ・タルハン， 
特任研究員 （年吉研）ニコラ・ラファイエット，特任教授 コラール・ドミニク， 

外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール，大学院学生 （藤田（博）研）イスラム・オラゾフ

11.	 マイクロアクチュエータの応用
教授 藤田博之，教授 年吉洋，教授 （静岡大）橋口原，協力研究員（年吉研）三田信， 
教授 （東京工芸大）曽根順治，University of Twente エディン・サラジュリック， 

外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール

　VLSI製造用の種々の微細加工技術によって可能となった，微細な電極パターンや高品質の絶縁薄膜を利用して，
静電力や電磁力などで駆動する超小型アクチュエータを開発し，種々の応用デバイスを試作している．マイクロ光ス
キャナ，磁気ディスク，データ記録装置のヘッドスキュー補正用マイクロアクチュエータ，マイクロ機構によるデジ
タル信号アナログ変位変換デバイスなどを対象に研究を進めている．

12.	 半導体微細加工による並列協調型マイクロ運動システム
教授 藤田博之，助手 （藤田（博）研）安宅学

　半導体マイクロマシーニング技術の利点の一つである，「微細な運動機構を多数同時に作れる」という特徴を生か
して，多数のマイクロアクチュエータが協調してある役割を果たす，並列協調型マイクロ運動システムを提案した．
アレイ状に並べた多数のアクチュエータでシリコン基板の小片を運ぶことができる．制御回路とアクチュエータを含
むモジュールを平面的に並べ，物体の形状による分別を行う機構の設計と制御法と制御アルゴリズムを開発した．流
体マイクロアクチュエータのアレイと光センサアレイを積層する方法を考案し，搬送動作を確認した．現在，2次元
の並進搬送と回転が可能なアクチュエータアレイに光センサアレイと FPGAコントローラを集積したシステムに関
する研究を行っている．またアレイをフレキシブル基板上に実現することも試みている．

13.	 3 次元回路集積化技術
教授 藤田博之，教授 年吉洋，NHK放送技術研究所 後藤正英

　高速フレームレートの高解像度撮像素子を実現するための 3次元集積回路製造技術をシリコンマイクロマシニング
技術を用いて実現する．

14.	 TEMAFM
教授 川勝英樹

　TEM内に AFMを実現し，原子分解能撮像，3次元構造物力計測，力学的元素同定を行う．

15.	 液中 AFM
教授 川勝英樹

　固液界面の観察，構造化した液体の観察を行う．
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16.	 UHVAFM
教授 川勝英樹

　探針試料間距離の制御方法を見直すことにより，走査と併せて化学コントラストのある像の取得を目指している．
原子レベルの像と，構想に基づく制御の安定度を確認している．

17.	 FIMAFM
教授 川勝英樹

　AFM試料台に穴があり，その背後に蛍光板が配置された FIMを実現した．各種エミッターの FIM／FEM観察や，
エミッターに分子を修飾し，その観察を可能とした．現在，真空内でのエミッター修飾を可能としている．

18.	 カンチレバーセンサー
教授 川勝英樹

　カンチレバーアレーでマイクロチューブルを捕捉し，さらにそれによりタウタンパクの捕捉，機械特性変化の検出
を目指している．

19.	 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究
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）金田祥平， 

再雇用職員（藤井（輝）研）瀬川茂樹

　マイクロファブリケーションによって製作した微小や容器や流路内を化学反応や分析に利用すると，試薬量や廃棄
物の量が低減できるだけでなく，従来の方法に比べて高速かつ高分解能の処理が可能となる．本研究では，そうした
処理を実現する反応分析用マイクロ流体デバイスの製作方法の基礎研究を行うと同時に，微小空間に特有の物理化学
現象について基礎的な検討を行っている．

20.	 流体素子の集積化に関する研究
教授 藤井輝夫，特任助教 （藤井（輝）研）木下晴之

　マイクロ流体デバイスは，流体を扱う流路や反応容器などのサイズは微小であるものの，実際に流体を操作する際
には，外部に大きなサイズのポンプやバルブなどを用意しなければならない．本研究は，ポンプ，バルブ，流速セン
サなどの流体制御に必要な素子をマイクロ流体デバイス上に集積化する方法について検討を進め，その応用範囲の拡
大を図ろうとするものである．

21.	 マイクロ流体デバイスを用いた細胞培養に関する研究
教授 藤井輝夫，教授 酒井康行

　マイクロ流体デバイスを用いると，従来のディッシュやボトルで行ってきた培養系に比べて，栄養供給や酸素供給
のための流れを強制的に与えることができるので，細胞の外部刺激に対する応答の観察や培養による組織構築などに
利用できる可能性がある．本研究では，シリコーン樹脂を材料としたマイクロ流体デバイスの内部で各種の細胞組織
を培養する方法について検討を行っている．

22.	 多能性幹細胞の時空間プログラミング
教授 藤井輝夫，教授 酒井康行，講師 （東海大）木村啓志，特任研究員 （藤井（輝）研）金田祥平， 

特任研究員 （藤井（輝）研）何小明，大学院学生 （藤井（輝）研）川田治良， 
室長 （国立成育医療研究センター）阿久津英憲

　マイクロ流体デバイス技術を駆使して，細胞システムに対する空間的拘束や他の細胞との物理的な配置，溶液条件
とその時間的な変化など，多元的な要素を制御しうる新しい in vitro実験系を確立する．これにより，ES細胞及び
iPS細胞の分化過程における時空間的要因の影響を調べ，広く再生医療への貢献を目指す．

23.	 マイクロ流体デバイスを用いた希少細胞捕捉に関する研究
教授 藤井輝夫，特任研究員 （藤井（輝）研）金田祥平，大学院学生 （藤井（輝）研）荒木文子

　血中循環腫瘍細胞（CTC）に代表されるような希少細胞の捕捉，分離を行うことができるマイクロ流体デバイスの
実現を目指して，デバイスの構造や細胞捕捉原理に関わる検討を進めている．
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24.	 胚アッセイデバイスの研究開発
教授 藤井輝夫，講師 （東海大）木村啓志，特任研究員 （藤井（輝）研）中村寛子， 

大学院学生 （藤井（輝）研）吉村拓真，教授 （基礎生物学研究所）藤森俊彦

　胚アッセイに用いる抗体を探索するため，多数の胚に対して免疫染色操作を行うことが可能なデバイスを開発して
いる．

25.	 海洋における現場計測技術の開発に関する研究
教授 藤井輝夫， 准教授（九州大）下島公紀，特任講師 西田周平，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場辰洋

26.	 マイクロ流体デバイスを用いた現場遺伝子解析システムの開発
教授 藤井輝夫，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場辰洋

　海中あるいは海底面下に存在する微生物の性質を調べるためには，サンプリングした海水や海底泥を地上で分析す
るだけでなく，例えば現場での遺伝子の発現状態を把握することが重要である．本研究では，マイクロ流体デバイス
による分析技術を応用して，海底大深度掘削孔内や自律海中ロボットなどの移動プラットフォームに搭載可能な小型
の現場微生物分析システムの実現を目指している．

27.	 マイクロ流体デバイスを用いた現場化学分析システムに関する研究
教授 藤井輝夫，特任助教 （藤井（輝）研）木下晴之，研究員（藤井（輝）研）岡村慶， 

技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場辰洋

　水の微量金属イオン濃度を現場で計測することは，深海の熱水活動を把握する上できわめて重要である．本研究で
は，マイクロ流体デバイス技術を用いて，そのような計測を実現し，従来のシステムに比べて小型かつ多項目の計測
が可能なシステムの実現を目指している．具体的には，マンガンイオンをマイクロ流体デバイス上で化学発光によっ
て分析する方法について検討を進めている．

28.	 電界効果トランジスタを用いた現場型 pHセンサに関する研究
教授 藤井輝夫，客員教授 許正憲，准教授 （九州大）下島公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場辰洋

　海水の pHを現場で計測可能なセンサを用いれば，深海から噴出する熱水プルームの構造や海洋隔離された CO2の
拡散状況などを把握する上できわめて有用なデータが得られる．本研究では電界効果トランジスタ（ISFET）を用い
た現場型 pHセンサについて，深海における性能を評価する目的で，その温度と圧力に対する特性変化を詳細に調べ
るとともに，計測する現場で校正が行えるようなシステム開発を進めている．

29.	 マイクロ流体デバイスを用いた生物現存量計測法に関する研究
教授 藤井輝夫，特任助教 （藤井（輝）研）木下晴之，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場辰洋

　海水中の生物現存量を計測することは，その海域における微生物等の活動を知る上で，きわめて重要な作業である．
本研究では，マイクロ流体デバイス中で，ホタルルシフェラーゼによる発光反応を行うことによって，海水中の ATP
濃度を測定し，その結果に基づいて生物現存量を調べる方法について検討を行っている．

30.	 マイクロチャンバを用いた生化学反応及び一細胞解析に関する研究
教授 藤井輝夫，特任准教授 ロンドレーズヤニック，特任研究員 （藤井（輝）研）金田祥平

　直径数ミクロンから数十ミクロン程度のチャンバ構造の内部において，一分子レベルの DNAから蛋白質を合成す
る反応や，一細胞のみの機能解析を行う技術の開発を進めている．

31.	 微小液滴を用いた一細胞解析に関する研究
教授 藤井輝夫，特任准教授 ロンドレーズヤニック，外国人協力研究員（藤井（輝）研）Linda Desbois， 

特任研究員 （藤井（輝）研）金田祥平

　微小液滴を用いて細胞一個を対象とした遺伝子機能解析を行う方法の開発を進めている．

32.	 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
教授 藤井輝夫，客員教授 許正憲，特任助教（藤井（輝）研）木下晴之

　本研究は，ISFET（Ion Sensitive Field Effect Transistor：イオン感応性電界効果型トランジスタ）を応用した高精度な
海洋多項目複合計測のための基盤技術の確立と実応用展開を目的としている．海水の pH や pCO2（二酸化炭素分圧），
各種イオンの濃度等の化学組成や生体関連成分を簡便かつ高精度に計測するために「高感度 CMOS 型 ISFET」をセ
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ンサとして採用し，評価している．また，それに「マイクロ流体デバイス」を集積化することによって，現場センサ
校正機能やサンプル前処理機能を有する「多項目複合計測センサ」を実現し，精度に加えて機能性・信頼性の向上も
目指している．センサを実運用するための電装・制御系についても開発を行った上で実機の製作を行う予定である．
最終的には小型の海中探査機や海中ロボットに搭載するなどして実運用を行うことで，海洋計測分野における新たな
展開を目指している．

33.	 大面積MEMS技術によるテラヘルツ光フィルタ
教授 年吉洋

　当研究所 LIMMSが主催する EU－ FP7プログラム EUJO－ LIMMSの一環として，フィンランド VTT技術研究セ
ンターから研究員を受け入れ，半導体プロセスでは実現不可能なデバイスアレイ寸法のテラヘルツ光用のMEMSフィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．

34.	 ナノメカトロニクスによる論理素子
教授 年吉洋，協力研究員（年吉研）三田信

　電子ビーム描画等のナノエレクトロニクス製作技術を用いて微小な機械振動子を製作し，その機械的動作によって
NAND，XOR等の論理素子を構成する．

35.	 InP ナノフォトニクス
教授 年吉洋，協力研究員（年吉研）肥後昭男

　InP光導波路をマイクロ・ナノマシニング技術で加工して，面外方向に光を放出する光結合素子を製作する．

36.	 PZT － SOI 技術によるプログラマブルMEMS発振子
教授 年吉洋，特任研究員 （年吉研）Nicolas Lafitte

　SOI基板上に堆積した PZT圧電薄膜によって駆動する共振子を多数並べた結合振動アレイを製作し，励振電圧の
印加する向きを変更することで共振モードを選択可能なクロック周波数発振子を実現する．

37.	 MEMS静電アクチュエータの時分割駆動・変位計測インターフェース回路に関する研究
教授 年吉洋，大学院学生 （年吉研）丸山智史

　静電駆動MEMSアクチュエータを電気的な 2端子素子として取り扱い，その入力ポートを駆動電圧と変位計測回
路の間で高速に切り替えることで，時分割方式で駆動・変位計測を可能とする専用の LSIを開発する．

38.	 集積回路の 3次元構造化とイメージセンサへの応用に関する研究
教授 年吉洋，大学院学生 （年吉研）後藤正英，教授 平本俊郎，教授 藤田博之，助手 （平本研）更屋拓哉

　集積回路の高密度化と高機能化を両立する 3次元構造化のための製作技術を考案し，本技術を実際に用いて，基板
の深さ方向に信号伝達可能なMOSFETや，3次元構造の論理回路・発振回路を試作し，それらの動作を初めて実験
的に確認するとともに，画素並列信号処理イメージセンサなどの新規なデバイスの実現可能性を示した．

39.	 マルチプローブアレイデバイスの実用化を目指したプローブ先端ナノトライボロジの研究
教授 年吉洋，大学院学生 （年吉研）冨澤泰，教授 藤田博之

　導電性シリコン製ナノプローブ先端の摺動接点におけるトライボロジーを研究対象として，電気的接触抵抗，摩擦
力，プローブ先端の摩耗現象を実験的に明らかにするとともに，これらの現象に関して機械工学，材料工学，電気工
学，および，応用物理工学等の学術的観点から理論的な考察を深めることでマルチプローブアレイデバイスの実現に
向けた設計指針を提示した．

40.	 MEMS静電駆動アクチュエータのテラヘルツ光フィルタへの応用
教授 年吉洋，大学院学生 （年吉研）Zhengli HAN，教授 藤田博之，教授 平川一彦

　金属系表面マイクロマシニング技術により，Split-Ring Resonator （SRR）構造の中に静電駆動で制御可能なチュー
ナブル容量を集積化し，テラヘルツ光用の可変フィルタとして応用する手法を検討した．

41.	 細胞の個別操作・融合・誘電体分光観察を可能とする TFT駆動型透明電極アレイ
教授 年吉洋，准教授 ティクシエ三田アニエス，特任講師 松永行子， 

教授 藤田博之，大学院学生 （年吉研）KOKATE Nishad Vasant

　液晶フラットパネル・画像ディスプレィの製造技術を用いた新規高機能μ TASを実現する．また，液晶ディスプレィ
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用 TFT基板が有する電圧制御機能，電位検出機能，可視光領域における光学的透明性と，PDMSマイクロ流体チャ
ネルによる細胞操作性の組み合わせを研究の特色とし，これにより，（1）細胞輸送・選別（ソーティング）・細胞の
固定などの細胞操作と，（2）誘電体分光計測（高周波に対する細胞の電気的インピーダンス計測）による細胞のスク
リーニング，（3）蛍光マーカー不要の非侵襲光学観察，および，（4）電気穿孔法による細胞融合を実証する．

42.	 インタラクティブMEMS画像プロジェクション・ディスプレィ
教授 年吉洋，教授 藤田博之，大学院学生 （年吉研）全晟豪

　MEMS光スキャナを用いて，レーザー描画画像ディスプレィとレーザーレンジファインダの両者の機能を有する
システムを構築し，スクリーンまでの距離に応じて出力する画像を実時間で制御できるユーザー・インタラクティブ
な画像ディスプレィを実現する．

43.	 Large	area	and	Broadband	semi-reflective	Bragg	mirror	membranes
特任教授 ボスブフアラン

　The manufacturing with a 100% yield of high flatness dielectric membranes having a diameter up to 5.9 mm and an approxi-
mately 50% reflectivity in the 570-900nm wavelength range has been demonstrated． The membranes are made from astack of 
up to 13 alternating SiNx and SiO2 PECVD films deposited and annealed on Silicon． Optical measurements show that these 
membranes are suitable for their use in MOEMS devices working in the visible-NIR range．

44.	 Optical	Metrology	for	3D	integration	processes	control
特任教授 ボスブフアラン

　3D Integration of miniaturized systems at wafer level generates new needs of metrology and defects inspection for the control 
of temporary or permanent wafer bonding， of wafer thinning， of via interconnects technology and of wafer/die stacks． We 
demonstrated the capabilities of a versatile optical measurement system combining several microscopy and interferometry tech-
niques in the visible and near infrared wavelength range for such measurements．

45.	 Optomechanical	actuation	and	detection
特任教授 ボスブフアラン

　Optical actuation and detection of MEMS resonators can improve the resolution of their motion detection compared to standard 
detection techniques (capacitive， piezoelectric)． In the frame of a joint work with ONERA and ESIEE French labs， a behavior-
al model of MEMS resonator with optical actuation and detection and the associated oscillator circuit is presented and used to de-
termine its performances．

46.	 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
准教授 金範埈

　本研究の目的は，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（フォノン
と電磁波とのカップリングによってできる表面に局在した縦波結合波）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．　マイクロ・ナノチューブ構造の寸法によっ
て，表面フォノンポラリトンが heat fluxにおける影響をモデリングで明らかにしてから，新に酸化シリコンマイクロ・
ナノチューブを製作し，非常に熱伝導率を増加させる条件等を発見する．　本研究で目指す成果によって，ナノ構造
物での熱伝導率だけでなく熱的・電気的な物性を同時に求めることができ，ナノ構造の熱半導体の性能向上や将来ナ
ノ電子デバイスの発熱に関する解決策にもなれると期待できる．

47.	 ナノスケイル微細流路の制作及びDNA分子の特性研究への応用
准教授 金範埈

　最近マイクロ・ナノスケールのデバイスを利用して，各種バイオ分子を単一分子レベルで観察する研究が活発に盛
んでいる．ナノスケイルのチャネルは，線形生体分子，例え，DNAなどの挙動分析と将来のもっと迅速な DNAの
塩基序列分析で活用されるデバイスとして注目を浴びている．ナノサイズのチャネルを容易に具現する方法を提示し
て，製作されたチャネルデバイスを用いて単一分子レベルで示す DNA分子の挙動特性について研究を行う．

48.	 生体分子と熱とのメカニズムを単分子レベルにて観察するナノデバイスの製作
准教授 金範埈，技術専門員（金研）高間信行

　本研究の目的は，様々な生体分子，特に生体機能分子であるタンパク質を対象に単分子レベルでその温度条件によ
る反応および分子間相互作用を調べ，分子の構造や反応機構，ダイナミクスを明らかにすることを目指して，その新
しい手法として単分子の熱力学的反応計測用センサおよび温度可変ソースとしての “シリコン・金属ナノワイヤの
ヒーター”を製作，その温度計測及び評価する研究である．
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49.	 機能性自己組織化単分子膜を用いたマイクロ・ナノコンタクトプリンティング
准教授 金範埈，技術専門員（金研）高間信行

　最近， サブマイクロメータースケールでのパターニングは， マイクロ電子回路， デジタル記憶媒体， 集積化マイク
ロ・ナノシステム， バイオ・有機材料デバイス等の数多くの応用にとって重要である．本研究では，自己組織化単分
子膜（Self-assembled Monolayer: SAM）を用いて容易にサブマイクロメータースケールのパターニングを行うため，
新規ナノコンタクトプリンティング法を開発する．

50.	 MEMS技術を用いたナノワイヤの製作およびバイオ物質センシングへの応用
准教授 金範埈

　ナノワイヤは，その表面修飾の多様性およびセンサとしての高感度性などの点から多くの注目を集めてきた． 中
でも特にバイオあるいは化学的な物質を検出するセンサとしての応用が期待されている．本研究では比較的バッチプ
ロセスに適した手法を用いてシリコンナノワイヤ（SiNW）を製作し，FET（Field Effect Transistor）として機能させる．
本研究では応用デバイスとして，バイオセンサあるいは化学センサとして機能することを示す．

51.	 シリコン神経ネットワークの開発
准教授 河野崇

　シリコン神経ネットワークは，神経ネットワークを神経細胞の粒度で電子回路により模倣するシステムである．本
研究室では，非線形数学を応用した設計手法を開発すると共に，脳神経系を模倣した新しい原理で動作する情報処理
システムへの応用をめざし，低消費電力なシリコン神経ネットワークの実現を目指している．

52.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村政宏，大学院学生 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）田邊遼平

　低品位な廃熱を電気エネルギーとしてリサイクルする熱電変換素子への期待は極めて大きい．しかし，現状では熱
電変換効率数％と低く，更なる効率の向上が必須であり，材料の熱伝導率制御が効率向上のカギを握る．本研究では，
周期が数百ナノメートルのシリコンフォノニック結晶ナノ構造を用いて，コヒーレントなフォノン伝導制御による熱
伝導制御を目指し，理論・実験の両面から研究を進めている．今年度は，ボルツマン輸送方程式に基づいて，提案す
るフォノニック結晶ナノ構造がシリコンの熱伝導率を大きく変化させうることを示し，本構造の作製法を確立した．

53.	 GaAs オプトメカニクス系の物理
准教授 野村政宏，教授 平川一彦，特任研究員 （平川研）長井奈緒美，大学院学生 （野村研）清水航

　半導体ナノ構造の高効率な振動光制御を目的として機械特性の良い GaAsを材料に選択し，フォトニック結晶ナノ
共振器で格段に増強された光とナノ構造機械振動間の結合制御を目指した研究を行っている．MBE法で作製した
GaAs試料に電子線描画装置や反応性イオンエッチング装置を用いてナノ加工を行ってデバイスを作製し，1.55 um用
の垂直入出力型エアスロットフォトニック結晶ナノ共振器系を設計・作製し，光学評価を行った．

54.	 動的な in	vitro システム設計のための人工反応ネットワーク
特任准教授 ロンドレーズヤニック

　生物学的分子ネットワークの根本をなすダイナミクスを持つ原理は，基礎研究と医療応用の両面において多大な注
目を集めている．我々の開発するシンプルな in vitroシステムは生物学的ノイズあるいは複雑さの奥に潜む生物学的
分子ネットワークの基礎的なデザインルールを読み解くために構築されたものである．我々の研究結果は，化学的か
つ分子生物学的アプローチにより，短い DNA鎖が生化学反応ネットワークのトポロジーの制御に利用可能であるこ
と，すなわち反応ネットワークの動的なふるまいを制御できることを示している．

55.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井輝夫，特任准教授 ロンドレーズヤニック，特別研究員 （藤井（輝）研）Anthony Genot， 

外国人協力研究員（藤井（輝）研）Adrien Padirac，大学院学生 （藤井（輝）研）架谷昂志

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．

56.	 マイクロ流体技術による三次元パターン化マイクロゲルの創製
特任講師 松永行子

　複数成分混合溶液による階層構造ゲルの設計手法基盤を構築することを目指す．その後，複数成分，生体関連高分
子，あるいは刺激応答性高分子などの機能性高分子を利用し，本技術のバイオ，医療，工学分野への応用性を実証す
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る．

57.	 神経細胞の培養と評価用CMOS-MEMS
特任講師 松永行子

　本研究は，神経細胞の情報処理機構を解明するため，神経細胞の高効率かつ高精細の時空間的操作を可能とするバ
イオエレクトロニクス・プラットフォームの構築を目的とする．

58.	 マイクロ流体デバイスを用いたバイオフィルムモデルの作成とバイオレメディエーション
特任講師 松永行子

59.	 ボトムアップ組織形成術による生体組織モデルの確立
特任講師 松永行子

　本研究では，細胞周辺環境を制御した三次元組織構築法を確立する．均一に制御されたマイクロゲルと細胞を構成
要素として三次元組織を再構成する．さらに，三次元組織中に物質を能動的に供給しうる生体組織システムを構築し，
細胞のリモデリングを促し再構成組織の機能創発を実現する．

サステイナブル材料国際研究センター
1.	 選択塩化法による低品位チタン鉱石のアップグレード

教授 岡部徹，大学院学生 （岡部（徹）研）姜正信

　チタンは高い比強度など優れた特性を有する．しかし，製造コストの高さから，現在の用途は航空宇宙，化学プラ
ント及び生体材料分野など特殊な分野に限られている．本研究では，チタン製錬の高効率化および低コスト化のため，
より簡便で効率的な低品位チタン鉱石のアップグレードプロセスの開発に取り組んでいる．具体的には，塩化剤とし
て金属塩化物を用い，鉱石中から酸化鉄のみを選択的に塩化除去するプロセスを開発している．

2.	 白金族金属の新規な高効率回収法の開発
教授 岡部徹，特任助教 （岡部（徹）研）野瀬勝弘

　自動車排ガスの世界的な規制強化により白金族金属を含む排ガス浄化触媒の需要が急増している．白金族金属は，
原料となる鉱石の品位が非常に低いため，金属生産には大きなコストがかかるだけでなく，地球環境に多大な負荷を
与える．このため，触媒などのスクラップから高い収率で白金族金属を回収することは重要な課題であるが，現時点
では効率の良いプロセスは開発されていない．本研究室では，合金化処理と塩化処理を組み合わせることにより，強
力な酸化剤を含まない溶液を用いて白金族金属を溶解・回収する環境調和型の新プロセスを開発している．

3.	 超硬工具スクラップからのタングステンとコバルトの回収技術の開発
教授 岡部徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内勇樹，大学院学生 （岡部（徹）研）松谷康平

　レアメタルの一つであるタングステンは高強度・高融点などの性質を持ち，その炭化物とコバルトの焼結体は超硬
工具として用いられている．日本はタングステン資源のほとんどを中国からの輸入に依存しており，資源セキュリティ
の面からタングステンのリサイクルは極めて重要である．本研究では高効率かつ有害廃液を排出しないタングステン
の新規リサイクル手法の開発を目的とし，溶融金属を抽出剤として超硬工具スクラップからコバルトとタングステン
を分離回収するプロセスの開発を行う．

4.	 チタン合金スクラップからの新規チタン回収技術の開発
教授 岡部徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内勇樹，大学院学生 （岡部（徹）研）吉村彰大

　チタンは，軽量高強度かつ高い耐腐食性を持つ金属材料として知られ，航空機や化学プラントなどに利用される高
機能材料である．チタンのリサイクルは，他元素や酸素との親和性の高さから，現状では鉄と合金化されるカスケー
ドリサイクルが主流となっている．本研究では，チタン合金スクラップを塩化することで，スクラップ中に含まれる
チタンを四塩化チタンとして回収し，一般的なチタン製錬手法であるクロール法の原料として再利用するというリサ
イクルプロセスの基礎研究を行っている．

5.	 物理選別を利用した貴金属の高効率回収法の開発
教授 岡部徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内勇樹，大学院学生 （岡部（徹）研）鈴江晃也

　貴金属（金，銀，白金族金属）は，鉱石の品位が非常に低いとともに，経済的価値の高い金属である．よって，触
媒や電子機器などの各種スクラップから貴金属をリサイクルすることが重要となるが，現時点ではスクラップから貴
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金属を濃縮する効率の良いプロセスが開発されていない．本研究では，無電解めっきなどの表面処理と磁力選別など
の物理選別を組み合わせ，貴金属を低コストかつ高効率で濃縮する新規プロセスの開発を行っている．

6.	 溶融塩電解法を利用するイリジウムの革新的高速リサイクルプロセスの開発
教授 岡部徹，特任助教 （岡部（徹）研）野瀬勝弘

　イリジウム（Ir）は年間 5トン程度しか産出されない極めて希少性の高いレアメタルであり，常に供給不足や価格
高騰の危険性を抱えている．現在の Irリサイクルプロセスは多大なエネルギーと長時間のプロセスが必要であり，
有害な廃液の処理など技術的な課題が多い．本研究では，世界的にも例のない Irの革新的な高速溶解リサイクルプ
ロセスの開発を目的として，溶融塩中での Irのアノード溶解挙動の基礎的研究から，溶融塩電解を利用した環境調
和型の Irの高速溶解リサイクルプロセスの実用可能性を探る．

7.	 動的結合を利用した結晶性高分子材料への自己修復性の付与
教授 吉江尚子

　動的結合を分子内に有する高分子材料は，破壊に際して破断面に動的結合の解離により生じた官能基が再結合可能
であるため，修復性を有する．しかし，この再結合するためには官能基が衝突する必要があるため，高い分子運動性
が必要である．本研究では運動性の低い結晶性高分子において，結晶化過程を制御することにより修復性を付与する
ことを目指している．

8.	 バイオベース修復性高分子材料の開発
教授 吉江尚子，教授 畑中研一，助教 （吉江研）清野秀岳，同済大 Jie Ren

　植物由来のフラン化合物を原料とするポリエステルをベースに自己修復性高分子材料の開発を行っている．一般に，
フランポリエステルは重合度が上がりにくく，そのままでは材料強度が不足しているため，実用化には向かないとさ
れてきた．本研究では，フランとマレイミドの Diels-Alder反応を利用した架橋により強度を向上させることに成功
している．さらに，Diels-Alder反応の可逆性を利用した自己修復特性の開発も進めている．

9.	 ポリマーブレンド薄膜におけるナノメートルスケール周期パターンの構築
教授 吉江尚子

　ポリマーブレンド薄膜において結晶形態と配向を高度に制御することによるナノ周期構造造形技術を創成する．本
法は，従来検討されてきたブロック共重合体の自己組織化によるミクロ相分離構造形成とは原理を全く異にし，非平
衡構造の発現と凍結を同時に制御するものである．ポリマーブレンドを利用しているため，新たな材料合成を必要と
せず，安価なナノ構造造形法を提供するとともに，ブロック共重合化が困難な各種機能性ポリマーによるテンプレー
ト創製への展開を目指すものである．

10.	 ジヒドロイミダゾリウムと水素分子との可逆的反応
教授 吉江尚子，助教 （吉江研）清野秀岳

　可逆的に水素化を受ける有機分子は，水素吸蔵や水素応答性材料などへの応用が期待される．本研究では，ジヒド
ロイミダゾリウムとそのヒドリド付加体であるイミダゾリジンの相互変換を検討し，錯体触媒を用いる温和な条件下
において水素の付加と脱離を行った．ジヒドロイミダゾリウムと等モルのトリエチルアミンをロジウム触媒存在下に
常圧の水素と反応させると，イミダゾリジンとトリエチルアンモニウムが高収率で得られた．また，イミダゾリジン
にジメチルアニリニウム等のプロトン源を加えイリジウム触媒を作用させると，ほぼ当量の水素を発生しながらジヒ
ドロイミダゾリウムへと変換された．

11.	 鋼中テルルの熱力学的性質
教授 森田一樹，准教授 吉川健，大学院学生 （森田・吉川（健）研）鈴木駿平

　鋼中でテルル化合物は硫化物系介在物の組織・形態制御に重要な役割を果たす．しかし，鋼中テルルの熱力学的性
質は未解明であるため，テルル化合物の生成を熱力学的に設計・制御することは現段階では不可能である．そこで本
研究では気体輸送法を用いて鋼中テルルの熱力学的性質を決定することを目的とする．

12.	 高塩基性スラグを用いたシリコンの還元脱リン
教授 森田一樹，准教授 吉川健，技術専門職員 （森田・吉川（健）研）簗場豊， 

大学院学生 （森田・吉川（健）研）河村浩彰

　太陽電池用シリコンの製造のためには，シリコン中リン濃度の 0.1ppm以下への低減が不可欠である．従来のリン
除去技術はシリコン浴の長時間保持を要するため，持続的なシリコン製造のためには低コストプロセス開発が渇望さ
れている．そこで，高塩基性スラグを用いたリンの還元除去法による革新的低コスト化を考案し，スラグによるリン
除去反応の検討を行っている．
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13.	 Fe-Si 溶媒を用いたSiC の高速溶液成長
教授 森田一樹，准教授 吉川健， 

大学院学生 （森田・吉川（健）研）川西咲子，大学院学生 （森田・吉川（健）研）鳴海大翔

　省エネパワーデバイス半導体として期待される SiC単結晶を Fe-Si溶媒からの高速溶液成長により得ることを目的
とし，溶液成長挙動に与える成長条件の影響を評価する．また結晶欠陥の導入機構を明らかにするため，高温下成長
界面のリアルタイム観察を行う．

14.	 溶融酸化物の構造と諸物性との相関性
教授 森田一樹，准教授 吉川健，技術専門職員 （森田・吉川（健）研）簗場豊， 

大学院学生 （森田・吉川（健）研）坂元基紘，大学院学生 （森田・吉川（健）研）金永宰

　溶融酸化物中の構造及び物性を直接観測および測定することにより，各成分の活量などの化学的性質や粘性，熱伝
導度などの物理的性質の関係性を明らかにすることを目的とする．特に溶融スラグの構造解析にはMAS-NMRを用
いて行っている．

15.	 溶融 Si 合金を用いたSi の凝固精製に関する物理化学
教授 森田一樹，准教授 吉川健，大学院学生 （森田・吉川（健）研）馬暁東

　固体シリコン中での不純物の固溶度が低温で減少する性質を利用して，Si基溶融合金を用いた太陽電池用シリコ
ンの精製プロセスについて研究を進めている．その精製能力を固体シリコンと Si基溶媒間の種々の不純物の平衡分
配から熱力学的に明らかにし，現在は溶媒組成を模索することにより凝固精製法の最適条件の検討を行っている．

16.	 白金族金属の溶融スラグ中における溶解機構
教授 森田一樹，教授 岡部徹，准教授 吉川健， 

大学院学生 （森田・吉川（健）研）ウィラセラニーチョンプーヌット

　都市鉱山や廃棄物からの白金族金属の回収において，白金族金属の高温での挙動に関しては未だ不明である部分が
多い．溶融スラグ中への同元素の溶解度や溶解機構を熱力学的に調査することにより，ルテニウムやロジウムなど白
金族金属の高効率回収プロセス開発の指針を得る．

17.	 希土類元素を用いた溶鋼中介在物制御の熱力学
教授 森田一樹，准教授 吉川健，大学院学生 （森田・吉川（健）研）石井誠

　鋼中の微小介在物の形態制御に，一部の鋼種では希土類元素が用いられている．本研究では希土類元素を添加した
際の介在物の生成・変態挙動を制御するうえで重要な，希土類含有酸化物の相平衡ならびに熱力学的性質を調査する．

18.	 金属蒸気処理を利用した自動車排ガス浄化触媒からの貴金属のリサイクル
教授 前田正史，特任助教 （前田研）佐々木秀顕

　自動車の排ガス浄化触媒には，プラチナなど高価な貴金属が利用される．これらの貴金属を使用後に回収するため
に，環境負荷が小さく低コストなリサイクルプロセスが必要である．貴金属は酸に溶解しにくいが，亜鉛などの金属
と合金化すれば溶解が促進されることが示されている．これを利用し，触媒に亜鉛の蒸気を接触することで貴金属を
合金化した後，浸出処理を行う回収プロセスを提案した．実際の使用済み触媒やモデル触媒を使って，貴金属の溶解
を効果的に促進するための金属蒸気処理の条件および浸出方法について調査している．

19.	 低純度シリコンの電気分解による高純度シリコンの析出
教授 前田正史，特任助教 （前田研）佐々木秀顕

　溶融ケイ酸塩を電解浴として電気分解を行うことにより，電極基板上にシリコンを析出させる方法を探索している．
太陽電池等に利用されるシリコン膜の製造方法としては凝固させた高純度シリコンの切断や，気相成長がある．ケイ
酸からの電析が可能となれば，酸化状態にあるシリコンの還元と製膜を同時に行う新しい作製方法となる．また，電
気分解時にシリコンと共存する不純物を分離できれば，シリコンを高純度化する電解精錬も実現する．金属基板上に
シリサイドを形成させる実験を実施している．

20.	 質量分析法を用いた合金および酸化物の熱力学測定
教授 前田正史，特任助教 （前田研）佐々木秀顕，大学院学生 （前田研）小橋啓史

　金属の精練やリサイクルにおいてプロセスを最適化するためには，反応に関与する合金や酸化物の熱力学性質を知
る必要がある．当研究室ではダブルクヌーセンセル -質量分析法を用いて，合金や酸化物の熱力学測定を行っている．
近年は鉄鋼精練に関連する酸化物や，希土類合金について調査を行ってきた．さらにシリコン中不純物や，他の合金・
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酸化物系について調査の対象を拡大している．

21.	 溶融 Si からの Pおよび Bの除去に関する研究
教授 前田正史，特任助教 （前田研）佐々木秀顕，大学院学生 （前田研）小橋啓史

　太陽電池の需要が拡大し，より安価で環境負荷の小さい Si 精錬プロセスが必要とされている．Si 中の不純物のう
ち金属元素は凝固精製によって除去が可能であるため，P および Bの除去が可能となれば，冶金級金属 Siや Siスク
ラップから太陽電池級の Si が製造可能となる．本研究室では，高真空下での電子ビーム溶解処理により Pを除去す
る方法を開発した．Pの除去をさらに高速化するとともに，Bを Pと同時除去するためのプロセスを探索している．

22.	 過熱水蒸気を用いたオーストラリア褐炭の乾燥特性に関する研究
教授 前田正史，大学院学生 （前田研）桐山毅

　世界の CO2排出量のうち，約 3割が石炭火力発電所から排出されており，その効率向上が必要とされている．石
炭のうち，褐炭の確認可採埋蔵量は約 2割を占め，今後の有効利用が期待されている．オーストラリア褐炭は水分が
60wt%以上と多く，乾燥後には自然発火性があることから，山元の発電所で燃料として利用されている．高効率な
乾燥プロセスと高効率な発電システムが必要であるが，乾燥プロセスについてはまだ確立されていない．本研究では，
オーストラリア褐炭の基礎的な乾燥特性を把握し，乾燥プロセスの開発に活かすために，単一粒子の乾燥特性につい
て，重量・温度の測定により調査している．

23.	 特殊電子ビーム溶解装置によるシリコンの精製
教授 前田正史

24.	 科学研究費補助金採択研究課題数による大学の研究活性度の評価
教授 光田好孝，教授 前田正史

　科学技術基本計画にもとづき科学技術研究に対する資金，特に，競争的資金の増額が図られてきた．中でも，大学
等における基礎科学の振興を目的とする文部科学省による科学研究費補助金は，過去 5年間で急激な伸びを示し，
2007年度には 1900億円を超え我が国最大の競争的研究資金となっている．科学研究費補助金は， 国・公・私立大学
の区別なく研究者個人が申請し研究費を獲得する制度であり，そのうち，個別の教員が研究テーマを申請しピアレ
ビューによって採択が決定される個別研究費（基盤研究等）は教員の研究活動を表す一つのバロメーターであると考
えられる．採択研究課題数の多い大学は，活発に研究活動をしている教員が多く所属していることになり，分野ごと
の採択研究課題数の多寡は，各大学の研究活性分野の濃淡を表すことになる．今年度は，2008，2009年度の採択分
に関して，研究分野ごとに，研究種目別，大学種別，大学別の採択状況を解析している．併せて，2008年度より変
更となった研究種目について，旧来の研究種目との関連性について検討を行っている．

25.	 金属ガラスの塑性変形機構
教授 枝川圭一

　アモルファスの塑性変形機構を明らかにするために，3次元のモデルアモルファス合金を計算機中に作成し，そこ
に導入した転位の静的・動的性質を分子動力学シミュレーションにより調べた．局所的な塑性変形開始時の 4重極不
安定化を 3次元のモデルで初めて見出した．その際の応力，弾性率の変化を詳しく解析した．金属ガラス（Johnson 
alloy）の内部摩擦測定を行い，局所塑性変形に対応したエネルギー散逸を観測した．

26.	 非周期フォトニック物質に関する研究
教授 枝川圭一

　最近我々は，従来の常識に反し，周期性を全くもたない誘電体ランダムネットワーク構造において，明確な 3次元
光禁制帯（3D-PBG）が形成し，強い 3次元光閉じ込め効果が発現することを FDTD法による数値シミュレーション
によって見出した．またこの構造をマイクロ波帯で試作して電磁波透過実験を行い，3D-PBG形成の実験的検証，電
磁波閉じ込めの実証を行った．本年度は誘電体球で構成したアモルファス構造で高周波数側に 3D-PBGが形成するこ
とを発見した．この 3D-PBGが，ランダムネットワーク構造における 3D-PBGとは異なる機構で形成することを示した．

27.	 準結晶の成長機構
教授 枝川圭一

　結晶とは異なる特異な秩序構造をもった「準結晶」は 1984年に発見された．現在までにこの新物質に関する多く
の研究がなされてきたが，未解決の重要問題として成長の問題がある．つまり原子が凝集して準結晶秩序を形成する
メカニズムが未だによくわかっていない．我々は，実験的に準結晶の微視的成長機構を解明することをめざしている．
本年度は Al-Ni-Co正 10角形準結晶の成長を高分解能 TEM観察（HRTEM法）を用いて高温その場観察した．

CW6_A6247D62.indd   271 2013/09/20   9:08:33



272

VI.　研究および発表論文

28.	 白金族金属の回収技術開発
客員教授 山口勉功

29.	 亜鉛微粉鉱の焙焼機構の解明
客員教授 山口勉功

30.	 希土類磁石からのレアアースの回収
客員教授 山口勉功

31.	 シリコンカーバイド製ディーゼルパティキュラフィルターからの白金族金属の回収
客員教授 山口勉功

32.	 鉱物資源の高効率分離技術の開発とレアメタル等を含むリサイクル原料からの金属回収
客員教授 柴山敦

都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）
1.	 地震動と地盤ひずみの観測

教授 目黒公郎

2.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒公郎

3.	 東日本大震災におけるリモートセンシング技術の利用
教授 沢田治雄

　東日本大震災におけるリモートセンシングデータ利用に関する研究．特に海岸林等の津波被害に関する研究を行い，
適切な森林回復を提言する．

4.	 衛星ライダーの開発
教授 沢田治雄

　国際宇宙ステーションに搭載する LiDARセンサーの設計にかかわる科学的検討を行う．

5.	 蒸発・蒸散分離測定のための同位体フラックス観測システムの開発
教授 沖大幹

6.	 人間活動を考慮した統合型水循環モデルの開発
教授 沖大幹，助教（沖（大）研）金炯俊

　これまでは自然系のグローバルな河川流量シミュレーションのみが主流であったが，そこに人間活動の影響，特に
貯水池操作や農業モデルを取り入れた地球陸域水循環シミュレーションを行った．これにより，日単位での水需要量
や水資源賦存量の計算が可能になり，より現実的な水資源アセスメントを行えるようになった．

7.	 水の安定同位体に関する研究
教授 沖大幹，再雇用教職員 （沖（大）研）小池雅洋，特任助教 （沖（大）研）木口雅司， 

大学院学生 （沖（大）研）岡崎淳史

　水の安定同位体と呼ばれる重水素と重酸素を含む水分子（HDO，H2-
18O）は，地球を循環するその水の経路と相変

化の履歴の積分情報を持つ．今年度は，個別に観測することのできない蒸発量と蒸散量を，水の同位体比の情報を利
用して分離する手法の開発を試みた．また，溶存有機成分の窒素安定同位体（15N）や炭素安定同位体（13C）は，混
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入物質の起源を同定するトレーサーになりうる．本グループは，タイを中心とした東南アジア地域における降水同位
体の観測ネットワークの構築及び全球同位体輸送循環モデルの開発などにより，同位体比の時間・空間変動が指し示
すアジアモンスーンのメカニズムについて研究している．

8.	 長期陸面水循環シミュレーション用データセット /GSWP3
教授 沖大幹，助教（沖（大）研）金炯俊，大学院学生 （沖（大）研）佐藤雄亮

　陸面水文モデルに与えるためのフォーシングデータセットを全球スケールで数十年から百年程度を対象とした長期
間作成する．当研究室が参加していた全球土壌水分プロジェクト（GSWP）の第 1及び第 2フェーズでの経験が基礎
となっている．

9.	 陸面過程モデルの物理化学モジュールの開発・改良
教授 沖大幹，大学院学生 （沖（大）研）新田友子

　陸面過程モデルは，大気モデルからの出力値または気象観測値をフォーシングとして陸面の水熱収支を計算するも
ので，全球スケールの水循環の理解や水資源アセスメントにとって非常に重要なツールである．近年はさらに，陸面
が大気に及ぼす影響も注目されるようになり，陸面過程モデルの精度向上が求められている．

10.	 高解像度シミュレーションを用いた水循環に対する土地被覆変化の影響評価
教授 沖大幹，助教（沖（大）研）金炯俊，大学院学生 （沖（大）研）佐藤雄亮

　近年，精力的に水循環における大気陸面相互作用が研究される中で，気候変化の人為要因として土地利用の変化が
注目されている．これに関する知見の蓄積を目的として，領域気候モデルを用いた高解像度かつ広領域の数値実験に
より，土地利用の違いが降水現象に与える影響の評価を行っている．

11.	 温暖化による水資源への影響評価
教授 沖大幹

　SRESシナリオによる将来の気候変動および人口・社会状況の予測を考慮した，現在および将来の水資源の需要と
供給についての予測を行っている．利用可能な水資源量の 0.4倍を超えた水需要がある状態を水ストレスと定義する
と，現在では約 20億人以上の人間が水ストレス下に置かれている．将来（2055年）には約 40-70億人が水ストレス下
にあるとの結果が得られている．これらの気候変動の影響を評価する上では，避けることのできない気候モデルのバ
イアスの処理についてもその手法を相互に比較し補正が影響評価の結果に与える影響についても解析を行っている．

12.	 都市環境と流域の水・物質収支
教授 沖大幹，再雇用教職員（沖（大）研）小池雅洋，特任准教授 守利悟朗，大学院学生 （沖（大）研）梯滋郎

　国内の数十平方 km程度の流域を対象として，水の量だけでなく窒素や土砂流出にも着目した観測とモデリングを
行い，流域の水・物質循環を総合的に解明し，環境負荷の少ない水資源マネジメントの検討を行う．今年度は，窒素
負荷，土砂流出や鮎の遡上を考慮したモデルによる評価およびその検証を行なった．その上で，モデルにより環境負
荷を評価するための指標を考案した．また，メソスケールMM5を用いてヒートアイランド現象が都市環境に及ぼす
影響を評価する．

13.	 アジアモンスーン地域の水文環境の変動と水資源への影響
教授 沖大幹， 再雇用教職員（沖（大）研）小池雅洋，特任助教 （沖（大）研）木口雅司，特任助教 （沖（大）研）小森大輔

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

14.	 	多様な産業の水消費量（Virtual	Water/Water	Footprint）推定とWater	Footprint 標準化に関す
る研究

教授 沖大幹，受託研究員 （沖（大）研）矢野伸二郎，大学院学生 （沖（大）研）金沢知範

　穀物生産や畜産，工業製品の生産には水資源が大量に消費される．それを輸入して日本国内で消費するということ
は，仮想的な水を輸入し間接的に他国の水資源を消費していることと同じである．この実態を解明するため，多様な
統計データや統合水資源モデルを用いて，農産物および工業製品の間接水消費量（Virtual Water：輸入国で製造した
場合の仮想的な水消費量）および直接水消費量（Water Footprint：実際に製造に要した水消費量）を計算した．また，
全球で均質な環境負荷となる炭素排出とは違い，水は地域に遍在する資源であり，用途毎に必要な水質基準も異なる
ため，水消費の環境負荷は量のみで議論することができない．そのため，水消費の環境負荷指標の標準化（ISO Wa-
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ter Footprint）の研究も進めている．

15.	 社会基盤施設のライフサイクルマネジメントに関する研究
客員教授 横田弘

　社会基盤施設における戦略的維持管理の実現のための，ライフサイクルマネジメントシステムの構築を目材してい
る．ライフサイクルマネジメントは初期設計の耐久性レベルに応じた維持管理シナリオを作成し，それを定期的な診
断・評価で修正していくための一連のシステムである．本研究では，ライフサイクルシステムの要素技術としての性
能評価，寿命予測および意思決定のためのライフサイクルコスト評価について検討している．

16.	 長大無筋コンクリート構造物の防災機能にリンクした劣化度指標の設定に関する研究
 客員教授 横田弘

　本研究は，無筋コンクリート長大構造物の劣化・変状の程度を総合的に表す客観的かつ実用的な指標を，構造物の
性能および防災機能と直接リンクさせて提案する．これら構造物の性能・機能の低下は，コンクリートに生じた初期
ひび割れ等の劣化・変状に起因するため，現地調査により劣化・変状の分析および類型化を行う．それに基づき，構
造体の力学的構成則および変状モデルを構築し，数値シミュレーションによって性能および防災機能の低下を数値化
する．また，空間的変動を示す劣化・変状の発生を確率的に取り扱い，数値シミュレーションの結果と融合させる．
さらに，防災機能維持のための劣化度指標の限界値を明らかにし，効率的な維持管理を実現する手法を提示する．

17.	 緊急地震速報の効果的な利用法に関する研究
准教授 大原美保

　緊急地震速報を効果的に活用するために，地域における海溝型地震・活断層型地震の発生リスクを考慮した速報効
果の検証，技術的戦略の提案を行うとともに，実際の速報発表時の住民の対応行動の調査や対応行動力向上のための
環境整備を行っている．

18.	 災害情報の生産 - 伝達 - 受容メカニズムを踏まえた減災戦略の提案
准教授 大原美保

　将来の災害被害を軽減するためには，構造物の対策などの被害抑止策とともに，個人や組織の対応行動による被害
軽減も重要である．高度な情報化が進んだわが国においては，直前や災害直後に，どのように災害情報を発信・受信
して災害による負のインパクトを最小化するかという戦略は非常に重要である．本研究では，災害情報の生産 -伝達
-受容メカニズムの解明に基づき，被害を軽減するためのハードウェア・ソフトウェアの戦略を提案する．

19.	 アジア農村・山間コミュニティを支援する災害情報伝達システムの設計と技術戦略の提案
特任准教授 川崎昭如，准教授 大原美保，教授 目黒公郎，研究主幹 （人と防災未来センター）近藤伸也

　アジアの農村・山間地域のコミュニティ支援のための災害情報伝達システムのあるべき将来像を提示した．具体的
には，タイ東北部の山間地域やバングラデシュ・ダッカ郊外の農村にて自治体や NGO，住民を対象とした現地調査
を行い，災害情報伝達における現状の問題を把握し，住民ニーズやリテラシーを考慮した効果的な災害情報伝達手段
と表現方法を検討した．

20.	 大規模災害発生時の外国人の情報収集過程の分析
特任准教授 川崎昭如，教授 目黒公郎，大学院学生 （目黒研）居山拓也，助教 （北海道大学）Michael Henry

　2011年の東日本大震災やタイ洪水などの際，国内と海外のメディアから配信された情報には内容が不一致であっ
たり，矛盾するものが含まれていたことが指摘されている．そのような状況の中，外国人はどのメディアから情報を
収集し，どの情報源を信頼して意思決定をしていたのであろうか？本研究ではアンケート調査の分析から，東日本震
災やタイ洪水後の外国人の災害情報収集過程，および情報のニーズと実際の取得についての共通点と差異を分析し，
外国人への災害情報発信の改善を目指した提言を行った．また，来るべき首都直下地震が発生した際の外国人の情報
ニーズに関するワークショップの実施と分析も行った．

21.	 ソーシャルメディアやウェブマッピングによる大規模災害対応支援の検討
特任准教授 川崎昭如，教授 目黒公郎，研究実習生（目黒研）石川哲也

　ソーシャルメディアやウェブマッピング技術の急速な発展により，災害対応支援のあり方が変わりつつある．ハイ
チ地震や東日本大震災，山陰大雪時などから得られた教訓と課題をもとに，ネットワーク型の災害対応コミュニティ
を活用した，より動的でオープンな大規模災害対活動支援のあり方を検討した．
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22.	 	災害リスク軽減と都市環境の改善に向けた住宅への防災貯水槽の設置可能性に関する基礎的研
究

特任准教授 川崎昭如，教授 目黒公郎

　小さな都市ダムとして環境・防災の両面から今後の普及が期待される多目的防災貯水槽を，一般住宅に設置するこ
とで，どの程度，環境負荷の軽減と都市防災性能の向上に寄与できるのかを試算した．具体的には，一般住宅へ防災
貯水槽を設置することの効果とその評価項目を整理して，評価項目をできる限り定量的かつ簡便に算出することを試
みた．

23.	 社会経済の発展や気候変動を考慮した地域の最適化開発戦略
特任准教授 川崎昭如，リサーチアシスタント （アジア工科大）Seemanta Bhagabati， 

教授 （アジア工科大）Mukand S. Babel

　Hydropower development has enormous economic， environmental， and social impacts at a local， national， and trans-national 
level． It has been suggested that transboundary water conflicts， such as those that may arise from hydropower development， 
may be addressed through benefit sharing． This study attempted to investigate the net benefits of hydropower development and 
water resources utilization in transboundary subbasin in the Mekong River Basin using a game theory approach．

24.	 	Water	Resources	Management	in	the	Mekong	River	Basin:	Cooperation	and	Conflict	at	Basin	
and	Sub-Basin	Levels

特任准教授 川崎昭如，教授 （ハーバード大）Peter Rogers， 
教授 （ノースイースタン大）Suzanne Ogden，教授 （シンガポール大）Liong Shie-Yui

　This research investigated the utility of the two approaches; a “watershed” and a “political unit (a national or provincial bound-
ary)” approach， for water resources development in cross-boundary sub-basins by investigating a range of development strategies 
for cooperation among riparian nations． The Mekong River basin is the case study area． We show by the use of geospatial 
analysis and hydrological simulation how conflict and cooperation for development in a transboundary river-basin could be miti-
gated and use this technique to compare the watershed approach and the political unit approach．

光電子融合研究センター
1.	 ナノ構造の形成技術の開拓～インジウムヒ素系量子ドットの高均一・高密度形成技術

教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　GaAs基板上の In（Ga）As量子ドットは，0.9～1.4μ mの近赤外域の発光波長を有し，光通信用レーザや同増幅器，
また様々な民生機器への展開を期待できる．我々は，量子ドットデバイスの究極性能の実現に向けて，重要技術の一
つである量子ドット結晶の高均一・高密度形成技術の開発を進めている．MOCVD法を用いてアンチモン終端 GaAs
を下地に導入することで，均一性を保ちつつ密度を高める形成技術を確立した．この手法でMOCVD成長した量子
ドットレーザにおいて，基底準位から 1.3μ mを超える波長での発振に成功している．これは，量産性に優れる結晶
成長手法であるMOCVD法を用いた InAs量子ドットレーザとしてはじめての報告である．一方，MBE法では，光
通信 1.3μ m帯レーザについて，高密度化による利得の増大と高均一化による閾値の低減に成功した．最近では，民
生応用を目指した波長 1.06μ m帯の高均一・高密度量子ドットの成長に取り組んでいる．また，従来困難であった
小型軽量な純緑色レーザ光源として，本量子ドットを活性層に用いる波長変換型緑色半導体レーザの開発を進めてい
る．

2.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質，位置制御単一量子ドット形成技術
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　単一の量子ドットを用いた単一光子光源や量子もつれ光子対光源といった量子情報分野への応用に向け，高品質低
密度 InAs量子ドットの形成技術や位置制御技術の高度化を分子線エピタキシャル成長法（MBE）や有機金属気相成
長法（MOCVD）を用いて進めている．これまでMBE成長による高品質低密度 InAs量子ドットの形成においては，1μm
帯における量子もつれ光子対の生成，高 Q値ナノ共振器との組み合わせによる単一量子ドットレーザの実現や，応
用上重要な通信波長帯である 1.3μ m帯での単一ドット発光分光が可能な低密度 InAs量子ドットの形成にも成功し
ている．また，MOCVDにおける選択成長技術を用いて，その場パターニング技術と電子線リソグラフやエッチング
技術を組み合わせる事により，通常のプロセスに比べダメージを著しく低減した位置制御ドットの形成に成功し，そ
の単一ドットからの発光を得ることに成功している．今後は更なる高品質化を目指すとともに，成長条件の最適化，
発光特性の詳細検討を行い，基礎物性を明らかにし様々な量子光源への応用を目指す．（一部 NECとの共同研究）
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VI.　研究および発表論文

3.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質GaAs 系ナノワイヤ - 量子ドット形成技術
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　ナノワイヤ量子ドットはナノワイヤ特有の境界条件により格子不整合に起因する歪みが横方向へ緩和される結果，
従来の自然形成法に比べ高密度・高品質の積層量子ドット成長が容易であることが理論的に示されており，積層量子
ドットを用いた超高効率中間準位型太陽電池の実現が期待される．我々は，ナノワイヤ成長技術を駆使した量子ドッ
ト光デバイスの究極性能の実現に向け，既存の化合物太陽電池技術と整合性のある GaAs基板上で In（Ga）As/GaAs系
ナノワイヤ量子ドット構造の形成技術の開発を進めている．これまでに，単一ナノワイヤ量子ドットから明瞭な光子
アンチバンチング観測に成功し，ナノワイヤ量子ドットにおいて明確な 3次元閉じ込め効果の存在を立証してきた．
最近では，InGaAs/GaAs量子ドットをナノワイヤ中に成長することにより，高品質・高均一の積層量子ドット構造の
作製技術の開発を進めてきた．成長速度のナノワイヤ高さ依存性を詳細に調べることにより単一ナノワイヤ中の個々
の量子ドットの高さをそろえることが可能であり，最大 200層まで発光波長や半値幅が変わることなく且つ発光強度
を損ねることなく積層させることに成功した．この結果は断面の構造観察の結果と相俟って，高品質且つ均一性の損
なわれない積層量子ドットがナノワイヤ中に形成されていることを示唆するものである．また，ナノワイヤ量子ドッ
トを有する量子ドット太陽電池構造の試作・動作実証，シリコン基板上高品質 InAs/GaAsナノワイヤ量子ドットの形
成と単一光子発生の観測などに成功している．今後は，更なる高品質化，高度な制御性を達成すると共に太陽電池の
高効率化を目指す．

4.	 ナノ構造の形成技術の開拓～GaN系量子ドットとナノワイヤの形成
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）有田宗貴，准教授 岩本敏

　窒化ガリウム（GaN）系半導体は，青紫色や深紫外域の発光デバイスのみならず高温動作が可能な単一光子発生源
用材料としても注目されている．本研究では，平面上への GaN量子ドットに加え，格子不整合系でも高品質結晶が
実現可能である窒化物半導体ナノワイヤおよびその上の量子ドットについて，結晶成長技術の開発を進めている．選
択成長 GaNナノワイヤコア上に積層するシェル層に AlGaNを用いると，良好な表面モフォロジーが得られる．この
上に作製した位置制御 GaN単一量子ドットは，デバイスへの応用が容易な基板上エピタキシャル成長半導体量子ドッ
トとして最大の励起子分子結合エネルギー（52meV）を示し， 300Kでも明瞭な発光を観測できる．これらの優れた
光学特性は，従来の自己形成量子ドットと比較して小さな寸法の量子ドットが高い結晶品質をもって作製できている
ことを示唆している．今後は，更なる高品質化を進め室温単一光子発生器の実現に向けた基礎技術の確立を目指す．

5.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高Q値 3次元フォトニック結晶ナノ共振器の実現と応用
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　完全フォトニックバンドギャップを有する三次元フォトニック結晶中に形成されるナノ共振器では，完全な光閉じ
込めが可能となる．そのため，極低閾値レーザの実現などに向けた重要な技術基盤として期待されている．我々は，
これまでにマイクロマニピュレーション法と呼ばれる作製技術を用いてウッドパイル構造をベースとした三次元フォ
トニック結晶ナノ共振器を作製し，世界最高値である Q～38,500程度を達成している．しかし，ウッドパイル構造を
ベースとして，さらに Q値を向上させるためには結晶サイズを大きくする必要があり，作製が困難になることが懸
念されていた．本研究では，大きな結晶サイズの三次元フォトニック結晶の作製技術の確立を進めると同時に，同じ
サイズでより大きな Q値を示す構造の探索を進めている．最近の研究では，従来のウッドパイル構造とは異なる
<110>層状ダイヤモンド構造という新たな三次元構造を用いることで，従来のおよそ 2倍の高 Q値化が可能である
ことが数値解析から明らかとなった．今後，その特性を実験的に検証するとともに，引き続き高 Q三次元フォトニッ
ク結晶ナノ共振器実現に向けた理論的・実験的研究に進める．

6.	 ナノ構造の形成技術の開拓～3次元キラルフォトニック結晶の作製と応用
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　スピンと光子を用いた量子情報素子などにおいて重要である円偏光状態の制御を中心として，光の偏光制御技術が
注目を集めつつある．本研究では，フォトニックナノ構造を用いた新たな光の偏光制御技術の開拓を目指している．
鏡映対称性をもたないキラル構造は，その透過光に対して光の旋光性と円偏光二色性からなる光学活性を示し，光の
偏光制御への応用が検討されている．特に，可視光や通信用の光に対して，その波長と同程度またはそれ以下のスケー
ルであるナノサイズの 3次元周期キラル構造では，光学活性の効果がより顕著に現れると期待される．我々は，マイ
クロマニピュレーション法と呼ばれる独自の半導体 3次元構造作製技術を駆使し，ウッドパイル構造の各層を周期的
に 45度または 60度回転させて積層することで，3次元キラルフォトニック結晶の作製にはじめて成功するとともに，
旋光特性の発現に成功している．これは，半導体 3次元キラル構造において初めての成果である．現在は，この 3次
元キラルフォトニック結晶における欠陥層の導入や，量子ドットを埋め込むことによる円偏光レーザ発振，スピン -
光子相互作用の制御に向けて研究を進めている．
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7.	 ナノ構造の光電子物性の探究～自己形成量子ドットの光物性制御
教授 荒川泰彦，客員准教授 （東大）中岡俊裕，准教授 岩本敏

　自己形成量子ドットに閉じ込められた電子・正孔スピンは，比較的長い間そのコヒーレンスを保つことが可能であ
ることから，量子メモリとして有望視されている．我々は，InAs/GaAs系量子ドットに着目し，その励起子 /電子 /
正孔におけるスピンを光により制御することを目指して研究を進めている．これまでに，量子ドット荷電・中性励起
子の発光の偏光状態を偏光分解フォトルミネッセンス測定によって解析し，単一荷電励起子状態からの発光に大きな
直線偏光成分が含まれることを見出した．また，それらが価電子帯バンド間混合の起因する可能性を示すとともに，
その混合の強さが急速熱アニールによって制御できることを実験的に明らかにした．このような量子ドット電子 /正
孔の状態を制御・検知する技術は，将来の量子情報処理やスピントロニクスの発展に重要な役割を果たすと期待され
る．（一部 NECとの共同研究）

8.	 ナノ構造の光電子物性の探究～窒化物半導体量子ドットの物性とその応用
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）有田宗貴，准教授 岩本敏

　本研究では青紫色発光デバイスの材料であるワイドバンドギャップ半導体材料から構成された量子ドット構造の基
礎光物性と光デバイス応用の研究を進めている．比較的大きな量子ドットを形成可能な自己形成 GaN/AlN 量子ドッ
トの研究に加え，最近はサイズの小さな量子ドットを形成可能な GaN/AlGaN ナノワイヤ中に埋め込まれた GaN 量子
ドットも精力的に研究している．特に，単一量子ドットを対象に，顕微発光分光と励起発光分光によって量子ドット
の励起子基底状態及び励起状態の研究を進めている．これまでに，ナノワイヤ中量子ドットについて励起発光分光ス
ペクトルの測定に成功し，連続状態を窒化物系量子ドットではじめて直接的に観測することに成功するとともに，微
細構造分離及び励起状態間のエネルギー分離の増大などの興味深い結果を得ている．さらに，離散的励起状態を共鳴
励起し励起状態と基底状態間のコヒーレントな振動である Rabi振動の観測に成功している．さらに，ナノワイヤ量
子ドットでは励起子永久双極子モーメントを小さくできスペクトル拡散によるスペクトル拡がりを抑制できることも
実証した．これらの成果は今後の量子状態制御に向けて重要な成果である．

9.	 ナノ構造の光電子物性の探究～量子ドット共振器量子電磁力学
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系を用いて固体ナノデバイス中における光電子物性を調べている．
共振器フォトン，量子ドット励起子，結晶格子フォノン等の量子力学的相互作用によって引き起こされる種々の興味
深い物理現象を実験・理論両面から明らかにするとともに，量子情報素子などへ応用することを目指し研究を進めて
いる．特に，様々な共振器構造を設計・利用することで，世界最高レベルの共振器－量子ドット強結合系を実現し，
共振器電磁力学や少数光子非線形効果に関する研究を推進している．顕著な成果としては，平均共振器光子数が 1を
大きく下回る場合において第二高調波発生を観測するとともに，1アトジュールを切る光パワーでの光シュタルク効
果の観測に成功している．これらの成果は，集積可能なナノスケール非線形光学光源や光通信波長における低消費電
力光スイッチ等への応用に向けた重要な進展である．

10.	 ナノ構造の光電子物性の探究～単一量子ドットレーザの実現とその物理
教授 荒川泰彦，准教授 野村政宏，准教授 岩本敏

　高品質な単一量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系を用いて，半導体レーザの物理的微小極限である単
一量子ドットレーザの実現と本系における特徴的な物理現象の探索を進め，量子情報分野に応用することを目的とし
ている．光子と励起子が強結合を示す単一 InAs量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器系を作製することで，単
一量子ドットレーザを実現した．また，固体中における強結合領域でのレーザ発振を初めて実現した． 現在位置制
御ドットを用いた単一量子ドットレーザを目指した研究を進めている．（一部　独・ヴュルツブルグ大学との共同研究）

11.	 ナノ構造の光電子物性の探求～金属 - 半導体ナノ構造における量子相互作	用制御の基礎研究
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　金属誘電体界面に生じる電子の集団運動と光が結合した準粒子状態を表面プラズモンポラリトンという．表面プラ
ズモンポラリトンは，光エネルギーを光の回折限界以下の空間領域に集中できるため，電子・光デバイス，医療デバ
イスなどへの応用の観点からその技術開発に期待が集まっている．本研究では，光デバイスへの応用や量子情報分野
への応用が期待されるエピタキシャル成長されたⅢ -Ⅴ族量子ドット（InAs量子ドットあるいは，InGaAs量子ドット）
と表面プラズモンポラリトンとの 結合系について研究を進めている．これまでに，ナノサイズの金属 -誘電体 -金属 
（MIM）構造において，表面プラズモンポラリトンと InAs量子ドットの結合を初めて実現し，その結果として量子ドッ
トの緩和時間の減少の観測に成功している．また，金属ナノディスクチェイン構造と量子ドットの結合系もはじめて
実現し，量子ドットからの発光が表面プラズモンとして伝搬している，との示唆する結果を得ている．今後，これら
の物理をより詳細に分析・検討していく．
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12.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた通信波長帯単一光子発生器の開発
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）竹本一矢，准教授 岩本敏

　長距離量子暗号通信の実現のためには光ファイバーの伝送損失が最も少ない波長 1.5μ m帯において高性能な単
一光子発生器を実現することが不可欠である．我々は 1.5μ m帯で良好な発光特性を有する InP基板上の InAs量子
ドットを用いて，初めて 1.55μ m帯での単一光子パルス生成に成功し，ホーン型素子構造による光子取り出し効率
の改善等の基礎的研究開発を進めてきた．更に，電子と正孔の第一励起準位を適切な偏光で光励起する準共鳴励起法
を用いて，世界最高の純度（g（2）（0）= 0.002）を持つ単一光子パルス生成に成功している．また，より高度な量子
暗号通信において重要となる単一光子パルスの高コヒーレンス化に向けて，ポスト型 SiO2/a-Si DBR構造を用いて励
起子寿命を制御し，コヒーレンス保持時間内に単一光子発生を可能とする微小共振器構造を検討している．一方，単
一光子発生器の集積化を視野に入れた電流注入デバイス化にも着手し，InP基板上のドープ層構造，電極構造を最適
化することで，波長 1.55μ mで電流注入による単一光子パルス生成にも成功している．これらの成果は単一光子デ
バイスのシステム展開に向けた中核的な成果であり極めて重要である． （富士通研，NEC， NICT， NIMS等との共同
研究）

13.	 	量子情報デバイスの基礎技術研究～通信波長帯量子ドット単一光子発生器を用いた量子鍵配送
システムの構築

教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）竹本一矢，准教授 岩本敏

　クラウド情報社会におけるセキュアな通信へのニーズが高まる中，光子 1つ 1つに乱数を乗せて暗号鍵を共有する
量子鍵配付（QKD）は究極の高秘匿通信手段として期待される．そのキーデバイスが，各光子を規則正しく生成す
ることのできる単一光子源である．我々は，光ファイバー通信に適した 1.5 μ m帯での量子ドット単一光子源，およ
びこれを用いた QKDシステム開発を行っている．既に 50kmの QKD実証実験に成功しているが，都市圏量子鍵配
付実現に向けてはさらなる長距離化が必須となる．長距離化に向けての課題の一つである単一光子パルスに含まれる
二光子生成率抑制について，可変分散補償器による励起光短パルス化により，量子ドットからの二光子生成率を減衰
レーザ光比 1/500にまで抑制することに成功している．さらに，励起光パルスの最適条件を探索することで，二光子
生成率をほとんど上昇させることなく，動作クロックを 100 MHz（従来比 5倍）にまで高めることに成功した．超伝
導単一光子検出器を用いた性能評価によると，最大 1.8 MHzの単一光子生成レートが得られる一方で，多光子発生
率は減衰レーザ光を用いた場合の 1/400以下に抑制されている．この特性は 100kmの高速鍵伝送が可能となること
を示している．（富士通研，NEC， NICT， NIMS等との共同研究）

14.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～半導体ナノ構造のコヒーレント物性制御
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏，客員准教授 （東大）中岡俊裕

　自己形成量子ドットは量子演算を実現する有力な候補の一つとして注目されている．我々は量子情報の担い手とな
る量子ドット中の励起子の読み出しに光電流測定を利用する手法に着目して研究を進めている．本手法では，これま
で効率的な光検出器がないことで敬遠されてきた通信波長帯を利用することができ，光ファイバ，光アンプおよび豊
富なファイバオプティクスが利用可能である利点がある．また，光励起と光電流測定の組み合わせによって，励起光
エネルギーに完全に共鳴した準位を操作可能とする点で優れている．これまで，量子演算の実現に向けて，二つの直
線偏光した光パルス励起による光電流測定を行い，量子ドットの持つ微細構造分裂に起因する二つの直交する励起子
状態をそれぞれ独立に励起および制御を実証している．また，赤外光パルスによるサブバンド間遷移を利用し，これ
まで光電流では測定できなかった低電圧（長い励起子緩和時間）領域での励起子読み出しにも取り組んでいる．これ
らの結果は励起子量子ビットの初期化などの局面で極めて重要であり，将来の光通信波長帯量子情報ネットワーク構
築の重要なステップである．

15.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～シリコン量子ドットを用いた量子情報技術基盤研究
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　シリコン量子ドットを用いた電子スピン量子ビットの実現を目指し，基盤技術の開発，物理の解明に取り組んでい
る．シリコン系で電子スピン量子ビットを実現できれば，超微細相互作用及びスピン軌道相互作用による影響が小さ
くなり，長いコヒーレンス時間が期待される．しかしながらシリコン中の電子は有効質量が重いため，量子閉じ込め
効果を得るためには化合物半導体系よりも小さな量子ドットを作製する必要があり，高度な作製技術を要する．我々
は電子線リソグラフィ条件，酸化条件，エッチング条件，酸化膜堆積条件等の最適化を行い，制御性に優れた極微細
なシリコン量子ドットの作製に成功している．特に，2重量子ドットの近傍に単電子トランジスタを配置した構造を
用いて，極低温における電気伝導特性の評価を行った．単電子トランジスタにより量子ドット内の電子数変化を高感
度に検出することに成功しただけではなく，各量子ドットのポテンシャルを制御するゲート機能も単電子トランジス
タに付与することができた．さらに，各量子ドット内に 1つずつ電子を閉じ込め，スピン状態を実現することができ
た．これらの成果はいずれもシリコン電子スピン量子ビットに向けた重要な進展である．
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16.	 ナノ光電子デバイスの実現	～高性能量子ドットレーザの研究開発
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏，特任准教授 （東大）竹本一矢

　量子ドットを活性層に有する半導体レーザはキャリアの 3次元的な閉じ込め効果により低しきい値電流，低電流動
作，かつ光出力の温度変動が極めて小さいなどの優れた特長を有する．我々は通信用の波長 1.3μ m帯で初めての温
度安定 10Gb/s変調動作など，その優れた性能を実証してきており，さらなる高性能化に向けた研究開発を進めている．
波長 1.3μ m帯の量子ドットレーザでは，分子線エピタキシー法で成長した高密度かつ高均一な InAs/GaAs量子ドッ
トの積層構造をベースに，ファブリペロー型レーザで 70℃までの温度安定 25 Gbps直接変調動作を実現した．高速
化の制限要因の検討を理論解析と実験の両面から進めるとともに，回折格子を導入して単一波長で発振する分布帰還
型量子ドットレーザの開発も行っている．さらに，動作波長の拡大や温度安定性を生かして高温の過酷な環境下で動
作する半導体レーザなど，光ファイバ通信以外への適用範囲の拡大を目指した研究開発にも取り組んでいる．（富士
通研，QDレーザとの共同研究）

17.	 ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット太陽電池基盤技術開発
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）田辺克明，准教授 岩本敏

　量子ドット太陽電池は次世代の超高効率太陽電池として期待されており，現在，量子ドット太陽電池の光吸収特性
を明らかにすることを目指し，理論・実験両面から基礎的研究を進めている．これまでに，4つの中間バンド構造を
用いることで，変換効率 75%（理論値）が得られることを示してきた．最近では，量子ドット太陽電池を実現する上
で最重要となる 2段階光吸収遷移過程に起因する光電流の増大を，単一量子ドットを用いて世界ではじめて観測する
ことに成功するなどの進展が得られている．さらに，量子構造計算により量子ドットが障壁層中の電子の波動関数の
空間分布に変化を与え，中間バンド－連続準位間の光学遷移強度が影響を受けることを明らかにした．これは，高密
度量子ドット構造を用いる等のエンジニアリングにより光学遷移強度を制御することが重要であることを示すもので
ある．これらは超高効率太陽電池の実現に向け重要な進展・知見である．（一部シャープとの共同研究）

18.	 ナノ光電子デバイスの実現～青色・紫外新型素子の基盤技術開発
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）有田宗貴，准教授 岩本敏

　III族窒化物半導体発光素子に輻射場を制御するフォトニック結晶や垂直微小共振器構造を導入すれば青色・紫外
発光素子の高効率化・高性能化が見込まれる．本研究では，高効率・高温動作単一光子発生器や高温動作励起子ポラ
リトンレーザなどの実現を目指して，窒化物半導体を用いたフォトニック結晶ナノ共振器や垂直微小共振器の作製技
術開発を行っている．これまでに，独自に開発した加工法で作製したナノビーム共振器において，波長 403nmにお
いて Q値 6,900以上という極めて高い値を達成している．これは近紫外領域のフォトニック結晶共振器の Q値とし
て世界最高の値である．また，選択的 GaN熱分解による AlGaN自立薄膜の作製手法を開発し，従来の技術では作製
が極めて困難であった高品質 AlGaNフォトニック結晶ナノ共振器および超高品質垂直微小共振器も実現した．これ
らの結果は，我々の窒化物半導体微細加工技術が青色・紫外新型発光素子の基盤技術，特に上述のナノ・マイクロ共
振器の作製技術として世界最高水準にあることを示すものである．

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

　フォトニック結晶ナノ共振器の共振特性制御はナノ光電子デバイスの自在な制御を可能とし，フォトニック結晶を
基盤とした光集積回路の実現や電子光子相互作用を扱う基礎物理の開拓へ向けて研究が進められている．特に共振器
の Q値制御においてはその制御範囲の拡大が重要な課題の一つであり，これまでレーザー照射を用いた Q値制御手
法などが検討されてきた．本研究ではナノメカニカル機構（NEMS）を用いた新たな Q値制御手法用いて，より広範
囲な共振器の Q値制御の達成と，それを利用した電子光子相互作用の制御を実現することを目指している．これま
でに，共振器 -NEMS構造の最適化に加え，独自に開発した高精度な微細加工技術を用いることにより，約 3,500か
ら 14,000までの広範囲な共振器の Q値制御に成功した．達成した Q値制御範囲は量子ドットを含むフォトニック結
晶ナノ共振器系において最大であり，現在，本共振器を用いた共振器電磁力学効果の制御などの新たな展開を進めて
いる．

20.	 ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット赤外線検出器基盤技術開発
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　安全・安心，環境調和性が求められる将来の社会においては，熱画像や環境情報を収集するために必要となる高感
度な赤外線検出器の需要が高まると予想される．そこで我々は，量子ドットのサブバンド間遷移を利用する赤外線検
出器の研究開発を行っている．量子ドット赤外線検出器の特長として，量子ドットに電子が強く閉じ込められており
熱励起による電子の散逸が小さいために暗電流が小さい，量子ドットの形状や大きさまたは周辺の量子構造を変える
ことにより検出中心波長を制御できる，量子ドットの数密度を大きくすることで高い検出効率を実現可能である，が
挙げられる．我々は，GaAs基板上に形成した InAs量子ドットと InGaAs歪み緩和層を光吸収層にもつ構造を作製し，
InGaAs歪み緩和層の厚さと材料組成比に応じて赤外線検出波長を制御できることを実証した．さらに，ポストプロ
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セスである急速熱アニールにより検出波長を長波長側へシフト．以上の技術を組み合わせることで，波長 6～11μ m
の範囲での検出波長制御技術を確立した．今後は，検出効率増大やノイズ低減などに取り組んでいる予定である．（NEC
との共同研究）

21.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン系基板上高品質 InAs 量子ドット形成技術
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）田辺克明，准教授 岩本敏

　光配線技術の実現に向けて，高い発光特性を示す化合物半導体をシリコン基板上に形成する技術に注目が集まって
いる．特に量子ドットレーザは温度安定性など優れたレーザ特性を示すことから大きな期待を集めている．シリコン
系基板の一つとして，近年，GeOI（germanium-on-insulator-on-silicon）基板が，シリコンフォトニクス応用への量子ドッ
トレーザの一体型集積化のためのプラットフォームとして提案されている．本研究では，GeOI基板上への量子ドッ
トレーザの実現を目的に，GeOI基板上への高品質 InAs量子ドットの形成技術の開発に取り組んでいる．これまでに，
GeOI基板および Ge/Si基板上に，高い量子ドットのサイズおよび面密度の均一性を有する InAs量子ドットの積層構
造（8層）の形成に成功している．これらの代替基板上に積層された InAs量子ドットの光励起発光強度および線幅は，
GaAs基板上に成長された同構造のものに匹敵する値が得られている．現在，これらの成長技術を用い，Si系基板上
の量子フォットレーザの作製を進めている．

22.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン上量子ドット発光デバイス基盤技術開発
教授 荒川泰彦，特任准教授 （東大）田辺克明，准教授 岩本敏

　光電子融合技術の実現に向けて電子デバイスと光デバイスを同じチップ上に集積することが不可欠である．特にシ
リコン自体での発光素子実現が困難であることから，III-V族光源の集積化に期待が寄せられている．特に量子ドッ
トレーザは，温度安定性や低レーザ発振閾値といった特性から光電子高密度集積に適した光源である．我々は，化合
物半導体量子ドットレーザを備えたシリコンの光集積回路の構築を目的として，シリコン基板上の InAs量子ドット
レーザの作製を進めている．これまでに，格子不整合な異種半導体間の接合を作るために開発した新規融着技術を用
い，シリコン基板上量子ドットレーザの室温発振を実現するとともに，シリコン上レーザとして世界最小レベルの閾
値電流密度を達成している．また，シリコン導波路を模したシリコンリブ構造上の通信波長帯 1.3ミクロン InAs量
子ドットレーザの作製に成功した．同時に，初めてのシリコンリブを通した電流注入による半導体レーザの駆動を達
成した．現在，シリコン導波路への光結合が可能な InAs量子ドットレーザの設計および作製も進めている．

23.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～ゲルマニウム発光素子基盤技術開発
教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　COMSプロセスと融和性の高い Siや Geから構成される光源は，その融和性からシリコンフォトニクスにとって
明らかに重要であるが，それら材料が間接遷移半導体であることから同時に極めて挑戦的な研究である．Geは Siと
同様に間接遷移半導体ではあるが，バンドギャップが最小となる L点（間接遷移）と直接遷移であるΓ点のエネルギー
差が比較的小さいことが特徴である．そのため，引っ張り歪と高濃度の電子ドーピングを組み合わせることによって
直接遷移のΓ点発光を大幅に増強することができる．Γ点からの寄与を増やし正味の光利得を得るには高い電子ドー
ピング濃度が必要となるが，一方でこれは結晶品質に悪影響を与える．本研究では，ゲルマニウムの発光基礎物性の
解明とそのデバイス応用を目指している．これまでに，キャリア寿命の観点から高い電子ドーピング濃度＞
1019cm-3を有し引っ張り歪 0.2%程度が導入された Si上に直接選択成長された Geの結晶品質を調べ，バルクよりも
数桁速い数百 psの寿命をこれら Geが有していることを時間分解発光分光を用いて明らかにしてきた．寿命は
Shockley-Read Hallと Auger非発光過程で決まっており特に初期成長 Si/Ge界面での非発光再結合が主要な要因であ
ることを明らかにした．今後は，ドーピングの影響や光利得の測定，電流駆動デバイスへの発展を推進し，Geを用
いた高効率光源の実現を目指す．（HITACHIとの共同研究）

24.	 	LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～輻射場エンジニアリングによるシリコン系発光素子の基
盤研究

教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　シリコン系発光素子はチップ間光配線など光電子集積における次世代技術として大きな関心が寄せられている．し
かし，シリコンは間接遷移型半導体であり，発光寿命は msオーダーと化合物半導体に比べて桁違いに長く，光エミッ
タとしては適さないと考えられてきた．本研究では，発光寿命を決定している要因のひとつである光子状態密度・真
空輻射場の電場強度に着目し，人工的に輻射場をデザインすることで，シリコンの発光を効率化し，そのデバイス応
用への可能性を探る．これまでにフォトニック結晶ナノ共振器を用いることで，結晶性シリコンに比べて 300倍以上
の発光強度を観測することに成功するとともに，小さい体積の共振器ほど発光増強に有効であることを実験的に示し
た．また，ナノ共振器で増強された発光のフォトニック結晶導波路を介した面内伝搬も実証し，将来の光電子融合素
子への応用の可能性を示した．さらに，フォトニック結晶構造を有するシリコン LED，シリコンフォトニック結晶
ナノ共振器 LEDを初めて実現するとともに，シリコンナノ共振器 LEDの 100MHz直接変調などの成果を達成してい
る．
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25.	 	LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～フォトニックナノ構造を用いたシリコンラマンレーザの
開発

教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　シリコン導波路を利用したラマンレーザは，外部励起光源を必要とするものの，現在唯一実現されているシリコン
レーザであり高い注目を集めている．シリコン導波路ラマンレーザでは発振を実現するために強い励起レーザと長い
共振器（mm-cm）が必要であった．一方，フォトニック結晶導波路を用いることで，強い光閉じ込め効果や低群速
度状態を利用することができ，非線形光学効果の増強が可能となり，シリコンラマンレーザの低閾値化・小型化が実
現できると期待される．我々は，その第一歩としてシリコンフォトニック結晶導波路における自然ラマン散乱光の観
測に成功するとともに，励起光の低群速度領域におけるラマン光増強を確認した．一方，誘導ラマン散乱を用いた光
増幅・発振を実現するためには，高いラマン利得係数を実現するための低い群速度と外部からの結合が可能な導波モー
ドを用いる必要がある．我々は，従来提案されていた構造に比べて 100倍以上の性能を実現できる可能性をもつシリ
コンフォトニック結晶導波路構造を提案した．さらに，同程度の特性を実現できる，より堅牢で作製が簡便な構造も
提案している．現在，これらの実験的検証を進めている．

26.	 	LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン 3次元フォトニック結晶技術と 3次元光配線技
術の開発

教授 荒川泰彦，准教授 岩本敏

　シリコン系発光デバイスおよびチップ間光配線は次世代 IT技術に不可欠なものとして大きな研究目標の一つと
なっている．我々は三次元フォトニック結晶技術を用いたシリコンナノ光源や三次元光配線の実現に向けた基盤技術
の開発を進めている．これまでに，GaAsで 構成されたナノ共振器と InAs量子ドットが 組み込まれたシリコン 3次
元フォトニック結晶を作製し，ハイブ リッド型 3次 元フォトニック結晶ナノ共振器レーザ（パルス光励起）を初め
て実現した．また，シリコン 3次元フォト ニック結晶ナノ共振器に Ge量子ドットを組み込むことにより，オール 
IV族アクティブシリコンフォトニック結晶を初めて実現し，発光ダイナミクスの変化の観測にも成功している．さ
らに，新たな三次元フォトニック結晶導波路や共振器構造の設計も進めており，実験的検証を目指した研究も展開し
ている．（一部ドイツ・ミュンヘン工科大学との共同研究）

27.	 	次世代有機半導体デバイスの研究開発～インクジェットプロセスによる高性能有機トランジス
タの形成技術開発

教授 荒川泰彦，委嘱准教授 （東大）北村雅季，准教授 岩本敏

　有機トランジスタは塗布工程により，低コストで大面積エレクトロニクスを実現可能であることから，注目を集め
ている．我々はインクジェット法を用いて均一な薄膜のパターンを作製する技術を開発し，今まで塗布工程によって
薄膜化が困難であった C60を用いて非常に均一な薄膜を得ることに成功した．またデバイス構造の最適化を行い，
C8-BTBTをチャンネル層とする PMOSでは 2cm2/Vs，C60をチャンネル層とする NMOSでは 4cm2/Vs以上の移動度
を示し，同一基板上での高性能 CMOSの開発に応用できると考えられる．またインクジェットによる均一な薄膜作
製法を用いて様々な材料を試し，より高性能のフレキシブルエレクトロニクスの実現に向けて研究に取り込んでいる．
（一部シャープとの共同研究）

28.	 世代有機半導体デバイスの研究開発～高性能有機トランジスタの開発
教授 荒川泰彦，委嘱准教授 （東大）北村雅季，准教授 岩本敏

　有機半導体トランジスタは，作製が容易であり大面積集積回路が低コストで作製できるといった特徴がある．また，
PMOS，NMOSともに 1cm2/Vs以上移動度が得られており，CMOS回路への応用が期待できる．我々は高移動度材料
として期待される DNTT誘導体および C60をそれぞれ有機 PMOSおよび NMOSのチャネル材料に使用し有機
CMOS回路の高速動作に取り組んでいる．有機 PMOSについては高速動作のために必要となる短チャネル，高移動
度のトランジスタの実現が困難であったが，電極作製技術の最善により数ミクロンの有機 PMOSとしては最高レベ
ルの移動度 2 cm2/Vsを達成している．（一部シャープとの共同研究）

29.	 時系列信号方式コリニアホログラフィックメモリーの記録再生特性
教授 志村努，大学院学生 （志村研）河﨑正人

　時系列信号方式コリニアホログラフィックメモリーの記録再生特性を明らかにするため，再生信号の二次元強度分
布を解析的に求める新たな理論を構築した．これにより，参照光画素と信号チャンネルの位置関係を変化させること
で再生信号の強度分布をコントロールすることが可能となり，シミュレーションと実験でも同様の結果が得られるこ
とを確認した．また，216チャンネルでの並列記録再生実験にも成功した．本年度の研究では本システムの核となる
基礎的な要素について検証した．今後は記録密度の限界を見積もるために，より詳細な評価を行なっていく予定であ
る．
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VI.　研究および発表論文

30.	 材料特性を考慮したホログラフィックメモリーの新モデル構築
教授 志村努，大学院学生 （志村研）古里博志

　現在我々は次世代光記憶デバイスとしてホログラフィックメモリーの研究を行なっているが，シミュレーションの
結果が実験結果を再現出来ない場合があることが判明した．再現出来ない理由の 1つとして，ホログラムを記録する
材料の空間周波数特性をシミュレーションにおいて考慮していないことが挙げられた．そこで，材料の空間周波数特
性を測定する装置を開発し，得られたデータを基に新たなシミュレーションモデルを構築し，実験の結果やこれまで
のシミュレーションモデルの結果との比較検証を行なっていく．

31.	 偏光パルスによって誘起した反強磁性体NiOのスピン振動の研究
教授 志村努，助教 （志村研）佐藤琢哉，大学院学生 （志村研）大谷研輔

　近年，反強磁性体に光パルスを照射することによってスピン振動が引き起こされることが明らかになった．我々は
照射する光パルスの操作を通してスピン振動を制御することを目指し研究を行っている．研究対象とした反強磁性体
NiOに照射する光パルスの偏光をかえることで，誘起・観測できる振動モードがかわり，その時間的な振動波形も変
化することを明らかにした．またこれらのスピン振動の偏光依存性を利用して NiOに存在する 3つの磁気的なドメ
インの判別を行った．

32.	 3 副格子をもった六方晶YMnO3 における光誘起磁化運動
教授 志村努，助教 （志村研）佐藤琢哉，大学院学生 （志村研）飯田隆吾

　磁性体に光パルスを入射すると偏光に依存した有効磁場が誘起され磁化運動が生じる．これまでの実験では 2副格
子までの磁性体しか使われていなかったので，誘起できる磁化振動の軌跡は 2次元面内に留まっていた．我々は 3副
格子を持った YMnO3（0001）面に直線偏光パルスを入射し 2重縮退した面内磁化振動モードを，円偏光パルスを入
射し面間磁化振動モードを，それぞれ誘起させ 3次元的な磁化運動の制御を可能にした．また，2つの偏光状態が異
なる直線偏光パルスを時間差をつけて入射させることで，磁化の円運動を操作することができた．

33.	 偏光ホログラムによる多値記録ホログラフィックメモリーの研究
教授 志村努，大学院学生 （志村研）松橋佑介

　次世代光記録デバイスとして期待されているホログラフィックメモリーに偏光ホログラムを応用し，偏光を情報と
する多値記録ホログラフィックメモリーの研究を行っている．今年度は，偏光多値記録のページデータホログラムの
記録再生を行い，このようなページデータが記録再生可能であることを実験的に確かめた．また，数値シミュレーショ
ンにより，偏光多値ページの記録再生特性，ノイズに強いコーディングなどを明らかにした．さらに，記録条件の最
適化により従来のホログラフィックメモリーの 2倍の記録容量，3倍の転生レートが実現可能であることを示した．

34.	 光パルスによる希土類鉄ガーネットのスピン波励起
教授 志村努，助教 （志村研）佐藤琢哉，大学院学生 （志村研）吉峯功

　スピン波は局在スピンにおけるスピン状態の輸送現象である．スピン波は物質により cmオーダーの長距離を伝播
することが知られており，スピン状態を利用した情報伝送などの応用が期待される．われわれは，フェムト秒 光パ
ルスによるスピン波の励起と観測を行っており，過去には励起光スポット形状によりスピン波の伝播方向を制御でき
ることを示した．本研究では，励起光パルスの偏光状態により励起されるスピン波の位相を含めた制御を目指す．

35.	 自己組織化量子ドットを介した電子伝導の物理と応用
教授 平川一彦，准教授 野村政宏，特任講師 （東大）柴田憲治， 

特任研究員 （平川研）Cha Kyuman，特任研究員 （平川研）長井奈緒美，大学院学生 （平川研）Zhang Ya， 
教授 （東大）樽茶清悟，講師 （東大）大岩顕，准教授 町田友樹

　自己組織化 InAs量子ドット構造の特異な物性の解明とその応用を目的として研究を行っている．本年度は，（1）
電子ビームリソグラフィーと新しい結晶表面クリーニング法を組み合わせることにより，量子ドットの位置，形状，
量子力学的結合を制御する技術をほぼ確立するとともに，単一電子トランジスタへの応用に成功した，（2）単一量子
ドットトランジスタ構造にテラヘルツ電磁波を照射することにより，光支援トンネル効果の観測に成功した，（3）広
帯域テラヘルツ光源を用いて，単一量子ドットの量子準位の分光に取り組んでいる．

36.	 単一原子レベルの超微細加工プロセスと単一分子トランジスタ
教授 平川一彦，特任助教 （平川研）梅野顕憲，学振 PD （平川研）吉田健治， 

大学院学生 （学振特別研究員）（平川研）坂田修一，大学院学生 （平川研）岡村直柔，教授 （東北大）塚田捷

　我々は，原子レベルでの金属超微細電極の加工プロセスおよびそれを用いて作製した単一分子トランジスタの伝導
の研究を行っている．本年度は，（1）強磁性電極を有する単一フラーレン分子トランジスタの作製に成功し，特異な
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クーロン安定化ダイアグラムが見いだされたほか，巨大な負のトンネル磁気抵抗を観測した．（2）二重フラーレン分
子トランジスタを作製し，2つの分子間のトンネル伝導において非弾性トンネル効果が重要な役割を演じていること
を明らかにした．（3）単一ポルフィリン分子トランジスタにおいて，電圧を印加することにより，分子がナノメカニ
カルに回転することによる抵抗スイッチング効果を見いだした．

37.	 半導体量子構造を用いたテラヘルツ光源・検出器の開発
教授 平川一彦，特任講師 （東大）柴田憲治， 

学振外国人特別研究員 （平川研）Li Hua，特任研究員 （平川研）長井奈緒美，大学院学生 （平川研）田中宏， 
大学院学生 （平川研）河野健太，情報通信研究機構 酒瀬川洋平，情報通信研究機構 安田浩朗，  

情報通信研究機構 関根徳彦，情報通信研究機構 寶迫巌

　半導体量子構造を用いて，これまで未開拓であったテラヘルツ領域で動作する新規光源，検出器の開拓を行ってい
る．本年度は，（1）半導体超格子にアンテナを集積化した構造に，メタノール分子ガスレーザからの高強度テラヘル
ツ電磁波を照射し，伝導制御を行い，高電界ドメインの消滅に成功した．（2）量子カスケードレーザの動作を阻害す
る高電界ドメインの効果について検討を行った．

38.	 テラヘルツ分光技術の開発と応用
教授 平川一彦，助教 （平川研）大塚由紀子，大学院学生 （平川研）河野健太

　フェムト秒レーザパルスを用いたテラヘルツ電磁波やフーリエ分光器からのテラヘルツ電磁波を用いて様々な物性
研究を行っている．本年度も引き続き，（1）水を含んだタンパク質（ゼラチン）の乾燥過程と加糖の影響に関して検
討を行った．（2）メタマテリアルの評価などに適した標準的なテラヘルツ分光システムを整備した．

39.	 分子線エピタキシーを用いた高純度半導体へテロ構造の成長
教授 平川一彦，特任講師 （東大）柴田憲治， 

特任研究員 （平川研）Cha Kyuman，特任研究員 （平川研）長井奈緒美

　分子線エピタキシーを用いて，原子レベルで精密に制御された半導体へテロ構造の作製を行っている．特に，高移
動度ヘテロ構造二次元電子系や自己組織化量子ドットの成長，さらに量子カスケード構造の成長を行っている．

40.	 プラズモン誘起電荷分離に関する研究
教授 立間徹，助教 （立間研）坂井伸行，特任研究員 （立間研）数間恵弥子，大学院学生 （立間研）田邉一郎， 

大学院学生 （立間研）小西洋平，大学院学生 （立間研）片木優，大学院学生 （立間研）安田一

　金属ナノ粒子と半導体の界面において，プラズモン共鳴に基づいて電荷分離が誘起される．この現象の機構につい
て解明するとともに，フォトクロミズム，バイオセンシング等の用途開発を行う．

41.	 プラズモン共鳴による光電気化学過程の増強
教授 立間徹，助教 （立間研）坂井伸行，大学院学生 （立間研）川脇徳久，大学院学生 （立間研）朝倉彰洋

　局在表面プラズモン共鳴により金属ナノ粒子近傍に生じる振動電場を利用して，色素や半導体を励起し，光電変換
や光触媒反応を効率化する．

42.	 新しい光電気化学過程の開発と応用
教授 立間徹，助教 （立間研）坂井伸行，技術職員 （立間研）黒岩善徳，外国人協力研究員 （立間研）陳景智， 

大学院学生 （立間研）古郷敦史，大学院学生 （立間研）中村敏志，大学院学生 （立間研）朴秀知

　金属クラスターを光増感剤として用いた光電変換システム，エネルギー貯蔵型光触媒などの開発を行う．

43.	 セシウム吸収材を担持させた素材の開発とその製品化
准教授 石井和之

44.	 酸素光還元触媒の開発
准教授 石井和之

45.	 放射性セシウム除染技術の開発
准教授 石井和之
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46.	 生体内レドックスを可視化する蛍光イメージング技術の開発
准教授 石井和之

47.	 光合成アンテナの磁気キラル二色性に関する研究
准教授 石井和之

48.	 ホモキラリティの起源に関する研究
准教授 石井和之

49.	 機械的回転で誘起される流体運動を用いた不斉合成法の開発
准教授 石井和之

50.	 グラフェンにおける量子輸送現象
准教授 町田友樹

ナノエレクトロニクス連携研究センター
1.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価

准教授 髙橋琢二，教授 （名古屋大）宇治原徹，准教授 （立命館大）峯元高志， 
大学院学生 （髙橋（琢）研）龍顯得，大学院学生 （髙橋（琢）研）石井智章

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

2.	 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発と太陽電池材料評価への応用
准教授 髙橋琢二，大学院学生 （髙橋（琢）研）浜本寧

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．

3.	 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光
准教授 髙橋琢二，技術専門職員（髙橋（琢）研）島田祐二

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

4.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
准教授 髙橋琢二，技術専門職員（髙橋（琢）研）島田祐二

　走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するとともに，
自己形成 InAs量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．
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バイオナノ融合プロセス連携研究センター
1.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究

教授 酒井康行，教授 新野俊樹，准教授 白樫了，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広，教授 （東大）宮島篤， 
准教授 （東大）伊藤大知，特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫， 
大学院学生 （酒井（康）研）Pang Yuan，大学院学生 （酒井（康）研）Stephanie Liana Utami Sutoko

　将来，移植にも耐えるような肝・肺・腎・膵などのヒトの大型組織を in vitroで再構築するためには，ヒト臨床治
験までのロードマップに基づき，多くの工学的・生物学的・医学的知見を融合活用する必要がある．そこで，ミクロ
からマクロのスケールまでの酸素供給確保を第一に考え，担体の流路ネットワークや細胞高密度保持部等の内部構造
の設計・前駆細胞の効率的成熟化・人工酸素運搬体の開発とそれを用いた灌流培養による臓器育成などの多方面の研
究を融合的に進めている．

2.	 幹細胞の大量増幅・分化誘導プロセスの開発
教授 酒井康行，教授 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）Matthias Lutolf，教授 （トロント大学）Peter Zandstra， 

特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury， 
大学院学生 （酒井（康）研）堀口一樹，大学院学生 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）田畑陽二

　ES細胞や iPS細胞を実際の再生医療に用いる場合には，多量の細胞の未分化増幅と特定臓器細胞への分化誘導を
効率的に行う必要があり，浮遊懸濁型リアクターの利用が必至である．これらの細胞は特に初期には撹拌によるせん
断応力に対して脆弱であり何らかの保護が必要であること，高価な増殖因子の添加をなるべく抑制するために自己分
泌因子を最大限に利用することが望ましいこと，からハイドロゲルによるマイクロカプセル化に着目し，大量培養プ
ロセスの総括的効率の観点から検討を行っている．

3.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井康行，教授 藤井輝夫，教授 立間徹，准教授 竹内昌治，教授 （東大）宮島篤， 

分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫，特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦， 
特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury，特任研究員 （酒井（康）研）岩沢こころ， 

研究員 （BEANS）松井等，大学院学生 （酒井（康）研）篠原満利恵， 
大学院学生 （酒井（康）研）肖文晋，大学院学生 （酒井（康）研）青山拓矢

　従来のように均一かつ二次元的な細胞培養法では，ヒト個体の影響評価には不十分であることが多い．そこで，重
要な標的臓器・動態制御臓器について，物質交換に配慮した三次元培養，マイクロ化技術，パターニング技術．迅速
検出技術などを融合活用することで，実臓器で起きる生物学的応答現象を包括的に再現可能な先進的臓器モデルの開
発を進めている．具体的には，代謝と極性輸送の両者を再現可能な肝や肺胞組織モデルに焦点を当て，併せて定量的
ヒト影響予測のための数理モデルとの融合利用も図り，最終的には動物フリーの影響予測手法体系の確立を目指す．

4.	 カーボンナノファイバーを用いる新規バイオセンサー開発
助教 （酒井（康）研）小森喜久夫，教授 迫田章義，教授 酒井康行，大学院学生 （酒井（康）研）矢村健太郎

　カーボンナノファイバーはその高い導電性からエネルギーやバイオ・ナノエレクトロニクス分野などへの利用が期
待されている．周囲との電子移動に利用できるエッジ部分がファイバー側面に多数露出したカップ積層型ファイバー
について，酵素や細胞を固定化した新規高感度バイオセンサーの開発を進めている．

5.	 異種細胞からなる組織構築プロセスの実験・数理的解析と制御
特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，協力研究員 （合原研）中岡慎治， 

大学院学生 （酒井（康）研）尾方優花，教授 酒井康行

　生体組織は異種の細胞から構成されており，培養条件下でもこのようなヘテロ環境を整えることで，臓器特異的機
能の発現亢進が見られる．しかしながら異種細胞を望みのパターンで三次元的に積み上げることは容易ではなく，生
物学的な自己組織現象のより積極的な利用が望まれる．そこで肝や膵組織に焦点を当て，パターン構築プロセスにつ
いて実験的解析とそれを記述する数理モデルの開発を平行して進め，最終的には自己組織化現象をフルに活用した構
築方法を提案することを目指している．

最先端数理モデル連携研究センター
1.	 脳・神経システムの情報処理に関する数理的研究

教授 合原一幸，准教授 鈴木秀幸，准教授 河野崇，特任准教授 平田祥人

　脳における情報処理の仕組みを理解するため，神経ネットワークの数理モデル研究および実験データ解析を行って
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いる．例えば，神経ダイナミクスやその背後にある認知過程の数理モデル化，情報理論の観点から最適なシナプス学
習則の導出，非線形システム理論に基づく神経ネットワークモデルの解析等を行ってきた．また，神経の実験データ
を解析するための新しい時系列解析手法や統計解析手法を提案し，脳の高次機能の一端を明らかにしてきた．さらに，
神経モデルの情報処理原理を利用したアナログ計算デバイスの開発にも取り組んでいる．

2.	 非線形システム解析とリアルワールドシステムへの応用
教授 合原一幸，准教授 鈴木秀幸，特任准教授 田中剛平

　実世界に見られる様々な複雑現象を理解するため，数理モデリングを通して現象を再現し，非線形力学系理論や時
系列解析手法などを適用して複雑さの本質を明らかにすることを目指している．最近では，ハイブリッド力学系，結
合振動子系，ゲーム理論，複雑ネットワーク，リカレンスプロット，画像連想記憶，などに関する基礎数理的な研究
を行ってきている．また，実世界への応用として，風速・風向，神経膜応答，経済，地震等の実データ解析にも取り
組んできた．

3.	 疾病の数理モデリング
教授 合原一幸，特任准教授 田中剛平

　効果的な予防法や治療法が十分に確立されていない，がんや感染症などの疾病に対し，数理モデリングを通じて病
気の進行や感染の拡大を理解し，実効的な治療法や対策を提案することを目指している．前立腺がんの数理モデル研
究では，がんの再燃に対する間欠的ホルモン療法の有効性を時系列解析や分岐解析によって調べた．また，感染症に
対しては，季節型および新型インフルエンザの同時流行時のワクチン最適配分問題やパーソントリップデータを用い
た新型インフルエンザ伝播の大規模解析システムの開発に取り組んできた．

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

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

5.	 コロイドの凝集過程における流体力学的相互作用の役割に関する研究
教授 田中肇，助教 （田中（肇）研）古川亮

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

6.	 複雑ネットワークの静的および動的解析
教授 （Strathclyde大）Ernesto Estrada，研究実習生（羽田野研）Ruben Bueno，准教授 羽田野直道

　人間社会やコンピュータ・ネットワーク，生体内のタンパク質ネットワークなどは，共通の性質を持っており，そ
れらをまとめて「複雑ネットワーク」と呼んで，世界的に研究されている．我々のグループでは，ネットワークの中
でどのノードが中心性を強く持っているか，あるノードと別のノードはどれくらい強く通信性を持っているかなどを
定量的に議論するための指標を，統計力学の原理に基づいて導入した．特に後者を用いて，複雑ネットワークの中で
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どのようなコミュニティーが存在するかを検出するアルゴリズムを提案した．また，複雑ネットワークにおける隣接
行列では，大量にゼロ固有値が縮退しており，それらに対応する固有ベクトルはネットワークの局所的構造に強く局
在していることを示した．

7.	 ツイッター・ネットワーク上の情報拡散
大学院学生 （羽田野研）川本達郎，准教授 羽田野直道

　ツイッターのネットワークを例に，情報を受け身で受け取って他に転送するという形の伝播による情報拡散を統計
物理学的に研究し，実データを再現するような理論を構築することに成功した．また，情報伝播に相関がある場合，
情報が爆発的に拡散する「炎上」が起こりやすくなることを理論的に示した．

8.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄，大学院学生 （坂本研）中島章博

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は， FDTD法における指向性音源条件に対する検討を行った． また，室内に
おける会話のし易さに着目した研究の基礎的検討として，頭部伝達関数を波動数値解析に取り込む手法を開発した室
内音響に対する応用研究として，音楽練習室の FDTD解析を行い，解析結果に基づいて可聴化シミュレーションお
よび聴感評価実験を行った．

9.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄

　室内外の音響伝搬特性，室間遮音特性を精度よく計測する手法について研究を行っている．今年度は，インパルス
応答を計測するための Swept sine method（Time Stretched Pulse Method:TSP法）を，屋外空間における長距離伝搬測定
に応用した．

10.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本慎一，助教 （坂本研）横山栄

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，わが国における標準的な道路騒音予測計算法の改良を目的として，エネルギーベース計算法の適用が困難とな
る複雑な道路構造に対する波動数値解析手法の適用性に関する検討を行った．

11.	 シリコン神経ネットワークの開発
准教授 河野崇

　シリコン神経ネットワークは，神経ネットワークを神経細胞の粒度で電子回路により模倣するシステムである．本
研究室では，非線形数学を応用した設計手法を開発すると共に，脳神経系を模倣した新しい原理で動作する情報処理
システムへの応用をめざし，低消費電力なシリコン神経ネットワークの実現を目指している．

12.	 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
准教授 小林徹也

13.	 情報処理の最適性からとらえる分子・細胞・発生現象
准教授 小林徹也

14.	 コミュニケーションの基盤としての自己観測原理
特任准教授 牧野貴樹

　コミュニケーションにおいては，複数の主体が，他者の内部状態（心的状態など）を推定することで他者の振る舞
いを予測し，その予測に基づいて自らの行動を決定していると考えられる．しかし，他者に関して事前知識がない場
合，相互に同じ複雑性を持つ主体同士が相手の内部状態の空間を再構成することは次元の爆発を招くため不可能であ
る．提案している自己観測原理は，自己の振る舞いを予測するためのモデルを構築することで，他者を予測するため
の基盤を構築するというものである．言語など，コミュニケーションに関する脳内の処理について新たな視点を提示
するとともに，コミュニケーションに関する構成論的研究の道筋をつける重要な研究課題である．
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15.	 徒弟学習に基づく他者の内部モデルの推定
特任准教授 牧野貴樹

　強化学習は，効用の和を最大化するような行動を試行錯誤によって学習し，選択する枠組みであり，コミュニケー
ションにおいて主体が行動を決定する原理としても重要である．他者が強化学習の原理に従って行動していると仮定
することで，他者の心的状態に加え，他者の脳内にある世界のモデルについて推論することが可能となる．従来，他
者の行動系列から効用関数を推定する手法については研究が進められてきていたが，モデルそのものについて推論す
る研究は行われていなかった．我々は，部分観測環境において，隠れ状態の遷移に関するモデルについても，他者の
行動を元にして効率的に推定できることを示した．これにより，強化学習に基づく対話システムの構築などで重要と
なる部分観測環境モデルの設計が容易になることが期待できる．このような他者の内部モデルの推定手法は，自己観
測原理を構成論的に実現するために必要な計算論的ステップの第一歩である．本プロジェクトでコミュニケーション
の数理システムとしての解明への道筋をつけることができれば，様々な応用につながると考えられる．

16.	 力学系の自動証明系に基づくデータベース構築
特任准教授 牧野貴樹

　精度保証付き演算に基づき，力学系の不変集合の存在可能な範囲を自動証明するとともに，不変集合のトポロジカ
ルな情報を抽出することで，力学系を自動分類するためのソフトウェア基盤として，Conley-Morse Graphがある．本
研究では，本プロジェクトで取り扱っている様々な数理モデルをこのソフトウェアで扱うことを試み，カオスアトラ
クタ・非カオス的ストレンジアトラクタの識別技術，ノイズのある力学系の取り扱い，ハイブリッド力学系の取り扱
いに対する拡張法を提案した．この研究を進めることで，本プロジェクトの成果をもとに力学系データベースを構築
することを目指す．

17.	 非線形時系列解析とその応用
特任准教授 平田祥人

　この研究室では，非線形時系列解析の手法を開発するとともに，重要な課題である脳，経済，癌などから取られた
実データに対して開発した手法を応用している．現在の主な興味は，（i）観測が不規則な時間間隔で得られるような
点過程データの解析手法の開発と，（ii）癌の治療法のオーダーメイド化である．

LIMMS/CNRS-IIS	（UMI	2820）国際連携研究センター
1.	 マイクロチャンバを用いた生化学反応及び一細胞解析に関する研究

教授 藤井輝夫，特任准教授 ロンドレーズヤニック，特任研究員 （藤井（輝）研）金田祥平

　直径数ミクロンから数十ミクロン程度のチャンバ構造の内部において，一分子レベルの DNAから蛋白質を合成す
る反応や，一細胞のみの機能解析を行う技術の開発を進めている．

2.	 微小液滴を用いた一細胞解析に関する研究
教授 藤井輝夫，特任准教授 ロンドレーズヤニック， 

外国人協力研究員（藤井（輝）研） Linda Desbois，特任研究員 （藤井（輝）研）金田祥平

　微小液滴を用いて細胞一個を対象とした遺伝子機能解析を行う方法の開発を進めている．

3.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井輝夫，特任准教授 ロンドレーズヤニック，特別研究員 （藤井（輝）研）Anthony Genot， 

外国人協力研究員（藤井（輝）研） Adrien Padirac，大学院学生 （藤井（輝）研）架谷昂志

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．

4.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究
教授 酒井康行，教授 新野俊樹，准教授 白樫了，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広，教授 （東大）宮島篤， 

准教授 （東大）伊藤大知，特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫， 
大学院学生 （酒井（康）研）Pang Yuan，大学院学生 （酒井（康）研）Stephanie Liana Utami Sutoko

　将来，移植にも耐えるような肝・肺・腎・膵などのヒトの大型組織を in vitroで再構築するためには，ヒト臨床治
験までのロードマップに基づき，多くの工学的・生物学的・医学的知見を融合活用する必要がある．そこで，ミクロ
からマクロのスケールまでの酸素供給確保を第一に考え，担体の流路ネットワークや細胞高密度保持部等の内部構造
の設計・前駆細胞の効率的成熟化・人工酸素運搬体の開発とそれを用いた灌流培養による臓器育成などの多方面の研
究を融合的に進めている．
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5.	 幹細胞の大量増幅・分化誘導プロセスの開発
教授 酒井康行，教授 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）Matthias Lutolf，教授 （トロント大）Peter Zandstra， 

特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury， 
大学院学生 （酒井（康）研）堀口一樹，大学院学生 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）田畑陽二

　ES細胞や iPS細胞を実際の再生医療に用いる場合には，多量の細胞の未分化増幅と特定臓器細胞への分化誘導を
効率的に行う必要があり，浮遊懸濁型リアクターの利用が必至である．これらの細胞は特に初期には撹拌によるせん
断応力に対して脆弱であり何らかの保護が必要であること，高価な増殖因子の添加をなるべく抑制するために自己分
泌因子を最大限に利用することが望ましいこと，からハイドロゲルによるマイクロカプセル化に着目し，大量培養プ
ロセスの総括的効率の観点から検討を行っている．

6.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井康行，教授 藤井輝夫，教授 立間徹，准教授 竹内昌治，教授 （東大）宮島篤， 

分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫，特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦， 
特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury，特任研究員 （酒井（康）研）岩沢こころ， 

研究員 （BEANS）松井等，大学院学生 （酒井（康）研）篠原満利恵，大学院学生 （酒井（康）研）肖文晋， 
大学院学生 （酒井（康）研）青山拓矢

　従来のように均一かつ二次元的な細胞培養法では，ヒト個体の影響評価には不十分であることが多い．そこで，重
要な標的臓器・動態制御臓器について，物質交換に配慮した三次元培養，マイクロ化技術，パターニング技術．迅速
検出技術などを融合活用することで，実臓器で起きる生物学的応答現象を包括的に再現可能な先進的臓器モデルの開
発を進めている．具体的には，代謝と極性輸送の両者を再現可能な肝や肺胞組織モデルに焦点を当て，併せて定量的
ヒト影響予測のための数理モデルとの融合利用も図り，最終的には動物フリーの影響予測手法体系の確立を目指す．

7.	 カーボンナノファイバーを用いる新規バイオセンサー開発
助教 （酒井（康）研）小森喜久夫，教授 迫田章義，教授 酒井康行，大学院学生 （酒井（康）研）矢村健太郎

　カーボンナノファイバーはその高い導電性からエネルギーやバイオ・ナノエレクトロニクス分野などへの利用が期
待されている．周囲との電子移動に利用できるエッジ部分がファイバー側面に多数露出したカップ積層型ファイバー
について，酵素や細胞を固定化した新規高感度バイオセンサーの開発を進めている．

8.	 異種細胞からなる組織構築プロセスの実験・数理的解析と制御
特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦，協力研究員 （合原研）中岡慎治， 

大学院学生 （酒井（康）研）尾方優花，教授 酒井康行

　生体組織は異種の細胞から構成されており，培養条件下でもこのようなヘテロ環境を整えることで，臓器特異的機
能の発現亢進が見られる．しかしながら異種細胞を望みのパターンで三次元的に積み上げることは容易ではなく，生
物学的な自己組織現象のより積極的な利用が望まれる．そこで肝や膵組織に焦点を当て，パターン構築プロセスにつ
いて実験的解析とそれを記述する数理モデルの開発を平行して進め，最終的には自己組織化現象をフルに活用した構
築方法を提案することを目指している．

9.	 大面積MEMS技術によるテラヘルツ光フィルタ
教授 年吉洋

　当研究所 LIMMSが主催する EU－ FP7プログラム EUJO－ LIMMSの一環として，フィンランド VTT技術研究セ
ンターから研究員を受け入れ，半導体プロセスでは実現不可能なデバイスアレイ寸法のテラヘルツ光用のMEMSフィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．

10.	 PZT － SOI 技術によるプログラマブルMEMS発振子
教授 年吉洋，特任研究員 （年吉研）Nicolas Lafitte

　SOI基板上に堆積した PZT圧電薄膜によって駆動する共振子を多数並べた結合振動アレイを製作し，励振電圧の
印加する向きを変更することで共振モードを選択可能なクロック周波数発振子を実現する．

11.	 細胞の個別操作・融合・誘電体分光観察を可能とする TFT駆動型透明電極アレイ
教授 年吉洋，准教授 ティクシエ三田アニエス，特任講師 松永行子， 

教授 藤田博之，大学院学生 （年吉研）KOKATE Nishad Vasant

　液晶フラットパネル・画像ディスプレィの製造技術を用いた新規高機能μ TASを実現する．また，液晶ディスプレィ
用 TFT基板が有する電圧制御機能，電位検出機能，可視光領域における光学的透明性と，PDMSマイクロ流体チャ
ネルによる細胞操作性の組み合わせを研究の特色とし，これにより，（1）細胞輸送・選別（ソーティング）・細胞の
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固定などの細胞操作と，（2）誘電体分光計測（高周波に対する細胞の電気的インピーダンス計測）による細胞のスク
リーニング，（3）蛍光マーカー不要の非侵襲光学観察，および，（4）電気穿孔法による細胞融合を実証する．

12.	 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
准教授 金範埈

　本研究の目的は，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（フォノン
と電磁波とのカップリングによってできる表面に局在した縦波結合波）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．　マイクロ・ナノチューブ構造の寸法によっ
て，表面フォノンポラリトンが heat fluxにおける影響をモデリングで明らかにしてから，新に酸化シリコンマイクロ・
ナノチューブを製作し，非常に熱伝導率を増加させる条件等を発見する．本研究で目指す成果によって，ナノ構造物
での熱伝導率だけでなく熱的・電気的な物性を同時に求めることができ，ナノ構造の熱半導体の性能向上や将来ナノ
電子デバイスの発熱に関する解決策にもなれると期待できる．

13.	 生体分子と熱とのメカニズムを単分子レベルにて観察するナノデバイスの製作
准教授 金範埈，技術専門員（金研） 高間信行

　本研究の目的は，様々な生体分子，特に生体機能分子であるタンパク質を対象に単分子レベルでその温度条件によ
る反応および分子間相互作用を調べ，分子の構造や反応機構，ダイナミクスを明らかにすることを目指して，その新
しい手法として単分子の熱力学的反応計測用センサおよび温度可変ソースとしての “シリコン・金属ナノワイヤの
ヒーター”を製作，その温度計測及び評価する研究である．
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