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VI.  研究および発表論文

1.  研究課題とその概要
A.  科研費による研究

1.  科学研究費 : 特別推進研究

時空階層性の物理学：単純液体からソフトマターまで
教授 田中 肇

　複雑な多体相互作用を内包した液体が本質的に持つ階層性，ソフトマターの内包する多様な内部自由度の階層間の
結合，それらと外部変数（流動場や電場など）との動的な結合とその結果現れる協同的機能発現を物理的に理解する
には，鍵となる隠れた秩序変数や物理因子を正しく抽出し，それらの結合についての詳細な知見を得る必要がある．
我々は，このような結合の素過程，液体の本性に迫る上で極めて有望な新しい実験法・シミュレーション法を複数開
発してきた．そこで，本研究では，これらの手法を応用しさらに発展させることで，複数自由度の階層を超えた動的
結合のメカニズムの解明を目指し，研究を進める予定である．本研究の大きな特徴の一つは，実験，シミュレーショ
ン，理論の間で密接かつ有機的に連携しながら，液体の内包する時空階層性，ソフトマターにおける多自由度の階層
を越えた動的結合，これらの系の外場への線形・非線形応答の特性などに直接迫る点にある．

MEMSと実時間 TEM顕微観察によるナノメカニカル特性評価と応用展開
教授 藤田 博之

　半導体マイクロ・ナノ加工で作るMEMSデバイスと，ナノ物体を可視化できる透過電子顕微鏡（TEM）を組み合
わせた計測系を構築し，ナノ物体や極微量分子を対象に応力による変形，表面や固相内の拡散，電界による原子輸送，
量子的な電気や熱の伝導などを総合的かつ実時間で測定する研究を行っている．

2.  科学研究費 : 新学術領域研究

表面水素の分極・荷電状態
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三

　ミュオンは質量が水素の 1/9の粒子で，物質中で水素の同位体として振る舞う．ミュオンのスピン緩和を測定する
ことで物質中の水素の電子状態と運動状態を調べることが可能である．本年度は，高輝度超低速ミュオン発生のため
のキャピラリ収束系の検討を行い，プロトンビームに対して高い透過率を示すことを明らかにした．またアモルファ
ス氷試料についてμSR実験を行い，Mu形成が起こることを見出した．

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

　Clarification of the atomic-level mechanism of hydrogen （H2） absorption, hydride nucleation, and thermal hydride decomposi-
tion at structurally well-controlled palladium single crystal surfaces. The depth distribution of absorbed hydrogen states, absorp-
tion kinetics and the isotopic mixing of gas and surface hydrogen are investigated by H depth profiling with nuclear reaction anal-
ysis and thermal desorption spectroscopy using isotope （H,D）-labeled surface hydrogen.

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， （独）物質・材料研究機構・元素戦略材料センター 井上 忠信， 兵庫県立大 土田 紀之， 

研究員（柳本研）柳田 明

　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．

MEMSを利用した細胞の 3次元組織構築
准教授 竹内 昌治
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人工遺伝子回路の機能評価のためのマイクロ流体プラットフォームの開発
特任准教授 ロンドレーズ ヤニック

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

　哺乳類着床前胚は発生過程において，胚ごとに高い多様性や個別性（ゆらぎ）を示すことが知られている．本研究
は，ゆらぎながらも空間構造を安定に作り出してゆくメカニズムの解明に向け，画像解析による発生過程の自動的な
定量化に取り組んでいる．すでにタイムラプスイメージングによって，空間３次元 +時間 1次元で計測された着床
前胚の発生過程を定量的に再構築する画像解析手法を開発し，この技術を用いて，多数の胚の確率動態を統計的に比
較する解析手法の開発も進めている．これらを用いて，発生過程で多能性幹細胞の分化が決定する決定機構や，発生
過程に内在するパターンの解明に取り組んでいる．

ペプチド触媒を用いる位置選択的反応の開発
教授 工藤 一秋

　有機化学反応によるものづくりでは，可能な複数種の生成物のうち欲しいものだけを作り出すことが求められる．
これに関して，必要な立体構造の分子を作り出す立体選択的反応はこれまでに大きく進展してきたのに対し，分子中
の狙った位置でのみ反応をさせる位置選択的反応は未だに極めて例が少ない．生体内で酵素は位置選択的反応をいと
も簡単にやってのけていることに着目し，酵素と同様にアミノ酸からなるペプチドを触媒として，新しい位置選択的
反応の開発を目指す．

金属ナノ粒子およびクラスターの配位プロセスを利用した光電気化学機能の創出
教授 立間 徹

プラズモニック光捕集アンテナ界面の構築
教授 立間 徹

炎症・免疫応答からみた発がんスパイラルの解明とその制御法
特任教授 谷口 維紹

新規低分子化合物を用いたがん抑制機構の解析
特任助教 （谷口研）根岸 英雄

3.  科学研究費 : 基盤研究（S）

都市環境防災のための高解像度気象情報予測プラットフォームの構築
教授 大岡 龍三

　近年の局所的な大気汚染や集中豪雨など，都市環境や災害の問題に対処するためには，10kmオーダーの解像度で
予測する既存の気象情報予測ツールでは不十分である．そこで本研究では，健康・安全かつ環境負荷の小さい都市空
間の形成を目的として，マクロな気象情報からミクロな気象情報へのダウンサイズ手法の開発，またミクロ解析結果
からマクロ解析モデルの予測精度向上を行い，高解像度気象情報予測プラットフォームを構築する．具体的には，屋
外実測，風洞やチャンバー実験による数値モデルの検証用データの収集や，ミクロ解析（LES）によるマクロ解析で
の数理モデル評価のための基礎データ整備を行う．また，メソとミクロ解析を接続するため LESでの流入変動風の
作成手法を開発する．そして，これら開発モデルを統合し，GISデータと各気象観測所の観測値を入力値とし，結果
を BIMへ出力する気象情報プラットフォームの構築を行う．

「国難」となる最悪の被災シナリオと減災対策
教授 目黒 公郎，教授 （関西大）河田 恵昭

　東日本大震災を経験した教訓から，これを凌駕する被害となることが確実な東海 ･東南海 ･南海地震や首都直下地
震のような「国難」に対処するためには，これまでのように予想される地震や津波から “社会を守る ”という観点か
ら発想した防災・減災対策では不十分であることが明らかになった．そこで、本研究では，「逆転の発想」に基づき，
加害側である災害の立場から，被害を大規模化するにはどのように “人間社会を攻めればよいのか ”を考究して，現
代社会の様々な弱点を見出す．そして，その中で被害が極端に増加・拡大する可能性のある ｢最悪の被災シナリオ｣
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を描き出す．最終的に導かれた最悪の被災シナリオを，その多くに共通する部分と，そこからの変動や独立して現れ
る部分に峻別し，前者については減災政策によって，後者の部分は減災のアクションプランの提示と実行によって，「国
難」とならないように減災対策を構築する．

統合型水循環・水資源モデルによる世界の水持続可能性リスクアセスメントの先導
教授 沖 大幹

4.  科学研究費 : 基盤研究（A）

地震断層沿いに生じる地盤のラグランジアン変位の抽出と防災対策・国土保全への反映
教授 小長井 一男

建築物に作用する津波荷重の定量化とその耐津波性能の向上に関する総合的研究
教授 中埜 良昭，上席研究員 （（独）港湾空港技術研究所）有川 太郎，教授 （防衛大学校）藤間 功司， 

建築災害対策研究官 （国土技術政策総合研究所）奥田 泰雄

　2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に際し，その発生直後から被害調査を行うとともに，津波避難
ビルを対象に，その設計用荷重のレベル設定について精力的に検討を重ね，設計荷重暫定案をすでに国土交通省を通
じて公表した．しかしながら一方で，より合理的な設計荷重を設定するには被災後の現地調査結果の分析のみでは限
界があることも明らかとなり，より詳細な実験的・解析的検討によりその不足領域を補完することが必須であるとの
認識に至った．本研究では比較的短期間で解決すべき課題として，①漂流物の衝突，②開口形状，③浮力，が建築物
の耐津波性能に与える影響を抽出した．本申請ではこれらのうち，建築構造の立場からは具体的・系統的検討は未着
手である「①漂流物の衝突」に特に着目し，津波防災施設の設計や指定に要する荷重算定手法や技術資料・データを
提示し，被災地の復旧・復興や他地域を含む津波災害の軽減に直接的に資することを目的とする．上記の目的を実現
すべく，昨年度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把握するため，予備解析および予備
実験を行った．昨年度得られた知見を踏まえ，今年度は来年度実施予定の水路実験のための，衝突実験用縮小試験体
および漂流物の設計を行うとともに，実験で必要な計測装置を完備した．

ラクイラ震災被害における文化遺産建築の修復・補強と保護に関する調査・研究
教授 （名古屋市立大）青木 孝義，教授 中埜 良昭，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，准教授 （豊橋技術科学大）松井 智哉，准教授 （東北大）高橋 典之， 

主任研究員 （（独）建築研究所）濱崎 仁，特任講師 （早稲田大）奥田 耕一郎，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
を保護することを最終目的に，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年代以前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，4）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・研究することを目的としている．本年
度も，昨年度に引き続き，2010年度設置したモニタリングシステムのデータ分析を行った．

水素分子形成におけるスピン機構の解明
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，教授 （大阪大）笠井 秀明

　2つの水素原子から水素分子を形成する反応は，孤立した気相では起こらず，固体表面でのみ起こることが知られ
ている．本研究では，スピン偏極水素源を開発し，水素分子生成メカニズムの解明を目指している．本年度は，TiO2

と SrTiO3表面での水素吸着状態の解明を行った．また，分子線散乱装置の開発を進め，SrTiO3表面での散乱分子の
スピン状態測定に成功した．

コンクリート構造物内部の空洞化及びコンクリート打設作業状況の音響映像診断技術開発
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）前田 文孝，准教授 （熊本大）秋元 和寛， （土木研究所）五十嵐 匡

　空洞化した港湾岸壁の崩壊，路面の陥没が東日本大震災の際に顕在化したことは記憶に新しい．復興に向けた取り
組みが為される中で，音響手法による，既設水中コンクリート構造物に対する内部点検手法の開発，水中コンクリー
ト構造物施工時の，打設状況モニタリング手法の開発に取り組んでいる．

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，助教 （柳本研）杉山 澄雄

　この研究では，1）高強度鋼材・航空機素材・耐熱合金の温開成形試験で成形性やスプリングバック低減の基礎デー



120

VI.　研究および発表論文

タを取得し，2）温度とデジタルプレスモーションの統合制御による成形試験研究を行うことで最適制御方法を明ら
かにし，3）成形された部材で超軽量薄肉構造体を実現することを目的とする．

高代謝速度大型臓器再構築用 3次元担体の粉末焼結積層造形に関する研究
教授 新野 俊樹

視聴覚を利用した見まね学習によるアクティブな動的動作生成に関する研究
教授 池内 克史

　本提案研究課題では，視覚・聴覚を利用した，アクティブかつ動的なロボットのための見まね学習の枠組みを構築
することを目的とする．具体的には，日本の伝統的な舞踊動作を対象として，従来のたんなる「事前にデザインされ
た動作の再生」とはまったく異なる，視覚情報に基づく舞踊動作の本質的な構造の理解と，聴覚情報に基づく実行時
に演奏される音楽リズムのリアルタイムな把握による，その場その場のリズムに合った舞踊動作生成を実現する．こ
のような，いわば「流れを読んだ」動作により，あたかもロボットに意志や感情があるように見ている人間に感じさ
せるような，より深いレベルでのロボットと人間のコミュニケーションモデルを見据えた基礎的な枠組みを提案して
いるという点が，本研究の本質的な寄与である．

プログラム可能な紐結びシステムに関する研究
教授 （電気通信大）末廣 尚士，教授 池内 克史，主任研究員 （（独）産業技術総合研究所）音田 弘

　ロボットの作業として今後重要になってくる非把持作業や柔軟物操作作業ではロボットの動作や限られた外界情報
だけでは状態を決めることが出来ない．本研究ではそのような作業の例として紐の結び作業を取り上げ，種々の紐結
びをプログラムで記述し実行できるシステムを実現するための手法を開発する．

アンコール遺跡群における砂岩浮き彫りの包括的な保存修復に関する研究
教授 池内 克史，准教授 （筑波大）松井 敏也，教授 （早稲田大）中川 武

室温動作集積単電子トランジスタと大規模CMOS回路との融合による新機能創出
教授 平本 俊郎

　本研究の目的は，ナノスケールの半導体構造中で新たに発現する物理現象を積極的に利用したいわゆる Beyond 
CMOSデバイスと，既存の大規模 CMOS回路を融合させることにより，新たな新機能を創出する新概念集積回路を
実現することである．Beyond CMOSデバイスとして室温動作シリコン単電子トランジスタを取り上げる．一方，創
出する新機能としては単電子トランジスタ特有の特性を積極的に利用したアナログパターンマッチングを想定する．
本年度は，単電子トランジスタに浮遊ゲートを設け，室温におけるクーロンブロッケード振動を不揮発的に制御する
ことに成功した．

複数主体のバイオメトリクスデータベース管理と評価技術の研究
教授 松浦 幹太

　バイオメトリクスは，入国管理，銀行 ATM，ビル入退出管理などで使われ，市場規模，成長率ともに大きい．こ
れまで，バイオメトリクスは，組織単体での採用がほとんどであった．今後，組織間連携など利用が広がるにつれ，
登録データと採取データを組織単体の現場で照合するのでなく，複数の組織での連携した認証が増えることが予想さ
れる．しかし，従来のデータベース管理技術のそのままの適用では，プライバシ保護や生体情報取得時の精度のばら
つき等バイオメトリクス特有の問題がある．バイオメトリクスが安心して使えるコモディティとなる前にこの問題を
解決するため，本研究では，そのためのキー技術として信頼できるバイオメトリクス性能評価技術および関連するデー
タベース構築手法の研究を行う．

デジタル演算回路による大規模シリコン神経ネットワーク
准教授 河野 崇

雲母を基板とするフレキシブルエレクトロニクスの創成
教授 藤岡 洋

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

　肝・膵島といった代謝組織を対象とし，生体と同オーダーの単位体積当り機能と抗血栓性とを保持する埋込み型組
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織相当物について，その設計と構築育成を可能とする工学的方法論の確立とその実証を目標とする．流路配備に関し
ては，拡散で酸素が供給しえるサイズの組織エレメントを一定の空間に充填しその間隙によって，それ以上のマクロ
スケールでは三次元担体内に設計・配備された人工的流路ネットワークによって，マルチスケールで物質交換性を確
保し，包括的な単位体積当りの機能向上を目指す．また，高密度組織の育成における最大の問題である酸素不足の抜
本的な解決のために，組織育成用の人工赤血球を新たに開発すると共に，全ての血液との接触面を血管内皮細胞で覆
うことで抗血栓性確保を達成する．これらを通じて，大動物を用いる前臨床試験を展望可能とする．

液状化浸潤／塩分浸透停滞現象の実態把握と機構解明およびその耐久設計への実装
教授 岸 利治

マイクロハイドローリクスの基盤構築
教授 藤井 輝夫

　微細な流路構造をパターニングした柔軟素材の 2次元平面デバイスからフレキシブルで 3次元的な動きを作り出 
す「マイクロハイドローリクス」という新しいアクチュエーション概念を提案し，その実証を行う．駆動力となる水
圧を発生させる装置やその制御機構までも平面デバイス内部に埋め込むことで，小型化と集積化を同時に実現する．

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

　ITSスポットを活用した情報提供と地域住民・市民の意識変容へ向けた取り組み，自動車だけでなくバスや鉄道な
ど公共交通との情報融合の取組み，さらに駐車場 ITSなどを検討した．

クメール帝国の空間構造と地方拠点都市遺跡に関する研究
教授 （名城大）溝口 明則，教授 （東京外国語大）小川 英文，教授 （早稲田大）中川 武， 

教授 池内 克史，教授 （早稲田大）内田 悦生，助教 （筑波大）下田 一太， 
研究員 （（独）国立文化財機構奈良文化財研究所）杉山 洋， 

教授 （サイバー大）小野 邦彦，研究員 （（独）国立文化財機構東京文化財研究所）佐藤 桂， 
准教授 大石 岳史，教授 （早稲田大）久保 純子

東日本大震災復興システムのレジリアンスと沿岸地域における津波に対する脆弱性評価
教授 目黒 公郎，教授 （東北大）村尾 修

　東日本大震災からの復旧・復興プロセスを分析し，その教訓を整理する．その際には，被災地の事前の脆弱性と発
生した被害の特性，その後の復旧・復興時の課題との関係を分析する．そしてそれらの結果を，将来の南海トラフ沿
いの巨大地震で被災する可能性の高い地域の脆弱性の評価と被災後のスムーズな復旧・復興を実現するために事前に
準備しておくべき方策に関して提言する．

学習者の状況および知識構造に対応したシナリオ型防災教育教材の開発
准教授 大原 美保

位置制御シングルモード量子ドット・量子リングの伝導制御とその応用
教授 平川 一彦

　電子準位が 1モード（またはごく少数のモード）しか含まれないような極限ナノ領域では，その物理が量子力学に
支配され，非常に理想的で制御性のいいものになることが期待される．従って，極限ナノ構造を作製し，ゲート電界，
磁場，THz電磁波，電子注入などの入力により，その伝導を制御できれば，次世代のエレクトロニクスに新しい局面
を拓くことができる．本研究では，位置と形状を制御した極微小自己組織化単一 InAs量子ドット・結合量子ドット，
および量子リング構造にナノギャップ電極により電気的にアクセスし，その量子伝導特性を明らかにするとともに，
スピントロニクス，量子情報処理技術への応用に展開する．

5.  科学研究費 : 基盤研究（B）

空中マイクロ液滴プロセスによる構造化ソフトデバイスの高速生成
教授 酒井 啓司



122

VI.　研究および発表論文

事故減災危機管理と社会インフラ整備によるレジリエントな社会の構築に関する政策分析
教授 （政策研究大学院大）大山 達雄，教授 （政策研究大学院大）諸星 穂積， 

教授 （政策研究大学院大）土谷 隆，教授 中埜 良昭，教授 野城 智也， 
教授 目黒 公郎，特任教授 荻本 和彦，特任教授 金子 祥三

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

量子的非平衡電気伝導を多体散乱問題として解く
准教授 羽田野 直道

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

半導体低次元電子系における核スピン偏極の電気的検出
准教授 町田 友樹

東日本大震災後の課題に着目した地盤の液状化強度特性に及ぼす諸要因の影響と評価法
准教授 清田 隆

高分解能イメージングソーナーによる海中捜索支援技術の開発
教授 （海上保安大学校）倉本 和興，教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）前田 文孝

　本研究は，海上保安庁の特殊な海中捜索オペレーションを迅速かつ安全に実施し，捜索活動のより一層の効率化，
精度化を図ることを目的に，先の文部科学省科学技術振興調整費によるプロジェクト研究で開発された高分解能のイ
メージングソーナーを有効に活用し，海中捜索に最適化した新たな技術的な開発（海中捜索のための最適な実施形態
の策定，高精細のソーナー画像取得のためのノイズ除去・歪み補正などの信号処理技術の開発，高度な画像判別・信
号分析を備え目標物を自動検出する画像識別アルゴリズムの開発，広域な捜索海域の中から重点捜索領域を選び出せ
る海中捜索 GISの構築，そして海中捜索支援技術としてのこれら要素技術の統合）を行う．また，海上保安庁の海
中捜索現場での実証試験を通して支援技術としての実用的な有効性を確認する．

ガンジスカワイルカの生態解明のための高精度長期音響観測システムの開発と展開・運用
特任研究員 （浅田研）杉松 治美

　小型歯クジラ類（イルカ）に属するインドの絶滅危惧種であるガンジスカワイルカの保護・保全に資する生態情報
を高精度で取得するため，イルカの詳細な音響特性を解明し，環境変化に適応するために用いているエコーロケーショ
ン戦略を明らかにして，環境変化がイルカ行動に与える影響の定量的評価システムを構築する研究を推進している． 
このため，定点での音響観測による高精度観測と移動型音響観測システムによる広域観測を組み合わせた長期リアル
タイム観測を継続的に実施し，イルカ行動のダイナミクスと詳細との解明を推進している．

三次元電極構造を用いた高出力・大容量の燃料電池・電池システムの開発
特任教授 堤 敦司

血管内治療のための in vivo 流体構造連成解析システムの開発
教授 大島 まり

デジタルホログラフィック計測と共焦点マイクロPIV を用いた血球挙動の 3次元計測
技術専門職員 （大島研）大石 正道
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河川観測レーダによる河川水位予測システムに関する研究
教授 林 昌奎

生体の常温乾燥保存を目指した耐乾燥保護物質の結合水ダイナミクスの測定・解析
教授 白樫 了

　生体内の劣化速度は，含まれる水分の量や状態により大きく左右される．これらの要素を制御して劣化速度を抑制
するために保護物質を添加して，生体内の水分子を結合水やガラス化した状態にするが，添加に伴う結合水の状態を
把握することは，劣化速度を予測することにつながる．本研究では，生体内の水分や保護物質水溶液の結合水の状態
を誘電分光等の手法を用いて定量化することを目的としている．

ドライバの状態監視を行うハプティック・ステアリング・ガイダンス制御
准教授 中野 公彦

　ハプティック・ステアリング・ガイダンスとは，制御システムが自動車のハンドルにドライバがハンドル操作をし
ている際に，そのトルクよりも小さい操舵トルクを発生させることにより，ドライバの操舵を誘導し，より安全で，
滑らかな操舵を実現する運転支援システムである．ドライビングシミュレータを用いて，この制御の制御器設計を行
うとともに，ドライバの操舵トルクを計測することにより，状態監視も行うシステムを提案する．これにより，ドラ
イバの特性に応じた制御を行うことができ，集中力を欠いた時などには警報を出すなどの，事故防止に役立つ運転支
援を行うことができるようになる．

白質病変マッピングに基づく運転特性と高齢者等の個人対応型事故防止対策の基礎的検討
准教授 中野 公彦

　高齢者の交通事故対策では，運転者の加齢に伴う脳機能の低下を考慮する必要があるが，現在は神経心理学に基づ
く定性的な検査が主体である．本研究では，豊富なMRI臨床データに基づく脳ドック診断学を導入し，特定個人に
応じた交通事故防止対策法を開発する．健常中高年の脳ドック検診者を対象に，脳機能に影響することが知られてい
る白質病変の頭部MRIマッピングを作成する．このマッピングと事故歴アンケートに基づいて検診者をグループ分
類し，高知県運転免許センター施設を利用しマルチタスク下の実車運転走行を行って，運転行動を評価し，生体情報
や車両情報を計測する．これらのデータ解析から白質病変と交通事故との関連性を検証し，定量性を持つ交通事故防
止対策を大きく前進させる．

海中浮沈装置の流体・構造連成解析
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一， 

民間等共同研究員 （北澤研）細川 貴志

　本研究では，海中構造物の浮沈方法の一つとして，定置漁業の箱網に取り付けたポリエチレンパイプへの給排気に
より浮力と沈力を得る方法を提案し，水槽模型実験を実施するとともに，浮力，流体力の変化を伴うポリエチレンパ
イプの運動，張力，係留力の解析技術を開発することを目的とする．ポリエチレンパイプの剛性を考慮した浮沈装置
の水槽模型実験を実施し，これらの形状，運動，係留力を把握した．また，簡易的な数値解析モデルを開発した．

微細流路内での拡散現象を利用した微粒子の連続立体混合システムの構築
准教授 土屋 健介

　本研究では，単にかき回しても混ざらない微粒子同士を，均一あるいは任意の成分分布状態に「混合」させるため
の技術を開発する．時間に依存せず任意の成分分布をもつ微粒子の混合物を作るために，混合したい複数の微粒子を
連続供給しながら，それぞれを多数に分割する．分割したもの同士を拡散混合することで局所的な混合比を保証し，
その状態で全体を集約する．分割数を多くすれば，より精密な混合が可能になり，また粒子の拡散速度が速くなる．
これを実現するために，3次元的な微細流路をもつ連続立体混合システムを開発する．この技術を用いて，たとえば
金属からガラスへと無界面で変化する焼結体のような，成分比率が連続的に変化する物体を試作し，混合システムを
評価する．

革新的対流伝熱促進の数理と実践
講師 長谷川 洋介

サイバーセキュリティサイエンスの基盤モデルと共通データセットに関する研究
教授 松浦 幹太

　サイバー空間におけるセキュリティの提供は生活に不可欠なサービスだが，適切な評価と普及が伴わないため機能
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せず引き起こされたインシデントが続出し，脅威となっている．サービス科学の観点で反省すれば，サービスの非有
形性（無形であるがゆえサービスを受ける前に価値を確かめ難いこと）が大きな原因である．この非有形性が事前価
値確認に与える問題を克服するために，サイバーセキュリティ評価基盤として「工学的理論基盤」「社会科学的理論
基盤」「データ基盤」の 3つを整備することが急務である．本研究では，3つの基盤のうち社会科学的理論基盤とデー
タ基盤に関する基本モデルを確立し，両者共通の事例研究として不正ソフトウェア対策研究用データセットに適用し
有効性を示すことを目的とする．

疾患に関連するオリゴ糖の効率的な生産と医療用デバイスの作製
教授 畑中 研一

正孔伝導を示す酸窒化スズ透明導電膜の形成
教授 光田 好孝，助教 （光田研）神子 公男，助教 （光田研）野瀬 健二，大学院学生 （光田研）小田 信彦

　正孔導電性透明導電膜材料は，新規透明デバイスへの可能性を拓く材料として大きな注目を集めているが，作製が
困難を極めている．SnO2中の Oを Nに理想的に置換することにより正孔伝導性が発現されることが量子計算により
明らかにされているが，未だ安定した正孔伝導性の SnO2が Nドープにより合成された報告はない．本研究では，プ
ラズマ支援レーザーアブレーション法（PPLD法）を用いて，SnO2中に Nドープし，正孔伝導性を発現させること
を目指す．本年度には，比較的低温のガラス基板上に SnO2：N膜を PPLD法のみの 1プロセスにより堆積すること
に成功した．すなわち，SnO2の結晶化を促進するための，堆積中の高い基板温度や堆積後のアニール処理が不要となっ
た．また，SnO2膜中の N濃度を，反応雰囲気を変化させることにより 0～2at．%の範囲で得ることができたが，全
ての膜は電子伝導を示し正孔伝導の発現には至っていない．これは，ドープした Nが Oサイトに置換されていない
ためと考えられる．

電気信号出力型ナノプラズモニック化学・バイオセンサ
教授 立間 徹

光・磁場・渦運動を用いた新規キラル科学の開拓
教授 石井 和之

木質バイオマスを原料とする高機能性プラスチックの開発
教授 吉江 尚子

　バイオマスの中でも未利用資源として豊富に存在する木質バイオマスを原料として，従来型汎用プラスチックに匹
敵する実用的な性能に加えて，修復性や易解体性のような機能を有するバイオベースポリマーを開発することを目的
とする．つまり，原料面で食料と競合せず，かつ，実用的な性能と汎用プラスチックには無い環境機能を有する付加
価値の高いバイオベースポリマー材料の創製である．

ブラフボディ後流の乱流散逸と汚染排出特性
教授 加藤 信介

　本研究の目的は，有害危険物質による健康被害可能性を，居住空間のスケールから都市空間規模のスケールまでに
おいて横断的かつ一貫的に評価する手法を構築することである．申請者は，流れ場の一特性である乱流状態が空気の
混合促進作用を持つことに着目する．時間定常な空気環境にて障害物が移動する場合，障害物境界における流れの剥
離により後流が乱流遷移する．申請者はこの現象が，障害物が空気へ及ぼす仕事率（もしくは仮想的な仕事率）が，
ほぼ等しく乱流へのエネルギー注入に費やされるという観点にのっとって乱流場を評価する．ここでいう障害物は歩
行する人体や都市空間中の建物のことを指示しており，仕事率とは（人体の歩行速度×抗力）や，もしくは（周辺空
気の速度×建物にかかる抗力）である．後者の場合は建物が静止しており，気流場が平均風速を持ち接近するため，
実際には建物が気流へ仕事を行うわけではないものの，仮想的な仕事率を上述のように考えることで関係式を組み立
てる．

利用者特性に即した多目的最適化による空間性能の経時的すりあわせ調整に関する研究
教授 野城 智也

人々のモビリティに着目した都市・地域の時空間分析基盤の構築
教授 柴崎 亮介，准教授 関本 義秀
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1．研究課題とその概要

浚渫埋立て砂質地盤の液状化挙動に及ぼす堆積構造の影響とその改質方法に関する研究
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

　2011年東日本大震災では東北地方から関東地方にかけての広域で多数の液状化が生じた．これらの液状化被害は，
埋立て地盤のなかでも特に浚渫土砂をポンプ輸送して造成した砂質地盤で著しい一方で，自然堆積した砂質地盤での
被害は限定的であった．本年度は，浚渫埋立てにより造成した砂質地盤を模擬した中空円筒供試体の排水単調ねじり
せん断試験と非排水繰り返しねじりせん断試験を実施し，局所的な変形状況を画像解析により分析した．

指向性を考慮した数値音場再生システムの開発
准教授 坂本 慎一

歩行者・自転車を考慮したラウンドアバウトの性能評価に関する研究
講師 井料 美帆

　近年海外で導入の進むモダンラウンドアバウトは，交通量が比較的少ない場合において，これら双方の解決に極め
て有効とされており，国内でも一部導入が始まっている．しかし，都市部が極めて密に構成されており，歩行者や自
転車と自動車との錯綜が頻発する日本の道路では，歩行者や自転車を考慮した上で安全・円滑両面から望ましい設計
方式を検討する必要がある．本研究では，歩行者交通がラウンドアバウトの容量に与える影響について，理論モデル
とシミュレーションの 2つのアプローチで検討を行った．

路車異種センサー融合による衝突防止システムの統合的研究
准教授 上條 俊介

　車載画像センサおよび車載 RSSIセンサの開発，ならびに異種センサ統合マップ技術の検討.

マルチソーシャルメディアにおける情報伝播挙動の類型化に関する研究
准教授 豊田 正史

高伸縮性情報基盤における応用処理と連携した実行時省電力データベースの研究開発
特任准教授 中野 美由紀

固体酸化物形燃料電池燃料極のニッケル焼結挙動の解明
教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇，特任講師 原 祥太郎

　本研究では，炭化水素燃料の究極の発電効率を実現するために不可欠な固体酸化物形燃料電池（SOFC）を対象とし，
その経時劣化において大きな課題となる燃料極 Niの焼結挙動を解明することを目的とする．その為に第一原理計算，
分子動力学法，動的モンテカルロ法，レベルセット法等を用いて，物性値情報を共有させたナノからミクロンスケー
ルまでの連成数値シュミレーション手法を開発する．実際の SOFC燃料極構造データおよび実験結果を用いつつ，世
界に先駆けて開発する数値シュミレーション技術を駆使することで，SOFC燃料極の Ni焼結挙動を詳細に解明する．

サービス水準を考慮した家庭用エネルギー最適需給統合評価
准教授 岩船 由美子

古代ローマの彫刻コピー工房の研究―3次元ディジタルデータの取得と応用―
准教授 （東北大）芳賀 京子，准教授 大石 岳史，特任准教授 小野 晋太郎

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
助教 （前田研）佐々木 秀顕

ランダムネットワーク光デバイスの開発
教授 枝川 圭一
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土構造物の老朽化に伴う地盤損傷評価技術の開発と戦略的維持管理手法の提案
教授 桑野 玲子

　盛土や地中構造物の埋設土内に長年の雨水浸透の繰返しなどにより生成する水みちや内部浸食の形成，およびその
進展メカニズムを解明する．地中埋設管の破損に起因する地盤内空洞のような顕著な土砂運搬径路を有せずに発生す
る浸食を主な対象とし，地盤内の局所的脆弱部が土構造物・地中構造物全体の安定性へ及ぼす影響を検討する．

頑健な繊維補強セメント系複合材料の実用化のための施工から構造性能までの統合評価
准教授 長井 宏平

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

6.  科学研究費 : 基盤研究（C）

スピン偏極水素原子ビームによる表面磁気秩序の解明
助教 （福谷研）小倉 正平

太陽磁場活動の中長期的変動を予測するセルフ・コンシステントなモデルの開発
助教 （半場研）横井 喜充

　太陽の磁場活動は対流層やその付近での高温プラズマの運動のダイナモ作用によって生成・維持されると考えられ
る．従来のモデルでは，磁場を生成したり散逸する諸要因である実効的輸送係数は調整可能なパラメータとして扱わ
れてきた．しかし，それらの輸送係数は対流層の乱流運動の性質を反映すべきである．本研究では輸送係数をパラメー
タとして与えるのではなく，乱流輸送係数の発展方程式を構成しモデルに組み入れる．そのような「閉じた」方程式
系からなるセルフ・コンシステントなモデルで大規模磁場の時間発展を考察し，将来の変動を決める要因を特定する．

2 次元量子系におけるトポロジカルな秩序と新奇な輸送現象
特任研究員 （羽田野研）中村 正明

　一般に，分数量子ホール効果は最低ランダウ準位の占有率が奇数分母の規約分数になるときに起きるのに対し，分
母が偶数の場合にはエネルギーギャップは開かず，ホール伝導率にプラトーは生じない．つまり，分数量子ホール効
果には偶奇性が存在するということができる．一方，1次元量子スピン系においても，ハルデン予想，つまりスピン
の大きさが整数か半整数かによるエネルギーギャップの有無の違いにおいて偶奇性が存在する．磁場中の 2次元電子
系にランダウゲージとトーラスの境界条件を課すことで，一次元系に焼きなおす定式化を行うと，分数量子ホール系
は，トーラスの太さがゼロの極限は電荷秩序状態に写像される．ここからトーラスの太さを大きくして行ったときの
振る舞いを，系を量子スピン系に写像することによってハルデン予想との関連において調べる．さらに，非アーベル
型の分数量子ホール状態，ボゾン系の量子ホール状態についてもどのような 1次元模型で記述できるのか研究し，実
験で観測しうる物理量の計算を行う．また，このような次元の縮小が Chern-Simons理論やボゾン化理論など，場の
理論の立場でどのように記述できるのかについても考察する．

凝縮系におけるトポロジカルな状態のゲージ理論
研究員 （羽田野研）御領 潤

　凝縮系におけるトポロジカルな状態をゲージ場の理論を用いる事により解析する事を目的とする．とくに，トポロ
ジカル絶縁体やトポロジカル超伝導体など，電子や超伝導対波動関数，超伝導準粒子波動関数が波数空間においてト
ポロジカルに非自明な構造を持つ系に関して，多バンド効果やスピン軌道相互作用，電子間相互作用の効果などをゲー
ジ場の理論の手法を用いて詳細に議論する．

自律型原子モデリングと原子構造不安定解析による強誘電材の劣化メカニズムの解明
准教授 梅野 宜崇

流動層流動特性モデル化における基礎研究
特任研究員 （堤研）石束 真典
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スパイラル構造型ダメージレス固定砥粒工具の開発
技術専門職員 （土屋研）上村 康幸

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
教授 （宇都宮大）加藤 紀弘，特任講師 松永 行子

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

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

　本研究では，汎用性の高いスパッタリング手法を用い，金属の（二層）凝集現象を用いて，ボトムアップ型の自己
組織化したナノ構造薄膜を作製し，その詳細なメカニズムを明らかにすることで，形成されるナノ構造体の形状や密
度等の微細構造制御を行うことを主眼として研究を行う．また，作製したナノ構造薄膜の物性を測定し，光センサー
や磁気メディアへの応用を試みる．研究期間内の具体的な目標は，（1）二層凝集現象を利用し，スパッタリング法に
よる自己組織化ナノ構造薄膜の成長制御と作製技術の確立，（2）均一性が良い高密度で高品質なナノ構造薄膜を，本
手法を用いて作製し，光特性や磁気特性などの機能性の向上を図ることである．

無容器法による希土類酸化物を主成分とする超高屈折率低分散ガラスの合成と構造解析
助教 （井上研）増野 敦信

キメラ型ペプチド触媒を用いる水系溶媒中での不斉合成
教授 工藤 一秋

　我々は，アミノ酸をつなげてできるペプチドに触媒機能をもつものがあることを見出してきた．そのペプチドはα
―ヘリックス構造とターン構造という 2種の二次構造をもち，どちらが欠けても機能は低下する．２つの異なる構造
要素が連結したこのペプチドを，キメラ型ペプチド触媒と名付けた．本研究では，この触媒の構造と機能の相関を解
明するとともに，また，その適用範囲の拡大を目指す．

二元機構で特性制御可能な有機固体発光材料の創成
助教 （酒井（康）研）務台 俊樹

腸内細菌による抑制性 T細胞の誘導機構と必要抗原の解明
特任助教 （谷口研）西尾 純子

自然免疫系活性化につながる新規核酸認識機構の解析
特任助教 （谷口研）柳井 秀元

ネットワークとマルチエージェントシステムを用いた街路構造と歩行者流動に関する研究
名誉教授 藤井 明，教授 （立命館大）及川 清昭，教授 今井 公太郎，助手 （今井研）橋本 憲一郎

　グラフ理論はノードとエッジの位相的な関係性に基づく数学理論である．グラフ理論は抽象化により高い一般性を
持つが，これを現実の事象に適用しようとすると，重要な情報が多く欠落することによって，実効的な成果が得られ
ない場合が多い．本研究は，グラフのノードやエッジにさまざまな属性を付与することによって，現実的な状況によ
り即したネットワークベースのシミュレーションモデルを構築するものである．モデルの有効性は，都市・建築のさ
まざまな事象に適用して検証していく．

建物改修におけるファサード・レトロフィットの方法論的研究
教授 今井 公太郎，助手 （今井研）橋本 憲一郎

　本研究は，建物改修時における外壁部の改変，即ちファサード・レトロフィットにおいて，意匠・構造・環境・法
規といった多変量の余条件に有効に解答する手法について，既存の方法を整理，分析し，建築計画学的側面から考察
を加え，体系的な整理と評価を行い，最終的には最適な計画手法の提案を試みるものである．国内外の改修事例の調
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査およびそのデータベース化を通じて，各領域における計画課題，そして，お互いの領域間で，統合的に計画を進め
る際に生じる矛盾点・問題点を明らかにし，それらを調停する方法のバリエーションを表現し，ファサード改変に期
待される具体的な方向性を示すことが目的である．

衛星および地理情報データを用いた流域窒素循環評価システムの開発
准教授 沖 一雄

流域マネジメントのための水文・生態系シミュレータの開発と LCAによる統合的研究
特任准教授 守利 悟朗

レアイベント計算技術を基盤とした相変態ナノキネティクスの解明
特任講師 原 祥太郎

　時間スケールを克服する原子スケール計算技術を開発・導入することで，固体内で生じる拡散変態現象の解明を行
う．

衛星データを用いた森林植生季節変化パラメーターの詳細解析に関する研究
特任研究員 （沢田（治）研）澤田 義人

7.  科学研究費：挑戦的萌芽研究

液膜研究分野の創生のための液体薄膜の粘弾性を直接測定する手法の開発
助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗

降雨に先立つ干ばつの影響を考慮した斜面崩壊予測モデルの構築
准教授 清田 隆

淡水棲イルカ類音響戦略解明のための小型音響データローガー開発
特任研究員 （浅田研）杉松 治美

　淡水棲イルカ類の多くは絶滅の危機に瀕しており，生態情報を取得するにはフィールド調査を実施する必要がある．
音響によるパッシブな計測によりイルカの音響特性や水中行動を解明することが期待されるが，超音波クリック音の
発振間隔やイルカの身体の 3次元的動作等の詳細についての情報を取得することができない．そこで，イルカの身体
に装着し，クリック音の発信間隔および 3次元的身体行動を 24時間超にわたり計測できる小型データーローガーの
開発を進めている．25年度に開発した試作機（50m深度）を AUVに装着して潜航中の AUVのモーションおよびス
ラスタや音響モデムによるノイズの記録を行い試作機の機能を検証するとともに，AUVの機能検証および水中生物
音の記録用ローガーとしての有効性が確認された．

色収差を利用した 3次元共焦点マイクロPIV システムの開発
教授 大島 まり

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

個別化医療実現のための細胞内RNA・タンパク質の高品位高速乾燥固定法の開発
教授 白樫 了

　医療検体の中には，疾患を検出する重要な情報を含む物質でありながら，非常に劣化が速いため臨床応用に至って
いないバイオマーカーや RNA等が存在する．本研究では，検体を採取直後に速やかにそれらの物質を変性させるこ
となく固定し，長期間安定保存する手法の開発をおこなっている．

高機能性スーパーファイン紙のようなバイオペーパー用ゲルの開発と再生医療への応用
特任研究員 （竹内（昌）研）岩永 進太郎
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刺激応答性マイクロハイドロゲルによるバイオミメティック光学スマートスキン
助教 （竹内（昌）研）尾上 弘晃

波エネルギーで発電して走る揺れない船
准教授 北澤 大輔，（株）マネージメント企画 前田 輝夫

　小型船は，少し高い波浪が立つと出港が中止となったり，作業効率が低下したりするため，乗り心地の向上が長年
の課題となっている．本研究では，乗り心地の向上と波エネルギーの利用を両立させる小型船の開発を目指して，船
体の減衰力を与えるために発電機を駆動し，波エネルギーを電気エネルギーに変換するシステムの開発を行う．波エ
ネルギーは，主船体とフロートの相対運動より得るため，主船体とフロートの振動系を数値解析や水槽模型実験によっ
て明らかにした．

血管新生研究のための in vitro 血管ネットワークモデルの開発
特任講師 松永 行子

THz 偏光計測による樹脂成形品の残留応力評価技術の開発
講師 梶原 優介

サブ 100mV動作を目指した超低電圧MOSトランジスタの基礎研究
教授 平本 俊郎

　大規模集積回路（VLSI）の消費電力を削減するためには，電源電圧を下げることが必須であるが，0.1Vを切るよ
うなデバイスの研究は行われていない．本研究では，しきい値電圧がオン時に下がり，オフ時に上がる自動調整型の
デバイスを提案し，サブ 0.1Vのデバイス動作を実現することを目的としている．

細粒度気象予測に基づいた地域別空調制御・通信システム
教授 瀬崎 薫，准教授 （東京電機大）岩井 将行

　センサの低廉化に伴い，細粒度の気象情報を容易に取得できるようになってきている．これにより，より高い空間
精度・時間精度の気象予測が可能になると共に，地域レベルでのきめ細かい空調制御を行うことによる省エネルギー
化を達成しうる．本研究ではこのようなシステムの実現可能性について探索的研究を展開している．

ヌードマウスに発毛を誘導する因子の同定
特任研究員 （畑中研）堀内 新一郎

反応性フラックスを用いた溶融シリコン中不純物元素の揮発除去に関する物理化学
教授 森田 一樹

金属ナノ粒子の三次元加工技術の開発
教授 立間 徹

π共役ポリマーを含むポリマーブレンド薄膜のナノ周期構造構築
教授 吉江 尚子

　有機薄膜太陽電池の有機層は，ドナー相とアクセプター相が nmスケールで混合していることが理想とされるが，
このような短距離相分離構造の形成は極めて困難である．本研究では，以前に開発したポリマーブレンド薄膜におけ
るナノ周期構造造形技術に基づいて，ポリチオフェン含有ポリマーブレンドにおいてナノ相分離構造を造形すること
を目的とする．本手法は，溶媒の結晶化を起点とする非平衡構造の発現と凍結を利用するものであり，独自性が高く，
ナノスケール，かつ，高度な規則性・配向性を有する相分離構造の形成する手法としては，ほとんど唯一のものであ
る．

結晶界面ノンストイキオメトリー制御による高効率太陽光発電セル光吸収体の開発
准教授 溝口 照康
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免疫性核酸複合体の同定
特任助教 （谷口研）根岸 英雄

アルティメート・シェルターの形態と力学性能に関する基礎的調査研究
教授 川口 健一

地震前後の衛星画像による広域液状化発生範囲の早期把握手法の開発
教授 古関 潤一

　地震前後に撮影した高解像度・マルチバンドの衛星画像を用いて，液状化により噴砂・噴水が発生した箇所とその
範囲を精度良く判別する手法を開発することを目的とした検討を実施した．利根川流域で撮影した RapidEyeによる
衛星画像を対象とした分析を前年度に引き続き行い，噴砂が確認されている地点の画像を教師データとして用いた場
合の判別結果に及ぼす諸要因の影響を明らかにした．

コンクリート表層品質の簡易全数検査を目指す繰り返し流水試験方法の開発
教授 岸 利治

ナノスケールの模型流路を用いた収縮機構の検討に基づく無収縮コンクリートの開発
助教 （岸研）酒井 雄也

脱ガラパゴス！日本の空間情報技術の国際展開に関わる世界各国の潜在的ニーズ分析
准教授 関本 義秀

高周波振動掘削機構に関する研究
特任教授 高川 真一

ナノ加工によるSi 熱電変換性能の探究
准教授 野村 政宏

新規二次電池の開発にむけた過酸化物の研究
助教 （前田研）佐々木 秀顕

三次元微細構造解析によるRC柱梁接合部の破壊シミュレーションと配筋詳細の合理化
准教授 長井 宏平

首都直下地震後の外国人への災害情報提供に向けた調査研究
特任准教授 川崎 昭如

8.  科学研究費 : 若手研究（A）

単一の金属－絶縁体ドメイン壁における新奇伝導現象の開拓
特任助教 （町田研）守谷 頼

「細胞ファイバー」を基軸とした 3次元生体組織の構築
助教 （谷口研）尾上 弘晃

自律型海中ロボットと海底ステーションによる海底 4次元マッピングシステム
准教授 巻 俊宏
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レーザアブレーションプラズマを用いた自然水の現場成分分析手法に関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

階層構造を有するマイクロハイドロゲルの創製
特任講師 松永 行子

トンネル電流誘起によるテラヘルツ波の発光・検出・分光
講師 梶原 優介

ナノビーム型光ナノ共振器を用いたゲルマニウムの発光制御とレーザ発振への挑戦
准教授 岩本 敏

時間分解能EELS法の開発と先進材料設計
准教授 溝口 照康

微視的現象機構の根本的解明に向けたナノデバイスによる模擬コンクリートの実装と応用
助教 （岸研）酒井 雄也

気候プロキシの包括的理解に向けた同位体大気海洋結合モデル構築
准教授 芳村 圭

　サンゴや年輪等から得られる同位体比は気候プロキシと呼ばれ，観測史以前の気候状態を知る手がかりとして非常
に有用であるが，その「逆推定」手法は多分に経験的であることが問題視されている．そのため本研究計画では，将
来予測や古気候再現のために用いられている最新の大気海洋結合大循環モデルに同位体比の物理過程を組み込み，逆
推定前の同位体比を直接用いた気候再現実験の検証を可能にする．その上で ENSOや PDO，AMOといった中長期的
な周期をもつ気候変動シグナルや気候レジームの変化が気候プロキシの同位体比に反映される際の物理的・生化学的
メカニズムの理解を深め，現在利用されている経験的な逆推定手法よりも正確かつ包括的な手法を提案する．

ひび割れ自己治癒特性を有する新たな無機系ひび割れ補修材の開発
特任准教授 安 台浩

ナノ加工によるSi 熱電変換デバイスの創製
准教授 野村 政宏

成長界面リアルタイム観察によるシリコンカーバイドの溶液成長ダイナミクスの解明
准教授 吉川 健

9.  科学研究費 : 若手研究（B）

ガラス化の起源とメソスコピック輸送：ソフトマター物理の視点から
助教 （田中（肇）研）古川 亮

　ガラスの異常輸送を理解するために，理論，数値計算の両面から研究を行っている．

粉粒体における相転移ダイナミクスと非線形レオロジーの競合
特任助教 （田中（肇）研）村田 憲一郎

　粉粒体のレオロジーは，通常の流体とは全く異なるユニークな性質を示す．特に，その非線形レオロジーの理解は，
非平衡物理学分野の大きな潮流の一つであるといえる．しかし，相転移や不安定化現象に伴う強い非平衡状態と粉粒
体の非線形レオロジーの動的競合については未解明な点が多く，本研究分野における今後の重要なテーマの一つにな
り得るとの認識に至った．本研究では，相転移ダイナミクスの立場から，レオロジーの非線形性により，秩序化過程
における従来型のスケーリング則がどのように破れるのかを明らかにし，粉粒体の相転移・不安定化ダイナミクスに
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おける新たな普遍性を見出すことを目的とする．

鉄薄膜における表面・界面磁気異方性の解明
技術専門職員 （福谷研）河内 泰三

水中自動映像観測のための自己学習型ソーナー画像検出・追尾・識別手法の開発研究
特任助教 （浅田研）前田 文孝

　ソーナーによる海中探査における形状識別の効率化を目的として，高分解能ソーナー映像における自己学習型の目
標検出・追尾・画像識別技術を研究開発する．開発に当たりソーナーの映像を用いて高い性能維持を可能とする目標
画像検出，追尾，識別処理技術をそれぞれ並行開発し，それらの相互間のパラメータ構造の関係を明らかにして各処
理結果からそれらを最適化する手法を開発する事で，光学映像に比べ画質の悪い音響画像でも自律的に高い画像識別
率を維持する事が可能である事を明らかにする．

藻場調査のための鰭型移動プラットフォームの開発
特任研究員 （浅田研）西田 祐也

　漁獲量の減少に伴い，魚介類の産卵や稚魚の育成場所になっている藻場のロボットによる定期的かつ広域的な生物
調査が望まれている．しかし，現在海中で活躍するロボットの多くは回転翼をもつスラスタを使用しているため，藻
場での調査に置いて海洋植物を巻き込み停止する危険性や推進音により調査対象を逃す恐れがある．本研究では，海
藻や藻が多く生息する藻場での定期的かつ広域的な生物調査の実現を目指し，瞬発動作が可能かつ瞬発時の出力が調
査可能な鰭型推進機構を持つ調査プラットフォームの開発を行う．

伊豆沼・内沼におけるハス生息状況の 3次元音響計測システムの開発と観測
特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　宮城県北部に位置する伊豆沼・内沼では，高濁度の水域で観察されるハス Nelumbo nuciferaは，大きな群落を形成し，
水面上を覆うことから沈水植物の生息環境を悪化させ，富栄養化を促進させる要因の一つとして特に重要視されてい
る．この現象は国内外の多くの湖沼で進んでおり，ハス生息状況の持続的・定量的な計測手法が広く求められている．
特に，直接計測では高効率・高密度の測定が困難な，湖底下に広がる蓮根や底泥厚み分布を精度よく測定可能な新し
い観測システムが必要である．本研究は，底泥下探査ソナー，信号・画像解析プログラム，音波伝搬可視化シミュレー
ターを開発し，未だ謎の多い底泥下に広がる生態系を明らかにしていくものである．

快適行動モデリングに基づく大型駐車場レイアウト設計手法に関する研究
助教 （須田研）平沢 隆之

多数のユーザ参加型シミュレーションを用いて発達するロボットのインタラクション知能
特任研究員 （須田研）タン ジェフリー

高速共焦点スキャナを用いた複雑な 3次元マイクロ構造のデジタル光造形と混相流動計測
技術専門職員 （大島研）大石 正道

胎盤バリア制御機構の解明を目指したマイクロ流体システムの構築
特任研究員 （竹内（昌）研）三浦 重徳

レーザーリソグラフィを用いたマイクロ・ナノ流体システムの作製
特任助教 （竹内（昌）研）許 允禎

タンパク質の自動量子化学計算法と電子状態DBの開発
助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

誘目性を考慮した海底物体の自動抽出およびリアルタイムモニタリングシステムの開発
特任研究員 （巻研）佐藤 芳紀
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ゲート酸化膜破壊の発生位置情報を利用した多値電子ヒューズの開発
助教 （桜井研）更田 裕司

動的シナプスを含む神経回路網のダイナミクスとその工学的応用の研究
民間等共同研究員 （合原研）香取 勇一

　本研究では，短期的シナプス可塑性の性質を持つ動的シナプスを持つ神経回路網の動力学特性および脳内の情報処
理における役割を解明し，その工学的な応用のための基盤の確立を目指す．特に，大規模神経回路網モデルの構築・
解析およびデータを踏まえた検証，神経回路網の電子回路実装を行う．

環境モデル徒弟学習の抜本的高速化技術の開発と実用的対話システムのプロトタイプ構築
特任准教授 牧野 貴樹

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

　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，表面近傍の格子歪みの定量法を明らかにす
る．

窒化物半導体太陽電池のための超高品質基板の開発
特任助教 （藤岡研）小林 篤

TEM内超微小硬さ試験によるⅢ族窒化物薄膜材料の機械特性値その場ナノ計測
講師 徳本 有紀

「情報銀行」による個人活動の情報統合と予測に関する研究
特任研究員 （柴崎研）金杉 洋

リモートセンシングデータを用いたモンゴル草地における草地劣化分布の把握
特任助教 （竹内（渉）研）関山 絢子

空気膜と弾性梁からなるハイブリッド展開構造物の概念検討と基本特性の把握
特任講師 荻 芳郎

道路における空間資源の認知と共有のモデリング
講師 井料 美帆

　交通結節点の 1つである駅前広場では，バスやタクシー，乗用車，歩行者等が輻輳し，円滑・安全に関する各種問
題が発生している．しかし，乗降施設や駅入り口などの配置方法については，定性的な指針があるのみで，本来結節
点として担保すべき交通機能を十分に発揮するための設計・運用方法が確立されていないのが現状である．本研究で
は，利用者のうち，特に移動の自由度の高い一般車での送迎（キスアンドライド車両）に着目し，駅前広場の幾何形
状に応じた，利用者の送迎時の挙動モデルを構築した．

高速度カメラを用いたスカイツリーでの上向き雷の観測
助教 （年吉研）齋藤 幹久

スケジューリングと計算リソース量を柔軟に制御できる投機計算を考慮した分散計算環境
助教 （喜連川研）横山 大作

　必ずしも全ての計算が必要にならない，投機的な計算を含む問題を，大規模な分散計算環境を用いて効率よく解く
ことは難しい．そのためには（1）部分計算のスケジューリング（2）利用する計算リソース量，の 2つを適切に設定
することが必要となるが，現在の汎用的な分散プログラミング環境ではこれらを十分に制御できない．そこで本研究
では，投機計算を多用するゲーム木探索問題を例題とし，（1）（2）の要素をプログラマが柔軟に指示できるような分
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散プログラミング環境を設計，構築し，大規模探索問題の分散計算による高速化実現を目指す．

磁気熱量効果を用いた新規エクセルギー再生装置の基礎研究
特任准教授 苷蔗 寂樹

　本研究では，プロセス流体のもつ熱エクセルギーを再生し，プロセス内で熱を循環再利用することで，プロセスの
エネルギー消費を大幅に削減する自己熱再生技術の適用範囲を拡げることを目的として，物理化学現象である磁気熱
量効果を用いた新規のエクセルギー再生装置の開発に向けた基礎研究を行った．その中で装置内の流動及び伝熱モデ
ルの構築と解析を行い，装置設計の基礎データを取得した．

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
特任助教 （岡部（徹）研）野瀬 勝弘

塩化物廃棄物を利用するチタンスクラップのリサイクル
助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

持続可能な災害対応危機管理システムの開発
助教 （目黒研）沼田 宗純

　平時には現状の課題を抽出し，その課題の改善に努めるとともに，発災直前の警戒から発災後には被害状況の評価
と，その評価結果に基づいて効果的に対応する「平時から有事へのシームレスな対応」を実現するシステムを開発す
る．

災害・危機に対する大学の業務継続マネジメント支援パッケージシステムの開発
准教授 大原 美保

　本研究では，東日本大震災での教訓も踏まえて，大学キャンパス・施設の災害リスクを手軽に診断し，大学の特性
に応じた緊急行動計画や予防対策計画を作成できる「事業継続マネジメント支援パッケージシステム」の開発を行う．
これにより，本年度は，東日本大震災の大学の対応に関するデータベース作成と，災害リスクを診断できるマップシ
ステムの開発を行った．

10.  科学研究費：研究活動スタート支援

地震被害を受けた建物群の詳細な検討に基づく建築物の倒壊限界評価法の妥当性検証
助教 （中埜研）松川 和人

　本研究では，実被害を受けた建物に今まで開発してきた建築物が転倒に至らない限界の変形である「倒壊限界変形」
の評価法を適用し，この結果と推定した建物の応答変形との対応を比較検討することにより評価法の妥当性を検証し，
建物の性能評価法として広く用いられることを企画している．

統計力学の手法を利用した経済学理論の構築
協力研究員 （羽田野研）紺野 友彦

　本研究の目的はネットワークと統計力学の手法を利用して，経済学の新しいモデルを作ることにある．具体的には
知識（TFP）の伝播とネットワーク構造との関係，ネットワーク上で競争する企業モデル，生産関係ネットワークの
モデル，ネットワーク上での協力ゲーム，ネットワーク上での囚人のジレンマゲームと協力行動の誘発，ネットワー
ク構造と成長の研究などである．関係性はネットワークとして表現することができる．モデルの結果がいかにしてネッ
トワーク構造に影響されるのか，またどのようにしてネットワークが生成発展していくのか，二つの流れを分析した．
現実のネットワークは異質性（ノードの持つリンクの数の分布関数の分散の大きさ）が高いものが多いことがわかっ
ている．本研究で，その異質性の大きさがどのようにモデルの結果に影響をもたらすかを示した．それ以外にも渋滞
の経済学，ファイナンス，ネットワークと空間経済学，統計力学，確率論などの研究を行った．

トポロジカル超伝導及び超流動におけるダイナミクス
助教 （羽田野研）荒畑 恵美子

　本研究の目的は，トポロジカル超伝導及び超流動のダイナミクスを記述する新たな理論的枠組みの構築，及び普遍
的な物理現象としての詳細な解明にある．本研究では，（1）スピン軌道相互作用のある超流動のスピン流のダイナミ
クス，（2）トポロジカル超伝導体における vortexのダイナミクス，に関して，“実験で観測可能なパラメータ”の計
算を行う．特に，申請者が独自に開発した数値計算手法を応用し，先行研究で計算の複雑さから無視されてきた本質
的な効果（散乱過程やホール項など）を適切に取り入れた方程式を導出し，数値的に解くことで，実験で観測されて
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いるが未だに解明されていない現象の解明を行う．

波浪の発生・発達を考慮した港内静穏度解析に関する研究
特任研究員 （林研）小林 豪毅

潅流可能な血管様構造を有する 3次元細胞組織の構築
特任研究員 （竹内（昌）研）平山 佳代子

トランスポーター解析デバイスの開発とヌクレオシド取り込み系の解明
特任研究員 （竹内（昌）研）友池 史明

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の開発
助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

　剛体折り条件を満足しない一般的なミウラ折りや，円筒の螺旋折り等の展開・収納構造に対して，折りたたみ過程
における部材の弾性変形を考慮し，構造全体を展開・収納させる新しい展開構造を開発する．

流体中における輸送現象の複雑ネットワーク理論による解析
民間等共同研究員 （合原研）藤原 直哉

　本研究の目的は，流体中における粒子の輸送現象を複雑ネットワークとして捉え，ネットワーク科学の手法を用い
て解析することである．そのために必要な数理的基礎を明らかにし，解析手法の確立を目指す．ネットワーク科学で
確立している手法を用いることによって，通常の流体解析では明らかにならなかった性質の解明を目指す．すなわち，
重要な役割を果たす空間領域の解明，定常状態への緩和過程や，流れ場を変更した場合の影響の評価などである．ま
た，本研究の応用可能な分野を見出し，該当分野の研究者と議論することによって，将来の研究の発展の可能性を検
討する．本研究の完成により，基礎科学的な観点からは乱流中での輸送現象に対する新たな描像が得られると期待さ
れる．工学的観点からは，局所気候解析や環境問題と関連した輸送制御など，幅広い応用可能性が期待される．

認識系と意志決定系を統合した脳型情報処理モデルの基礎研究
助教 （合原研）奥 牧人

　大脳は脳の高次機能を司る重要な部位である．大脳の機能のうち，特に入力に関するもの（物体認識など）と出力
に関するもの（意志決定など）は，広範囲の領域が関わる重要な機能である．これら二種類の機能をよく理解するた
めには，それらの背後にある計算原理を知る必要がある．従来，認識系と意志決定系の機能は，それぞれ『ベイズ推
論』と『期待報酬の最大化』の計算原理から説明が試みられてきた．応募者はこれを拡張し，認識系と意志決定系の
両方を統合的に扱うための理論的枠組みを整備し，脳のような高度に知的な情報処理システムを工学的に実現するた
めの基礎モデルを築くことを目指す．

11.  科学研究費 : 奨励研究

コメヌカ炭化物によるカドミウムイオン除去メカニズムの検討
技術専門員 （迫田研）藤井 隆夫

12.  特別研究員奨励費（DC）

ソフトマターの構造形成：形成過程と不安定化のダイナミクス
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，電荷により安定化された結晶構造である．この系に塩を加えコロイドの電荷を遮蔽した場合，安定な格子
間隔が狭くなるため結晶状態は不安定化し，液体状態に転移する．この融解過程を共焦点顕微鏡を用いて，3次元直
接観察を行い，その秩序構造及び融解過程をボンド配向秩序変数で特徴づけ，既存の Lindemannや Hansen-Verletの
判定条件との対応を探っている．また，逆に結晶化について外場が与える影響を考えるため，Wigner結晶の形成に
おける電場の効果に関しても同様に調べている．このような非平衡過程は流体力学的相互作用・静電力学が競合する
問題である．我々は，実時間観察と共に，流体力学的相互作用及び揺らぎの効果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．
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微小液滴を用いた複雑立体構造形成
大学院学生 （酒井（啓）研）石綿 友樹

高分子系の非平衡レオロジー特性を利用した機能性マイクロカプセルの作製
大学院学生 （酒井（啓）研）下河 有司

スピン偏極水素原子散乱装置の開発とこれを利用した表面磁気構造の解明
大学院学生 （福谷研）武安 光太郎

平均 Lagrange 型乱流統計理論における数理の解明と応用
大学院学生 （半場研）有木 健人

　本研究では平均速度による Lagrange座標を用いて共変的な乱流モデルを導く統計理論の構築を行い，次の三点を
達成した．1）本理論から得られた Reynolds応力の遅延効果が，伸長収縮流・せん断流・軸対称流において，平均流
エネルギーの散逸を抑制し得ることを明らかにした．2）非一様性効果（高次粘性効果）が，軸対称回転流において，
回転軸近傍でのせん断応力を抑制し，軸中心の逆流現象に有意な説明を与えうる示唆を得た．3）渦粘性効果の理論
表式において，信憑性の高い一様乱流理論と当該理論が一致することを見出した．

多体エンタングルメントの定量化
大学院学生 （羽田野研）田島 裕康

　本研究は，多体のエンタングルメントの定量化によって，量子系の「情報の指標」となる幾何学構造を発見する事
を目的とする．すなわち，多体量子系の内部での情報の振る舞いを，エンタングルメントの幾何学構造の変形で捉え
られるような，エンタングルメント指標を定義する．こうした物理量は，多体のエンタングルメントの定量化によっ
て見いだされると考えられる．実際，二者純粋状態では，1．ある物体 Aが別の物体 Bの情報を保持している⇔ AB
間にエンタングルメントが存在している　2．ある物体 Aが別の物体 Bの情報を取得する（観測）⇔ AB間にエンタ
ングルメントが生成される　3．ある物体 Aが別の物体 Bの情報を失う（情報消去）⇔ AB間に存在したエンタング
ルメントが消滅するというように，情報とエンタングルメントの間に，ごく自然な対応関係がつく．これを多体に拡
張する．その幾何学構造を用いて，さらに次の二つを明らかにする．1．多数の調和振動子間のエンタングルメント
を調べ，場のエンタングルメントを定量化する　2．多体のエンタングルメントが持つ，「部分系間の相関の指標」と
しての性質を用いて，非平衡状態をエンタングルメントの形態によって分類する定量化は，二者の定量化の場合と同
様，LOCCと呼ばれる操作のクラス（局所ユニタリ操作と局所観測，操作者同士の古典通信のみで構成される）に対
する系の応答を調べることで行う．具体的には，ある状態から別の状態へ，LOCC操作で成功確率 1で変換できるか
否かを判定する必要十分条件を求める．

金属への水素侵入および吸蔵機構原子過程に関する研究
大学院学生 （ビルデ研）大野 哲

グラフェン量子ドットにおけるテラヘルツ単一光子検出
大学院学生 （町田研）荒井 美穂

超収束パラメトリック音源と映像ソーナーを用いた岸壁内外部の高精度 3次元可視化診断
大学院学生 （浅田研）虻川 和紀

　コンクリート構造物内部に超音波を透過させることが可能なパラメトリックソーナーと，水中物体の可視化を行う
イメージングソーナーとを組み合わせ，内部まで含めた港湾岸壁のヘルスモニタリングを行う手法開発を進めている．

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
大学院学生 （柳本研）朴 亨原

　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）γ相域から加工
誘起変態による微細粒，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ための基盤研究を行う．
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時間領域マイクロ波散乱シミュレーションによるSAR画像生成と海面観測への応用
大学院学生 （林研）吉田 毅郎

小分子応答性を有する機能性リポソームの創製
大学院学生 （竹内（昌）研）外岡 大志

血中マラリア原虫感染細胞を同定する赤血球アレイのためのマイクロ流体デバイスの作製
大学院学生 （竹内（昌）研）手島 哲彦

3 次元細胞構造体における神経による筋肉駆動制御
大学院学生 （竹内（昌）研）森本 雄矢

一細胞単位で設計された神経回路を有する三次元人工脳組織の構築
大学院学生 （竹内（昌）研）吉田 昭太郎

複数の自律型海中ロボットの連携による海底広域探索手法の開発
大学院学生 （巻研）松田 匠未

データ同化技術を用いた，マルチスケールな感染症伝播モデルの構築と評価
大学院学生 （合原研）江島 啓介

　疫学モデルとして，複数のモデルが提案されているが，モデルによって対象とする規模が違ったり，定量的評価と
解析可能性のどちらかが欠けるという問題がある．これらの問題を解決するために，高精度な人の移動データを用い
て既存のスケールをもったミクロな複雑ネットワークモデルとマクロな微分方程式モデルをそれぞれ現実の都市を表
すモデルに改良し，融合させることによって，対応策の定量的評価ができ，かつモデルの解析が可能なマルチスケー
ルなモデルの構築が可能となる．

データ複雑性に基づく階層的学習モデル最適化と大規模時系列データマイニングへの応用
大学院学生 （合原研）木脇 太一

固体ナノ共振器中の光電子相互作用のNEMS制御と量子情報素子への応用
大学院学生 （岩本研）太田 竜一

機能化マイクロカプセルを用いた iPS細胞大量培養・分化システムの構築
大学院学生 （酒井（康）研）堀口 一樹

金クラスター担持酸化物半導体に基づく光機能デバイスの開発
大学院学生 （立間研）古郷 敦史

自然免疫系におけるHMGBタンパク質を中心とした新規核酸認識機構の解明
大学院学生 （谷口研）千葉 志穂

核酸認識分子RBM3及びHMGB1 による免疫・発がん機構の解析
大学院学生 （谷口研）松田 淳志

炎症と発がんにおけるHMGB1 の役割の解析
大学院学生 （谷口研）植木 紘史
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免疫性核酸／蛋白複合体を制御する蛋白の同定
大学院学生 （谷口研）更級 葉菜

IRF3 による IL-33 遺伝子発現誘導の腸炎における役割
大学院学生 （谷口研）三木 祥治

東北地方沿岸部津波被災地域の再生に向けた都市史研究
大学院学生 （村松研）岡村 健太郎

BIMと数値解析を援用した都市温熱環境最適設計手法の開発に関する研究
大学院学生 （大岡研）林 鍾衍

　建物周辺の流れ場は敷地条件（周辺の建物現状）や建物条件（形状及び配置）や気象条件（風向及び風速）等によっ
て大幅に変化する．このような風通しを一定の計算式を用いて評価することには再考の余地があると判断される．本
研究では，指標算出式の基本形を決め各項の重み係数を調節する指標改善フローを提案する．また，指標改善フロー
と評価フローを統合した評価ツールを BIMへ組み込んだ建物最適配置手法を開発し，建物設計段階で良い風環境を
担保する配置や形態を決定するのに有効な設計フローを作成する．

実時間ナノスケール観測手法を用いた摩擦機構の解明と低摩擦化方策の探求
大学院学生 （藤田（博）研）鍋屋 信介

　ダイアモンドライクカーボン膜やテフロン膜のような摩擦の少ない材料について，摩擦面での真実接触点を模擬し
たナノコンタクトを透過電子顕微鏡中で形成し，その摺動挙動の「その場」観測と摩擦力の同時測定を目指して研究
を進めている．

Hadoop に対し飛躍的性能向上を達成する大規模データ解析処理系の研究
大学院学生 （喜連川研）山田 浩之

　本研究は，アウトオブオーダ型実行方式に基づく並列データ処理系の開発を研究目的とする．すなわち，大規模デー
タの解析に近年広く用いられつつある並列データ処理系において，関係データベースエンジンで試みられているアウ
トオブオーダ型実行方式を拡張して適用することにより，従来型の処理系に比して，特にデータセット空間の一部の
データを対象とするデータ処理に対して，飛躍的な高速化を目指す．

大容量トランザクションシステムを実現可能とする超低消費電力システム基盤の開発
大学院学生 （喜連川研）早水 悠登

　IT基盤の中でも，電子取引を支える OLTPシステムは根幹とも言える存在であり，高速化・大容量化が強く求め
られている．一方，今までの研究から明らかなように，低炭素化が求められる現在，省電力化も合わせて実現する必
要がある．本研究は，高速なストレージ環境における OLTPの高性能化に取り組み，当該環境における動的な OLTP
省電力化手法の確立を目指すものである．

水みちからの土砂流出による地盤内ゆるみ形成プロセスの解明とゆるみ探査手法の検討
大学院学生 （桑野研）佐藤 真理

半導体量子ドットを用いた電子・光子相互作用制御と量子情報処理への応用に関する研究
大学院学生 （荒川研）都木 宏之

13.  特別研究員奨励費（PD）

含水履歴を考慮した自然斜面および土構造物の地震時挙動予測と安定性評価
日本学術振興会特別研究員 （小長井研）京川 裕之
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地震発生パターンの変化をとらえる統計モデルの構築
日本学術振興会特別研究員 （合原研）近江 崇宏

　本研究課題は地震観測データから地震発生パターンの変化をとらえ，地震の確率予測の精度の向上を目指すもので
ある．地震活動はこれまで ETASモデルや Gutenberg-Richter則といった経験則を用いて特徴付けられてきた．これら
の経験則は平均的にはよく地震活動を表現するが，局所的には経験則と観測データとの間にはずれが生じることがあ
る．そこで本研究は，詳細な地震発生パターンの変化をとらえる統計解析手法を構築することにより，より精度の高
い地震の確率予測手法の確立を目指す．

微小構造の変形の解析とそのマイクロフレキシブルデバイスへの応用
日本学術振興会特別研究員 （藤田（博）研）武居 淳

　人の皮膚のしわに代表されるように，柔軟な構造を覆う被膜には，柔軟構造の大変形に応じて様々なしわや突起が
形成される．この現象を理論的に考察するとともに，MEMS技術で作ったマイクロ柔軟構造を覆うプラスチック薄
膜を用いて，構造変形と薄膜のしわの形状との関係を実験的に明らかにする．

14.  特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

過冷却液体・ガラスの結晶化における静的・動的不均一性の役割についての研究
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）RUSSO， J．

　本研究は，ボンド配向秩序が及ぼす結晶核形成への影響を，構造的・運動学的観点から明らかにすることを目指し
て行っている．構造的観点からは，過冷却液体の中に形成されるボンド配向秩序と核形成される結晶の対称性との間
に整合性があることが，核形成バリアを下げる要因である，と剛体球液体において明らかとなった．これに加え，結
晶の成長の素過程を支配する輸送のダイナミクスを決定する運動の素過程，運動単位を明らかにすることで，古典核
形成理論を越えた結晶核形成の基礎を明らかにできるものと期待している．これまで，Ostwaldの段階成長則として，
結晶側の変化に着目した研究はいくつか報告されているが，我々の研究により，結晶の古典核形成理論の常識に反し，
結晶化の素過程が微視的レベルにおいては，連続的であり，液体中で自発的に形成されるボンド秩序の高い領域から，
その位相整合性の連続的上昇によって結晶核の形成に至ることを初めて明らかにした．このことは核形成の素過程に
ついての新たな知見だけでなく，結晶形の選択についても全く新しい機構を与えてくれる．この新たな結晶形の選択
の機構の普遍性について検討を行っている．

多分散性は構造・ダイナミクス・熱力学の間に影響を与えるか
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）INGEBRIGTSEN， T．

　最近我々は，過冷却液体に発現するスローダイナミクスを“中距離結晶秩序（MRCO）”の成長という観点で説明
できる可能性を見出した．MRCOはシミュレーションや実験における様々な系でスローダイナミクスに付随して観
測される．また緩和時間の増大や動的不均一性などはMRCOのサイズで特徴づけられることが見出されており，こ
れらの物理現象の間に密接な関係性が存在することを強く示唆している．一方，INGEBRIGTSEN氏はこれまで，液
体系の“強相関性”と称される問題について数値的・理論的に取り組んできた．種々のモデル液体系におけるシミュ
レーション結果は，この“強相関性”の概念が，液体の熱力学特性，輸送特性の理解に有用たりうることを示してい
る．そこで，液体の強相関性の理解において展開された研究手法・概念を援用することで，ガラス転移点近傍におけ
るMRCOの成長と動力学的異常に関する理解の深化を目指す．さらに，このようなMRCOの成長はサイズに弱い多
分散性がある場合に特に顕著となることが知られている．多分散性の度合いは系のフラストレーションの強さに関係
しており，多分散性が液体の構造，ダイナミクス，熱力学的性質，あるいはこれら相互の関係性にどのような影響を
及ぼすかは非常に興味深い．このような問題についても数値実験的なアプローチによる理解を目指す．

地盤の年代効果と微地形の空間分布を考慮した高度な液状化危険度評価手法の開発
准教授 清田 隆，日本学術振興会外国人特別研究員 （清田研）POKHREL， R．

骨転移研究のためのマイクロ流体環流システムを用いた 3次元骨髄微小環境の構築
准教授 竹内 昌治，日本学術振興会外国人特別研究員 （竹内（昌）研）HSIAO， A． Y．-C．

MEC・ECOPATH結合モデルによる有害物質の海洋生態系への影響評価
准教授 北澤 大輔，日本学術振興会外国人特別研究員 （北澤研）ISLAM， M． N．

　東日本大震災において被災した釜石湾では，沈んだがれきからの重金属などの溶出や，河川を通じた放射性物質の
流入など，有害物質による汚濁が懸念されている．本研究は，高次生態系を解析するツールである ECOPATHモデル
を用いて，これを流れ場－生態系結合数値モデルに結合し，高次生態系の動態を再現することを目的とする．流れ場・
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生態系結合数値モデルを構築し，観測データとの比較によって検証した．また，ECOPATHモデルの使用法を習熟した．

TFT マイクロ流路デバイスによるスマート癌診断システムの開発
特任講師 松永 行子，日本学術振興会外国人特別研究員 （松永研）KIM， Y．-J．

生体様の代謝と輸送を再現する肝組織マイクロデバイス
教授 酒井 康行，日本学術振興会外国人特別研究員 （酒井（康）研）PERRY， G．

色素－触媒連結系における電子移動の性質：人工光合成に向けて
教授 石井 和之，日本学術振興会外国人特別研究員 （石井研）MULYANA， Y．

グリーンビルディングの実現のための LCAと数値解析を援用した最適設計手法の開発
教授 大岡 龍三，日本学術振興会外国人特別研究員 （大岡研）LIM， J．

　設計初期段階におけるグリーンビルディングデザインのリファレンスとなるモデルを提供する設計手法の構築を目
的とし，遺伝的アルゴリズム（GA）による最適化手法と計算流体力学（CFD）・ビルディングエネルギーシミュレー
ション（BES）による建築物の環境性能の定量的な評価手法の融合によって，建築物の存続期間の環境性能変化を考
慮する上での最適な外観デザインの導出を試みる．

水同位体領域気候モデルによるチベット高原での水蒸気起源・標高・気候の関連性の解明
准教授 芳村 圭，日本学術振興会外国人特別研究員（芳村研）Liu Zhongfang

　水の安定同位体比を用いた研究分野は，新たな観測技術の開発とモデリングの進化によって，かつてない速度での
進展を遂げており，気候システム・水循環システムの解明研究においてブレークスルーを生み出す可能性を秘めてい
る．実際に，衛星から観測された膨大な水蒸気同位体比データなどを用いることにより，水の安定同位体比から水循
環中の相変化情報（例えば雨滴の落下中の蒸発割合）を逆推定する，といったことが可能となってきている．本研究
では，これまでに開発してきた同位体領域気候モデル IsoRSMをチベット高原に適用し，水同位体比の時空間分布の
形成メカニズムをさまざまなタイムスケールにおいて解き明かすことを目的としている．チベット高原での水循環は，
アジアモンスーンひいては東アジアを含む大きな地域での気候システムの形成に大きな影響を与えており，そのよう
な地域での水循環の詳細を解明することの意義は極めて大きい．

細胞骨格の病変や化学物質が筋肉の機械特性に及ぼす効果の研究
教授 藤田 博之，日本学術振興会外国人特別研究員 （藤田（博）研）SEGARD， B．-D． R．

ナノ振動子による場の計測
教授 川勝 英樹，日本学術振興会外国人特別研究員 （川勝研）Allain Pierre E．

化学コントラストを有するAFMの実現に向けての研究
教授 川勝 英樹，日本学術振興会外国人特別研究員 （川勝研）DAMIRON， D．

マイクロシステムにおける分子計算の研究
教授 藤井 輝夫，日本学術振興会外国人特別研究員 （藤井研）GENOT， A．

　本研究では，合成 DNAを用いて反応ネットワークを構成し，これをマイクロ流体システムと組み合わせることに
よって，動的な入出力に対応可能な新しい分子計算の可能性を示すことを目的とする．

電気光学的手法による量子ドット励起子のスピン状態制御に関する研究
教授 荒川 泰彦，日本学術振興会外国人特別研究員 （荒川研）HARBORD， E． G．
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B.  民間等との共同研究

1.  民間等との共同研究

レオロジー分野における新規計測法の研究開発
教授 酒井 啓司

インクジェットに関する計測技術の研究
教授 酒井 啓司

インク気液界面における微小領域物性評価技術の開発
教授 酒井 啓司

新規物性評価技術に関する研究
教授 酒井 啓司

核反応分析（NRA）によるガラス中OH濃度定量
教授 福谷 克之

核反応法を用いた絶縁膜中水素濃度プロファイルの高精度分析技術
教授 福谷 克之

絶縁膜中水素挙動の解析及び不揮発メモリ信頼性との関係
教授 福谷 克之

水素顕微鏡によるPt-Ti-O 構造水素センサ評価
教授 福谷 克之

超高圧ガス用 FRP容器の適用性に関する研究
教授 吉川 暢宏

　炭素繊維強化複合材料をフィラメントワインディングして成形された FRP容器の水素スタンド用蓄圧器としての
適用可能性を 3年間に亘って検討する．今年度はタイプⅢ容器について，有限要素感度解析により最適設計を探索し
た．

超高圧水素容器の最適設計に関する研究
教授 吉川 暢宏

　有限要素法による強度評価に基づき，鋼製容器の炭素繊維強化プラスチック補強による超高圧水素容器の構造最適
化手法を開発する．

スチールライナー-CFRP複合容器の鋼材厚およびCFRP厚と許容応力との関係予測
教授 吉川 暢宏

　スチールライナー-CFRP複合容器において，設定した許容応力を達成できる鋼材厚 20mm～60mmの条件での
CFRP厚の最小値をシミュレーションにより予測する．

高圧水素蓄圧器の開発
教授 吉川 暢宏

　CFRPおよびライナーの強度評価手法を開発するため，製造過程まで含めた有限要素解析シミュレーションにより
強度低下の要因を明らかにする．
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CFRP製パイプに発生する欠陥が引き起こす強度低下の評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

　CFRPパイプを対象に欠陥が存在した場合にどの程度の強度低下が生じるかを把握するため，樹脂と繊維束を区分
するメゾスケールモデルを用いて，樹脂中の欠陥まわりの応力評価を詳細に行い，最悪状態を特定し，破裂強度低下
の程度を算定する．

新材料を用いた補強盛土の安定性に関する研究
准教授 清田 隆

Consortium for Manufacturing Innovation （“CMI”）
教授 帯川 利之

残留応力を考慮した強度設計技術に関する基礎研究
教授 都井 裕

　クランク軸などの機関部品に対し，プレス矯正，熱処理（高周波焼入れ）時に発生する残留応力を考慮して，連続
体損傷力学に基づく寿命予測手法を開発する．

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

民間等共同研究員 （横井研）松坂 圭祐

　本研究では，技術的な課題が多いパルプ射出成形について，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化
を課題としている．本年度は，パルプ射出成形法に使用する材料のレオロジー特性を評価することを目的として，新
たに専用の粘度特性評価装置を設計・試作した．試作装置を用いた粘度評価実験を通して本手法の有効性を確認する
とともにパルプ射出成形材料の粘度特性を具体的に明らかにした．

超音波映像ソーナー画像 3次元化の研究
教授 浅田 昭，（株）NTTデータ CCS 三尾 有年

　水中ビークルのコンピュータービジョンとして利用することを想定し，2次元イメージングソーナーを基とする計
測装置の開発，それを用いて，水中物体の 3次元可視化をリアルタイムに実現するソフトウェアの開発を行っている．

イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浅田 昭

　イルカ類やコウモリ類は，生物ソナーと呼ばれる超音波を利用した周囲環境の把握や捕食活動をおこなうほ乳類で
ある．イルカ類の水中生態解明には長期にわたる持続的観測が必要だが，自然環境下での観測には多くの困難を伴う．
水族館という人工環境下で飼育されているイルカ類を対象として，その水中音響活動を継続的に長期間モニタリング
することで，生物ソナーという特殊能力を有するイルカ類の行動解明を目指すとともに，飼育下のコウモリを対象と
した日々の生態音響計測の成果をイルカ類の観測データの理解のために応用する研究を進めており，長期リアルタイ
ム生態環境音響モニタリングを伊豆三津シーパラダイスで実施している．

海洋鉱物資源広域探査システム開発
教授 浅田 昭，国際航業（株） 松田 健也

　新たな海洋鉱物探査手法の開発に取り組んでいる．即戦力として利用可能な装置，探査手法を開発することを最終
目標としており，使い手となる民間企業からの意見を取り入れながら，新技術の開発を目指している．

海底地殻変動観測の高度化に関する研究
教授 浅田 昭，助教 （浅田研）望月 将志，海上保安庁 佐藤 まりこ

　海上保安庁海洋情報部と共同で GPS海上測位と音響測距を組み合わせた海底地殻変動観測を実施している．現状
の精度を劣化させる原因，特に，GPS測位の問題，音響測距の問題及び海中音速構造の問題を明らかにするとともに，
さらに高精度かつ効率的な観測システムの構築を目指し，観測システム，観測方法及び解析方法の改善方策の検討を
行っている．
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自己熱再生を用いた熱循環濃縮・脱水システムの研究開発
特任教授 堤 敦司

社会システムにおけるエネルギー最適化に関する研究
特任教授 堤 敦司

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

製鉄所における自己熱再生型ガス分離技術およびケミカルヒートポンプ（CHP）の適用化検討
特任教授 堤 敦司

自己熱再生を用いた省エネルギーな随伴水処理
特任教授 堤 敦司

新しいモビリティの快適性に関する研究
教授 山中 俊治

高フィデリティー流体解析技術の開発
教授 加藤 千幸

境界層および剥離せん断層内の乱流構造に着目した空気抵抗低減技術の開発
教授 加藤 千幸

乱流流入風騒音モデル開発
教授 加藤 千幸

脳機能NIRS を活用した交通安全対策の評価手法の研究
教授 須田 義大

鉄道車両の車輪・レール接触モデルに関する研究
教授 須田 義大

乗降位置可変型次世代ホーム柵の研究開発
教授 須田 義大

タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大

快適性と安全性を両立させるモビリティ技術に関する研究
教授 須田 義大

鉄道車両の車輪・レール I/F に関する研究
教授 須田 義大
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ライトレール車両の車輪とレールの粘着に関する研究（スケール模型実験の実施と仮説モデルの検
証および走行シミュレーションの検討）

教授 須田 義大

乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究（高速検知アルゴリズムの検証）
教授 須田 義大

駅を拠点とした公共交通機関の情報連携システムの評価
教授 須田 義大

広島 ITS に関する実証的研究
教授 須田 義大

準静電界を用いた個人特定技術の研究
教授 須田 義大，特任准教授 滝口 清昭

　車両のユーザをより遠距離で検知する技術を開発する．

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

　モーターコアの最適打抜き技術を研究する．

薄鋼板圧延における残留応力解析
教授 柳本 潤

　薄鋼板圧延において，圧下率（1～30％），駆動方式（両側，片側駆動），潤滑条件（低摩擦係数，高摩擦係数）が
鋼板残留応力（反り）に及ぼす影響について解明する．

熱間加工実験による材料モデル構築技術の研究
教授 柳本 潤

　実験時の材料温度，ひずみ不均一性を考慮して材料モデルを固定する技術を開発する．

材質予測モデルと制御の研究
教授 柳本 潤

　高温・高速変形時における合金鋼金属組織のモデル化．

高導電性を有するCNT・アルミニウム複合材料の創成
教授 柳本 潤

　CNTをアルミニウムと複合化することで，アルミニウム母材より高い導電率を有する複合材料の創成を目的とす
る．

共焦点マイクロPIV による流体内部流動の可視化
教授 大島 まり

粉末床溶融結合における低融点材の低温造形技術の研究
教授 新野 俊樹

MID技術の高度化
教授 新野 俊樹

　表面に電気回路を有する射出成型品であるMID（Molded Interconnect Device）は，立体配線回路やアンテナなど静
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1．研究課題とその概要

的なデバイスとして用いられてきた．本研究ではMIDをメカトロデバイスに用いるために必要なプロセスの研究と，
応用デバイスの研究を行っている．

MEMSを用いたバイオチップに関する研究
准教授 竹内 昌治

食品の機能性の検討
准教授 竹内 昌治

糖応答性蛍光ゲルを利用したグルコースセンシングシステムの開発
准教授 竹内 昌治

高速道路の走行安全性に関する研究（その 1）
准教授 中野 公彦

漁具浮沈システムの開発と安全性評価
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一，民間等共同研究員 （北澤研）細川 貴志

　本研究では，定置漁業の登り網を閉じるために，部分揚網装置を開発する．ポリエチレンパイプへの給気によって
浮上させる方法を用いたため，水槽模型実験においてポリエチレンパイプの形状を把握するとともに，実海域で実物
のポリエチレンパイプを製作し，浮上，沈下実験を行った．

有明海の漁場環境改善に関する研究
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　日本の沿岸域では，富栄養化によって底層の貧酸素化が進行し，漁業資源に深刻な影響を及ぼしている．そこで，
一時的でも，低コストで，簡易的に，漁業者自らが酸素濃度の回復をはかる方法が求められている．本研究では，漁
船で吹き流し装置を曳航することによって海水の鉛直混合を促進し，サルボウガイ漁場の貧酸素化の解消を目指すも
のである．そこで，吹き流し装置の水槽模型実験を実施するとともに，実物を製作し，実海域での試験を実施した．

小型ROVを使った海中音響計測
准教授 巻 俊宏

水中移動探査装置の開発
准教授 巻 俊宏

海中における複数カメラによるリアルタイム 3次元計測技術の研究
准教授 巻 俊宏

海底における広帯域反射分光分析による現場計測技術の研究
特任准教授 ソーントン ブレア

新型リチウムイオン電池の実用要素研究
特任教授 堀江 英明

移動型 2次元レンジセンサを用いた形状計測技術の開発
教授 池内 克史，協力研究員（池内研）増田 健，特任准教授 小野 晋太郎

複合現実感の研究開発
教授 池内 克史
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VI.　研究および発表論文

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

次世代デジタルアーカイブのための画像処理技術の研究
教授 池内 克史

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

MR技術を用いた次世代型観光・教育施設の研究
教授 池内 克史

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

DtMOSを用いた低電圧 /低消費電力回路技術に関する研究
教授 桜井 貴康

実世界アプリ・サービスを実現するアジャイル・低電力プラットフォーム向け回路技術の研究
教授 桜井 貴康

非線形時系列解析理論を用いた高炉操業変動検出のための高炉操業ビッグデータ解析
教授 合原 一幸

　高炉時系列データ（原材料性状，装入・堆積状態，出銑滓，排ガスおよび炉体の各種計測値等）を複雑系モデルに
より解析し，異常炉況変化の予測を行う．

SRAM セルへの一括高電圧ストレス印加による不揮発性メモリの研究
教授 平本 俊郎

　本研究室では，SRAMへの一括高電圧ストレス印加による SRAMセル安定性の自己修復技術を提案している．本
研究は，この技術を不揮発性メモリに応用するものであり，（株）半導体理工学研究センターと共同研究を行っている．

高機能暗号の安全性評価に関する研究
教授 松浦 幹太

　高機能暗号における安全性モデルと構成方法の研究動向を調査し，とくに注目する特定のモデルに関して具体的に
安全性評価研究を行う．

視覚刺激による注視および注意の誘導技術
教授 佐藤 洋一

　視覚刺激による注視および注意の誘導可能性を検証することを目的とし，自然背景画像に対する適切な提示視覚刺
激の設計，視覚刺激提示による注視誘導効果に関するモデルの構築，視覚刺激提示による反応時間削減効果の検証に
取り組む．

小型センサ端末向け環境発電電源に関する研究
准教授 高宮 真

卵殻膜による糖尿病治療
教授 畑中 研一
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1．研究課題とその概要

DLC膜製作プロセスの最適化
助教 （光田研）野瀬 健二，教授 光田 好孝

無容器浮遊法を用いたガラスの作製技術およびガラス
教授 井上 博之

高透過率高分散光学ガラスの組成開発と構造解析
教授 井上 博之

非晶質構造解析に関する研究
教授 井上 博之

網膜細胞移植医療に用いるヒト iPS細胞から移植細胞への分化誘導に係わる工程および品質管理技
術の開発

教授 酒井 康行，助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）堀口 一樹

　治療対象は，iPS細胞の最大の課題である発がんの懸念を少しでも軽減し，早期の臨床研究を実現するために，移
植細胞の数が 10の 4乗個程度で済み，かつ移植細胞の安全性が全細胞について担保できる網膜細胞移植による加齢
黄斑変性症，網膜色素変性症に焦点を置く．移植細胞について保証できる培養技術，評価技術，選択技術や装置の開
発が最も重要な課題であるとの認識の下，自動装置の開発（操る技術），非侵襲モニタリング技術の開発（観る技術，
測る技術），工程シミュレータの開発（診る技術）を産学合同で確立し，全ての細胞を 1細胞ごとに安全性を担保で
きるオールインワン細胞調製装置を構築する．本技術は，3S （安心，安全，安価；Security， Safety and cost-Saving）
の構築によるWin－Winの枠組みを作り，再生医療に必要な細胞の安全かつ適正価格での供給を実現し，再生医療
全般の普及へ貢献することを目指す．東大分生研では，ヒト iPS細胞の大量増殖・分化誘導培養の基本技術の確立を
目指し，①凝集体懸濁培養における酸素操作条件の確立，②凝集体懸濁培養における固定化技術の確立を行う．

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

フタロシアニン誘導体を利用した分子イメージング試薬の開発
教授 石井 和之

Schiff 塩基金属錯体を用いた蓄熱材の開発
准教授 北條 博彦

ナノ空間を利用した低濃度窒素酸化物浄化に関する研究
准教授 小倉 賢

石油軽質留分からの芳香族製造
准教授 小倉 賢

酸化物薄膜の構造解析
准教授 溝口 照康

第一原理計算による燃料電池材料の解析
准教授 溝口 照康
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VI.　研究および発表論文

戦略的省エネルギー技術革新プログラム／実用化開発／業務用ビル液冷空調システムの開発
教授 加藤 信介

　ZEBを達成する重要な要素である空調システムとして，業務用ビルを対象とした液冷空調システムの開発を目的
とする．

キャビンの空気質向上のための気流解析手法および車室内から揮発するVOCs 予測研究
教授 加藤 信介

　商用車のキャビンの空気質向上のための気流解析手法および車室内から揮発する VOCs予測に関する研究であり，
商用車キャビンモデルによる PIV（粒子画像流速測定法）実測と数値計算値との照合における目標値設定と精度改善
のための具体的方法の検討および車室内 VOCs予測のための基礎検討を行い，商用車の車室内の気流制御の最適化と
車室内有害物の排除を研究するものである．

住宅の環境・エネルギー総合シミュレーションに用いる設備モデルの作製に関する研究
教授 加藤 信介

　家庭分野の設備を対象に，住宅のエネルギーシステムのシステムシミュレーションモデル，および居室の温熱環境
を予測する CRIモデルの作製を行う．

ビルマルチ空調システムの高効率運転制御技術に関する研究
教授 野城 智也

大空間の画像処理及び画像情報分析利用に関する研究
教授 野城 智也

中国における日系企業の環境技術の適用可能性に関する研究
教授 野城 智也

省エネルギーCO2 削減を実現するサステナブルチェーン店舗の統合的エネルギーマネジメントに関
する実証試験，及び新店及び既存店舗における省エネルギー運用改善，ゼロ・エネルギー・コンビ
ニエンスストアー（ZECS）に関する研究

教授 野城 智也

テナント建物における省エネルギー投資の費用負担と効果享受割合のモデル理論に関する研究
教授 野城 智也

高度な業務機能が集積する地区のBCPを支える自立型エネルギーシステムの設計思想に関する研究
教授 野城 智也

柏の葉キャンパスシティにおける省エネルギーのデータ分析に関する研究
教授 野城 智也

情報銀行に関する共同研究
教授 柴崎 亮介

駅構内におけるレーザーセンサを用いた旅客流動解析研究
教授 柴崎 亮介

ダイナミックデータ統合可能な都市空間情報基盤の研究
教授 柴崎 亮介
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1．研究課題とその概要

事故分析総合システムの研究開発
教授 柴崎 亮介

ユーザ動態推定技術に関する研究
教授 柴崎 亮介

レーザ技術利用手法の研究
教授 柴崎 亮介

高速道路OD調査における携帯電話プローブデータ活用
教授 柴崎 亮介

建築構造を応用した変速機構の研究開発
教授 川口 健一

室内地盤材料試験の高度化に関する研究
教授 古関 潤一

　地盤材料を対象に，著しく大きなひずみレベルまでのせん断試験を行うことができる繰返しリング単純せん断試験
装置の改良に昨年度に引き続いて取り組み，リングの数と摩擦係数を変更した場合に試験結果に及ぼす影響を明らか
にした．

斜め土留め壁の設計技術に関する研究（その 2）
教授 古関 潤一

　鉛直ではなく切土側に上部が傾斜した方向に土留め壁を構築する技術の設計法に関する検討を，模型実験および現
地計測結果等を用いて実施した．

新材料を用いた液状化対策技術に関する研究
教授 古関 潤一，准教授 清田 隆

　新材料を用いた不飽和化および高密度化による液状化対策の効果を検証し，設計および施工管理技術の確立を目的
とした検討を実施した．

衛星画像による液状化噴砂の検出に関する研究
教授 古関 潤一

　RapidEyeによる衛星画像を対象に，実際に噴砂が生じたことが確認されている地点の画像を教師データとして用
いて，広域な噴砂箇所の判別を行った．

未利用熱に対応するAl 製熱交換器を組み込んだ高効率ヒートポンプシステムの開発
教授 大岡 龍三

　未利用熱に対応するアルミニウム合金熱交換器の開発とヒートポンプシステムの高効率化とコスト削減を目的とし
てフィールド試験と環境評価を行い，未利用熱に対応する Al製熱交換器を組み込んだ高効率ヒートポンプシステム
の開発を行っている．

nZEB の国内推進策の展開に関する調査
教授 大岡 龍三

　欧州における nearlyZEBの定義において先行している欧州動向を調査し，日本の条件にあった nearlyZEBの定義を
模索する．

コンクリートのひび割れ自己治癒材料に関する研究
教授 岸 利治
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高耐久窯業サイディングの開発
教授 岸 利治

インテリアとエクステリアを心地よくつなぐミッドテリア空間の研究
教授 今井 公太郎，エクステリア商品部・GL （（株）LIXIL）移川 拓也， 

エクステリア商品部・主査 （（株）LIXIL）菅谷 哲

　住環境向上に寄与する新たなミッドテリア空間を開発し，市場に普及させることを目的とする．

木材循環利用によるECOサイトハウスの技術開発
教授 腰原 幹雄

トンネル拡声放送設備の明瞭度改善に関する音響シミュレーション
准教授 坂本 慎一

持続可能な環境に配慮した経済的な建物に関する研究（その 2）
講師 川添 善行

地域の構法・材料を活用したスマートハウスの研究・開発
講師 川添 善行，教授 野城 智也，特任講師 馬郡 文平， 

代表取締役社長 （ハウステンボス（株））澤田 秀雄，取締役 （ハウステンボス（株））中谷 高士， 
事業開発室 室長 （ハウステンボス（株））早坂 昌彦， 

代表取締役 （ハウステンボス・技術センター（株））松尾 貴

エネルギー消費が少なく，環境に配慮した工場事務所の基本構想策定
講師 川添 善行，防府工場長 （バイエルクロップサイエンス（株））山下 亨

超臨界流体を用いた金属成膜装置の開発
教授 藤田 博之

　幅が狭く深い微細トレンチなど高アスペクト比のマイクロ構造に対して，その底部まで一様に金属膜をつける目的
で，超臨界流体を媒体とする化学堆積プロセスを用いる成膜装置を開発する研究を行っている．

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田 博之

　空調機などの自動制御用の各種センサの小型高性能化に向けて，MEMS技術で作るデバイスの適用を検討してい
る．

MEMS技術のナノインプリントリソグラフィへの応用
教授 藤田 博之

　光を用いたリソグラフィー技術の微細化限界を克服し，使用が簡便で安価なナノリソグラフィー法としてナノイン
プリントに着目し，それを実現するためのMEMSツールを研究する．

電気浸透流ポンプの製造方法に関する研究
教授 藤井 輝夫

　水やエタノールを流すことができる電気浸透流ポンプを製作し，医用・バイオ・民生機器・燃料電池などの様々な
用途に応じて最適な電気浸透流ポンプの製造方法について基礎研究を行う．

マイクロチップを用いたDNA解析装置の研究
教授 藤井 輝夫

　マイクロチップを用いて，全自動で DNAが解析できる装置の技術を開発する．
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1．研究課題とその概要

Microfluidic Skin Penetration Analysis
教授 藤井 輝夫

マイクロ流体操作の研究
教授 藤井 輝夫

　比較的安価な送液コンポーネンツでも微量液体を安定して操作可能な送液システムを開発する．

マイクロハイドローリクスの基礎技術開発と同技術を使った実用化研究
教授 藤井 輝夫

　駆動機構として，低電圧・低電流・低消費電力を特長とする電気浸透流ポンプをマイクロ流体デバイス内部に埋め
込み，複雑で立体的かつ柔軟に動くアクチュエータ（マイクロハイドローリクス）技術の実用化を目指す．

MEMSの研究
教授 年吉 洋

ナノフォトニクスに関する研究
教授 年吉 洋

光スキャナの開発
教授 年吉 洋

光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉 洋

RF-MEMSの研究
教授 年吉 洋

微少液滴塗布システムによる微細配線パターニングの開発
准教授 金 範埈

　（株）アプライド・マイクロシステムが開発した「微少液滴塗布システム」において，マイクロ・ナノスケールの
微細配線パターニングを実現するため，基板の表面エネルギーとパターニング材料の影響との最適化を図ることを目
指している．本共同研究での詳しい目的は，金研究室の「マイクロ放電加工機」により，「微少液滴塗布システム」
の塗布ニードルを複雑形状（凸など）に加工することにより，リペア描線の線幅（30μm）での「厚さ（10μm）：線
幅」比（アスペクト比）のアップを図り，従来技術では実現できない微細配線パターニングを実現する．

アプリケーションの入出力挙動特性を利用したストレージ省電力技法の研究
教授 喜連川 優

　データインテンシブアプリケーションとして，OLTP，DSS，ファイルサーバの基幹アプリケーションを対象に，
従来省電力が困難であった基幹アプリケーション実行中にも，大幅にストレージの省電力を可能とする技術の開発と
その有効性を評価する．

大規模クラスタシステム管理技術の研究開発
教授 喜連川 優

　多数の情報源からデータ収集とその分析を継続的に実施するための大規模クラスタシステム管理技術を開発する．

車載カメラと歩車間通信による対歩行者衝突回避支援技術の研究
准教授 上條 俊介
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VI.　研究および発表論文

SOFC- セルスタック性能・耐久性向上に関する研究
特任教授 横川 晴美

　固体酸化物形燃料電池（SOFC）セルあるいはスタックの性能および劣化挙動についての検討を行い，性能向上・
耐久性向上の指針をえる．

外面竪溝式濃凝縮装置の開発
教授 鹿園 直毅

　濃縮・凝縮装置の熱交換チューブの外面に微細な竪溝を設けることで，新型の濃縮・凝縮装置の高性能化およびコ
ンパクト化を図る．

固体酸化物形燃料電池構成材料の長期安定性に関する研究
教授 鹿園 直毅

　SOFCセル構成材料間界面の安定性等を材料学的に検証し，SOFCの長期耐久性判断のための知見を得ることを目
的とする．

家庭用固体酸化物形燃料電池に関する材料設計の研究
教授 鹿園 直毅

　SOFC電極／電解質材料の電気化学及び熱力学計算を行うことにより，SOFCをさらに高性能化するためのセル・
スタック改良指針を獲得することを目的とする．

筒状横縞形固体酸化物形燃料電池材料に関する研究
教授 鹿園 直毅

　SOFCセル構成材料間界面の安定性などに関する反応メカニズム解析などの実施等，材料科学的検証により，筒状
横縞型セル材料についての性能向上・耐久性向上を図る．

表面張力式および遠心力式気液分離器に関する研究
教授 鹿園 直毅

　表面張力式および遠心力式気液分離器の価格低減，小型化，および製品への適用を図ることを目的とする．

細管内振動流を用いた蒸気サイクル高性能化の検討
教授 鹿園 直毅

　細管内振動流を用いた上記サイクルにおいて，沸騰時の二相流の挙動とその挙動が性能に及ぼす影響を明らかにす
ることで，設計理論を確立し，高性能化の指針を得る事を目的とする．

斜交波状面における熱流動解析
教授 鹿園 直毅

　斜交波状面を用いた熱交換器の実用化に向けた課題の抽出，実証検証を目的に，数値解析による基本設計と熱流動
解析評価を行う．また和氣製作所にて試作品の製造・製品について信頼性評価を行う．

小型高圧気液分離器の研究
教授 鹿園 直毅

　高圧環境を模擬した可視化気水分離器での液滴，気泡の挙動・状態を観察し，理論からの補正係数を得る事により，
高圧気液分離器の設計パラメータの最適化を図ることを目的とする．

微細構造の高速高精度三値化技術開発
教授 鹿園 直毅

　SOFC燃料極の数値解析や現象解明の鍵となる 3D数値モデル化プロセスの高速化を阻害している画像三値化作業
を，高精度・高速に処理する技術の確立を目的とする．
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1．研究課題とその概要

熱交換器の設計に関する技術検討
教授 鹿園 直毅

　家庭用給湯器用の潜熱・顕熱一体型熱交換器の設計検討，および産業用熱交換器の動向に関する調査を実施する．

消費者の受容性を考慮した住宅エネルギー管理システムの研究
准教授 岩船 由美子

褐炭乾燥の研究
特任教授 金子 祥三

　褐炭焚プラントの効率の大幅な向上を図るため，乾燥装置の型式・構造，熱回収方法などを比較評価し，褐炭乾燥
システムの高効率化を検討する．システム検討にあったっては，自己熱再生技術等の斬新なアイデアを折り込み先進
性を確保するとともに，乾燥設備の効率のみならず，経済性も含めたプラント全体としての最適化を図りながら，今
後の開発課題の抽出も行っていく．

今後のエネルギーロードマップについての研究
特任教授 金子 祥三

　エネルギー源毎に 3E（環境適合性，経済性，エネルギーセキュリティ）＋ S（安全性）を総合的に勘案し，時間軸
を考慮に入れたうえで，配分および全体評価を繰り返すこと，今後の目指すべきバランスの取れた最適解，およびそ
れに向けたシナリオを見いだす．また，それを実現するため，高効率火力発電システム（SOFC他），石炭利用技術
の高度化，バイオマス有効利用技術，再生エネルギー発電量変動に対応した電源系統安定化技術，離島向け低コスト
発電システムの技術課題についての研究を行い取り纏める．

IGCCシステム高度化の研究
特任教授 金子 祥三

　石炭ガス化複合発電（IGCC）の発電効率の向上および適用燃料の多様化のため，従来システムにとらわれない革
新的アイディアを出し，その中で有望なものを抽出して，さらに詳細な検討を行えるよう予備調査を行う．

IGFCシステム高度化の研究
特任教授 金子 祥三

　石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）の発電効率の向上のため，従来システムにとらわれない革新的なアイディ
アを出し，その中で有望なものを抽出して，さらに詳細な検討を行えるよう予備調査を行う．

電力システムの変革を考慮した新しい電力需給計画の研究
特任教授 荻本 和彦

COMMAハウスを利用したHEMS節電ロジックの研究
特任教授 荻本 和彦，准教授 岩船 由美子

COMMAハウス実証実験
特任教授 荻本 和彦

エネルギー見える化システムの高度化研究
特任教授 荻本 和彦，准教授 岩船 由美子

スマートハウス技術の研究
特任教授 荻本 和彦，准教授 岩船 由美子

需要家固有パラメータ自動適応型 xEMS搭載エネルギーマネジメント技術の開発
特任教授 荻本 和彦
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実証試験住宅COMMAハウスにおけるエネルギーマネジメントに関する実証実験
特任教授 荻本 和彦

HEMSアプリケーション開発の動向と評価に関する研究
特任教授 荻本 和彦

都市圏の交通管理に関する研究
教授 大口 敬

　都市圏における交差点交通信号制御の高度化，交通渋滞の改善，ネットワーク信号制御の高度化などに関する実証
分析に取り組んだ．

先進モビリティに関する研究
教授 大口 敬

　プローブデータと車両感知器データを融合させることで，交差点方向別交通量とその遅れ時間を推計する手法の開
発に取り組んだ．

希土類含有酸化物の相平衡と熱力学的性質の測定
教授 森田 一樹

溶鋼中カルコゲンの熱力学的研究
教授 森田 一樹

無機珪素の物理化学的検討と用途開発
教授 森田 一樹

Consortium for Manufacturing Innovation （“CMI”）
教授 岡部 徹

SiC 溶液成長素過程の観察・制御
准教授 吉川 健

東日本大震災液状化箇所に発生した路面下空洞に関する研究 - 発生状況の詳細把握と路面陥没未然
防止対策の検討 -

教授 桑野 玲子

　東日本大震災で液状化した地域には多数の路面下空洞が発生した．本研究では，補修の範囲や工法の選定の基礎デー
タに資するべく，空洞の発生メカニズムを現地調査データの分析と模型実験により明らかにした．

飲料水のイノベート（人はいつどんな水を飲むのか）
教授 沖 大幹

多頻度災害ならびに激甚災害における災害情報の効果的な伝達に関する研究
准教授 大原 美保

　多頻度災害ならびに激甚災害においては，災害情報を的確に伝達し，災害による被害軽減を図る必要がある．本研
究では，多頻度災害ならびに激甚災害における災害情報伝達効果の評価指標を提案するとともに，本指標を用いた伝
達効果の検証を行った．
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1．研究課題とその概要

フレキシブル・エレクトロニクス，量子ドット応用デバイス及びテラヘルツ光源デバイスの研究
教授 荒川 泰彦

　有機材料を用いたフレキシブル・デバイス，量子ドットを用いた高効率エネルギー変換デバイス，窒化物半導体を
用いたテラヘルツ光源デバイスの実証を図る．

ナノ量子情報エレクトロニクスに関する研究
教授 荒川 泰彦

　量子情報ネットワークの構築と小規模量子計算機の実現に向けた基盤技術の確立を図る．

ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究
教授 荒川 泰彦

　次世代通信用光デバイスの基盤技術および量子暗号通信の実現に向けた光デバイス・システムを研究開発する．

量子ドットの結晶成長技術に関する研究
教授 荒川 泰彦

　半導体レーザ用の量子ドット結晶の開発．

量子もつれを利用した量子デバイス，システムの研究開発
教授 荒川 泰彦

　量子デバイス，量子情報に関する基盤技術の確立．

CNTエレクトロニクスのための塗布・印刷プロセスの研究
研究担当 （荒川研）染谷 隆夫

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

　基準電位生成モジュール及びシステムの理論構築と実装．

準静電界を応用した改札通過時の歩行波形解析
特任准教授 滝口 清昭

　準静電界技術のタッチレスゲートへの応用．

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）及び住宅情報を活用したサービスに関する調査研究
特任講師 馬郡 文平

2.  公的資金（文科省科研費以外：民間等との共同研究として受入）

航空エンジン用複合材ファン動翼衝撃解析技術の開発
教授 吉川 暢宏

　航空エンジン低燃費化のカギとなる複合材製のファン動翼設計を効率的に行うため，ファン動翼に鳥等が衝突した
際の CFRP製複合材の損傷現象をコンピューターで予測出来る技術を開発する．

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

民間等共同研究員 （横井研）松坂 圭祐

　パルプ射出成形は，環境負荷低減の新しい加工技術として期待されている．本研究では，パルプ射出成形の技術的
な改良と新規加工技術の開発，最新情報交換と新しい応用分野の探索，技術とノウハウの移植等を目的としている．
本年度は，これまでの検討によって技術的に確立された紙インサート成形法を適用した製品展開を中心に試作・評価
を行った．
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“ 超 ” を極める射出成形
教授 横井 秀俊，助教 （横井研）金藤 芳典，技術専門職員 （横井研）増田 範通， 
民間等共同研究員 （横井研）阿部 昌博，民間等共同研究員 （横井研）柴田 和之， 

民間等共同研究員 （横井研）長尾 毅，大学院学生 （横井研）遠藤 匠，大学院学生 （横井研）茶屋道 暢， 
大学院学生 （横井研）馬 賽，大学院学生 （横井研）上田 大斗，研究実習生 （横井研）吉川 誠一郎

　本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術，金型技術の確立
と新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）離型抵抗計測用金型を
用いたリブ部の抜き勾配と離型抵抗の相関解析，（2）可視化加熱シリンダを用いたガラス繊維強化樹脂における可塑
化過程の可視化解析，（3）小径樹脂圧力センサを用いた充填過程におけるガスベント領域のガス圧分布計測，（4）円
形リブ下流側に生成する皺状成形不良生成過程の可視化解析，（5）新規集積熱電対センサの開発とそれを用いた流動
樹脂内部の温度分布計測，それぞれについて重点的な検討を行った．

多様な海域を観測するAUVの開発および展開・運用ストラテジーの研究
教授 浅田 昭，准教授 巻 俊宏，特任准教授 ソーントン ブレア，特任助教 （浅田研）金 岡秀， 

特任研究員 （浅田研）永橋 賢司，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，特任研究員 （浅田研）西田 祐也

　熱水地帯など多様な海域に賦存する海底の資源探査と科学観測のため，海域の環境およびミッションに観測プラッ
トフォームである自律型海中ロボット（AUV）の開発とセンシングシステム．

燃料電池・蓄電池の開発
特任教授 堤 敦司

ターボ機械HPCプロジェクトによる実証研究
教授 加藤 千幸

CFDによる船舶性能推定精度向上に関する研究
教授 加藤 千幸

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

LES 乱流モデルによる孤立地形周辺流れに関する共同研究
教授 加藤 千幸

先進モビリティと交通安全に関する研究
教授 須田 義大

新しいモビリティシステムに関する研究
教授 須田 義大

人工細胞膜システムに関する共同研究
准教授 竹内 昌治

24 時間機能可能な携帯型人工膵臓の開発
特任教授 興津 輝，准教授 竹内 昌治

大規模タンパク質計算におけるSCFに特化した固有値計算法の研究
教授 佐藤 文俊
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1．研究課題とその概要

池田湖の数値解析による底層水質改善方策の検討
教授 北澤 大輔

　池田湖では，1980年代後半より，気温の上昇によって，20年以上にわたって冬季の鉛直循環が発生しない状況が
継続し，底層は無酸素状態となった．本研究では，池田湖生態系の現況計算を行うとともに，鉛直循環を促す方策の
効果を数値シミュレーションによって予測し，有効な方策について検討した．

海底土放射能測定技術に関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

レーザーを用いた水中個体センシング技術開発に関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

平成 25年度新エネルギー等共通基盤整備促進事業洋上風力発電導入促進に関する研究
特任教授 黒﨑 明，准教授 北澤 大輔

　洋上風力発電の導入促進に係る課題を検討し，導入促進に資する技術基準やルールに関する企画提案を行う．

極低電圧用トンネルトランジスタ（TFET）の回路設計に関する研究
教授 桜井 貴康

最先端数理モデル学の基礎理論とその応用に関する研究
教授 合原 一幸

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

立体構造トランジスタの集積化技術に関する研究
教授 平本 俊郎

　超高精細と高フレームレートとを両立できる次世代の撮像デバイスを目指して，信号を画素並列に処理して基板の
深さ方向へ出力することを特徴とする 3次元構造撮像デバイスの研究を進めた．本年度は，従来のシリコン貫通電極
（TSV）を用いずに基板の深さ方向に信号を出力するため，nタイプMOSトランジスタと pタイプMOSトランジス
タを異なる基板に作製して，両基板を直接接合した．その結果，CMOSリングオシレータ回路が正常に動作するこ
とを確認し，本技術を 3次元構造撮像デバイスに適用可能である見通しを得た．

ナノトランジスタ特性の評価とシミュレーションによる，特性制御と性能最適化に向けた指針の提
示

教授 平本 俊郎

　大規模集積回路の低電力化には，動作電圧の低減が必須であるが，素子特性のばらつきなどのため，下限は 0.6V 
前後とされている．本プロジェクトでは，しきい電圧ばらつきを低減でき，使用状態に応じて動作条件を変化させる
基板バイアス電圧制御が可能な構造を有する Silicon-on-Thin-BOX （SOTB）ナノトランジスタ構造デバイスを開発し，
CMOS トランジスタの動作電圧を 0.4V 以下に低減することを目的とする．本年度は，スタティックランダムメモリ
（SRAM）の最低動作電圧に注目した．SOTB技術では従来のバルクトランジスタと比較して，SRAMの最低動作電
圧が大幅に低減されることを示し，その機構がチャネル中の不純物が少ないことによることを明らかにした．

微細トランジスタにおける特性ばらつきの研究
教授 平本 俊郎

　微細トランジスタの特性ばらつきの主原因は，離散不純物のゆらぎであることが知られているが，離散不純物の影
響を考慮した三次元シミュレーションには，多大な時間を要する．そこで，東京大学のスーパーコンピュータにデバ
イスシミュレータをインストールし，特性ばらつきのシミュレーションを行っている．本研究では，信州大学と共同
で，スーパーコンピュータにより，微細トランジスタにおける特性ばらつきの振る舞いを研究している．
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トンネルトランジスタ（TFET）回路計算用コンパクトモデルを用いた，急峻サブスレショルドデバ
イスの性能指針の探索に係る研究

教授 平本 俊郎

　将来の超低消費電力・低電圧トランジスタとして，急峻なサブスレショルド特性を有するトンネルトランジスタ
（TFET）が注目されている．本研究では，コンパクトモデルを用いて TFETで構成した回路をシミュレーションし，
急峻サブスレッショルドデバイスの性能指針を探索することを目的としている．

TV 番組視聴時の興味度推定技術の研究
教授 佐藤 洋一

　番組視聴時の表情や視線を解析し，番組の内容と興味度合いの関係に関するモデルを構築する．その上で，番組へ
の興味度合いの推定機能を有する番組視聴支援アプリケーションを作成し，その有効性を検証する．

生命動態システム科学推進拠点
准教授 小林 徹也

　「生命とは何か？」という問題に答えるため，理論的な方面から生物にとっての情報の意味や価値，そしてそれら
を実験的なデータから予測・評価する手法の構築を行っている．特に，統計学や情報学の知見を動的な生命現象の理
解に結びつける基礎研究に取り組んでいる．

NOx 分解触媒のマイクロ波照射効果に関する研究
准教授 小倉 賢

空間構造物の構造設計法に関する調査研究
教授 川口 健一

指向性を考慮した騒音伝搬予測手法に関する研究
准教授 坂本 慎一

歴史的資源の再デザインによる地域再生手法に関する研究
講師 川添 善行

分野連携による地球環境情報統融合ワークベンチを活用した流域レジリエンスの向上
准教授 沖 一雄

有機エレクトロニクスデバイスに関する研究
助教 （川勝研）小林 大

集積化マイクロナノメカニカルシステム
教授 藤井 輝夫，教授 荒川 泰彦，教授 川勝 英樹，准教授 金 範埈，准教授 河野 崇， 

教授 酒井 康行，准教授 竹内 昌治，准教授 ティクシエ三田 アニエス，教授 年吉 洋，准教授 野村 政宏， 
教授 平川 一彦，教授 藤田 博之，教授 （東大）染谷 隆夫，准教授 （東大）三田 吉郎

　1995年にフランス科学研究センター（CNRS）と密接な共同研究を生研内で行う目的で，国際共同ラボ（LIMMS）
を開設した．生研にフランス側からの研究員を迎え入れ，マイクロナノメカトロニクスの基礎技術である微細加工法
から，バイオ・ナノ技術や ICTへの応用に至るまで広範囲の研究を推進している．

フロー式海洋環境計測システムの実用に関する研究開発
教授 藤井 輝夫

　フロー式の海洋環境計測システムの実用化とそれに資する基盤技術の開発を目指す．具体的には，マイクロ流体デ
バイス技術等を活用することで，栄養塩やバイオマス等を対象とした小型・高機能なフロー式分析装置実用化のため
の基盤技術を確立する．
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ナノレベルの解析手法を用いた遺伝子の機能解析
教授 藤井 輝夫

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

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 喜連川 優

　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「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．さら
にシステムの利用等の調整，アウトリーチなどを行う．具体的には， 1）課題分野に対応した情報管理・解析・視覚
化手法を開発し，ツールとして実装・改良する．また，2）課題分野に対応したデータコンテンツの整備手法を開発し，
コンテンツ整備を支援する．さらに，利用促進・技術支援等のために，3）協議会の運営，データ統合・解析システ
ムの利用調整業務， 研究開発の支援調整業務，さらにシンポジウムなどを通じて国内・国際的アウトリーチ業務を実
施する．

時空間MRFモデルの研究
准教授 上條 俊介

スマートエネルギーネットワークに係る共同研究
特任教授 荻本 和彦，准教授 岩船 由美子

平成 25年度「風力発電システムの系統連系対策手法の研究」
特任教授 荻本 和彦

気候変動の淡水資源への影響評価と適応策に関する研究
教授 沖 大幹

地域特性を考慮した効果的な放火火災防止対策と支援システムの研究開発
准教授 加藤 孝明

NEDO超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発
教授 荒川 泰彦

　本プロジェクトでは，産業界との強力な連携のもと，光配線技術や光素子技術の開発を進め，光エレクトロニクス
（フォトニクスとエレクトロニクスの融合）実装システム技術の実現を目指す．これにより，電力消費の急増が予想
されるサーバ等の電子機器の大幅な低消費電力化に貢献する．また，府省連携プロジェクトとして，最先端支援研究
開発プログラムとも連携を図りつつ研究開発を推進している．具体的には革新的光源技術及び革新的光検出器技術に
関する研究として「シリコン上集積量子ドットレーザ技術開発・Ⅳ族フォトニックデバイス技術開発」などに取り組
んでいる．

超伝導光子検出器を用いた量子光デバイスの研究
教授 荒川 泰彦

　極めて暗計数が小さく，光子検出によるアフターパルス雑音が小さいという超伝導光子検出器の優れた特性を活用
し，量子ドットをベースとする光デバイスの性能評価，およびその基盤技術となる量子ドットやフォトニック結晶の
光物性の探索を行う．

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

教授 荒川 泰彦

　ドイツ・ヴュルツブルグ大学との共同研究により，高品質な位置制御単一半導体量子ドット―フォトニック結晶ナ
ノ共振器結合系を作製し，単一量子ドットレーザの実現を目的として研究を行っている．ヴュルツブルグ大学が，位
置制御 InAs 量子ドットを作製し，東大がその量子ドットの位置に合わせてナノ共振器を作製することで本系を実現
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している．位置制御量子ドットの光学特性の向上と，結合系に特徴的な物理現象の観測を進めながら，実現に向けた
研究を行っている．

C.  受託研究

1.  受託研究（公的資金以外）

①「地震保険損害認定基準（鉄筋コンクリート造）の見直し・検証」 ②これらに付随する一切の研究
教授 中埜 良昭

　今日における建物の普及状況，発生した地震における被害状況および損害調査実務における課題等を反映し，迅速
かつ公平な地震保険金の支払を実現する損害認定基準の策定を目的として，鉄筋コンクリート建築構造物の損害量進
展過程について解析的分析を行うとともに，柱と梁のモーメント比および垂れ壁の有無をパラメータとした 1/2ス
ケールの F型 2階建て試験体を制作・静的加力実験を行い，解析結果を比較・検証した．

非構造壁を含む鉄筋コンクリート造建築物の損害査定手法の提案
助教 （中埜研）崔 琥

　現在の地震保険損害査定指針では，主要構造部（柱，梁，耐震壁およびスラブ）の損傷のみで損害割合の判定を行っ
ているため，非構造壁の損傷が著しい建物については本指針の適用が困難である．非構造壁を有する中高層 RC造マ
ンションが数多く建てられている現状を考えると，非構造壁の損害程度の判断基準の整備が急がれている．そこで，
非構造 RC造壁の破壊メカニズムを含む RC造フレームの耐震性能を明らかにするとともに，その損害割合を調べる
ことを目的に，非構造壁の有無や長さをパラメータとした RC造架構の静的載荷実験を行い，非構造壁の破壊パター
ンや柱・梁に対する非構造壁の損害割合の比率を実験的に明らかにした．

地下鉄トンネルの地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆

平成 25年度「氷海域における石油・天然ガス開発技術」に関する委託研究研究課題「氷海開発にお
ける意思決定支援のための統合的ソフトウェアに関する研究」

教授 浅田 昭，教授 林 昌奎

　既存のパルスドップラーレーダで得られる海氷分布及び接近速度を解析し，氷況の推移をリアルタイムに可視化す
るインターフェースを開発する（林）．堆積砂に覆われたガウジング痕を精密に計測するための表面地形計測ソーナー
及びサブボトムプロファイラー等センサの構成，計測の可能性について調査し，既存調査資料を使った可能性評価結
果，パラメトリックサブボットムソーナーを使った可能性調査，評価を行う（浅田）．

海底配管断面計測装置の研究
准教授 巻 俊宏

　リングレーザーとカメラにより，海底配管の断面形状を内部から計測する手法を研究開発する．

海底土放射能分布測定ロボットの開発
特任准教授 ソーントン ブレア

　高濃度の放射性セシウムで汚染された海域において，ピンポイントで放射能計測，画像マッピング及びサンプリン
グを行う遠隔操縦ロボットを開発．

広域にわたる海底土の連続的ガンマ線現場計測技術の開発
特任准教授 ソーントン ブレア

海中ナノセンシングに向けた現場型原子間力顕微鏡の開発
特任講師 西田 周平

　原子間力顕微鏡（AFM）を主とするナノプローブ技術を応用し，海水に存在するウイルスや鉱物微粒子等のナノ
スケールの微小物に対して，海洋計測の現場環境で可視化する技術およびその実現に必要なプラットフォームの開発
を行う．このために，1）小型で耐水・耐圧構造を備えた「海中 AFM」，2）海中で試料を採取し固定するための機構，
3）海中探査機に実装し現場環境で安定に動作させるためのプラットフォーム，等の総合的な技術開発を行う．
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原子間力顕微鏡による海中微生物のナノ構造解析に関する研究
特任講師 西田 周平

　原子間力顕微鏡を用いて海洋微生物の微細構造をナノスケールで観察し，その構造の詳細な解析を行う．また，
フォースカーブ測定による力学的特性解析を行うことにより，微生物の機能も詳細に解析する．現場計測技術と合わ
せて，微生物・宿主・環境の相互関係を総合的に把握する．

H25 地球観測技術等調査研究委託事業「宇宙インフラ活用人材育成のための大学連携国際教育プロ
グラム」

教授 柴崎 亮介

平成 25年度新たな地理空間情報の活用技術に係わる課題等に関する調査
教授 柴崎 亮介

Applying Remote Sensing Technology in River Basin Management － ICT Specialist
教授 柴崎 亮介

Applying Remote Sensing Technology in River Basin Management － Remote Sensing Specialist 
2

教授 柴崎 亮介

地球観測データ統融合連携研究機構 : 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

透水性型枠を使用した覆工コンクリートの養生システムの開発に関する研究
教授 岸 利治

都市型研究施設の将来計画に関するフィージビリティ・スタディ
教授 今井 公太郎

　研究施設は将来のアカデミック・プランの実現のために，物理的な面積の拡大，機能の増強方法が常に必要である．
郊外型の研究施設に比較すると，都心の研究施設は，法的，構造的制約が大きい．建築的にどのような発展があり得
るかについて，フィージビリティ・スタディを行う．

新木質建築の構法技術に関する研究
教授 腰原 幹雄

岩手県上閉伊郡大槌町町方地区役場周辺の空間計画に関する研究
講師 川添 善行

石炭発電技術の高度化と海外展開
特任教授 金子 祥三

　石炭を効率的に利用できるクリーンコール技術（IGCC・CCS等）について，諸外国における導入状況および支援
政策等の調査を進めるとともに，自国での導入に向けた概略設備設計およびリスクアセスメントについて評価・検討
する．

Study on  the  reaction mechanism between molten slags and  refractories  in  the production of 
stainless steel using hot metal

教授 森田 一樹
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計画停電が社会に及ぼす影響に関する調査研究
教授 目黒 公郎

　対象地域の基幹産業の種類，行政や医療・消防・警察機関などの施設の分布などによって決定される地域特性の違
いによって，停電の影響は変化する．今後，電力不足などを原因とする計画停電が実施された場合に，停電の長さと
時間帯によって変化する地域別の停電の影響度を評価するものである．

東南アジア大都市圏における水需給の実態と今後の利用可能性に関する研究
教授 沖 大幹

災害・環境情報アーカイブの設計とその教育プログラムへの組み込み
准教授 加藤 孝明，教授 （東大）佐藤 慎司，講師 川添 善行

Investigation of behavior of corbels retrofitted by CFRP by FE analysis
准教授 長井 宏平

2.  公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム） マイクロ秒
分解能・表面張力スペクトロメータの開発

教授 酒井 啓司

革新的粘弾性計測法「EMS法」の実用化開発
教授 酒井 啓司

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　水素利用技術研究開発事業　燃料電池自動車及び水素
供給インフラの国内規制適正化，国際基準調和・国際標準化に関する研究開発 複合圧力容器蓄圧器
の基準整備等に関する研究開発

教授 吉川 暢宏

　TypeⅢ複合圧力容器蓄圧器と TypeⅣ蓄圧器に関して，設定された圧力サイクル寿命を満足する複合圧力容器蓄圧
器のライナー厚さと CFRP積層構成を決定する方法を開発する．

アルミニウム製ライナー複合蓄圧器の長寿命化と更なるコスト低減に関する研究開発
教授 吉川 暢宏

　ALライナー複合蓄圧器（CFRP容器）製造の主要工程である FW工程にはWET法と DRY法があり，H20年度か
ら H24年度の事業においては，DRY-FW法の開発を行うことで，大型複合蓄圧器の製造が可能となった．本事業では，
得られた技術を元に，より生産性が高く，コスト低減が可能な手法を検討するとともに，スーパーコンピューターを
利用し，強度発現率・サイクル性能を向上させることのできる新設計を見出す．さらに，ALライナーの改善による
サイクル性能向上検討を行う．

（独）原子力安全基盤機構　大口径管に適用する界面積濃度輸送モデルの開発
教授 半場 藤弘

　気泡を含む気液二相流を正確に数値予測するためには，気相と液相の界面の面積濃度の輸送特性を的確に捉える必
要があり，界面積濃度の輸送方程式を解くことが有用である．本研究では，非一様乱流の統計理論を用いて，界面積
濃度輸送方程式に含まれる相関項のモデルを導出し輸送方程式の改良を行う．また運動量輸送方程式に含まれる相間
運動量移行項の理論的導出も試みる．

酸化物ナノ細線における単一ドメインの電流駆動
特任助教 （町田研）守谷 頼

医療用難削小物部品加工用高精度超小型ミーリングセンタの開発
教授 帯川 利之
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経済産業省 平成 25 年度エネルギー使用合理化技術開発等（次世代構造部材創製・加工技術開発（航
空機用難削材高速切削加工技術））

教授 帯川 利之

文部科学省：海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」〈統合〉
教授 浅田 昭，教授 藤井 輝夫，特任准教授 ソーントン ブレア，特任講師 西田 周平， 

特任教授 （九州工業大）浦 環，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，学術支援専門職員 （浅田研）山中 香織

　東京大学に中核拠点を形成し，これまでに開発した優れた技術をコアとして，熱水鉱床域海底地質の音響探査技術，
コバルトリッチクラストの賦存量調査技術，熱水鉱床形成構造の探査・解析技術，電磁探査技術， 熱水鉱床の化学計
測システム技術，海洋鉱物資源データの統合解析手法研究，実海域調査における調査船の運用技術等を実用化に向け
た技術開発課題に設定，各課題が連携協力して全体としてスムーズに目標成果が達成されるように統括指揮する．ま
た，各課題の成果や探査技術情報を一極集中管理し，統合的に鉱床探査情報を解析することで，より効果的な探査技
術開発を進める．さらに，各課題で開発したセンサーそれぞれの機能を活かしながら統合して観測を行うシステムを
構築し，そのための観測研究に必要な船舶機会を確保し，効率的な運航の計画調整，センサーのプラットフォームへ
の装備技術を高度化し，効果的な熱水鉱床広域探査手法を確立する．

文部科学省：海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」〈合成開口〉
分科①熱水鉱床域海底地質の音響探査技術の実用化

教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀，助教 （浅田研）望月 将志，特任助教 （浅田研）前田 文孝， 
教授 （東大）飯笹 幸吉，助教 （東大）李 相均，学術支援専門職員 （浅田研）山中 香織

　広大な伊豆・小笠原海域，沖縄トラフ海域等に多数存在する小域の海底熱水鉱床を突き止めるためには，広域詳細
地形調査が重要である．先行課題で開発した合成開口インターフェロメトリソーナーは，熱水プリュームベント地形
のような活動中の熱水鉱床を効果的に探す最も有効な手法である．そこで，開発した合成開口インターフェロメトリ
ソーナーを無人探査機に装備して広域調査を実施しながら高度化を進めることで，活動中の熱水鉱床を効果的に探す
広域詳細地形調査システムを構築し，開発者ではない利用者が使える実用システムを実現する．また，5cm-10cm分
解能の詳細な海底地形及び音響画像情報取得のため，合成開口インターフェロメトリソーナーを搭載したボットムス
キマー （BS）システムを開発する．BSシステムを用いて取得したデータを解析して，活動域周辺域及び古活動域の
熱水鉱床の候補地点の絞り込みを行い，サブテーマ③に記載する地質・サブボットム探査等他の課題と連携・共同し
て，統合的に鉱床探査情報を解析する効果的な探査技術開発を進める．さらに，共同研究を主体としたシステム技術
の民間企業への技術移転を進める．

文部科学省：海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」〈熱水〉
分科③熱水鉱床形成構造の探査・解析技術の実用化

特任教授 （九州工業大）浦 環，教授 浅田 昭，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，教授 （東大）飯笹 幸吉

　海底付近を航行探査する SBP，BS，岩石コアサンプラを開発・高度化して，これまで我が国では存在しなかった
深海底直上 30～50mを航行し，1kHzの低周波音源を使い海底下 50m以上の深部を探査する SBPと地質調査を組み
合わせた熱水鉱床探査システムを開発してその実用化を目指す．熱水鉱床の可能性が高い複数の候補海域において運
用し，海底下構造を明らかにするとともに，他のセンサ技術などを利用した探査手法と組み合わせることで総合的な
熱水鉱床の探査システムを構築して運用を行い，情報を統合して鉱床探査の可能性評価，信頼度を向上させて実用化
を進める．調査には民間を巻き込み，開発した運用・解析技術の民間移転を行う．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） ロボット部隊編成と展開，海底センシ
ング技術開発，海底モザイキング技術開発

教授 浅田 昭

　深海の熱水地帯に生息する特殊な生物の生態系を観測し，生物多様性を把握し，その変動の予測を可能にすること
を目的として，海表面から中層，そして深海底までを段階的に AUVを展開し，100m×100m以上の広い海底面を cm
以下の精度と数 cmの水平分解能でマッピング，さらに mmオーダーの分解能を持つスチル写真をそれに重ねて，三
次元的な広がりを四次元的に明らかにし，熱水地帯のプランクトンの採取や海底の特定の生物あるいは周辺環境をな
す海底土等のサンプリングを行う複数 AUVを用いた熱水地帯の広領域の高精度観測手法を開発している．そのため，
複数 AUVを開発し，AUV部隊を編成して，熱水地帯などの特殊な環境を四次元的多面的に捕らえる新たな観測手
法を開発して，観測を実施，成果をフィードバックすることで研究を進めている．
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（公財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 平成 25 年度伊豆沼の水生植物生息状況 3次元分布計測及
び伊豆沼底質の計測

教授 浅田 昭

　蓮の自然繁殖，湖底への泥堆積物の増加等により環境の悪化が懸念されている宮城県の伊豆沼で，音響計測技術を
利用した環境保全のための取り組みを行っている．

（独）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（研究交流型）　熱再生と熱統合を用い
たバイオマス乾燥・焙焼を一貫して行う流動層反応器の開発

特任教授 堤 敦司

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ALCA（先端的低炭素化技術開発）） エクセルギー
再生反応・分離システムの開発

特任教授 堤 敦司

（独）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム） エクセ
ルギー再生に基づく高効率石炭転換システム設計

特任教授 堤 敦司

高効率アルカリ水電解システムの研究開発
特任教授 堤 敦司

ドライビングシミュレータに対するニーズ及び先進的関連技術に関する調査
教授 須田 義大，教授 池内 克史，教授 大口 敬，准教授 中野 公彦， 

准教授 鈴木 高宏，特任准教授 小野 晋太郎

エネルギーモビリティマネジメントシステムの研究開発
教授 須田 義大，教授 池内 克史，教授 大口 敬，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦，准教授 大石 岳史， 

准教授 吉田 秀範，特任准教授 小野 晋太郎，教授 （東北大）長谷川 史彦，教授 （東北大）桑原 雅夫， 
准教授 （東北大）大野 和則，准教授 （東北大）西澤 真裕，准教授 （東北大）山邉 茂之

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（産学共創基礎基盤研究プログラム） 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

　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ための，基盤研究を行う．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　風力等自然エネルギー技術研究開発 /海洋エネルギー
技術研究開発 /次世代海洋エネルギー発電技術研究開発（油圧式潮流発電）

教授 林 昌奎

岩手県　「海洋エネルギー導入に係る波浪観測調査事業」委託業務
教授 林 昌奎

岩手県　「三陸沿岸における海洋エネルギー活用調査事業」委託業務
教授 林 昌奎
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三陸沿岸における海洋エネルギー活用調査事業
特任教授 黒﨑 明，教授 林 昌奎，准教授 北澤 大輔

　岩手県釜石沖合の海洋エネルギー実証フィールド応募予定海域に波浪・流速計測ブイを設置し，実測と解析を行い
同海域のエネルギー資源量を調査研究する．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ERATO） 竹内バイオ融合プロジェクト
准教授 竹内 昌治

実験環境構築と各種バイタルサイン及びイベントデータの蓄積と相関解析
特任教授 興津 輝，准教授 竹内 昌治

iPS 細胞を基盤とする次世代型膵島移植療法の開発拠点
特任教授 興津 輝，准教授 竹内 昌治

研究開発施設共用等促進費補助金（創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業）「複雑生命システム
動態研究教育拠点」

特任教授 興津 輝，准教授 竹内 昌治

幹細胞パッケージングを用いた臓器再生技術と新規移植医療の開発
特任教授 興津 輝，准教授 竹内 昌治

ラム波を用いた航空機接着構造健全性診断技術の開発
准教授 岡部 洋二

　航空機用複合材料構造の健全性をリアルタイムでモニタリング出来るシステムの構築を目指す．具体的には，
CFRP積層板を対象とし，その接着構造の剥がれ損傷を検知，および複合材補修部の劣化を検知することを目的とし
て，超音波ラム波の最適な伝播方法と信号処理方法の実用的アルゴリズムの完成を目指している．

三井造船（株）事業開発本部　実海域における波力発電装置の動的解析システムの開発
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明

　本事業は，波力エネルギーを利用した機械式波力発電システムを確立する事を目的として，実海域における実証研
究を実施する．機械式波力発電システムのフロート，係留，発電機等の動的解析を行う数値シミュレーションモデル
を検討し，上記，自然条件の調査や水槽試験等によるデータと組み合わせ，発電量や設備利用率を推定した．

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，助手 （北澤研）藤野 正俊，大学院学生 （北澤研）夛屋 早百合，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　本研究では，潮・海流発電システムに関し，性能モデルと連動した生物影響モデルの基準モデルを構築し，適合性
評価に用いられるモデルとなることを目的とする．そこで，国内外先進事例のレビューによる環境影響評価項目の整
理，数値計算標準モデルの試作，生物影響標準試験法の仕様策定を行った．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　新エネルギーベンチャー技術革新事業（風力発電その
他未利用エネルギー）／高効率波力発電システムの技術開発

准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊，大学院学生 （北澤研）千村 健太朗

　本研究では，海上波の上下運動を機械的に回転運動に変換させ，発電機にて発電する独自のラック＆ピニオンの方
式を波力発電に適用することを目的とする．そこで，この新規波力発電装置の水槽模型実験によって，各周期，波高
に対する発電量を計測した．また，東北太平洋沿岸域を想定し，年間の発電量を推定した．

文部科学省東北マリンサイエンス拠点形成事業　東北サケマス類養殖事業イノベーション
准教授 北澤 大輔，教授 （東大）潮 秀樹，特任研究員 （北澤研）金平 誠，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　東北地方のギンザケ養殖は，北欧や南米の安価な養殖魚の流通と最近の大手企業の撤退の影響からその規模が縮小
されていたが，東日本大震災における津波被害で甚大な被害を受け，その復興には多大な費用と時間が必要となる．



166

VI.　研究および発表論文

本研究では，ギンザケ養殖期間の長期化を目指して，水温調節を可能とするための浮沈式生簀の開発，および水中で
給餌するための映像伝送システムの開発を行い，現地で性能評価を行った．

文部科学省研究開発局　自律探査プローブによる複雑な海底環境の 3次元画像マッピング
准教授 巻 俊宏

　将来の金属資源として有望視されている海底熱水鉱床の開発を進めるためには，地形や生物分布といった環境情報
を高精度に把握することが求められる．本研究では，最先端の AUV技術とデータ統合手法を用いて，海底熱水地帯
のような複雑な海底環境を全自動で探査し，3次元画像マップを構築するシステムを開発する．

文部科学省：海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」<CRC>
特任准教授 ソーントン ブレア，教授 浅田 昭，特任教授 （九州工業大）浦 環

　現代産業に欠かせないコバルトや白金を含むコバルトリッチクラストは，日本近海の深海底に賦存している．この
貴重な深海底鉱物資源を，我が国の経済活動に利用可能にするためには，その正確な賦存量を計測できる技術の実現
が求められる．このため，先行課題において開発し，資源探査における実用性・有効性が確かめられたコバルトリッ
チクラストの賦存量の高精度現場計測技術を実用化し，資源探査技術として普及させるため，開発した計測装置類を
ROVおよび AUVに搭載して賦存量を計測できるトータルシステムを構成，開発者でない利用者が使える運用システ
ムを構築し，利用者が自由に使えるシステムを構築して技術を高度化，注目される海山において計測調査を実施し，
賦存量を推定，計測技術を普及させる．また，機器類を搭載したボットムスキマープローブ（BSP）を実海域で展開
して改良を加え，使える BSP運用システムを構築，別課題で開発する BSP開発と連携させて研究展開する．ROVお
よび AUV/BSPの組合せ運用により，コバルトリッチクラストの分布を広域にわたり高精度に計測し賦存量を定量的
に推定できる技術を実用化する．

文部科学省研究開発局　レーザ誘起破壊分光法による深海底現場成分分析技術
特任准教授 ソーントン ブレア

海底土放射能分析機器を利用した測定業務
特任准教授 ソーントン ブレア

平成 25年度戦略的基盤技術高度化支援事業「中間工程の人的管理を自動モニタリングに置き換えた
超小型・超低コストの革新的生産方式の研究」

准教授 土屋 健介

　本研究では，部品の管理・検査・在庫のない一貫生産のために，良品の評価手法と機械動作の評価手法を研究する．
最終製品は，良品の特徴を研究し，合致するものだけを拾い出すことで，品質を全数直接保証する．一方，工程途中
では部品の検査は行わず，機械の正常動作をモニタして，品質を間接保証する．これを実現するために，部品加工に
は小型機を新たに開発し，すべて組立 LTに同期させて， 1 個取り連続供給にする．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ） ボトムアップ組織形成術による生体
組織システムの構築

特任講師 松永 行子

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム） 超高感度・
超高分解能パッシブ型 THz 近接場顕微鏡の開発

講師 梶原 優介

総務省SCOPE 市民の交通行動変容を促進する持続可能な生活交通情報フィードバックシステムの
研究開発

教授 池内 克史，准教授 上條 俊介，教授 桑原 雅夫

　本研究では，地域市民を対象に，時空間で変化する交通状態の俯瞰的，網羅的な情報を，ICTを活用して収集する
とともに，実感しやすい形にした「生活交通情報」として市民に日常的に提示するシステムを構築する．それにより，
都市の交通状況に対する市民の理解を深めることで，環境に配慮した効率的な交通行動への変容を促す社会フィード
バックシステムを実用化することを目的とする．実用化に際しては，低コストで持続運用可能な情報収集・加工・配
信技術を確立すること，及び従来の社会実験レベルでは取り込みが難しかった受動的な市民層をターゲットとした
サービスを実現する．
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1．研究課題とその概要

市民の交通行動変容を促進する持続可能な生活交通情報フィードバックシステムの研究開発
教授 池内 克史，教授 大口 敬，特任准教授 小野 晋太郎，准教授 大石 岳史，准教授 上條 俊介

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ERATO） 生体調和を維持できる回路設計
教授 桜井 貴康

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

教授 佐藤 洋一

　本研究では，人の内部状態としての注意と密接に関係する注視に着目し，人間と調和する情報環境を実現するため
の基盤技術として，日常生活空間内において行動する人の注視をリアルタイムで推定する技術，および情報環境から
の適切な働きかけにより人の注視をさりげなく誘導する技術の開発を目指す．

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

教授 佐藤 洋一

　映像に存在する自己相似性を利用することにより，動きぶれを低減した高フレームレート映像等，画質を改善した
画像・映像を生成する．更に，動きぶれを含むような低画質の映像であっても，ユーザ側には元映像よりも高画質な
映像を提供する映像圧縮を，画質改善技術と映像符号化の技術を融合することによって実現する．

（大）情報・システム研究機構　地球環境 e-science 情報融合システムに関する研究
准教授 根本 利弘

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

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

准教授 河野 崇

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） 再生可能エネルギーの大量導入を考慮
した電力システムの複雑ネットワーク動力学モデル構築とその最適化理論の創成

准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人

　再生可能エネルギーが大量導入される様々な状況のもとで，電力システムの挙動を理解・解析・最適化するために
は，電力システムの数理モデルが必要である．結合振動子系による定性的数理モデルは理論解析が可能だが，単純す
ぎて現実とは大きな乖離がある．また，電力系統の詳細な特性を考慮した複雑な定量的モデルでは理論解析が困難で
ある．そこで本研究では，これらの定性的・定量的数理モデルの橋渡しが可能な電力システムの複雑ネットワーク動
力学モデルを構成し，その分散協調的ダイナミクスの理論的解明とネットワーク最適化の実現を目指す．

（独）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（地球規模課題対応国際科学技術協力プロ
グラム） システム・プロセス設計および要素技術の開発と体系化

教授 迫田 章義

（独）国際協力機構　持続可能な地域農業・バイオマス産業の融合プロジェクト
教授 迫田 章義
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（独）農業・食品産業技術総合研究機構　食品総合研究所 LOX-1 リガンド簡易迅速評価システムの
開発とフードマトリクスにおける阻害物質探索（認識素子供給系の改良及びキット有効性の検証）

教授 畑中 研一

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

教授 藤岡 洋

革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業）「ポストシリコン超高効率
太陽電池の研究開発」

教授 （東大）中野 義昭，教授 藤岡 洋

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

教授 酒井 康行，助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）堀口 一樹

　治療対象は，iPS細胞の最大の課題である発がんの懸念を少しでも軽減し，早期の臨床研究を実現するために，移
植細胞の数が 10の 4乗個程度で済み，かつ移植細胞の安全性が全細胞について担保できる網膜細胞移植による加齢
黄斑変性症，網膜色素変性症に焦点を置く．移植細胞について保証できる培養技術，評価技術，選択技術や装置の開
発が最も重要な課題であるとの認識の下，自動装置の開発（操る技術），非侵襲モニタリング技術の開発（観る技術，
測る技術），工程シミュレータの開発（診る技術）を産学合同で確立し，全ての細胞を 1細胞ごとに安全性を担保で
きるオールインワン細胞調製装置を構築する．本技術は，3Sの構築 （安心，安全，安価；Security， Safety and cost-
Saving）によるWin－Winの枠組みを作り，再生医療に必要な細胞が安全かつ適正価格での供給を実現，再生医療
全般の普及への貢献すること目指す．東大分生研では，ヒト iPS細胞の大量増殖・分化誘導培養の基本技術の確立を
目指し，①凝集体懸濁培養における酸素操作条件の確立，②凝集体懸濁培養における固定化技術の確立を行う．

自動車排ガスの in vitro 曝露手法に関する調査
教授 酒井 康行

　近年，排気低減技術の開発や燃料の多様化が進んでおり，それらの利用によって生じる排気の健康影響は不明な点
が多く，関心が高まっている．これまで排気の健康影響は主に動物実験により評価されてきたが，多大な時間と費用
を必要とするため，迅速な対応は困難であった．一方で，in vitro試験法は簡便で，迅速な評価が可能であるため，
排気の健康影響評価への活用が期待されている．しかしながら，これまで報告されている大気や排気の in vitro研究
は必ずしも実験方法は定まっておらず，自動車排ガスの影響を比較評価するためには標準的な方法の確立が重要であ
る．in vivoの生体反応を可能な限り反映し，簡便で精度の良い，排ガスの in vitro評価法の標準化の意義は大きい．
そこで本研究では，生体の影響を可能な限り反映する in vitro排ガス影響評価を目指し，1）気液界面培養技術を活用
した粒子やガス状物質の培養細胞への曝露方法，2）呼吸器系細胞の共培養技術，に関する知見について調査および
実験的検討を行う．

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

教授 酒井 康行

　無限増殖性の組織幹細胞や ES/iPS細胞を用いた機能的なヒト肝細胞誘導には，肝疾患のメカニズム解明から再生
医療や創薬研究まで広範な用途が期待される．しかしながら，現状での到達度は依然として胎児または新生児の肝組
織レベルであり，成熟肝組織の持つ多種多様な機能やヒト肝炎ウイルスの感染・増殖性などの特性は実現されていな
い．これは，生体肝における肝実質細胞の極性や非実質細胞との三次元的組織構造を再構築する技術開発および iPS
細胞の分化誘導技術との融合が不十分であるためであると考えられる．そこで本研究では，マウスをモデルとして肝
実質および非実質細胞を適切に三次元的に配置した肝組織を in vitroで構築し，酸素透過プレートなど工学的技術と
融合して肝機能の最適化を図る．一方，肝細胞への分化指向性の高いヒト iPS細胞（Hepa-iPS細胞）を肝臓等の内胚
葉組織から樹立し，肝細胞へ再現性のよい効率的な分化誘導系を確立する．さらに，これら 2つの技術を融合して，
iPS細胞由来の肝細胞をこの肝組織構築法に適用して，ヒト iPS細胞から成熟肝レベルの多様な肝機能を発現し，肝
炎ウイルスの感染・増殖が可能なヒト肝組織を in vitroで構築することを目標とする．
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1．研究課題とその概要

（独）産業技術総合研究所 培養肺胞モデル評価系の開発と数理モデル化への利用方法に関する研究開
発

教授 酒井 康行

　ナノ粒子の経肺暴露にて最初の標的臓器でありかつ体内取り込みを行う肺胞上皮に着目し，培養細胞を用いた肺胞
障害・取り込み評価系を開発し，さらに動物試験結果と組み合わせて有害性評価に活用する方法を提案する． ヒト
由来の肺胞上皮株細胞・マクロファージを用いた系とラットの初代培養の肺胞上皮細胞・マクロファージから成る系
の 2つの評価系において，界面活性剤様物質を高濃度で含む肺胞内腔液を含む，実際の in vivoの肺胞内環境の忠実
な再現を目指す．この肺胞内腔液を介した暴露の場合，ナノ粒子の分散状態・取り込みを大きく左右していると考え
られるが，既存の in vitro評価系においては，全く考慮がなされていない状況にある．また，ラットの初代培養肺胞
上皮細胞・マクロファージを用いた評価系はラットの気管内投与試験の in vitro版であるとみなせるが，ナノ材料の
評価にはほとんど用いられていない． 評価系確立後，障害性・取り込みに関わる一連の反応を数理モデルで記述し，
そのパラメータを決定する．最終的には，ラット初代培養系の結果を，ラット気管内投与試験の結果の数理モデル構
築に反映させ，さらに，ヒトへの外挿についての示唆を得る．

平成 24年度 iPS 細胞等自動培養装置開発加速事業（ニプロ社製自動培養装置及び閉鎖系バッグ自動
培養装置によるヒト iPS細胞の培養評価と膵臓前駆細胞への分化能評価）

教授 酒井 康行

（独）科学技術振興機構　再生医療実現拠点ネットワークプログラム　疾患・組織別実用化研究拠点
B iPS 細胞を基盤とする次世代型膵島移植療法の開発拠点

教授 酒井 康行

　本拠点では，拠点長らが開発したヒト iPS細胞からの機能的膵島の分化誘導系と免疫隔離膜を使った移植法を基盤
として，脳死ドナーからの膵島移植法に代わる次世代型膵島移植療法を開発・確立，ドナー不足という問題を抜本的
に解決すると共に，総合的な医療コスト削減に寄与することを究極の目的とする．その達成のために，iPS細胞由来
膵島の作製と大量培養・移植法の開発を行う東大チーム（基礎細胞生物学者に加えて，培養組織工学研究者や株式会
社カネカを含む）に，国立国際医療研究センターの臨床膵島移植研究チーム（実中研がマーモセット糖尿病モデルで
協力）が分担機関として連携し拠点を形成し，一体となって研究開発を行う．3年間の技術開発期間では，要素技術
の開発を経てマーモセットへの移植を行い，まずは少数例で安全性・効果判定を行うことを最終達成目標とする．4
年間の本格実施期間 Iでは，前半でマーモセットでの一連の実験を終了することを第一の目的とする．また，要素技
術の大スケール化と省コスト化を行いつつ，後半で必要に応じてカニクイザルでの安全性・効果の確認行う．さらに，
その結果を基に各種手続きと CPC運用準備を経て，First-in-man試験を開始することを第三の目的とする．3年間の
本格実施期間 IIでは，First-in-man試験結果をふまえて既存の標準治療（インスリン注射療法）との比較試験を行う
ことで，本移植療法の優位性を示し，適応の普及と拡大を目指す．

文部科学省　元素戦略プロジェクト　研究拠点形成型　京都大学 実験と理論計算科学のインタープ
レイによる触媒・電池の元素戦略研究拠点

准教授 小倉 賢

　自動車排ガス浄化触媒からの脱貴金属を目指す．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） 核酸を主体とした免疫応答制御機構の
解明とその制御法の開発

特任教授 谷口 維紹

文部科学省研究開発局　国家課題対応型研究開発推進事業（原子力基礎基盤戦略研究イニシアティ
ブ） 原子力発電所事故時の放出量および再飛散量推定手法高度化に関する研究

教授 加藤 信介

　原子力発電所事故では，移動観測データに基づく敏速かつ合理的な拡散予測が不可欠である．本研究では航空機お
よび車両などによる 4次元移動観測データを利用した早期の放出量推定手法を開発する．また土壌からの再飛散を考
慮した内部被ばく線量の評価手法を開発し，長期間にわたる線量の予測推定から，長期間にわたり比較的線量の低い
地域に留まって居住する住民等に対する被ばく低減対策についても検討を行う．

官民協働危機管理クラウドシステム
教授 柴崎 亮介
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座標付与基盤の構築
助教 （柴崎研）熊谷 潤

（独）日本学術振興会　土木材料・施工・建設マネジメント分野に関する学術研究動向調査研究
教授 岸 利治

岩国市　錦帯橋経年変化ほか調査
教授 腰原 幹雄

香取市　伝統木造建築「佐原町屋」の耐震診断
教授 腰原 幹雄

総務省　オートGPSと IMES屋内測位による広域観光の動態把握と回遊誘発情報提供システムの開
発研究

准教授 関本 義秀

国土交通省国土技術政策総合研究所 道路基盤地図情報の更新技術および関連情報の継承技術に関す
る研究

准教授 関本 義秀

（独）宇宙航空研究開発機構　地球観測研究センター 平成 25 年度 SAFEプロトタイピング（農業森
林分野）に関する研究業務委託

准教授 竹内 渉

JST/CREST 安全で持続可能な水利用のための放射性物質移流拡散シミュレータの開発「メソスケー
ルトレーサーモデルの開発」

准教授 芳村 圭

　水分子の水素・酸素同位体比の物理過程・同位体分別過程を導入した同位体大気大循環モデル IsoGSM（Yoshimura 
et al．， 2008）並びにその領域モデル IsoRSM（Yoshimura et al．， 2010）をベースに，その他の化学物質や放射性物質の
取り扱いが可能となるように拡張する．具体的には，安定同位体トレーサーを放射性ヨウ素やセシウムに置き換え，
崩壊過程や乾性・湿性沈着過程等を導入し，実測データとの定量的検証を行う．研究が順調に進捗した暁には，4次
元同化手法を応用したアジョイントモデルを開発することにより，放出量の逆推定も行う．

文科省創生プログラム「（i）気候変動リスクの評価の基盤となる確率予測情報の創出」「アンサンブ
ルデータの効率的なダウンスケーリング手法の開発」

准教授 芳村 圭

　本研究では，アンサンブル平均場を効率的に力学的ダウンスケーリングする手法を構築する．この新手法では，従
来の手法より大幅に計算機資源の使用を抑えることになる上に，アンサンブル平均場と力学的・物理的に整合的な診
断変数を提供することが可能となる．具体的には，一つのメンバーの低周期変動成分をアンサンブル平均によるそれ
により修正した場を力学的ダウンスケールの側方境界条件として用いる．さらに，新しく提案したアンサンブルデー
タのための力学的ダウンスケーリング手法を CMIP5データ及び次世代気候予測実験結果に適用し，また，いくつか
の独立した領域気候モデルを用いることで，マルチモデル・マルチシナリオ・マルチ領域モデルの高解像データを効
率的に創出する．

大規模穀倉地帯における土壌劣化マッピング手法の確立と情報提供ソフトウエアの開発
准教授 沖 一雄

日本学術振興会（JSPS）二国間交流事業共同研究　ヤンゴン都市圏の持続可能なインフラシステム
の計画・設計と技術戦略に関する調査研究

特任准教授 川崎 昭如
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改良対策立案のための交差点安全性評価シミュレータの研究開発
講師 井料 美帆

　本研究開発は，交通安全対策代替案の安全性に関する定量的評価を行うための交差点安全性評価シミュレータを開
発するものである．実測データに基づき，車両と横断歩行者の軌跡・速度の変化，各種判断挙動，およびそれらのば
らつきを交差点の幾何構造や制御条件に応じて確率的にモデル化してシミュレータに実装し，コンフリクトの程度を
再現することで，ヒヤリハットなどの危険性を空間的に出力可能とする．

（独）科学技術振興機構　国際科学技術基盤整備事業「日台研究交流」神経細胞の培養と評価用
CMOS-MEMS

教授 藤田 博之，准教授 ティクシエ三田 アニエス，准教授 河野 崇，特任講師 松永 行子

　JST戦略的国際科学技術協力推進事業の日台共同研究プログラムの支援を受け，2013年 1月より 3年間にわたり，
台湾国立精華大学と共同で CMOS回路とマイクロ流体システムを組み合わせたチップ上で，神経細胞を培養しその
活動を評価する研究を行っている．

（独）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（研究交流型）　マイクロ流体ガン診断
プラットホーム

教授 藤井 輝夫

　本研究は個別のガン細胞を特定し，解析する一連の操作を行うことができるマイクロ流体プラットフォームの開発
を目的とする．日本・スウェーデン双方の研究チームの固有技術であるエレクトロアクティブマイクロチャンバアレ
イと超音波を用いた細胞分離技術とを融合することによって，単一細胞を捕捉し，解析することを目指す．このよう
な技術が実現できれば，ガン診断における感度や迅速性が大幅に改善できるだけでなく，日本とスウェーデンの間の
学術及び産学連携に関わるネットワークの強化につながる．

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

教授 藤井 輝夫

　マイクロ流体デバイスに人工バイオ界面を組み込むことにより，液性条件と接着条件とを統合的に操作可能な細胞・
組織 Showcaseシステムを構築し，がんの診断・治療や多能性細胞の応用研究に資することを目的とする．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） 時間情報コードの解析のためのマイク
ロ流体デバイスの開発

教授 藤井 輝夫

　インスリンの刺激波形を厳密に制御可能なマイクロ流体デバイスを製作して，細胞モニタリングによるフィード
バックループ系を構築することによって，代謝調節の時間情報コードを明らかにする．

（独）日本学術振興会　バイオ融合マイクロ・ナノメカトロニクス国際研究拠点
教授 藤井 輝夫，教授 川勝 英樹，准教授 金 範埈，准教授 竹内 昌治， 

准教授 ティクシエ三田 アニエス，教授 年吉 洋，教授 藤田 博之

　我が国の次世代エレクトロニクスへの高付加価値が期待されているバイオ融合マイクロ・ナノメカトロニクスの要
素技術を，EU圏内の研究拠点であるフランス国立科学研究センター（CNRS），スイス連邦工科大学ローザンヌ校
（EPFL），ドイツ・フライブルグ大学マイクロ工学研究所（IMTEK），および，フィンランド VTT技術研究所との国
際共同研究として実施し，各研究項目において世界最先端の研究成果を実現するとともに，研究ネットワーク全体の
取り組みとして，研究者交流による共同研究を実施し当該技術を統合した細胞走査・融合のためのバイオ融合マイク
ロ・ナノメカトロニクス技術を構築することを目的とする．

閉鎖型バイオデバイスに適したマイクロ流路，セルプロセッシング技術の開発
教授 藤井 輝夫

　「社会課題対応常時・継続モニタリングシステムの開発」に必要な閉鎖型バイオデバイスに適したマイクロ流路，
セルプロセッシング技術の開発を実施する．
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オンチップ流体デバイスを用いた細胞培養に関する研究（小型培養液循環システム試作品の細胞培
養実験評価）

教授 藤井 輝夫

　今まで人が行なってきた細胞培養を各種オンチップ流体デバイスとそのコントローラを用いて自動化することを目
的として，互いに接続された複数のオンチップ流体デバイスとそのコントローラにより自動動作する細胞培養装置試
作品の有効性を検証する．

光学方式のMEMS化の検討
教授 年吉 洋

文部科学省研究開発局　平成 25年度地球観測技術等調査研究委託事業　地球環境情報統融合プログ
ラム

教授 喜連川 優

　データ統合・解析システム（DIAS）を高度化・拡張する．同時に，多様な分野の利用者（ステークホルダー）が，
超大容量で多様なデータ・情報を協働して統融合し，新たな価値を創出できる情報基盤（ワークベンチ）のプロトタ
イプを構築する．その上で，地球規模課題解決に向けて，科学的先端性を持続的に発揮し，実利用によって公共的利
益を実現できる運用体制を設計・提案することを目的とする．

ビッグデータ利活用のためのデータ関連技術に関するフィージビリティースタディ及び予備研究
教授 喜連川 優

　超大規模データ管理・分析を支援するインタラクティブビジュアリゼーション技術，リアルタイムデータを吸収可
能とするマルチテナント大容量データベース基盤技術を対象に調査し，これらの項目についてフィージビリティスタ
ディを実施する．

（大）情報・システム研究機構　次世代大規模高度情報蓄積融合システム基盤技術に関する研究
准教授 豊田 正史

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） 固体酸化物形燃料電池電極の材料・構
造革新のためのマルチスケール連成解析基盤

教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇，特任講師 原 祥太郎

　本研究室で開発した電極 3次元構造再構築手法および電極内ポテンシャル分布予測手法をさらに発展させる為の研
究を行う．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ALCA（先端的低炭素化技術開発）） 熱源の温度
変化に対応したトリラテラルサイクル蒸気機関の開発

教授 鹿園 直毅，講師 長谷川 洋介

　トリラテラル（Trilateral）サイクルとは，加熱した圧縮液を蒸発させることなく液相の状態で膨張機に導入し，膨
張させる蒸気サイクルである．高温熱源からの熱吸収を液相単相との熱交換で行うため，排ガスや地熱等の高温熱源
が温度変化する場合に，最も温度差の小さい理想的なサイクルを実現することができる．本研究では，上記課題を基
礎研究から検討し，試作機の評価を通じてサイクルの実現可能性を評価する．

斜交波状凹凸を有するフィンレス排熱熱交換器の理論解析
教授 鹿園 直毅

　斜交波状凹凸の凝縮伝熱の理論に基づき，凝縮熱伝達率の向上を目指すことを目的とする．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発／固体酸
化物形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究

教授 鹿園 直毅，特任教授 横川 晴美

　これ迄の成果をもとに，三相界面微細構造解析による劣化機構解明，加速要因分析を実施する．当プロジェクトに
参加する各社のセルスタックについて，電気化学反応場となる三相界面の微構造と電池性能との関連性を明確化する．
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（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） 消費者の受容性を考慮した住宅エネル
ギー管理システム

准教授 岩船 由美子

新規分離技術および触媒技術の仕様決定のための最適プロセス設計
特任准教授 苷蔗 寂樹

　ペトロリオミクス技術は石油精製プロセスの設計，運転，制御の様々な分野に影響を与える技術である．しかしな
がら，個々の要素技術がプロセス革新にどの様な影響を与えるか，また，プロセス革新を目指すにはどの様な技術を
開発すべきかについてはまだわかっておらず，本研究にて新規分離技術及び触媒技術導入に向けた仕様を最適化の観
点から検討した．

ポーランド褐炭乾燥基礎試験
特任教授 金子 祥三

　ポーランド褐炭の性状分析と乾燥基礎試験（所定の形状に成型した褐炭の乾燥重量と褐炭内温度分布の同時オンラ
イン計測）等を実施して，取得したデータを整理する．また，取得データと過去に実施した豪州褐炭の乾燥基礎試験
データと相対比較して，ポーランド褐炭の乾燥特性の把握に資する．

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

特任教授 荻本 和彦

再生可能エネルギー大量導入時の電力需給に関する課題の調査・検討
特任教授 荻本 和彦

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　IT 融合による新社会システムの開発・実証プロジェク
ト （都市交通分野）都市交通・エネルギー統合マネジメントシステムの開発および実証実験

教授 大口 敬

　ガソリンおよび電気自動車（EV）におけるエコドライブおよび EVの給電アドバイスシステム開発のための理論
フレームワークの構築，およびフィールド実験によるアプリケーションの有効性評価，さらにビジネスモデルの検討
を行った．

CO2 削減効果評価手法の国際的受容性等の確立に向けた調査研究
教授 大口 敬

　欧州における ITS効果評価に取り組む研究プロジェクト ECOSTAND，および米国 California PATHを中心とした研
究者と，過年度までの日本における Energy ITSプロジェクトメンバとで連携して，CO2削減効果の評価手法を国際
的に受容されるために，標準的な評価手順や比較対象都市の選定などに取り組んだ．

協調 ITS の中長期的なサービスの実現に向けた要素技術の評価に関する研究
教授 大口 敬，教授 須田 義大，教授 池内 克史，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦， 

准教授 大石 岳史，准教授 吉田 秀範，特任准教授 小野 晋太郎

　新しい ITS 概念の再構築を検討し，また個別課題として 4 つのサブテーマに取り組んだ．

高濃度不純物を含有した銅アノードの電解精錬に向けた基礎研究
教授 前田 正史

溶融マグネシウム中への鉄の溶解挙動に関する基礎的研究および革新的脱鉄技術開発及び，Kroll 法
の実操業プロセスにおけるチタン還元反応の科学的解析

教授 岡部 徹
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（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　超硬工具スクラップからレアメタルを回収する環境調和型
の乾式プロセスの開発

助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

（独）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（地球規模課題対応国際科学技術協力プロ
グラム） アマゾンの森林の炭素動態のマッピング

特任教授 沢田 治雄

（独）森林総合研究所 平成 25 年度アジア地域熱帯林における森林変動の定量評価とシミュレーショ
ンモデルの開発委託事業

特任教授 沢田 治雄

文部科学省委託研究　都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト　サブプロ③都市
災害における災害対応力の向上方策に関する調査研究　（2）防災リテラシーの育成方策に関する調
査研究　（ｂ）防災リテラシー向上のためのトレーニングプログラム開発　5）災害時担当職員向け
教育・訓練システムの開発

教授 目黒 公郎

　行政，報道，医療機関等の防災担当者を対象に，東日本大震災をはじめとする過去の災害時の経験や教訓をもとに，
災害の事前から事後までの災害対応を適切に行うための教育・訓練システムを開発する．このシステムは，「地域防
災計画の策定・実施支援システム」，「減災行動誘導型災害報道システム」，「効率的災害医療システム」等のサブシス
テムで構成される．なお，本システムは，行政の防災担当者，報道機関，医療関係者が，それぞれ，発災前の事前準
備としてのトレーニングや計画立案等に利用するとともに，発災後の迅速な対応等に利用することを目的としている．

課題（ii）水資源に関する気候変動リスク情報の創出　サブ課題 b．水資源・水循環の人為的改変を
含めた評価研究

教授 沖 大幹

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST） 流域水質シミュレータの開発・発生源
解析および曝露量評価

教授 沖 大幹

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

教授 沖 大幹

（独）国際協力機構　気候変動に対する水分野の適応策立案・実施支援システム構築プロジェクト
教授 沖 大幹

平成 25年度環境研究総合推進費（クリティカルな気候変動リスクの分析に関する研究）
教授 沖 大幹，特任准教授 FERGUSON CRAIG

（独）宇宙航空研究開発機構　陸域水文過程および降水システムに着目した衛星プロダクトの検証
助教 （沖（大）研）金 炯俊

災害・環境情報アーカイブの設計とその教育プログラムへの組み込み
准教授 加藤 孝明
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文部科学省研究開発局　「地域防災支援技術パッケージ」を活用した「地域が進める防災まちづくり」
の推進

准教授 加藤 孝明

（独）海洋研究開発機構　南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト
准教授 加藤 孝明

葛飾区　大規模水害時における避難場所確保策検討調査（その 3）委託
准教授 加藤 孝明

文部科学省地域産学官連携科学技術振興事業費補助金イノベーションシステム整備事業「先端融合
領域イノベーション創出拠点形成プログラム」

教授 荒川 泰彦

　平成 18 年度科学技術振興調整費先端融合領域イノベーション創出拠点プログラムの一つとして採択された「ナノ
量子情報エレクトロニクス連携研究拠点」プロジェクトを推進している．拠点であるナノ量子情報エレクトロニクス
研究機構拠点には，シャープ，NEC，日立製作所，富士通研究所，QD レーザの 5 協働企業が東大内に各「東大企業
ラボ」を設置している拠点形成を通じ，量子ドットをはじめとするナノ技術，量子科学，IT の先端領域の融合によ
る次世代デバイスの開発を推進するとともに，より高度な量子暗号通信や量子計算機の動作実証に向けた量子情報技
術の確立を図っている．また，量子ドット太陽電池など，エネルギーデバイスの基盤研究も推進している．これらの
技術革新により，将来の安全・安心・グリーンなユビキタス情報社会に向けた，さらなるイノベーションの創出を目
指す．

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

教授 志村 努

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

助教 （志村研）佐藤 琢哉

小規模建築物を対象とした省エネルギーポテンシャル分析モデル及び対策促進ツールの開発
特任講師 馬郡 文平

D.  所内措置研究費

1.  展開研究

Si 集積回路と窒化物半導体の融合による新機能創出
教授 平本 俊郎，教授 藤岡 洋

　大規模集積回路（VLSI）に代表される集積エレクトロニクスは，いわゆるMore Mooreと呼ばれるシリコンMOS
トランジスタの微細化により発展してきた．一方，いわゆる“More Than Moore”と呼ばれる異種集積化による新機
能追加が注目されている．本研究は，シリコンチップ上に窒化物化合物半導体素子を直接集積化させ，従来の VLSI
にはない新たな機能を創出することを目的とする．

ユーザ参加型環境センシングとその応用
教授 瀬崎 薫

高密度蓄熱材料の開発と機構解明
准教授 北條 博彦
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2.  選定研究

ジオセルを活用した新しい補強土構造物の開発
准教授 清田 隆

先端技術の社会化を促進するプロトタイピング～デザインの先導的役割を研究の場に導入するため
に

教授 山中 俊治

PIV 計測と数値シミュレーションの融合によるリアルタイム乱流予測システムの開発
講師 長谷川 洋介

高精度スペクトル計算によるエネルギー材料の電子構造解析
准教授 溝口 照康

人々のリアルタイム流動推定に向けた携帯電話等の集計情報からのデータ同化と行動モデルパター
ンの構築

准教授 関本 義秀

劣化した橋梁RC支承部の残存性能・補修補強評価と橋梁点検手法とデータ活用への展開
准教授 長井 宏平

3.  グループ研究

建造物の総合的保存保全に関する研究グループ
教授 川口 健一，教授 池内 克史，教授 今井 公太郎，准教授 岩船 由美子，教授 大岡 龍三，教授 大口 敬， 
講師 太田 浩史，教授 沖 大幹，准教授 沖 一雄，特任教授 荻本 和彦，教授 加藤 信介，准教授 加藤 孝明， 

講師 川添 善行，特任研究員（野城研） 河谷 史郎，教授 岸 利治，准教授 清田 隆，教授 桑野 玲子，教授 腰原 幹雄， 
教授 古関 潤一，准教授 坂本 慎一，特任教授 沢田 治雄，教授 柴崎 亮介，准教授 関本 義秀，准教授 竹内 渉，

教授 中埜 良昭，准教授 長井 宏平，教授 村松 伸，教授 目黒 公郎，教授 野城 智也，准教授 大原 美保

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

4.  所長裁量経費

理論－実現象－力学的性状の対応についての理解を促す建築構造学教材
助教 （中埜研）松川 和人

　実現象と力学性状，及び座学で学ぶ建築構造理論の相互関係を理解し得る教材を作成する．教材は鉄筋コンクリー
ト柱が破壊していく様子を映像として撮影し，その映像の 1コマ 1コマにはその時に鉄筋コンクリート柱に生じてい
る荷重と変形の関係を対応させたものである．地震や強風などの外力に晒されたときに構造物に起こる現象（ひび割
れ，座屈など）と力学的特性の変化（剛性低下など）を構造理論と対応させ，建築構造に対する 3次元的な理解を促
す．今年度は教材を作成するのに欠かせない，映像と荷重－変形関係を対応させる計測装置一式を完備した．

「原子層作製講習会：グラフェン・MoS2・h-BN」の開催
准教授 町田 友樹
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モジュール型ロボットのデザイン・エンジニアリング
教授 山中 俊治

β変換に基づくAD変換器の集積回路化に関する研究
教授 合原 一幸，教授 （東京都市大）堀田 正生，准教授 （東京都市大）傘 昊

　実数値基数の数の展開を行うβ写像を基礎とした，新しい原理の A/D変換方式の開発を行う． A/D変換誤差発生
要因の数学的解析と評価およびβ推定アルゴリズムと変換誤差自己校正技術を開発することで，環境変化や素子変動
にロバストな低消費電力・小型で高精度の巡回（サイクリック）形およびパイプライン形 A/D変換回路を集積回路
で実現し，その設計手法の確立を図る．

生研・医科研・分生研からなる「疾患分子工学」研究連携ユニット
教授 酒井 康行

　日本社会の高齢化や新たな感染症の拡大といった問題に対する社会的要請や，昨今の医学的・生物学的知見の拡大
を背景として，メカニズムに依拠した診断・治療法の開発と実施とが強く求められている．この実現のためには，疾
患の発現が様々なバイオ分子の相互作用によることに強固な学術的基盤を置き，その挙動を細胞・組織・個体といっ
た階層構造の中で実験的に観測すると共に，定量的数理モデルで記述・予測することが極めて重要である．学問的に
は，医学・生物学の最新知見とバイオ分子の計測・制御技術や検証のためのヒト培養組織モデル構築といった化学・
材料工学からのアプローチに加え，高度計測のためのメカトロニクスや数理モデル化のための情報工学により支援す
るという体制が必要である．本研究連携ユニットはこうした観点に立ち，生産技術研究所・医科学研究所・分子細胞
生産学研究所を中心とする多点での学内連携によって，研究の格段の推進を図る．

自動車室内環境の構造把握と換気性状評価
教授 加藤 信介，助教 （東京都市大）永野 秀明

　自動車内の空気環境はカーエアコンからの吹出気流により制御されるが，形成される流れ場は風量や温度条件によ
り大きく変化する．それらの因子により車内の換気性状がどの程度影響を受けるのかを模型実験により定量的に評価
することで，実環境下の複雑な条件においても効率よく換気できる空調設計指針の提案を目指す．

都市環境リテラシイ教育の実践とその理論化
教授 村松 伸

　2004年 12月から始まった上原小学校 6年生との都市環境リテラシイ教育（毎年 50時間）は，来年で第 10回を迎
える．本研究所の地域貢献のみならず，初等教育と大学教育（全学ゼミナール，大学院演習）という重層的な環境（人
工環境，自然環境，社会環境）理解と実践という点で，本プログラムは日本，世界でもユニークなものである．来年
度は 10周年の節目として，これまでの経緯を統合化して理論へと昇華し，内外への認知度をさらに高めるための国
際シンポジウム等を開催する．

宇宙構造物の構造動力学と宇宙建築に関する研究
教授 川口 健一，准教授 （東京都市大）渡邉 力夫

建物間の連絡通路を構造的に自立させる手法に関する研究
教授 今井 公太郎，特任研究員 （今井研）高濱 史子，助教 （今井研）本間 健太郎， 

大学院学生 （今井研）新井 崇俊，技術職員 （今井研）矢野 寿洋，特任研究員 （今井研）大井 鉄也

次期ひまわりデータの気象業務へのさらなる活用
准教授 竹内 渉

降水同位体観測データを用いた数値モデルの水蒸気同位体情報の検証
准教授 芳村 圭

　本所においても実施されている全国降水同位体同時観測（2013年 1～12月）で得られた降水サンプリングを分析し，
全球モデル及び領域モデルにおいて表現される水蒸気の同位体情報を検証する．さらに，高時間分解能で降水サンプ
リングが実施された一部の観測データを用いて，より高時間分解能での雲の内部における蒸発・凝結・融解過程の解
明を目指す．
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東南アジアにおける貧困と環境破壊の相互作用に関する研究
准教授 沖 一雄

マイクロ流体デバイス製作のためのスピンコート法による厚膜成型技術の確立
教授 藤井 輝夫，教授 （東京都市大）大上 浩，准教授 （東京都市大）冨士原 民雄

　マイクロ流体デバイスの作製では，シリコン基板上に感光性レジスト薄膜を形成するスピンコート技術が必要不可
欠であるが，サブミリメートル程度の厚膜になると，均一な厚みの膜を再現性良く形成するのが極めて難しい．本共
同研究では，流体力学的視点からレジスト塗布時の流動を考察することにより，不均一になる原因の究明とその改善，
および理想的な厚膜形成技術の確立を試みている．今年度はレジスト厚み方向を含む 3次元的な流動解析と，流動と
厚みの同時計測を行う．

アブダビ石油大学との研究教育連携
教授 鹿園 直毅

牽引車両のデジタルアーカイブ化と様々な研究アプローチによる解析
准教授 大石 岳史

TFT 駆動型電極アレイ細胞培養デバイスの開発
准教授 ティクシエ三田 アニエス，特任講師 松永 行子

　The purpose in this research is to take advantage of the Thin-Film Transistor technology to create advanced electro-controlable 
substrates for biological applications. Thanks to the TFT technology, a wide array of independantly controlable transparent elec-
trodes or sensors can be fabricated onto transparent substrates like glass. The applications are aiming biological cells electrical 
manipulation, stimulation or activity sensing.

ウォーターフットプリント国際標準の国内適用へ向けた連携研究
教授 沖 大幹，教授 （東京都市大）伊坪 徳宏

5.  助教研究支援

生物に見られる折りたたみ・展開機構の研究
助教 （岡部（洋）研）齋藤 一哉

　植物の葉，昆虫の翅に代表される生物に見られる折りたたみ構造の挙動を弾性力学的観点から説明する新しいモデ
ルを提案し，これを現実の構造に応用することで高強度，高収納効率かつ高い信頼性を併せ持つ新しい展開構造物を
創成することにある．

凧を利用した金星探査システム
助教 （川口研）秋田 大輔

タングステンの新製錬技術の開発に向けたオキシハライド生成に関する基礎研究
助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

E.  寄付金（公募によるもの）

（公財）三菱財団 平成 25 年度自然科学研究助成 時間の矢とリウビリアンの複素固有値問題
准教授 羽田野 直道

　量子力学は時間反転対称な形式であるにも関わらず，巨視的な系では時間は一方向に流れる．これを時間の矢と呼
ぶ．時間の矢が現れる理由として提示される説の多くは人間による観測の限界に基づいている．例えば「いずれは元
に戻るが，再帰時間が非常に長くなって我々に知りようがない」「系がカオス的になって，複雑さが我々の観測限界
を超える」などである．それに対して，我々はこの問に開放量子系の複素固有値問題の立場から答える．開放量子系
のハミルトニアンは，ヒルベルト空間外で複素固有値を持つ．それに対応する固有状態には共鳴状態と反共鳴状態が
現れる．ハミルトニアンが時間反転対称でも，共鳴状態と反共鳴状態のそれぞれは自発的に時間反転対称性を破って
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いることを我々は明らかにした．本研究ではそれをリウビリアンの複素固有値問題に拡張する．それによって，混合
状態の密度行列のレベルで時間の矢が生じる機構を明らかにする．

（公財）稲盛財団　平成 25年度研究助成　非磁性体を用いた磁壁の検出方法の確立と不揮発メモリ
への応用

助教 （町田研）守谷 頼

（一財）生産技術研究奨励会　平成 25年度国際交流研究集会助成　THE 2ND INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM ON ATOMISTIC MODELING FOR MECHANICS AND MULTIPHYSICS OF MA-
TERIALS （ISAM4）2013

准教授 梅野 宜崇

（一財）生産技術研究奨励会　平成 25年度特定研究奨励助成 射出成形におけるフィラー含有樹脂の
型内充填挙動・フィラー配向挙動の可視化実験解析

教授 横井 秀俊，助教 （横井研）金藤 芳典，大学院学生 （横井研）前田 充勲

　本研究では，射出成形過程における繊維・フレークの配向挙動や長繊維の折損挙動とフィラー含有樹脂の型内流動
現象との相関，これらを総合的に定量評価することを目的とする．本年度は，プラスチック成形品に金属調外観を付
与するために用いられる光輝材フレークに着目し，同フレーク含有樹脂を用いた成形品に生成する光輝ムラよる外観
不良の生成要因を可視化解析した．ガラスインサート可視化金型によるキャビティ内流動過程の可視化観察と X線
CTによる成形品内部の光輝材フレークの配向分布計測とにより，これら外観不良はゲート部樹脂流動に伴う光輝材
フレークの配向と同フレークの密度ムラに起因することが示唆された．

（公財）河川財団　平成 25年度河川整備基金事業 一般的助成　高分解能音響イメージングによる沈
水植物の空間分布調査手法検討

特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　水質浄化作用を持ち，生態系保全のための重要な役割を果たしている沈水植物は，水中に生息しているため，維持
管理や修復作業が難しく，またその存在自体も周知されにくい．よって，人間が直視困難な水中における沈水植物再
生事業を進める上で，現状の沈水植物の分布状況の把握や修復作業後の持続的な経過観察が可能な観測手法が必要と
考える．そこで本研究では，高分解能音響イメージングソナーを用いて，沈水植物の種判別・現存量推定を高い効率
で広範囲に観測可能とする調査手法を検討している．具体的には，各植物の音響特徴量抽出手法や水中 3次元音響可
視化技術を開発する．調査地は，沈水植物が多く生息し，肉眼や光学カメラとの比較検証可能な透明度の高い「湯の
湖」としている．

造船学術研究推進機構　平成 25年度研究テーマ　フルカラーレーザー光を用いた海底熱水チムニー
の 3次元形状計測に関する研究

特任研究員 （浅田研）西田 祐也

　レーザ光を用いた従来の３次元計測システムは，計測対象に照射した１本のシートレーザの光をカメラで撮影し，
撮影画像におけるレーザ光の位置から幾何学的に計測対象位置を参照する方法である．したがって，従来手法は線的
な計測しかできず，対象全体の形状を計測するには長い時間を有する．本研究では，レーザの光源としてフルカラー
レーザを用い，計測対象に赤，緑，青色等の複数色のシートレーザ光を照射した３次元計測システムを開発する．複
数色のシートレーザ光を照射することで面的な計測が可能になり，効率的かつ高精度，高分解能でチムニー等を３次
元計測できる．

（公財）三菱財団　平成 25年度自然科学研究助成　デジタルホログラフィックを用いた血球挙動の
マイクロ 3次元計測

教授 大島 まり

（一財）生産技術研究奨励会　平成 23年度国際研究者育成助成　幾何学に基づいた特殊変形機能を
有するスマート構造材料の構築

准教授 岡部 洋二

　英国のブリストル大学・先進複合材センターにおいて，形状記憶合金リボンを用いたスマート制振処理部材の構築
を試み，さらに，組み込み圧電素子を用いた超音波送受信による CFRP複合材料積層板中の衝撃損傷検知 SHM技術
に関する研究も進めた．
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（一社）水産資源・海域環境保全研究会　平成 25年度（一社）水産資源・海域環境保全研究会　研
究助成　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

　複合養殖は，養殖場の環境保全のための方法として有効な方法の一つである．養殖魚の排泄物は，生簀周辺の流れ
によって拡散するため，海藻類や底生動物の生産量は，排泄物のうち溶存栄養物質の拡散速度と海藻類の栄養塩摂取
速度，あるいは排泄物のうち懸濁態有機物の沈降範囲と底生動物の養殖位置に依存する．そこで，流れ場・生態系結
合数値モデルに養殖魚，海藻類，底生動物の成長モデルを結合し，排泄物の拡散と海藻類，底生動物の成長速度との
関係を明らかにするとともに，効率的な複合養殖法を模索した．

（公財）日本科学協会　平成 25年度笹川科学研究助成　波エネルギーを利用して乗り心地よく走る
船

大学院学生 （北澤研）韓 佳琳，准教授 北澤 大輔，（株）マネージメント企画 前田 輝夫

　本研究では，乗り心地の向上と波エネルギーの利用を両立させる小型船の開発を目的とする．主船体とフロートと
の相対運動によって発電機を駆動し，波エネルギーを電気エネルギーに変換して主船体の動揺を抑制する．効率的に
エネルギーを得るためのフロートの形状，発電システムなどを設計し，水槽模型実験と数値解析によって発電性能を
計測した．

（一社）日本作業船協会　「放射線環境下における作業船の利活用に関する研究開発」助成 海底土壌
内の放射性物質鉛直方向分布その場測定技術の開発

特任准教授 ソーントン ブレア

（公財）フジクラ財団 平成 25 年度（公財）フジクラ財団研究助成　ガラスナノチャンネルのパッチ
クランプ電極としての特性評価

特任講師 佐藤 幸治

熊谷科学技術振興財団研究助成
特任講師 松永 行子

（公財）工作機械技術振興財団 第 34 次試験研究助成　テラヘルツ光弾性法を利用した樹脂成形品の
残留応力評価法の開発

講師 梶原 優介

（一財）生産技術研究奨励会　平成 25年度国際交流研究集会助成　ASIA-US WORKSHOP ON BE-
HAVIOR IMAGING

教授 佐藤 洋一

光子―音子の同時制御による誘導ブルリアン散乱の増強とその応用
准教授 岩本 敏

（公財）小田急財団 2012 年度研究助成　公共交通を利用した観光移動を積極的に楽しむための複合
現実感技術の開発

特任准教授 小野 晋太郎

（一財）生産技術研究奨励会　特定研究奨励助成　無線センサネットの実世界アプリケーションの探
索と設計プラットフォームの提案

准教授 高宮 真

（公財）天田財団　レーザプロセッシングに関する研究助成 浮遊させた大過冷却融液からの高屈折率
ガラスファイバーの作製と特性評価

助教 （井上研）増野 敦信
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三洋化学工業（株） 三洋化成工業研究企画賞　新規ライブラリ法による高活性ペプチド触媒の探索
助教 （工藤研）赤川 賢吾

　多種のペプチド混合物であるペプチドライブラリの中から，触媒活性の高いものをスクリーニングするための新た
な手法を開発した．反応の進行に応じて触媒を色素ラベル化して可視化する方法を見い出し，高活性ペプチドを効率
良く探し出すことが可能となった．

（公財）フジクラ財団 平成 24 年度 （公財）新生資源協会（現・フジクラ財団）研究助成　金属ナノ
粒子の半導体による被覆法の開発

教授 立間 徹

（公財）池谷科学技術振興財団 平成 25 年度研究助成　第一原理計算とナノ計測を融合した界面原子
拡散挙動の解析

准教授 溝口 照康

（公財）中島記念国際交流財団 平成 25 年度日本人若手研究者研究助成　腸内細菌叢が自然免疫応答
を活性化し，腸内の恒常性を維持する機構の解析

特任助教 （谷口研）根岸 英雄

（公財）武田科学振興財団 2013 年度研究助成（「医学系研究奨励」） 炎症と免疫応答関連病態におけ
るHMGB1 の役割

特任助教 （谷口研）柳井 秀元

新興巨大都市における住宅の未来可能性に関する研究
教授 村松 伸

大学と小学校の連携による「まちリテラシー」向上プログラムの構築と普及
教授 村松 伸

真に安全安心な公共空間のための天井工法と天井の安全性評価法の開発
教授 川口 健一

　東日本大震災では，多くの施設で天井落下事故が発生し，死亡者も出ている．構造の耐震化が進むにつれて，地震
による建物倒壊は減ってきているが，反面，天井材などの内装材の事故が目立つようになってきている．駅や空港，
公共ホール，など天井落下は重要施設や大規模公共施設の災害時の避難所としての機能も阻害する大きな要因とも
なっている．天井落下事故は地震時のみならず，非地震時にもおきており，単なる耐震補強では根本的な解決になっ
ていないのが実状である．本研究では，下記の 3点をゴールとする．1．天井の安全性を客観的に評価する方法の開
発　2．既存天井の効果的な落下防止工法の開発　3．落下しない，人を傷つけない天井工法の開発　4．日本建築学
会からの，天井工法ガイドライン等の発信．準備研究では，1．を目的として，ダミーヘッドによる天井落下実験と
人体耐性指標による安全性能評価法の開発を行った．25年度と 26年度のゴールは，落下防止ネット工法と設計法を
開発し，実大実験あるいは実物件に対する実装を行うことである．さらに全体的なゴールとして，27年度に安全安
心な天井工法の開発を行うと同時に，いずれかの早い時期に日本建築学会から安全な天井工法に関するガイドライン
等の発信を行う．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 25年度国際交流研究集会助成　ASIAN SYMPOSIUM ON UR-
BAN ENVIRONMENT AND ENERGY

教授 大岡 龍三

（公財）高速道路調査会　平成 25年度（公財）高速道路調査会研究助成 コンクリートの物質移動抵
抗性を代表する空隙指標の確立と検証

助教 （岸研）酒井 雄也
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（一社）セメント協会　平成 25年度（一社）セメント協会研究助成 セメント硬化体と同等の壁面性
状を有する微小模型流路の作製

助教 （岸研）酒井 雄也

生産技術に関する研究助成（電子納品データのサステナブルな流通環境の整備・実証に関する研究
助成）

准教授 関本 義秀

カムチャツカ火山群における水文・生態系レジームシフトに関する基礎的研究
特任准教授 守利 悟朗

　気候変動の大変動期の兆候や進捗の度合いを，リアルタイムに捉えるための科学技術的基盤と学術体系の確立を目
指し，カムチャッカ火山群における水文・生態系レジームシフトに関する基礎的研究を，モスクワ大学地理学部との
協働により推進している．

（公財）立石科学技術振興財団 平成 25 年度研究助成　MEMS可変共振子アレイによるテラヘルツ光
スキャナ

教授 年吉 洋

（公財）国際科学技術財団　2013 年度研究助成　エクセルギー損失を最小化したプロセスの設計と
運転の基礎研究

特任准教授 苷蔗 寂樹

　温暖化の抑制や化石燃料の高騰に伴い，産業プロセスの省エネルギー化が望まれている．本研究では我々が提案し
てきた自己熱再生技術を基盤とし，プロセス内で，プロセス流体のもつ自己熱のみならず他のエネルギーも全て循環
利用し，省エネルギー化を行うことを目的としている．その過程におけるエクセルギー損失を最小化したプロセス設
計手法とそのプロセス運転システム設計手法の提案を行った．

（公財）谷川熱技術振興基金　平成 24年度研究助成　エクセルギー損失最小熱交換の基礎研究
特任准教授 苷蔗 寂樹

　本研究では，充填層内のプロセス流体のエネルギー/エクセルギーを解析して，エクセルギーを考慮した充填層型
熱交換器の伝熱モデルを作成した．同時に，この充填層型熱交換器を用いた自己熱再生によるエクセルギー損失を最
小化するプロセス設計手法の基盤検討を行った．

3D City Modeling for Urban Computing
准教授 大石 岳史，特任准教授 小野 晋太郎

　第 10回マイクロソフトリサーチ CORE連携研究プログラム．

（一財）生産技術研究奨励会　特定研究奨励助成　ナノ構造化による高効率熱電変換デバイスの実現
准教授 野村 政宏

TANAKAホールディングス（株） 第 14 回「貴金属に関わる研究助成金」 白金族金属を水に溶かす革
新的グリーンリサイクル技術の開発

教授 岡部 徹

（公財）JFE21 世紀財団　研究助成 廃液フリーで環境に調和した新規ガリウムリサイクルプロセスの
開発

教授 岡部 徹

（一社）日本鉄鋼協会　第 22回鉄鋼研究振興助成　新規可視光透過観察技術を用いたフラックス /
溶鋼界面における凝固核形成挙動の解明

准教授 吉川 健
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（公財）服部報公会　平成 25年度工学研究奨励援助金 可視光透過観察法を用いた溶液成長下におけ
るSiC 結晶の多形発生機構の解明

准教授 吉川 健

（公財）放送文化基金　平成 24年度技術開発助成　デジタル放送・通信融合時代における効果的な
災害対応に貢献する災害報道モデルの構築（2）

教授 目黒 公郎

　東日本大震災では，広範囲に及ぶ被害であったため，災害の全容を掴むことは容易ではなく，テレビ，ラジオ，イ
ンターネットなど，さまざまな媒体を使った情報収集が行われた．しかし，アクセスし易い市町村など，特定の市町
村への報道の集中，社会的に関心の高い原発事故に対する報道の集中等，適切な災害対応に貢献する報道内容ではな
かった．災害時の情報配信では，「災害対応の循環体系」の中で，災害対応の担い手に，適切な情報を，適切なタイ
ミングで情報を配信することが，効果的な災害対応のためには重要である．本研究の最終的な目的は，新しいデジタ
ル放送・通信時代において，効果的な災害対応に貢献する災害報道のあるべき姿を構築し，被害の軽減に繋がる災害
報道を実現することである．そして，来るべく首都直下地震，東海・東南海地震において，本研究の成果が活用され
ることで，被害軽減に貢献する災害報道が実現する．本稿では，その最初のステップとして，東日本大震災における
テレビ報道の中で，「市町村への報道の集中状況」を定量的に明らかにするものである．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 25年度国際交流研究集会助成　12TH INTERNATIONAL SYM-
POSIUM ON NEW TECHNOLOGIES FOR URBAN SAFETY OF MEGA CITIES  IN ASIA 
（USMCA2013）

教授 目黒 公郎

　本所都市基盤安全工学国際研究センター(ICUS)は，毎年アジアの各地で，アジアの巨大都市の安全性向上のため
の技術に関する国際シンポジウム (USMCA)を開催している．2013年は第 12回目の USMCAをヴェトナムのハノイ
市で，ハノイ土木大学と共催で開催した．

（公財）河川財団　平成 25年度河川整備基金助成事業 小さな降水強度から大きな降水強度まで対応
したレーダ雨量精度向上の検討

協力研究員 （沖（大）研）越田 智喜

（一財）第一生命財団 平成 25 年度研究助成　時代の潮流転換後の価値観を反映する木造住宅密集型
ニュータウン・イン・タウンの提示

准教授 加藤 孝明

（公財）鹿島学術振興財団 2012 年度研究助成　木造密集市街地の防災性向上に資する防火・耐震化
改修技術の研究

准教授 加藤 孝明

大規模地震災害時における建物被害認定の遠隔判定システムの開発と実践
准教授 大原 美保

　大規模地震災害時には莫大な数の建物被害が発生し，これらに対する自治体の建物被害認定に遅れが生じ，被災者
の生活再建に影響を及ぼすことが懸念される．本研究では，被災地外の人材活用に着目し，遠隔地から建物被害写真
を用いて被害認定を行う「遠隔判定システム」を提案するとともに，システムの開発・効果検証を行った．

（一財）生産技術研究奨励会 国際研究者育成助成　アジアの超広域・巨大災害リスクの軽減に向けた
政策提案と技術戦略

特任准教授 川崎 昭如

単一分子トランジスタの作製とその次世代エレクトロニクスへの応用に関する基礎研究
教授 平川 一彦

　原子スケールで精密に制御したナノギャップ電極により単一分子にアクセスし，単一分子の機能を利用したデバイ
スの基礎研究を行う．
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（公財）村田学術振興財団 平成 25 年度研究助成　光誘起スピン波フェーズドアレイの開発
助教 （志村研）佐藤 琢哉

F.  その他

1.  その他（公的資金）

SiC・GaN半導体の熱応力歪による内部クラッキング発生メカニズムの原子論的解析
准教授 梅野 宜崇

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

教授 立間 徹

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

衛星データ等複合利用による東アジアの二酸化炭素， メタン高濃度発生源の特性解析
准教授 （東大）今須 良一，准教授 竹内 渉

　地球温暖化の要因として，人為的な温室効果気体の放出，なかでも二酸化炭素 （CO2） やメタン （CH4） の影響が大
きいとされている （IPCC， 2007）．バイオマスバーニングによる二酸化炭素放出量は化石燃料起源のほぼ半分に相当
し，そのうち 13%はアジアからの放出である．中でも東アジアでは焼畑，泥炭火災，森林火災などのバイオマスバー
ニング起源の二酸化炭素の寄与が大きいにもかかわらず，その定量的な見積もりはなされていない．また，メタンの
発生源となる水田の世界面積の 90%が東アジアに分布しているが，水田からのメタン発生特性には不明な点が多く，
東アジアにおいて二酸化炭素，メタンの発生特性を明らかにすることが重要な課題となっている．そこで，本研究で
は下記 3項目を研究目的とし，解析研究を実施する．

文部科学省―海洋鉱物資源広域探査システム開発―pH現場校正機能の付加とATP現場定量分析装
置に関する研究開発

教授 藤井 輝夫，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， 
技術研究主幹 （海洋研究開発機構）許 正憲

　pH現場校正機能の付加に関する研究のベースとなる ISFET-pHセンサおよび開発に必要な資材などを検討・導入
する．pH標準液として海水ベースの pH標準液として知られている AMP，TRISの 2液を用いることを前提とし，マ
イクロ流体デバイスと ISFETを組み合わせることで随時 2液を供給し，校正に必要なデータを取得可能な装置シス
テムの構成について検討する．また，現場型 ATP分析装置について，これまでに開発を行ってきたプロトタイプ装
置の改良点を整理し，改良に必要な機材を導入する．同時に海底現場における ATP濃度の実際のデータを採水サン
プルを用いて明らかにする．

文部科学省　高性能汎用計算機高度利用事業「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

　特定高速電子計算機施設の性能を最大限に発揮させ，「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」の実現に向けて世界最高水準の研究成果を創出するとともに，当該分野における計算科学技術推進体制の
構築を図ることを目的とする．

H25 年度産油国石油精製技術等対策事業費補助金
教授 鹿園 直毅

蓄電複合システム化技術開発／共通基盤技術開発／蓄電池を用いたエネルギーマネジメントシステ
ム性能評価モデルの開発

特任教授 荻本 和彦
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1．研究課題とその概要

太陽光発電出力予測技術開発実証事業
特任教授 荻本 和彦

エネルギー起源CO2 排出削減技術評価・検証事業等調査
特任教授 荻本 和彦，准教授 岩船 由美子，教授 大岡 龍三，教授 鹿園 直毅，特任教授 堤 敦司， 

特任准教授 望月 和博，教授 野城 智也，特任准教授 苷蔗 寂樹，特任講師 馬郡 文平

次世代のレアメタル製錬技術の創出に向けた若手人材育成と国際ネットワークの形成
教授 岡部 徹

　本研究プロジェクトでは，次世代のレアメタル製錬・リサイクル技術の創出に繋がる国際共同研究を若手の研究者
が中心となって実施することで，今後 20年以上に亘って長期的に維持することが可能な若手研究者を中心とした有
機的な国際研究ネットワークを形成することを目的とする．

2.  最先端研究開発支援プログラム

フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発
教授 荒川 泰彦

　将来のコンピュータ（集積回路）においては，省電力化，高速化，ダウンサイズ化の限界が存在する．この限界を
打破するためには，半導体中の新しい電子現象を用いる方向と並んで，フォトン（光子）とエレクトロン（電子）の
融合したデバイス／システムの実現が不可欠である．しかし，LSI システムの産業化において本格的にフォトンが重
要な役割を果たすためには，シリコン上の光源開発など物性・材料科学に立脚した革新的技術の探究とともに，具体
的なシステム実証により実用化への道筋を明らかにすることが必要である．本プロジェクトでは，データセンタの機
能をチップ上に集積したシステムである「オンチップデータセンタ」の 2025 年頃の実現を目標として，フォトニク
スとエレクトロニクスの融合に向けた革新的基盤技術の研究開発を行う．

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

教授 喜連川 優

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

3.  最先端・次世代研究開発支援プログラム

レアメタルの環境調和型リサイクル技術の開発
教授 岡部 徹

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

4.  Micronanosystems

Deep HNA etching of cavities in Silicon
特任准教授 ボスブフ アラン

　Deep HNA etching of Si through a circular aperture was investigated for various experimental conditions such as etch depth, 
mask aperture size, steering condidions,…Cavity shapes measurements are in agreement with Kuiken’s model based on a diffu-
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sion limited process of HF species. Experimental conditions leading to an hemispherical cavity shape with a smooth surface are 
determined.

平成 25年度住宅市場整備推進等事業費補助金 津波避難ビルの構造基準の合理化に資する検討
教授 中埜 良昭

　東日本大震災での建築物の被害状況の検討や文献調査に加えて，水理模型実験や数値波動水槽技術による数値シ
ミュレーションおよび被災建築物の被害状況等の精査を実施することで，「津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫
定指針」の見直しに資する知見を得ることを目的とする．本年度は，昨年度（旧課題 49）において妥当性が検証さ
れた数値シミュレーション手法を用いたパラメータ解析により，建築物の開口率等が津波波力・浮力に与える影響を
把握するとともに，ポンプ式津波実験装置を用いた水理模型実験を実施し，建築物がピロティ構造を有する場合の津
波波力の低減率やフルードなどを評価した．また，東日本大震災時の津波で被災した木造建築物約 50棟について，
各建築物の壁体内の空間や床下空間の空気溜まりを考慮して浮力を算定した場合について，当該建築物に作用したと
考えられる津波外力を推定し，木造住宅の津波抵抗性能を評価した．これらの全体計画のうち，中埜研究室では主に
数値解析および水理模型実験結果の詳細な検討とそのとりまとめを担当した．

戦略的国際科学技術協力推進事業 鉄筋コンクリート架構と内蔵組積造壁を一体化する革新的耐震補
強工法の開発

教授 中埜 良昭，准教授 （大阪大学）真田 靖士，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　日本とトルコ，ドイツの研究者で構成される本プロジェクトは，鉄筋コンクリート架構に内蔵された組積造壁が面
外転倒せず安定して面内方向の水平耐力に寄与できる革新的耐震補強工法の開発を主目的とする．日本の研究チーム
は，提案する耐震補強工法の検証に不可欠な振動台実験を主に担当し，本年度は予備解析および材料試験を含む予備
実験を行った．また，トルコの研究チームは主に文献調査および静的加力実験を，ドイツの研究チームは有限要素法
を用いた数値解析プログラムの開発をそれぞれ担当する．日本の耐震技術とトルコ，ドイツの組積造研究の長年の知
見を組み合わせて，合理的に本耐震補強工法の開発およびその設計法を確立する．世界的に広範囲に建築され，耐震
脆弱性の改善が待たれる組積造壁を内蔵する建物の飛躍的な耐震安全性の向上に繋がることが期待される．

教授 中埜 良昭

研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）（フィージビリティスタディ（探索タイプ）） 
害獣行動を逆利用する電気さく故障箇所検出技術のフィールド評価

教授 瀬崎 薫，助教 （東大）小林 博樹

　効率的な農業経営を実現するには，害獣による農作物被害を防ぐ電気さくの安定した運用メンテナンスが重要であ
る．従来の電気さくでは，運用メンテナンスの弱点をついた，害獣による電気さくの破壊と農作地への侵入が問題と
なっていた．本研究はこれまでの研究成果である絶滅危惧種の遠隔観察・誘導・捕獲を実現する基盤技術を，害獣対
策に技術転用するものである．具体的には「浮遊静電容量特性を応用した野生生物の中近接距離検出・推定センサ」
を搭載した電気さくの実装とフィールド評価を行う．これにより破壊害獣の早期警戒が実現し，農業現場における電
気さくの運用メンテナンスの効率化に貢献できる．
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