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2.	 研究部・センターの各研究室における研究

基礎系部門
1.	 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，准教授 清田 隆，准教授 竹内 渉，准教授 （京都大）関口 春子

　断層が大きく滑動すれば断層に沿って帯状のひずみ変化の集中域が発生する．断層近傍の社会基盤施設はそれに追
随して変形し，また断層沿いに破砕され傷ついた帯状の地域に残された不安定な斜面が，地震時のみならず地震後も
緩慢にまた突然に動き出す．したがって地震時，あるいは地震後に進行する地盤の Lagrangian変位を抽出することは，
断層沿いの帯状の被災域を科学的に検証し，災害対応やその後の国土保全を講じるうえで極めて重要な情報を与える
ことになる．昨年度は InSAR衛星データやレーザー地形計測（LiDAR）で得られる Euler座標上の標高変動データか
ら地盤の Lagrangian変位を求める手法を，計測された実例の豊富な 2004年中越地震の記録を用いて検証した．また
断層沿いの地形変動という位置づけではないが，本手法は 2011年 3月 11日の東北地方太平洋沖地震で発生した液状
化による沈下マップ作成でも活用された．最終年度に当たる本年も震災後の復興などに反映できる情報の抽出を進め
た．

2.	 液体の中距離構造の定量観測に基づく水の特異性とガラス形成能の統一的理解
教授 田中 肇，特任助教 （田中（肇）研）小林 美加

　水は地球上において最も重要な物質のひとつであるが，氷への結晶化の際の体積膨脹など分子性液体としては極め
て特異な性質を示す物質であり，また，通常の冷却方法でガラス状態を実現することは不可能とされている．ところ
が，このような特異性は，塩添加や圧力印可に強く依存し，これらの外的要因によって変化する構造要素が，水の特
異性，さらには，ガラス転移の起源にせまる鍵を握っていると考えられる．本研究の目的は，上記の外的要因が液体
の短・中距離構造に与える影響について定量的に調べ，水の特異性やガラス形成能の起源について統一的に理解する
ことである．本研究で得られる知見は，水系にとどまらず，金属ガラス，イオン導電体など，広く一般の系に普遍的
に成り立つものと期待される．

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

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

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

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

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

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

6.	 コロイド分散系におけるゲル化のメカニズム
教授 田中 肇，協力研究員 （田中（肇）研）鶴沢 英世， 

博士研究員 （École Normale Supérieure de Lyon）Mathieu Leocmach，講師 （ブリストル大）Paddy Royall

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

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

教授 田中 肇，博士研究員 （École Normale Supérieure de Lyon）Mathieu Leocmach， 
講師 （ブリストル大）Paddy Royall

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

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

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

9.	 コロイド分散系における流体力学的相互作用
教授 田中 肇，大学院学生 （田中（肇）研）清水 涼太郎

　コロイド分散系はコロイド粒子と周囲の溶媒とが動的に結合した系であるが，特に異方的な粒子，あるいは球形粒
子が凝集して形成される異方的な構造における流体力学的相互作用に関しては不明な点が多い．具体的には，常磁性
コロイド分散系が磁場下で作る棒状凝集構造に関して流体効果を取り入れた数値シミュレーション法（FPD法）を
行い，その挙動について研究を行っている．
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10.	 無補強組積造壁を含むRC造架構の耐震性能評価に関する実験的研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）晋 沂雄

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

11.	 鉄筋コンクリート構造架構の耐震安全性能および耐震修復性能の定量化
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）権 淳日

　我が国では 1981年以前の旧基準で設計された層崩壊型の建物を中心に地震被害が生じたこれまでの経験から，各
層の鉛直支持部材の耐震性能に着目した耐震診断手法，被災度判定手法が整備されてきた．しかし，東海，東南海，
南海地震などの来たるべき大地震では，現行基準で設計された全体崩壊型の建物も被災し，地震後に多くの部材が損
傷し建物の機能が失われることが予想される．ところが，新基準で設計された全体崩壊型の建物は現行の耐震診断で
評価対象とされることは殆どなく，被災建築物の被災度を評価する具体的な基準も定められていない．そこで本研究
では，現行基準で設計された全体崩壊型の架構に生じる地震損傷の進展に応じて各部材が架構の崩壊メカニズム形成
に与える影響を考慮した構造性能の定量的評価手法を，RC造 1層架構試験体の静的載荷実験および当該試験体の解
析的研究により提示してきた．今年度は本評価手法の多層架構への適用性の検証のため，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階建て試験体を製作・静的加力実験を行い，解析結果と比
較・検証した．

12.	 応用要素法（AEM）を用いた無補強組積造壁を有するRC造建物の耐震性能評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）李 煥九

　応用要素法（AEM）は崩壊に至るまでの破壊現象が，要素間の軸ばねおよびせん断ばねで構成される簡単なばね
モデルで解析できる構造解析手法である．本研究では，この AEMを用いて，無補強組積造（URM）壁の面外転倒を
考慮した RC造建物の耐震性能評価を解析的に検討することを主目的としている．今年度は，URM壁を含む RC造
架構の検討を行うための前段階として，RC部材単体を対象に，AEM解析による荷重－変形関係の推定を試みると
ともに，ばね数や要素分割数が解析精度に及ぼす影響について検討を行った．

13.	 繰り返し載荷下におけるせん断破壊を受けた脆性柱の残存軸耐力の評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）松川 和人，助教 （中埜研）崔 琥，大学院学生 （中埜研）楊 勇

　新耐震基準が適用される前に建設された RC造建物は，柱の両側に腰壁・垂れ壁が存在する事例が多く，これらに
より短柱化され，地震時にせん断破壊されるケースが多発している．このようなせん断破壊が生じやすい短柱に対し，
建物の軸崩壊を防ぐためにせん断破壊後の残存軸耐力を合理的に評価することが極めて重要である．そこで本研究で
は，脆性柱のせん断破壊後の残存軸耐力の評価手法の提案を目的に，今年度は脆性柱のせん断破壊後の残存軸耐力の
評価式（理論式）を提案した．また，まず鉄筋のみの試験体を製作し，静的載荷実験を行い，鉄筋が負担する残存軸
耐力分を実験的に評価するとともに，理論値と比較・検討し，理論式の妥当性を検証した．

14.	 縮小率が RC部材のひび割れ発現に及ぼす影響に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）沙拉依丁 沙吾提

　RC造建物を模擬した実験では，実験施設の制約上，縮小試験体の使用を余儀なくされることが多いが，ひび割れ
本数や幅などのひび割れ発生メカニズムの再現は極めて難しい．ひび割れ本数は縮小試験体の方が一般に少なく，そ
れによって最大ひび割れ幅は実大より一本のひび割れに集中しやすくなる傾向があるため，残存耐震性能評価のよう
に最大ひび割れ幅などを基に議論される場合は，実大のひび割れ幅に置き換える際には縮小率の影響を考慮する必要
がある．そこで本研究では，縮小率によるひび割れ発生メカニズムを明らかにすることを目的に，今年度は，提案さ
れたひび割れ本数の各評価式を分析し，ひび割れ本数に影響を与える因子を特定するとともに，縮小率や特定した因
子をパラメータとした静的載荷実験を計画し，その設計を行った．
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15.	 津波漂流物の衝突による建築物の応答特性に関する実験的研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）板倉 正英

　2011年 3月 11日に起きた東日本大震災においては，大規模な津波が発生し，建築物に多くの被害をもたらした．
この津波被害の中には津波漂流物の衝突によるものもあるが，これが建物に与える影響についての知見は少ないのが
現状である．そこで本研究では，津波漂流物の衝突が建築物，特に津波避難ビルに与える影響を検討するため，今年
度は昨年度に引き続き，多質点系非線形時刻歴応答解析を行い，津波波力作用時に衝突力が作用した場合の建物の応
答について検討を行った．また，来年度実施予定の水理模型実験のため，水路や建物模型，漂流物模型の設計を行っ
た．

16.	 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
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）宋 在璟

　現行の地震被災度区分判定指針では，主要構造部（柱，梁および耐震壁）の損傷のみで被災建物の被災程度を判定
するため，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．そこで本研
究では，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，その損傷度の
評価手法を提案することを目的に，今年度は，非構造壁の有無やその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傷程度を実験的に明らかにした．

17.	 RC 造架構に内蔵された無補強組積造壁の面外転倒メカニズムに関する実験的研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人， 

大学院学生 （中埜研）Devjyoti Paul，外国人研究生 （中埜研）Iskren Mihaylov

　近年極めて甚大な建物被害を伴う地震災害が世界各地で発生している．これらの地震災害では，無補強組積造壁の
面外方向への転倒破壊が特徴として挙げられる．このような壁体の転倒破壊とこれによる耐力低下を示す被害実態を
反映した耐震性能評価手法および有効な補強手法の開発には，面外加力を含む動的載荷実験による基礎データの取得
が必要不可欠である．そこで本研究では，架構全体の耐震性能の把握のための面内方向への静的実験と，面外転倒メ
カニズムの評価ための振動台実験をそれぞれ計画する．本年度は，来年度実施予定の静的実験および振動台実験のた
めの，縮小試験体の設計や，縮小コンクリートブロックの製作を行った．

18.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜 良昭

　千葉実験所の地震応答実験棟および構造物動的破壊実験棟に設置されている静的破壊実験装置および二次元振動台
を用いて構造物の地震時における挙動を把握するための各種耐震実験を行う．また，弱小モデルによる地震応答観測
も行う．

19.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭

　千葉実験所内の大型耐震機構実験施設で行う大型実験，ならびに弱小モデルなどを用いた地震応答観測における計
測の打合せ，データ処理解析，および大型耐震実験に伴う準備や小規模予備実験（材料性能確認試験など）を実施す
る．

20.	 弱小モデルによる地震応答解析
教授 中埜 良昭

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

21.	 水素の物理吸着と核スピン転換
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，準博士研究員 （福谷研）樫福 亜矢，大学院学生 （福谷研）小林 啓紀

　固体の表面では水素分子の核スピン状態が転換することが知られており，本研究ではその微視的な機構解明と新た
なスピン計測法の開発を目指して研究を進めている．今年度は，Au（111）単結晶清浄表面の準備を行い，この表面
での転換時間が 10s程度であることを明らかにした．Ag表面に比較して転換が早い要因としてラシュバ分裂に伴う
運動量を保存した電子移行過程を考察した．また新たに Pd（210）試料の準備を行った．
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22.	 半導体中の水素不純物と電気特性
教授 福谷 克之，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三

　半導体中の水素は，欠陥準位を終端しデバイスの電気特性向上に寄与する場合がある．本年度は，性能が劣化した
アバランシェフォトダイオードをアニール処理することで水素の拡散を促進し，デバイス性能が回復することを見出
した．またさらに性能向上をはかるために，水素処理のための装置検討を行った．

23.	 多孔質材料表面への分子吸着と振動状態
教授 福谷 克之，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三，助教 （東大）池田 暁彦，助教 （福谷研）小倉 正平

　多孔質の材料は，吸着材料として利用される一方，特異なナノ空間を有するため，そこでの分子の凝縮相が興味を
持たれている．今年度は，昨年度開発した真空断熱冷却ステージを利用してアモルファス氷，氷クラスター，包摂化
合物の作製を行い，X線回折，核共鳴散乱，赤外吸収分光を用いて解析を行った．試料温度および水・希ガス混合比
を変化させ作製条件の検討を行い，低温領域で新たに包摂化合物が形成されることを見出した．

24.	 遷移金属酸化物表面の電子状態・表面伝導と水素ダイナミクス
教授 福谷 克之，准教授 （東京学芸大）松本 益明，助教 （福谷研）小倉 正平，大学院学生 （福谷研）武安 光太郎， 

大学院学生 （福谷研）浅川 寛太，大学院学生 （福谷研）長塚 直樹

　酸化物表面は光触媒や新規電子・磁気デバイスとして注目される．今年度は，Fe3O4表面について研究を進め，表
面処理法により 2種類の終端構造が存在し，さらに水素吸着により電子状態の制御ができることを見出した．また，
アナターゼ型 TiO2について試料の準備を行い，電子回折による表面構造の評価と光電子分光による電子状態測定を
行った．

25.	 スピン偏極水素源の開発と応用
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，大学院学生 （福谷研）武安 光太郎

　水素原子はスピン 1/2を持つ電子と陽子からなる複合ボゾンであり，超微細相互作用により全スピン 1と 0の 2つ
の状態が存在する．本研究では，6極不均一磁場によりスピン偏極した水素源を開発し，分子形成や表面反応におけ
るスピンダイナミクス解明と散乱を利用した表面磁性プローブを開発することを目的として研究を進めている．今年
度は，新たに開発した散乱装置を用いて，共鳴イオン化法により散乱分子を状態選別して測定することに成功した．

26.	 水の吸着・脱離と真空工学応用
教授 福谷 克之，助教 （京都大）杉本 敏樹，大学院学生 （福谷研）武安 光太郎

　水の表面吸着は，真空工学や表面反応科学において重要な現象である．本年度は，ステンレス表面での水素濃度を
共鳴核反応法を用いて定量し，その温度依存性を測定することで束縛エネルギー分布を明らかにした．

27.	 金属の水素吸蔵・放出と表面反応
教授 福谷 克之，准教授 ビルデ マーカス，助教 （福谷研）小倉 正平，大学院学生 （ビルデ研）大野 哲， 

大学院学生 （福谷研）宮尾 幸太郎，大学院学生 （福谷研）小林 啓紀

　金属には水素を吸蔵する金属があり，水素吸蔵金属として注目される．本研究では，水素吸蔵における表面効果・
歪効果と表面触媒反応に関する研究を行っている．本年度は，AuPd合金表面における一酸化炭素による分子キャッ
プ効果の機構を解明するため，赤外吸収分光を用いて一酸化炭素の吸着サイトの解明を行い，Auのオントップサイ
トに吸着した一酸化炭素がキャップ効果を示すことを明らかにした．また Pd（110）表面での分子キャップ効果につ
いても実験を行った．

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

　磁性体薄膜は，磁気記録媒体やスピントロニクスへの応用が期待される．バルク磁性体の磁化方向は，結晶構造に
由来するスピンー軌道相互作用で決まるが，表面や界面では対称性の低下による軌道自由度の変調により特異な磁化
が出現する可能性が指摘されている．本年度は，核共鳴散乱とメスバウアー分光をを用いて Fe3O4表面の磁化測定を
行い，バルクでは反平行となる 2つのサイトのスピンが表面近傍でキャンティングしている可能性を見出した．

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

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

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

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

31.	 フォトン・フォノンによる分子操作と分子配向素過程の研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，技術職員 （酒井（啓）研）平野 太一

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

32.	 ナノ・マイクロ流体ダイナミクスの研究
教授 酒井 啓司，大学院学生 （酒井（啓）研）石綿 友樹，大学院学生 （酒井（啓）研）坂井 崇人， 

大学院学生 （酒井（啓）研）本田 彰浩

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

33.	 2 次元凝集体の相転移と臨界現象の研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，大学院学生 （酒井（啓）研）古賀 俊行

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

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

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

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

35.	 フォノンスペクトロスコピーと物性研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，技術職員 （酒井（啓）研）平野 太一

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

　高レイノルズ数の壁乱流のラージ・エディー・シミュレーションを行うには，格子点数の制約から滑りなし条件が
困難なため壁面モデルが必要となる．レイノルズ平均モデルと組み合わせるハイブリッド計算が精度のよい壁面モデ
ルとして期待される．本研究では，速度の積分に基づく新しい乱流長さスケールを導入し，渦粘性率と渦拡散率の輸
送方程式を導出し考察した．さらにエネルギー散逸率の輸送方程式に着目し，散逸率の非等方性やエネルギー輸送に
ついて調べた．

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

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

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

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

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

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

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

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

41.	 ビスマスおよび二次元電子系における量子ネルンスト効果
助教 （東京理科大）平山 尚美，准教授 羽田野 直道，助教 （東大）遠藤 彰，准教授 （横浜国立大）白崎 良演， 

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

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

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

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

43.	 ツイッター・ネットワーク上の情報拡散
大学院学生 （羽田野研）川本 達郎，准教授 羽田野 直道

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

教授 （チューリッヒ工科大）Manfred Sigrist

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

49.	 分数量子ホール系に関する研究
特任研究員 （羽田野研）中村 正明

　1次元定式化の方法を用いて分数量子ホール系を扱う研究を行い，分数量子ホール状態を記述する厳密基底状態を
持つ 1次元格子模型を見出した．また，行列積法を用いて状態を記述することにより，エンタングルメントスペクト
ルなど，種々の物理量を厳密に計算できることを示した．さらにこの方法をグラフェンやトポロジカル絶縁体への応
用をすすめた．
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50.	 量子スピン系に関する研究
特任研究員 （羽田野研）中村 正明

　3体相互作用を含む 1次元量子ハイゼンベルク模型について考察し，厳密なダイマー基底状態が存在することを証
明した．また，パラメータを変化させたときのこの模型の相図を明らかにした．また，2次元 S=1カゴメ格子模型に
関して密度行列繰り込み群を用いた解析を行い，基底状態や磁化過程について調べた．

51.	 Pd（110）表面における水素吸収機構の解明
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，大学院学生 （ビルデ研）大野 哲

　Hydrogen absorption at palladium （Pd） surfaces is of great fundamental importance for hydrogen storage， fuel cell， and puri-
fication technology． We aim to obtain atomic level insight into the reaction coordinate of hydrogen atoms as they transit be-
tween gas phase H2 molecules， surface-adsorbed H atoms， and atomic H states absorbed in the metal interior．Using the Pd（110） 
single crystal surface as a structurally well-defined model system， we investigate the hydrogen absorption mechanism with H 
depth profiling by nuclear reaction analysis and thermal desorption spectroscopy （TDS） with isotope （H, D）-labeled surface hy-
drogen． We discovered that two H2 absorption routes exist at Pd（110）． At low temperatures this produces absorbed H states of 
distinctly different in-plane and in-depth distributions （bulk and near-surface hydrides）， which relates to absorption in the regu-
lar terrace area and at surface defects， respectively． We found that the absorption requires only very little activation energy 
（<100 meV）， and that chemisorbed surface hydrogen is replaced by the gas phase isotope as the former is transferred below the 
surface． On the basis of these observations we proposed a novel absorption mechanism．

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

　Palladium （Pd） is the most widely used industrial catalyst for the  partial hydrogenation of unsaturated hydrocarbons， in 
which two hydrogen atoms are added to olefin C=C double bonds． With the ultimate goal to elucidate the so far unexplained 
role of subsurface-absorbed hydrogen in this catalytic process， we investigated the model hydrogenation reaction of cis-2-butene 
（C4H8） to butane （C4H10） at Pd（110） single crystal surface， for which we have previously characterized various states of sur-

face-adsorbed and subsurface-absorbed hydrogen． For the first time it is demonstrated that similar to Pd nanoparticles， hydro-
gen absorbed below a single crystal surface possesses particular reactivity in the catalytic process that is not shared by surface-
adsorbed H species． The hydrogenation reaction yield is found to depend linearly on the amount of absorbed hydrogen， which 
shows that the reaction mechanism is a two-step process that includes a half-hydrogenated surface butyl intermediate． H depth 
profiling under reaction conditions revealed that possible initial differences in the depth distribution of absorbed hydrogen （when 
prepared at temperatures below 145 K） become alleviated through H diffusion in the Pd bulk at the reaction temperature of ~210 
K．

53.	 MOS積層における水素不純物の拡散とデバイス信頼性への影響に関する研究
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之， （株）ルネサスエレクトロニクス 劉 紫園

54.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆

機械・生体系部門
1.	 難削材の高速切削における高性能工具の開発

教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）中司 龍太，研究実習生 （帯川研）広瀬 明知

　チタン合金や超耐熱合金などの難削材を高速・高能率で切削するため，切削工具の寿命を飛躍的に延ばす高性能工
具の開発を行っている．

2.	 難削材の高速切削における切削液の浸透と冷却モデル
教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）中司 龍太

　高速切削では，工具冷却のためのクーラントが不可欠である．本研究では数値流体解析により，刃先近傍のクーラ
ントの流れを可視化するとともに，クーラントが刃先に効率よく浸透するための条件について検討を行っている．
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3.	 高速・高能率・高精度加工のための工具経路の選定
東海大 関根 勉，教授 帯川 利之

　ラジアスエンドミルやフラットエンドミルによる高速・高能率・高精度加工を目的として，工具経路の選定，特に
工具経路の間隔の設定に関する幾何学的な切削モデルの構築を行っている．

4.	 チタン合金のエアジェット援用エンドミル切削
教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）櫻井 一孝

　旋削において工具寿命の延長に効果のあったエアジェット援用切削（クーラントとともに圧縮空気を切削点に噴射
する切削法）をエンドミル切削に適用し，その有用性について検討している．

5.	 超音波振動マイクロインクリメンタル・フォーミング
教授 帯川 利之，研究実習生 （帯川研）鈴木 隆太郎，特任研究員 （帯川研）林 遵

　インクリメンタル・フォーミングはシートメタルのラピッドプロトタイピングとして使用されているが，本研究で
は，微小工具を使用したマイクロ・インクリメンタル・フォーミングに及ぼす超音波振動の影響を検討している．

6.	 Al-Li 合金の高速切削
教授 帯川 利之，特任研究員 （帯川研）村上 曜

　Al-Li合金は比剛性の高い素材であるが，削りにくい材料であり，また切削データの蓄積も少ないため，高速切削
を実現するための研究を推進している．

7.	 形状記憶合金アクチュエータ素子の計算モデリングに関する研究
教授 都井 裕，大学院学生 （都井研）成田 律太

　形状記憶合金（SMA）アクチュエータ素子の超弾性変形挙動，形状記憶挙動に対する材料モデルおよび有限要素
解析ソフトの開発を進めている．本年度は，SMAを用いた骨組構造の超弾性変形挙動の有限要素解析に，塑性解析
で実績のある順応型 Shifted Ingegration法（ASI法）を適用するための基礎研究に着手した．SMAを用いたハニカム
構造などへの応用，計算効率化を目的としている．

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

　イオン導電性高分子材料（Nafion，Flemionなど）および導電性高分子材料（Polypyrrol，Polyanilineなど）による
アクチュエータ／センサ素子の電気化学・力学連成挙動の有限要素解析に関する研究を進めている．本年度は，
Polypyrrolを用いた力学センサの電気化学・多孔質弾性挙動のモデリングをベースに，Flemionを用いた力学センサ
に対する計算モデリングの構築を進めた．

9.	 工学構造体の計算損傷力学に関する研究
教授 都井 裕，大学院学生 （都井研）線 延飛，大学院学生 （都井研）升岡 正

　連続体損傷力学に基づく構成式モデルと有限要素法による局所的破壊解析法を各種の工学構造体の損傷破壊挙動に
応用するための基礎研究を行っている．本年度は，部分蓮成解析法による溶射コーティングの損傷挙動のシミュレー
ションを実施するとともに，衛星スラスタ用コーティング材の損傷力学モデリングについて検討した．

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

　材料の損傷・破断を含む構成式挙動をシミュレートするための連続体損傷力学モデルによる数値材料試験，および
有限要素法を併用した完全／部分連成解析法の構造要素・疲労寿命評価への応用に関する研究を行っている．本年度
は，鋼材熱処理時の相変態予測解析を実施するとともに，降伏点現象を考慮した構成式モデリングに関する検討を開
始した．

11.	 自己修復材料のモデリングと有限要素シミュレーションに関する研究
教授 都井 裕

　材料あるいは構造の安全性，信頼性，経済性を一層向上させることを目的として，生物と同様の自己修復機能を付
与した自己修復材料の開発が活発化している．本研究は，高分子，金属，セラミックス，コンクリート，複合材料な
どの様々な材料分野における自己修復材料のモデリングおよび構造挙動の有限要素解析法の確立を目的としている．
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12.	 空間骨組構造の順応型有限要素解析手法に関する研究
教授 都井 裕，大学院学生 （都井研）村上 朝成

　海洋構造物，機械構造物，土木・建築構造物などに見られる大規模・空間骨組構造の様々な崩壊問題に対し，順応
型 Shifted Integration法（ASI法と略称）に基づく合理的かつ効率的な有限要素解析手法を開発し，静的・動的崩壊を
含む各種の非線形問題に応用している．今年度は，マクロ損傷を考慮したメッシュ非依存弾塑性損傷解析法を開発し，
実験結果との比較により有用性を検証した．

13.	 射出成形におけるホットランナーの研究
教授 横井 秀俊，助教 （横井研）金藤 芳典，大学院学生 （横井研）遠藤 匠，大学院学生 （横井研）常 浩

　本研究では，射出成形においてランナーレス技術として使用されるホットランナーシステムに着目し，ホットラン
ナー組込金型によるキャビティ内流動現象およびホットランナーマニホールド内の樹脂流動挙動，これらを明らかに
することを目的としている．本年度は，ホットランナーマニホールド内における流路の違いによって，キャビティ内
流動樹脂の温度分布が変化することを明らかにした．また，ゲートを中心とした同心円状の温度ムラが確認され，同
心円状のフローマーク生成領域と対応していることが明らかになった．一方，マニホールド内の樹脂流動挙動や滞留
現象を解析するため，可視化マニホールド金型を新たに開発した．同金型は，流路の一部を加工したガラスブロック
による動的可視化，流路に分布する溶融樹脂を冷却・固化させて取り出すことによる静的可視化，これら両可視化解
析を実現できる構造となっている．同金型を用い，バルブピンが存在する L字屈曲部および T字分岐部における樹
脂流動挙動および滞留樹脂生成領域を明らかにした．

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

　本研究では，超臨界流体を利用した微細発泡射出成形における成形品の発泡構造及びその形成過程を明らかにする
ことを目的としている．本年度では，製品の強度低下の要因となる大きな気泡群が分布する障害ピン後方の発泡構造
及びその形成過程を明らかにした．成形品の 3次元観察から，障害ピン後方ウェルドラインの両側に，微細発泡層と
大きな気泡群が複雑に絡み合った発泡構造が確認された．動的可視化により，この発泡構造の形成過程をモデル的に
提示した．流動を続ける微細発泡領域が障害ピンからの冷却で次第に高粘度化されることにより，ピン周りから下流
へと続く流線は障害ピン後方の滞留域の外側に移動する．これにより上流からピン周りを移動して来る大きな気泡群
が微細な気泡群内を横断し，気泡径が異なる特異なサンドイッチ状層構造が形成される．

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

　本研究では，樹脂の結晶化を促進させながら収縮を抑制する「冷却速度制御による精密射出成形法」を提案し，成
形精度を向上することを目的としている．本年度は，コの字型試験片において内側面（コア）と外側面（キャビ）の
冷却速度が引き起こす側壁の倒れ変形を調査した．通常成形では側壁の面内方向よりも板厚方向の収縮が大きいため，
側壁が内側に倒れることが知られているが，コアとキャビの冷却速度を均しく急冷すると，この倒れ量が抑制された．
一方，キャビよりもコアの冷却速度を速めて急冷すると，側壁は外側へ倒れた．また，応力が緩和しやすい温度域を
緩やかに冷却させることで，変形が抑制されることも明らかになった．このように冷却速度を積極的に制御する本成
形法は，結晶化度と精度の向上に有効であることが示唆された．

16.	 アスリート用義足のデザイン
教授 山中 俊治

　主に陸上競技用の義足の開発を行う．2008年から始まったプロジェクトの一貫として，身体のラインに沿うデザ
インの機能的かつ美しい義足の開発を行っている．

17.	 Bio-Likeness ロボットの研究
教授 山中 俊治

　本研究では人に生命感を想起させるロボットを制作する．一般的にロボットは産業用ロボットを除くと生体模倣を
基軸とした設計が主であるが，特にそれらにおいては構造と外装の設計を分けて考えがちである．制御部品やモータ
は覆い隠される傾向にあるが，構造によるふるまいと外観は同時にデザインされるべきであると考えている．このよ
うなデザイン・エンジニアリング手法を取り入れた設計は，ブラックボックス化を防ぐだけでなく，メンテナンス性
の向上にもつながる．
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18.	 3DAM（Additive	Manufacturing）を用いた新しいもの作りの研究
教授 山中 俊治

　近年，3Dプリンタの普及によって生産技術の現場は大きく変革しているが，その反面で，3DAMの効果を最大限
活かしたコンテンツの発見にはまだ至っていない．本研究では，3DAMの製造技術を理解したうえで可能となるも
のづくりの方向性を示すことを目的としている．

19.	 対向 3指電動義手の研究
教授 山中 俊治

　本研究では前腕切断者用の電動義手の開発を行っている．シンプルな対向 3指電動ハンドと，多数の人が特別な調
整なしに使用できるフレームによって構成されるこの義手は，一人ひとりに合わせて発注する必要がなく，シンプル
な構造のため，低コストで生産可能である．日常生活における「非利き手」が担う役割を満足させる，新たな義手の
選択肢を提示する．

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

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

21.	 バルクナノメタル創製の計算機・物理シミュレーション
教授 柳本 潤，助教 （柳本研）杉山 澄雄，大学院学生 （柳本研）林 妗論，特任研究員 （柳本研）Turtom Ismail

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

22.	 超軽量薄肉構造を実現する高比強度材料の精密スプリングバックフリー成形
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）瓜屋 祐，大学院学生 （柳本研）黄 哲群

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

23.	 高温変形加工時の降伏応力と材料組織変化に関する研究
教授 柳本 潤，技術専門職員 （柳本研）小峰 久直，特任研究員 （柳本研）孟 毅

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

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

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

25.	 超軽量構造を実現するための複層鋼板のプレス加工
教授 柳本 潤

　高強度鋼板のサンドイッチ構造である複層鋼板のプレス成形性について研究を行っている．高強度・低延性である
たとえばマルテンサイト系鋼板と高延性であるオーステナイト系ステンレス鋼板を複層化することで，広い成形可能
範囲をもった高強度鋼板を実現できること，たとえば伸びわずか 1.5％の SUS420J2を含む複層鋼板は，150°程度の
曲げ加工に耐えることができること，などを明らかにしてきた．今後は各種複層鋼板のプレス成形性について明らか
にしていく予定である．

26.	 異種材料の常温でのマイクロ固相接合およびこれを利用した 3次元立体構造の迅速造形
教授 柳本 潤

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

27.	 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，助教 （柳本研）杉山 澄雄，大学院学生 （柳本研）朴 亨原，大学院学生 （柳本研）下島 啓

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

28.	 Image-Based	Simulation における脳血管形状の血行力学に与える影響の考察
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）小林 匡治，大学院学生 （大島研）石上 雄太， 

大学院学生 （大島研）原田 篤，研究実習生 （大島研）余 明， 
協力研究員 （大島研）庄島 正明，協力研究員 （大島研）高木 清， 
准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治，研究員 （大島研）山田 茂樹

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

29.	 血流 - 血管壁の相互作用を考慮した数値解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）石上 雄太，研究実習生 （大島研）余 明， 

准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治

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

30.	 脳動脈瘤におけるマルチスケール・マルチフィジックスを考慮した三次元詳細解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）石上 雄太，研究実習生 （大島研）余 明， 

准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治

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



200

VI.　研究および発表論文

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

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

研究実習生 （大島研）長谷川 智也

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

32.	 腹部大動脈瘤におけるステントずり上がり現象の数値解析による検証
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）山口 景平，研究実習生 （大島研）長谷川 智也， 

東京大学医学部付属病院 保科 克行，研究実習生 （大島研）伊藤 嵩格，研究実習生 （大島研）竹内 浩明

　腹部大動脈が紡錘状に膨らむ腹部大動脈瘤（AAA：Abdominal Aortic Aneurysm）の治療法として，患者への負担が
少ないステントグラフト内挿術が行われるが，下部の腸骨動脈分岐部に挿入した部位が術後に外れる不具合が起きる
ことがある．本研究では血流による内壁へのせん断応力の影響と，ステントと血管内壁との接触問題の 2つの観点か
ら，ステントが外れるメカニズムの解明を目指している．

33.	 ダイナミックPIV を用いた血管モデル内狭窄部の可視化計測
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道，協力研究員 （大島研）鳥井 亮

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

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

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

35.	 in	vitro 血管壁損傷評価システムの開発と動脈瘤発症メカニズムの生体力学的検討
教授 大島 まり，研究員 （大島研）山本 創太，研究実習生 （大島研）興 敬宏， 

研究実習生 （大島研）寺島 眞人，研究実習生 （大島研）鈴木 貴之，技術専門職員 （大島研）大石 正道

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

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

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

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

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

38.	 共焦点マイクロPIV によるマイクロチャネル内混相流断層画像の 3次元界面形状の再構築
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道，研究実習生 （大島研）松浦 佑樹， 

研究員 （大島研）向井 信彦

　バイオテクノロジーや化学分析などで用いられるマイクロ流体デバイスでは，流路内に液滴やせん断流れを生成さ
せることで溶液の混合，反応，分離，および精製などを効率的に行うことができる．今までの研究では，流動現象を
定量的に把握するために，流体に微小な粒子を混入させて撮影した画像から流速を測定する PIV（Particle Image Velo-
cimetry：粒子画像流速測定法）を用いて速度場を計測してきたが，反応に重要な液滴界面の形状については粒子画
像から精密に抽出することが困難であった．そこで本研究では，様々な画像処理手法を駆使して液滴の高精度な界面
抽出，および界面の 3次元形状の生成を目的としている．

39.	 マイクロチップを用いたストレス診断デバイスの開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）横山 景介

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

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

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

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

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

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

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

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

43.	 三陸海岸へ導入可能な波力及び潮流発電システムの研究開発
教授 林 昌奎，特任准教授 丸山 康樹，名誉教授 木下 健，特任研究員 （林研）小林 豪毅， 

特任研究員 （林研）永田 隆一，特任研究員 （林研）広部 智之

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

44.	 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
教授 藤井 輝夫，客員教授 許 正憲，特任講師 西田 周平，特任助教 （藤井研）木下 晴之， 

准教授 （高知大）岡村 慶，准教授 （九州大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋

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

45.	 レーザー焼結造形における低温造形に関する研究
教授 新野 俊樹

　通常のレーザー焼結では粉末床を融点直近まで加熱することで，造形物が反ることを防いでいる．一方，この方法
には，樹脂の劣化や，使用可能な樹脂が限定されるなど多くの欠点がともなう．本研究では，余熱温度を低下させて，
造形を行った際の造形物の特性への影響を研究する．

46.	 樹脂レーザー焼結における，分割露光に関する研究
教授 新野 俊樹

　粉末床溶融結合における分割露光は，金属造形において広く利用されているが，樹脂においてはほとんど利用され
ていない．本研究では，樹脂の造形における分割露光の効果を調査する．

47.	 電場を用いた高効率細胞膜輸送に関する研究
教授 白樫 了，Associate Professor （Universitaet Wuerzburg）V. L. Soukhoroukov

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

48.	 小型熱輸送デバイスの熱輸送特性の解明と設計に関する研究
教授 白樫 了，名誉教授 西尾 茂文，技術専門員 （白樫研）上村 光宏，大学院学生 （白樫研）小池 孝典

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

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

　生命活動をする人がもっとも過酷な環境にさらされている臓器である皮膚は，体内の水分の過度な蒸発を抑制する
機能を表層から 1mm程度までの皮膚組織でおこなっている．本研究では生体の鮮度の保持に関する研究の一環とし
て，この皮膚の角質層・表皮細胞・真皮細胞層の含水率や保水性を的確に測定する手法や化粧品の保水能力を評価す
る理論の構築を目的としている．



203

2．研究部・センターの各研究室における研究

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

主任研究員 （農業生物資源研究所）黄川田 隆洋，助教 （白樫研）高野 清，大学院学生 （東大）沈 巧巧

　血液や組織等の臨床検体に含まれるバイオマーカ，DNA，RNA等には，検体を取り出した個体特有の生物学的状
態を反映した情報が，多く含まれている．この様な生体分子を劣化させることなく保存することは，個別医療のため
の重要な情報を保存することに他ならない．本研究では，これら臨床検体を高品位且つ簡便に凍結や常温乾燥するこ
とで保存する手法の開発を行う．

51.	 生体由来物質内の結合水の定量化に関する研究
教授 白樫 了，教授 平川 一彦，教授 工藤 一秋，助教 （平川研）大塚 由紀子，助教 （白樫研）高野 清

　生体をはじめとする様々な材料内に存在する結合水の量は，誘電分光や赤外分光等により検出することができるが，
それらの測定値の相互の関係は必ずしも明らかではない．また，測定された値が材料の物性に及ぼす影響も明確では
ない．本研究では，特に生体由来物質や生体保護物質を対象材料として，内部の結合水を定量的に測定・解析する手
法を開発すると共に，実験データを通じて材料のバルク特性と結合水に関する測定値の関係を明らかにする理論の構
築を目的としている．

52.	 高性能二次電池を埋蔵した情報・エネルギーネットワーク概念の基本的研究
特任教授 堀江 英明

　情報とエネルギーの融合を通して，今後複雑な人工物が創造されることになるが，この実現の鍵の一つは，情報統
合化された高性能二次電池の出現にあると考えられる．この新領域を律する基本原理を明らかにすると伴に，社会に
おける新たな価値・意味を拓く観点からも，新しい次代の工学分野 /新概念の創出 /樹立を目指す．

53.	 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

54.	 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

55.	 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
特任教授 興津 輝，准教授 竹内 昌治

56.	 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

57.	 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

58.	 長崎 EV&ITS プロジェクト
准教授 鈴木 高宏

　長崎県では，世界遺産登録を目指す五島列島をフィールドとして，電機自動車（EV）と ITSを活用した環境に優
しい未来型観光システムの構築を目的とした長崎 EV&ITSプロジェクト（長崎エビッツ）が進められている．平成
22年度から長崎県庁に赴任し，現場においてプロジェクトの推進を指導し，国際的に通用する地域発の ITS標準モ
デルの構築を目指している．

59.	 超高感度な光ファイバ超音波センサシステムの構築と複合材損傷検知への応用
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）呉 奇

　FBGセンサの一部に屈折率の位相変化を与えた PS-FBGを用い，その特性を活用して，数種類の光ファイバ超音
波センサシステムを構築することを試みている．これにより，従来の光ファイバセンサでは実現できなかった，極め
て高感度，広帯域，かつロバスト性に優れたシステムを構築することに成功し，さらには，CFRP積層板中の AE信
号を計測し，波形解析することで，損傷形態の診断手法の確立も試みている．
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60.	 不整を与えた剛体折紙モデルに基づく自己展開構造の設計
准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

　パネルとヒンジで構成される展開構造のデザインに際し，ミウラ折りに代表される剛体折り可能なパターンにあえ
て不整を与えたモデルを用いることで，部材の弾性変形を利用した自己展開構造を設計する．

61.	 ラム波モード変換に基づく複合材料構造内の剥がれ損傷検知
准教授 岡部 洋二，教授 （東京理科大）荻原 慎二

　複合材料積層板の実用化が進みつつある状況において，内部に金属フィルムを積層することで高機能化を図るファ
イバ・メタル積層板や，複合材同士の接着結合方法が研究されている．しかし，これらの異種材積層板や複合材接着
構造では，従来の検査手法の適用が難しい．そこで，広帯域ラム波を板に沿って伝播させ，そのモード変換による受
振波形の分散性変化を捉えることで，層間剥離損傷を検知することを試みている．

62.	 複雑形状の複合材部材に適した非破壊検査手法の開発
准教授 岡部 洋二，WDB（株） 梶原 暁

　近年，航空機構造に複合材が適用されてきているが，複合材部材は製造方法が金属材と大きく異なるため，その品
質保証が極めて重要となる．そこで，様々な複合材部材に適用可能な非破壊検査手法の調査を行い，より適した改良
に基づいて複合材に適した非破壊検査手法を構築する．

63.	 生物に見られる折りたたみ・展開機構の研究
准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）斉藤 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．

64.	 OETR（海洋エネルギー東北再生）に関する連携研究
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明，名誉教授 木下 健，講師 太田 浩史

　本研究では，沿岸都市再生に「海洋空間と海洋自然エネルギーをいかに利用するか」という視点によって，低炭素
型都市・地域のあり方を分野融合的に示し，震災復興で関心の高まっている海洋エネルギー実証実験フィールドの実
現に資することを目的とする．そこで，参加する研究者が持つ学識を融合し，海洋エネルギーに注目した沿岸都市再
生のデザイン提示した．

65.	 パッシブ THz 近接場顕微技術の開拓
講師 梶原 優介，特任研究員 （梶原研）林 冠廷，大学院学生 （梶原研）金原 優太

　テラヘルツ波（波長 10ミクロン～1ミリ）は，分子運動な格子振動など物質現象のモードがほとんど含まれる極
めて重要なスペクトル領域である．本研究では自身の局所挙動にともなって物質が自然放出するテラヘルツ波を，外
から光を照射せずに「パッシブ」かつ「ナノスケール」で可視化する顕微鏡を開発している．使用する検出器は世界
最高感度の CSIP（Charge Sensitive Infrared Phototransistor）であり，近接場光学系導入により空間分解能 20nmを達成
している．現在はナノサーモメトリー等の応用展開および顕微鏡自身の最適化を進めている．

66.	 赤外 /THz 検出器の開発
講師 梶原 優介，特任研究員 （梶原研）金 鮮美

　10～50ミクロン帯において圧倒的感度を持つ，GaAs/AlGaAs二重量子井戸を利用した THz検出器 CSIP（Charge 
Sensitive Infrared Phototansistor）の開発を行っている．特に最近は，検出波長帯の拡張に力を入れている．

67.	 非侵襲な樹脂内残留応力評価法の開発
講師 梶原 優介，大学院学生 （梶原研）松澤 亮

　赤外 /THz計測による残留応力分布評価法を提案し，高精度かつ非破壊な残留応力評価法の開発を行っている．

68.	 表面ナノ構造を利用した樹脂 /金属間の接合技術の開拓
講師 梶原 優介

　金属表面にナノ構造を創製し，インサート射出成形を行うことによって強固な金属 -樹脂接合を得る接合法の最適
条件や接合メカニズムの解明を進めている．既に温度・圧力分布がインプロセスでモニタ可能で，かつ接合面積やゲー
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ト位置，樹脂流動長などが制御可能なインサート金型を設計・作製して接合実験を始め，最終的な信頼性評価技術の
確立，標準化促進を目指している．

69.	 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，教授 藤井 輝夫，大学院学生 （藤井研）松原 直貴

　本研究では，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っている．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
的な技術開発を行っている．今後，浅海・深海・水産現場・外洋船舶のバラスト水など，様々な実環境で測定・評価
を進める予定である．

70.	 原子間力顕微鏡による海洋微生物のナノ構造解析
特任講師 西田 周平，教授 藤井 輝夫，大学院学生 （藤井研）松原 直貴，准教授 （北海道大）中川 聡

　本研究では，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，その構造を詳細に解析する
ことを目的とする．現在，沖縄トラフ熱水活動域で採取したゴエモンコシオリエビに付着した微生物を観察対象とし
ている．今後，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予定で
ある．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ことを目指している．

情報・エレクトロニクス系部門
1.	 IoT デバイスに向けた低電力・高効率回路

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）更田 裕司

　モノのインターネット（Internet of Things : IoT）を実現するために必須の，低消費電力無線通信用回路，低出力電
力でも高効率な電源回路，エネルギーハーベスティング向け電源回路の研究を行っている．今年度の代表的成果とし
ては，無線通信用の水晶発振回路に新規自動電源オンオフ技術を適用することにより，消費電力を 93%削減するこ
とに成功した．また，アナログ LDOとデジタル LDOを組み合わせたレギュレータ回路を新規提案し，応答時間を
59%短縮，出力リップルを 28%低減することに成功した．

2.	 有機トランジスタを用いた大面積・フレキシブルエレクトロニクスの新アプリケーション提案
と実証

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）更田 裕司，教授 （東大）染谷 隆夫，准教授 （東大）関谷 毅

　電子機器を身にまとうウエアラブル型デバイスや電子機器を体内に埋め込むインプラント型デバイスではフレキシ
ブルで大面積なエレクトロニクスが求められる．そこで，薄いフィルム上に印刷で作成可能な有機トランジスタを用
いた大面積・フレキシブルエレクトロニクスのアプリケーション提案と実証を染谷研究室，関谷研究室と共同で行っ
ている．最近では「靴の中敷き型万歩計」「義手の制御用の筋電測定シート」「オムツ用尿漏れセンサシート」の提案
と実証を行った．

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

特任准教授 牧野 貴樹，特任准教授 田中 剛平

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

4.	 非線形システム解析とリアルワールドシステムへの応用
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人，特任准教授 牧野 貴樹，特任准教授 田中 剛平

　実世界に見られる様々な複雑現象を理解するため，数理モデリングを通して現象を再現し，非線形力学系理論や時
系列解析手法などを適用して複雑さの本質を明らかにすることを目指している．最近では，ハイブリッド力学系，結
合振動子系，ゲーム理論，複雑ネットワーク，リカレンスプロット，画像連想記憶，などに関する基礎数理的な研究
を行ってきている．また，実世界への応用として，風速・風向，神経膜応答，経済，地震等の実データ解析にも取り
組んできた．
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5.	 疾病の数理モデリング
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人，特任准教授 牧野 貴樹，特任准教授 田中 剛平

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

6.	 0.1V 動作を目指した超低電圧・超低消費電力デバイスの研究
教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉，大学院学生 （平本研）鄭 承旻，研究実習生 （平本研）上田 晃頌

　医療応用やセンサネットワーク用途向けに，バッテリーレスの超低消費電力デバイスの要求他高まってきている．
本研究では，0.1V程度の超低電圧で動作する超低消費電力トランジスタの研究を行っている．これまでに，サブスレッ
ショルド領域で動作するトランジスタでは，DIBLと呼ばれる現象を抑制することが必須であることをシミュレー
ションにより示した．今後は，超電圧動作に適したデバイスを提案・試作・実証していく予定である．

7.	 ナノスケールCMOSデバイスの特性ばらつきに関する研究
教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉，特任研究員 （平本研）Anil Kumar， 

学術支援専門職員 （平本研）水谷 朋子，大学院学生 （平本研）邱 浩， 
大学院学生 （平本研）大野 仁嗣，大学院学生 （平本研）長尾 光晋

　MOSトランジスタが微細化されるとともに，ランダムな特性ばらつきの影響が無視できないほど大きくなってき
ている．その原因は主にチャネル中の不純物数の揺らぎであるが，ばらつき原因は定量的にはまだ明らかとなってい
ない．本研究では，ランダムな特性ばらつきの評価と，そのデバイス・回路特性への影響について検討している．本
年度は，引き続き Silicon-on-Thin-BOX（SOTB）トランジスタにおける特性ばらつき低減の機構解明を行い，SOTB 
SRAMにおいて読み出し電流ばらつきが大幅に低減されることを実測により明らかにした．

8.	 特性ばらつきの製造後一括自己修復に関する研究
教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉，特任研究員 （平本研）Anil Kumar， 

大学院学生 （平本研）Nurul Ezaila Alias

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

9.	 シリコン単電子トランジスタにおける物理現象の探究
教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉，研究実習生 （平本研）棚橋 裕麻

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

10.	 無線センサネットワーク /アドホックネットワーク
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）党 聡維，大学院学生 （瀬崎研）牛 コウ， 

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

　無線センサネットワークやアドホックネットワークの研究を継続的に行っている．本年度は，インドアナビゲーショ
ンのための localization手法の構築，携帯デバイスを用いた歩行者群検知手法の開発等の研究を行った．



207

2．研究部・センターの各研究室における研究

11.	 ユーザ参加型センシングとセキュリティ
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介

　スマートフォン等の高機能端末を多数の人間が常時携帯している中，従来のように専用の固定センサや，無線セン
サネットワークによって環境やコンテクストをセンシングするのではなく，これら携帯端末に具備されたセンサを用
いて安価かつリアルタイムなセンシングを行う「ユーザ参加型センシング」が注目されている．本年度は，世田谷区
全域を対象に騒音等の環境を実際にセンシング実験結果の解析や可視化を進めた．またセンシングデータをクラウド
にアップロードする際の個人情報保護対策として，negative surveyを用いる手法を改良し，二者択一型選択肢を持つ
多次元データを扱うためのプライバシー保護手法を開発した．

12.	 運転軌跡とセンサデータからのユーザの意図推定に関する研究
教授 瀬崎 薫，准教授 （東京電機大）岩井 将行，大学院学生 （瀬崎研）劉 広文

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

13.	 デジタルサイネージにおける適応型広告配信のための興味センシング
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）木田 裕一郎

　デジタルサイネージを始めとした屋外広告配信システムが広まっているが，屋外広告は歩行者の認知獲得の難しさ
が課題として指摘されている．一方で，様々なセンサが搭載されているスマートフォンの浸透に伴い，人々の行動の
センシングが可能になりつつある．本研究では，スマートフォンの周囲の音や加速度の変化から利用者の興味をセン
シングし，屋外広告配信に反映することで，リーセンシー効果の考え方に基づいた屋外広告の認知向上を目指す．

14.	 ソーシャルメディアからの世論の抽出と要約
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）Muhammad Asif Hossain Khan

　Twitterのようなソーシャルメディアは，いわばソーシャルセンサーであり，スーパーボールや大統領選挙などの
イベント，自然災害などの状況やそれに対する反応を直接知ることができる．しかし，大量の Tweetから適切なもの
を選び出そうとしても，140語という制約のため，略語や省略表現が多く，これまでの自然言語処理の手法だけでは
十分に解析できない．本研究では，イベントに関連する Tweetを選別し，イベントの内容やそれに対する反応を概観
することを実現した．

15.	 閾値公開鍵暗号の鍵再分割可能性と安全性モデルに関する研究
大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢， 産業技術総合研究所 松田 隆宏，  

産業技術総合研究所 花岡 悟一郎，教授 松浦 幹太

　閾値公開鍵暗号（Threshold Public Key Encryption，TPKE）においては，秘密鍵を多数の秘密鍵に分割し，そのうち
異なるある一定数以上の秘密鍵から得られる復号シェアを集めると，復号が可能となる．クラウドコンピューティン
グ環境において様々な処理を委託する際には，関与者の間で複雑なセキュリティ要件があるため，TPKEのような高
機能暗号の応用が広がると考えられている．本研究では，複雑なセキュリティ要件をそのバックボーンにある鍵管理
などと結びつける安全性モデルを体系化し，いくつかの具体的な暗号アルゴリズムの安全性証明に成功した．とくに，
鍵再分割可能性という性質を厳密に扱うことの理論的意義と応用上の意義を明らかにした．

16.	 マルウェアの作成コンパイラに関する情報推定手法に関する研究
大学院学生 （松浦研）碓井 利宣，教授 松浦 幹太

　不正ソフトウェア（マルウェア）に対して効果的な対策を実施するには，マルウェアの実行ファイルが持つ様々な
情報を最大限に利用して分析をする必要がある．しかし，攻撃者は，コンパイラの種類や最適化レベルを変更するな
どしてマルウェアの機械語命令列を容易に変更し分析を攪乱することができる．本研究では，そのような攻撃者に対
応するため，コンパイラや最適化レベルを柔軟に推定する手法を開発している．具体的には，実行ファイルの中でコ
ンパイラの特性が大きく影響を与えるコード領域に着目し，隠れマルコフモデルを用いた推定手法を実装し，実際の
マルウェア検体を用いた評価実験を行い，一定の有効性を確認した．
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17.	 標的型攻撃における攻撃者のグルーピング手法に関する研究
協力研究員 （松浦研）北條 孝佳，教授 松浦 幹太

　特定の組織等を対象とした標的型攻撃によって，組織等が保有する機密情報や個人情報等が窃取され被害が拡大し
ている．個々の事案への対処とその分析は行われているが，横断的な分析が困難であるため，攻撃者の実態把握が十
分にできていない．そこで，本研究では，10種類以上の多様な属性に着目して標的型攻撃のグルーピングを行う手
法を考案し，実データに適用した評価を行っている．本手法の完成度を高めれば，自分で不正プログラムを作成して
攻撃してくる場合，不正プログラムを購入するなどして攻撃してくる場合，そして第三者に攻撃を依頼する場合など
を区別し，捜査に有用な知見を獲得することに寄与できる．

18.	 不正ソフトウェア対策技術評価のための共通データセットと制度設計に関する研究
教授 松浦 幹太，技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗

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

19.	 ID レス生体認証の最適性理論と実用化に関する研究
大学院学生 （松浦研）村上 隆夫， （株）日立製作所 高橋 健太，教授 松浦 幹太

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

20.	 匿名通信システムに対するロバストな指紋攻撃
大学院学生 （松浦研）横手 健一，教授 松浦 幹太

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

21.	 β変換に基づくサイクリック形 10ビット AD変換 LSI
客員教授 堀田 正生，教授 合原 一幸

　数学におけるβ（1<β <2）を基数としたβ展開をサイクリック形 ADCに適用することにより冗長性が得られ，
高利得の増幅器や高精度な受動素子を用いなくとも高精度な ADCの実現ができる．また，提案する実効β値推定方
法を用いることで正確にβ進－ 2進変換が可能となる．これにより，微細化 CMOS技術での素子バラツキが増大し，
真性利得が低下しても高精度 ADCの設計が容易となり，温度変化の大きい極めて使用環境が厳しいところで使える
AD変換器として期待できる．

22.	 細胞における生体分子ネットワークのモデリング―構造とダイナミクス
客員教授 陳 洛南，教授 合原 一幸

　本研究は，システム工学の観点から，分子レベルの生体システムのモデリングと生体ネットワークの非線形解析を
行っている．まず，一般的な確定モデルと確率モデルの数理理論を導出した．そして，非線形力学と制御理論により
生物学的システムの安定性と分岐を含む動的な性質を明らかにした．計測されたデータのテスト計算により本研究の
モデルの有効性が確認された．

23.	 厚生労働科学研究費政策科学推進研究「汎用性の高いレセプト基本データセット作成に関する
研究」

特任准教授 合田 和生
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24.	 厚生労働科学研究費「レセプト情報・特定健診等情報データベースの利活用に関する研究」
特任准教授 合田 和生

25.	 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．

26.	 生体システムの情報論的理解
准教授 小林 徹也

　生命システムは信頼性の低い確率的な素子を組み合わせて，全体として安定で柔軟な機能を作り上げる．生命シス
テムの柔軟さや適応性，そしてロバスト性の設計原理の解明に向け，理論構築の研究を行っている．特に安定な機能
の実現には情報の伝達が不可欠である，という視点に立ち，一見確率的で信頼性低く振る舞う生命システムに内在す
る情報を明らかにするための理論構築の研究を行っている．

27.	 動画像・動距離画像の時空間解析
特任准教授 小野 晋太郎

28.	 実世界空間のセンシングとモデリング
特任准教授 小野 晋太郎

29.	 高度道路交通システムにおけるコンピュータビジョン，グラフィクス技術の応用
特任准教授 小野 晋太郎

30.	 文化遺産のデジタルアーカイブと解析
特任准教授 小野 晋太郎

31.	 Nonlinia 非線形数理モデルデータベース構築
特任准教授 牧野 貴樹，教授 合原 一幸

　様々な非線形数理モデルを横断的に検索可能で，研究成果発信に利用可能なデータベースシステムを構築した．単
純なキーワードでは検索できないような高度な検索を可能にするためにオントロジーに基づくメタ情報入力システム
を備えている．

32.	 環境モデル徒弟学習のための高速化技術の開発
特任准教授 牧野 貴樹

　エキスパートの演示から最適な行動を学習する徒弟学習において，環境モデルの未知要素に関しても学習する手法
とその高速化について研究を行い，アルゴリズムを実装したソフトウェアを開発した．

33.	 β変換に基づくA/D変換器の誤差評価
特任准教授 牧野 貴樹，教授 合原 一幸

　β変換に基づく A/D変換器は，従来の 2進 A/D変換器に比べ環境変動に対しロバストであり，低コストで高性能
を達成できると考えられてきたが，回路の振る舞いの非線形性により誤差評価が困難であった．今年度は，βの値が
異なる場合に関しての誤差の理論的評価を実施し，β変換に基づく A/D変換が実応用上有効であることを示した．
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34.	 非線形時系列解析とその応用
特任准教授 平田 祥人

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

物質・環境系部門
1.	 イオン・電子マルチ収束ビームによる表面・局所分析法の開発

教授 尾張 眞則，研究員 （尾張研）坂本 哲夫，大学院学生 （尾張研）山崎 温子， 
大学院学生 （尾張研）秋葉 翔太

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

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

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

3.	 ナノスケール二次イオン質量分析（SIMS）装置の試作
教授 尾張 眞則，協力研究員 （尾張研）野島 雅，助教（尾張研）冨安 文武乃進， 

大学院学生 （尾張研）武次 達矢，大学院学生（尾張研）唐澤 正信

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

4.	 汎用三次元アトムプローブの開発
教授 尾張 眞則，金沢工業大 谷口 昌宏，協力研究員 （尾張研）野島 雅， 

大学院学生 （尾張研）森田 真人，大学院学生 （尾張研）安積 崇浩，大学院学生 （尾張研）古島 弥来

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

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

6.	 バイオマス資源化のための物質変換技術の開発
教授 迫田 章義
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7.	 細胞を用いる糖鎖生産
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，研究実習生 （畑中研）木村 珠美， 

学部学生 （東大）菊池 智佳，教授 （埼玉大）松岡 浩司，  
研究員 （畑中研）加藤 智久，学長 （筑波大）永田 恭介

　長鎖アルキルアルコールのグリコシド（糖鎖プライマー）を培地中に添加して細胞を培養すると，糖鎖プライマー
は細胞の中に取り込まれ，糖鎖伸長を受けた後に培地中に出てくる．本研究では，長鎖アルキルの末端にアジド基を
導入した誘導体を用いて細胞による糖鎖生産を行い，得られた糖鎖を使ったインフルエンザウイルスの検出を試みて
いる．

8.	 含フッ素化合物を利用した生体機能デバイスの開発
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）宮島 浩樹， 
大学院学生 （畑中研）豊村 誠，教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）Jean-Marc Vincent， 

教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）André Del Guerzo

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

9.	 含フッ素化合物を利用した生体機能デバイスの開発
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）畔柳 歩大

　フッ素を含む化合物であるフルオラスデンドリマーによるドラッグデリバリーシステムを開発している．

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

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

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

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

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

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

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

　無容器浮遊法で達成される大過冷却液体状態から，熱力学的に非平衡なガラスや準安定相を室温まで保持すること
ができる．無容器浮遊法のひとつであるガス浮遊炉を用いて既存の方法では得られない物質の創出，物性の発現を目
指している．

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

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

15.	 遷移金属含有ガラスの合成と物性
教授 井上 博之

　タングステン含有リン酸塩ガラスや鉄リン酸塩ガラスは，アルカリイオンによるイオン伝導性とともに，電子伝導
性を示す．さらに，その作製条件や熱処理条件によって，特性が大きく変化することが明らかとなってきた．このガ
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ラスの作製条件とその物性と構造の関係を解明することをを目指している．

16.	 グラフェンの大面積形成に向けた固相界面への炭素析出プロセス
教授 光田 好孝，助教 （光田研）野瀬 健二，助教 （光田研）神子 公男

　本研究では固相からの析出を基本原理とする新規のグラフェン合成プロセスを提示する．マイクロ波熱プラズマを
用い，炭素原子を金属薄膜中に固溶・拡散させ，酸化物基板との界面に析出させる．金属中での炭素原子の拡散や析
出現象は空間的な強いポテンシャル場における反応であり，高結晶性の原子層の成長に有利であると推測される．こ
の原理に基づく薄膜成長は気相・液相反応とは根本的に原理を異にする．この手法で大面積に均一な単層グラフェン
を作製可能であることを示し，高いキャリア移動度や量子ホール効果を発現させる．

17.	 DLC 膜への Ti 添加による耐摩耗性への影響
大学院学生 （光田研）福田 浩太郎，助教 （光田研）野瀬 健二，助教 （光田研）神子 公男，教授 光田 好孝

　ダイヤモンドライクカーボン（Diamond Like Carbon: DLC）は高い硬度や化学的安定性など，ダイヤモンドと類似
した物性をもつ非晶質（アモルファス）炭素膜である．DLCは表面平坦性が極めて高く，摩擦係数も小さいために，
耐磨耗コーティング材として用いられている．また，DLC膜に炭化物を形成する元素を添加することにより特性が
向上されていることが知られている．一方，これまでに当研究室では Al合金上に DLC膜を密着性よく堆積する新た
な手法を開発し耐摩耗特性評価を行ってきた．この手法を用いた DLC膜の堆積中に Tiを共堆積することにより膜硬
度を向上させて，耐摩耗性の更なる向上を目指している．

18.	 ペプチド有機触媒の開発
教授 工藤 一秋，助教 （工藤研）赤川 賢吾，大学院学生 （工藤研）秋山 みどり，大学院学生 （工藤研）酒井 信孝， 

大学院学生 （工藤研）長嶺 イマン翔，大学院学生 （工藤研）西 信宏

　前年までに見出した樹脂ビーズ上に固定化されたペプチドを有機触媒とする不斉反応を，これまでは困難であった
反応へと拡張するとともに，速度論的光学分割にも応用した．ペプチド触媒に固有な反応として，位置選択的反応，
面不斉の制御に成功した．また，ペプチド触媒の最適化のためのコンビナトリアル化学的な手法を用いて高効率なペ
プチド触媒の探索を進め，これまでとは異なる反応制御の形式を見出した．

19.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究
教授 酒井 康行，教授 新野 俊樹，教授 白樫 了，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷 孝広， 

教授 （東大）宮島 篤，准教授 （東大）伊藤 大知，特任助教 （酒井（康）研）小島 伸彦， 
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）Pang Yuan， 

大学院学生 （酒井（康）研）Stephanie Liana Utami Sutoko

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

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

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

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

21.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，准教授 竹内 昌治，教授 （東大）宮島 篤， 

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

特任研究員 （酒井（康）研）岩沢 こころ，研究員 （BEANS）松井 等，大学院学生 （酒井（康）研）篠原 満利恵， 
大学院学生 （酒井（康）研）肖 文晋，大学院学生 （酒井（康）研）青山 拓矢

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

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

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

23.	 酸素の電気化学的還元触媒・光還元触媒の開発
教授 石井 和之

24.	 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

25.	 放射性セシウム除染技術の開発
教授 石井 和之

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

27.	 ホモキラリティの起源に関する研究

教授 石井 和之

28.	 機械的回転で誘起される流体運動を用いた不斉合成法の開発
教授 石井 和之

29.	 液晶－光機能性分子の複合化による光機能創出
教授 石井 和之

30.	 ビタミンCバイオイメージング用蛍光プローブの開発
教授 石井 和之

31.	 Ru 錯体を用いた光触媒の開発
教授 石井 和之

32.	 フタロシアンニンの光機能化に関する研究
教授 石井 和之

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

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

34.	 多孔質シリカ骨格内窒素のアルキル化と塩基・求核触媒としての利用
准教授 小倉 賢

　骨格を窒化したシリカ（ゼオライト，メソポーラスシリカ）の窒素部分をアルキル化することを目標としている．
疎水性，塩基性，求核性という機能を賦活する．メチル基により強塩基性と求核性を賦活することが可能となり，よ
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りバルキーで疎水性，電子供与性の高いアルキル基の導入で塩基性が更に向上，ある程度制御することが可能となっ
た．また求核触媒としての利用も可能になった．

35.	 新規二酸化炭素吸着剤の開発と二酸化炭素を反応物として利用する研究
准教授 小倉 賢

　室温で二酸化炭素を選択的に吸着し，ほぼ室温で二酸化炭素を回収できる（容易に再生可能な）エネルギーレスな
プロセスを目指し，我々のもつ塩基性多孔質材料を用いた検討を行っている．特にシリカ骨格内部に窒素を導入した
シリカおよび多孔質シリカで，比較的弱い吸着力の二酸化炭素吸着材を調製することができた．その吸着二酸化炭素
が化学吸着することを明らかにし，それを反応物とすることを目論んでいる．

36.	 炭素ー窒素結合を有する有機物の炭化によるポーラス窒化炭素の調製と塩基・求核触媒として
の利用

准教授 小倉 賢

　C-N結合を分子内に有する有機物を高温炭化することで得られる窒化炭素が塩基触媒活性を有することを見いだし
た．これを多孔質化し，シリカ中の窒素では得られない高い耐水性をもつ活性点とする．さらに骨格内窒素のアルキ
ル化も試みる．

37.	 PM燃焼触媒システム開発のための TEMその場観察とPM燃焼メカニズム解明

准教授 小倉 賢

　PM燃焼触媒を探索する研究というよりは，高活性な銀系触媒およびカリウム系触媒を如何に使うか？を検討する
ために，共同利用の in situ TEMを駆使し，何が起こっているか？を探っている．Ag/CeO2による PM燃焼メカニズ
ム解明およびその触媒評価方法の標準化については，触媒学会参照触媒部会のプロジェクトである．

38.	 窒素酸化物直接分解を実現するナノ空間材料の設計

准教授 小倉 賢

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

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

　鉄（II）イオンが一酸化窒素を高酸素条件下でも選択的に吸着できることを見いだし，Fe（II）イオンを多く保持で
き，かつ NOを効率よく吸着（Feひとつに対して複数の NOを吸着）できるサイトを提供できるゼオライト種が見
つかり，その機能解明をおこなう．

40.	 長崎砕石屑からのゼオライト合成とAgイオンによる機能化
准教授 小倉 賢

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

41.	 機能 /構造設計に基づく含金属ポリマーの開発
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）阿知良 浩人，大学院学生 （北條研）永野 雄太， 

大学院学生 （北條研）馬 一蘭，研究実習生 （北條研）高橋 礼

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

42.	 集積型金属錯体をもちいた高機能光学材料開発
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）平山 航一郎，大学院学生 （北條研）鈴木 慶一， 

大学院学生 （北條研）竹田 早織，研究実習生 （北條研）法元 優希

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

43.	 理論化学的手法による超分子材料の機能設計
准教授 北條 博彦，研究員 （北條研）重光 保博，助教 （酒井（康）研）務台 俊樹

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

44.	 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の計測
講師 徳本 有紀

　超微小硬さ試験機を用い，同一の組成でひずみの異なる III族窒化物薄膜，および組成の異なる III族窒化物混晶薄
膜の機械特性値を計測する．これにより，III族窒化物薄膜の機械特性値に影響を与える因子を明らかにし，機械的
特性を向上させる指針を得ることを目指している．

人間・社会系部門
1.	 データ統合・解析システム（オントロジーを用いた相互利用性システムの機能向上）

教授 柴崎 亮介

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

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

　データ統合・解析システムを利用するための情報科学的な知見の提供や技術支援を通じて，グリーン・ネットワー
ク・オブ・エクセレンス事業環境情報分野「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．

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

教授 柴崎 亮介

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

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

教授 柴崎 亮介

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

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

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

6.	 4 次元地理空間情報基盤の構築と利用と運営モデルに関する研究
教授 柴崎 亮介

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

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

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

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

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

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

　良好な室内環境を得るための最適な空調システムに関して，模型実験・数値シミュレーションにより研究している．
本年度は戸建て住宅の壁体内部に連続した通気層を設けて躯体全体の通気を行う壁体内通風システムシミュレーショ
ンにより通気部仕様の設計上の妥当性を検証した．

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

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

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

研究員 （加藤（信）研）伊藤 一秀

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

12.	 風洞実験・室内気流実験で用いる風速並びに風圧変動測定方法の開発に関する研究
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三

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

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

　本研究は，室内環境 CFD（Computational Fluid Dynamics）解析シミュレーションに基づく室内温熱・空気環境の自
動最適設計手法を開発することを目的とする．これは室内の環境性状を設計目標値に最大限近づけさせるための室内
の物理的な境界条件を求める手法，すなわち逆問題解析による環境の自動最適化設計手法の基礎的な検討を行うもの
である．本年度は空調消費および昼光利用により削減される照明消費の一次エネルギー消費量を削減することを目的
とした形状・ゾーニングの最適化計算を行った．最適化計算にはこのような多目的最適化問題に適するアルゴリズム
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である NSGA-Ⅱを用いた．GA（遺伝的アルゴリズム　Genetic Algorithm）を導入し，より少ない計算量で広範な条件
から複数の最適条件候補を探索する手法を検討した．空調負荷および昼光利用により照明負荷を削減する建物形状を
導出することを目的とする最適化計算を行った．

14.	 有害危険物質の拡散被害予測と減災対策研究
教授 加藤 信介

　国および自治体の NBC（核生物化学兵器）テロ対策を効率的に推進するために，屋内拡散予測技術，屋外拡散予測
技術および避難誘導のための災害情報共有技術を活用して，市街地の建物およびセンサー情報を利用した拡散予測技
術および減災対策を開発する．本年度はストリートキャニオン内で発生した有害危険物輸送を想定した数値解析を
LESにより行い，同条件で行った実験で得た物質輸送濃度頻度分布およびその指標値を比較した．障害物に囲まれた
空間における濃度点源発生条件での濃度フラックスの空間分布から求めた濃度分散輸送式の収支について検討した．
有害危険物質を扱うところで爆発事故等が生じると危険物質は風により輸送・拡散され地面に沈着し表土を汚染する．
危険物質が容易に分解等無害化しない場合，それらは長期にわたって風により再飛散し，人体に影響を与える可能性
が高い．本年度は EUで開発された European Model for Inhabited Areaを用いて長期間にわたる人体の内部被ばくと線
量システム開発を目的とする．

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

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

16.	 数値サーマルマネキンの開発
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，研究員 （加藤（信）研）大森 敏明， 

協力研究員 （加藤（信）研）佐古井 智紀，研究員 （加藤（信）研）田辺 新一

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

17.	 国産杉材を使った間伐材活用実験装置
教授 野城 智也

18.	 建築計画・建築生産における 3D技術の活用手法に関する研究
教授 野城 智也

　建築計画，建築生産プロセスにおける 3次元スキャナー技術の活用手法を開発する．

19.	 環境不動産に関する研究
教授 野城 智也

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

20.	 住宅履歴書データの利活用
教授 野城 智也

　住宅履歴書に格納された情報を利活用するためのシステム開発．

21.	 就労履歴管理システムの構築
教授 野城 智也

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

22.	 ものづくりアーキテクチャに関する比較研究
教授 野城 智也

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

23.	 巨大都市の脆弱性及びResilience 評価に関する研究
教授 野城 智也

　国際共同研究により巨大都市の脆弱性及び Resilience評価のための概念枠組みを構成することをめざす．

24.	 ユーザー・エンドを基盤としたイノベーション・システムに関する研究
教授 野城 智也

　ユーザー・エンドから見た性能・機能を基盤に，イノベーションの契機となる新たな人工物を構成していくための
マネジメントシステムに関する知見を蓄積し，その体系化を目指す．

25.	 地震による構造物の破壊機構解析（共同研究）
教授 古関 潤一

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

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

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

　自然堆積軟岩の掘削現場から採取した乱さない試料に対して実施した一軸試験と三軸試験結果を分析し，ひずみ速
度を急変させた場合の変形特性のモデル化について検討した．

28.	 擁壁・土構造物の地震時安定性に関する研究
教授 古関 潤一

　鉄道盛土の地震時被災箇所とその周辺の無被災箇所を対象とした事例解析を行い，被災しやすい個所を抽出する方
法について検討した．また，鉄道盛土の支持地盤より採取した腐植土試料の三軸試験を行い，強度特性と繰返し変形
特性を明らかにした．

29.	 シェルと立体構造物に関する研究
教授 川口 健一，特任講師 荻 芳郎，技術専門職員 （川口研）大矢 俊治，大学院学生 （川口研）中楚 洋介， 

大学院学生 （川口研）陳 坤，大学院学生 （川口研）程 春，大学院学生 （川口研）本田 幾世， 
大学院学生 （川口研）徐 男一，大学院学生 （川口研）廣玉 拓也，大学院学生 （川口研）細見 亮太， 
大学院学生 （川口研）佐藤 拓人，大学院学生 （川口研）野中 翔太，大学院学生 （川口研）本多 元貴

　シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は実大テンセグリティフレームの温
度応力観測を継続して行った．また，新国立競技場の可動式張力屋根に関する簡易な模型スタディ，ブラジルサッカー
WCスタジアムの情報収集などを行った．

30.	 大規模集客施設の災害時性能と非構造材の挙動に関する研究
教授 川口 健一，特任講師 荻 芳郎，技術専門職員（川口研） 大矢 俊治，大学院学生 （川口研）廣玉 拓也， 

大学院学生 （川口研）中楚 洋介，大学院学生 （川口研）細見 亮太，准教授 （芝浦工業大）小澤 雄樹

　多数の人命を収容する大規模集客施設の災害時における挙動の検討に対して，必ずしも共通した設計思想は無い．
本研究では，建築基準法の予想と異なる構造挙動，及びその結果生じる災害や非構造材被害などの内部空間の状況に
ついて調査研究している．本年度は，大規模天井の落下事故に関する調査を目的とし，平時に突如落下した大面積の
プール天井の調査，日本建築学会特別調査委員会と連携した非構造材の落下防止ガイドラインの作成，落下災害軽減
の為の補強ケーブルの実大実験結果整理，膜天井に関する調査，実際の天井の改修の検討などを行った．
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31.	 展開構造物や空気膜構造を用いた仮設構造物やシェルターおよび宇宙構造物に関する研究
教授 川口 健一，技術専門職員 （川口研）大矢 俊治，特任講師 荻 芳郎，大学院学生 （川口研）陳 坤， 

大学院学生 （川口研）徐 男一，大学院学生 （川口研）佐藤 拓人， 
大学院学生 （東京都市大）江藤 智哉，大学院学生 （東京都市大）君垣 敦， 

教授 （東京都市大）宮坂 明宏，准教授 （東京都市大）渡邉 力夫

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

32.	 宇宙構造物および極限環境における構造物に関する研究
教授 川口 健一，特任講師 荻 芳郎，教授 （東京都市大）宮坂 明宏，准教授 （東京都市大）渡邉 力夫， 

大学院学生 （東京都市大）岡本 卓篤，大学院学生 （東京都市大）中山 真敏， 
研究員 （JAXA）藤田 辰人，研究員 （JAXA）上土井 大助，大学院学生 （川口研）佐藤 拓人， 

准教授 （ISAS）石村 康生

　宇宙空間で利用される構造物は，地上の構造物と数々の点で異なるが，立体的な剛性をもった軽量構造物となる点
は，空間構造物の発想が非常に役に立つ．また，展開型の構造物や可変型の構造物の開発も必要であり，空間構造の
知見を活かした研究開発を行っている．本年は，SMPを用いた膜面張力の制御方法の開発，反射を利用した高効率
な太陽電池の配置に関する研究，SSPS構築を目指した超軽量構造物の開発，それへのイオン液体の応用の検討など
を行った．平成 22年，25年は裁量経費の支援を受け，東京都市大学との研究交流もさらに活発化した．

33.	 空間構造の形態形成の数理解析
教授 川口 健一，特任研究員 （東大）三木 優彰

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

34.	 立体構造システムを利用した振動制御方法に関する研究
教授 川口 健一，技術専門職員 （川口研）大矢 俊治，大学院学生 （川口研）中楚 洋介， 
大学院学生 （川口研）程 春，研究者 （（株）岡部）田口 朝康，研究者 （（株）岡部）海 野

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

35.	 テンセグリティ構造物の応力測定システム
教授 川口 健一，技術専門職員 （川口研）大矢 俊治，大学院学生 （川口研）本田 幾久世， 

学部学生 （東大）張 含露

　テンセグリティ構造はプレストレスのバランスにより成り立っている特殊構造物であり，プレストレス状態は気温
の変化などにも影響を受ける．本年は建築構造骨組みとしてのテンセグリティタワーモデルの解析と実験を行った．

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

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

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

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

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

39.	 都市環境文化資源の開発に関する研究
教授 村松 伸

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

40.	 都市環境文化資源の社会還元に関する研究
教授 村松 伸

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

41.	 戦後アジア都市，建築に関する研究
教授 村松 伸

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

42.	 アジア近代の都市と建築の歴史的研究
教授 村松 伸

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

43.	 福島県矢吹町との復興まちづくりの共同研究
教授 村松 伸

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

44.	 ひび割れ自己治癒コンクリートの開発
教授 岸 利治，特任准教授 安 台浩，住友大阪セメント（株）小出 貴夫

　コンクリートにセメント系材料に代表される粉体系材料を予め混和しておくことで能動的なひび割れ自己治癒機能
を持たせることを目指し，研究を継続している．一連の研究における第三世代の技術として，一般的な水セメント比
配合において，水和反応がほぼ収束した長期材齢でも，ひび割れ発生後，早期にひび割れが自己治癒する膨張材－膨
潤材－化学添加剤混合系の自己治癒材料を開発した．また，自己治癒組成物にバインダ材料を加えて造粒することに
より，コンクリート製造時における自己治癒組成物と練混ぜ水の接触機会を抑制し，施工時のフレッシュ性状の低下
を抑制しつつ，ひび割れ自己治癒効果を長期にわたって温存する第四世代の技術を確立した．

45.	 ひび割れ自己治癒技術を応用したコンクリート補修技術の開発
教授 岸 利治，特任准教授 安 台浩，住友大阪セメント（株）小出 貴夫

　無機系補修材の耐久性と有機系補修材のひび割れ追従性を兼ね備えた新たなコンクリートのひび割れ補修技術とし
て，ひび割れ自己治癒材料を補修材として応用する研究を進めており，橋梁床版張り出し部に発生したひび割れから
の漏水に対する補修の試験施工を実施した．その結果，一般的な補修材で補修を行ったひび割れでは一部で漏水が再
開したのに対して，ひび割れ自己治癒技術を応用した補修工法を適用した場合には，ある程度の漏水抑制効果が持続
的に得られていることを確認した．

46.	 液状水浸潤／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，助教 （岸研）酒井 雄也

　液状水／塩分の停滞現象の実態把握と停滞挙動の定量的な評価ならびに耐久性照査への導入を目的とする．まず，
実構造物調査により液状水浸入／塩分浸透挙動の実態を更に詳細に把握する．次に，モデル流路を用いて微細空隙中
の液状水やイオンの挙動を直接的に観察，計測することで定量的に把握し，これに基づいてコンクリート内部の液状
水および塩化物イオン挙動を理解する．更に，その影響を耐久設計に組み込入れる．本検討によりコンクリート中の
液状水／塩分停滞現象が確認され，その評価が可能になれば，耐久性設計が大きく合理化されると考えられる．
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47.	 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

　耐久性に及ぼすコンクリート品質の重要性を考慮すれば，かぶりの厚さのみならず，竣工後の実構造物においてコ
ンクリ－トの表層品質をも定量的に確認することは，構造物の耐久性を真に担保する上で極めて重要であるといえる．
申請者らは，価格数万円のデジタルマイクロピペットを用いてコンクリートの鉛直面に一定量の水を一定時間間隔で
複数回流下させ，所定の回数だけ流下させた後に流水距離を測定するという極めて簡易なコンクリート表層品質の評
価手法（繰り返し流水試験）の検討に着手し，中性化深さや塩水浸透深さと高い相関性があることを確認した．そこ
で，天候やコンクリート含水率の影響等を明らかにして，妥当な判定基準および測定条件を定めると共に，繰り返し
流水試験を安定的に実施するための具体的な測定方法の確立を目指す．

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

　気象環境や地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを利用し，熱融通と蓄熱を組み合わせて，暖房，冷房，給
湯，冷凍など多彩な熱利用を高効率に実現する分散型ヒートポンプ熱利用ネットワークシステムを開発し，建物にお
ける温室効果ガス排出量の大幅な削減を行う．具体的には，高密度地中熱交換コイルユニットを作製・埋設し，暖冷
房・給湯設備を導入した実大実験を行っている．今年度は戸建住宅におけるMMHPシステム導入の結果を，空気熱
源を用いた従来システムと比較することで明らかにした．

49.	 屋外温熱環境の最適設計手法に関する研究
教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，海外研究員 黄 弘

　屋外放射解析を CFD解析に基づき，屋外の温熱環境の最適設計を行う手法について検討を行う．本年度は省エネ
的な換気促進行動を居住者へ提供するための適切な気象モニタリング位置を計測及び数値解析を用いて検討した．

50.	 火災煙流動数値解析手法の開発
教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，海外研究員 黄 弘

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

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

　メソスケールモデルと精緻な GISデータを利用した都市気候解析モデルを開発・利用し，各種ヒートアイランド
緩和手法の効果について検討を行う．2020年度までの東京都区部の将来人口予測を基に同地区の建物延床面積の増
加率を推定し，その結果から人工排熱量の増加を算出することにより，それが都市気候変化に及ぼす影響について検
討した．より詳細な都市の温熱環境の再現を目的として，街区形状の不均一性が解析結果に与える影響を検討してい
る．深刻化する地球温暖化や都市温暖化などの気候変動問題に関して，大気循環モデルによる 30～50年後の地球温
暖化の影響を考慮した地球規模の気候変動予測値を出発点として，領域気象モデルによる高解像度な将来の気象解析
を行う．

52.	 建物周辺の乱流構造に関する風洞模型実験と数値シミュレーションによる解析
教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介

　建物周辺で発生する強風や乱れの構造に関して，風洞実験や数値シミュレーションにより検討している．本年度は，
Large Eddy Simulationを用いた都市街区モデルにおける数値解析を行い，四象限解析および相関係数による都市境界
層に発生する乱流組織構造の運動量輸送及び時空間スケールに関する検討を行った．都市キャニオン空間での拡散実
験および SGS濃度変動の輸送方程式を連成した LESを実施し，両者の結果について比較，検討した．

53.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

54.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄
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55.	 エコサイトハウスの構造挙動・性状
教授 腰原 幹雄

56.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 川口 健一，教授 今井 公太郎

57.	 プレキャスト・ポストテンション・コンクリートシェルシステム
教授 川口 健一，教授 今井 公太郎

58.	 空間の集合体に関する計画手法の研究と建築設計
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （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）高濱 史子，特任研究員 （今井研）大井 鉄也，大学院学生 （今井研）隈 太一， 
大学院学生 （今井研）宗政 由桐，大学院学生 （今井研）国枝 歓，大学院学生 （今井研）加々美 理沙， 
大学院学生 （今井研）市倉 隆平，大学院学生 （今井研）太田 圭亮，大学院学生 （今井研）小松 智彦

　本研究の目的は，新しい空間のシステムを効果的に計画するための手法を考案・研究し，設計として実践すること
にある．本年度は，集合した居住空間である「シェアタイプの集合住宅・寮」に着目し，その事例収集・分析・設計
を行っている．

59.	 都市・建築空間における幾何学的分析手法に関する研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

再雇用教職員 （今井研）小駒 幸江，準博士研究員 （今井研）閔 健煕，大学院学生 （今井研）櫻井 雄大， 
大学院学生 （今井研）安藤 陸，大学院学生 （今井研）花本 昭平，大学院学生 （今井研）小泉 翔

　本研究は，都市・建築空間における幾何学的な分析モデルを考案し，実証的に分析する方法を考案することを目的
としている．本年度は，東京都区部における商業集積地の勢力圏について，業種ごとの店舗床面積および交通ネット
ワーク上の地点間時間距離を用いて，ロジット系の選択モデルに基づき分析を行った．

60.	 施設配置計画に関する研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，技術職員 （今井研）矢野 寿洋， 

再雇用教職員 （今井研）小駒 幸江，特任研究員 （今井研）高濱 史子， 
博士研究員 （今井研）Dietrich Bollmann，大学院学生 （今井研）櫻井 雄大，大学院学生 （今井研）宗政 由桐， 

大学院学生 （今井研）加々美 理沙，大学院学生 （今井研）安藤 陸，大学院学生 （今井研）花本 昭平， 
大学院学生 （今井研）太田 圭亮，大学院学生 （今井研）Wang Wei，大学院学生 （今井研）小泉 翔

　本研究の目的は，都市空間における施設配置の特性を把握するとともに，配置の最適化について理論的検討および
実装を行うことである．本年度は，東京都区部における飲食店舗の配置特性を，ジャンルや営業時間の情報を加味し
て分析し，店舗群の連携・競合関係を解明した．

61.	 地域分析の手法に関する研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

技術職員 （今井研）矢野 寿洋，再雇用教職員 （今井研）小駒 幸江，特任研究員 （今井研）大井 鉄也， 
博士研究員 （今井研）Dietrich Bollmann，準博士研究員 （今井研）閔 健煕，大学院学生 （今井研）隈 太一， 

大学院学生 （今井研）国枝 歓，大学院学生 （今井研）市倉 隆平，大学院学生 （今井研）安藤 陸， 
大学院学生 （今井研）花本 昭平，大学院学生 （今井研）Wang Wei，大学院学生 （今井研）小松 智彦

　地域空間の構造を的確に把握することは，地域性を積極的に組み入れるという計画学的な視点からも非常に重要で
ある．本年度は，東京都における建築物の各種特性データと路線価データを用い，地域の＜境界＞を抽出し，その重
層性を明らかにした．

62.	 同位体大循環モデルを用いた気候プロキシの高精度化
准教授 芳村 圭

63.	 河川モデル・地表面モデルを用いた陸面水・エネルギー循環に関する研究
准教授 芳村 圭
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64.	 水の安定同位体比を用いた地球水循環過程解明
准教授 芳村 圭

65.	 広域土地被覆計測に関する研究
准教授 沖 一雄

66.	 衛星画像による河川流量推定手法の開発
准教授 沖 一雄

67.	 衛星画像による洪水・渇水評価システムの開発
准教授 沖 一雄

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

69.	 人々の流動を計測し，行動モデルと組合せて全体流動を推定するデータ同化技術の開発
准教授 関本 義秀

70.	 商業，交通，観光，災害等のコンテクストにおける人々の流動の生態の解明
准教授 関本 義秀

71.	 国や地域のサステナブルな情報流通を支える基盤技術の開発
准教授 関本 義秀

72.	 国内外の地域の課題をデータと結びつけることによる実証研究的アプローチの開発
准教授 関本 義秀

73.	 Understanding	the	hydrological	response	to	climate	variability	and	change
特任准教授 FERGUSON CRAIG

74.	 Climate	model	evaluation	and	refinement
特任准教授 FERGUSON CRAIG

75.	 Advances	in	the	simulation，	prediction，	and	projection	of	extreme	events	with	regional	and	
global	climate	models

特任准教授 FERGUSON CRAIG

76.	 流域シミュレータの開発
特任准教授 守利 悟朗

77.	 カムチャツカ火山群における環境動態調査
特任准教授 守利 悟朗

78.	 被災地のまちづくりプロセスに関する研究
講師 太田 浩史

　東北の被災地における小規模漁村集落を対象に，高齢化社会における復興まちづくりの可能性を研究する．
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79.	 EV がもたらす新しい都市像に関する研究
講師 太田 浩史

80.	 日本独自の建築設計論の構築
講師 川添 善行

81.	 建築の普遍性と個別性
講師 川添 善行

82.	 動的な風景における建築の作り方
講師 川添 善行

83.	 建築の時間論
講師 川添 善行

84.	 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

　新概念の伸展マスト構造物として，インフレータブルコイラブルマストを提案している．その基本となるコンセプト
は，空気膜と弾性梁のハイブリット化である．これにより，展開挙動の不確定性や構造不安定性という，膜構造物に
固有の問題を回避しながらも，高比剛性・高収納効率を持つ宇宙インフレータブル構造物を実現させる．簡易模型に
よる実現可能性は確認できており，本研究では本マストの概念検討と基本特性の把握を目的とした研究を行っている．

85.	 形状記憶ポリマ材を用いた展開構造物・適応構造物に関する研究
特任講師 荻 芳郎

　温度により構造特性が大きく変化する形状記憶ポリマ材は，形状固定性と形状回復機能を有しており，展開構造物
において，構造機能と展開機能とを一体化させることができる．本研究では，形状記憶ポリマ材の構造特性を利用し
た展開構造物・適応構造物の概念について検討している．

86.	 高精度大型宇宙構造システムの開発研究
特任講師 荻 芳郎

　例えば直径 10 mを越すアンテナに対して 1 mm以下の面精度が要求されるような，次世代の高精度大型宇宙構造
物に関する開発研究を行っている．

先端エネルギー変換工学寄付研究部門
1.	 IGCCシステム制御におけるオンライン・リアルタイムガス分析の実用化

特任教授 金子 祥三

　IGCCは時定数の大きいガス化炉やガス精製装置と，時定数がはるかに小さいガスタービンを組み合わせるため，
全体の連携運転が非常に難しい．滑らかな連携運転を行うためには，この両者の共通運転パラメーターである生成ガ
ス発熱量やガス組成の計測を瞬時にリアルタイムで計測することが非常に重要である．しかしこれまではガスクロマ
トグラフィーを用いているため断続的な計測しかできず，しかも計測結果が出るのに数十分を要するため，ガスター
ビンへの発熱量のリアルタイム入力が不可能であった．この改善のためラマン散乱光を用いたレーザー分析装置の開
発実用化を目指している．これによりサンプリングに依らず，主流の生成ガス配管から直接にリアルタイムでガス性
状および発熱量の瞬時計測が計測可能となり，高度な連携運転が可能となることが期待される．

2.	 IGCCシステムにおける空気分離装置ASUの性能向上とコストダウン
特任教授 金子 祥三

　IGCCシステムは現在の石炭使用の火力発電では最も高い発電効率が得られるシステムである．しかし発電プラン
トとして重要なのは送電端効率であり，所内動力が小さいことが望まれる．しかし，現状では空気分離装置 ASUが
膨大な動力を消費しており，酸素吹きガス化炉 IGCCで 12%，空気吹きガス化炉 IGCCでも 6%くらいの所内動力を
消費している（%は相対値）．もし ASUの性能を向上させ，所内動力を 30%削減できれば，送電端効率を 1%（絶対値）
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向上でき，これはガスタービン入口温度を 100℃上昇したのと同等であり，画期的な効率向上が実現できる．

3.	 自己熱再生を用いた高効率褐炭乾燥システムの実用化
特任教授 金子 祥三

　褐炭は世界の石炭資源の約 30%を占め，オーストラリア，ドイツ，ポーランドなどに膨大な資源量があるが，水
分が 50%程度と多く，この乾燥のため大きなエネルギー損失を伴う．もし褐炭の含有水分を効率的に乾燥除去でき
れば，熱損失を大幅に減少できる．効率的乾燥で含有水分を半分に削減できれば，プラント効率を 3%（絶対値）以
上向上でき，燃料消費量の削減と共に発生 CO2量を大幅に削減できる．そこで自己熱再生を用いた高効率乾燥装置
の研究開発に取り組んでいる．オーストラリア褐炭については既に基礎試験を終了し，現在はポーランド褐炭の基礎
試験を実施中である．

4.	 IGFCシステムにおける最適ヒート・マスバランス
特任教授 金子 祥三

　石炭ガス化燃料電池複合発電システム IGFCはトリプル複合発電とも呼ばれ，高温型燃料電池 SOFCとガスタービ
ンと蒸気タービンの 3要素を組み合わせた高効率発電システムで，究極の火力発電システムと言われている．高温型
燃料電池 SOFCの運転温度をいくらにするのか（通常 800~1000℃），ガスタービン入口温度をいくらにするのか（通
常 1200~1600℃），またどのように組み合わせれば信頼性を確保しつつ高効率が実現できるのか，この最適組み合わ
せについての研究を行っている．

5.	 IGFCシステムに利用可能な耐熱金属材料の探索
特任教授 金子 祥三

　IGFCシステムの最高温部に使用される SOFCは 800~1000℃の領域で使用される．SOFCの発電装置そのものはセ
ラミック製であるが，周辺構造部材には金属材料が多用される．近部分には従来の鉄系材料では使用困難であり，Ni
ベースの材料となる．そこで許容応力が高く，なおかつ靱性や疲労にも強い Ni基合金の探索を行っている．

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

特任教授 大木 裕史

　5月に CORAL（先端レーザー科学教育研究コンソーシアム）の授業に参加し，本郷にて「光学産業における光学技
術」の題目で講義 1回とレンズ設計実習 2回（1回半日）を実施． 6月 1日（土）駒場リサーチキャンパス公開理科
教室で小・中学生向け理科教室を開催，定員 20名以上の参加希望あり． 10月～1月に光工学特論の講義を駒場Ⅱで
開講，約 20名受講．

2.	 駒場ひかりらうんじ
特任教授 大木 裕史，特任教授 志村 努

　光学関係の研究者・技術者が集い自由に意見交換を行う「駒場ひかりらうんじ」を 2012年より開始．2013年は 4月，
8月，12月に 3回開催．

建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術社会連携研究部門
1.	 環境不動産に関する研究

特任教授 野城 智也

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

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

　エネルギーモニタリングシステムをもとにベンチマーキング，運用改善策を講ずるとともに，需要予測に基づいた
能動的需要制御を行う手法を，実在建物における解析を通じて開発する．
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モビリティ・フィールドサイエンス社会連携研究部門
1.	 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，特任研究員 （滝口研）河野 賢司

　準静電界通信を用いた次世代改札機（タッチレスゲート）研究において，「研究開発成果発表会」（24年度）にて
準静電界の測定環境を含めたデモ装置を発表した．従来，東日本旅客鉄道株式会社は複数社と本件タッチレスゲート
の研究を行ってきたが原因不明のノイズとされる通信障害の問題からその実用化が断念されてきた．しかし，本共同
研究の成果として，その原因が従来言われてきた不明の外来ノイズではなく利用者自身の歩行運動による急峻な静電
容量変化である事を見出し，再現実験にも成功した．その結果として対策が具体化し実現可能性が見えてきた．

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

特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 （滝口研）河野 賢司，民間等共同研究員 （滝口研）近田 恭之

　大日本印刷より民間等協力研究員を 1名派遣．人体静電容量の測定を共同で実施し，通信障害要因の対策方法に寄
与した．また，東日本旅客鉄道株式会社との共同研究に従事．当研究室と歩行動作の通信障害の要因となる可能性に
ついて言及．論文発表（「人体通信における歩行の影響」）に寄与した．

3.	 タイヤに関する基礎研究

特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 （滝口研）河野 賢司

　タイヤセンシングにおいて，前年度ブリヂストン社との共同研究で得た下記成果 2点を今年度論文としてまとめ，
「自動車技術会」にて発表予定．（1）：車体を準静電界の媒体としてタイヤにセンサーを取付けることなく実車走行で
乾燥路と湿潤路の差を検出した．さらにタイヤ試験機で異常タイヤ（ブロック欠け）を検出した．（2）：タイヤと路
面間の接触状態を無給電のセンサーで捉える手法に関する研究を実施．タイヤ内側に圧電素子マーカーを取付けるこ
とで接触状態を反映した準静電界を無給電，ワイヤレスで検出できる方法を得た．

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

　サメの電界検出器官であるロレンチニ瓶をモデルとして，その構成材料がもつ周波数に応じたエネルギー損失に着
目．通信時の SN比改善への応用可能性を見出した．

千葉実験所
1.	 車両空間の最適利用に関する研究

教授 須田 義大

2.	 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

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

4.	 ビークルにおけるマルチボディ・ダイナミクスに関する研究

教授 須田 義大

5.	 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田 義大

6.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田 義大
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7.	 エコライド評価試験
教授 須田 義大

8.	 新たな鉄道技術の開発と推進及び鉄道と自動車交通のインタラクティブなシステムに関する研
究

教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

9.	 ロボットビークルに関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

10.	 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田 義大

11.	 無補強組積造壁を含むRC造架構の耐震性能評価に関する実験的研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）晋 沂雄

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

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

　我が国では 1981年以前の旧基準で設計された層崩壊型の建物を中心に地震被害が生じたこれまでの経験から，各
層の鉛直支持部材の耐震性能に着目した耐震診断手法，被災度判定手法が整備されてきた．しかし，東海，東南海，
南海地震などの来たるべき大地震では，現行基準で設計された全体崩壊型の建物も被災し，地震後に多くの部材が損
傷し建物の機能が失われることが予想される．ところが，新基準で設計された全体崩壊型の建物は現行の耐震診断で
評価対象とされることは殆どなく，被災建築物の被災度を評価する具体的な基準も定められていない．そこで本研究
では，現行基準で設計された全体崩壊型の架構に生じる地震損傷の進展に応じて各部材が架構の崩壊メカニズム形成
に与える影響を考慮した構造性能の定量的評価手法を，RC造 1層架構試験体の静的載荷実験および当該試験体の解
析的研究により提示してきた．今年度は本評価手法の多層架構への適用性の検証のため，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階建て試験体を製作・静的加力実験を行い，解析結果と比
較・検証した．

13.	 応用要素法（AEM）を用いた無補強組積造壁を有するRC造建物の耐震性能評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）李 煥九

　応用要素法（AEM）は崩壊に至るまでの破壊現象が，要素間の軸ばねおよびせん断ばねで構成される簡単なばね
モデルで解析できる構造解析手法である．本研究では，この AEMを用いて，無補強組積造（URM）壁の面外転倒を
考慮した RC造建物の耐震性能評価を解析的に検討することを主目的としている．今年度は，URM壁を含む RC造
架構の検討を行うための前段階として，RC部材単体を対象に，AEM解析による荷重－変形関係の推定を試みると
ともに，ばね数や要素分割数が解析精度に及ぼす影響について検討を行った．

14.	 繰り返し載荷下におけるせん断破壊を受けた脆性柱の残存軸耐力の評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）松川 和人，助教 （中埜研）崔 琥，大学院学生 （中埜研）楊 勇

　新耐震基準が適用される前に建設された RC造建物は，柱の両側に腰壁・垂れ壁が存在する事例が多く，これらに
より短柱化され，地震時にせん断破壊されるケースが多発している．このようなせん断破壊が生じやすい短柱に対し，
建物の軸崩壊を防ぐためにせん断破壊後の残存軸耐力を合理的に評価することが極めて重要である．そこで本研究で
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は，脆性柱のせん断破壊後の残存軸耐力の評価手法の提案を目的に，今年度は脆性柱のせん断破壊後の残存軸耐力の
評価式（理論式）を提案した．また，まず鉄筋のみの試験体を製作し，静的載荷実験を行い，鉄筋が負担する残存軸
耐力分を実験的に評価するとともに，理論値と比較・検討し，理論式の妥当性を検証した．

15.	 縮小率が RC部材のひび割れ発現に及ぼす影響に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）沙拉依丁 沙吾提

　RC造建物を模擬した実験では，実験施設の制約上，縮小試験体の使用を余儀なくされることが多いが，ひび割れ
本数や幅などのひび割れ発生メカニズムの再現は極めて難しい．ひび割れ本数は縮小試験体の方が一般に少なく，そ
れによって最大ひび割れ幅は実大より一本のひび割れに集中しやすくなる傾向があるため，残存耐震性能評価のよう
に最大ひび割れ幅などを基に議論される場合は，実大のひび割れ幅に置き換える際には縮小率の影響を考慮する必要
がある．そこで本研究では，縮小率によるひび割れ発生メカニズムを明らかにすることを目的に，今年度は，提案さ
れたひび割れ本数の各評価式を分析し，ひび割れ本数に影響を与える因子を特定するとともに，縮小率や特定した因
子をパラメータとした静的載荷実験を計画し，その設計を行った．

16.	 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
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）宋 在璟

　現行の地震被災度区分判定指針では，主要構造部（柱，梁および耐震壁）の損傷のみで被災建物の被災程度を判定
するため，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．そこで本研
究では，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，その損傷度の
評価手法を提案することを目的に，今年度は，非構造壁の有無やその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傷程度を実験的に明らかにした．

17.	 RC 造架構に内蔵された無補強組積造壁の面外転倒メカニズムに関する実験的研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）Devjyoti Paul， 

外国人研究生 （中埜研）Iskren Mihaylov

　近年極めて甚大な建物被害を伴う地震災害が世界各地で発生している．これらの地震災害では，無補強組積造壁の
面外方向への転倒破壊が特徴として挙げられる．このような壁体の転倒破壊とこれによる耐力低下を示す被害実態を
反映した耐震性能評価手法および有効な補強手法の開発には，面外加力を含む動的載荷実験による基礎データの取得
が必要不可欠である．そこで本研究では，架構全体の耐震性能の把握のための面内方向への静的実験と，面外転倒メ
カニズムの評価ための振動台実験をそれぞれ計画する．本年度は，来年度実施予定の静的実験および振動台実験のた
めの，縮小試験体の設計や，縮小コンクリートブロックの製作を行った．

18.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜 良昭

　千葉実験所の地震応答実験棟および構造物動的破壊実験棟に設置されている静的破壊実験装置および二次元振動台
を用いて構造物の地震時における挙動を把握するための各種耐震実験を行う．また，弱小モデルによる地震応答観測
も行う．

19.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭

　千葉実験所内の大型耐震機構実験施設で行う大型実験，ならびに弱小モデルなどを用いた地震応答観測における計
測の打合せ，データ処理解析，および大型耐震実験に伴う準備や小規模予備実験（材料性能確認試験など）を実施す
る．

20.	 弱小モデルによる地震応答解析
教授 中埜 良昭

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

21.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆
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22.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）Eduardo Dupin

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

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

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

24.	 能動型マイクロ波センサーによる海面観測システムの開発
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，日本学術振興会特別研究員 （林研）吉田 毅郎

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

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

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

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

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

27.	 三陸海岸へ導入可能な波力及び潮流発電システムの研究開発
教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹，名誉教授 木下 健，特任研究員 （林研）小林 豪毅， 

特任研究員 （林研）永田 隆一，特任研究員 （林研）広部 智之

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

28.	 次世代油圧式潮流発電技術研究開発
教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）広部 智之

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

29.	 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
教授 藤井 輝夫，客員教授 許 正憲，特任講師 西田 周平，特任助教 （藤井研）木下 晴之， 

准教授 （高知大）岡村 慶，准教授 （九州大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋

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

30.	 誘電体電極を用いた電気分解による水質管理
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　電気分解は，水中の栄養物質の分解や，酸素供給等に有効であると考えられている．通常用いる電極は，金属製で
あるが，長期的な使用においては必ず消耗する．消耗しにくい材料は，白金など，高価なものが多い．そこで，本研
究では，金属を絶縁物で囲い，周期電圧を与えることによって電流を発生させる技術を開発した．

31.	 炭封入型電極を用いた電気分解による水質管理
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　電気分解は，水中の栄養物質の分解や，酸素供給等に有効であると考えられている．通常用いる電極は，金属製で
あるが，長期的な使用においては必ず消耗する．消耗しにくい材料は，白金など，高価なものが多い．そこで，本研
究では，炭をイオンのみ交換されるフィルター内に封入し，電気分解を行う技術を開発した．

32.	 電気分解を用いた漁網への生物付着防止
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　漁網には多くの生物が付着するため，流体抵抗の増加による破網が発生する．長期間生物付着を防止する防藻剤は，
高価であり，周辺の生物への影響も懸念される．また，最終的には，人手でフジツボ，カキなどを落とす必要がある．
本研究では，漁網の繊維に金属繊維を組み込み，電気分解によって微量の次亜塩素酸を発生させ，生物付着を防止す
る技術を開発した．

33.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻 俊宏

　AUV（自律型海中ロボット）をはじめとする各種海中プラットフォームの連携により，船舶をベースとするこれま
での観測手法では難しかった広範囲・高精度・長期間の海中海底観測を可能とするシステムの研究開発を実施してい
る．具体的には，AUVと海底ステーションの連携による長期観測手法，複数 AUVの相互ランドマーク測位による
広域観測手法に取り組んでいる．

34.	 海洋知覚システム
特任准教授 ソーントン ブレア

　海底環境を「知覚」する現場計測技術の基礎計測原理，実海域への展開のための技術開発を通し，新しい現場計測
への発展を目指した研究を行っている．当研究室では，以下の研究の取り込んでいる：・レーザアブレーションによ
るプラズマを用いた，固体及び液体の元素成分のリアルタイムその場分析・現場型ガンマ線センサによる海底土連続
的放射線量分布計測・高高度からの高感度計測による広域 3D画像マッピングと自動クラシフィケーション・非線形
超音波と 3D画像マッピングを統合したマンガンクラストの厚さと分布を連続的に計測する定量的な調査システム．

35.	 圧電素子による鉄道レールのアクティブ制振に関する研究
准教授 中野 公彦

36.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
特任准教授 望月 和博

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

38.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
教授 池内 克史，教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 中野 公彦
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39.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

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

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

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

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

特任教授 堤 敦司

42.	 乾燥用エアサイクルシステムの開発，空気軸受圧縮膨張機性能評価試験
特任教授 堤 敦司

43.	 電子ビーム溶解によるシリコンの精製
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，大学院学生 （前田研）小橋 啓史

　電子ビーム溶解によりシリコン中の不純物ホウ素を揮発除去する方法を探索した．溶融中のシリコンに反応性ガス
を導入してホウ素濃度の変化を調査するとともに，ガス供給時間や電子ビーム出力の影響を確認した．

44.	 特殊電子ビーム溶解装置によるシリコンの精製
教授 前田 正史

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

46.	 バイオマス資源化のための物質変換技術の開発
教授 迫田 章義

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

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

48.	 国産杉材を使った間伐材活用実験装置
教授 野城 智也

49.	 地震による構造物の破壊機構解析（共同研究）
教授 古関 潤一
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50.	 プレローディド・プレストレスト補強土壁工法の実物大模型実験
教授 古関 潤一

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

51.	 地震動と地盤ひずみの観測
教授 目黒 公郎

　西千葉の実験所の同じ場所に設置した地震計と地盤ひずみ計から観測されたデータを分析することで，地震動と地
盤のひずみの関係を分析している．

52.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

　西千葉の実験所に設置した超高密度 3次元アレイ地震計測システムで観測された地震動記録を用いて，地震動特性
の空間分布に関する研究を行っている．

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

大学院学生 （川口研）本田 幾久世，学部学生 （東大）張 含露

　テンセグリティ構造はプレストレスのバランスにより成り立っている特殊構造物であり，プレストレス状態は気温
の変化などにも影響を受ける．本年は建築構造骨組みとしてのテンセグリティタワーモデルの解析と実験を行った．

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

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

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

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

56.	 ひび割れ自己治癒コンクリートの開発
教授 岸 利治，特任准教授 安 台浩，住友大阪セメント（株）小出 貴夫

　コンクリートにセメント系材料に代表される粉体系材料を予め混和しておくことで能動的なひび割れ自己治癒機能
を持たせることを目指し，研究を継続している．一連の研究における第三世代の技術として，一般的な水セメント比
配合において，水和反応がほぼ収束した長期材齢でも，ひび割れ発生後，早期にひび割れが自己治癒する膨張材－膨
潤材－化学添加剤混合系の自己治癒材料を開発した．また，自己治癒組成物にバインダ材料を加えて造粒することに
より，コンクリート製造時における自己治癒組成物と練混ぜ水の接触機会を抑制し，施工時のフレッシュ性状の低下
を抑制しつつ，ひび割れ自己治癒効果を長期にわたって温存する第四世代の技術を確立した．

57.	 ひび割れ自己治癒技術を応用したコンクリート補修技術の開発
教授 岸 利治，特任准教授 安 台浩，住友大阪セメント（株）小出 貴夫

　無機系補修材の耐久性と有機系補修材のひび割れ追従性を兼ね備えた新たなコンクリートのひび割れ補修技術とし
て，ひび割れ自己治癒材料を補修材として応用する研究を進めており，橋梁床版張り出し部に発生したひび割れから
の漏水に対する補修の試験施工を実施した．その結果，一般的な補修材で補修を行ったひび割れでは一部で漏水が再
開したのに対して，ひび割れ自己治癒技術を応用した補修工法を適用した場合には，ある程度の漏水抑制効果が持続
的に得られていることを確認した．
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58.	 自然エネルギー利用マルチソース・マルチユースヒートポンプシステムの開発
教授 大岡 龍三

　気象環境や地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを利用し，熱融通と蓄熱を組み合わせて，暖房，冷房，給
湯，冷凍など多彩な熱利用を高効率に実現する分散型ヒートポンプ熱利用ネットワークシステムを開発し，建物にお
ける温室効果ガス排出量の大幅な削減を行う．具体的には，高密度地中熱交換コイルユニットを作製・埋設し，暖冷
房・給湯設備を導入した実大実験を行っている．今年度は戸建住宅におけるMMHPシステム導入の結果を，空気熱
源を用いた従来システムと比較することで明らかにした．

59.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

60.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

61.	 エコサイトハウスの構造挙動・性状
教授 腰原 幹雄

62.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 川口 健一，教授 今井 公太郎

63.	 プレキャスト・ポストテンション・コンクリートシェルシステム
教授 川口 健一，教授 今井 公太郎

エネルギー工学連携研究センター
1.	 マイクロ 2相流の基礎研究

教授 鹿園 直毅

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

2.	 次世代熱機関用要素技術の研究
教授 鹿園 直毅

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

3.	 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の実験および数値シミュレーション
教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇，特任講師 原 祥太郎

　SOFCの実用化のためにはコストや耐久性に課題を克服する必要があり，そのためにはシステムとそれを構成する
セルや電極の階層的な設計技術を高度化する必要がある．本研究では，SOFCの高信頼性，高効率化に向けて，実験
及び数値計算手法を開発し，発電システムから電極レベルに至る広い時空間スケールの現象を予測，制御するための
研究を行っている．特に，電極微細構造が発電性能に与える影響に注目し，微細構造を制御した SOFCの性能を実験
により計測するとともに，収束イオンビーム走査型電子顕微鏡（FIB-SEM）を用いた 3次元電極微細構造の直接計測，
ミクロな実構造における拡散と電気化学反応を連成させた格子ボルツマン法による数値シミュレーションを行ってい
る．
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4.	 IGCCシステム制御におけるオンライン・リアルタイムガス分析の実用化
特任教授 金子 祥三

　IGCCは時定数の大きいガス化炉やガス精製装置と，時定数がはるかに小さいガスタービンを組み合わせるため，
全体の連携運転が非常に難しい．滑らかな連携運転を行うためには，この両者の共通運転パラメーターである生成ガ
ス発熱量やガス組成の計測を瞬時にリアルタイムで計測することが非常に重要である．しかしこれまではガスクロマ
トグラフィーを用いているため断続的な計測しかできず，しかも計測結果が出るのに数十分を要するため，ガスター
ビンへの発熱量のリアルタイム入力が不可能であった．この改善のためラマン散乱光を用いたレーザー分析装置の開
発実用化を目指している．これによりサンプリングに依らず，主流の生成ガス配管から直接にリアルタイムでガス性
状および発熱量の瞬時計測が計測可能となり，高度な連携運転が可能となることが期待される．

5.	 IGCCシステムにおける空気分離装置ASUの性能向上とコストダウン
特任教授 金子 祥三

　IGCCシステムは現在の石炭使用の火力発電では最も高い発電効率が得られるシステムである．しかし発電プラン
トとして重要なのは送電端効率であり，所内動力が小さいことが望まれる．しかし，現状では空気分離装置 ASUが
膨大な動力を消費しており，酸素吹きガス化炉 IGCCで 12%，空気吹きガス化炉 IGCCでも 6%くらいの所内動力を
消費している（%は相対値）．もし ASUの性能を向上させ，所内動力を 30%削減できれば，送電端効率を 1%（絶対値）
向上でき，これはガスタービン入口温度を 100℃上昇したのと同等であり，画期的な効率向上が実現できる．

6.	 自己熱再生を用いた高効率褐炭乾燥システムの実用化
特任教授 金子 祥三

　褐炭は世界の石炭資源の約 30%を占め，オーストラリア，ドイツ，ポーランドなどに膨大な資源量があるが，水
分が 50%程度と多く，この乾燥のため大きなエネルギー損失を伴う．もし褐炭の含有水分を効率的に乾燥除去でき
れば，熱損失を大幅に減少できる．効率的乾燥で含有水分を半分に削減できれば，プラント効率を 3%（絶対値）以
上向上でき，燃料消費量の削減と共に発生 CO2量を大幅に削減できる．そこで自己熱再生を用いた高効率乾燥装置
の研究開発に取り組んでいる．オーストラリア褐炭については既に基礎試験を終了し，現在はポーランド褐炭の基礎
試験を実施中である．

7.	 IGFCシステムにおける最適ヒート・マスバランス
特任教授 金子 祥三

　石炭ガス化燃料電池複合発電システム IGFCはトリプル複合発電とも呼ばれ，高温型燃料電池 SOFCとガスタービ
ンと蒸気タービンの 3要素を組み合わせた高効率発電システムで，究極の火力発電システムと言われている．高温型
燃料電池 SOFCの運転温度をいくらにするのか（通常 800~1000℃），ガスタービン入口温度をいくらにするのか（通
常 1200~1600℃），またどのように組み合わせれば信頼性を確保しつつ高効率が実現できるのか，この最適組み合わ
せについての研究を行っている．

8.	 IGFCシステムに利用可能な耐熱金属材料の探索
特任教授 金子 祥三

　IGFCシステムの最高温部に使用される SOFCは 800~1000℃の領域で使用される．SOFCの発電装置そのものはセ
ラミック製であるが，周辺構造部材には金属材料が多用される．近部分には従来の鉄系材料では使用困難であり，Ni
ベースの材料となる．そこで許容応力が高く，なおかつ靱性や疲労にも強い Ni基合金の探索を行っている．

9.	 固体酸化物形燃料電池スタックの劣化機構解明と長期耐久性予測
特任教授 横川 晴美

　産官学連携して SOFCスタックの劣化挙動の解明と耐久性の迅速評価に関する研究を行う．

10.	 燃料電池 /電解の熱力学的考察
特任教授 横川 晴美

　固体酸化物形燃料電池と電流を逆向きにして稼働させる電解過程について，主に劣化などに至る物質挙動について
熱力学的に考察する．他の電気化学的デバイスの機能界面の安定性などの考察も行う．

11.	 熱力学データベースの拡張と応用技術の発展
特任教授 横川 晴美

　熱力学データベースの利用において重要なポイントなる格納化合物の熱力学データの拡張に必要な検討を行うとと
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もに，利用に当たっての関連ソフトの充実に努める．

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

特任教授 堤 敦司

13.	 乾燥用エアサイクルシステムの開発，空気軸受圧縮膨張機性能評価試験
特任教授 堤 敦司

14.	 エネルギーと物質の併算（コプロダクション）システム
特任教授 堤 敦司

15.	 バイオマスガス化水素製造プロセスの開発
特任教授 堤 敦司

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

　状態変化により流体の室を熱的に再生し循環する省エネルギープロセス開発．

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

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

18.	 新規二次電池・燃料電池の開発
特任教授 堤 敦司

　エネルギースパークリングを可能とする水素貯蔵型燃料電池（FCB）を開発．

19.	 エネルギー戦略
特任教授 荻本 和彦

　真の持続性とそこに向けた段階的移行の接続性，不確実性に対する頑健性を備え，環境問題を解決しエネルギーの
安定供給を図るべく，2100年，2050年，2030年までのエネルギー技術戦略を研究してきた．2005年の超長期エネル
ギービジョンをベースとして，再生可能エネルギー，需要技術，需要の能動化，電力システム需給バランスを中心に
検討を行い，2008年の Cool Earthエネルギー技術革新計画，毎年改訂するエネルギー技術戦略マップなどに反映した．
今後，地球環境問題に対する国際的な議論の進展と並行して，技術，制度，ライフスタイルなどを組み合わせた移行
可能性を検討し，これに必要な要素を摘出する．

20.	 長期物質・エネルギー需給解析・評価
特任教授 荻本 和彦

　物質とエネルギーと統合して取り扱い，真の持続的社会経済の実現に不可欠な生産・利用・再生の新しい技術を，
設備の新設・廃止を含めて段階的に実現してゆくための解析・評価ツールを開発し，これを用いて地域，国，世界の
エネルギーシステムのあり方を考える．これまで， エネルギーモデルと電力需給モデルを連動した 2030年～2050年
を射程にいれたモデル解析を実施し，電気自動車の導入などに代表されるエネルギー需要の構造変化と，電力需給調
整の条件のももとでの再生可能エネルギー発電や電力貯蔵技術の導入についてモデルの開発，シナリオ解析・評価を
進めている．今後，生産，利用，再生に係る技術開発，インフラ改編など長期を要する諸要素を組み合わせて，ロバ
ストな物質・エネルギーの需給構造，移行可能性の探索を行う．

21.	 動的エネルギー需給解析・評価
特任教授 荻本 和彦

　電力需給における変動性の再生可能エネルギーや調整機能の小さな原子力，石炭ガス化などの増加と，需要側の貯
湯槽や蓄電池などといったエネルギーを貯蔵できる設備の導入普及など，長期のエネルギー需給に大きな影響を与え
る技術を含めた動的なエネルギー需給計画の解析・評価を行う技術を開発し，それらを用いたエネルギーシステムの
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評価を行う．再生可能エネルギー発電の変動，ベース電源の安定運用，火力・水力などの調整電源の運用の減少によ
り引き起こされる需給調整力の拡大は将来の電力系統の需要課題の一つである．この対応として，再生可能エネルギー
発電予測，従来型電源の設備，運用の改善，バッテリーなどを含む需要の能動などが有望である．これらの機能を強
化した動的エネルギー需給解析モデルを開発し，2030年に至る電力需給シナリオの解析・評価を開始した．今後，様々
なシナリオについての解析・評価を行い，望ましい電力需給の姿を追求する．

22.	 エネルギーマネジメント（HEMS，BEMS）と再生可能エネルギー
特任教授 荻本 和彦

　今後導入が期待される再生可能エネルギーは出力が変動するという特性を持ち，大量導入の課題となる．再生可能
エネルギーは，需要近くに設置されることが多く，需要，分散電源，分散エネルギー貯蔵などを制御することでこの
出力変動問題を効果的に解決することが期待される．2009年より，ならし効果を含めた広域の再生可能エネルギー
発電予測，直接信号，間接信号によるエネルギーシステム全体の集中エネルギーマネジメントと建物などの HEMS/
BEMSの協調による需要の能動化を核とする系統の需給調整能力の飛躍的向上を可能とする集中 /分散のエネルギー
マネジメント協調の体系の基本的検討を実施した．今後，生活の質を保ち，再生可能エネルギーの導入を可能とする
エネルギーの自律的需給を目指し，需要側のエネルギー技術の最適構成，HEMS， BEMSによる最適制御，集中 /分
散エネルギーマネジメントの協調制御・運用の研究を行う．

23.	 設備管理
特任教授 荻本 和彦

　社会経済活動を支えるインフラ設備は，そのライフサイクルの中で適切な管理と保全を必要とする．この管理と保
全は個別の設備に特有な技術に加え，設備とその運用状態に関するデータに基づく人間の判断と組織的な働きかけで
行われる．比較的大規模な設備により焦点があてられてきた設備管理も，今後はエネルギー分野の分散型の PVシス
テムなどの小規模システム，設備管理のみではなく運用管理との融合が必要となる．これまで，研究会活動によりア
セットマネジメントを中心にした調査を実施し，その結果を EAM（Enterprise Asset Management）の解説本にまとめ出
版し，PVシステムの遠隔故障管理システムの技術開発に着手した．今後は，研究会において集中 /分散の両タイプ
の設備管理の調査を継続するとともに，分散型の太陽光発電システムなどいくつかの分野に焦点をあててその設備管
理についての調査を勧め，さらなる研究テーマの発掘につなぐ．

24.	 消費者が必要とするエネルギー効用（冷暖房，給湯，照明，動力）に関する研究
准教授 岩船 由美子

　エネルギーの充足水準というのは，存在するものか．効用（生活の質）を落とすことなく，消費者の要求に答えつ
つ，エネルギー消費を抑制していくことはどこまで可能なのか．また，どこまでの効用劣化が受け入れられるのか．
エネルギー消費のレベルと効用の関係について研究を行う．

25.	 都市エネルギーシステムの統合的評価
准教授 岩船 由美子

　民生部門，交通部門のエネルギーシステムを対象に，気象条件や産業構造の影響も考慮に入れた総合的な評価を行
い，人が住みやすい街づくりと環境負荷が小さい街づくりは共存するのかについて検討を行う．地域，ビル，住宅レ
ベルのエネルギー管理システムの活用，熱電併給型の都市エネルギーシステムなど自立分散情報技術を取り入れた新
しいエネルギー管理システムの活用の可能性について検討する．

26.	 アジアのエネルギー消費量の将来動向に関する研究
准教授 岩船 由美子

　アジア農村部では，調理に家畜糞や農業廃棄物を直接燃焼するバイオマス燃料を使用している世帯が多く，使い勝
手が悪いばかりでなく健康被害などの問題も指摘されている．生活水準の上昇に伴い，農村部でも今後 LPGへの移
行が進むことが一般的と考えられるが，その場合大幅な化石燃料の消費拡大が懸念される．調理用燃料はバイオマス
燃料のガス化の実現可能性と効果について検討を行う．

27.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
特任准教授 望月 和博

28.	 バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発
特任准教授 望月 和博
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29.	 固体焼結挙動のメゾスケールモデリング
特任講師 原 祥太郎

30.	 加速化分子動力学法を用いた固体欠陥挙動の解明
特任講師 原 祥太郎

31.	 分子動力学法を用いたイオン拡散挙動の解明
特任講師 原 祥太郎

海中工学国際研究センター
1.	 水中動物の音響手法による観察・モニタリング手法の開発

教授 浅田 昭，助教 （浅田研）望月 将志，特任助教 （浅田研）前田 文孝，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　光に反応して逃げてしまう水中動物に対し，または，濁水中，暗視下の水中動物に対し，音響手法による効果的な
観察・モニタリング手法の開発を行っている．

2.	 音響手法による水中植物の植生計量手法の開発
教授 浅田 昭，助教 （浅田研）望月 将志，特任助教 （浅田研）前田 文孝，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　水中植物はその水域の緩急指標ともナル重要な植物であり，その植生の増減をモニターすることは水環境の変化を
とらえる上で極めて重要である．高周波ソーナーを基とする計測システムを構築し，水中植物のイメージング，植生
ボリュームの計量手法の開発を行っている．

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

　魚体の雌雄判別手法の確立は，水産業，特に養殖産業において，養殖魚を管理育成していく上で重要な情報を提供
すると共に，養殖業に対して新たな付加価値を与えることとなる．超音波計測技術を基に，魚体に影響を及ぼすこと
なく，高い確度で雌雄の判別を可能にする手法開発を目指している．

4.	 測量機器ジオスワスプラスワンコンパクトを用いた藻場等調査技術に関する研究
教授 浅田 昭，大学院学生 （浅田研）小作 順一朗，静岡県，（株）ウィンディネットワーク

　ジオスワスプラスワンコンパクトは浅海洋の海底地形調査システムとして世界中で利用されている．地形計測と海
底音響映像の双方を同時に取得できる優れた計測システムである．この優れた機能を最大限に活かして，地形，底質
の調査だけでなく，藻場の植生ボリュームを広域にわたり効率よく計量する手法の開発を行っている．

5.	 港湾航路浚渫域における海底砂泥中の有害危険物音響映像検知システム開発
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）前田 文孝，コスモ海洋（株）

　港湾の浚渫作業時の安全を確保するために，音響手法により，海底砂泥中に埋没する危険物を効率よく探知し，視
覚化する探査システムの開発を行う．

6.	 複数ロボット部隊編成と同時展開手法の研究
教授 浅田 昭，准教授 巻 俊宏，特任准教授 ソーントン ブレア，特任研究員 （浅田研）杉松 治美， 

特任研究員 （浅田研）Adrian Bodenmann，特任研究員 （浅田研）永橋 賢司，特任研究員 （浅田研）西田 裕也

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

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

　絶滅の危機に瀕しているアジア域の淡水棲イルカ類について，最先端の音響技術および通信技術を導入して，各地
に最適な長期リアルタイム音響観測システムを 構築・展開し，各ステーション間をネットワーク化して情報を共有し，
イルカの音響特性や水中行動を理解することで未知の生態を解明，保護に益する国際共同研究を進めている．
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8.	 能動型マイクロ波センサーによる海面観測システムの開発
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，日本学術振興会特別研究員 （林研）吉田 毅郎

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

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

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

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

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

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

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

12.	 リアルタイム海氷観測システムの研究開発
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）永田 隆一

　マイクロ波パスルドップラーレーダを用いた海氷観測システムの開発を行っている．マイクロ波の海氷からの後方
散乱と開水面等からの後方散乱の特性を利用して，高感度の海氷観測を可能にするデータ処理アルゴリズムを開発す
る．

13.	 ドップラーシフトの位相特性を利用した船舶レーダの海面ノイズ除去に関する研究
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，日本学術振興会特別研究員  （林研）吉田 毅郎

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

14.	 衛星からの海面高度計測における波浪の影響評価
教授 林 昌奎，JAXA 植松 明久，日本学術振興会特別研究員  （林研）吉田 毅郎

　Xバンド干渉型合成開口レーダ（SAR）型海面高度計において波浪が海面高度の計測誤差に及ぼす影響の評価を行っ
ている．JAXAスーパーコンピュータシステムを用いた様々な波浪条件における受信信号のシミュレーションを行い，
波浪が計測誤差へ及ぼす影響を評価する．

15.	 高強度低比重耐圧容器に関する研究
特任教授 高川 真一

　球殻と円筒殻それぞれの長所を活かした高強度で低比重の耐圧容器を開発するため，そのあるべき形状を FEMに
よって導き出す．
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16.	 キャンバー軸可撓翼の研究
特任教授 高川 真一

　対称翼を滑らかに曲げるには軸に複数の関節を設け，この関節を同時に曲げる必要があり，従来は関節の数分のア
クチュエーターが必要であったが，新たに考案したクロスリンク法により，1基のアクチュエーターで多数の関節を
一度に曲げることができる機構が誕生した．この方式の効率化とその活用について研究を進めている．

17.	 誘電体電極を用いた電気分解による水質管理
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　電気分解は，水中の栄養物質の分解や，酸素供給等に有効であると考えられている．通常用いる電極は，金属製で
あるが，長期的な使用においては必ず消耗する．消耗しにくい材料は，白金など，高価なものが多い．そこで，本研
究では，金属を絶縁物で囲い，周期電圧を与えることによって電流を発生させる技術を開発した．

18.	 炭封入型電極を用いた電気分解による水質管理
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　電気分解は，水中の栄養物質の分解や，酸素供給等に有効であると考えられている．通常用いる電極は，金属製で
あるが，長期的な使用においては必ず消耗する．消耗しにくい材料は，白金など，高価なものが多い．そこで，本研
究では，炭をイオンのみ交換されるフィルター内に封入し，電気分解を行う技術を開発した．

19.	 エビ養殖池の物質循環の数値解析
准教授 北澤 大輔

　集約的なエビ養殖池では，水質管理のために撹拌パドルを使用している．しかし，撹拌パドルの稼働には多くのエ
ネルギーを必要とし，生産高の 3～5割を占めるとも言われている．そこで，上層と下層から水を吸い込み，中層で
混ぜて吐出する密度流拡散装置を用いた水質管理を試みる．撹拌パドルおよび密度流拡散装置の効果を組み込んだ数
値シミュレーションを実施し，性能を比較した．

20.	 電気分解を用いた漁網への生物付着防止
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　漁網には多くの生物が付着するため，流体抵抗の増加による破網が発生する．長期間生物付着を防止する防藻剤は，
高価であり，周辺の生物への影響も懸念される．また，最終的には，人手でフジツボ，カキなどを落とす必要がある．
本研究では，漁網の繊維に金属繊維を組み込み，電気分解によって微量の次亜塩素酸を発生させ，生物付着を防止す
る技術を開発した．

21.	 琵琶湖における物質輸送に関する研究
准教授 北澤 大輔，教授 （滋賀県立大）伴 修平，教授 （立命館大）熊谷 道夫， 

准教授 （お茶の水女子大）長谷川 直子

　琵琶湖では，栄養塩濃度が低い沖合においても，一次生産が比較的高い．これは，沿岸域で河川，水底から栄養塩
が供給され，沖合に輸送されているためと考えられる．そこで，流れ場・生態系結合数地モデルを用いて，数値シミュ
レーションを実施し，栄養塩類の輸送機構を明らかにした．

22.	 定置漁業における箱網内映像伝送に関する研究
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一，特任教授 （東大）新谷 洋一

　定置漁業において，箱網内の魚を収穫する場合，陸上においては，箱網内の魚の種類，量が不明である．これらが
事前に分かれば，操業を行うかどうかの判断や，積んでいく氷の量の決定を行うことができ，省エネにつながる．そ
こで，箱網内の映像を円周魚眼で撮影し，陸上に伝送するシステムの開発を行った．

23.	 OETR（海洋エネルギー東北再生）に関する連携研究
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明，名誉教授 木下 健，講師 太田 浩史

　本研究では，沿岸都市再生に「海洋空間と海洋自然エネルギーをいかに利用するか」という視点によって，低炭素
型都市・地域のあり方を分野融合的に示し，震災復興で関心の高まっている海洋エネルギー実証実験フィールドの実
現に資することを目的とする．そこで，参加する研究者が持つ学識を融合し，海洋エネルギーに注目した沿岸都市再
生のデザイン提示した．
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24.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻 俊宏

　AUV（自律型海中ロボット）をはじめとする各種海中プラットフォームの連携により，船舶をベースとするこれま
での観測手法では難しかった広範囲・高精度・長期間の海中海底観測を可能とするシステムの研究開発を実施してい
る．具体的には，AUVと海底ステーションの連携による長期観測手法，複数 AUVの相互ランドマーク測位による
広域観測手法に取り組んでいる．

25.	 海洋知覚システム
特任准教授 ソーントン ブレア

　海底環境を「知覚」する現場計測技術の基礎計測原理，実海域への展開のための技術開発を通し，新しい現場計測
への発展を目指した研究を行っている．当研究室では，以下の研究の取り込んでいる：・レーザアブレーションによ
るプラズマを用いた，固体及び液体の元素成分のリアルタイムその場分析・現場型ガンマ線センサによる海底土連続
的放射線量分布計測・高高度からの高感度計測による広域 3D画像マッピングと自動クラシフィケーション・非線形
超音波と 3D画像マッピングを統合したマンガンクラストの厚さと分布を連続的に計測する定量的な調査システム．

26.	 海底面の複数元素のその場成分分析技術
特任准教授 ソーントン ブレア

　深海底で，レーザを使って液体や，堆積物にプラズマを起こし，その光を分析することで，含まれる成分をその場
で調べる計測方法を研究している．3000mの深さで使える，現場型装置，I-SEA（In-situ Seafloor Element Analyser），
及び 2世代目の ChemiCam装置を開発し，実海域運用を通して，資源調査，環境汚染調査への応用を目指した研究
を進めている．

27.	 マンガンクラストの定量的調査技術
特任准教授 ソーントン ブレア

　マンガンクラストは海水を通じて成長する化学堆積岩であり，基盤が安定して堆積物がすくない海山や平頂海山な
どの環境では，厚さが 1~20cmの層として基盤を被覆している．本研究では文部科学省の海洋資源の利用促進に向け
た基盤ツール開発プログラムの支援を受け，マンガンクラストの正確な厚さと分布を計測する非線形超音波及び 3次
元画像マッピングによって，効率的にマンガンクラストのボリュームを計測するシステムの研究開発を実施している．

28.	 高高度からの 3次元画像マッピング技術
特任准教授 ソーントン ブレア

　海底の画像観測は，通常だと 2~3mの低高度からマッピングを行う必要があるため，調査できる海底の面積が制限
される．そこで本研究では，より広域な画像マッピングを実現するため，6~10mの高高度から 3次元カラー画像を
取得する高感度のマッピング装置を研究開発している．

29.	 海底面の連続的放射線量計測技術
特任准教授 ソーントン ブレア

　福島第一原子力発電所の事故は，発電所外に大量の放射性物質をまき散らした．海底では放射線の減衰が激しいた
め，計測するには海底面に接触する必要があるため，放射性物質がどのように分布しているのかを調べるのが困難に
なる．広範囲に渡って，正確な分布情報を取得するため，本研究では船から曳航ができる放射線計測装置「RESQ 
hose」を開発し，これを使って海底面の放射性物質を連続的に計測する調査を実施している．また，小型な RESQ 
hose miniを用いて川，沼の調査を実施している．現在では，RESQ hoseで計測したアノマリーをより詳細に調査す
る海中ロボットを開発し，調査を実施している．これまで総距離 1200kmを超える広範囲の連続的な放射性セシウム
の分布を調査した．

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

教授 須田 義大

2.	 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大
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3.	 ITS（高度道路交通システム）における自動車の運動制御に関する研究
教授 須田 義大

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

5.	 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田 義大

6.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田 義大

7.	 エコライド評価試験
教授 須田 義大

8.	 新たな鉄道技術の開発と推進及び鉄道と自動車交通のインタラクティブなシステムに関する研
究

教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

9.	 ロボットビークルに関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

10.	 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田 義大

11.	 公共交通情報連携方策の評価と実配備に関する研究
教授 須田 義大，准教授 吉田 秀範，助教 （須田研）平沢 隆之

　鉄道，バスの動的情報を一元的に収集してスマートフォン，デジタルサイネージにより利用者に提供するシステム
を構築，運用することにより，利用者の交通行動の変化や道路交通への影響のほか，地域の交通・商業等の事業者に
与える効果の評価を行う研究を行っている．

12.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
教授 池内 克史，教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 中野 公彦

13.	 有形文化財の高精度デジタル化と解析
教授 池内 克史

14.	 複合現実感技術による遺跡の復元
教授 池内 克史

15.	 物理ベースビジョン（見えのモデル化と解析）
教授 池内 克史

16.	 人間行動観察学習ロボットによる「技」の習得
教授 池内 克史
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17.	 国際的に信頼されるCO2 排出量の効果評価方法の確立
教授 桑原 雅夫

　本研究は，独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から研究費を受けたもので，各種政策に
よるエネルギー節約量と CO2低減効果を適切に評価できるツールとして，国際的に合意できるツール開発を行うこ
とを目的としている．運輸部門のエネルギー・環境対策として，ITS施策の導入による自動車からの CO2の低減が，
気候変動枠組条約で取り決められた温室効果ガス排出量の削減目標値達成の重要なパートとして期待されている．こ
のため，どのような施策が，どのような交通状況で，どの程度有効であるかを事前に評価することのできる国際的に
信頼されるツールが必要とされている．施策導入による自動車からの CO2排出量の低減効果を精度良く評価するた
めには，交通状況を正しく推定するための交通流シミュレーション，ある交通状況下での CO2排出量を推定するた
めの CO2排出量シミュレーション，及びそれらのシミュレーションのためのデータベース等の技術がキーとなる．
これらの技術はこれまでも個別に研究が行われていたが，これらの組み合わせや改良により，エネルギー消費量，
CO2排出量を適切に評価するツールとその検証方法を国際的な連携を取りながら開発した．

18.	 多様なデータ融合による交通モニタリングと予測
教授 桑原 雅夫

　本研究は，多様ではあるが散在する各種の交通センシングを融合させて，交通状態のモニタリングや予測手法を提
案するものである．特に，従来から使われてきた車両感知器データ，信号現示データに，最近注目されているプロー
ブ車両データを融合させて，道路区間を走行するすべての車両軌跡を推定する手法の開発を行っている．本手法は，
Kinematic Wave理論に基づき，計算手法としては Variational Theoryを活用している．これまでの理論では，区間の途
中からの車両出入りを考慮できなかったが，それを効率的に考慮して計算する手法の提案を行った． 東京都内の一
般街路である駒沢通り，および東北自動車道の白石 IC－本宮 ICの実フィールドデータを用いて，走行車両の軌跡の
推計を行ったところ，推計軌跡は実測のプローブ車両の軌跡と良い一致を見せるとともに，都市間高速道の自然渋滞
状況を精度良く再現できることを確認した．また，インフラセンサーの整備されていない我が国地方都市や，アジア
諸都市への適用を考慮して，移動体から発信されるプローブ情報のみを用いて，交通状態をセンシングする手法の開
発にも取り組みつつある．さらに，本手法は，理論的に近未来の交通状況の予測も可能であり，交通制御への活用が
可能なので，信号制御の見直しへの活用に向けた取り組みも開始している．

19.	 災害時のモビリティ支援
教授 桑原 雅夫

　我が国は，今般の東日本大震災や集中豪雨，豪雪など，甚大な自然災害を経験しており，地域防災力の向上に努め
ていく必要がある．特に東日本大震災のような大規模災害においては，防災に加えて，被害を最小限にくい止める減
災対策の重要性が強く認識された．東日本大震災の検証では，「様々な行政組織からの情報が錯綜し住民は混乱した．」
「津波規模やその方向がわからず，安全な避難場所が不明であった．」「交差点や踏切などのボトルネックから渋滞が
発生し避難が遅れた．」「避難時に変化する交通状況を把握出来なかった．」等が明らかになっている．従って，減災
のための道路インフラ整備や避難所配置などの検討，及び災害後の住民避難を支援する迅速な情報提供が重要な課題
となっている．以上を踏まえ，将来の大規模災害の減災に資するため，①道路インフラ整備・管理計画（道路配置，
容量など）を支援するシステム，②災害後の住民の避難に有用な災害・交通状況のモニタリングシステムと交通状況
を予測するシミュレーションの開発を行っている．

20.	 緊急支援物資のロジスティクスに関する研究
教授 桑原 雅夫

　本研究は，東日本大震災後の緊急支援物資について，どんな物資が，いつ，どのくらいの量，どこから，どこへ供
給されたのかについて，定量的な記録を残すとともに，それを解析することにより今後予想される大災害時の物資供
給体制整備への提言を行うものである．岩手県，宮城県，石巻市，仙台市などの地方自治体の災害対策本部の協力を
得ながら，震災直後の物資の搬入・搬出の生データを収集し，それらをデジタル化して物資輸送の記録を電子データ
として整備した．それらを解析し，単位量の物資輸送に必要な人員，車両台数，集積所スペースなど必要な資本量を
明らかにしている．また，岩手県と宮城県では緊急支援物資のロジスティクス体制に大きな違いがあったこと，物資
の品目によって供給時期にかなりの差が認められること，物資の要請，搬入，搬出に関する情報の伝達がきわめて重
要なことを定量的に明らかにした．これらの成果は，東北運輸局，関東運輸局などにおいて，今後の災害時のロジス
ティクス体制構築の資料として活用されている．

21.	 付加車線による高速道路単路部車線利用偏り是正技術
教授 大口 敬

　日本の高速道路では，勾配が下り方向から上り方向に変化するサグ部やトンネル入口といった分合流と関係の無い
単路部が交通容量上のボトルネックとなって交通渋滞が多発している．こうした単路部ボトルネックが発現するメカ
ニズムには様々な要因があるが，その一つとして複数の車線が有効に使われず，最も内側車線に利用が偏ることが知
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られている．この車線利用率の偏りの是正技術の一つとして，ボトルネック上流で付加車線区間を設置する方法があ
り，理論考察と実証分析により，車線付加時には内側に車線を設置し車線減少時には外側を絞り込む「内側付加外側
絞込み」が合理的であることを示した．本手法は中央自動車道上り小仏トンネル付近上流区間に実験導入後，2012
年 3月より本格運用を開始した．

22.	 単路部ボトルネック現象と追従挙動分析
教授 大口 敬

　日本の高速道路で最大の渋滞要因の単路部ボトルネック発生メカニズムについて，特に運転挙動の観点から多角的
に取り組んでいる．東名高速道路下り大和バス停付近サグのボトルネック付近に設置されたビデオカメラ 11台の連
続撮影映像を用いて車線利用率の偏りを時空間的把握し，車線利用率の時空間変動モデルを構築した．また渋滞のきっ
かけとなる速度低下を起こす車群中の前方車を追従する運転挙動について，通常の運転者のみならず自動追従機能
（ACC: Adaptive Cruise Control）による走行特性も計測し，その特性を表現できるモデルの構築とパラメータ推定を試
みている．

23.	 平面交差部における交通信号制御に関する研究
教授 大口 敬

　交通安全上も円滑上も最も重要な平面交差点における交通信号制御について，多角的な研究を推進している．損失
時間の実証評価手法の開発，現示方式の違いによる得失の評価，プローブによる方向別交通量と方向別遅れの推定手
法の開発，エコドライブによる青信号発進時のゆっくり加速が交差点交通容量とエネルギー消費量に与える影響評価
などに取り組んでいる．さらに複数の信号交差点における相互の青時間開始タイミング（オフセット）を決めるにあ
たって，赤信号に引っかからずに走行させるグリーンウェーブ走行を想定した交通流速度を可変に制御する手法を前
提とした場合に，遅れおよびエネルギー最小化の観点から全く新しい最適化問題が導かれる可能性を示唆し，そのケー
ススタディに取り組んだ．

24.	 ネットワーク交通シミュレーション技術の高度化
教授 大口 敬

　東大生研の交通工学分野の研究室では，ネットワーク交通シミュレーションの開発，周辺技術検討，さらに高度化
に継続的に取り組んでいる．近年では，交差点周辺を対象とした詳細な検討可能な小規模ネットワーク，都市レベル
の大規模ネットワーク，さらには日本全国レベルまで様々な空間範囲やシミュレーション記述の粒度の異なるシミュ
レーションをシームレスに接続し，各種ニーズに対応できるハイブリッドシミュレーション技術開発に取り組んでい
る．また，リアルタイムに現地センサやプローブから入出できるデータと連動して時々刻々と変化する交通をリアル
タイムに推定するナウキャストシミュレーション技術にも，理論，実証，さらに実装に関わる研究に取り組んでいる．

25.	 EV 充電行動を考慮したネットワーク交通シミュレーションモデルの検討
教授 大口 敬

　一日の中で充電を必要とする可能性のある航続距離の短い EVが多く普及するには，充電行動特性を考慮した充電
施設の位置や充電機器数の計画が必要であり，また充電行動により交通流も変化する可能性がある．動的な交通渋滞
の延伸・解消を再現するネットワーク交通シミュレーションでは，これまで時間帯別の発生集中交通（ODトリップ）
を入力としてモデル化してきたが，EVによる充電行動を記述しその影響を考慮するためには，一台の EVが一日に
行った複数の ODトリップを同じ EVの行動（トリップチェイン）を把握する必要がある．本研究では，時間帯別
OD交通量データからトリップチェインを推定する手法を提案し，その妥当性を東京都市圏の実データにより検討し
た．

26.	 街路交通ネットワークのグリッドロック現象の分析
教授 大口 敬

　ボトルネックを先頭とする渋滞車列の延伸がループ状ネットワークを遡り，この車列の末尾が最初のボトルネック
にまで延伸して，このループ部の交通流の流動性を低下させるグリッドロック現象について，グリッドロック現象が
発生する条件，過渡的な渋滞列形成と延伸過程の発生条件整理と延伸速度の規定要因と計算手法の開発などに取り組
み，その検知方法，制御方法について検討を進めている．

27.	 交通性能照査型道路計画設計
教授 大口 敬

　日本の道路の計画・設計は，道路構造令により仕様が一律に規定され，法的な手続きを踏めば与えられた仕様によ
り自動的に幾何形状や運用方法が規定されてしまう．しかしその道路上で実現する交通運用実態は計画・設計通りと
は限らない．本研究では，道路の計画・設計段階で，目標とする交通性能を設定し，この性能を実現するかどうかを
逐次照査しながら計画・設計を進める手法を提案している．さらに，これを実務で適用するためのマニュアル作成に
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向けて，交通工学研究会における学会活動の一環として取り組んでいる．

28.	 都市部街路における横断歩行者の安全と円滑確保手法の研究
教授 大口 敬，大学院学生 （大口研）竹平 誠治

　都市部街路を横断する歩行者に対し，横断歩道における歩行者横断信号を設置しても，必ずしも歩行者はこれを利
用するとは限らない．横断歩道が設置されないところを乱横断することも多い．これは横断歩道外横断による安全リ
スクと時間短縮効果の歩行者の認知に左右されると考えられる．こうした行動解釈のための理論モデル構築と実証，
また連たんする信号機の赤信号表示タイミングを活用した横断歩道外における横断実現可能な時間帯の発生メカニズ
ムとその安全性評価などに取り組んでいる．

29.	 国際連携による ITS 施策効果評価手法の適用展開
教授 大口 敬

　さまざまな ITS施策が，とくにエネルギー削減に寄与する効果を国際的に合意する枠組み作りに貢献する国際共同
レポートを 2013年に発刊したことを受けて，こうした効果評価手法を実際の ITS施策導入に適用し，客観評価の事
例づくりを通して，こうした手法の有用性，合理性を施策立案者に理解してもらう啓発活動の一環として，国際的な
適用展開に取り組んでいる．

30.	 Strategies	for	Rapid	Congestion	Recovery	using	Ramp	Metering
客員教授 チュン エドワード，Smart Transport Research Centre，QUT　Rui JIANG

　Congestion is one of the biggest problems for urban motorway mobility． In Australia， urban motorways carry most of the 
freight traffic， and commuting traffic in peak hours． Ramp metering， which is designed to determine a metering rate for each 
controlled on-ramp according to traffic conditions， is one proven motorway control tool with worldwide use． Traditionally， 
ramp metering is designed to prevent congestion and maintain free flow on motorways and， based on field implementation， has 
been demonstrated to successfully delay the onset of congestion． However， field limitations – such as limited ramp storage and 
maximum ramp waiting time， and the expansion of peak hours with high traffic demand – means motorway congestion still oc-
curs． In other words， traditional ramp metering strategies will only delay or reduce motorway congestion， but not eliminate 
it． Consequently， this research investigates and identifies an innovative use of motorway management strategies for maintain-
ing high infrastructure efficiency and achieving rapid during congestion and recovery periods．

31.	 Harmonisation	of	eco-driving	and	intersection	signals	for	environmental-friendliness
客員教授 チュン エドワード，Smart Transport Research Centre，QUT　Gongbin QIAN

　Eco-driving is an innovation which steers drivers to operate vehicles towards better fuel-economy with less emissions and one 
of its key approaches is gentle acceleration． At urban signalised intersections， however， lower accelerations will have great im-
pact on capacity of intersections because the stopped and queued vehicles will drive away stop lines with a relatively low speed． 
It may raise the conflict between mobility and sustainability． Therefore， there must be a clear-cut understanding of how eco-
driving performs at signalised intersections． This research examines and analyses eco-driving performances at signalised inter-
sections based on the microscopic simulation model which is capable of emulating driving behaviors and estimating fuel con-
sumption and emissions． This research aims to ascertain the tradeoff between mobility and sustainability when utilising eco-
driving and to harmonise the conflict wherever possible．

32.	 Second	Stop	Line	for	Better	Traffic	Management	in	Australia
客員教授 チュン エドワード，Smart Transport Research Centre，QUT　Shuai YANG

　The concentration of population in urban areas has resulted in the same traffic congestion that all major cities around the world 
today． Although start-up lost time when the first four queuing vehicles discharge after green light onset is a well know phenom-
enon， there is no answer on how to reduce above lost time for better traffic flow． The objective of this research is to develop a 
measure， adding a Second Stop Line （SSL） behind the existing stop line at a signalised intersection to achieve saturation flow 
quicker． The purpose here is to examine the SSL approach from following perspectives． Firstly， field data will be collected at 
some signalised intersections; secondly， above data will be used to model discharge patterns to test the SSL approach and third-
ly， discharge pattern model will be used to demonstrate the benefit of traffic reaching saturation flow at a faster rate．

33.	 Development	of	a	Realistic	Car	Following	Model	for	Microscopic	Traffic	Simulation
客員教授 チュン エドワード，Smart Transport Research Centre，QUT　Kaveh BEVRANI

　Microscopic simulation models are increasingly important to the analysis of variety of complex and dynamic traffic prob-
lems． Car Following models have a critical role in each microscopic simulation model． However， current microscopic models 
are unable to mimic the unsafe behavior of drivers because most of the models are based on a presumption about safe behavior of 
drivers． This research critically examines current microscopic models to see how these models perform in safety studies． This 
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research will develop a more realistic microscopic traffic simulation model that is suitable for traffic safety studies．

34.	 Managed	Motorways
客員教授 チュン エドワード，Smart Transport Research Centre，QUT　Brian Lee

　This research will investigate ways to increase the efficiency and capacity of motorways． The main focuses of this research 
are the development of ramp metering algorithm with a system wide coordination system， the enhancement of variable speed 
limit algorithm to achieve more reliable queue estimation and the investigation of strategies for better management of queue spill-
back problems at the off ramp interchanges．

35.	 Real	Time	and	Predictive	Traveller	Information
客員教授 チュン エドワード，Smart Transport Research Centre，QUT　Ashish Bhaskar

　This research will use the Brisbane integrated traffic database to develop predictive algorithms to provide real time and predic-
tive travel time across the Brisbane network． A pilot internet portal， a multi-modal trip planner and a prototype mobile phone 
application with accurate predictive travel times will also be developed in this project．

36.	 自動車産業新規参入にかかわる経営人材育成の研究
客員教授 田中 敏久

　新規に自動車産業参入を考えている中小企業経営者の人材育成について，参入ステップを通しての課題分析と対応
策．

37.	 ITS サービスのビジネスモデルの研究
客員教授 田中 敏久

　地域情報の地産地消に向けての収集システム，電気自動車の急速充電器を活用した新サービス等広告配信，店舗情
報，イベント情報など ITSサービスを通しての ITSビジネスの研究．

38.	 地域の ITS 導入に関する研究
客員教授 田中 敏久

　ITSの地域展開は，自動車メーカーの所在地は活発化しているが，その他の地域では不活発である．その要因の分
析と対応．

39.	 次世代自動車産業集積化の研究
客員教授 田中 敏久

　次世代自動車による技術動向の変革に対し，現在の自動車産業集積地域の地方公共団体，企業の対応，非集積地域
の新規集積化への対応．「ONLY ONE企業」「ぴかりと光る企業」の調査を中心に，10年先に生き残る企業の調査を
行う．

40.	 超小型モビリティの技術動向と地域産業・社会の活性化の研究
客員教授 田中 敏久

　国土交通省の超小型モビリティの認定制度制定により，企業での開発，地域・自治体での実証実験の実施により，
高齢者の移動支援，中心市街地の活性化，地域自動車産業の集積化など新しい社会・産業の創造が期待される．その
動向について現地調査，企業調査を行う．

41.	 室内音響に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教（坂本研）横山 栄，博士研究員（坂本研）李 孝珍，博士研究員（坂本研）中島 章博

　ホール・劇場や各種空間の室内音響に関する研究を継続的に行っている．今年度は，音楽練習室の音響設計法に関
する実験的研究，会議室や医療施設等，プライバシー確保が必要な空間に対するサウンドマスキングシステムの有効
性に関する実験的研究を行った．

42.	 建物壁体の遮音構造の性能予測および開発に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教 （坂本研）横山 栄，大学院学生 （坂本研）林 碩彦，大学院学生 （坂本研）趙 静

　室内の静穏を保つために，ファサードを含めた外壁の遮音性能を十分に保つことが必要である．そのための遮音に
関する研究を行っている．今年度は，二重壁の遮音性能向上に関する検討として，動吸振器を用いた遮音性能の改善
に関する理論的検討および実験的研究を行った．
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43.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教 （坂本研）横山 栄，博士研究員 （坂本研）中島 章博， 

大学院学生 （坂本研）青木 優馬，大学院学生 （坂本研）田中 直樹

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は， FDTD法における指向性音源条件に関する検討を行った．また，室内に
おける会話のし易さに着目した研究の基礎的検討として，実測した頭部伝達関数と室内外音響伝搬特性の波動数値解
析結果を有機的に合成する手法の開発および妥当性に関する基礎的検討を行った．

44.	 音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教（坂本研）横山 栄，博士研究員（坂本研）李 孝珍， 

博士研究員（坂本研）中島 章博，大学院学生（坂本研）山田 朋枝

　室内音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3次元音場シミュレーションシステムの開
発および応用に関して研究を行っている．今年度は音楽練習室における演奏評価に関する研究，スピーチプライバシ
システムの適用性検討，各種空間の静けさ間に関する評価実験を行った．

45.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教（坂本研）横山 栄，大学院学生（坂本研）林 碩彦， 

大学院学生（坂本研）趙 静，研究実習生（ 坂本研）高梨 敏和

　室内外の音響伝搬特性，室間遮音特性を精度よく計測する手法について継続的に研究を行っている．今年度は，イ
ンパルス応答を計測するための Swept sine method（Time Stretched Pulse Method: TSP 法）の屋外長距離音響伝搬測定に
対する応用，各種壁面境界条件としての音響インピーダンス測定方法に関する研究を行った．

46.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教 （坂本研）横山 栄，研究実習生 （坂本研）高梨 敏和

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，わが国における標準的な道路騒音予測計算法の改良を行い，日本音響学会における活動に全面的に協力した．
屋外騒音伝搬に関する研究として，指向性音源から発せられる騒音の長距離伝搬に関するフィールド実験を行った．
また，風力発電施設から発せられる騒音の影響に関する心理評価実験を行った．

47.	 長崎 EV&ITS プロジェクト
准教授 鈴木 高宏

　長崎県では，世界遺産登録を目指す五島列島をフィールドとして，電機自動車（EV）と ITSを活用した環境に優
しい未来型観光システムの構築を目的とした長崎 EV&ITSプロジェクト（長崎エビッツ）が進められている．平成
22年度から長崎県庁に赴任し，現場においてプロジェクトの推進を指導し，国際的に通用する地域発の ITS標準モ
デルの構築を目指している．

48.	 圧電素子による鉄道レールのアクティブ制振に関する研究
准教授 中野 公彦

49.	 プローブデータ等を活用した地域交通課題の解明・解決方策に関する研究
准教授 吉田 秀範

　ITSスポットとカーナビゲーションシステムの通信により得られる位置，速度等のプローブデータをはじめとする
各種の情報を活用し，地域の渋滞，安全等の交通課題を解明し，その解決策の検討，評価を行う研究を行っている．

50.	 複合現実感モビリティシステム
准教授 大石 岳史，助教 （池内研）影澤 政隆，教授 池内 克史，特任研究員 （池内研）佐藤 啓宏， 

特任助教 （池内研）岡本 泰英

　我々のグループでは，車両を利用した複数ユーザが同時体験可能な複合現実感（MR）システムを開発している．
近年，文化財のモデル化，表示，解析などを目的とした e-Heritage分野の研究が盛んに行われている．その中でも
MR技術は，失われた文化財を仮想的に復元展示する手法として注目されつつある．この復元展示で対象となる遺跡
は屋外であることが多く，光源環境の変化などから様々な技術的課題が残されている．またこれまでのMRシステ
ムは個人で利用するものが主であり，さらに広範囲を移動できないといった問題があった．そこで我々は，車両を利
用して遺跡内を移動しながら複数ユーザが同時に体験可能な復元展示MRシステムを開発している．



247

2．研究部・センターの各研究室における研究

マイクロナノメカトロニクス国際研究センター
1.	 マイクロアクチュエータの応用

教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，助教 （JAXA宇宙航空研究開発機構）三田 信， 
教授 （東京工芸大）曽根 順治，University of Twente エディン・サラジュリック， 

外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール

　VLSI製造用の種々の微細加工技術によって可能となった，微細な電極パターンや高品質の絶縁薄膜を利用して，
静電力や電磁力などで駆動する超小型アクチュエータを開発し，種々の応用デバイスを試作している．マイクロ光ス
キャナ，磁気ディスク，データ記録装置のヘッドスキュー補正用マイクロアクチュエータ，マイクロ機構によるデジ
タル信号アナログ変位変換デバイスなどを対象に研究を進めている．

2.	 マイクロマシニング技術のバイオ工学への応用
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，助教 （京都大）横川 隆司， 

特任研究員 （藤田（博）研）久米村 百子，特任研究員 （藤田（博）研）メフメット・チャータイ・タルハン， 
特任研究員 （年吉研）ニコラ・ラファイエット，特任教授 コラールドミニク， 

外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール，大学院学生 （藤田（博）研）イスラム・オラゾフ， 
大学院学生 （藤田（博）研）江 柏村，大学院学生 （藤田（博）研）李 智守， 

主席研究員 （NeuroInDx， Inc．）スタニスラフ・カールステン

　MEMS技術で作成したセンサやマイクロ流体システム中に生体物質を融合し，生体分子および細胞の検出や評価
を行っている．シリコンナノピンセット，振動型バイオセンサ，生体分子モータを再構成したバイオチップなどを研
究した．

3.	 大面積MEMS技術と整合する黒板型ディスプレイ
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋

　本表示デバイスは，駆動電極付きスラブ光導波路，スペーサ，柔軟な導電性磁気フィルムを積層した構造であり，
新たな駆動方式（手動プルイン）で人手による書込みを実現し，永久磁石でフィルムを引き付けて部分的に消去可能，
駆動電圧の除去で全面消去可能である．簡単な構造のため，将来は印刷技術などを援用した大面積MEMS技術で安
価に製作できると期待される．

4.	 ラボ・イン・TEM・システム

教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，助教 （東京工業大）石田 忠， 
助教 （JAXA）三田 信，特任研究員 （藤田（博）研）佐藤 隆昭， 

外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール，大学院学生 （藤田（博）研）岡田 利裕， 
准教授 （トゥウェンテ大）エディン・サラジュリック，大学院学生 （藤田（博）研）ゴッドフロア・ヴァレ

　マイクロマシニング技術を用いて，対向するナノ深針とそれを動かすマイクロアクチュエータを一体で製作した．
断面の寸法が数十ナノメートルのナノ深針を安定して製作できるようになった．このマイクロデバイスを，電子位相
検出方式の超高分解能透過電子顕微鏡（TEM）の試料室に入れ，対向探針の接触・融合・接合引き延ばしなどを直
視観察する．対向針を接触させ融着した後，伸張してナノブリッジを形成し，その破断までを TEMで可視化観察した．
更にナノトライボロジーの解明に向けて，ナノブリッジにせん断力を加えて，破壊に至る形状変化と応力の関係を調
べた．更にナノ接合を通じた熱伝導特性も測定した．

5.	 リソグラフィー用ナノプローブとそのトライボロジー特性の研究
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，東芝（株）李 永芳，東芝（株）冨澤 泰

　10nm級のプローブリソグラフィの実現を目指し，耐摩耗プローブ開発した．また，導電性を確保しつつ摺動時の
摩擦を減らす材料の選択を検討した．

6.	 3 次元回路集積化技術
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，NHK放送技術研究所 後藤 正英

　高速フレームレートの高解像度撮像素子を実現するための 3次元集積回路製造技術をシリコンマイクロマシニング
技術を用いて実現する．

7.	 神経細胞の培養と評価用CMOS-MEMS
教授 藤田 博之，准教授 河野 崇，准教授 ティクシエ三田 アニエス，特任講師 松永 行子

　神経細胞の情報処理機構を解明するため，神経細胞の高効率かつ高精細の時空間的操作を可能とするバイオエレク
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トロニクス・プラットフォームを構築する．

8.	 MEMS	Tweezer を用いた細胞構造に関する研究
教授 藤田 博之，教授 藤井 輝夫，特任教授 コラール ドミニク， 

外国人客員研究員 （藤井（博）研）エルベ・ギユ，特任研究員 （藤田（博）研）久米村 百子， 
外国人客員研究員 （藤田（博）研）ロラン・ジャラベール， 

東京大学特別研究員 （藤田（博）研）ベルトランダヴィッド・セガール

　MEMS Tweezerを用いて細胞に直接アクセスして，その構造あるいは細胞内の構造要素の役割を明らかにするため，
マイクロ流路を通じて細胞に刺激を与えることができる新しい計測系の構築を進め，更に，骨格筋繊維の動作測定へ
の応用を検討している．

9.	 MEMSデバイスのナノトライボロジー
教授 藤田 博之，東芝（株） 冨澤 泰，東芝（株） 李 永芳，大学院学生 （藤田（博）研）赤尾 拓朗

　MEMSデバイスは寸法の微小化につれて表面現象である摩擦や磨耗の問題が重要になる．特に鋭い針先で対象表
面の形状を測定したり，加工したりするプローブデバイスについて，トライボロジーの観点から基礎的検討を行って
いる．更に，有望と思われる Ruとその酸化物について，ナノ接点の摩擦特性と導電特性を TEM内で測定した．

10.	 ツリガネムシを利用した水中マイクロアクチュエータ
教授 藤田 博之，助教 （豊橋技術科学大）永井 萌土

　ツリガネムシの持つ運動機構である，大きな収縮運動をする柄や，頭部にある繊毛などをMEMS用のマイクロア
クチュエータとして利用する研究を行っている．マイクロ流路 内でのツリガネムシの培養，柄と繊毛の運動特性の
測定，MEMS構造との集積化方法などについて新たな知見を得た．

11.	 細胞の外部刺激への応答計測センサ
教授 藤田 博之，博士研究員 （カリフォルニア工科大）Jung-Wook Park

　外部刺激に対する細胞の応答を，1細胞から少数細胞レベルでリアルタイム計測するための化学センサをMEMS
技術を応用して開発する．グルコース刺激に対する膵臓β細胞 の応答測定を念頭に置き，カルシウムイオン濃度を
測る ISFET（イオン反応性電界効果トランジスタ），インシュリンの直接検出を目的とするマイクロ振動子センサと
SAW（表面弾性波）センサの三種類を研究 している．

12.	 エネルギーハーベスト用MEMSデバイス
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，民間等共同研究員（ 藤田（博）研）三屋 裕幸， 

大学院学生 （藤田（博）研）山田 駿介

　MEMS微細加工や高機能エレクトレットを利用した次世代エネルギーハーベスト（環境発電）用デバイスを研究
している．

13.	 半導体微細加工による並列協調型マイクロ運動システム
教授 藤田 博之，助手 （藤田（博）研）安宅 学

　半導体マイクロマシーニング技術の利点の一つである，「微細な運動機構を多数同時に作れる」という特徴を生か
して，多数のマイクロアクチュエータが協調してある役割を果たす，並列協調型マイクロ運動システムを提案した．
アレイ状に並べた多数のアクチュエータでシリコン基板の小片を運ぶことができる．制御回路とアクチュエータを含
むモジュールを平面的に並べ，物体の形状による分別を行う機構の設計と制御法と制御アルゴリズムを開発した．流
体マイクロアクチュエータのアレイと光センサアレイを積層する方法を考案し，搬送動作を確認した．現在，2次元
の並進搬送と回転が可能なアクチュエータアレイに光センサアレイと FPGAコントローラを集積したシステムに関
する研究を行っている．またアレイをフレキシブル基板上に実現することも試みている．

14.	 マルチプローブアレイデバイスの実用化を目指したプローブ先端ナノトライボロジの研究
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，東芝（株）冨澤 泰

　導電性シリコン製ナノプローブ先端の摺動接点におけるトライボロジーを研究対象として，電気的接触抵抗，摩擦
力，プローブ先端の摩耗現象を実験的に明らかにするとともに，これらの現象に関して機械工学，材料工学，電気工
学，および，応用物理工学等の学術的観点から理論的な考察を深めることでマルチプローブアレイデバイスの実現に
向けた設計指針を提示した．
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2．研究部・センターの各研究室における研究

15.	 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究
教授 藤井 輝夫，特任教授 （藤井研）木下 晴之，再雇用教職員（藤井研） 瀬川 茂樹

　マイクロファブリケーションによって製作した微小や容器や流路内を化学反応や分析に利用すると，試薬量や廃棄
物の量が低減できるだけでなく，従来の方法に比べて高速かつ高分解能の処理が可能となる．本研究では，そうした
処理を実現する反応分析用マイクロ流体デバイスの製作方法の基礎研究を行うと同時に，微小空間に特有の物理化学
現象について基礎的な検討を行っている．

16.	 多能性幹細胞の時空間プログラミング
教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，講師 （東海大）木村 啓志，特任研究員 （藤井研）金田 祥平， 

特任研究員 （藤井研）何 小明，大学院学生 （藤井研）川田 治良， 
室長 （国立成育医療研究センター）阿久津 英憲

　マイクロ流体デバイス技術を駆使して，細胞システムに対する空間的拘束や他の細胞との物理的な配置，溶液条件
とその時間的な変化など，多元的な要素を制御しうる新しい in vitro実験系を確立する．これにより，ES細胞及び
iPS細胞の分化過程における時空間的要因の影響を調べ，広く再生医療への貢献を目指す．

17.	 マイクロ流体デバイスを用いた希少細胞捕捉に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）金田 祥平，特任助教 （藤井研）金 秀炫，大学院学生 （藤井研）小林 麻里奈

　血中循環腫瘍細胞（CTC）に代表されるような希少細胞の捕捉，分離を行うことができるマイクロ流体デバイスの
実現を目指して，デバイスの構造や細胞捕捉原理に関わる検討を進めている．

18.	 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
教授 藤井 輝夫，客員教授 許 正憲，特任講師 西田 周平，特任助教 （藤井研）木下 晴之， 

准教授 （高知大）岡村 慶，准教授 （九州大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋

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

19.	 マイクロチャンバを用いた生化学反応及び一細胞解析に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）金 秀炫，特任助教 （藤井研）金田 祥平，大学院学生 （藤井研）小林 麻里奈

　直径数ミクロンから数十ミクロン程度のチャンバ構造の内部において，一分子レベルの DNAから蛋白質を合成す
る反応や，一細胞のみの機能解析を行う技術の開発を進めている．

20.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋（琢）研）龍 顯得， 

大学院学生 （髙橋（琢）研）石井 智章

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

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

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．
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22.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
教授 髙橋 琢二，技術専門職員 （髙橋（琢）研） 島田 祐二

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

23.	 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光

教授 髙橋 琢二，技術専門職員 （髙橋（琢）研） 島田 祐二

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

24.	 大面積MEMS技術によるテラヘルツ光フィルタ
教授 年吉 洋

　当研究所 LIMMSが主催する EU-FP7プログラム EUJO-LIMMSの一環として，フィンランド VTT技術研究セン
ターから研究員を受け入れ，半導体プロセスでは実現不可能なデバイスアレイ寸法のテラヘルツ光用のMEMSフィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．

25.	 ナノメカトロニクスによる論理素子
教授 年吉 洋，協力研究員 （年吉研）三田 信

　電子ビーム描画等のナノエレクトロニクス製作技術を用いて微小な機械振動子を製作し，その機械的動作によって
NAND，XOR等の論理素子を構成する．

26.	 InP ナノフォトニクス
教授 年吉 洋，協力研究員 （年吉研）肥後 昭男

　InP光導波路をマイクロ・ナノマシニング技術で加工して，面外方向に光を放出する光結合素子を製作する．

27.	 PZT－SOI 技術によるプログラマブルMEMS発振子
教授 年吉 洋，特任研究員 （年吉研）Nicolas Lafitte

　SOI基板上に堆積した PZT圧電薄膜によって駆動する共振子を多数並べた結合振動アレイを製作し，励振電圧の
印加する向きを変更することで共振モードを選択可能なクロック周波数発振子を実現する．

28.	 MEMS静電アクチュエータの時分割駆動・変位計測インターフェース回路に関する研究
教授 年吉 洋，特任研究員 （東大）丸山 智史

　静電駆動MEMSアクチュエータを電気的な 2端子素子として取り扱い，その入力ポートを駆動電圧と変位計測回
路の間で高速に切り替えることで，時分割方式で駆動・変位計測を可能とする専用の LSIを開発する．

29.	 集積回路の 3次元構造化とイメージセンサへの応用に関する研究
教授 年吉 洋，民間等共同研究員 （平本研）後藤 正英，教授 平本 俊郎，教授 藤田 博之，助手 （平本研）更屋 拓哉

　集積回路の高密度化と高機能化を両立する 3次元構造化のための製作技術を考案し，本技術を実際に用いて，基板
の深さ方向に信号伝達可能なMOSFETや，3次元構造の論理回路・発振回路を試作し，それらの動作を初めて実験
的に確認するとともに，画素並列信号処理イメージセンサなどの新規なデバイスの実現可能性を示した．

30.	 MEMS静電駆動アクチュエータのテラヘルツ光フィルタへの応用
教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）Zhengli HAN，教授 藤田 博之，教授 平川 一彦

　金属系表面マイクロマシニング技術により，Split-Ring Resonator（SRR）構造の中に静電駆動で制御可能なチューナ
ブル容量を集積化し，テラヘルツ光用の可変フィルタとして応用する手法を検討した．
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31.	 細胞の個別操作・融合・誘電体分光観察を可能とする TFT駆動型透明電極アレイ
教授 年吉 洋，准教授 ティクシエ三田 アニエス，特任講師 松永 行子，教授 藤田 博之， 

大学院学生 （年吉研）KOKATE Nishad Vasant

　液晶フラットパネル・画像ディスプレィの製造技術を用いた新規高機能μ TASを実現する．また，液晶ディスプレィ
用 TFT基板が有する電圧制御機能，電位検出機能，可視光領域における光学的透明性と，PDMSマイクロ流体チャ
ネルによる細胞操作性の組み合わせを研究の特色とし，これにより，（1）細胞輸送・選別（ソーティング）・細胞の
固定などの細胞操作と，（2）誘電体分光計測（高周波に対する細胞の電気的インピーダンス計測）による細胞のスク
リーニング，（3）蛍光マーカー不要の非侵襲光学観察，および，（4）電気穿孔法による細胞融合を実証する．

32.	 インタラクティブMEMS画像プロジェクション・ディスプレィ
教授 年吉 洋，教授 藤田 博之，大学院学生 （年吉研）全 晟豪

　MEMS光スキャナを用いて，レーザー描画画像ディスプレィとレーザーレンジファインダの両者の機能を有する
システムを構築し，スクリーンまでの距離に応じて出力する画像を実時間で制御できるユーザー・インタラクティブ
な画像ディスプレィを実現する．

33.	 ナノフォトニクスに関する研究
教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）伊藤 晃太

　エバネッセント熱輻射とは，熱輻射の波長以下のギャップを介して伝わる熱量がそのギャップ長の微小化にとも
なって増大する現象である．ギャップが十分に大きい遠方界においてはステファン・ボルツマンの式により記述可能
であるが，ギャップが微細化すると光子のトンネル現象により熱流が増大する．本研究では熱源間のギャップを数
μmに制御した測定系を構築してエバネッセント熱輻射のメカニズムを解明するとともに，熱ダイオードへの応用研
究を実施する．

34.	 RF－MEMSスイッチを用いたメタマテリアル型可変アンテナ
教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）羅 勇

　RF-MEMS素子を用いて電波放射パターンを制御可能なパッチアレイ型アンテナを構築し，10GHz帯の無線通信
機器に応用する．

35.	 イオンポリマー型マイクロアクチュエータ
教授 年吉 洋，准教授 ティクシエ三田 アニエス，大学院学生 （年吉研）劉 俊安

　イオンを含有するポリマーとのイオン交換プロセスにより，表面にプラチナ薄膜系の金属電極を形成し，そこに電
圧を印加してポリマー中のイオンを分極することで体積膨張・収縮を制御する新規なマイクロアクチュエータの製法
と構造設計に関する研究を実施している．またこの材料を用いて人工筋肉アクチュエータを形成し，生物の運動機構
を模倣した自立分散型の駆動システムに応用する．

36.	 異分野の融合による生体の設計・加工論の確立
准教授 竹内 昌治

37.	 MEMSを利用した細胞の 3次元組織構築
准教授 竹内 昌治

38.	 MEMSを用いたバイオチップに関する研究
准教授 竹内 昌治

39.	 人工細胞膜システムに関する研究
准教授 竹内 昌治

40.	 表面フォノンポラリトンによるマイクロ・ナノ構造物の熱伝導特性計測
准教授 金 範埈

　本研究の目的は，アモルファスシリコンナノチューブ（ナノ構造物）において表面フォノンポラリトン（フォノン
と電磁波とのカップリングによってできる表面に局在した縦波結合波）に起因した熱伝導への変換特性に関する新し
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い物理現象を初めて数値解析及び実験的に検証しようとすることである．マイクロ・ナノチューブ構造の寸法によっ
て，表面フォノンポラリトンが heat fluxにおける影響をモデリングで明らかにしてから，新に酸化シリコンマイクロ・
ナノチューブを製作し，非常に熱伝導率を増加させる条件等を発見する．本研究で目指す成果によって，ナノ構造物
での熱伝導率だけでなく熱的・電気的な物性を同時に求めることができ，ナノ構造の熱半導体の性能向上や将来ナノ
電子デバイスの発熱に関する解決策にもなれると期待できる．

41.	 自己組織化単分子膜を用いたナノトランスファ－技術と 3次元実装
准教授 金 範埈

　様々なマイクロセンサーの駆動・通信用電源に注目し，エネルギーハーベスティングMEMS素子（例え，ウェア
ラブル振動発電センサー）の開発や受動素子などの自己組織化集積基盤技術を創成し，真にポータブルな自立型計測・
モニタリングセンサーを実現しようとしている．具体的な研究ゴールとして，自己組織化単分子膜の吸着特異性とナ
ノレベル結晶格子の構造制御により，薄膜キャパシタ・圧電薄膜等の受動素子を高密度に製造・集積化し，省エネ・
スタンドアロン（自発電源，自立型）センサデバイス向けナノ実装技術としてのグリーンナノ基盤技術の確立を目標
とする．

42.	 自己組織化単分子膜を用いたマイクロ・ナノパターニングへの応用
准教授 金 範埈

　より安価でかつ大面積においてのマイクロ・ナノスケールでのパターニング技術の開発のために，機能性自己組織
化単分子膜（Self-assembled Monolayer: SAM） に着目し，容易にサブマイクロメータースケールのパターニングがで
きるボトムアップアプローチ的なソフトリソグラフィを開発した．その一つの例として，フレキシブルフォトマスク
を用いた 3次元マイクロパターンとモールド・キャスチング製作方法の開発より簡単で迅速にロールツーロールプロ
セス用の PDMSローラースタンプの製作を実現した．SAMをインクと使い，ロールツーロール式マイクロコンタク
トプリンティングに成功した．自己組織化単分子膜を用いて，新規ナノコンタクトプリンティング法を開発する．

43.	 生体分子と熱とのメカニズムを単分子レベルにて観察するナノデバイスの製作
准教授 金 範埈

　本研究の目的は，生体機能分子であるタンパク質を対象に単分子レベルでその温度条件による反応および分子間相
互作用を調べ，分子の構造や反応機構，ダイナミクスを明らかにすることを目指して，その新しい手法として単分子
の熱力学的反応計測用センサおよび温度可変ソースとしての “シリコン・金属ナノワイヤのヒーター”を製作，その
温度計測及び評価する研究である．一方，細胞培養用マイクロ流路内に集積したマイクロヒーターアレイデバイスを
用いて，単一細胞レベルでの局部熱刺激とその細胞内の熱ショックタンパク質の発現メカニズムをより明らかにした．
今後，ストレスによる細胞間コミュニケーションと生体細胞挙動分析への応用に用いると期待される．

44.	 ナノスケイル微細流路の制作及びDNA分子の特性研究への応用
准教授 金 範埈

　最近ナノメートルスケールの流路を用いた各種バイオ分子の物理的性質の計測及びその応用に関する研究が活発に
行われている．中でも生命現象の中心物質である DNA分子を，ナノ流路を通じてランダムコイル状ではなく線形に
伸ばされた状態で観察することが，シーケンス分析やゲノム研究におけるより迅速な情報取得のため，注目される手
法である．本研究ではバルクMEMS加工法を用いて新しい構造を有するナノ流路を容易に製作する方法を提案し，
異なる長さの DNA単分子を観察，その挙動特性を調べる．低コストで高スループットの使い捨てができる新しいナ
ノチャンネルの製作に成功し，ランダムコイル状態の DNA分子を伸長して挙動を観察，電気泳動や圧力勾配を利用
して長鎖 DNA分子の分離ができた．

45.	 ナノ粒子で繋がるバイオ物質の計測
准教授 金 範埈

　カップ型の構造で超分子化学におけるホスト分子として近年注目されているカリックスアレーンを銀ナノ粒子の表
面に修飾し，マイクロ流路デバイスとの融合によって，生体分子の相互作用，温度の変化による相互作用のメカニズ
ムなどの解明を行った．特にマイクロヒータアレイとマイクロ分析チャンバーデバイスを用いて，温度条件を変える
ことにより，その超分子カリックスアレーンの合成，コンフォメーション特性を調べることで，新たなバイオ分子を
対象としたセンサーデバイス開発に取り組むことができた．この研究関連で，2013－ 12年に他 5篇の国際学術原著
論文（Chem．Commun.， Molecules， J．of Chem.， etc．）を発表した．

46.	 CMOS-MEMS	Devices	for	Cells	Characterization	and	Manipulation
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，特任講師 松永 行子， 

准教授 （東大）三田 吉郎

　The purpose of this research is to develop systems with integrated micro-electronics for cells characterization and manipula-
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tion． Thanks to the on-chip integration of the electronics， higher sensitivity and precision are expected， compared to more stan-
dard systems． LSI （Large Scale Integration） Devices， with CMOS electronics， consist the base of the device． Post-process-
ing and micro-fluidics integration are developed to create a biological environment fully compatible for cells analyses． 
Electrical measurements （impedance spectroscopy） are then performed to characterize cells in size， number or conditions．

47.	 シリコン神経ネットワークの開発
准教授 河野 崇

　シリコン神経ネットワークは，神経ネットワークを神経細胞の粒度で電子回路により模倣するシステムである．本
研究室では，非線形数学を応用した設計手法を開発すると共に，脳神経系を模倣した新しい原理で動作する情報処理
システムへの応用をめざし，低消費電力なシリコン神経ネットワークの実現を目指している．

48.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任准教授 ロンドレーズ ヤニック，特別研究員 （藤井研）Anthony Genot， 

特任研究員 （藤井研）Alexandre Baccouche，大学院学生 （藤井研）Nathanael Aubert， 
大学院学生 （藤井研）Dinh Quang Huy，生研研究生 （藤井研）徐 若棋

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．

49.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏，外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire，特任研究員 （野村研）Alexandre Bazin， 

大学院学生 （野村研）鹿毛 雄太

　低品位な廃熱を電気エネルギーとしてリサイクルし，エネルギーハーベスティングにも応用可能な熱電変換素子へ
の期待は極めて大きい．しかし，現状では熱電変換効率数％と低く，更なる効率の向上が必須であり，材料の熱伝導
率制御が効率向上のカギを握る．本研究では，周期が数百ナノメートルのシリコンフォノニック結晶ナノ構造を用い
て，コヒーレントなフォノン伝導制御による熱伝導制御を目指し，理論・実験の両面から研究を進めている．今年度
は，エアブリッジ状のフォノニック結晶ナノ構造およびナノワイヤー構造を作製し，熱伝導率の測定に成功した．

50.	 GaAs オプトメカニクス系の物理
准教授 野村 政宏，教授 平川 一彦，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美

　半導体ナノ構造の高効率な振動光制御を目的として機械特性の良い GaAsを材料に選択し，フォトニック結晶ナノ
共振器で格段に増強された光とナノ構造機械振動間の結合制御を目指した研究を行っている．シミュレーションによ
る高効率オプトメカニクス系の探索を進めつつ，MBE法で作製した GaAs試料に電子線描画装置や反応性イオンエッ
チング装置を用いてナノ加工を行ってデバイスを作製し，1.55 um用の垂直入出力型エアスロットフォトニック結晶
ナノ共振器系を設計・作製し，光学評価を行っている．

51.	 半導体ナノ構造における熱伝導の物理
准教授 野村 政宏，教授 平川 一彦，教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏，准教授 （東大）塩見 淳一郎， 

特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire， 
特任研究員 （野村研）Alexandre Bazin，大学院学生 （野村研）鹿毛 雄太

　熱伝導を担うフォノンの平均自由行程よりもスケールの小さい半導体ナノ構造内では，バルク材料と熱伝導の物理
が大きく異なる．したがって，本知見は，半導体量子井戸や量子ドットレーザなど，ナノ構造を含む光電子デバイス
に重要な情報を与える．GaAs系材料を用いたヘテロ構造試料を作製し，面内および面直方向の熱伝導率を光学的に
測定し，理論解析と組み合わせることで，異種半導体接合界面によるフォノン散乱が熱伝導に及ぼす影響などに関す
る研究を進めている．また，非対称ナノ構造の導入による熱整流に関する研究も進めている．

52.	 ナノ構造化による高効率熱電変換デバイスの開発
准教授 野村 政宏，（フライブルク大）マイクロシステム材料研究グループ， 

外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire

　社会に広く普及する実用的な熱電変換デバイスの実現には，低環境負荷で高効率な熱電変換材料の開発が不可欠で
ある．本研究では，シリコンにナノ加工を行うことで，材料の電気伝導率を保ちつつ，熱伝導率を低減することで性
能を飛躍的に高めることを目指している．本研究は，フライブルク大学（ドイツ）と共同で研究を進めており，マイ
クロマシン技術に基づいたオンチップ熱電変換能測定技術を用いて，様々な材料や構造の熱電特性の測定を進めてい
る．
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53.	 Characterization	of	Si	Nanowire	strain	gages
特任教授 ボスブフ アラン

　The longitudinal piezoresistive coefficients of surface micromachined Si-p nanowires were measured as function of tempera-
ture by a four point die bending system integrated in a cryogenic probe station. Only a limited giant piezoresitivity effect was ob-
served when a dynamic stress is applied. Thermal conductivity measurements by the 3ω method showed a large size effect. Fi-
nally MEMS motion measurement by a nanowire strain gage with a resolution of 0.1 nm in the 0 - 320 nm range was 
demonstrated.  

54.	 Deep	HNA	etching	of	cavities	in	Silicon
特任教授 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-
sion limited process of HF species． Experimental conditions leading to an hemispherical cavity shape with a smooth surface are 
determined．

55.	 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

　本研究では，細胞周辺環境を制御した三次元組織構築法を確立することを目的とする．均一に制御されたマイクロ
ゲルと細胞を構成要素として三次元組織を再構成する．さらに，三次元組織中に物質を能動的に供給しうる生体組織
システムを構築し，細胞のリモデリングを促し再構成組織の機能創発を実現する．

56.	 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

　マイクロ流路デバイス中に，親疎水性，粘性等が異なる二成分の流体を導入し，流れ場で瞬時にゲル化を行うこと
によりナノからマイクロスケールレベルで階層的に変化した構造を有するハイドロゲルの形成手法を確立する．形成
メカニズムを解明し制御した階層性ハイドロゲルを作製することで，最終的には，マイクロ工学とバイオマテリアル
との融合を図り，組織医療のための細胞培養足場およびマイクロアクチュエータへの応用を目指す．

57.	 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

　血管新生研究のための任意のネットワーク形状を有する三次元微小血管システムを構築することである．三次元コ
ラーゲンゲルマイクロ流路デバイスを発展させ，血管新生研究に特化した①ネットワーク状の微小血管モデルの作製，
②安定化構造の構築を行う．最終的には，癌細胞との共培養および抗血管新生剤などによる③環境応答試験を行うこ
とで，作製した微小血管システムの血管新生研究利用への有効性を評価する．

58.	 マイクロ流路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

59.	 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

　血中の CTCを選択的に捕捉可能とするスマートビーズの開発と，TFTデバイスによる電気的処理を用いたビーズ
および細胞の濃縮診断システムの開発を目的とする．

60.	 マイクロ流体技術による三次元パターン化マイクロゲルの創製
特任講師 松永 行子

　ポリマーブレンドの相分離現象とマイクロ流路による動的な流れ場を組み込んだ新規ゲル形成システムの構築を目
指す．
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サステイナブル材料国際研究センター
1.	 選択塩化法による低品位チタン鉱石のアップグレード

教授 岡部 徹，大学院学生 （岡部（徹）研）姜 正信

　チタンは高い比強度など優れた特性を有する．しかし，製造コストの高さから，現在の用途は航空宇宙，化学プラ
ント及び生体材料分野など特殊な分野に限られている．本研究では，チタン製錬の高効率化および低コスト化のため，
より簡便で効率的な低品位チタン鉱石のアップグレードプロセスの開発に取り組んでいる．具体的には，塩化剤とし
て金属塩化物を用い，鉱石中から酸化鉄のみを選択的に塩化除去するプロセスを開発している．

2.	 白金族金属の新規な高効率回収法の開発
教授 岡部 徹，特任助教 （岡部（徹）研）野瀬 勝弘

　自動車排ガスの世界的な規制強化により白金族金属を含む排ガス触媒の需要が急増している．白金族金属は，原料
となる鉱石の品位が非常に低いため，金属生産には大きなコストがかかるだけでなく，地球環境に多大な負荷を与え
る．このため，触媒などのスクラップから高い収率で白金族金属を回収することは重要な課題であるが，現時点では
効率の良いプロセスは開発されていない．本研究室では，合金化処理と塩化処理を組み合わせることにより，強力な
酸化剤を含まない溶液を用いて白金族金属を溶解・回収する環境調和型の新プロセスを開発している．

3.	 反応媒体塩を利用したチタンスクラップの高効率リサイクルプロセスの開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹，大学院学生 （岡部（徹）研）濱中 優貴

　チタンは，軽量高強度かつ高い耐腐食性を持つ金属材料として知られ，航空機や化学プラントなどに利用される高
機能材料である．本研究では，反応媒体を利用してチタンスクラップを高速塩化することにより，スクラップ中に含
まれるチタンを四塩化チタンとして回収し，一般的なチタン製錬手法であるクロール法の原料として再利用するとい
うプロセスの基礎研究を行っている．

4.	 物理選別を利用した貴金属の高効率回収法の開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹，大学院学生 （岡部（徹）研）鈴江 晃也

　貴金属（金，銀，白金族金属）は，鉱石の品位が非常に低いとともに，経済的価値の高い金属である．よって，触
媒や電子機器などの各種スクラップから貴金属をリサイクルすることが重要となるが，現時点ではスクラップから貴
金属を濃縮する効率の良いプロセスが開発されていない．本研究では，無電解めっきなどの表面処理と磁力選別など
の物理選別を組み合わせ，貴金属を低コストかつ高効率で濃縮する新規プロセスの開発を行っている．

5.	 溶融塩電解法を利用するイリジウムの革新的高速リサイクルプロセスの開発
教授 岡部 徹，特任助教 （岡部（徹）研）野瀬 勝弘

　イリジウム（Ir）は年間 5トン程度しか産出されない極めて希少性の高いレアメタルであり，常に供給不足や価格
高騰の危険性を抱えている．現在の Irリサイクルプロセスは多大なエネルギーと長時間のプロセスが必要であり，
有害な廃液の処理など技術的な課題が多い．本研究では，世界的にも例のない Irの革新的な高速溶解リサイクルプ
ロセスの開発を目的として，溶融塩中での Irのアノード溶解挙動の基礎的研究から，溶融塩電解を利用した環境調
和型の Irの高速溶解リサイクルプロセスの実用可能性を探る．

6.	 タングステンのリサイクルと製錬に関する新規技術の開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

　レアメタルの一つであるタングステンは高強度・高融点などの性質を持ち，その多くは超硬工具として用いられて
いる．日本はタングステン資源のほとんどを中国からの輸入に依存しており，資源セキュリティの面からもタングス
テンのリサイクルと製錬に関する技術開発は重要である．本研究では，タングステンについて，高効率かつ有害廃液
を排出しない新たなリサイクル法や製錬法の開発を目的とした基礎研究を行う．

7.	 動的結合を利用した結晶性高分子材料への自己修復性の付与
教授 吉江 尚子

　動的結合を分子内に有する高分子材料は，破壊に際して破断面に動的結合の解離により生じた官能基が再結合可能
であるため，修復性を有する．しかし，この再結合をするためには官能基が衝突する必要があるため，高い分子運動
性が必要である．本研究では運動性の低い結晶性高分子において，結晶化過程を制御することにより修復性を付与す
ることを目指している．
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8.	 高機能性バイオベース高分子材料の開発
教授 吉江 尚子，教授 畑中 研一，教授 （同済大）Jie Ren，准教授 （東北大）清野 秀岳， 

大学院研究生 （吉江研）Chao Zeng

　植物由来のフラン化合物を原料とするポリエステルをベースに自己修復性高分子材料の開発を行っている．一般に，
フランポリエステルは重合度が上がりにくく，そのままでは材料強度が不足しているため，実用化には向かないとさ
れてきた．本研究では，フランとマレイミドの Diels-Alder反応を利用した架橋により強度を向上させることに成功
している．さらに，Diels-Alder反応の可逆性を利用した自己修復特性の開発も進めている．

9.	 ポリマーブレンド薄膜におけるナノメートルスケール周期パターンの構築
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴，大学院学生 （吉江研）Xin Zhang

　ポリマーブレンド薄膜において結晶形態と配向を高度に制御することによるナノ周期構造造形技術を創成する．本
法は，従来検討されてきたブロック共重合体の自己組織化によるミクロ相分離構造形成とは原理を全く異にし，非平
衡構造の発現と凍結を同時に制御するものである．ポリマーブレンドを利用しているため，新たな材料合成を必要と
せず，安価なナノ構造造形法を提供するとともに，ブロック共重合化が困難な各種機能性ポリマーによるテンプレー
ト創製への展開を目指すものである．

10.	 ナノ周期構造を有するポリマーブレンド薄膜のテンプレートとしての応用
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴，大学院学生 （吉江研）山本 緑

　ポリマーブレンドにおけるナノ周期構造造形技術から得られる薄膜をテンプレートとして，第 3成分を配列させる
手法を開発する．

11.	 生体関連Nヘテロ環の触媒的ヒドリド付加－脱離反応の開発
教授 吉江 尚子，准教授 （東北大）清野 秀岳，大学院学生 （吉江研）畑澤 匡広

　可逆的に水素化を受ける有機分子は，水素吸蔵や水素応答性材料などへの応用が期待される．本研究では，ジヒド
ロイミダゾリウムとそのヒドリド付加体であるイミダゾリジンの相互変換を検討し，錯体触媒を用いる温和な条件下
において水素の付加と脱離を行った．ジヒドロイミダゾリウムと等モルのトリエチルアミンをロジウム触媒存在下に
常圧の水素と反応させると，イミダゾリジンとトリエチルアンモニウムが高収率で得られた．また，イミダゾリジン
にジメチルアニリニウム等のプロトン源を加えイリジウム触媒を作用させると，ほぼ当量の水素を発生しながらジヒ
ドロイミダゾリウムへと変換された．

12.	 ステレオコンプレックス化ポリ乳酸の高性能化
 教授 吉江 尚子，東京電力 古橋 幸子

　自然界の炭素循環サイクルに組み込まれるバイオマスを原料とするポリ乳酸は，光学異性体が存在し，その共存下
でステレオコンプレックス結晶を有することが知られている．ステレオコンプレックス結晶はホモ結晶と比較して高
融点を有するため，ポリ乳酸の耐熱性改善方法として大きな期待を集めている．本研究では，ステレオコンプレック
スポリ乳酸の更なる高機能化を目指して，結晶化の制御およびクレイ等の添加によるナノコンポジット化を検討した．

13.	 電子ビーム溶解によるシリコンの精製
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，大学院学生 （前田研）小橋 啓史

　電子ビーム溶解によりシリコン中の不純物ホウ素を揮発除去する方法を探索した．溶融中のシリコンに反応性ガス
を導入してホウ素濃度の変化を調査するとともに，ガス供給時間や電子ビーム出力の影響を確認した．

14.	 ダブルクヌーセンセル質量分析法による合金・化合物の熱力学測定
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，大学院学生 （前田研）小橋 啓史

　銅ニッケル合金から蒸発する銅を質量分析装置で定量的に検出し，合金中の銅の活量を得た．測定結果は，異なる
測定手法による過去の報告例と一致し，本測定方法が銅系合金の熱力学測定に有効であることを確認した．また，シ
リコン精製において最大の課題元素であるホウ素の高温での挙動を調査するために，ダブルクヌーセンセル質量分析
法を用いたホウ素 -酸素二元系の熱力学的な試験を行った．

15.	 電気化学的手法を用いた貴金属合金の溶解特性の解明
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　貴金属の精製・リサイクルにおいては水溶液への浸出処理が行われるため，高い耐食性を有する貴金属を容易に溶
解する手法が必要である．本研究では，貴金属を合金とすることで溶解が促進できる現象に着目し，貴金属亜鉛合金
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の溶解特性を電気化学的な方法で調査してきた．本年度はとくに，急冷した合金の溶解に注目し，熱力学的に不安定
な貴金属が活性となり溶解する Underpotential dissolution について調査を行った．

16.	 溶融ケイ酸塩からのシリコンの電気化学的還元
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　鉄電極上で溶融ケイ酸を電気化学的に還元し，電極表面におけるシリコン合金の生成を観察した．電極材料および
電極電位の影響について考察し，電極表面におけるシリコン合金の平衡について熱力学的な考察を行った．

17.	 過酸化物の物性調査
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，技術専門職員 （前田研）木村 久雄

　高温空気中における過酸化物の生成および分解を観察するとともに，他の物質との反応性について調査し，いまだ
詳細な研究が進んでいない過酸化物の応用について検討を行った．

18.	 過熱水蒸気による褐炭の乾燥
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，大学院学生 （前田研）桐山 毅

　オーストラリア褐炭は，水分含有量が 60wt% と高く，乾燥後は自然発火性があることから，現在は炭鉱近くの発
電所で燃料として利用されている．褐炭は石炭の確認可採埋蔵量の約 2割を占め，今後の有効利用が期待されている．
エネルギー効率のよい乾燥プロセスを確立するためには，褐炭の基礎的な乾燥特性を把握する必要がある．本研究で
は，球形に加工した褐炭を過熱水蒸気で乾燥し，その温度および重量変化を測定した．乾燥速度の粒径依存性を明ら
かにするとともに，異なる粒径の乾燥も予測可能とするための計算モデルを提案した．

19.	 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，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　リサイクル原料から作られた粗銅の電解精製実現にむけて，問題となる不純物について検討するとともに，必要と
なる基礎調査について検討した．予備試験として，不純物元素を含有した銅試料を作製・観察するとともに，熱力学
的な調査を行った．

20.	 特殊電子ビーム溶解装置によるシリコンの精製
教授 前田 正史

21.	 希土類元素を用いた溶鋼中介在物制御の熱力学
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）石井 誠，研究実習生 （森田研）北野 遼

　鋼中の微小介在物の形態制御に，一部の鋼種では希土類元素が用いられている．本研究では希土類元素を添加した
際の介在物の生成・変態挙動を制御するうえで重要な，希土類含有酸化物の相平衡ならびに熱力学的性質を調査する．

22.	 鋼中テルルの熱力学的性質
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）上田 駿

　鋼中でテルル化合物は硫化物系介在物の組織・形態制御に重要な役割を果たす．しかし，鋼中テルルの熱力学的性
質は未解明であるため，テルル化合物の生成を熱力学的に設計・制御することは現段階では不可能である．そこで本
研究では気体輸送法を用いて鋼中テルルの熱力学的性質を決定することを目的とする．

23.	 溶融 Si 合金を用いたSi の凝固精製に関する物理化学
教授 森田 一樹，大学院特別研究生 （森田研）Li， Yaqiong

　固体シリコン中での不純物の固溶度が低温で減少する性質を利用して，Si基溶融合金を用いた太陽電池用シリコ
ンの精製プロセスについて研究を進めている．その精製能力を固体シリコンと Si基溶媒間の種々の不純物の平衡分
配から熱力学的に明らかにし，現在は溶媒組成を模索することにより凝固精製法の最適条件の検討を行っている．

24.	 溶融酸化物の構造と諸物性との相関性
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）金 永宰，技術専門職員 （吉川（健）研）簗場 豊

　溶融酸化物中の構造及び物性を直接観測および測定することにより，各成分の活量などの化学的性質や粘性，熱伝
導度などの物理的性質の関係性を明らかにすることを目的とする．特に溶融スラグの構造解析にはMAS-NMRを用
いて行っている．
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25.	 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，大学院学生 （森田研）Wang， Ye

　塩化物を含有する酸化物融体自体が反応性フラックスとしてボロン，リンを気相中に除去する可能性を考え，同フ
ラックスの熱力学的性質や高い反応特性，精製反応機構を解明することにより，本方法を溶融シリコンの革新的精製
法として提案することを目的とする．

26.	 ステンレス溶製スラグによるMgO系耐火物の溶損に関する物理化学
教授 森田 一樹，研究実習生 （森田研）榊田 俊也

　種々の組成のスラグへのMgOの溶解度の測定及び溶解反応機構の調査を行い，耐火物の溶解反応を抑制するステ
ンレス溶製スラグ組成の指針及びより適切なMgO-C耐火物を検討する．

27.	 金属ガラスの塑性変形機構
教授 枝川 圭一

　アモルファスの塑性変形機構を明らかにするために，3次元のモデルアモルファス合金を計算機中に作成し，そこ
に導入した転位の静的・動的性質を分子動力学シミュレーションにより調べた．局所的な塑性変形開始時の 4重極不
安定化を 3次元のモデルで初めて見出した．その際の応力，弾性率の変化を詳しく解析した．金属ガラス（Johnson 
alloy）の内部摩擦測定を行い，局所塑性変形に対応したエネルギー散逸を観測した．

28.	 非周期フォトニック物質に関する研究
教授 枝川 圭一

　最近我々は，従来の常識に反し，周期性を全くもたない誘電体ランダムネットワーク構造において，明確な 3次元
光禁制帯（3D-PBG）が形成し，強い 3次元光閉じ込め効果が発現することを FDTD法による数値シミュレーション
によって見出した．またこの構造をマイクロ波帯で試作して電磁波透過実験を行い，3D-PBG形成の実験的検証，電
磁波閉じ込めの実証を行った．本年度は誘電体球で構成したアモルファス構造で高周波数側に 3D-PBGが形成するこ
とを発見した．この 3D-PBGが，ランダムネットワーク構造における 3D-PBGとは異なる機構で形成することを示し
た．

29.	 準結晶の成長機構
教授 枝川 圭一

　結晶とは異なる特異な秩序構造をもった「準結晶」は 1984年に発見された．現在までにこの新物質に関する多く
の研究がなされてきたが，未解決の重要問題として成長の問題がある．つまり原子が凝集して準結晶秩序を形成する
メカニズムが未だによくわかっていない．我々は，実験的に準結晶の微視的成長機構を解明することをめざしている．
本年度は Al-Ni-Co正 10角形準結晶の成長を高分解能 TEM観察（HRTEM法）を用いて高温その場観察した．

30.	（1）	資源市場分析（2）	世界の資源ビジネスの動向分析（3）	資源分野におけるサプライチェーン
客員教授 澤田 賢治

　資源分野のパラダイムシフトとして，新興国の台頭・資源メジャーのM&Aによる再編・資源ナショナリズム・投
機的な資金の流入や流出が見られ，資源価格のボラティリティが拡大している．21世紀における資源確保競争は従
来に比べて激化傾向にある．資源に乏しい我が国の資源確保や持続可能な資源利用を模索するための研究．

31.	 白金族金属の回収技術開発
客員教授 山口 勉功

32.	 亜鉛微粉鉱の焙焼機構の解明
客員教授 山口 勉功

33.	 希土類磁石からのレアアースの回収
客員教授 山口 勉功

34.	 鉱物資源の高効率分離技術の開発とレアメタル等を含むリサイクル原料からの金属回収
客員教授 柴山 敦
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35.	 浮選と浸出を組み合わせた不純物含有鉱石へのアドバンストミネラルプロセシングの開発
客員教授 柴山 敦

36.	 Fe-Si 溶媒を用いたSiC の高速溶液成長
准教授 吉川 健，大学院学生 （吉川（健）研）鳴海 大翔

　省エネパワーデバイス半導体として期待される SiC単結晶を Fe-Si溶媒からの高速溶液成長により得ることを目的
とし，溶液成長挙動に与える成長条件の影響を評価する．加えて，溶媒への高炭素過飽和を付与するための，黒鉛の
準安定溶解挙動を調査する．

37.	 SiC の溶液成長界面のリアルタイム観察
准教授 吉川 健，特別研究員 （吉川（健）研）川西 咲子

　高品質 SiC結晶の育成へ向け，高温下で合金溶液から成長する SiCの成長界面のリアルタイム観察を行い，界面で
のナノオーダーの結晶ステップの動的挙動を観測し，各種欠陥の挙動との相関性を調査する．

38.	 固体内液相マイグレーションを利用したSi の革新的高純度化
准教授 吉川 健，技術専門職員 （吉川（健）研）簗場 豊

　シリコン中の不純物成分がシリコンの融点以下の温度で液相を形成することに着目し，不純物液相の選択的抽出に
よる高純度化について検討を進めている．

39.	 新溶媒を用いた窒化アルミニウム単結晶の高速溶液成長
准教授 吉川 健，教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕， 

大学院学生 （前田・吉川（健）研）吉留 裕貴

　窒化アルミニウム（AlN）は深紫外 LEDや GaN成長用基板への応用の期待が高い．AlN単結晶の高速溶液成長を
目指すために，窒素溶解度の高い新溶媒の最適化を進めており，新溶媒を用いることで従来法より高速での成長が得
られている．

都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）
1.	 地震動と地盤ひずみの観測

教授 目黒 公郎

　西千葉の実験所の同じ場所に設置した地震計と地盤ひずみ計から観測されたデータを分析することで，地震動と地
盤のひずみの関係を分析している．

2.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

　西千葉の実験所に設置した超高密度 3次元アレイ地震計測システムで観測された地震動記録を用いて，地震動特性
の空間分布に関する研究を行っている．

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

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

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

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

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

6.	 構造物の地震時崩壊過程のシミュレーション解析
教授 目黒 公郎

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

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

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

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

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

9.	 組積造構造物の経済性を考慮した効果的補強手法の開発
教授 目黒 公郎，スガルコーポレーション 市橋 康吉，助教 （目黒研）沼田 宗純， 
博士研究員 NAVARATNARAJAH Sathiparan，大学院学生 （目黒研）反町 尚希， 

大学院学生 （目黒研）櫻井 光太郎，大学院学生 （目黒研）Rajendra Soti

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

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

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

11.	 途上国の地震危険度評価手法の開発
教授 目黒 公郎

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

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

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

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

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

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

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

15.	 災害報道の研究
教授 目黒 公郎，助教 （目黒研）沼田 宗純

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

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

　適切な災害対応には複数の組織や機関，部署間の連携した活動が不可欠であり，そのポイントは情報の共有である．
これを実現するシステムとして，防災情報共有プラットフォームの研究を進めている．限られた資源の効果的な利用
と，異なる組織間での緊密な連携を実現するために，大規模地震災害時における広域医療搬送活動や，複数の自治体
の防災活動などを対象として，組織間の情報共有と応援体制の連携に関する現状分析と防災情報共有プラットフォー
ムのあるべき姿，その貢献についても分析している．
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17.	 途上国の非補強組積造建物の耐震補強法を推進するための技術的・制度的システムの開発
教授 目黒 公郎，スガルコーポレーション 市橋 康吉，助教 （目黒研）沼田 宗純， 
博士研究員 NAVARATNARAJAH Sathiparan，大学院学生 （目黒研）反町 尚希， 

大学院学生 （目黒研）櫻井 光太郎，大学院学生 （目黒研）Rajendra Soti

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

18.	 水環境における人間活動の影響評価／ISI-MIP
教授 沖 大幹，助教 （沖（大）研）金 炯俊，大学院学生 （沖（大）研）佐藤 雄亮

　これまでは自然系のグローバルな河川流量シミュレーションのみが主流であったが，そこに人間活動の影響，特に
貯水池操作や農業モデルを取り入れた地球陸域水循環シミュレーションを行った．これにより，日単位での水需要量
や水資源賦存量の計算が可能になり，より現実的な水資源アセスメントを行えるようになった．

19.	 水の安定同位体に関する研究
教授 沖 大幹，シニア協力員 （沖（大）研）小池 雅洋，特任助教 （沖（大）研）木口 雅司， 

大学院学生 （沖（大）研）岡崎 淳史

　水の安定同位体と呼ばれる重水素と重酸素を含む水分子（HDO，H2-
18O）は，地球を循環するその水の経路と相変

化の履歴の積分情報を持つ．今年度は，個別に観測することのできない蒸発量と蒸散量を，水の同位体比の情報を利
用して分離する手法の開発を試みた．また，溶存有機成分の窒素安定同位体（15N）や炭素安定同位体（13C）は，混
入物質の起源を同定するトレーサーになりうる．本グループは，タイを中心とした東南アジア地域における降水同位
体の観測ネットワークの構築及び全球同位体輸送循環モデルの開発などにより，同位体比の時間・空間変動が指し示
すアジアモンスーンのメカニズムについて研究している．

20.	 長期陸面水循環シミュレーション用データセット /GSWP3
教授 沖 大幹，助教 （沖（大）研）金 炯俊

　陸面水文モデルに与えるためのフォーシングデータセットを全球スケールで数十年から百年程度を対象とした長期
間作成する．当研究室が参加していた全球土壌水分プロジェクト（GSWP）の第 1及び第 2フェーズでの経験が基礎
となっている．

21.	 陸面過程モデルの物理化学モジュールの開発・改良
教授 沖 大幹，協力研究員 （沖（大）研）新田 友子

　陸面過程モデルは，大気モデルからの出力値または気象観測値をフォーシングとして陸面の水熱収支を計算するも
ので，全球スケールの水循環の理解や水資源アセスメントにとって非常に重要なツールである．近年はさらに，陸面
が大気に及ぼす影響も注目されるようになり，陸面過程モデルの精度向上が求められている．

22.	 高解像度シミュレーションを用いた水循環に対する土地被覆変化の影響評価
教授 沖 大幹，助教 （沖（大）研）金 炯俊，大学院学生 （沖（大）研）佐藤 雄亮

　近年，精力的に水循環における大気陸面相互作用が研究される中で，気候変化の人為要因として土地利用の変化が
注目されている．これに関する知見の蓄積を目的として，領域気候モデルを用いた高解像度かつ広領域の数値実験に
より，土地利用の違いが降水現象に与える影響の評価を行っている．

23.	 温暖化による水資源への影響評価
教授 沖 大幹

　SRESシナリオによる将来の気候変動および人口・社会状況の予測を考慮した，現在および将来の水資源の需要と
供給についての予測を行っている．利用可能な水資源量の 0.4倍を超えた水需要がある状態を水ストレスと定義する
と，現在では約 20億人以上の人間が水ストレス下に置かれている．将来（2055年）には約 40-70億人が水ストレス
下にあるとの結果が得られている．これらの気候変動の影響を評価する上では，避けることのできない気候モデルの
バイアスの処理についてもその手法を相互に比較し補正が影響評価の結果に与える影響についても解析を行ってい
る．
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24.	 都市環境と流域の水・物質収支
教授 沖 大幹，シニア協力員 （沖（大）研）小池 雅洋，特任准教授 守利 悟朗，国交省 梯 滋郎

　国内の数十平方 km程度の流域を対象として，水の量だけでなく窒素や土砂流出にも着目した観測とモデリングを
行い，流域の水・物質循環を総合的に解明し，環境負荷の少ない水資源マネジメントの検討を行う．今年度は，窒素
負荷，土砂流出や鮎の遡上を考慮したモデルによる評価およびその検証を行なった．その上で，モデルにより環境負
荷を評価するための指標を考案した．また，メソスケールMM5を用いてヒートアイランド現象が都市環境に及ぼす
影響を評価する．

25.	 アジアモンスーン地域の水文環境の変動と水資源への影響
教授 沖 大幹，シニア協力員 （沖（大）研）小池 雅洋，特任准教授 （東北大）小森 大輔， 

特任助教 （沖（大）研）木口 雅司

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

26.	 多様な産業の水消費量（Virtual	Water/Water	Footprint）推定とWater	Footprint 標準化に関す
る研究

教授 沖 大幹，受託研究員 （沖（大）研）矢野 信二郎，（株）日本政策投資銀行 金沢 知範

　穀物生産や畜産，工業製品の生産には水資源が大量に消費される．それを輸入して日本国内で消費するということ
は，仮想的な水を輸入し間接的に他国の水資源を消費していることと同じである．この実態を解明するため，多様な
統計データや統合水資源モデルを用いて，農産物および工業製品の間接水消費量（Virtual Water：輸入国で製造した
場合の仮想的な水消費量）および直接水消費量（Water Footprint：実際に製造に要した水消費量）を計算した．また，
全球で均質な環境負荷となる炭素排出とは違い，水は地域に遍在する資源であり，用途毎に必要な水質基準も異なる
ため，水消費の環境負荷は量のみで議論することができない．そのため，水消費の環境負荷指標の標準化（ISO Wa-
ter Footprint）の研究も進めている．

27.	 衛星ライダーの開発
特任教授 沢田 治雄

　国際宇宙ステーションに搭載する LiDARセンサーの設計にかかわる科学的検討を行う．

28.	 復興準備に関する研究
准教授 加藤 孝明

29.	 市街地における大規模人間行動シミュレーションによる災害時に発生し得る極端現象の解明
准教授 加藤 孝明

30.	 東日本大震災の被災地支援活動を通した市民の復興力に関する研究
准教授 加藤 孝明

31.	 復興過程のモデル化およびシミュレーションの構築
准教授 加藤 孝明

32.	 緊急地震速報の効果的な利用法に関する研究
准教授 大原 美保，教授 目黒 公郎

　緊急地震速報を効果的に活用するために，地域における海溝型地震・活断層型地震の発生リスクを考慮した速報効
果の検証，技術的戦略の提案を行うとともに，実際の速報発表時の住民の対応行動の調査や対応行動力向上のための
環境整備を行っている．
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33.	 首都直下地震時における病院への重傷者搬送ニーズに関する分析
准教授 大原 美保

　首都直下地震発生時には，道路の渋滞，建物被害による道路閉塞，火災により，病院への迅速な重傷者搬送が困難
となる可能性がある．本研究では，様々な災害事象が発生した場合の，病院への到達圏を分析し，今後の災害医療搬
送計画に対する提案を行った．

34.	 将来の人口減少を考慮した総合的な自然災害リスクの評価
准教授 大原 美保

　わが国では，今後，長期的な人口減少が予測されている．本研究では，将来の人口減少を考慮した上で，地震・水
害・土砂災害リスクを総合的に評価し，地域における人口減少と災害リスクの関係を分析した上で，今後あるべき土
地利用活用方針に関する提案を行った．

35.	 社会経済の発展や気候変動を考慮した地域の最適化開発戦略
特任准教授 川崎 昭如

　Hydropower development has enormous economic， environmental， and social impacts at a local， national， and trans-national 
level． It has been suggested that transboundary water conflicts， such as those that may arise from hydropower development， 
may be addressed through benefit sharing． This study attempted to investigate the net benefits of hydropower development and 
water resources utilization in transboundary subbasin in the Mekong River Basin using a game theory approach．

36.	 Water	Resources	Management	in	the	Mekong	River	Basin:	Cooperation	and	Conflict	at	Basin	
and	Sub-Basin	Levels

特任准教授 川崎 昭如

　This research investigated the utility of the two approaches; a “watershed” and a “political unit （a national or provincial bound-
ary）” approach， for water resources development in cross-boundary sub-basins by investigating a range of development strate-
gies for cooperation among riparian nations． The Mekong River basin is the case study area． We show by the use of geospatial 
analysis and hydrological simulation how conflict and cooperation for development in a transboundary river-basin could be miti-
gated and use this technique to compare the watershed approach and the political unit approach．

37.	 災害リスク軽減と都市環境の改善に向けた住宅への防災貯水槽の設置可能性に関する基礎的研
究

特任准教授 川崎 昭如，教授 目黒 公郎

　小さな都市ダムとして環境・防災の両面から今後の普及が期待される多目的防災貯水槽を，一般住宅に設置するこ
とで，どの程度，環境負荷の軽減と都市防災性能の向上に寄与できるのかを試算した．具体的には，一般住宅へ防災
貯水槽を設置することの効果とその評価項目を整理して，評価項目をできる限り定量的かつ簡便に算出することを試
みた．

38.	 ソーシャルメディアやウェブマッピングによる大規模災害対応支援の検討
特任准教授 川崎 昭如，教授 目黒 公郎

　ソーシャルメディアやウェブマッピング技術の急速な発展により，災害対応支援のあり方が変わりつつある．ハイ
チ地震や東日本大震災，山陰大雪時などから得られた教訓と課題をもとに，ネットワーク型の災害対応コミュニティ
を活用した，より動的でオープンな大規模災害対活動支援のあり方を検討した．

39.	 大規模災害発生時の外国人の情報収集過程の分析
特任准教授 川崎 昭如，教授 目黒 公郎，北海道大 Michael Henry

　2011年の東日本大震災やタイ洪水などの際，国内と海外のメディアから配信された情報には内容が不一致であっ
たり，矛盾するものが含まれていたことが指摘されている．そのような状況の中，外国人はどのメディアから情報を
収集し，どの情報源を信頼して意思決定をしていたのであろうか？本研究ではアンケート調査の分析から，東日本震
災やタイ洪水後の外国人の災害情報収集過程，および情報のニーズと実際の取得についての共通点と差異を分析し，
外国人への災害情報発信の改善を目指した提言を行った．
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40.	 アジア農村・山間コミュニティを支援する災害情報伝達システムの設計と技術戦略の提案
特任准教授 川崎 昭如，准教授 大原 美保，（阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター）近藤 伸也， 

教授 目黒 公郎

　アジアの農村・山間地域のコミュニティ支援のための災害情報伝達システムのあるべき将来像を提示した．具体的
には，2011 年に記録的大洪水が発生したタイの山間地域で現地調査を行い，災害情報伝達における現状の問題を把
握し，住民ニーズやリテラシーを考慮した効果的な災害情報伝達手段と表現方法を検討した．

41.	 歩行者信号現示方式とクリアランス時間に関する研究
講師 井料 美帆

　現在の日本の歩行者青点滅表示は，横断歩道上の歩行者が横断歩道を渡りきるのに必要な時間を確保していない．
にも関わらず，青点滅開始後に横断歩道に駆け込む歩行者が後を絶たず，青点滅終了後に多くの歩行者が横断歩道上
に残留するという安全上の問題がある．本研究では，クリアランス時間と現示方式の国内外の設定方法と課題を整理
したうえで，歩行者クリアランス挙動と信号表示との関連性について，複数交差点での実測データを用いた分析を行っ
た．青点滅以降での駆け込み挙動や，速度調整行動について，横断歩道への到着タイミング等から定量的に説明する
モデルを構築した．

42.	 歩行者交通シミュレーションの挙動特性比較
講師 井料 美帆

　近年，様々な歩行者交通シミュレーションモデルが発表されているが，モデルにおいて必ず表現すべき歩行者挙動
の要素が明らかになっているとは言いがたい．本研究では，ある瞬間の歩行者の効用のみを考慮し，かつ決定論的に
行動を決定する回避モデル，および現在から近い将来にわたっての効用を考慮した確率的な回避モデル等と実際の歩
行者挙動との比較を行った．結果，近い将来の状況予測と確率項の導入が，回避挙動の説明において重要であること
を示した．

43.	 高密度木質市街地モデル 2013
都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）

　個々の建物の性能向上だけでなく，建物群として街区としての安全性を確保する市街地モデル．木造密集市街地の
まちなみの魅力と耐震，防耐火を兼ね備えた提案．

光電子融合研究センター
1.	 ナノ構造の形成技術の開拓～インジウムヒ素系量子ドットの高均一・高密度形成技術

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　GaAs基板上の In（Ga）As量子ドットは，0.9～1.4μmの近赤外域の発光波長を有し，光通信用レーザや同増幅器，
また様々な民生機器への応用を期待できる．我々は，量子ドットデバイスの究極性能の実現に向けて，重要技術の一
つである量子ドット結晶の高均一・高密度形成技術の開発を進めている．有機金属気相成長法で形成した量子ドット
レーザにおいて，波長 1.3μm超でのレーザ発振を初めて実現するとともにともに，分子線エピタキシー法による量
子ドットの高密度化・高均一化を実現し，光通信 1.3μm帯レーザの利得増大と閾値低減に成功している．また最近
では，民生機器応用を目指して，小型軽量な純緑色レーザ光源として有望な波長 1.06μm帯量子ドットレーザ，高
感度かつ低暗電流動作を期待できる量子ドット赤外線検出器の開発なども進めている．（QDレーザ，富士通研，
NECとの共同研究）

2.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質低密度単一量子ドット形成技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　単一光子光源や量子もつれ光子対光源など，単一量子ドットの量子情報分野への応用に向け，高品質低密度 InAs
量子ドットの形成技術の高度化を分子線エピタキシー（MBE）法を用いて進めている．これらの成果は 1μm帯にお
ける量子もつれ光子対の生成高 Q値ナノ共振器との組み合わせによる単一量子ドットレーザの実現などに結実してい
る．また，最近では新たな高品質量子ドットの形成手法を見出すとともに，応用上重要な通信波長帯である 1.3μm
帯でも単一ドット発光分光が可能な高品質低密度 InAs量子ドットの形成にも成功している．今後は更なる量子ドッ
ト構造の高品質化を目指し成長条件の最適化を行うとともに，発光特性の詳細を調べることで基礎物性を明らかにし，
次世代量子光源や超低消費電力光源などへの応用を目指す． （一部 NECとの共同研究）
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3.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質GaAs 系ナノワイヤ - 量子ドット形成技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　直径の細いナノワイヤは軸方向に異種材料を層成長するだけで量子ドット形成が可能であり材料間の格子定数差に
起因する歪みも軽減できるため量子ドットの高品質化・高密度化・高積層化に有利であり，その特徴を活かしたレー
ザや太陽電池などへの応用が期待できる．これまでに GaAs基板上で In（Ga）As量子ドットをナノワイヤ中に形成す
る技術を確立し，200層まで発光強度を損なわない高均一性積層量子ドットを作製する技術を確立することに成功し
ている．これらの技術に立脚し世界に先駆けナノワイヤ量子ドット太陽電池構造を試作しその動作を実証している．
また，表面プラズモンポラリトンとの結合を利用したナノワイヤレーザの基礎研究も進めている．一方，将来のシリ
コンフォトニクスとの融合に向けシリコン基板上高品質 InAs/GaAsナノワイヤ量子ドットの形成と単一光子発生の観
測等に成功している．今後は，更なるナノワイヤ -量子ドット技術の高度化を図り，フォトニクスへの応用展開を目
指す．

4.	 ナノ構造の形成技術の開拓～GaN系量子ドットとナノワイヤの形成
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　窒化ガリウム（GaN）系半導体は，短波長発光デバイスのみならず室温単一光子発生源などの量子情報素子用材料
としても注目されている．本研究では，自己形成 GaN量子ドット，ナノワイヤ（Ga，In）N量子ドットの形成技術開
発を進めている．これまでに，先端部に GaN量子ドットを含む高品質な位置制御 GaN/AlGaNナノワイヤの作製に成
功しており，これにより室温での単一光子発生が可能となった．また，最近では量子井戸層のゆらぎを利用した
GaN量子ドットについて結晶成長技術の開発も進めている．GaN/サファイア（0001）表面にステップバンチングに
よるマクロステップを形成したのち GaN/AlGaN量子井戸を成長することで，マクロステップに界面ゆらぎ量子ドッ
トが形成されることを初めて見出すとともに，その量子ドットが優れた光学特性を示すことを明らかにした．具体的
には，GaN系量子ドットとしては世界最小となる発光線幅 110μ eVの観測に成功している．また，スペクトル拡散
による線幅の拡がりが極めてよく抑制されていることを確認した．これらは母体 AlGaN（Al組成 20%）の荷電欠陥密
度が低いことを反映しているものと考えられる．今後は，形成機構の解明に加え，高品質共振器との融合に向けた技
術開発を進めていく．

5.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高Q値 3次元フォトニック結晶ナノ共振器の実現と応用
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　完全フォトニックバンドギャップにより光閉じ込めを利用する 3次元フォトニック結晶（3D-PhC）ナノ共振器は，
光電子相互作用の究極的制御の探求やそれを利用した極低閾値レーザなどの実現のために重要な基本構造の一つとし
て期待されている．これまでにマイクロマニピュレーション法と呼ばれる作製技術を用いてウッドパイル構造を基本
とした 3D-PhCナノ共振器を作製し，Q～38,500を達成した．これは，3D-PhCナノ共振器としては現在の世界最高値
である．我々は更なる高 Q値化を実現すべく様々な取り組みを進めている．具体的には従来の 2倍程度の結晶サイ
ズを実現するためのプロセス技術の開発，小さいフットプリントでもより高い Q値が期待できる新構造の検討など
を行っている．<110>層状ダイヤモンド構造を用いることで，ウッドパイル構造を用いた場合よりも同一面積で 1.5
倍程度の Q値が実現できることを数値解析により示すとともに，<110>層状ダイヤモンド構造を基本とする 3DPhC
ナノ共振器の作製に初めて成功した．現在作製プロセスの改善を進め，本構造の有効性を実験的にも示すことを目指
している．これらの取り組みをとおして，3DPhCナノ共振器の更なる高 Q値化を進めるとともに，量子ドットとの
相互作用制御およびその応用研究への展開を目指す．

6.	 ナノ構造の形成技術の開拓～3次元キラルフォトニック結晶の作製と応用
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　スピンと光子を用いた量子情報素子などにおいて重要である円偏光状態の制御を中心として，3次元フォトニック
ナノ構造を用いた新たな光の偏光制御技術の開拓を目指している．鏡映対称性をもたないキラル構造では，円偏光が
固有偏光となり得るため，左回りと右回りの各円偏光に対して位相と強度が変調される光学活性（旋光性と円二色性）
が生じる．低次元フォトニック構造とは異なり，3次元構造ではキラル構造を形成可能であり，人工的光学活性の実
現と制御が可能となる．特に，対象波長と同程度またはそれ以下のスケールで形成される 3次元周期キラル構造では，
光学活性の効果がより顕著に現れると期待される．我々は，近赤外域の光を対象とし，マイクロマニピュレーション
法と呼ばれる 3次元構造作製技術を駆使し，GaAsからなる 3次元キラルフォトニック結晶の作製にはじめて成功す
るとともに，旋光性および円二色性の発現に成功した．これは，半導体 3次元キラル構造において初めての成果であ
る．現在は，3次元キラルフォトニック結晶への共振器構造の導入，量子ドットを用いた円偏光レーザ発振やスピン
-光子相互作用の制御を目指した研究を進めている．

7.	 ナノ構造の光電子物性の探究～自己形成量子ドットの光物性制御
教授 荒川 泰彦，客員准教授 （東大）中岡 俊裕，准教授 岩本 敏

　自己形成量子ドットに閉じ込められた電子・正孔スピンは，比較的長い間そのコヒーレンスを保つことが可能であ
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ることから，量子メモリとして有望視されている．我々は，InAs/GaAs系量子ドットに着目し，その励起子 /電子 /
正孔 /核におけるスピンを光により制御することを目指して研究を進めている．これまでに，量子ドット荷電・中性
励起子発光の偏光状態を偏光分解フォトルミネッセンス測定によって解析し，単一荷電励起子状態からの発光に大き
な直線偏光成分が含まれることを見出した．また，それらが価電子帯バンド間混合の起因する可能性を示すとともに，
その混合の強さが急速熱アニールによって制御できることを実験的に明らかにした．このような量子ドット電子 /正
孔 /核スピンの状態を制御・検知する技術は，将来の量子情報処理やスピントロニクスの発展に重要な役割を果たす
と期待される．（一部 NECとの共同研究）

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

　青紫色発光デバイスの材料である窒化物半導体材料で構成された量子ドット構造の基礎光物性と光デバイス応用の
研究を進めている．特に，サイズの小さな量子ドットを埋め込むことが可能な位置制御 GaN/AlGaNナノワイヤを対
象に，その中に形成された GaN量子ドットを顕微発光分光法や励起発光分光法を用いて分析している．より具体的
には，単一量子ドットの励起子状態とその状態からの単一光子発生についての実験を進めており，これまでに，従来
困難であった単一量子ドットの励起発光分光スペクトルの測定を実現し，連続状態及び励起状態を直接的に観測する
ことに成功している．また，この測定によって得られる離散的励起状態を共鳴励起することで，励起状態と基底状態
間のコヒーレントな振動であるラビ振動を観測することにも成功した．さらに，微細構造分離や励起子分子結合エネ
ルギーの増大などの興味深い結果も得られている．最近では，これらを元に室温下での位置制御ナノワイヤ GaN量
子ドットからの単一光子発生を実現した．これは，室温で動作する位置制御単一光子源を世界に先駆けて実現したも
のであり，室温量子計算の実現に向けた大きな前進である．

9.	 ナノ構造の光電子物性の探究～量子ドット共振器量子電気力学
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系を用いて固体ナノデバイス中における光電子物性を探求してい
る．共振器フォトン，量子ドット励起子，結晶格子フォノン等の量子力学的相互作用によって引き起こされる種々の
興味深い物理現象を実験・理論両面から明らかにするとともに，量子情報素子などへ応用することを目指して研究を
進めている．特に，様々なナノ共振器を設計・利用することで，世界最高レベルの共振器－量子ドット強結合系を実
現し，共振器量子電気力学や少数光子非線形光学効果に関する研究を推進している．顕著な成果としては，平均共振
器光子数が 1を大きく下回る場合において第二高調波発生を観測するとともに，1アトジュールを切る光パワーでの
光シュタルク効果の観測に成功している．これらの成果は，集積可能なナノスケール非線形光学光源や光通信波長に
おける低消費電力高速光スイッチ等への応用に向けた重要な進展である．

10.	 ナノ構造の光電子物性の探究～単一量子ドットレーザの実現
教授 荒川 泰彦，准教授 野村 政宏，准教授 岩本 敏

　高品質な単一量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系を用いて，半導体レーザの物理的微小極限である単
一量子ドットレーザの実現と本系における特徴的な物理現象の探索を進め，量子情報分野に応用することを目的とし
ている．光子と励起子が強結合を示す単一 InAs量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器系を作製することで，単
一量子ドットレーザを実現した．また，固体中における強結合領域でのレーザ発振を初めて実現した． 現在位置制
御ドットを用いた単一量子ドットレーザを目指した研究を進めている．（一部　独・ヴュルツブルグ大学との共同研究）

11.	 ナノ構造の光電子物性の探究～単一量子ドットレーザ系の理論的研究
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　単一量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系は，電流制御が可能な半導体レーザの微小極限である単一量
子ドットレーザとして，また，微小空間への光閉じ込めにより増強された発光効率により高速な単一光子発生源とし
ての機能を秘めている．我々は，単一原子とは異なる量子ドット固有の特徴に注目し，本系の物理現象やレーザや量
子光源としての機能・性能について理論的に調べている．量子ドットの少数多電子状態の中からレーザ発振に関与す
る励起子と二励起子状態を抽出したミニマルモデルを考案し，発振特性の解析を進めている．また，単一光子源とし
ての観点では，明・暗励起子のスピンフリップ過程が二光子同時検出確率を増加させる要因であることを明らかした．
今後更なる物性理解を進め，微小レーザや単一光子源としての機能の最適化や制御法の考案を目指す．

12.	 ナノ構造の光電子物性の探求～金属 - 半導体ナノ構造における量子相互作用制御の基礎研究
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　金属誘電体界面に生じる電子の集団運動と光が結合した準粒子状態を表面プラズモンポラリトンという．表面プラ
ズモンポラリトンは，光エネルギーを光の回折限界以下の空間領域に集中できるため，電子・光デバイス，医療デバ
イスなどへの応用の観点からその技術開発に期待が集まっている．本研究では，光デバイスへの応用や量子情報分野
への応用が期待されるエピタキシャル成長されたⅢ -Ⅴ族量子ドット（InAs量子ドットあるいは，InGaAs量子ドット）
と表面プラズモンポラリトンとの 結合系について研究を進めている．これまでに，ナノサイズの金属 -誘電体 -金属
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（MIM）構造において，表面プラズモンポラリトンと InAs量子ドットの結合を初めて実現し，その結果として量子ドッ
トの緩和時間の減少の観測に成功している．導波路構造依存性などの検討を通して，金属 -半導体ナノ構造における
量子相互作用制御の物理を明らかにするとともに，その新規光デバイスなどへの応用を目指す．

13.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた通信波長帯単一光子発生器の開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）竹本 一矢，准教授 岩本 敏

　長距離量子暗号通信の実現のためには光ファイバの伝送損失が最も少ない波長 1.5μm帯において高性能な単一光
子発生器を実現することが不可欠である．我々は 1.5μm帯で良好な発光特性を有する InP基板上の InAs量子ドット
を用いて，電子の第一励起準位と正孔の基底準位を適切な偏光で共鳴光励起することで世界最高の純度（g（2）（0） < 
0.0015）を持つ単一光子パルス生成に成功している．また，より高度な量子情報処理において重要となる単一光子パ
ルスの高コヒーレンス化に必要となるデバイス構造を検討し，微小光共振器としてポスト型 SiO2/a-Si DBRとテーパ
構造を用いることで，単一光子の寿命を低減し，コヒーレンス保持時間内に発生する単一光子数を大幅に増やすこと
が可能であることを示した．一方，単一光子発生器の集積化を視野に入れた電流注入デバイス化にも着手し，InP基
板上のドープ層構造，電極構造を最適化することで，波長 1.55μmで電流注入による単一光子パルス生成にも成功
している．これらの成果は単一光子デバイスのシステム展開に向けた中核的な成果であり極めて重要である． （富士
通研，NEC， NICT， NIMS等との共同研究）

14.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～通信波長帯量子ドット単一光子発生器を用いた量子鍵配送
システムの構築

教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）竹本 一矢，准教授 岩本 敏

　クラウド情報社会におけるセキュアな通信へのニーズが高まる中，光子 1つ 1つに乱数を乗せて暗号鍵を共有する
量子鍵配付（QKD）は究極の高秘匿通信手段として期待される．そのキーデバイスが，各光子を規則正しく生成す
ることのできる単一光子源である．本研究では，光ファイバ通信に適した 1.5μm帯での量子ドット単一光子源，お
よびこれを用いた QKDシステム開発を行っている．既に 50kmの QKD実証実験に成功しているが，都市圏量子鍵
配付実現に向けてはさらなる長距離化が必須であった．我々は，二光子ノイズを減衰レーザ光比 1/500（世界最小値）
にまで低減させた超高純度 1.5μm帯量子ドット単一光子源と，検出ノイズを従来比 1/10以下に低減させた超伝導単
一光子検出器とを融合した，長距離単一光子 QKDシステムを新たに構築した．クロック周波数は，NECにより以前
開発された鍵蒸留システムと互換性を持つ 62.5MHzとし，平面光導波回路を用いたロバストな位相変調方式により
伝送を行った．結果，従来比 2倍となる 100kmファイバーリンクで従来のビットレートを大幅に上回る 79.9 bpsが
得られた．到達距離は東京 -宇都宮間などに相当し，実用化に向け性能面で大きな前進が得られたことを意味する．（富
士通研，NEC， NICT， NIMS等との共同研究）

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

　決まった時間に光子一個を放出する単一光子発生装置は量子鍵配信の高効率化などの応用において重要である．窒
化物量子ドットは，量子閉じ込めが大きく，高温でも励起子・励起子分子が安定に存在でき，高温における単一光子
発生動作が可能であると期待できる．これまでに自己形成 GaN/AlN量子ドットにおいて電子冷却可能な 200K まで
明確な単一光子発生を観測し，この系の高温動作に対する潜在能力を実証した．さらにナノワイヤ構造中に埋め込ま
れた GaN量子ドットや非極性 Cubic-GaN量子ドットへも研究を展開し，位置制御されたナノワイヤ GaN量子ドット
において室温における単一光子発生を位置制御量子ドットして世界で初めて実現した．また，非極性 Cubic-GaN量
子ドットにおいても 100Kまで単一光子発生を実証している．今後は，共鳴励起を利用したコヒーレント励起の利用，
フォトニック結晶ナノ共振器との融合などによって性能向上に取り組む予定である．

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

　自己形成量子ドットは量子演算を実現する有力な候補の一つとして注目されている．我々は量子情報の担い手とな
る量子ドット中の励起子の読み出しに光電流測定を利用する手法に着目して研究を進めている．本手法では，これま
で効率的な光検出器がないことで敬遠されてきた通信波長帯を利用することができ，光ファイバ，光アンプおよび豊
富なファイバオプティクスが利用可能である利点がある．また，光励起と光電流測定の組み合わせによって，励起光
エネルギーに完全に共鳴した準位を操作可能とする点で優れている．これまで，量子演算の実現に向けて，二つの直
線偏光した光パルス励起による光電流測定を行い，量子ドットの持つ微細構造分裂に起因する二つの直交する励起子
状態をそれぞれ独立に励起および制御を実証している．また，赤外光パルスによるサブバンド間遷移を利用し，これ
まで光電流では測定できなかった低電圧（長い励起子緩和時間）領域での励起子読み出しにも取り組んでいる．これ
らの結果は励起子量子ビットの初期化などの局面で極めて重要であり，将来の光通信波長帯量子情報ネットワーク構
築の重要なステップである．
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17.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～シリコン量子ドットを用いた量子情報技術基盤研究
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン量子ドットを用いた電子スピン量子ビットの実現を目指し，基盤技術の開発，物理の解明に取り組んでい
る．シリコン系で電子スピン量子ビットを実現できれば，超微細相互作用及びスピン軌道相互作用による影響が小さ
くなり，長いコヒーレンス時間が期待される．しかしながらシリコン中の電子は有効質量が重いため，量子閉じ込め
効果を得るためには化合物半導体系よりも小さな量子ドットを作製する必要があり，高度な作製技術を要する．我々
は電子線リソグラフィ条件，酸化条件，エッチング条件，酸化膜堆積条件等の最適化を行い，制御性に優れた極微細
なシリコン量子ドットの作製に成功している．特に，2重量子ドットや 3重量子ドットの近傍に単電子トランジスタ
を配置した構造を用いて，極低温における電気伝導特性の評価を行った．単電子トランジスタにより量子ドット内の
電子数変化を高感度に検出することに成功した．さらに，シミュレーションにより，電子スピン制御用の微小磁石を
シリコン量子ドット上部に取り付けた構造において，数十MHzでラビ振動を実現できることを示した．これらの成
果はいずれもシリコン電子スピン量子ビットに向けた重要な進展である．

18.	 ナノ光電子デバイスの実現	～高性能量子ドットレーザの研究開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏，特任准教授 （東大）竹本 一矢

　量子ドットを利得媒質とする半導体レーザはキャリアの 3次元的な閉じ込め効果により低しきい値電流，高い温度
安定性，狭スペクトル線幅などの優れた特長がある．我々は，高密度かつ高均一な量子ドット活性層を用いて光ファ
イバ通信用の波長 1.3μm帯のファブリペロー型レーザにおいて 70℃までの温度安定 25 Gbps直接変調動作をこれま
でに実証してきた．また，高周波変調実験の理論的な解析を進め，高速化には量子ドットの高密度化による高利得化
だけではなく GaAs障壁層を薄くしてキャリアの移動距離と緩和時間を短くすることも重要であるという知見を得
た．最近では，光ファイバ通信以外の応用研究にも取り組み，光ファイバ中で発生する水素を検出するセンサー用光
源向けに回折格子を導入して単一波長で発振する波長 1.24μm帯分布帰還型量子ドットレーザで温度安定な特性を
実証している．また，量子ドット利得媒質と外部共振器を組み合わせて 1つのチップで多波長同時発振を実現し，そ
れぞれのスペクトル線幅が電流に対して安定であることを新たに確認するなど適用分野の拡大を目指した研究開発を
進めている．（富士通研，QDレーザとの共同研究）

19.	 ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット太陽電池基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）田辺 克明，准教授 岩本 敏

　量子ドット太陽電池は次世代の超高効率太陽電池として期待されている．我々は，4つの中間バンド構造を用いる
ことで，変換効率 75%が得られることを理論的に示してきた．一方，その実現のためには，量子ドット太陽電池に
おける各素過程の理解・制御が不可欠である．現在，特に光吸収特性に注目し両面から基礎的研究を進めており，単
一量子ドットを用いた実験において，量子ドット太陽電池を実現する上で最も重要となる 2段階光吸収遷移過程を示
唆する光電流の増大の観測に成功している．また，理論計算により量子ドットが障壁層中の電子の波動関数の空間分
布に変化を与え，光学遷移強度が影響を受けることも明らかにした．これは，量子ドット太陽電池の構造設計におい
て重要な知見を与えるものである．一方，ナノワイヤ構造を用いた量子ドット太陽電池の研究開発も進めている．ナ
ノワイヤ構造では，光トラップ効果に起因する高効率化も期待できる．我々は世界に先駆けナノワイヤ量子ドット太
陽電池構造を試作しその動作を実証しており，これまでにシェルとなる AlGaAs窓層の導入などの工夫により，変換
効率 3.6%を達成している．（一部シャープとの共同研究）

20.	 ナノ光電子デバイスの実現～GaN系微小共振器素子の基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　輻射場を制御するフォトニック結晶や垂直微小共振器と III族窒化物半導体量子ナノ構造を融合することにより，
紫外発光素子の高性能化や励起子ポラリトンを用いた室温での量子状態制御が可能になると期待される．本研究では，
高効率・高温動作単一光子発生器や高温動作励起子ポラリトンレーザなどの実現を目指して，窒化物半導体フォトニッ
ク結晶ナノ共振器および垂直微小共振器の作製技術開発を行っている．これまでに，AlNナノビーム共振器の作製法
を開発，近紫外領域フォトニック結晶共振器として世界最高の Q値 6,900以上を達成するとともに，GaN選択熱分
解法を開発，高品質 AlGaNフォトニック結晶ナノ共振器および AlGaN薄膜・誘電体融合型高品質垂直微小共振器を
実現した．最近では，わずかな積層数で高反射率を得られる空隙 /AlGaN分布ブラッグ反射鏡，およびこれを用いた
垂直微小共振器の作製にも成功した．今後は，技術開発を継続しつつ新たな量子ナノ構造との融合も進め，より高度
なナノ光量子素子の実現を目指す．

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

　フォトニック結晶の光学特性は，様々な手法で制御可能であるが，マイクロ・ナノメカニカルな手法は，応答速度
は比較的低速ではあるものの，光学特性を広い範囲で制御することが可能である．我々は，これまでにフォトニック
結晶導波路の特性を制御するMEMS（微小電気機械システム）集積化フォトニック結晶素子を報告してきた．一方，
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フォトニック結晶ナノ共振器の共振特性は，フィルタなどの受動光素子の動作，光電子相互作用を支配する要因であ
り，広い範囲でその特性を制御する技術の実現が期待されている．特に共振器 Q値を制御することで，共振器電気
力学的現象を制御することが可能であり，その制御範囲の拡大が重要な課題の一つである．本研究では，ナノエレク
トロメカニカル機構（NEMS）を用いた広範囲にわたる Q値制御の実現と，それを利用した電子光子相互作用の制御
を実現することを目指している．これまでに素子構造の最適化をすすめ，独自に開発した高精度な微細加工技術を用
いることにより，約 3,500から 14,000までの広い範囲にわたる共振器 Q値の制御に成功した．また理論的解析から，
今手法において Q値変化に付随する共鳴波長シフトの要因を明らかにし，この知見に基づき共鳴波長シフトを抑制
した Q値制御を実現する素子構造を見出した．これらはフォトニック結晶ナノ共振器の制御とその応用へ向けた基
盤技術として重要な成果である．

22.	 ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット赤外線検出器基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　安全・安心，環境調和性が求められる将来の社会においては，熱画像や大気中のガス成分等の環境情報を収集する
ために必要となる，高感度な赤外線検出器の需要が高まると予想される．そこで我々は，量子ドットのサブバンド間
遷移を利用する赤外線検出器の研究開発を行っている．量子ドット赤外線検出器の特長として，①量子閉じ込めが強
いため熱励起による電子の散逸が抑制され暗電流が小さい，②量子ドットの形状や大きさまたは周辺の層構造を変え
ることで検出中心波長を制御できる，③量子ドットの数密度を大きくすることで高い検出効率を実現可能である，が
挙げられる．我々は，GaAs基板上に形成した InAsまたは InGaAs量子ドットを光吸収層に含む構造を作製している．
量子ドット周辺の層構造と材料組成を変えること，さらにポストプロセスである急速熱アニール過程を組み合わせる
ことにより，波長 5～12μmの範囲で検出波長制御技術を確立した．また，性能指標の 1つである比検出能 D*は
1010オーダまで到達している．（NECとの共同研究）

23.	 ナノ光電子デバイスの実現～プラズモンナノワイヤ - 量子ドットレーザの開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　光電子集積回路などへの応用を目指したレーザ素子の小型化の研究は高い関心を集めている．フォトニック結晶な
ども含めた従来の光学的光閉じ込めに基づく限りにおいては，回折限界による制限のため，チップ内光配線などの求
められる超小型レーザを実現することは困難である．一方，金属誘電体界面に局在する表面プラズモンポラリトン
（SPP）を利用することで，ナノスケールでの光閉じ込めが可能となる．本研究では，SPPを利用して InAs系量子ドッ
トを含む単一 GaAsナノワイヤレーザの実現を目指している．これまでに低損失 SPPモードを実現するための銀薄膜
堆積技術を確立するとともに，この銀薄膜上に配置した単一 GaAsナノワイヤ（直径 <180nm）において，SPPモー
ドに起因するファブリ -ペロー共振モードの観測に初めて成功した．共振モードの Q値は 3,500と SPPモードとして
は非常に高い．また，銀薄膜上のナノワイヤにおいては，シリコン基板上単一ナノワイヤと比較して，1000倍程度
の発光強度が得られた．今後は GaAsナノワイヤでの SPPレーザ発振の実現を目指すとともに，その知見を元に，
SPPナノワイヤ -量子ドットレーザの実現を目指す．

24.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン系基板上高品質 InAs 量子ドット形成技術
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）田辺 克明，准教授 岩本 敏

　光配線技術の実現に向けて，高い発光特性を示す化合物半導体をシリコン基板上に形成する技術に注目が集まって
いる．特に量子ドットレーザは温度安定性など優れたレーザ特性を示すことから大きな期待を集めている．シリコン
系基板の一つとして，近年，GeOI（germanium-on-insulator-on-silicon）基板が，シリコンフォトニクス応用への量子ドッ
トレーザの一体型集積化のためのプラットフォームとして提案されている．本研究では，GeOI基板上への量子ドッ
トレーザの実現を目的に，GeOI基板上への高品質 InAs量子ドットの形成技術の開発に取り組んでいる．これまでに，
有機金属化学的気相成長法（MOCVD）を用い，GeOI基板および Ge/Si基板上に，高密度でかつサイズの均一性の高
い InAs量子ドットの積層構造の形成に成功している．これらの代替基板上に積層された InAs量子ドットの発光特性
は，GaAs基板上に成長された同構造のものに匹敵する値が得られている．さらに，世界初の CVDによるシリコン
上直接成長の量子ドット LEDの作製にも成功した．現在，これらの成長技術を用い，Si系基板上の量子ドットレー
ザの作製を進めている．

25.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン上量子ドット発光デバイス基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）田辺 克明，准教授 岩本 敏

　光電子融合技術の実現に向けて電子デバイスと光デバイスを同じチップ上に集積することが不可欠である．特にシ
リコン自体での発光素子実現が困難であることから，III-V族光源の集積化に期待が寄せられている．特に量子ドッ
トレーザは，温度安定性や低レーザ発振閾値といった特性から光電子高密度集積に適した光源である．我々は，化合
物半導体量子ドットレーザを備えたシリコンの光集積回路の構築を目的として，シリコン基板上の InAs量子ドット
レーザの作製を進めている．これまでに，格子不整合な異種半導体間の接合を作るために開発した新規融着技術を用
い，シリコン基板上量子ドットレーザの室温発振を実現するとともに，シリコン上レーザとして世界最小レベルの閾
値電流密度を達成している．さらに，シリコン上レーザとして世界最高の発振温度および特性温度を得ている．また，
シリコン光導波路構造上の通信波長帯 1.3ミクロン InAs量子ドットレーザの作製にも成功している．現在，導波路
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への光結合の高効率化を進めている．

26.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～ゲルマニウム発光素子基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　COMSプロセスと融和性の高い Siや Geから構成される光源は，その融和性からシリコンフォトニクスにとって
極めて重要な研究課題である一方，これらの材料が間接遷移半導体であることから同時に極めて挑戦的な課題である．
Geは Siと同様に間接遷移半導体ではあるが，バンドギャップが最小となる L点と直接遷移のΓ点のエネルギー差が
Siに比べて小さく，引っ張り歪導入によって更に小さくすることが可能である．この引っ張り歪に加えて高濃度の
電子ドーピングを組み合わせることによってΓ点からの直接遷移発光を大幅に増強することができる．Γ点からの寄
与を増やし正味の光利得を得るには高い電子ドーピング濃度が必要となるが，一方でこれは結晶品質に悪影響を与え
ることが懸念される．我々は，キャリア寿命の観点から高い電子ドーピング濃度の結晶品質への影響を検討している．
電子ドーピング濃度＞ 1019cm-3を有する Si上に直接成長された Ge結晶（引っ張り歪 0.2%程度）について，時間分
解発光分光によりキャリア寿命を評価し，バルク Geよりも数桁速い数百 psから 2ns程度の寿命をこれら Geが有し
ていることを示し，Shockley-Read Hall非発光過程が主要な要因であることを明らかにした．今後は，光利得の測定，
SiN歪膜や微細構造を用いた歪増強，フォトニックナノ構造との融合などに関する研究を進め，Geを用いた高効率
光源実現の可能性を明らかにすることを目指す．（HITACHIとの共同研究）

27.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～輻射場エンジニアリングによるシリコン系発光素子の基
盤研究

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン系発光素子はチップ間光配線など光電子集積における次世代技術として大きな関心が寄せられている．し
かし，シリコンは間接遷移型半導体であり，発光寿命は msオーダーと化合物半導体に比べて桁違いに長く，光エミッ
タとしては適さないと考えられてきた．本研究では，発光寿命を決定している要因のひとつである光子状態密度・真
空輻射場の電場強度に着目し，人工的に輻射場をデザインすることで，シリコンの発光を効率化し，そのデバイス応
用への可能性を探る．これまでにフォトニック結晶ナノ共振器を用いることで，結晶性シリコンに比べて 300倍以上
の発光強度を観測することに成功するとともに，小さい体積の共振器ほど発光増強に有効であることを実験的に示し
た．また，ナノ共振器で増強された発光のフォトニック結晶導波路を介した面内伝搬も実証し，将来の光電子融合素
子への応用の可能性を示した．さらに，フォトニック結晶構造を有するシリコン LED，シリコンフォトニック結晶
ナノ共振器 LEDを初めて実現するとともに，シリコンナノ共振器 LEDの 100MHz直接変調などの成果を達成してい
る．

28.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～フォトニックナノ構造を用いたシリコンラマン光増幅器・
レーザの開発

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン導波路・共振器を利用したラマン光増幅器やラマンレーザは，外部励起光源を必要とするものの，シリコ
ン自体を増幅媒質として利用できる点で注目を集めている．本研究では，ラマン利得を用いたシリコンフォトニック
結晶導波路型光増幅器・レーザの実現を目指して研究開発を進めている．フォトニック結晶導波路を用いることで，
強い光閉じ込め効果や低群速度状態の利用により非線形光学効果の増強が可能となり，小型で低い励起パワーで動作
可能なシリコン導波路光増幅器を実現できると期待できる．また高 Qナノ共振器とくらべて，動作波長に関する制
限が緩和される点も利点の一つである．我々は，その第一歩としてシリコンフォトニック結晶導波路における自然ラ
マン散乱光の観測に成功するとともに，励起光の低群速度領域におけるラマン光増強を確認した．また，従来提案さ
れていた構造に比べて 100倍以上の性能を実現できる可能性をもつシリコンフォトニック結晶導波路構造を提案し
た．最近ではこの導波路における自然ラマン散乱の観測にも成功しており，現在従来構造との比較検討を進めている．
今後は，これらの検討を通して新構造の有効性を明らかにするとともに，本構造における誘導ラマン散乱の実現を目
指す．

29.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン 3次元フォトニック結晶技術と 3次元光配線技
術の開発

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　情報機器の高速化・低消費電力化の進展にともない，チップ間・ボード間の二次元的光配線技術の導入が検討され
ている．さらに 10年から 15年後には，スーパコンピュタや高機能サーバにおいては，三次元的な光配線が必要とな
る可能性が高いと考えられている．我々は 3次元フォトニック結晶技術を用いたナノ光源や三次元光配線の実現に向
けた基盤技術の開発を進めている．これまでに，GaAsで 構成されたナノ共振器と InAs量子ドットが 組み込まれた
シリコン 3次元フォトニック結晶を作製し，ハイブ リッド型 3次元フォトニック結晶ナノ共振器レーザ（パルス光
励起）を初めて実現した．また，シリコン 3次元フォトニック結晶ナノ共振器に Ge量子ドットを組み込むことにより，
オール IV族アクティブシリコンフォトニック結晶を初めて実現し，発光ダイナミクスの変化の観測にも成功してい
る．さらに，新たな三次元フォトニック結晶導波路や共振器構造の設計も進めており，実験的検証を目指した研究も
展開している．（一部ドイツ・ミュンヘン工科大学との共同研究）
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30.	 次世代有機半導体デバイスの研究開発～フレキシブルエレクトロニクス技術基盤開発
教授 荒川 泰彦，委嘱准教授 （東大）北村 雅季，准教授 岩本 敏

　有機トランジスタは塗布工程により，低コストで大面積エレクトロニクスを実現可能であることから，注目を集め
ている．我々はインクジェット法および真空乾燥法を用いて均一な薄膜のパターンを作製する技術を開発し，これま
で塗布工程によって薄膜化が困難であった C60を用いて非常に均一な薄膜を得ることに成功した．またデバイス構造
の最適化を行い，C60をチャンネル層とする NMOSで移動度 2.2-2.4cm2/Vs，閾値電圧 0.4-0.6 Vと特性のそろった高
移動度，低電圧動作のトランジスタの作製に成功した．（一部シャープとの共同研究）

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

　有機半導体トランジスタは，作製が容易であり大面積集積回路が低コストで作製できるといった特徴がある．また，
PMOS，NMOSともに 1cm2/Vs以上移動度が得られており，CMOS回路への応用が期待できる．我々は高移動度材料
として期待される DNTT誘導体および C60をそれぞれ有機 PMOSおよび NMOSのチャネル材料に使用し有機 CMOS
回路の高速動作に取り組んでいる．有機 PMOSについては高速動作のために必要となる短チャネル，高移動度のト
ランジスタの実現が困難であったが，電極作製技術の最善によりチャネル長 2ミクロンの有機 PMOSで移動度 1.5 
cm2/Vsを達成している．今後，この PMOSを使って 10 MHz以上の高速動作が期待できる．（一部シャープとの共同
研究）

32.	 逆磁気光学効果を利用した反強磁性体の磁化振動の誘起
教授 志村 努，助教（志村研）佐藤 琢哉，大学院学生 （志村研）大谷 研輔

　単一の偏光状態をもつ光パルスが生じる逆磁気光学効果では実現できなかった，周波数選択的な磁化振動の回転
モードの制御を目指し，光パルスの偏光方位角が時間とともに回転する，「ねじれ偏光パルス」波形のための波形整
形器の製作を行った．

33.	 時系列信号方式コリニアホログラフィックメモリーの記録再生特性
教授 志村 努，特任研究員 （志村研）遠藤 政男，大学院学生 （志村研）古里 博志， 

大学院学生 （志村研）野﨑 照彦

　BD等の従来方式の光記録媒体の容量増加は限界が来ている．そこで注目されているのが高情報転送速度，高記録
密度が実現可能なホログラフィックメモリーである．本研究室ではその中でも新しいホログラフィックメモリーの
コーディング方式として時系列信号方式を提案している．これは従来の情報を離散的に分散させるホログラフィック
メモリーと違い，BDまでに発展してきた高情報密度が得られる連続記録方式を使用可能とし，従来の記録再生装置
とも互換性を持たせることができる．本研究では時系列信号方式コリニアホログラフィックメモリーの実用化のため，
その記録再生特性を調べる．

34.	 磁性体CuB2O4 の超高速ダイナミクス
教授 志村 努，助教（志村研）佐藤 琢哉，大学院学生 （志村研）今坂 光太郎

　銅酸化物は磁気・構造相転移や高温超伝導などを示す例が多数報告されており，近年盛んに研究が行われている．
中でも CuB2O4結晶は Cu原子が 2つの異なる結晶配置を取り，2段階の磁気相転移を起こすなどの興味深い性質を
もつ物質である．本研究では，フェムト秒パルスレーザーを用いたポンプ・プローブ測定によって，CuB2O4結晶の
高速ダイナミクスを明らかにした．また，プローブ光強度や測定器の増幅率を最適化することで，観測される信号の
精度を飛躍的に向上させた．

35.	 光パルスによる希土類鉄ガーネットのスピン波励起制御
教授 志村 努，助教（志村研）佐藤 琢哉，大学院学生 （志村研）吉峯 功

　スピン波は固体中の局在電子のスピン間相互作用により歳差運動が伝播する現象であり，エネルギー損失の少ない
情報伝達媒体となることが期待されている．われわれは，光パルスによるスピン波発生及び制御の研究を行っている．
われわれは励起光に直線偏光パルスを用いて希土類鉄ガーネットに誘起されたスピン波の初期位相を偏光方位角によ
り連続的に変化させられることを実験的に示し，このスピン波発生の起源が逆コットン・ムートン効果と磁気異方性
変調にあることを示した．これはフェーズドアレーによるスピン波発生制御に応用できる．またわれわれは，CCD
カメラによるイメージングを用いたスピン波の高速な観測手法を開発している．
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36.	 ホログラフィックメモリーの記録再生特性と材料特性の関係
教授 志村 努，特任研究員 （志村研）遠藤 政男，大学院学生 （志村研）野﨑 照彦， 

大学院学生 （志村研）古里 博志

　現状用いられている光ディスクにかわる新たな記録方式として，ホログラムの原理を利用したホログラフィックメ
モリーが期待されている．ホログラフィックメモリーを実現させる手法の 1つとして，信号光と参照光を同一の行路
にまとめたコリニアホログラフィックメモリーについての研究が進められている．現在のコリニアホログラフィック
メモリーのモデルにおいては，記録媒体は完全に理想的であるという仮定のもとで組み立てられているが，実際には
記録材料の特性を考慮する必要があるため，記録材料の記録特性を測定するための装置を設計，製作を行った．

37.	 自己組織化量子ドットを介した電子伝導の物理と応用
教授 平川 一彦，准教授 野村 政宏，特任講師 （東大）柴田 憲治，特任研究員 （平川研）Cha Kyuman， 
特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，大学院学生 （平川研）Zhang Ya，大学院学生 （平川研）尾上 俊樹， 

講師 （東大）大岩 顕，教授 （東大）岩佐 義宏，教授 （東大）樽茶 清悟

　自己組織化 InAs量子ドット構造の特異な物性の解明とその応用を目的として研究を行っている．本年度は，（1）
電子ビームリソグラフィーと新しい結晶表面クリーニング法を組み合わせることにより，量子ドットの位置，形状，
量子力学的結合を制御する技術をほぼ確立するとともに，単一電子トランジスタへの応用に成功した，（2）単一量子
ドットトランジスタ構造にテラヘルツ電磁波を照射することにより，光支援トンネル効果の観測に成功した，（3）広
帯域テラヘルツ光源を用いて，単一量子ドットの量子準位の分光に取り組んでいる．

38.	 単一原子レベルの超微細加工プロセスと単一分子トランジスタ
教授 平川 一彦，特任研究員 （平川研）吉田 健治，大学院学生 （平川研）Du Shaoqing， 

大学院学生 （平川研）岡村 直柔，教授 石井 和之

　我々は，原子レベルでの金属超微細電極の加工プロセスおよびそれを用いて作製した単一分子トランジスタの伝導
の研究を行っている．本年度は，（1）強磁性電極を有する単一フラーレン分子トランジスタの伝導特性と分子の帯電
状態の関係の解明をおこなった，（2）金属内包フラーレン単一分子トランジスタを作製し，伝導測定により単一原子
の情報を読み出すことができることを明らかにした，（3）単一分子トランジスタに強い単色テラヘルツ光を照射する
ことによる伝導制御を試みている．

39.	 半導体量子構造を用いたテラヘルツ光源・検出器の開発
教授 平川 一彦，特任講師 （東大）柴田 憲治，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美， 

大学院学生 （平川研）渡辺 康行，情報通信研究機構 関根 徳彦，情報通信研究機構 寶迫 巌，教授 年吉 洋

　半導体量子構造を用いて，これまで未開拓であったテラヘルツ領域で動作する新規光源，検出器の開拓を行ってい
る．本年度は，NEMS技術を用いてテラヘルツ電磁波の検出を行う方式の検討と作製プロセスの基礎的検討を行った．

40.	 テラヘルツ分光技術の開発と応用
教授 平川 一彦，助教 （平川研）大塚 由紀子，大学院学生 （平川研）河野 健太， 

大学院学生 （年吉研）Han Zhengli，教授 年吉 洋

　フェムト秒レーザパルスを用いたテラヘルツ電磁波やフーリエ分光器からのテラヘルツ電磁波を用いて様々な物性
研究を行っている．本年度も引き続き，（1）水を含んだタンパク質（ゼラチン）の乾燥過程と加糖の影響に関して検
討を行った．（2）半導体ヘテロ構造基板にメタマテリアルを作製し，イオン液体ゲートによる透過特性の制御に関す
る基礎研究を行った．

41.	 分子線エピタキシーを用いた半導体ナノ構造の成長
教授 平川 一彦，特任講師 （東大）柴田 憲治，特任研究員 （平川研）Cha Kyuman， 

特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，大学院学生 （平川研）尾上 俊樹

　分子線エピタキシーを用いて，原子レベルで精密に制御された半導体へテロ構造の作製を行っている．特に，高移
動度ヘテロ構造二次元電子系や自己組織化量子ドットの成長，さらに量子カスケード構造の成長を行っている．

42.	 プラズモン誘起電荷分離に関する研究
教授 立間 徹，助教 （立間研）西 弘泰，大学院学生 （立間研）片木 優，大学院学生 （立間研）安田 一， 

大学院学生 （立間研）齋藤 滉一郎

　金属ナノ粒子と半導体の界面において，プラズモン共鳴に基づいて電荷分離が誘起される．この現象の機構につい
て解明するとともに，フォトクロミズム，バイオセンシング等の用途開発を行う．
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43.	 プラズモン共鳴による光電気化学過程の増強
教授 立間 徹，助教 （立間研）西 弘泰，大学院学生 （立間研）川脇 徳久，大学院学生 （立間研）朝倉 彰洋， 

大学院学生 （立間研）渡邊 智

　局在表面プラズモン共鳴により金属ナノ粒子近傍に生じる振動電場を利用して，色素や半導体を励起し，光電変換
や光触媒反応を効率化する．

44.	 新しい光電気化学過程の開発と応用
教授 立間 徹，助教 （立間研）西 弘泰，技術専門職員 （立間研）黒岩 善徳，大学院学生 （立間研）古郷 敦史， 

大学院学生 （立間研）中村 英司，研究生 （立間研）石島 歩

　金属クラスターを用いた光電変換システム，エネルギー貯蔵型光触媒などの開発を行う．

ソシオグローバル情報工学研究センター
1.	 カメラ応答関数の自動校正を伴う照度差ステレオ

協力研究員 （佐藤（洋）研） 岡部 孝弘，大学院学生 （佐藤（洋）研） Wiennat Mongkulmann，教授 佐藤 洋一

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

2.	 拡散反射板を用いた光源の放射強度分布の計測
協力研究員 （佐藤（洋）研） 岡部 孝弘，大学院学生 （佐藤（洋）研） 河村 拓哉，教授 佐藤 洋一

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

3.	 Optimized	Sampling	for	Reflectance	Modeling
大学院学生 （佐藤（洋）研） Muhammad Asad Ali，協力研究員 （佐藤（洋）研） 岡部 孝弘， 

協力研究員 （池内研） 佐藤 いまり，教授 佐藤 洋一

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

4.	 視線情報に基づく画像選好の識別
大学院学生 （佐藤（洋）研）笠井 啓史，大学院学生 （佐藤（洋）研） 尾崎 安範， 

特任助教 （佐藤（洋）研）菅野 裕介，教授 佐藤 洋一

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

協力研究員 （佐藤（洋）研）岡部 孝弘，教授 佐藤 洋一

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

6.	 Influence	of	stimulus	and	viewing	task	types	on	a	learning-based	visual	saliency	model
大学院学生 （佐藤（洋）研） 叶 彬彬，特任助教 （佐藤（洋）研） 菅野 裕介，教授 佐藤 洋一

　Learning-based approaches using actual human gaze data have been proved to be an efficient way to acquire accurate visual 
saliency models and attracted much interest in recent years． However， it still remains yet to be answered how different types of 
stimulus and viewing tasks affect learned visual saliency models． In this study， we compare the visual saliency models learned 
from different types of images and viewing tasks to quantitatively investigate the relationship between dataset characteristics and 
learned saliency models and discuss the importance of choosing appropriate experimental setting．

7.	 Social	Group	Discovery	 from	Surveillance	Videos:	A	Data-Driven	Approach	with	Attention-
Based	Cues

大学院学生 （佐藤（洋）研）  Isarun Chamveha，特任助教 （佐藤（洋）研）菅野 裕介， 
研究員 （佐藤（洋）研）杉本 晃宏，教授 佐藤 洋一

　This paper presents an approach to discover social groups in surveillance videos by incorporating attention-based cues to mod-
el group behaviors of pedestrians in videos．Group behaviors are modeled as a set of decision trees with the decisions being ba-
sic measurements based on position-based and attention-based cues．Rather than enforcing explicit models， we apply tree-based 
learning algorithms to implicitly construct the decision tree models．The experimental results demonstrate that incorporating at-
tention-based cues significantly increased the estimation accuracy compared to the conventional approaches that used position-
based cues alone．

8.	 Uncalibrated	photometric	stereo	for	unknown	isotropic	reflectances
教授 佐藤 洋一，大学院学生 （佐藤（洋）研）Lu feng，マイクロソフトリサーチアジア 松下 康之， 

協力研究員 （池内研）佐藤 いまり，協力研究員 （佐藤（洋）研）岡部 孝弘

　We propose an uncalibrated photometric stereo method that works with general and unknown isotropic reflectances． Our 
method uses a pixel intensity profile， which is a sequence of radiance intensities recorded at a pixel across multi-illuminance im-
ages． We show that for general isotropic materials， the geodesic distance between intensity profiles is linearly related to the an-
gular difference of their surface normals， and that the intensity distribution of an intensity profile conveys information about the 
reflectance properties， when the intensity profile is obtained under uniformly distributed directional lightings． Based on these 
observations， we show that surface normals can be estimated up to a convex/concave ambiguity． A solution method based on 
matrix decomposition with missing data is developed for a reliable estimation． Quantitative and qualitative evaluations of our 
method are performed using both synthetic and real-world scenes．

9.	 人物照合のための局所的な特徴の重み付積算法
特任助教 （佐藤（洋）研） 松川 徹，教授 佐藤 洋一，協力研究員 （佐藤（洋）研）岡部 孝弘

　異なるカメラ間で人物の照合をロバストに行うための方法を提案する． 提案手法では， 人物画像領域内の位置に応
じて， 色特徴量等の局所特徴量を重み付で積算し，人物の姿勢変動や背景変動にロバストな特徴ベクトルの構成を行
う．そのための位置重み及び特徴ベクトルの距離計量を判別的に最適化する．

10.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

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

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

12.	 デジタルアースビジュアリゼーション
教授 喜連川 優，特任准教授 （喜連川研）生駒 栄司，特任助教 （喜連川研）安川 雅紀， 

特任助教 （喜連川研）山本 昭夫，特任助教 （喜連川研）絹谷 弘子，特任研究員 （喜連川研）大柳 美佐， 
特任研究員 （喜連川研）金内 志津，特任研究員 （喜連川研）佐野 仁美

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

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

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

14.	 ショートセンテンスの類似性に関する研究
教授 喜連川 優，特任准教授 中野 美由紀，特任准教授 楊 征路，大学院学生 （喜連川研）顧 彦慧

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

15.	 Web マイニングに関する研究
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，助教（豊田研）伊藤 正彦，特任准教授 鍜治 伸裕， 
特任准教授 吉永 直樹，大学院学生 （喜連川研）任 勇，大学院学生 （喜連川研）高 文梁， 

大学院学生 （喜連川研）土屋 圭，大学院学生 （喜連川研）栗原 俊明

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

16.	 地球観測データ統合・解析システムの研究
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘，特任准教授 （喜連川研）生駒 栄司，特任助教 （喜連川研）安川 雅紀， 
特任助教 （喜連川研）山本 昭夫，特任助教 （喜連川研）絹谷 弘子，特任研究員 （喜連川研）大柳 美佐， 

特任研究員 （喜連川研）金内 志津，特任研究員 （喜連川研）佐野 仁美

　衛星観測，海洋観測，陸上観測などの様々な手段で得られた観測データや数値予報モデルの出力，関連する社会経
済情報を統融合し，地球環境分野における科学的・社会的に有用な情報へと変換し，その結果を社会に提供するため
のシステムのプロトタイプの開発を行っている．

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

　サーバーやストレージの集約によるデータセンターの高密度化に伴い，データセンタの消費電力は増加の一途を
辿っている．中でも，データセンタで管理するデータ量の急増に伴うストレージの消費電力の増加は著しく，その電
力削減はデータセンタにおける重要な課題となっている．複数のディスクドライブから構成されるストレージの省電
力化を目的に，TPC-Cベンチマーク相当の OLTP系アプリケーションの I/O挙動に基づくディスクドライブの省電力
化方式の検討及び評価を実施しつつある．
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18.	 超巨大データベース時代に向けた最高速データベースエンジンの開発と当該エンジンを核とす
る戦略的社会サービスの実証・評価

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生，特任准教授 鍜治 伸裕， 
特任准教授 吉永 直樹，特任助教 （喜連川研）商 海川，特任助教 （喜連川研）山本 昭夫， 

特任研究員 （喜連川研）Rage Uday Kiran，大学院学生 （喜連川研）山田 浩之，大学院学生 （喜連川研）早水 悠登

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

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

大学院学生 （喜連川研）鈴木 恵介

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

20.	 大規模分散処理環境における適応的インデクスの利用に関する研究
教授 喜連川 優，特任准教授 中野 美由紀，助教（喜連川研）横山 大作

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

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

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 中野 美由紀

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

22.	 DTNによる自然環境モニタリング
教授 瀬崎 薫，助教 （東大）小林 博樹，大学院学生 （瀬崎研）中川 慶次郎

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

23.	 閾値公開鍵暗号の鍵再分割可能性と安全性モデルに関する研究
大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢，産業技術総合研究所 松田 隆宏，産業技術総合研究所 花岡 悟一郎， 

教授 松浦 幹太

　閾値公開鍵暗号（Threshold Public Key Encryption， TPKE）においては，秘密鍵を多数の秘密鍵に分割し，そのうち
異なるある一定数以上の秘密鍵から得られる復号シェアを集めると，復号が可能となる．クラウドコンピューティン
グ環境において様々な処理を委託する際には，関与者の間で複雑なセキュリティ要件があるため，TPKEのような高
機能暗号の応用が広がると考えられている．本研究では，複雑なセキュリティ要件をそのバックボーンにある鍵管理
などと結びつける安全性モデルを体系化し，いくつかの具体的な暗号アルゴリズムの安全性証明に成功した．とくに，
鍵再分割可能性という性質を厳密に扱うことの理論的意義と応用上の意義を明らかにした．
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24.	 マルウェアの作成コンパイラに関する情報推定手法に関する研究
大学院学生 （松浦研）碓井 利宣，教授 松浦 幹太

　不正ソフトウェア（マルウェア）に対して効果的な対策を実施するには，マルウェアの実行ファイルが持つ様々な
情報を最大限に利用して分析をする必要がある．しかし，攻撃者は，コンパイラの種類や最適化レベルを変更するな
どしてマルウェアの機械語命令列を容易に変更し分析を攪乱することができる．本研究では，そのような攻撃者に対
応するため，コンパイラや最適化レベルを柔軟に推定する手法を開発している．具体的には，実行ファイルの中でコ
ンパイラの特性が大きく影響を与えるコード領域に着目し，隠れマルコフモデルを用いた推定手法を実装し，実際の
マルウェア検体を用いた評価実験を行い，一定の有効性を確認した．

25.	 標的型攻撃における攻撃者のグルーピング手法に関する研究
協力研究員 （松浦研）北條 孝佳，教授 松浦 幹太

　特定の組織等を対象とした標的型攻撃によって，組織等が保有する機密情報や個人情報等が窃取され被害が拡大し
ている．個々の事案への対処とその分析は行われているが，横断的な分析が困難であるため，攻撃者の実態把握が十
分にできていない．そこで，本研究では，10種類以上の多様な属性に着目して標的型攻撃のグルーピングを行う手
法を考案し，実データに適用した評価を行っている．本手法の完成度を高めれば，自分で不正プログラムを作成して
攻撃してくる場合，不正プログラムを購入するなどして攻撃してくる場合，そして第三者に攻撃を依頼する場合など
を区別し，捜査に有用な知見を獲得することに寄与できる．

26.	 不正ソフトウェア対策技術評価のための共通データセットと制度設計に関する研究
教授 松浦 幹太，技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗

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

27.	 ID レス生体認証の最適性理論と実用化に関する研究
大学院学生 （松浦研）村上 隆夫，（株）日立製作所 高橋 健太，教授 松浦 幹太

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

28.	 匿名通信システムに対するロバストな指紋攻撃
大学院学生 （松浦研）横手 健一，教授 松浦 幹太

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

29.	 車載センサ融合・歩車間通信による歩行者検知
准教授 上條 俊介

　歩行者センシングは，安全運転支援，自動運転技術の核である．車載カメラや LIDARのヒュージョンによる歩行
者検知，Zigbeeデバイスを用いた歩車間通信による歩行者検知および位置特定技術の研究を行っている．

30.	 次世代信号制御技術
准教授 上條 俊介

　都市交通問題の解決のため，インテリジェント画像センサを活用した信号制御技術を提案している．画像センサを
用いて，車両と歩行者の挙動を詳細に観測することで，双方の需要の同時最適化を行う．また，自動運転時代を見据
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えて，路車および車車間通信を用いた路車協調およびマルチエージェント型の交差点制御の研究を行っている．当該
技術はこれまでの信号制御を代替する可能性を秘めている．

31.	 アーバンポジショニング技術の高度化
准教授 上條 俊介

　GNSSの NLOSやマルチパスの問題を解決することで，いわゆる urban canyonにおけるポジショニング精度の改善
に関する研究を行っている．また，スマートフォンのジャイロ，磁気センサとの融合により，さらなる精度改善が可
能となる．GNSSの精度向上は，カーナビにも応用可能で，自動運転におけるレーンポジショニングにとって重要な
要素技術となる．

32.	 セキュリティーカメラにおける人物行動把握
准教授 上條 俊介

　近年激増しているセキュリティーカメラは，安全安心のためだけでなく，マーケティングの観点からも有用である．
店舗カメラを用いて顧客の姿勢を分析し，その人物がどの程度の関心を示しているかを理解するための認識技術の研
究を行っている．

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

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

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

教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）鈴木 貴之

　流れの圧力が低下することにより発生するキャビテーションは，ターボ機械の性能を低下させるだけではなく，機
械の破損や損傷の原因となることもあるが，未解明な課題も多く残されている．本研究では，キャビテーション流れ
の非定常挙動を解明することを目的に，数値解析プログラムの開発を進めている．今年度は均質媒体モデルを用いた
キャビテーション解析において，媒体の膨張収縮時の圧力差により運動エネルギーの損失が発生することを明らかに
した．また，これらの知見に基づき，体積力により運動エネルギーの損失を補う改良モデルを提案し，その有効性を
確認した．

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

大学院学生 （日本大）山本 勝幸，大学院学生 （日本大）小林 典彰，学部学生 （日本大）牧村 俊佑， 
助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　風車の大型化が進むにつれて，風車から発生する空力音の大きさや特性が問題となり，その予測精度の向上と低減
手法の開発が望まれている．本研究では流入風の変動によるガストノイズに着目し，低騒音風洞のノズル出口に試作
した乱流発生装置を新たに装着し，翼から発生する空力音に与えるガスト風の影響を詳細に検討している．今年度は，
新たに 16軸からなるの乱流発生装置を試作し，乱れの均質化を実現した．また，分離解法を用いてガストノイズの
音響解析を行っている．

3.	 ポンプ水車内の旋回失速状態の流れに関する大規模計算
教授 加藤 千幸，外国人協力研究員 （加藤（千）研）Olivier Pacot

　ポンプを部分負荷の状態で運転すると，旋回失速と呼ばれる特異現象が現れる．この状態の流れを大規模計算で予
測することを目標としている．今年度は，ポンプ水車内の流れを FrontFlow/blueを用いて大規模計算を行うことで旋
回失速状態を再現し，その発生メカニズムを明らかにした．
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4.	 スパイラルマグナス風車の研究開発
教授 加藤 千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田 明由，助教 （豊橋技術科学大）横山 博史， 

学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，大学院学生 （加藤（千）研）野口 俊仁， 
助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

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

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

　翼スパン長が 150mm程度の小型飛行機の推進装置として，羽根車外径数 mmのラジアルガスタービンの研究開発
を行っている．歯科用ボールベアリングを利用し，コールドエアー試験により定格回転数の 8割にあたる 40万 rpm
以上の回転数に達成した．今年度は，単三電池サイズの大きさの 1軸 2段のラジアルガスタービンを試作し，実用化
に向けて研究開発を進めた．

6.	 Lighthill テンソルを用いた空力音響解析
教授 加藤 千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田 明由， 

専任講師 （日本大）鈴木 康方，大学院学生 （日本大）小林 典彰

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

7.	 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，客員教授 大野 隆央，教授（立教大） 望月 祐志

　流体，材料，バイオ，構造等の産業界の分野で必要とされる高度で実用的なシミュレーションソフトウェアの研究
開発，及び，これまで開発が進められてきたシミュレーションソフトウェアの高速化を図る．また，実用性を高める
ために産業界の利用者を増やすべく，本研究を通して今後の我が国の高度な科学計算シミュレーションの維持発展を
担う研究者及び技術者の育成も行う．平成 25年度は，量子バイオ分野において，地球科学やナノバイオ技術に貢献
するためシミュレーションソフトウェアの高度化の研究を実施した．またナノデバイス分野においては，半導体ナノ
構造，エネルギー材料を対象にシミュレーションソフトウェアの高度化の研究を実施した．

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

大学院学生 （吉川（暢）研）佐々木 昴

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

9.	 繊維強化プラスチック高圧水素容器の最適設計
教授 吉川 暢宏，技術職員 （吉川（暢）研）針谷 耕太，特任研究員 （吉川（暢）研）キム サンウォン

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

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

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

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

12.	 密度汎関数法に基づく第 3世代カノニカル分子軌道計算アルゴリズムの開発
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　グリッドフリー法とコレスキー分解法を組み合わせて，スパコンで十分な性能を出すことができる，第 3世代のア
ルゴリズムを開発した．密度汎関数法における交換相関項の計算に高品位グリッドフリー法を導入し，超大規模・超
大量計算における数値計算脆弱性を排除，コレスキー分解法で計算精度を数学的に厳密に制御しながら，超並列計算
に適した新規アルゴリズムを開発することに成功した．

13.	 グルコースオキシダーゼの反応機構解析
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　グルコースオキシダーゼの第 2反応を量子化学計算で詳細に解析することによって，信頼性の高い血糖値バイオセ
ンサーを新規開発する．

14.	「HPCI 戦略プログラム」分野４次世代ものづくり
教授 加藤 千幸，教授 吉川 暢宏，教授 佐藤 文俊，教授（東大）奥田 洋司，教授（東大）吉村 忍， 

特任教授 畑田 敏夫，准教授（東大）山田 知典，特任研究員（東大）吉廣 保，特任研究員（東大）大西 順也， 
特任研究員（東大） 川鍋 友宏，特任研究員（東大） 鵜沢 憲，教授（（独）宇宙航空研究開発機構）藤井 孝藏， 

准教授（（独）宇宙航空研究開発機構）大山 聖，准教授（（独）宇宙航空研究開発機構）高木 亮治， 
次長（（独）日本原子力研究開発機構）中島 憲宏，研究主席（（独）日本原子力研究開発機構）小関 隆久， 
研究主幹（（独）日本原子力研究開発機構）井戸村 泰宏，客員教授 大野 隆央，教授（神戸大）小野 謙二， 

教授（東北大）大林 茂，教授（東京都市大）郡 逸平，教授（豊橋技術科学大）飯田 明由，教授（立教大） 望月 祐志， 
准教授（京都大）黒瀬 良一，准教授（北海道大）坪倉 誠，協力研究員（大島研）中島 卓司

　「21世紀のものづくりを抜本的に変革する計算科学技術の戦略的推進」の実現に向け，世界最高水準の研究成果を
創出するとともに，計算科学技術推進体制を構築することを目的とした事業を，東京大学生産技術研究所を代表機関
として，独立行政法人日本原子力研究開発機構，独立行政法人宇宙航空研究開発機構の 3戦略機関体制により推進し
ている．
　［Ⅰ］社会基盤・民生機器の抜本的高効率化・小型化・静音化を実現する革新技術創出支援システムの研究開発（プ
ロダクトイノベーション），［Ⅱ］未来社会へ向けた価値の創造・製品化プロセスを抜本的に加速する次世代設計シス
テムの研究開発（プロセスイノベーション），［Ⅲ］大規模プラントの信頼性を抜本的に向上させる次世代安全性・健
全性評価システムの研究開発（安心・安全社会の構築）を産業界との連携により実施する．また，ここで得られた成
果を広く産業界で利用いただくための高度なシミュレーションソフトウェアの利活用を促進させることを目指した技
術的支援体制の充実を含む諸施策を実施する．平成 25年度は本格研究期間の 3年目として，研究開発については，「京」
を利用した目標最大ノード規模での各課題対応解析・評価を実施し，計算科学技術推進体制構築については，ニーズ
の高度化に応じた HPCI利用・支援施策の実施と課題成果の普及展開に向けた基盤整備等を実施した．

15.	 HPCI 戦略プログラムにおける計算科学技術推進体制構築に関するプロジェクトマネージメント
特任教授 畑田 敏夫

　文部科学省プログラム「HPCI戦略プログラム」分野 4 次世代ものづくりにおける二施策の一つである，計算科学
技術推進体制構築に関する研究マネージメントを実施．2013年度は中間評価年度にあたり，特に個別研究課題の成
果を広く産業界に展開するための諸施策の実施と，その体制構築に関する中間成果のとりまとめを実施．
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16.	 HPC次世代ものづくりプラットフォーム（HPC／PF）の開発
特任教授 畑田 敏夫

　HPC／PFは，スパコンの性能を十分に発揮できる HPC対応ものづくり系シミュレーションソフトウェアのライン
ナップと，その効率的・効果的利活用に資する知識・データベースより構成されるものであり，次世代のものづくり
をシミュレーションにより強力に牽引することを目的に開発している．2013年度は，HPC／PF本体主要機能の開発
を終えるとともに，データベースシステムに解析事例の蓄積を実施し，一部をアウトリーチサイトから一般に公開し
た．

17.	 強誘電材の劣化メカニズムの解明のための原子モデリング解析
准教授 梅野 宜崇

　様々なデバイスとして応用される強誘電体材料ではドメインスイッチング特性がその機能を支配する．ドメイン壁
の基本的特性，応力 /電場負荷によるドメイン壁移動，それらに及ぼす不純物の影響などについて，原子シミュレー
ションによる機構解明を行っている．

18.	 固体酸化物形燃料電池燃料極・電解質材料の原子モデリング解析
准教授 梅野 宜崇

　固体酸化物形燃料電池で問題となる燃料極サーメットや固体電解質材料の構造安定性・イオン電導性・拡散特性を
原子レベルから明かにすることを目的として原子モデリングの構築と解析を行っている．

19.	 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

　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を解明することを目的として，第一原理によ
る多軸応力下の結晶理想強度解析および原子モデリング解析を行っている．

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

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

21.	 磁性材料の構造および特性に関する第一原理計算と原子モデリング解析
准教授 梅野 宜崇

　磁性材料において，機械的ひずみによって磁性が影響を受けることは以前から知られているが，高ひずみの影響に
関する理論的研究は不足している．この問題はナノ材料では重要な問題となる．そこで，密度汎関数法を用いた第一
原理解析により，オーガニック強磁性半導体，ハーフメタリック材料の他様々な磁性材料について，ひずみの影響を
評価している．さらに，磁性材料の構造を再現する原子間ポテンシャルの構築を行って，分子動力学法による界面・
粒界の構造評価および磁気異方性の評価を行っている．

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

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

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

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

　転位発生や亀裂進展などの結晶塑性・破壊問題の本質は，原子レベルの構造不安定現象である．本研究室で提唱し
ている原子レベル構造不安定性の厳密な評価法を用いて，転位の発生メカニズムを検討している．

ナノエレクトロニクス連携研究センター
1.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価

教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋（琢）研）龍 顯得， 
大学院学生 （髙橋（琢）研）石井 智章

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

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

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

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

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

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

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

バイオナノ融合プロセス連携研究センター
1.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究

教授 酒井 康行，教授 新野 俊樹，教授 白樫 了，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷 孝広， 
教授 （東大）宮島 篤，准教授 （東大）伊藤 大知，特任助教（酒井（康）研）小島 伸彦， 

助教（酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）Pang Yuan， 
大学院学生 （酒井（康）研）Stephanie Liana Utami Sutoko

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

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

教授 （トロント大）Peter Zandstra，特任研究員 （酒井（康）研）Mohammad Mahfuz Chowdhury， 
大学院学生 （酒井（康）研）堀口 一樹，大学院学生 （スイス連邦工科大ローザンヌ校）田畑 陽二

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

3.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，准教授 竹内 昌治，教授 （東大）宮島 篤， 

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

特任研究員 （酒井（康）研）岩沢 こころ，研究員 （BEANS）松井 等，大学院学生 （酒井（康）研）篠原 満利恵， 
大学院学生 （酒井（康）研）肖 文晋，大学院学生 （酒井（康）研）青山 拓矢

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

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

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

最先端数理モデル連携研究センター
1.	 脳・神経システムの情報処理に関する数理的研究

教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，准教授 河野 崇，特任准教授 平田 祥人，特任准教授 牧野 貴樹， 
特任准教授 田中 剛平

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

2.	 非線形システム解析とリアルワールドシステムへの応用
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人，特任准教授 牧野 貴樹， 

特任准教授 田中 剛平

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

3.	 疾病の数理モデリング
教授 合原 一幸，准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人，特任准教授 田中 剛平

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

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

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

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

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

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

教授 田中 肇，博士研究員 （École Normale Supérieure de Lyon）Mathieu Leocmach， 
講師 （ブリストル大）Paddy Royall

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

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

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

8.	 区間力学系
客員教授 髙橋 陽一郎

9.	 力学系のランダムな摂動
客員教授 髙橋 陽一郎
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10.	 点過程のフォック空間表現
客員教授 髙橋 陽一郎

11.	 ユニタリ行列と確率
客員教授 髙橋 陽一郎

12.	 細胞における生体分子ネットワークのモデリング	―構造とダイナミクス
客員教授 陳 洛南，教授 合原 一幸

　本研究は，システム工学の観点から，分子レベルの生体システムのモデリングと生体ネットワークの非線形解析を
行っている．まず，一般的な確定モデルと確率モデルの数理理論を導出した．そして，非線形力学と制御理論により
生物学的システムの安定性と分岐を含む動的な性質を明らかにした．計測されたデータのテスト計算により本研究の
モデルの有効性が確認された．

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

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

14.	 ツイッター・ネットワーク上の情報拡散
大学院学生  （羽田野研）川本 達郎，准教授 羽田野 直道

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

15.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，助教（坂本研）横山 栄，博士研究員 （坂本研）中島 章博， 

大学院学生 （坂本研）青木 優馬，大学院学生 （坂本研）田中 直樹

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は， FDTD法における指向性音源条件に関する検討を行った． また，室内に
おける会話のし易さに着目した研究の基礎的検討として，実測した頭部伝達関数と室内外音響伝搬特性の波動数値解
析結果を有機的に合成する手法の開発および妥当性に関する基礎的検討を行った．

16.	 シリコン神経ネットワークの開発
准教授 河野 崇

　シリコン神経ネットワークは，神経ネットワークを神経細胞の粒度で電子回路により模倣するシステムである．本
研究室では，非線形数学を応用した設計手法を開発すると共に，脳神経系を模倣した新しい原理で動作する情報処理
システムへの応用をめざし，低消費電力なシリコン神経ネットワークの実現を目指している．

17.	 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．



287

2．研究部・センターの各研究室における研究

18.	 生体システムの情報論的理解
准教授 小林 徹也

　生命システムは信頼性の低い確率的な素子を組み合わせて，全体として安定で柔軟な機能を作り上げる．生命シス
テムの柔軟さや適応性，そしてロバスト性の設計原理の解明に向け，理論構築の研究を行っている．特に安定な機能
の実現には情報の伝達が不可欠である，という視点に立ち，一見確率的で信頼性低く振る舞う生命システムに内在す
る情報を明らかにするための理論構築の研究を行っている．

19.	 Nonlinia	非線形数理モデルデータベース構築
特任准教授 牧野 貴樹，教授 合原 一幸

　様々な非線形数理モデルを横断的に検索可能で，研究成果発信に利用可能なデータベースシステムを構築した．単
純なキーワードでは検索できないような高度な検索を可能にするためにオントロジーに基づくメタ情報入力システム
を備えている．

20.	 環境モデル徒弟学習のための高速化技術の開発
特任准教授 牧野 貴樹

　エキスパートの演示から最適な行動を学習する徒弟学習において，環境モデルの未知要素に関しても学習する手法
とその高速化について研究を行い，アルゴリズムを実装したソフトウェアを開発した．

21.	 β変換に基づくA/D変換器の誤差評価
特任准教授 牧野 貴樹，教授 合原 一幸

　β変換に基づく A/D変換器は，従来の 2進 A/D変換器に比べ環境変動に対しロバストであり，低コストで高性能
を達成できると考えられてきたが，回路の振る舞いの非線形性により誤差評価が困難であった．今年度は，βの値が
異なる場合に関しての誤差の理論的評価を実施し，β変換に基づく A/D変換が実応用上有効であることを示した．

22.	 非線形時系列解析とその応用
特任准教授 平田 祥人

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

先進ものづくりシステム連携研究センター
1.	 Al-Li 合金の高速切削

教授 帯川 利之，特任研究員 （帯川研）村上 曜

　Al-Li合金は比剛性の高い素材であるが，削りにくい材料であり，また切削データの蓄積も少ないため，高速切削
を実現するための研究を推進している．

LIMMS/CNRS-IIS（UMI	2820）国際連携研究センター
1.	 マイクロチャンバを用いた生化学反応及び一細胞解析に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）金 秀炫，特任助教 （藤井研）金田 祥平，大学院学生 （東大）小林 麻里奈

　直径数ミクロンから数十ミクロン程度のチャンバ構造の内部において，一分子レベルの DNAから蛋白質を合成す
る反応や，一細胞のみの機能解析を行う技術の開発を進めている．

2.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究
教授 酒井 康行，教授 新野 俊樹，教授 白樫 了，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷 孝広， 

教授 （東大）宮島 篤，准教授 （東大）伊藤 大知，特任助教 （酒井（康）研）小島 伸彦， 
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）Pang Yuan， 

大学院学生 （酒井（康）研）Stephanie Liana Utami Sutoko

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

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

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

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

4.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，准教授 竹内 昌治，教授 （東大）宮島 篤， 

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

特任研究員 （酒井（康）研）岩沢 こころ，研究員 （BEANS）松井 等，大学院学生 （酒井（康）研）篠原 満利恵， 
大学院学生 （酒井（康）研）肖 文晋，大学院学生 （酒井（康）研）青山 拓矢

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

5.	 カーボンナノファイバーを用いる新規バイオセンサー開発
助教（酒井（康）研）小森 喜久夫，教授 迫田 章義，教授 酒井 康行， 

大学院学生 （酒井（康）研）矢村 健太郎

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

6.	 大面積MEMS技術によるテラヘルツ光フィルタ

教授 年吉 洋

　当研究所 LIMMSが主催する EU－ FP7プログラム EUJO－ LIMMSの一環として，フィンランド VTT技術研究セ
ンターから研究員を受け入れ，半導体プロセスでは実現不可能なデバイスアレイ寸法のテラヘルツ光用のMEMSフィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．

7.	 PZT － SOI 技術によるプログラマブルMEMS発振子
教授 年吉 洋，特任研究員 （年吉研）Nicolas Lafitte

　SOI基板上に堆積した PZT圧電薄膜によって駆動する共振子を多数並べた結合振動アレイを製作し，励振電圧の
印加する向きを変更することで共振モードを選択可能なクロック周波数発振子を実現する．

8.	 細胞の個別操作・融合・誘電体分光観察を可能とする TFT駆動型透明電極アレイ
教授 年吉 洋，准教授 ティクシエ三田 アニエス，特任講師 松永 行子，教授 藤田 博之， 

大学院学生 （年吉研）KOKATE Nishad Vasant

　液晶フラットパネル・画像ディスプレィの製造技術を用いた新規高機能μ TASを実現する．また，液晶ディスプレィ
用 TFT基板が有する電圧制御機能，電位検出機能，可視光領域における光学的透明性と，PDMSマイクロ流体チャ
ネルによる細胞操作性の組み合わせを研究の特色とし，これにより，（1）細胞輸送・選別（ソーティング）・細胞の
固定などの細胞操作と，（2）誘電体分光計測（高周波に対する細胞の電気的インピーダンス計測）による細胞のスク
リーニング，（3）蛍光マーカー不要の非侵襲光学観察，および，（4）電気穿孔法による細胞融合を実証する．

9.	 表面フォノンポラリトンによるマイクロ・ナノ構造物の熱伝導特性計測
准教授 金 範埈

　本研究の目的は，アモルファスシリコンナノチューブ（ナノ構造物）において表面フォノンポラリトン（フォノン
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と電磁波とのカップリングによってできる表面に局在した縦波結合波）に起因した熱伝導への変換特性に関する新し
い物理現象を初めて数値解析及び実験的に検証しようとすることである．　マイクロ・ナノチューブ構造の寸法によっ
て，表面フォノンポラリトンが heat fluxにおける影響をモデリングで明らかにしてから，新に酸化シリコンマイクロ・
ナノチューブを製作し，非常に熱伝導率を増加させる条件等を発見する．本研究で目指す成果によって，ナノ構造物
での熱伝導率だけでなく熱的・電気的な物性を同時に求めることができ，ナノ構造の熱半導体の性能向上や将来ナノ
電子デバイスの発熱に関する解決策にもなれると期待できる．

10.	 生体分子と熱とのメカニズムを単分子レベルにて観察するナノデバイスの製作
准教授 金 範埈

　本研究の目的は，生体機能分子であるタンパク質を対象に単分子レベルでその温度条件による反応および分子間相
互作用を調べ，分子の構造や反応機構，ダイナミクスを明らかにすることを目指して，その新しい手法として単分子
の熱力学的反応計測用センサおよび温度可変ソースとしての “シリコン・金属ナノワイヤのヒーター”を製作，その
温度計測及び評価する研究である．一方，細胞培養用マイクロ流路内に集積したマイクロヒーターアレイデバイスを
用いて，単一細胞レベルでの局部熱刺激とその細胞内の熱ショックタンパク質の発現メカニズムをより明らかにした．
今後，ストレスによる細胞間コミュニケーションと生体細胞挙動分析への応用に用いると期待される．

11.	 ナノ粒子で繋がるバイオ物質の計測
准教授 金 範埈

　カップ型の構造で超分子化学におけるホスト分子として近年注目されているカリックスアレーンを銀ナノ粒子の表
面に修飾し，マイクロ流路デバイスとの融合によって，生体分子の相互作用，温度の変化による相互作用のメカニズ
ムなどの解明を行った．特にマイクロヒータアレイとマイクロ分析チャンバーデバイスを用いて，温度条件を変える
ことにより，その超分子カリックスアレーンの合成，コンフォメーション特性を調べることで，新たなバイオ分子を
対象としたセンサーデバイス開発に取り組むことができた．この研究関連で，2013－ 12年に他 5篇の国際学術原著
論文（Chem. Commun.， Molecules， J. of Chem.， etc.）を発表した．

12.	 シリコン神経ネットワークの開発
准教授 河野 崇

　シリコン神経ネットワークは，神経ネットワークを神経細胞の粒度で電子回路により模倣するシステムである．本
研究室では，非線形数学を応用した設計手法を開発すると共に，脳神経系を模倣した新しい原理で動作する情報処理
システムへの応用をめざし，低消費電力なシリコン神経ネットワークの実現を目指している．

13.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任准教授 ロンドレーズ ヤニック，特別研究員 （藤井研）Anthony Genot， 

特任研究員 （藤井研）Alexandre Baccouche，大学院学生 （藤井研）Nathanael Aubert， 
大学院学生 （藤井研）Dinh Quang Huy，生研研究生 （藤井研）徐 若棋

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．
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