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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.	 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．

2.	 The	origin	of	glass	forming	ability	in	a	system	with	competing	orderings
教授 田中 肇，特任助教 （田中（肇）研）John Russo

　Glasses are formed when the transition to the stable equilibrium phase is avoided and the relaxation time of the disordered state 
drastically increases. In order to gain precise insights on the origin of glass forming ability, we run computer simulations of a 
model system with tetrahedral interactions in which a tendency to form locally open structures competes with that to form com-
pact structures. We show that the glass forming ability originates from a steep increase of the surface tension in the glass forming 
region, and that it is not due to a slowing down of mass transport or thermodynamic driving force to crystallization. Our study 
provides a consistent thermodynamic description of the glass forming ability for a broad class of glass formers, i.e. the so-called 
tetrahedral liquids such as Si, Ge, C, water, and SiO2, all of which are extremely important in nature and materials science.

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 mi-
croscope, far more information is available than from reciprocal space scattering techniques applied to molecular systems. In 
particular, we recently resolved the gas-liquid interface at the single-particle level. Since much of our understanding of the gas-
liquid interface dates back to van der Waals and continuum theory, to actually identify the individual particles from which the in-
terface is comprised has challenged the concept of the gas-liquid interface, and is hoped to stimulate new theoretical develop-
ment. Simultaneously, we have shown that critical theory, which operates at lengthscales of many hundreds of particle diameters, 
in fact remains valid right down to the single-particle level. Our current work is aimed at demonstrating new ways to measure 
colloid-colloid interactions, and studying the connection between five-fold symmetry and dynamical arrest. Although five-fold 
symmetry can be seen directly in the microscope, it is very hard to observe in any other way.

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
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
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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 （Ecole Normale Superieure 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	micros-
copy

教授 田中 肇，博士研究員 （Ecole Normale Superieure 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 me-
dium range crystalline ordering and the dynamic heterogeneities which characterizes the glass transition was brought to light by 
recent simulations and 2D driven granular matter experiments in our laboratory. In such systems, the transient slow regions tend 
to correspond in space and time to ephemeral crystal-like regions. The local ordering gets averaged out in large scale experimen-
tal measurements. Tracking colloids in real space by confocal microscopy, we extract each particle coordinate and obtain mean-
ingful statistics at the medium range, like bond orientational order, relaxation time, etc.

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，特任研究員 （田中（肇）研）清水 涼太郎

　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.	 過冷却液体の結晶化ダイナミクスの研究・数値計算とコロイド分散系による実験
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

　「結晶」とはその構成要素の配列に秩序を持つ固体物質を指す．半導体シリコン，最新鋭の太陽光発電パネルのゲ
ルマニウムフィルム，高速通信にも用いられる光学素子等，幅広い応用分野で結晶構造が利用されている．しかし結
晶形成過程おいて，乱雑な状態からどのように秩序が生まれるかは未だ解明されていない．そこでブラウン動力学シ
ミュレーション法による数値計算とコロイドを原子・粒子等のモデル系として用いた「コロイド溶液」の秩序化の一
粒子レベル実時間観察を通じて，その解明に努めている．最近，体積分率がきわめて高く，個々の粒子が周りの粒子
に囲まれて動きにくい「ガラス」状態から急に微結晶が生まれる現象とその際の粒子配置との間に関連があることが
示された．これらの研究成果により，人工結晶のデザイン原理等への応用が期待される．
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10.	 骨組の崩壊機構に着目した地震被災RC造建築物の残存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）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．また，これらの実験結果に基づき多層骨組の静的荷重漸増解析を行い，本評価手法の適用性および妥
当性について検討・検証を行った．

11.	 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解析による非線形荷重－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．

12.	 せん断破壊型鉄筋コンクリート造柱の残存軸耐力評価に関する研究
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，せん断破壊型 RC造柱の残存軸耐力評価法の理論式を提案することを主目的に，本年度は，昨年度に提案した鉄
筋が負担する理論式に加え，コンクリートが負担する残存軸耐力の理論式を提案した．また，両者の和を既往実験の
データベースにより比較・検証し，提案した理論式の妥当性を検証した．

13.	 津波の衝撃荷重が作用する建築物の応答評価手法に関する研究
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）浅井 竜也

　津波来襲時には，漂流物の衝突や砕波により衝撃的な荷重が作用することがあるが，これらが建物の応答性状に及
ぼす影響については十分に把握されていないのが現状である．そこで本研究では，津波来襲時に発生する衝撃荷重に
よる建物の応答性状に関する設計に向けた簡便な評価手法の提案を主目的に，本年度はまず衝撃荷重による建物の弾
性応答性状に関する理論式やこれに基づく簡便な評価式をそれぞれ整理・提案した．また，理論式による解析結果を
簡便な評価式による推定結果を比較・検討し，本評価手法の妥当性を検証した．

14.	 RC 造縮小試験体に生じる曲げひび割れの定量化とその実大スケールへの換算評価に関する研究
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）沙拉依丁 沙吾提

　RC造建物や部材を模擬した実験では，可能な限り実大スケールに近い試験体を用いるのが望ましいが，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．縮小試験体を用いる場合はせん断余裕度などの力学特性
を実物に合わせるのが一般的であるが，ひび割れ幅，長さ，本数などに代表される損傷量を実大スケールと合致させ
ることは極めて難しい．しかしながら，残存耐震性能や修復費用の算出のようにひび割れ損傷を基に議論がなされる
場合には，縮小試験体から得られたひび割れ幅，長さ，本数などの損傷量について，何らかの方法で実大スケールの
損傷に換算評価する必要がある．本研究では，まず既実施の実大試験体とその 1/4スケール縮小試験体の実験結果に
基づき，縮小試験体に生じる曲げひび割れ量の実大スケールへの換算評価手法を提案した．また，新たに検証実験を
行い，提案手法の妥当性や適用性を検証した．

15.	 津波漂流物衝突時の衝撃外力評価に基づくRC造建築物の応答特性
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年東北地方太平洋沖地震により発生した津波は甚大な被害をもたらした．その被害形態としては波力による
建築物の倒壊や転倒，流失のほか漂流物の衝突による建築物の大破や外壁の損傷等が挙げられる．漂流物については
大型船舶が漂流漂着した事例もあり，近年建設の急がれる津波避難ビルの設計指針においても漂流物の衝突に関して
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は，一部の部材の損傷を許容するとしており，未だ研究途上の段階である．また，衝突に関する研究は以前より行わ
れているものの建築物に及ぼす影響に関する研究は少ないのが現状である．そこで本研究では，漂流船舶の衝突が
RC造建築物の応答に及ぼす影響を把握するため，実験的及び解析的検討により想定漂流船舶の衝撃外力の評価およ
びそれによる建物応答評価を行った．これらの検討より，衝突力の波形およびその波形の形状に影響を与える因子や，
衝突力の算定の際の極めて重要な因子である漂流船舶と鉄筋コンクリート造建築物の反発係数，などが明らかになり，
津波避難ビルの設計の際に直ちに用いられる貴重な情報を取得した．

16.	 非構造壁を有するRC造建築物の修復性評価に関する研究
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）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る．そこで本研究で
は，非構造 RC造壁の破壊メカニズムや修復性の評価手法を提案することを目的に，既実施した非構造壁の有無や長
さをパラメータとした 1層 1スパン RC造架構の静的載荷実験データを用い，その荷重－変形関係を解析的に明らか
にするとともに，非構造壁の損傷程度やそれに対応する修復費用などを検討した．また，これらの検討結果を用い，
多層 RC造建物への適用を試みた．

17.	 RC 造架構に内蔵された無補強組積造壁の面内負担せん断力の評価および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おり，特に内蔵無補強組積造壁の面外方向
への転倒破壊が多発している．この建物の地震被害を軽減するためには，まず内蔵無補強組積造壁の面内方向への耐
震性能を明らかにした上で，さらに面外転倒メカニズムを評価する必要がある．そこで本研究では，内蔵無補強組積
造壁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
画した．本年度はまず，既に実施した 1層 1スパン内蔵無補強組積造壁の面内方向への静的実験より明らかになった
無補強組積造壁の全架構耐力に対する寄与分を踏まえ，1/4スケールの連層および連スパン縮小試験体をそれぞれ製
作し，その静的加力実験を実施した．全組積ユニットに貼付した 3軸歪ゲージデータから各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が明らかになり，本評価手法による各壁体と各柱のせん断力
の和は実験結果の荷重－変形関係を精度よく再現することができた．現在，面外方向への振動台実験を実施中である．

18.	 RC 造梁降伏型全体崩壊形建物の大変形領域における挙動およびその支配要因に関する解析的研究
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）鈴木 彩夏

　本研究は，現在の構造設計の主流であり今後建築ストックとしての増大が予想される梁降伏型鉄筋コンクリート造
建築物の倒壊現象およびそれを支配する要因を体系的に整理・分析することにより，その倒壊に対する冗長性を解明
しようとするものである．将来起こり得る首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の巨大災害を考えると本研究テーマ
は喫緊のものである．本研究の主目的を達成すべく，現在，柱梁耐力比および 1階の柱脚鉄筋量に着目して静的漸増
解析を行い，特に崩壊メカニズム形成以降の挙動について検討を行っている．

19.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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．

20.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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．

21.	 弱小モデルによる地震応答解析
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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．
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本年度は観測システムの内，計測装置の更新を行った．また，これらの蓄積された観測結果の分析・解析を行うとと
もに，ニューラルネットワークを利用した履歴推定手法の教師データ等としてこれを利用している．

22.	 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，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一，特別研究員 （酒井（啓）研）下河 有司， 

協力研究員 （酒井（啓）研）細田 真妃子

　流れ場に加えて濃度場や分子配向，温度勾配などの自由度が相互にカップルする複雑流体においては，各自由度の
緩和過程が他の自由度からの影響を受けて特異なスペクトルを示す．この緩和スペクトルを精密に測定することによ
り，各自由度間の結合の起源を分子レベルで明らかにする試みを行っている．本年度は異種液体微粒子の生成により
カプセル構造をもつ微粒子の形成技術の開発を行った．

23.	 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，準博士研究員 （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．

24.	 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，技術専門職員 （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．

25.	 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）浜口 透子

　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．

26.	 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，博士研究員 （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．

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

特別研究員 （酒井（啓）研）下河 有司，大学院学生 （酒井（啓）研）松浦 有祐

　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．

28.	 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，技術専門職員 （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
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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．

29.	 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，特任研究員 （福谷研）武安 光太郎，

大学院学生 （福谷研）小林 啓紀，大学院学生 （福谷研）中村 研貴

　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）単結晶清浄表面での詳細な測定を進める
とともに，測定精度を向上させるため真空紫外光分光器を導入し，励起光強度計測を実現した．また Pd（210）表面
で見られる，分子状化学吸着状態について，回転状態別熱脱離分光測定を行い，回転量子数によってスペクトルが変
化することを見いだした．

30.	 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 （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，これまでに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線回折と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，低温領域で包摂化合物が形成されることを見出した．

31.	 遷移金属酸化物表面の電子状態・表面伝導
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，特任研究員 （福谷研）武安 光太郎，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，大学院学生 （福谷研）長塚 直樹，大学院学生 （福谷研）中村 研貴

　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，アナターゼ型 TiO2について光電子
分光による電子状態測定を行った．電子衝撃を用いて酸素欠損を形成しそのときの電子状態を調べたところ，バンド
ギャップ中に 3種類の欠陥準位が形成されることを見いだした．またこれらの欠陥準位形成が電子線のエネルギーに
依存することを明らかにした．また，ルチル型 TiO2について，吸着およびバルク中に存在する水素に起因した振動
スペクトルの観測に成功した．温度依存性を詳細に調べ，ある温度で水素が拡散し振動スペクトルが消失することを
見いだした．さらに，ルチル型 TiO2について鉄ドープ効果をメスバウアー分光を用いてその場観測に成功した．

32.	 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，散乱装置の改良を行い，ドップラー効果を利用して入射分子線の速度計測に成功し，さらに回転量子数別に
水素分子の散乱角度分布測定に成功した．また散乱角度分布が試料温度に敏感に依存することを見いだした．

33.	 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，特任研究員 （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，酸化クロム表面での水吸着状態
について検討を行い，さらに TiO2表面での水吸着実験に関する準備を進めた．

34.	 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，特任研究員 （ビルデ研）大野 哲， 

大学院学生 （福谷研）小林 啓紀，准教授 （東京学芸大）松本 益明

　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の赤外吸収分光に
よる詳細な実験を進め，熱脱離分光の結果とあわせて分子の吸着状態と安定性を明らかにした．また Pd（210）ステッ
プ面での水素吸収を調べ，テラスを介して高い効率で水素吸収が生じることを明らかにした．

35.	 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， 

准教授 （京都工芸繊維大）三浦 良雄

　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
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由来するスピン―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，Fe3O4表面に関する核共鳴散乱とメスバウアー分光の結果を解析し，
磁化の表面垂直成分が小さいことを明らかにするとともに，電子回折を用いて金属―絶縁体転移前後での構造変化を
調べた．また鉄薄膜について第一原理電子状態計算により，界面の影響で磁化がキャンティングしている可能性を検
討し，実験との比較を行った．

36.	 ハイブリッド乱流モデルの研究
教授 半場 藤弘

　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．さらに速度 2点相関の輸送方程式に着目し，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，太陽ダイナモ現象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．特に鉛直チャネルにおける自
然対流について数値解析を行った．

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.	 量子力学における時間の矢
准教授 羽田野 直道，准教授 （バトラー大）Gonzalo Ordonez，上級研究員 （テキサス大）Tomio Petrosky

　我々の世界は（「弱い相互作用」を除いて）時間反転対称性を持つ運動方程式で支配されている．ところが我々は
励起状態が崩壊する様子ばかり目にする．このように時間に向きがあるように見える現象を時間の矢と呼ぶ．時間反
転対称な運動方程式から，どのように時間の矢が現れるのかは古くからの大問題である．近年は特に正統的な非平衡
統計物理学の立場から量子系の時間発展を改めて議論しようという気運が高まっており，古くからの「時間の矢」の
問題が再び重要性を増している．我々は量子力学における時間の矢の出現を 2段階で説明した．まず，シュレーディ
ンガー方程式には時間反転対称性があるが，開放系では時間反転対称性を破る解が存在しても良いことを示した．た
だし，解は必ず互いに時間反転対称な崩壊解と成長解のペアで出現するので，解の系全体としては時間反転対称性を
保っており，矛盾はない．次に，初期条件問題を解くと常に崩壊解が選ばれること，逆に終末条件問題を解くと常に
成長解が選ばれることを示した．以上から，時間の矢は，開放系において時間反転対称性を破る解が出現し，かつ，
初期状態問題に注目するために常に崩壊する現象を目にするという筋書きを明らかにした．

41.	 PT 対称な非エルミート量子系
准教授 羽田野 直道，特別研究員 （羽田野研）Mariagiovanna Gianfreda，助教 （大阪府立大）Savannah Garmon， 

教授 （イスラエル工科大）Nimrod Moiseyev

　PT対称性とは空間的に反転する操作 Pと時間的に反転する操作 Tを同時に行ったときに系が不変になるという対
称性である．例えば，系の左方に粒子の湧き出しがあり，右方に粒子の沈み込みがある場合である．このような系は
粒子の出入りがあるので一般にハミルトニアンが非エルミートになるが，左から湧き出た粒子が定常的に右に沈み込
むような状態に対しては実数固有値を与える．1998年に理論的に提案された当時は学術的な興味しか持たれなかっ
たが，最近になって幾つも実験が出現し，新しいデバイスへの応用も期待されるようになった．我々はこのような系
を何種類か考え，それらの基本的性質を明らかにした．



200

VI.　研究および発表論文

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
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.	 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．

44.	 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，大学院学生 （羽田野研）田島 裕康，准教授 羽田野 直道

　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．

45.	 非エルミート系における例外点周りの量子ダイナミクスの厳密計算
大学院学生 （羽田野研）高木 六玄，准教授 羽田野 直道

　非エルミートハミルトニアンで記述される系では，ハミルトニアンのパラメータを変化させると，2つ以上の固有
値と固有状態が同一になりハミルトニアンが対角化できなくなることがある．このようなパラメータを例外点と呼ぶ．
Gilaryらの数値実験によれば，2次正方行列の非エルミートハミルトニアンで表される系で，例外点を中心にパラメー
タを特定の方向で一周させると，どんな初期状態からでも特定の終状態になることが示唆された．我々はこの問題を
解析的な計算によって考えた．時間発展演算子が厳密に計算できるモデルを発見し，このモデルでの計算で前述の結
果を再現することができた．

46.	 メゾスコピック系の熱流と粒子流の非線形関係式
大学院学生 （羽田野研）山本 薫，准教授 羽田野 直道

　ランダウアー公式が成り立つようなメソスコピック系量子輸送モデルを考える．このモデルを熱機関として考える
セットアップのもとで，非線形の場合にも用いる事ができる熱流の式を定義した．また，その定義した熱流と粒子流
の非線形の輸送係数間の関係式を，完全計数統計の手法を用いて導いた．さらに，エネルギー流と粒子流の任意の線
形結合で表される流れに対しても，同様の非線形関係式が成り立つことを示した．

47.	 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

　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．

48.	 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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49.	 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．

50.	 テンソルネットワークによる古典スピン系の計算
大学院学生 （羽田野研）堀田 義仁

　グラフ上の古典スピンは従来の格子上の古典スピンの一般化である．量子スピン系の数値計算で発展した密度行列
繰り込み法に量子情報のアイデアが取り込まれ，テンソルネットワークというグラフ上のスピンを対象にしたアルゴ
リズムが近年盛んに研究されている．テンソルネットワークは繰り込み群・場の理論的な解析的手法等の既存の研究
手法との相乗効果で活躍の場を広げている．我々はその中でも特にテンソルネットワークによる古典スピン系の数値
計算を研究している．また，グラフ上のスピンは複雑ネットワークや機械学習にも現れ，テンソルネットワークの適
用できる問題は多い．

51.	 有限粒子系の状態空間の典型性と可積分系における熱化
大学院学生 （羽田野研）石井 隆志

　可積分系における熱化に取り組んでいる．マクロ量子系において熱平衡化が起こる機構として，ETH（固有状態熱
化仮説）が提案されているが，ETHは可積分系においては数値的に否定されている．それに対して我々は ETHを拡
張して可積分系の熱化も含むような仮説を作り，数値的に検証している．

52.	 量子情報理論から探る量子熱機関の定式化とその最適効率
大学院学生 （羽田野研）田島 裕康，教授 （名古屋大）林 正人

　実験技術の進歩とともに，微小系・メゾスコピック系における熱機関，すなわちナノマシンが実験室系において現
実的な物となりつつある．こうした微小系の熱機関においては，マクロ系の現象論である熱力学はもはや適用できな
い．そこで，量子測定と情報幾何の概念を用いて量子系の熱力学を定式化する．現在までに二つの成果が得られてい
る．第一に，量子系からの仕事の取り出しは測定として定式化されなくてはならないことを示し，併せて定式化を行っ
た．第二に，異なる温度の有限粒子熱浴間で動作する熱機関の効率上限を，熱機関の仕事の取り出しと，情報幾何と
強い大偏差原理を用いて解決した．

53.	 パラジウム表面における水添触媒反応でのパラジウム固体内部に吸収した水素の役割の解明
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，特任研究員 （ビルデ研）大野 哲

　Palladium （Pd） is the most widely used industrial catalyst for the partial hydrogenation of unsaturated hydrocarbons （olefins）, 
which is extensively applied in petroleum refining and in organic synthesis. This reaction adds two hydrogen atoms to the C=C 
double bond of the olefin adsorbed on the catalyst surface. Surprisingly, however, this surface reaction is known to require hydro-
gen dissolved in the interior of the palladium catalyst. We here elucidate the so far unexplained role of the Pd-absorbed hydrogen 
in the catalytic mechanism. Through a unique combination of hydrogen depth profiling and thermal desorption spectroscopy, we 
investigated a typical olefin hydrogenation of cis-2-butene （C4H8） to butane （C4H10） on a Pd（110） single crystal catalyst pre-
charged with absorbed hydrogen. This enabled us to unambiguously clarify for the first time that the Pd-dissolved hydrogen sup-
plies reactive H species for the hydrogenation reaction, when H atoms re-emerge from the Pd bulk onto the H-saturated Pd sur-
face at the reaction temperature （160-250 K）. Our data demonstrate further that the hydrogenation catalysis does not depend on 
large stationary H concentrations in Pd subsurface sites. An alternative mechanism discussed in the literature, by which high lev-
els of hydrogen in the Pd-subsurface induce the catalytic reactivity through electronic structure changes of the Pd surface, can 
thereby be excluded. By reaching thus a clear decision in favor of one （the first） of the two suggested mechanistic alternatives for 
the role of Pd-dissolved H in Pd-catalyzed olefin hydrogenations, our results are expected to finally settle a decade-long debate in 
the catalysis community.

54.	 構造改質によるパラジウム表面における水素吸蔵・放出の制御
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，特任研究員 （ビルデ研）大野 哲

　The hydrogen transportation kinetics through palladium （Pd） surfaces are crucial for hydrogen storage and purification appli-
cations as well as for hydrogenation catalysis. Here, the temperature at which Pd-absorbed hydrogen re-emerges at the Pd surface 
to either desorb as H2 or to induce a catalytic hydrogenation reaction is a critical parameter that has the potential to improve pro-
cess conditions and catalytic selectivity. Since our previous research with Pd single crystals has evidenced that hydrogen absorp-
tion kinetics are surface structure-sensitive, we here explored the possibility to manipulate the release temperature of Pd-dissolved 
hydrogen through the Pd（110） surface, which is susceptible to several CO （carbon monoxide） adsorption-induced （de-）recon-
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structions. We thereby succeeded in demonstrating the possibility to deliberately raise the desorption temperature of Pd-dissolved 
hydrogen in three distinct steps from 160 K of the clean Pd （110） surface to 200 K, 290 K, and even up to 375 K through well-
defined CO-induced surface structural modifications. The individual H2 release modes （related to distinct surface structural phas-
es） are easily selectable through controlling the CO coverage. The largest achieved temperature increase by remarkable 215 K 
shifts the H2 release from a cryogenic regime to a range significantly above room temperature, which may provide novel opportu-
nities for hydrogen storage technology of much reduced energy cost for cooling.

55.	 岩の風化と斜面災害に関する研究
准教授 清田 隆

　極端な干ばつと豪雨の繰り返しが地盤の風化や斜面の安定性に及ぼす影響を，原位置試料を用いた改良型一面せん
断試験により検討している．本試験機では，せん断クリープ状態において供試体の乾燥・湿潤および温度調節が可能
である．

56.	 液状化地盤の強度変形特性に及ぼす地盤の微視的構造の影響
准教授 清田 隆

　砂地盤の液状化特性は密度や粒度特性だけでなく，その微視的構造の影響を受ける．これらの関係を総合的に理解
することは，年代効果も考慮できる合理的な液状化予測手法の確立，液状化試験用の不撹乱試料の品質評価にもつな
がる．本研究では室内試験における微小せん断剛性率の計測を併用した三軸・中空ねじりせん断試験，および様々な
現場調査により，この課題に取り組んでいる．

57.	 ジオセルを用いた補強土擁壁の地震時安定性に関する研究
准教授 清田 隆

　支持力向上を目的としたハニカム構造ジオセルを，盛土内の引張補強材としても利用できるよう開発した．本研究
では，これを用いた土中引き抜き試験，振動台模型実験により，ジオセル補強土擁壁の地震時安定性の検討を行って
いる．

58.	 金ナノロッドによる中赤外超短パルス電場の共鳴増強と光電界放出
准教授 芦原 聡，特別研究学生 （芦原研）草 史野

　数ミクロンの長さをもつ棒状のナノアンテナを利用すると，赤外波長域で局在型表面プラズモンを共鳴的に励起し，
顕著な電場増強効果が得られる．我々は，これまでに金ナノアンテナを作製し，その赤外域光学特性を明かにした．
今回，金ナノアンテナによる赤外域の電場増強効果を利用することにより，金属中電子の光電界放出の発現に成功し
た．具体的には，中赤外フェムト秒パルスを照射した際，電子の効率的な放出・加速を観測した．中赤外光の光子エ
ネルギーと比べると，金の仕事関数は十分大きいため，いわゆる光電効果は起こらない．電子放出メカニズムは，ア
ンテナ近傍で増強された電場による量子力学的トンネリングである．超短パルスで駆動する光電界放出は，光周波数
でスイッチする超高速エレクトロニクス素子の原理として高い潜在性をもつ．また，小型の電子加速器，時間分解電
子顕微鏡の電子源としての応用も期待される．

59.	 波形整形中赤外パルスによる液相分子の 2振動自由度のコヒーレント制御
准教授 芦原 聡，特別研究学生 （芦原研）若林 直樹

　分子化学反応を誘起するには，分子振動の高いエネルギー準位に励起すること（高振動励起）が必要である．これ
を効率的に行う手法として，赤外励起によって振動量子数を 1つずつ上昇させる振動ラダークライミングがある．さ
らに，複数の振動モードからなる反応座標では，複数ある励起経路から生成された波動関数同士の干渉（経路間干渉）
が起こる．したがって，高効率な高振動励起にはラダークライミングと経路間干渉の両方を制御する必要がある．本
研究では，赤外超短パルスの波形整形を利用してラダークライミングと経路間干渉をともに制御し，2自由度の振動
励起効率の最大化を実現した．さらに，リュービル経路解析により励起効率を最大にするパルス波形を求めた．以上
の通り，実験・理論両面から 2自由度の最適振動励起法を確立した．

60.	 ナノロッドアレイによる赤外域での電場増強と表面増強赤外吸収
准教授 芦原 聡，研究実習生 （芦原研）竹上 明伸

　近年，単分子膜の構造決定や少数分子の同定などに向けて，赤外分光のさらなる高感度化が求められている．この
要求に対してわれわれは，金ナノロッドアレイのプラズモン共鳴における電場増強効果を用いて，感度の向上を目指
している．ナノロッドがアレイ構造をとるとき，その敷き詰め周期によって電場増強度や共鳴条件が変化する．今年
度は，異なる敷き詰め周期におけるナノロッドの電場増強度，共鳴周波数の変化および分子の赤外吸収の大きさを調
べ，赤外分光の高感度化に最適な周期構造を見出し，その背景にある物理を考察した．
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61.	 近赤外域に共鳴を持つ金ナノロッドの合成と非線形光学応答の評価
准教授 芦原 聡，特別研究学生 （芦原研）萬 大輔

　レーザー光を金属ナノ構造に照射すると，プラズモン励起に伴ってナノメートル空間に局在した増強場が生成され
る．このレーザー増強場は，多光子蛍光・誘導ラマン散乱・高調波発生・光電子放出などの発現に役立つ．これらレー
ザー増強場における光学現象を定量的に予測・設計するためには，強い光を照射した場合のプラズモン応答を把握す
る必要がある．本研究では，高強度領域で露わになる，局在型表面プラズモンの非線形光学応答特性の解明を目的と
した．近赤外光に共鳴する金ナノロッドを化学的に合成し，フェムト秒レーザー照射時のプラズモン応答の飽和を観
測し，飽和領域で得られる電場増強度を見積もった．また，この飽和応答に付随して大きな非線形屈折率効果が現れ
ることを明らかにした．

62.	 正常分散型モード同期Ybファイバーレーザーの開発とその動作解析
准教授 芦原 聡，特別研究学生 （芦原研）山中 紀幸

　分子の同定や構造解析に有用な赤外分光法の高感度な顕微計測を実現するためには，広帯域なスペクトルを持ちな
がら空間コヒーレンスの高い赤外光源が必要である．そのために，我々は，近赤外域のモード同期レーザー発振器を
励起光源とした光パラメトリック共振器による波長変換を用いることで，小型かつ高安定の中赤外超短パルス光源の
開発を進めている．ファイバーレーザーにおいて，正常分散型は共振器内でのスペクトル位相の複雑化を抑制するこ
とで出力の短パルス化・ハイパワー化が期待できるモデルである．今年度は，①正常分散型モード同期 Ybファイバー
レーザーの作製と，②数値解析を用いた共振器の設計指針の獲得を行った．

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）方 正隆，研究実習生 （帯川研）定方 啓展

　超耐熱合金やステンレス鋼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・冷却モデル
教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）松本 航

　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．

3.	 高速・高能率・高精度加工のための工具経路の選定
教授 帯川 利之，講師 （東海大）関根 勉

　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.	 GA を用いた工作物の最適把持位置の決定
教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）櫻井 一孝

　エンドミル切削においてびびり振動を回避するための最適把持位置を遺伝的アルゴリズムを用いて決定する．

5.	 レーザ加熱併用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）武岡 剛矢，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と加熱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．
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7.	 ロボットミリング
教授 帯川 利之，特任研究員 （帯川研）林 遵

　切削の自由度，柔軟性を高めるため，ロボットを使用したエンドミル切削加工技術を開発する．

8.	 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を行い，片持はりモデルに対する数
値例により，その効果を立証した．SMAを用いたハニカム構造などへの応用計算を計画している．

9.	 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，水和 Flemionを用いた力学セ
ンサに対する計算モデリングを構築し，既存の実験結果との比較により，その有用性を検証した．

10.	 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，衛星スラスタ用ニオブ合金材の疲労損傷挙動のモデリングと実験
的検証を実施するとともに，部分連成解析法による自動車用多層塗膜の衝撃損傷挙動のシミュレーションを開始した．

11.	 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と高周波焼入れへの応用計算を実施するとともに，降伏点現象と損傷を考慮した
構成式モデリングを開発し，合わせて検証実験を実施した．

12.	 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．

13.	 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

　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，形状記憶合金を用いた平面骨組構造の超弾性挙動に対する計算ア
ルゴリズムについて検討した．

14.	 射出成形におけるホットランナーの研究
教授 横井 秀俊，特任研究員 （横井研）大和田 茂，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，これまで検討してきた非晶性樹脂に加えて結晶性樹脂での充填挙動観察およ
び温度分布計測を実施し，材料の影響を具体的に明らかにした．また，着色マーキング法を適用するために新規に材
料切替装置を開発し，ホットランナー内の滞留樹脂が成形品に及ぼす影響を調査した．
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15.	 加熱シリンダ内可塑化樹脂のインプロセス多点サンプリング装置の開発と繊維折損の評価
教授 横井 秀俊，大学院学生 （横井研）馬 賽

　本研究では，ガラス繊維強化樹脂の繊維長分布の評価を目的として，新たに加熱シリンダの側壁部からインプロセ
スで内部樹脂を抽出できるサンプリング装置を開発した．同装置を用いて各スクリュ回転数でサンプリングしたガラ
ス長繊維強化樹脂の繊維長分布を評価し，本装置の有効性を実証的に明らかにした．

16.	 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．本年度は，成形品表面に形成される無発泡層と，成形品中心領域に形成される発泡層との境
界領域に形成される扁平化した大きな気泡の形成過程を，キャビティ壁面近傍を移動する気泡挙動の動的観察により
具体的に明らかにした．また，得られた結果をもとに扁平化した大きな気泡の形成モデルを提示した．

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．

18.	 AM（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，AM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，AM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.	 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．断端に合わせて作成するソケットは，従来義肢装具士の手作業で
作られており，重量の最適化や外観のデザインは十分になされていなかった．本研究では，3次元計測とドライカー
ボンの製造技術を用い，軽く，強度に優れ且つ美しい義足を開発する．

20.	 AM技術を用いた義足のデザイン
教授 山中 俊治

　現在，義肢装具士の手づくりで行われている義足のソケット製作のプロセスに AM技術を導入することで，美し
い外観を持ち且つひとりひとりにフィットするソケットをデザインする．3次元計測による義肢装具士が行っている
ソケット製作のノウハウを定量化，積層造形技術の特性を活かした美しい外観と機械特性を両立するデザイン手法の
開発を行う．

21.	 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形状精度においてスプリングバックが主要な課題であり，その低減技術の学術的・経済的効果
は非常に大きい．近年，構造の軽量化のために着目されている比強度の高い材料は特にスプリングバックが大きく，
普及の障害となるほど問題となっている．自動車に用いられる高張力鋼板に対して 500℃の温間成形を施すことで，
スプリングバックをほぼゼロにできることを見出した．熱硬化性 CFRP薄板に対して 100℃の温間成形を施すことで，
形状凍結を実現できることを確認した．恒温多段圧縮試験装置と水冷機能を内蔵した金型を用いて，高精度に温度履
歴を制御できる設備で試験を行うことで，ホットスタンピング時の諸特性の解明に取り組んでいる．

22.	 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，特任助教 （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，
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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．

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.	 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．

25.	 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．

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

　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） γ相域から加工誘起変態による微細粒，b） 圧下率 70～90％の範囲での
幅広がりなしでの大圧下圧延，c） 圧延直後冷却による加速変態を組み合わせた鋼板の革新的制御圧延プロセスを実
現する．

27.	 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．

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．
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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．

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， 講師（東大）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，講師 （東大）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ながれ場に及ぼす影響を考察することを目的としてい
る．非侵襲計測法である PIV（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定法）は瞬時流れ場の速度分布を調べる方
法として最も進化したレーザ計測法ではあるが，振動や脈動等の非定常現象を対象とするには時間分解能が不足して
いた．そこで近年開発された高速度カメラ及び高繰り返しレーザを用いて，時間分解能を改善したダイナミック PIV
システムを構築し，時系列速度分布の取得を行うとともに，統計処理により乱流場の解析を行っている．

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， 
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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
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μ m～数百μ mであ
るが，血液は 45％もの細胞成分を含む混相流であるため，細胞が相対的に大きくなる 100μ m以下の微小流路では
特殊なレオロジーを示す．その中でも細胞成分の 96％を占める赤血球は流れに大きな影響を与えるが，赤血球は軸
集中・変形を介して血液の見かけ粘度を変えることが知られており，この現象の解明は流路チップを作製するに当たっ
て極めて重要になると考えられる．本研究では非侵襲的，かつ高精度に流れを計測可能なマイクロ PIV（PIV：Particle 
Image Velocimetry）を用いて，赤血球と流れの同時可視化計測により赤血球と流れの相互作用を定量的に評価する．

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．
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41.	 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．

42.	 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．これを基に更なる計算高速化を行った．

43.	 新 QCLO法によるヘテロ分子を持つタンパク質の分子軌道計算の開発
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　任意のボンドで精度よく QCLO法を適用できる新 QCLO法を開発し，これをヘテロ分子を持つグルコースオキシ
ダーゼの分子軌道計算に適用，有効性を示した．

44.	 タンパク質正準分子軌道計算に基づく真のRESP電荷計算法の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　現在使用されている RESP電荷は，タンパク質の RESP電荷ではなく，アミノ酸の代表構造による RESP電荷であ
る．正しい RESP電荷を求めるための方法を研究開発した．

45.	 タンパク質分子軌道法による構造最適化計算の高速化に関する研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　1ステップあたりの計算時間，最適化すべきパラメタが膨大なタンパク質の分子軌道法による構造最適化計算は，
収束に達するまでに極めて多くのステップを要する．この要因を解析した．今後，これらの知見を基に，本計算の高
速化を目指す．

46.	 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，特任研究員 （林研）永田 隆一，大学院学生 （林研）高橋 東馬

　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．

47.	 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，准教授 （神戸大）勝井 辰博

　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．

48.	 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，研究員 （林研）増田 光一，研究員 （林研）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．
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49.	 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，特任教授 （日本大）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．

50.	 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，特任教授 （日本大）木下 健，特任研究員 （林研）小林 豪毅， 

特任研究員 （林研）広部 智之，大学院学生 （林研）松本 昂夕

　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．

51.	 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，特任研究員 （林研）永田 隆一

　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．

52.	 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，大学院学生 （林研）高橋 東馬

　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．

53.	 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，部長 （海洋研究開発機構）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 （九洲大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋， 

大学院学生 （藤井研）松原 直貴，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

　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．

54.	 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，大学院学生 （白樫研）末本 寛

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

55.	 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自励振動式熱輸送ヒートパイプ（SEMOS）の小型化限界や，マイク
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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．

56.	 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
機能を最表層の数 10μ mの角質層でおこなっている．本研究では生体の鮮度の保持に関する研究の一環として，こ
の皮膚の角質層・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．

57.	 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 （白樫研）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することなく保存することは，個別医療のための
重要な情報を保存することに他ならない．本研究では，これら臨床検体を高品位且つ簡便に凍結や常温乾燥すること
で保存する手法の開発を行う．

58.	 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，定量化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，内部の結合水の定量測定する測定・解析手
法を開発すると共に，実験データを通じて上記の点を明らかにする理論の構築を目的としている．

59.	 総合海底観測工学
客員教授 川口 勝義

　海底ケーブルを用いた観測プラットフォーム技術と多様な海中の観測技術との融合を進め，出口を意識した新しい
観測手法の確立を進めている．

60.	 高性能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，特任研究員 （岡部（洋）研）呉 奇，大学院学生 （岡部（洋）研）于 豊銘

　PS-FBGをセンサとして用いることで，感度・広帯域性・安定性を兼ね備えた数種類の光ファイバ超音波センサシ
ステムを提案・構築している．さらには，複合材料中の AE信号を計測し，波形解析することで，構造ヘルスモニタ
リングの 1手法としての損傷診断手法の確立も試みている．

61.	 レーザ超音波を用いたCFRP積層板の非破壊検査手法に関する研究
准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）齋藤 理

　航空機用構造部材を作製した際，その製造品質を保証するための非破壊検査が必要となる．しかし新規材料である
CFRP複合材に適した検査手法は，十分に確立されていない．そこで，レーザ超音波検査システムを対象とし，その
波動励起・伝播の理論的解析を行うことで，適切な検査条件を検討する．

62.	 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，大学院学生 （岡部（洋）研）久保 雅俊，シニア協力員 （岡部（洋）研）中野 多郎

　これまで，ラム波のモード変換に基づく，複合材料積層板内の剥離損傷検知手法の構築を行なってきた．本研究で
は，この手法を複合材接着構造にも適用するため，接着部材の有限幅がラム波の伝播挙動に及ぼす影響を調べた．さ
らには，多層円管パイプ内の剥がれ損傷検知への応用可能性も調べた．

63.	 昆虫の翅にみられる折りたたみ・展開機構の研究
准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

　虫目や革翅目を初めとする折りたたみ型の後翅を有する昆虫の翅の展開・収納行動をハイスピードカメラ，3次元
計測技術を用いて詳細に観察し，折紙の幾何学を用いて翅のデザインを弾性力学的観点から説明する新しい折りたた
みモデルを提案することで，革新的な展開構造を創成することを目的とする．
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64.	 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が，多くのエネルギーを必要とする．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．撹拌パドルま
たは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．

65.	 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，研究実習生 （北澤研）平塚 幹大

　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．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て，電気分解を行う技術を開発した．

66.	 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．本研究では，
金属を絶縁物で覆い，周期的な電圧を与えることによって電流を発生させ，電気分解を行う技術を開発した．

67.	 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，研究実習生 （北澤研）平塚 幹大

　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，平塚にて実海域試験を行った．

68.	 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，積んでいく氷の量を決定することができ，省エネにつながる．そこ
で，箱網内の映像を円周型魚眼で撮影し，陸上に伝送するシステムの開発を行い，実海域試験を行った．

69.	 パッシブ THz 近接場顕微技術の開拓
准教授 梶原 優介，特任研究員 （梶原研）林 冠廷，特任研究員 （梶原研）根間 裕史， 

大学院学生 （梶原研）金原 優太，大学院学生 （梶原研）横山 貴文

　テラヘルツ波（波長 10μ m～1 mm）は，分子運動や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．本研究では試料自身の局所挙動にともなって僅かに生じるテラヘルツエバネッセント波
を，外部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
器は単一光子レベルの感度を持つ CSIP（Charge Sensitive Infrared Phototransitor）であり，近接場光学系導入により空間
分解能 20 nm（検出波長：14.5μ m）を達成している．最近では誘電体上の表面フォノン等の検出・解析や，極低温
試料測定への拡張を試みている．

70.	 赤外 /THz 検出器の開発
准教授 梶原 優介，特任助教 （梶原研）金 鮮美， （独）情報通信研究機構Mikhail Patrashin

　GaAs/AlGaAs二重量子井戸構造を利用し，10～50μ m帯で圧倒的な感度を持つ検出器 CSIP（Charge Sensitive Infra-
red Phototransitor）の開発を行っている．最近では，検出波長領域拡大へ向けた三重量子井戸構造を持つ 2色 CSIPの
開発，量子効率向上に向けた金ナノギャップ受光アンテナの導入を行っている．

71.	 非侵襲な樹脂成形内部物性評価法の開拓
准教授 梶原 優介，大学院学生 （梶原研）松澤 亮

　赤外 /THz計測を利用した樹脂内物性（結晶化度，配向，残留応力など）の評価法を開拓している．
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72.	 表面微細構造を利用した金属／樹脂直接接合技術の開拓
准教授 梶原 優介，助教 （梶原研）木村 文信，大学院学生 （梶原研）門屋 祥太郎

　金属表面にマイクロ微細構造を創製し，インサート射出成形を行うことによって強固な金属／樹脂接合について，
表面処理や成形条件の最適化，および接合メカニズムの解明を進めている．現在は化学エッチングによって表面処理
を行ったアルミニウムと PBTの直接接合に成功し，射出圧や保圧，アニール条件の最適化，および SEM，TEMによ
る断面観察を通した接合指導原理の解明を進めている．

73.	 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）や海底ステーション，自律ボートなどの複数のプラットフォームを連携させることで，
従来よりも広範囲，高精度，長期間の観測が可能なシステムを構築する．

74.	 水中センシングに関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

75.	 乱流の最適制御
講師 長谷川 洋介

76.	 計測と数値シミュレーションの融合に関する研究
講師 長谷川 洋介

77.	 血管網形成プロセスの血行学的解釈
講師 長谷川 洋介

78.	 複雑流体の塗布乾燥プロセスの解明と制御
講師 長谷川 洋介

79.	 産業界と教育界を結びつける新しい科学技術教育における教材開発と出張授業の実践
講師 川越 至桜，教授 大島 まり，教授 石井 和之

　産業界と教育界を結びつける新しい科学技術教育として，東京大学生産技術研究所の次世代育成オフィスが中心と
なり産業界と協力した出張授業を実施し，その授業を基に，初等・中等教育で使用できる実験教材ならびに映像教材
を開発した．また，開発した実験教材を使用して 4校で出張授業を実施した．その結果，実験教材を用いた出張授業
は，科学技術や産業界への興味・関心を喚起し，理科や科学の学習に有効であった．また，科学技術の社会的な役割
や意義を理解する上でも有効と考えられる．

80.	 超新星コアにおけるニュートリノ自己相互作用とMSW物質相互作用の効果
講師 川越 至桜，准教授 （福岡大学）固武 慶，研究員 （理化学研究所）滝脇 知也

　超新星爆発から放射されるニュートリノシグナルの定量的評価には，ニュートリノの自己相互作用の効果を考慮す
ることが不可欠である．本研究では，様々な超新星コアのモデルを初期条件にとり，ニュートリノ自己相互作用の影
響ならびにMSW物質効果も考慮し，ニュートリノの観測シグナルの違いを調べた．その結果，超新星コア内で自己
相互作用が起こる領域は，親星モデルによって異なり，また，ニュートリノの観測シグナルの振る舞いも異なること
が確認できた．

81.	 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．現在，浅海や深海において動作テストを行っている．今後，水産現場や外洋船舶のバラ
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．
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82.	 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 （京都大）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）を実現するためには LSIの高エネルギー効率動作が必要である．
高エネルギー効率動作を実現するためには，電源電圧の低電圧化と電源電圧の時空間の細粒度制御が必要なため，1
チップ上に複数個の電源回路が必要となる．また，近年，エネルギーハーベスティングで動作する IoTデバイスへの
ニーズが高いため，エネルギーハーベスティング向けの電源回路も重要となっている．さらに，IoTデバイスはほと
んどの時間が待機状態にあるので待機状態から動作状態への起動時間を短縮することが高エネルギー効率動作に重要
だが，クロック信号生成用の水晶発振回路が起動時間短縮のネックとなっている．そこで，（1） 入力電圧 0.5Vで動
作するデジタル LDO （リニアレギュレータ）とゲート昇圧型降圧 DC-DCコンバータ，（2） 入力電圧 0.1V以下で動作
するエネルギーハーベスティング向け昇圧回路，（3） 高速起動が可能な 39MHz水晶発振回路などの LSI回路技術群
の研究を行った．

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，教授 （東大）染谷 隆夫，助教 （桜井研）更田 裕司

　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と共同で行っている．最近
では「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」「腕章型やわらか体温計」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（東大）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（東大）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．

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（東大）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．



215

２．研究部・センターの各研究室における研究

6.	 Nonlinia	非線形数理モデルデータベース構築
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．

7.	 動的ネットワークマーカーを用いた複雑系における臨界遷移の予兆検出法の開発と応用
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南，助教 （合原研）奥 牧人

　動的ネットワークマーカーとは，病気の発症や工学システムの障害発生など，複雑なシステムにおける急激な変化
の発生に関して，それらの予兆を捉えるための汎用的な新しい手法である．我々は，理論的解析によりこれらの臨界
遷移前状態が共通して有する性質を同定し，これに基づいてシステムの詳細なモデルが不明であっても適用可能なモ
デルフリーの検出手法を提案した．現在，本手法をさまざまな分野に応用すべく，新規応用現象の探索や手法の改善
などに積極的に取り組んでいる．

8.	 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
准教授 小林 正治，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が高まってきている．
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．本年度は，しきい値
電圧をゲート電圧の変化により自己調整するトランジスタを提案し，実際に試作をおこなって特性を評価した．その
結果，しきい値電圧自己調整機構は 0.1Vという超低電圧でもはたらくことを明らかにし，スタティックメモリ
（SRAM）動作が 0.1Vにおいてしきい値電圧自己調整機構により安定化することを世界で初めて実証することに成功
した．

9.	 ナノスケールCMOSデバイスの特性ばらつきに関する研究
准教授 小林 正治，教授 平本 俊郎，特任研究員 （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）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による不安定性化について評価
を行い，0.4V以下の超低電圧においては，書き込み安定性の指標が高電圧とは異なることを実測により明らかにした．

10.	 シリコン単電子トランジスタにおける物理現象の探究
准教授 小林 正治，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，
単電子トランジスタと CMOS回路を融合するためのアナログ回路設計を行った．

11.	 無線センサネットワークによる都市空間センシング
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）劉 広文， 

大学院学生 （瀬崎研）マテケニャ ダンスタン，大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介， 
大学院学生 （瀬崎研）坂本 敬太，大学院学生 （瀬崎研）鵜飼 祐太，大学院学生 （瀬崎研）稲葉 瞳， 
大学院学生 （瀬崎研）中村 直人，大学院学生 （瀬崎研）森 英記，大学院学生 （瀬崎研）山本 直人

　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，無線センサネットワー
クを利用した都市空間センシングの実証実験を中国天津において天津大学と合同で行った．また，センシングの際に
位置に加えて重要になる標高を，気圧と集合知によるキャリブレーションで測定する技術を開発した．
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12.	 ユーザ参加型センシングとセキュリティ
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，助教 （瀬崎研）小林 博樹，大学院学生 （瀬崎研）牛 コウ， 
大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介，大学院学生 （瀬崎研）坂本 敬太，大学院学生 （瀬崎研）加藤 宗肖

　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，多数のス
マートフォンが参加しているときに，センサの観測領域と品質を考慮しながら最適なノードを選択する手法や，セン
サデータのプライバシ保護手法などを研究した．

13.	 位置情報プライバシの社会学的見地からの研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）加藤 宗肖，大学院学生 （瀬崎研）鵜飼 祐太

　スマートフォンによって収集が容易になったユーザの位置情報の活用や保護の指針を，社会学の見地から研究して
いる．本年度は，一般のユーザの意識を探るために 31名の被験者に対する各 1時間に及ぶ街頭インタビューを実施
した．ここから，プライバシの侵害を許せないという意見や，恩恵を受けているから仕方がないという意見，生活の
利便性のために賛成など，多様な意見を得られ，これまであまり指摘されていなかった＜諦め＞の感情によってプラ
イバシ情報が利用されることを許す利用者がいることを明らかにした．

14.	 CDRデータからのライフイベント検出手法の研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）マテケニャ ダンスタン

　携帯電話の通話履歴である CDR（Call detail record）を分析し，人の転居などのライフイベントを検出する技術を研
究している．CDRは，時間，空間的にまばらなデータではあるものの，大量のデータを取得でき，そこから人口動
態や交通など都市のアクティビティを抽出する研究が活発になっている．本年度は，CDR分析のアルゴリズムや
Hadoopを利用した解析システムを構築し，柴崎研究室と共同でバングラデシュの CDRデータを用いた分析を行った．

15.	 動物を利用したセンシングに関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）小林 博樹，大学院学生 （瀬崎研）牧山 紘

　人が入れない場所の環境情報のセンシングを，動物に持たせたセンサネットワーク機器によって収集する動物セン
シングの研究を進めている．DTN技術という高遅延環境での通信技術を応用し，動物同士がすれ違った時にお互い
のセンサデータを交換することで，遠方での観測データもマルチホップで収集場所にまで届け，領域を網羅した観測
を実現する，すれ違い通信技術の開発を行っている．動物同士がすれ違ったときの特徴的な動きを省電力な加速度計
で検出することで，消費電力の大きい通信機器の動作を制御するという，動物の性質を利用した技術となっている．
本年度は，麻布大学の協力を得て開発中の技術の検証や改良を進めた．

16.	 公共交通情報化に関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

　スマートフォンの普及，政策としてのオープンデータの推進，ビッグデータ解析の普及などを背景として，公共交
通の利用を支援する情報システムの構築手法やサービスの形が進化している．こうした背景に基づいて，バスを中心
とした公共交通の情報化の研究を進めている．本年度は，コミュニティバスデータのオープンデータ化のためのシス
テム構築やハッカソンの開催の支援を静岡県などと協力して実施した．また GPSが使えない地下鉄のための位置情
報技術の開発を東京メトロのアプリコンテストへの応募として行ったり，小田急財団の支援を受けて，駅構内などの
屋内ナビゲーションの UI技術開発などを進めた．

17.	 軽量ストリーム暗号の安全性引き上げ手法の評価
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　計算機だけでなくセンサーなどの小さなものが IoT（Internet of Things：「もの」のインターネット）を成す時，軽量
暗号がセキュリティとプライバシーのキーテクノロジーとなる．本研究では，経験的に設計された軽量暗号であるス
トリーム暗号の安全性を高める体系的な方式について，その安全性を評価する理論的枠組みを提示し，いくつかの重
要な定理を証明した．計算量的な安全性だけでなく情報理論的な安全性も議論できる枠組みであることに大きな意義
がある．

18.	 日本のロイヤルティ・プログラムにおける情報セキュリティ投資効果の実証分析
大学院学生 （松浦研）ジェンチャラッサクン ボンコット，教授 松浦 幹太

　コンビニエンスストアのポイント制度や航空会社のマイレージプログラムなど，顧客誘因策としての Loyalty Pro-
gram（LP）は，他の LPとの相互交換ネットワークが広がり，広義の仮想通貨として利便性と価値が高まっている．
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一方で，LPは犯罪者にも狙われ，実際にマイレージプログラムのアカウントが乗っ取られるなどの事件も起きている．
本研究では，LP運営者による情報セキュリティ投資の効果を論じる実証分析手法を開発し，実データに適用してい
くつかの重要な知見を得た．

19.	 識別不可性難読化に基づく復号の速い代理再暗号化について
大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　代理再暗号化技術は Blazeらによって提案された，受信者が生成する再暗号化鍵を用いて第三者が暗号文の宛先を
変更することが可能な高機能公開鍵暗号である．また，Gargらによって構成法の候補が提案された識別不可性難読
化と呼ばれる回路の難読化技術は，Sahai らによって提案された穴あき擬似ランダム関数と組み合わせることによっ
て，様々な暗号技術の構成に有用であることがわかってきた．本稿では，識別不可性難読化を用いて代理再暗号化技
術を構成することを試みる．提案する方式は再暗号化が一方向，事前に回数上限を指定することなく複数回の再暗号
化が可能，再暗号化によって暗号文サイズが変化しない，復号が速いなどといった特長を持つ．

20.	 マルウェア検知および分類のためのコンパイラ再最適化
大学院学生 （松浦研）碓井 利宣，教授 松浦 幹太

　増加するウィルスなどの不正ソフトウェア（マルウェア）に対抗するために，マルウェアの検知や分類を自動で行
うことは重要である．この検知や分類は，ソフトウェアの類似性に基づいて行われる．しかし，たとえ同じソースコー
ドから生成されたマルウェアであっても，生成に用いられたコンパイラや最適化レベルの違いによって機械語命令列
は異なるという問題がある．それにより，類似度の算出も影響を受けるため，検知や分類の精度は低下してしまう．
本研究では，マルウェアの実行ファイルを再最適化することで，生成に用いられたコンパイラおよび最適化レベルに
よる差異を吸収する手法を提案する．

21.	 匿名通信システム Tor の体系的な安全性評価とエントリーガード増強
大学院学生 （松浦研）馮 菲，教授 松浦 幹太

　匿名通信システムは，通信経路を秘匿する目的で考案されたプラバシー保護技術である．中でも現在最も有名かつ
普及している Torは，犯罪への悪用などで注目されている．本研究では，その安全性を体系的に評価し，検閲耐性を
高めるために導入されたエントリーガードという仕組みを増強する手法を提案した．

22.	 TCP 再送タイマ管理の変更による低量DoS攻撃被害緩和の評価
技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗，教授 松浦 幹太

　インターネットの重要な通信輻輳制御の一つである TCP再送タイムアウト機構を悪用することで，TCP通信に対
して低平均通信量でのサービス妨害攻撃（DoS攻撃）が可能になる．我々は，この被害を緩和するような再送タイマ
の管理方法の変更を提案し，攻撃被害のモデル化を行った上で，被害緩和効果を解析的および実験的に評価した．

23.	 文字列類似性を考慮した標的型攻撃のグループ化手法
協力研究員 （松浦研）北條 孝佳，教授 松浦 幹太

　近年，特定の組織等を対象とした標的型攻撃が行われ，機密情報等が窃取され被害が拡大している．標的型攻撃に
対して個々の事案について分析がされているが，それだけでは横断的な分析による攻撃の実態解明が困難である．本
研究は，当該攻撃に対して単純なモデル化及び各段階において収集したデータに基づいてグループ化を行い，攻撃の
実態解明の一助となる解析を実現することを目的としている．とくに，攻撃に関連する複数の要素から文字列の類似
性をも考慮したグループ化する手法について提案し，実データに適用した．

24.	 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．

25.	 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
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AD変換器として期待できる．

26.	 LPN 問題に基づく軽量暗号方式に関する研究
特任教授 Mihaljevic Miodrag

　An approach for security enhancement of a class of lightweight stream ciphers is based on employment of some implications 
from coding theory: The underlying idea of the approach is to enforce that the ciphertext is available to an attacker only through a 
channel which performs the degradation by inserting random bits as well as complementation with given probabilities. This paper 
yields asecurity evaluation of the considered stream ciphers from information-theoretic and computational complexity points of 
view. The information-theoretic consideration includes discussions related to the capacity of the channels with insertion and com-
plementation, and it is pointed out that certain level of information-theoretic security could be achieved under constraints on the 
sample available forcryptanalyis. The computational complexity security evaluation has implied that a lower bound on the securi-
ty can be related to hardness of certain LPN problem.

27.	 シリコン神経ネットワークの構築
准教授 河野 崇

　脳神経系の情報処理を，神経細胞・シナプスのレベルで模倣した電子回路システムを構築する．

28.	 時空間幾何情報学
特任准教授 鄭 波，教授 池内 克史，准教授 大石 岳史

　時空間幾何情報における実世界物体のセンシング，モデリングおよびデータ解析を行っている．例えば，代数幾何
学による高次元陰関数多項式を用いる 3次元物体の表現法や位置姿勢推定法の開発を行ってきた．また，実験データ
を解析するための新しい時系列解析手法や認知心理学における統計解析手法を提案し，機械による環境の理解に有効
性を明らかにしてきた．さらに，形状情報を取得するため，レンジセンサやイメージセンサを移動体に搭載し，高精
度且つ高速度なセンサ融合システムの開発にも取り組んでいる．

29.	 次世代シーケンスデータに基づく，免疫レパートリ情報の統計的判別・推定手法の構築
准教授 小林 徹也

30.	 情報理論・情報熱力学的方法を応用した適応的生体システムの情報解析
准教授 小林 徹也

31.	 強誘電体ゲート絶縁膜における負性容量を利用した超低電圧動作トランジスタの研究
准教授 小林 正治，教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉

　IoT時代における超低消費電力センサーノードの実現のため，LSIチップの更なる低消費電力化が要求されている．
特にバッテリーを頻繁に交換できない環境では自然エネルギーを用いることになり，その要求は更に強くなる．LSI
の低消費電力化はこれまでスケーリング則や回路技術によって実現してきたが，今後は電源電圧を積極的に引き下げ
ていくことが極めて重要になる．電源電圧の引き下げで特に問題になるのは電流駆動力の低下である．本研究では，
0.2V以下の超低電圧において従来のMOSFETより大きな電流駆動力を実現するため，強誘電体ゲート絶縁膜におけ
る負性容量を利用したMOSFET（FeFET）について，デバイス設計，材料開発，デバイス実証を行っている．FeFET
は従来の CMOSプロセスとの整合性もよいため，将来の IoT向け LSIのプラットフォームとして期待される．本年
度は FeFETのデバイス物理に基づくシミュレータを構築し，材料開発に必要なパラメータを導出するためのデバイ
ス設計を行った．

32.	 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．

33.	 動画像・動距離画像の時空間解析
特任准教授 小野 晋太郎

34.	 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
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35.	 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

36.	 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

物質・環境系部門
1.	 デュアル収束イオンビームによる表面・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）を用いた，新しい表面局所分析法を開発した．具体的には，Ga-FIB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，本法を高分子複合材料
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，協力研究員 （尾張研）冨安 文武乃進， 

大学院学生 （尾張研）白倉 大地

　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，大学院学生 （尾張研）古島 弥来

　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，三次元分析の高速化に関する検討・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，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）湯川 豪

　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

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，大学院学生 （埼玉大）木村 珠美， 

大学院学生 （畑中研）辻 峻太郎，教授 （埼玉大）松岡 浩司， （株）カネカ 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
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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.	 含フッ素溶媒を用いる細胞培養
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，大学院学生 （畑中研）須藤 周，学部学生 （東京理科大）五十崎 克也， 
教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）Jean-Mark 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.	 細胞老化に伴う糖代謝
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）須藤 周

　細胞を継代していくと，糖鎖の生合成が変わってくる．細胞老化に伴って糖鎖合成がどのように変わってくるのか
について，独自の方法によって解析している．

11.	 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．

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

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

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

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

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

　無容器浮遊法で達成される大過冷却液体状態から，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．

15.	 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．放射光を用いた回折，Raman散乱スペクトルを基礎に，
計算機シミュレーションにより構造モデルを作成している．

16.	 遷移金属あるいは希土類元素含有ガラスの合成と物性
教授 井上 博之，助教 （井上研）増野 敦信，助手 （井上研）渡辺 康裕

　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
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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．さらに，
希土類イオンを含有するガラスは光学材料としての応用が期待されている．これらガラスを作製し，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．

17.	 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）長嶺イマン 翔，大学院学生 （工藤研）西 信宏， 

大学院学生 （工藤研）佐藤 潤一，大学院学生 （工藤研）杜 肇南

　ペプチド触媒は，酵素，有機低分子化合物に次ぐ第三の分子触媒として，独自の機能が期待される．これに関して，
前年までに見出した面不斉化合物の速度論的光学分割をシクロファン化合物に拡張した．また，環状ペプチド有機触
媒の開発の検討も行った．さらに，コンビナトリアル化学的手法について，大規模ライブラリを構築し，予断なしに
新規な触媒活性ペプチドを見出すことに努めた．一方で，これまでのアミン触媒の範疇から脱却して，システイン側
鎖のチオール基を活性中心とする反応の検討も進めた．

18.	 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

19.	 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

20.	 放射性セシウム除染技術の開発
教授 石井 和之

21.	 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

22.	 ホモキラリティの起源に関する研究
教授 石井 和之

23.	 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

24.	 液晶－光機能性分子の複合化による光分子メモリの開発
教授 石井 和之

25.	 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

26.	 Ru 錯体を用いた光触媒の開発
教授 石井 和之

27.	 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

28.	 レドックス試験紙の開発
教授 石井 和之

29.	 分子磁気光学材料の開発
教授 石井 和之
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30.	 光機能分子担持ナノファイバー性薄膜の開発
教授 石井 和之

31.	 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．

32.	 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．

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

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

34.	 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．

35.	 アンモニアを選択還元剤とする窒素酸化物の選択還元除去に資するゼオライト触媒の開拓（AICEプ
ロジェクト）

准教授 小倉 賢

　自動車用内燃機関技術研究組合（AICE）の大学拠点形成プロジェクトで，ゼオライト合成チームから授受される
新しい構造のゼオライトを受け入れ，触媒化し，NH3-SCR触媒特性およびキャラクタリゼーションを行うプロジェ
クト．

36.	 一酸化炭素酸化に有効な新規触媒系の開拓
准教授 小倉 賢

　京都大学 ESICB元素戦略プロジェクトの一環で，貴金属を使用すること無く一酸化炭素を酸化可能な触媒系の探
索．以前アルカリ金属をドープしたコバルト酸化物が，表面に特異点を形成するために本系に有効であることを見い
だした．それを継承し，表面特性の一般性を見いだすことを主目的としている．

37.	 固相イオン交換法を利用したゼオライトへの金属イオン導入
准教授 小倉 賢

　通常液相イオン交換により金属イオンをイオン交換サイトへと導入するゼオライト触媒の他の有効な調製方法とし
て，蒸気圧の高い金属塩とゼオライトを混合し熱処理することでイオン交換サイトへ導入する固相イオン交換法が知
られている．本研究では，多価カチオンの導入や細孔径の小さいゼオライトへの比較的大きなカチオン導入の効率化
を目指している．

38.	 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）高橋 礼， 

研究実習生 （北條研）法元 優希

　特定の組成・構造に由来する有機分子の機能は，その機能性ユニットの空間的配置や構造的な連結トポロジーに依
存して増強されたり，変調されたりする．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）を中心に，π共役鎖でつながった多核錯体分子の電気的，光学的性質を調べるとともに，機能材料と
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しての応用を探索した．

39.	 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）鈴木 慶一，大学院学生 （北條研）竹田 早織

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

40.	 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，助教 （酒井（康）研）務台 俊樹，研究員 （北條研）重光 保博

　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．また，
既存の光機能性有機結晶の作用機構について計算化学的側面から説明を試みる．

41.	 超微小硬さ試験による III 族窒化物薄膜材料の機械的特性値の計測
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
膜の機械的特性値を計測する．これにより，III族窒化物薄膜の機械的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

　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．

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．
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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
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．
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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
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.	 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，技術専門職員 （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追加の三軸試験を実施し，従来よりも低いレベルでの
ひずみ速度を急変させた場合の変形特性を計測した．

18.	 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．
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19.	 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における通年の地下水位計測を実施し，降雨量との相関系について検討した．また，過
去の地震で被災した鉄道切土斜面から採取した試料の三軸試験を行い，強度特性と繰返し変形履歴の影響を明らかに
した．

20.	 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（健）研）大矢 俊治，特任講師 荻 芳郎，大学院学生 （川口（健）研）榛葉 達彦

　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．

21.	 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（健）研）大矢 俊治，大学院学生 （川口（健）研）中楚 洋介， 

大学院学生 （川口（健）研）陳 坤，大学院学生 （川口（健）研）程 春，大学院学生 （川口（健）研）佐藤 拓人， 
大学院学生 （川口（健）研）野中 翔太，大学院学生 （川口（健）研）本多 元貴，大学院学生 （川口（健）研）榛葉 達彦， 

大学院学生 （川口（健）研）西崎 慶，特別聴講学生 （東大）James Johanny

　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．

22.	 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（健）研）大矢 俊治，大学院学生 （川口（健）研）中楚 洋介， 

大学院学生 （川口（健）研）野中 翔太，大学院学生 （川口（健）研）西崎 慶，研究員 （川口（健）研）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．

23.	 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（健）研）大矢 俊治，特任講師 荻 芳郎，大学院学生 （川口（健）研）陳 坤， 

大学院学生 （川口（健）研）佐藤 拓人，研究生 （川口（健）研）江藤 智哉， 
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．

24.	 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， 

研究生 （川口（健）研）中山 真敏，研究生 （川口（健）研）手塚 祐貴， 
研究員 （JAXA）藤田 辰人，研究員 （JAXA）上土井 大助，大学院学生 （川口（健）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．

25.	 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．
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26.	 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（健）研）大矢 俊治，大学院学生 （川口（健）研）中楚 洋介， 

大学院学生 （川口（健）研）程 春，大学院学生 （川口（健）研）本多 元貴，受託研究員 （川口（健）研）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，従来の方式以上に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．

27.	 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（健）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．

28.	 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（健）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．

29.	 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．

30.	 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．

31.	 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．

32.	 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．

33.	 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．

34.	 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．

35.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究①
教授 岸 利治
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36.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究②
教授 岸 利治

37.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸 利治

38.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸 利治

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

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

41.	 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．

42.	 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 （都市基盤安全工学国際研究センター）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．

43.	 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 （都市基盤安全工学国際研究センター）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．

44.	 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．

45.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

46.	 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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47.	 エコサイトハウスの弾塑性挙動・構造性状
教授 腰原 幹雄

48.	 都市木造の生産システム
教授 腰原 幹雄

49.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 今井 公太郎

50.	 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 今井 公太郎

51.	 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，特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，

講師 （シンガポール国立大）田村 順子，特任研究員 （今井研）高濱 史子

　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（とくに学生寮・シェアハウス・フラットシェア）に着目し，その事例収集・
分析を行っている．またシェア型学生寮の計画・設計を行っている．

52.	 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

　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，時間距離に着目することで街路ネットワークを評価する手法を開発するとともに，リニア状
に拡がる都市における地理的なポテンシャル分布を理論的に明らかにした．

53.	 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，特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，

特任研究員 （今井研）大井 鉄也，大学院学生 （今井研）閔 健煕，大学院学生 （今井研）小泉 翔

　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．本年度は交通行動データから地域特性を記述する方法を開発した．首都圏の鉄道の利用実態から駅の魅力度を
定量化するとともに，東京都市圏における移動データから地域の「越境性」を明らかにした．

54.	 建物改修におけるファサード・レトロフィットの方法論的研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任研究員 （今井研）大井 鉄也，特任研究員 （今井研）国枝 歓，

大学院学生 （今井研）市倉 隆平

　本研究は，建物改修時における外壁部の改変，即ちファサード・レトロフィットにおいて，意匠・構造・環境・法
規といった多変量の余条件に有効に解答する手法について，既存の方法を整理，分析し，建築計画学的側面から考察
を加え，最終的には最適な計画手法の提案を試みるものである．本年度は，国内外の改修事例のデータベース化を通
じて比較研究を行い，部分保存と新旧ファサードの関係性を体系的に整理した．またスペインのホテルチェーン・パ
ラドールの現地調査を行い，その増改築手法を明らかにした．

55.	 施設配置計画に関する研究
教授 今井 公太郎，博士研究員 （今井研）櫻井 雄大，特任助教 （今井研）新井 崇俊，特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，

特任研究員 （今井研）国枝 歓

　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，東京都区部において，消費者の選択行動モデルに基づき購買地の勢力圏を明らか
にした．

56.	 数理的アプローチによる設計手法に関する実践的研究
教授 今井 公太郎，特任研究員 （今井研）高濱 史子，特任研究員 （今井研）大井 鉄也，特任研究員 （今井研）国枝 歓，
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大学院学生 （今井研）隈 太一，大学院学生 （今井研）加々美 理沙

　本研究は，ある種の設計対象は数理的デザイン手法と相性が良いことに着目し，適切な問題定式を通じてそれを実
践的に解くことを試みるものである．本年度は，任意形態に対する吸音性と視覚的遮蔽性を定量化することで，トレー
ドオフ関係にある「静けさ」と「開放感」を両立する立体的なパーティションを提案した．

57.	 室内音響に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （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計画のための日本語の発話レベルに関する実
験的研究を行った．

58.	 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，特任助教 （坂本研）李 孝珍，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．

59.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （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）辻 隆明，

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，フラクタルな形状を有する柱が音場の拡散性に及ぼす影響を検討するた
めに FDTD法による数値解析及び模型実験を行った．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．

60.	 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，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博

　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，室内音環境が日本語
の発話レベル及び会話のしやすさに及ぼす影響に関する研究を行った．

61.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）林 碩彦，大学院学生 （坂本研）趙 静

　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．

62.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本 慎一，研究員 （坂本研）横山 栄

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，わが国における標準的な道路騒音予測計算法の改良を行い，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．

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

　気候予測に用いられる大気大循環モデル（AGCM）に水同位体の挙動を実装し，降水や水蒸気の同位体比をはじめ，
気候プロキシと呼ばれるアイスコアや石筍，サンゴ等の同位体情報をシミュレートできるようにする．このことによっ
て，経験則に拠った回帰モデルを用いた気候復元と比べ，より正確かつ高精度に過去気候が復元できるようになる．
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64.	 河川モデル・地表面モデルを用いた陸面水・エネルギー循環に関する研究
准教授 芳村 圭

　地表面モデルMATSIROと河川モデル TRIP及び CaMa-Floodの開発を進めている．これらのモデルを用いて，陸
域における水とエネルギーの挙動を明らかにし，精度の高い予測情報の提供を行う．

65.	 水の安定同位体比を用いた地球水循環過程解明
准教授 芳村 圭

　研究室に設置された質量分析計及び分光分析計を用いて地球上様々な場所での雨や地表水，水蒸気等の同位体比を
測定しているほか，人工衛星や地上に設置した分光分析計を用いて，水蒸気の安定同位体比の空間分布と時間変化を
観測し，地球水循環過程における複雑な水の動きを追跡している．

66.	 広域土地被覆計測に関する研究
准教授 沖 一雄

67.	 衛星画像による河川流量推定手法の開発
准教授 沖 一雄

68.	 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

69.	 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

70.	 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

71.	 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

72.	 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

73.	 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

74.	 流域シミュレータの開発
特任准教授 守利 悟朗

75.	 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

76.	 腐食劣化した鉄筋コンクリート部材の解析的検討
特任准教授 田中 泰司
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高次協調モデリング客員部門
1.	 機能界面計算科学

客員教授 大野 隆央

　持続可能な情報化社会を構築するためには，次世代半導体デバイス，エネルギー・デバイス等，高度情報処理，エ
ネルギー創成，省エネルギー等に革新をもたらす新規デバイスの開発が不可欠である．革新的な新規機能の多くは，
デバイスを構成する様々な界面での電子・イオンの挙動から生じるものであるが，実験的に計測することが困難であ
り，計算科学による理解が重要となる．本研究では，次世代半導体デバイス材料，次世代リチウム二次電池材料に焦
点を当てる．計算科学的手法のより，グラフェン，SiC等の非シリコン系材料，リチウム酸化物等の電池材料に関する，
ナノ構造・界面形成プロセス，界面輸送特性等の機能解析を実施し，新規材料のデバイスへの適用性評価と最適化指
針の提供を目指す．

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．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が，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．

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．
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ニコンイメージングサイエンス寄付研究部門
1.	 波形整形中赤外パルスによる分子振動のコヒーレント制御

特任助教 （志村研）田山 純平

　コヒーレント制御とは，光により物質の波動関数の位相や振幅を制御する技術である．われわれは波形整形した中
赤外パルスを用いて，分子振動のコヒーレント制御を行ってきた．今年度は，ロジウム錯体の CO対称・反対称伸縮
モードの 2自由度振動自由度系を対象とし，2自由度の振動コヒーレント制御を行った．その結果，1自由度ごとの
振動ラダークライミングとモード間の量子干渉制御の同時制御により，パルスエネルギーを変えることなしに位相変
調のみで励起効率を向上させることができた．また，ニトロシル錯体の NO伸縮振動について 1自由度の振動ラダー
クライミングを行い，溶液中では未だ達成されていない中赤外パルスによる化学反応誘起を試みた．

2.	 産業で用いられる光学の教育
特任教授 大木 裕史

　5月に本郷で先端レーザー科学教育研究コンソーシアム CORALに参加，大学院生に「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．実習は 17名受講．6月 7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，16名受講．

3.	 駒場ひかりらうんじ
特任教授 大木 裕史

　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．2014年度は
4月，7月，1月に 3回開催．

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

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
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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.	 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

12.	 電子ビーム溶解法を利用したNbTi	超電導材スクラップ再資源化技術の開発
教授 前田 正史，特任助教 （前田研）佐々木 秀顕，技術専門職員 （前田研）木村 久雄

　ニオブチタンと銅を複合化した細線が超伝導材料として広く用いられている．この超電導材の製造工程で生じるス
クラップを再資源化するために，電子ビーム溶解によってニオブチタンと銅を分離する技術の開発を行った．

13.	 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，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　電子ビーム溶解によりスクラップシリコン中の不純物を揮発除去し，太陽電池用原料とする方法を探索した．

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

　デシカント空調システムは，カビ・細菌等による建物屋内の IAQ（Indoor Air Quality空気質）の低下を改善するこ
とが期待され，関連する研究も多い．本研究では，CO2ヒートポンプをデシカント空調システムに組み込み，省エネ
ルギー性と建物内及び空調システム内の非結露の実現による IAQの向上を同時に実現し，低温排熱がない場合にも
適用できる高効率のデシカント空調方式を開発している．本年度は，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．

15.	 海洋鉱物資源広域探査システムの研究開発
教授 浅田 昭

16.	 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．

17.	 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．

18.	 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）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．
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19.	 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）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．

20.	 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

21.	 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

22.	 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

23.	 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

24.	 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（健）研）大矢 俊治，特任講師 荻 芳郎，大学院学生 （川口（健）研）榛葉 達彦

　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．

25.	 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（健）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．

26.	 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（健）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．

27.	 骨組の崩壊機構に着目した地震被災RC造建築物の残存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）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．また，これらの実験結果に基づき多層骨組の静的荷重漸増解析を行い，本評価手法の適用性および妥
当性について検討・検証を行った．
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28.	 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解析による非線形荷重－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．

29.	 せん断破壊型鉄筋コンクリート造柱の残存軸耐力評価に関する研究
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，せん断破壊型 RC造柱の残存軸耐力評価法の理論式を提案することを主目的に，本年度は，昨年度に提案した鉄
筋が負担する理論式に加え，コンクリートが負担する残存軸耐力の理論式を提案した．また，両者の和を既往実験の
データベースにより比較・検証し，提案した理論式の妥当性を検証した．

30.	 津波の衝撃荷重が作用する建築物の応答評価手法に関する研究
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）浅井 竜也

　津波来襲時には，漂流物の衝突や砕波により衝撃的な荷重が作用することがあるが，これらが建物の応答性状に及
ぼす影響については十分に把握されていないのが現状である．そこで本研究では，津波来襲時に発生する衝撃荷重に
よる建物の応答性状に関する設計に向けた簡便な評価手法の提案を主目的に，本年度はまず衝撃荷重による建物の弾
性応答性状に関する理論式やこれに基づく簡便な評価式をそれぞれ整理・提案した．また，理論式による解析結果を
簡便な評価式による推定結果を比較・検討し，本評価手法の妥当性を検証した．

31.	 RC 造縮小試験体に生じる曲げひび割れの定量化とその実大スケールへの換算評価に関する研究
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）沙拉依丁 沙吾提

　RC造建物や部材を模擬した実験では，可能な限り実大スケールに近い試験体を用いるのが望ましいが，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．縮小試験体を用いる場合はせん断余裕度などの力学特性
を実物に合わせるのが一般的であるが，ひび割れ幅，長さ，本数などに代表される損傷量を実大スケールと合致させ
ることは極めて難しい．しかしながら，残存耐震性能や修復費用の算出のようにひび割れ損傷を基に議論がなされる
場合には，縮小試験体から得られたひび割れ幅，長さ，本数などの損傷量について，何らかの方法で実大スケールの
損傷に換算評価する必要がある．本研究では，まず既実施の実大試験体とその 1/4スケール縮小試験体の実験結果に
基づき，縮小試験体に生じる曲げひび割れ量の実大スケールへの換算評価手法を提案した．また，新たに検証実験を
行い，提案手法の妥当性や適用性を検証した．

32.	 津波漂流物衝突時の衝撃外力評価に基づくRC造建築物の応答特性
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年東北地方太平洋沖地震により発生した津波は甚大な被害をもたらした．その被害形態としては波力による
建築物の倒壊や転倒，流失のほか漂流物の衝突による建築物の大破や外壁の損傷等が挙げられる．漂流物については
大型船舶が漂流漂着した事例もあり，近年建設の急がれる津波避難ビルの設計指針においても漂流物の衝突に関して
は，一部の部材の損傷を許容するとしており，未だ研究途上の段階である．また，衝突に関する研究は以前より行わ
れているものの建築物に及ぼす影響に関する研究は少ないのが現状である．そこで本研究では，漂流船舶の衝突が
RC造建築物の応答に及ぼす影響を把握するため，実験的及び解析的検討により想定漂流船舶の衝撃外力の評価およ
びそれによる建物応答評価を行った．これらの検討より，衝突力の波形およびその波形の形状に影響を与える因子や，
衝突力の算定の際の極めて重要な因子である漂流船舶と鉄筋コンクリート造建築物の反発係数，などが明らかになり，
津波避難ビルの設計の際に直ちに用いられる貴重な情報を取得した．

33.	 非構造壁を有するRC造建築物の修復性評価に関する研究
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）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る．そこで本研究で
は，非構造 RC造壁の破壊メカニズムや修復性の評価手法を提案することを目的に，既実施した非構造壁の有無や長
さをパラメータとした 1層 1スパン RC造架構の静的載荷実験データを用い，その荷重－変形関係を解析的に明らか
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にするとともに，非構造壁の損傷程度やそれに対応する修復費用などを検討した．また，これらの検討結果を用い，
多層 RC造建物への適用を試みた．

34.	 RC 造架構に内蔵された無補強組積造壁の面内負担せん断力の評価および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おり，特に内蔵無補強組積造壁の面外方向
への転倒破壊が多発している．この建物の地震被害を軽減するためには，まず内蔵無補強組積造壁の面内方向への耐
震性能を明らかにした上で，さらに面外転倒メカニズムを評価する必要がある．そこで本研究では，内蔵無補強組積
造壁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
画した．本年度はまず，既に実施した 1層 1スパン内蔵無補強組積造壁の面内方向への静的実験より明らかになった
無補強組積造壁の全架構耐力に対する寄与分を踏まえ，1/4スケールの連層および連スパン縮小試験体をそれぞれ製
作し，その静的加力実験を実施した．全組積ユニットに貼付した 3軸歪ゲージデータから各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が明らかになり，本評価手法による各壁体と各柱のせん断力
の和は実験結果の荷重－変形関係を精度よく再現することができた．現在，面外方向への振動台実験を実施中である．

35.	 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，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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．

36.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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．

37.	 弱小モデルによる地震応答解析
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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．

38.	 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．

39.	 地震動と地盤ひずみの観測
教授 目黒 公郎

40.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

41.	 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，特任研究員 （林研）永田 隆一，大学院学生 （林研）高橋 東馬

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

　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．

43.	 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，研究員 （林研）増田 光一，研究員 （林研）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．

44.	 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，特任教授 （日本大）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．

45.	 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，部長 （海洋研究開発機構）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 （九洲大）下島 公紀，研究員 （藤井研）福場 辰洋， 
大学院学生 （藤井研）松原 直貴，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

　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．

46.	 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．

47.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究①
教授 岸 利治

48.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究②
教授 岸 利治

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

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

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

53.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 今井 公太郎

54.	 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 今井 公太郎

55.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

56.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

57.	 エコサイトハウスの弾塑性挙動・構造性状
教授 腰原 幹雄

58.	 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，研究実習生 （北澤研）平塚 幹大

　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．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て，電気分解を行う技術を開発した．

59.	 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．本研究では，
金属を絶縁物で覆い，周期的な電圧を与えることによって電流を発生させ，電気分解を行う技術を開発した．

60.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻 俊宏

　AUV（自律型海中ロボット）や海底ステーション，自律ボートなどの複数のプラットフォームを連携させることで，
従来よりも広範囲，高精度，長期間の観測が可能なシステムを構築する．

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

62.	 水中センシングに関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア
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63.	 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

64.	 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

65.	 オイルリファイナリー排水処理に関する研究
特任准教授 望月 和博

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，協力研究員 （年吉研）三田 信， 
教授 （東京工芸大）曽根 順治， University of Twenteエディン・サラジュリック， 

外国人客員研究員 （藤田研）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， 

助教 （藤田研）久米村 百子，特任研究員 （藤田研）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 （藤田研）ロラン・ジャラベール，大学院学生 （藤田研）イスラム・オラゾフ， 
大学院学生 （藤田研）江 柏村，大学院学生 （藤田研）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.	 ラボ・イン・TEM・システム
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，協力研究員 （藤田研）石田 忠， 

協力研究員 （年吉研）三田 信，特任研究員 （藤田研）佐藤 隆昭，外国人客員研究員 （藤田研）ロラン・ジャラベール， 
大学院学生 （藤田研）松井 遼平，准教授 （トゥウェンテ大学）エディン・サライエリッチ， 
大学院学生 （藤田研）ゴッドフロア・ヴァレ，大学院学生 （藤田研）ヴィヴェック・メノン

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

4.	 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， 民間等共同研究員 （藤田研）李 永芳，東芝（株） 冨澤 泰， 

大学院学生 （藤田研）陳 昆韓

　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．さらに，複数本のプローブのアレイを作り，同時に描画できることを示した．

5.	 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．
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6.	 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，共同研究員 （藤田研）三屋 裕幸， 

大学院学生 （藤田研）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．

7.	 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．

8.	 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，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
トロニクス・プラットフォームを構築する．

9.	 TEMAFM
教授 川勝 英樹

　TEM内に AFMを実現し，原子分解能撮像，3次元構造物力計測，力学的元素同定を行う．

10.	 液中 AFM
教授 川勝 英樹

　固液界面の観察，構造化した液体の観察を行う．

11.	 UHVAFM
教授 川勝 英樹

　探針試料間距離の制御方法を見直すことにより，走査と併せて化学コントラストのある像の取得を目指している．
原子レベルの像と，構想に基づく制御の安定度を確認している．

12.	 FIMAFM
教授 川勝 英樹

　AFM試料台に穴があり，その背後に蛍光板が配置された FIMを実現した．各種エミッターの FIM／FEM観察や，
エミッターに分子を修飾し，その観察を可能とした．現在，真空内でのエミッター修飾を可能としている．

13.	 カンチレバーセンサー
教授 川勝 英樹

　カンチレバーアレーでマイクロチューブルを捕捉し，さらにそれによりタウタンパクの捕捉，機械特性変化の検出
を目指している．

14.	 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）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な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．

15.	 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

　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
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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．

16.	 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
教授 藤井 輝夫，部長 （海洋開発研究機構）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 （九洲大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋， 

大学院学生 （藤井研）松原 直貴，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

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

17.	 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）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．

18.	 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，大学院学生 （藤井研）緒方 謙，特別聴講学生 （藤井研）Oskar Strom

　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．

19.	 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 （髙橋研）龍 顯得

　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．

20.	 静電引力検出モード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 （髙橋研）石井 智章

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード AFMにより，CIS系化合物半導体太陽電池材料系での表面電位
分布の観測や表面空乏層容量の計測を行い，太陽電池特性劣化の要因となりうる不純物・欠陥準位の影響や，各種材
料系に存在する結晶粒や粒界との関連性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 （髙橋研）Srivises Warithapol，大学院学生 （髙橋研）小松 里紗

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

22.	 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 （髙橋研）島田 祐二

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

　本研究の目的は，アモルファスシリコンナノチューブ（ナノ構造物）において表面フォノンポラリトン（フォノン
と電磁波とのカップリングによってできる表面に局在した縦波結合波）に起因した熱伝導への変換特性に関する新し
い物理現象を初めて数値解析及び実験的に検証しようとすることである．マイクロ・ナノチューブ構造の寸法によっ
て，表面フォノンポラリトンが heat fluxにおける影響をモデリングで明らかにしてから，新た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．

25.	 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
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．

26.	 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
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．

27.	 ナノ粒子で繋がるバイオ物質の計測
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．

28.	 溶解性マイクロニードル式低侵襲経皮ワクチンデリバリーパッチの新規開発
教授 金 範埈

　生体分解性マイクロニードルのパッチ型無痛ドラッグデリバリーシステムの実用化を目指す．近年の薬剤学・高分
子材料工学・マイクロ加工技術のさらなる進歩に伴い，美容分野において既に実用化しているヒアルロン酸やコラー
ゲンなどのマイクロニードルパッチに関して，新たなマイクロモールド製造技術を開発し，より安価・迅速・安定的
な加工プロセスで高機能性パッチの大量生産が実現できるシステムを開発する．一方，インスリンや経皮ワクチンパッ
チ，ペプチド・タンパク性医薬品を含む難吸収性薬物の経皮パッチ等の開発と臨床実験を進めて，近い将来，医療の
現場で既存の注射製剤や経皮吸収製剤と並ぶような，マイクロニードルを用いた革新的ドラッグデリバリーシステム
の実現を図る．
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29.	 3 次元 in	vitro 微小血管デバイスにおける力学環境と血管新生に関する研究
教授 金 範埈，講師 松永 行子

　生体組織に酸素や栄養を供給する血管は生体現象と深く関わり，中でも新たに血管が形成される血管新生はがんや
糖尿病など多くの疾患と密接に関係しており，血管新生のメカニズムを探ることで新たな治療法・薬剤開発などへの
応用が期待されている．これまで血管新生に関する研究は主に 2次元で行われてきたが，生体内の 3次元管腔構造を
持つ血管の性質を模擬するには至っていない．近年 3次元構造を持つ血管デバイスが報告されているが管腔構造から
の血管新生を観察可能なモデルは未だ報告されていない．コラーゲンゲルとマイクロニードルを用いて形成した 3次
元微小流路にヒト血管内皮細胞（HUVECs）を集積化することで微小血管の形成と，微小管腔構造からの血管新生を
観察する．更にマイクロピペットを用いた灌流培養機構を構築し，灌流培養前後で配向性の変化を確認した．

30.	 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．

31.	 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．

32.	 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．

33.	 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．

34.	 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．

35.	 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， NHK放送技術研究所 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．

36.	 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．

37.	 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．
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38.	 熱ダイオード素子に関する研究
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μ
m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．

39.	 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．

40.	 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，講師 松永 行子，教授 藤田 博之

　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．

41.	 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．

42.	 Low	activation	temperature	Au/Ti	getter	films	for	wafer － level	vacuum	packaging
特任教授 ボスブフ アラン

　An evaporated Ti film coated by an ultrathin （≤ 5nm） capping gold layer has been investigated as an alternative way to pro-
duce a getter film activated at low temperature for wafer-level vacuum packaging. Ti out-diffusion and oxidation was studied as 
function of temperature ad Au layer thickness using four probe resistivity measurements, XPS analysis, residual stress measure-
ments, SEM cross section observation and Ion Beam Etching coupled with mass spectrometry. The results show that Au/Ti can be 
activated at temperatures below or equal to 300°C.

43.	 Design，	modelling	and	fabrication	tests	of	a	bidirectional	mirror	scanner	for	a	tunable	Mirau	inter-
ferometer

特任教授 ボスブフ アラン

　A long range （+/20µm） high resolution vertical mirror scanner has been designed and fully modelled for its implementation in 
a 3 D integrated tunable Mirau interferometer.  The original design is based on self-aligned bidirectional vertical electrostatic 
comb drives in double SOI technology and on serpentine suspension springs having a high ratio of out-of-plane/in-plane spring 
constants. An innovative fabrication process largely based on dry photoresists films has been proposed and most of the critical 
steps have been successfully developed.

44.	 FEM	modeling	of	 the	 thermoelastic	damping	a	Si	 resonator	with	 tensile	stress	and	nanowire	
strain	gages

特任教授 ボスブフ アラン

　The effect of tensile stress, vibration modes and Si nanowire strain gages on the thermoelastic damping （TED） of a Si 
clamped-clamped beam microresonator with a central paddle has been investigated by finite element simulations. We concluded 
that the main point to consider is the balance between the strain energy stored by tension versus the stored energy by bending. It 
was found that in some cases, the TED is quite different from its values predicted by published models for weakly stressed or 
highly stressed resonators. A modified Zenerʼs formula with parameters depending on tensile stress  is then proposed for the mod-
eling of TED in stressed resonators.
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45.	 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，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-
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-processing and 
micro-fluidics integration are developed to create a biological environment fully compatible for cells analyses. Electrical mea-
surements （impedance spectroscopy） are then performed to characterize cells in size, number or conditions.

46.	 Toward	Thermal	Cell	Monitoring	–Operating	Principle	and	First	Experiments
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， 

 （GREYC-ENSICAEN UMR6072）Matthieu Denoual， （GREYC-ENSICAEN UMR6072）Mathieu Pouliquen

　The purpose of the present project is to monitor the growth of cell culture using a resistive micro-heater, fabricated by micro-
machining. The principle of the system is to measure and record the thermal exchange between the micro-heater and its surround-
ing. The micro-heater is used as well as a heat source as a temperature sensor. The recorded data characteristics differ according 
to the presence or not of cells, and the rate of occupation on the micro-heater. Information on cells can be calculated by extracting 
some particular parameters from the recordings.Compared to other methods, which are already applied for the monitoring of cells 
culture, this one is quite simple and low cost.

47.	 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，外国人協力研究員 （藤井研）Adele Drame-Maigne

　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．

48.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏，教授 （Ecole Centrale Paris）Sebastian Volz，特任助教 （野村研）Roman Anufriev， 

外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）鹿毛 雄太，大学院学生 （野村研）中川 純貴

　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．

49.	 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，教授 （フライブルク大）Oliver Paul，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎， 

外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）鹿毛 雄太，大学院学生 （野村研）中川 純貴

　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．

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．
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2.	 貴金属の新規な高効率溶解法の開発
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．白金族金属を含む貴
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貴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貴金属を溶解・回収する環境調和型の新プロセスを開発している．

3.	 チタンスクラップの新規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，溶融塩中での電気化学的手法を用いた脱酸プロセス，および反応媒体塩を利用したチ
タンスクラップの高速塩化リサイクルプロセスに関する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，研究実習生 （岡部（徹）研）渡邉 徹郎

　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.	 ニッケル基超合金からレニウムを回収する新規リサイクル技術の開発
教授 岡部 徹，大学院学生 （岡部（徹）研）八木 良平

　レアメタルの一種であるレニウムは，耐熱合金の添加元素として主に用いられる希少で高価な金属である．本研究
では，ニッケル基超合金中のレニウムについて，コレクターメタルなどを利用することにより，元素ロスとエネルギー
消費が少ない，環境調和型の高効率リサイクルプロセスを開発する．

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，この再結合するためには官能基が衝突する必要があるため，高い分子運動性
が必要である．本研究では運動性の低い結晶性高分子において，結晶化過程を制御することにより修復性を付与する
ことを目指している．

8.	 高機能性バイオベース高分子材料の開発
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　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
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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.	 ポリフェノール模倣高分子の合成とその抗酸化活性
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　植物由来ポリフェノール中に多く含まれる官能基を側鎖に持つ高分子を初めて合成した．RAFT重合を用いること
で，分子量分布の揃った様々な分子量のポリフェノール模倣高分子を合成できることを明らかにした．DPPHアッセ
イによってその抗酸化活性を評価した．

11.	 水中で自己修復する高分子材料の創製
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　貝の足糸に多く含まれているカテコール基を側鎖に持つ高分子を合成した．この高分子は，その可逆的な金属イオ
ンとの錯形成能により，水中でも自己修復能を発現することを明らかにした．

12.	 電子ビーム溶解法を利用したNbTi	超電導材スクラップ再資源化技術の開発
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

　ニオブチタンと銅を複合化した細線が超伝導材料として広く用いられている．この超電導材の製造工程で生じるス
クラップを再資源化するために，電子ビーム溶解によってニオブチタンと銅を分離する技術の開発を行った．

13.	 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，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　電子ビーム溶解によりスクラップシリコン中の不純物を揮発除去し，太陽電池用原料とする方法を探索した．

14.	 ダブルクヌーセンセル質量分析法による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

　クヌーセンセル質量分析法を用い，高温において酸素と共存するホウ素の蒸発を観察し，熱力学的な考察を行った．

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，大学院学生 （前田研）二宮 裕磨

　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
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，銅と合金化した貴金属の溶解について調査した．

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

　金属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およびシリサイドの生成を観察し
た．電極とシリコンの合金化反応および電極電位の関係を熱力学的に考察するとともに，シリサイド膜の成長を高速
化する手法を探索した．

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ともに，複数のカチオンを含む化合物の作製方法に
ついて検討した．

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，協力研究員 （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．この流動層により褐炭粒子を
乾燥することを想定し，破砕された状態の褐炭の粒度分布を考慮したうえで計算モデルを利用し，褐炭粒子群の全体
としての乾燥挙動を予想した．
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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，大学院学生 （前田研）二宮 裕磨

　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，高濃度の不純物を含む銅アノードの挙動について調査
を行った．リサイクル銅に含まれる不純物を予想し，模擬試料とする合金を作製し，その溶解を電気化学的手法およ
び顕微鏡観察により調査した．

20.	 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）神子 公男，大学院学生 （光田研）大田 祐太朗

　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に取り組んでいる．金属薄膜上に堆積した炭素源
を，固相金属溶媒中に固溶・拡散させ，酸化物基板との界面に析出させる手法である．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．これまでに，Niを金属溶媒とし，Ni-サファ
イヤ基板との界面に，数十 nmのグラファイト層を析出させることに成功している．拡散における時間や温度を制御
すると同時に，グラフェン作製に適した金属溶媒の探索を行っている．最終的に，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ことを目指す．

21.	 Al 合金基材上への高硬度DLC膜のスパッタ堆積
教授 光田 好孝，助教 （光田研）神子 公男，大学院学生 （光田研）福田 浩太郎

　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．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（基材再堆積法）を開発し，耐摩耗特性評価を行ってきた．このとき，摩耗寿命は膜の摩耗損失に依存して
いるため，膜硬度を向上させることができれば，一層の長寿命化を図ることができる．本年度は，膜硬度の向上手法
として，DLC膜中への Ti添加，ならびに，堆積中の成長表面へのイオン衝撃を試みた．Ti添加では，10at.％程度の
Ti添加に成功し，若干の膜硬度向上が実現したものの，耐摩耗特性には大きな変化がなかった．一方，イオン衝撃
では，大幅な硬度向上に成功したが，逆に，耐摩耗特性が低下する結果となった．これは，堆積膜の内部応力が高く
なりすぎ，膜の密着性が低下したことによると考えられる．以上のことから，Al合金のような比較的軟質の金属基
材では，耐摩耗特性を向上させるための膜硬度にはしきい値があることが推測される．

22.	 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）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．

23.	 溶鋼中テルルおよびテルル化合物の熱力学的性質
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）上田 駿，大学院学生 （森田研）Tripathi， Gaurav

　溶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し，生成するテルル化合物の相平衡を明らかにする
ことを目的とする．

24.	 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，博士研究員 （森田研）Chen， Zhiyuan

　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．

25.	 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，研究実習生 （森田研）村井 珠光

　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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26.	 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．

27.	 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）川本 亮介

　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．

28.	 製鋼スラグの凝固析出相に及ぼす冷却条件の影響
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）楯 宗幸

　製鋼スラグに求められる諸機能の多くは各結晶相固有のものであり，それらを溶融状態から効率よく，析出，濃縮
分離するための諸条件を明確にすることを目的とし，溶融状態からの冷却条件が製鋼スラグの結晶相や形態に及ぼす
影響を調査している．

29.	 高塩基性スラグを用いたシリコンの還元脱リン
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）Wang， Han

　太陽電池用シリコンの製造のためには，シリコン中リン濃度の 0.1ppm以下への低減が不可欠である．従来のリン
除去技術はシリコン浴の長時間保持を要するため，持続的なシリコン製造のためには低コストプロセス開発が渇望さ
れている．そこで，高塩基性スラグを用いたリンの還元除去法による革新的低コスト化を考案し，スラグによるリン
除去反応の検討を行っている．

30.	 不定比金属間化合物の原子欠損における水素原子の捕捉と貯蔵
助教 （森田研）徳満 和人，教授 森田 一樹

31.	 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．

32.	 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．

33.	 ガムメタルの塑性変形機構
教授 枝川 圭一

　今世紀に入って見いだされた「ガムメタル」は，弾性定数が小さいにもかかわらず強度が高いという特異な変形特
性を持っていることで知られているが，その塑性変形機構については未解明の部分が多い．本研究では変形挙動の温
度依存性を低温から調べ，これまでガムメタルの変形に寄与していないと考えられてきた転位の熱活性機構が関与し
ていることを見出した．
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34.	 トポロジカル絶縁体中転位を利用した新規高性能熱電変換材料の開発
教授 枝川 圭一

　近年，エネルギー問題解決のため，高性能熱電変換材料の開発に対する社会的要請は，益々強くなってきている．
ここ数年来「トポロジカル絶縁体」とよばれる新しいタイプの物質が物性物理分野で大きな注目を集めている．これ
はバルク内部では絶縁体であるのに対し，表面が極めて高い伝導度の金属状態となるものである．最近，このような
金属状態は表面だけではなく内部の転位に沿っても生じ得ることが理論的に示された．これを使えば熱電変換材料の
性能指数（ZT値）を飛躍的に上げることができる可能性がある．本研究は，この理論を世界で初めて実験的に検証し，
従来材料の性能をはるかに上回る性能指数 ZT=4の熱電変換材料を実現することを目的としている．

35.	 鉱業による財閥形成ー別子銅鉱山と住友の発展ー
客員教授 澤田 賢治

　金融・商社・流通・鉱業・重化学工業などの多角的分野に投資し，近代日本経済に貢献した三大財閥に，三井・三
菱・住友が挙げられる．住友は，1590年に京都で銅製錬・銅細工を開業（泉屋），1691年に住友の手により別子銅山
の操業を開始した．住友は別子銅鉱山の 283年に及ぶ歴史の中で銅量約 70万 tを産出した．別子鉱山は，足尾鉱山
（1650～1973年操業，銅生産 80万 t），日立鉱山（1905～1981年，銅生産 44万 t）とともに日本三大銅鉱山として，
我が国においてだけでなく，最盛期には世界的にも有数の銅鉱山であった．283年の別子銅鉱山の歴史を紐解き，鉱
業の果たした役割をさぐる．

36.	 資源開発に貢献したユダヤ人
客員教授 澤田 賢治

　資源開発の分野では多大な資本を必要としたため，ユダヤ人の金融資本家の強力な支援が成功裡に深く結びついた．
現在でもユダヤ国際金融資本が存在し，最大の拠点がロンドンのシティにある金融街であり，その中心に世界最大の
ユダヤ財閥の Rothschildがある．資源開発において大きな貢献をしたのが，Ernest Oppenheimer（1880～1957年）と
Daniel Guggenheim（1856～1930年）の 2人であった．2人ともドイツ系ユダヤ人（アシュケナージ）であり，Oppen-
heimerは英国と南アフリカ共和国において，ダイヤモンドや金事業に貢献し，Guggenheimは米国やチリにおいて大
規模銅鉱山の開発に尽くした．この 2人の巨人が活躍した足跡や今日における資源産業への影響について探ってみた．

37.	 英国銅産業の歴史と資源メジャーの誕生
客員教授 澤田 賢治

　産業革命が始まった 18世紀，英国は世界最大の銅生産国であったが，19世紀後半には資源が枯渇して，多くの技
術者は南アフリカ共和国・ローデシア・豪州等に活路を求めた．大英帝国の発展とともに，英国のシティには世界中
のマーチャント・バンカーが集結して，海外での鉄道や鉱山開発等の事業へ投資を行った．英国の鉱山技術・金融業・
投資情報により，資源メジャーは誕生する条件がそろった．Rio Tintoや BHP Billitonの英国系資源メジャーの誕生か
ら発展を分析し，将来における資源メジャーの動向をさぐる．

38.	 白金族金属の回収技術開発
客員教授 山口 勉功

39.	 亜鉛微粉鉱の焙焼機構の解明
客員教授 山口 勉功

40.	 使用済みモーターからのレアアースの回収
客員教授 山口 勉功

41.	 不純物含有鉱石と低品位鉱石への先進的資源処理技術の開発
客員教授 柴山 敦

　不純物含有鉱石と低品位鉱石を対象に湿式分離プロセスや焙焼法，揮発分離法などを用いて，ベースメタル，レア
メタル等の目的金属を回収し，As等の有害元素の除去技術を開発する．

42.	 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
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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．

43.	 SiC の溶液成長界面のリアルタイム観察
准教授 吉川 健，博士研究員 （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．

44.	 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，特任助教 （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

2.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

3.	 災害の現地調査
教授 目黒 公郎，講師 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．（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，
2015年 4月 25日ネパール・グルカ地震調査などを実施している．

4.	 大規模災害に対する防災対策の研究
教授 目黒 公郎

　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．

5.	 防災拠点病院の防災マニュアルの策定に関する研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

　東京大学は地域の広域避難場所に指定され，その中にある東大病院は防災拠点病院に指定されている．このような
特徴を持つ東大病院の地震時の防災拠点としてのあり方と防災対応マニュアルに関する研究を行っている．

6.	 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

　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，耐震補強法としての技術的な問題と言
うよりは，市民の耐震改修の重要性の認識度の低さと，耐震補強を進めるインセンティブを持ってもらう仕組みがな
いことによる．本研究は，行政と市民の両者の視点から見て耐震補強をすることが有利な制度，実効性の高い制度を
提案するものである．
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7.	 防災ビジネスの創造と育成に関する研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

　我が国が直面する少子高齢人口減少や緊縮財政などの条件を踏まえると，防災対策における 3者の担い手（自助・
共助・公助）の中で，今後，公助の割合は減少せざるを得ない．その減少分は自助と共助で補う必要があるが，自助
や共助の主体である個人や法人，そのグループやコミュ二ティの「良心」に訴えかけるだけの防災には限界がある．
自発的に防災対策を進めてもらうにはインセンティブが必要であり，防災対策が「コスト」ではなく「バリュウ」を
生むものになることが重要である．本研究はその一つの方法として，防災対策に関わる活動が個人や法人のビジネス
につながるための方法とその環境整備について研究するものである．

8.	 途上国の建物を対象とした被害関数の開発
教授 目黒 公郎

　途上国の地震防災を進める上で，各対象地域の建物の地震に対する脆弱性を評価する被害関数の開発は非常に重要
である．しかし，ほとんどの地域では，基本的な性能を評価するデータも整備されていないし，過去の地震被害のデー
タもない．このような中で，最新の観測装置と高精度な数値解析法を用いた解析データのデータベースを開発するこ
とにより，対象地域の建物の被害関数を開発する手法を研究している．

9.	 日常生活用の家庭内備蓄品による災害状況下での自立的な生活に関する研究
教授 目黒 公郎

　大規模災害時に備え，公的機関が大量に災害用備蓄品を持つことは合理的ではない．そこで日常生活のために各家
庭が用意している食料品や備品を有効活用することで，公的機関による災害用備蓄品を大幅に減らし，より効果的な
災害対応を可能にする方法を研究している．

10.	 自治体の防災格付けに関する研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

　従来は自治体の防災力は公助の能力を主として評価されてきたが，これでは不十分である．本研究では，防災対策
の 3つの担い手（自助・共助・公助）の全てを加味した自治体の防災能力を評価し，その結果を格付け指標として社
会に示すことで，公助としての自治体が，従来以上に積極的に自助や共助を支援し，結果として我が国全体の防災力
の向上を目指すものである．

11.	 新しい振動制御システムに関する研究
教授 目黒 公郎

12.	 緊急地震速報の効果的な利用法に関する研究
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．

13.	 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．

14.	 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
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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．

15.	 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

　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．

16.	 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．

17.	 災害情報プラットフォームの研究
教授 目黒 公郎

　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．

18.	 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

　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．

19.	 社会開発や経済援助が幸福度向上に及ぼす影響の定量化に関する研究
教授 沖 大幹，准教授 （福島県立医科大）村上 道夫，大学院学生 （沖（大）研）福田 紫瑞紀， 

特任助教 （沖（大）研）乃田 啓吾

　ミレニアム開発目標で掲げられた各ターゲットの達成が，発展途上国の主観的幸福度（生活満足度）の向上にどれ
ほど寄与するのかを明らかにした．この結果をもとに構築される生活満足度推定モデルを用いて，異なる分野におけ
る開発成果を生活満足度という 1つの指標で評価すると同時に，今後どのような開発目標を設定するのが最も効率的
かを地域別で検討している．

20.	 多様な産業の水消費量（Virtual	Water/Water	Footprint）推定とWater	Footprint 標準化に関する研
究

教授 沖 大幹，受託研究員 （沖（大）研）矢野 伸二郎，教授 （東京都市大）伊坪 徳宏， 
主任研究員 （国立環境研究所）花崎 直太

　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．
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21.	 長期グローバル陸面水循環シミュレーション（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，力学的ダウンスケーリング等を用いて全球スケール
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．

22.	 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，准教授 芳村 圭，准教授 （福島県立医科大）村上 道夫，大学院学生 （沖（大）研）Lee Zhi Yi. Amelia， 

大学院学生 （芳村研）佐谷 茜

　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．本研究では放射性物
質等の陸面過程での動態を表現することを目指し物理化学モジュールの開発・改良を行っている．

23.	 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）鈴木 渉，大学院学生 （沖（大）研）吉田 奈津妃，

学部学生 （沖（大）研）藪 優太郎

　衛星観測等に基づく高解像度の土地被覆・土地利用データの開発・整備を進めると共に，高解像度シミュレーショ
ンを用いて土地被覆・土地利用の変化の影響が水循環に与える影響の評価を行っている．

24.	 気象要因や極値に着目した気候変動予測に関する研究
教授 沖 大幹，助教 （沖（大）研）金 炯俊，特任研究員 （沖（大）研）内海 信幸

　降水をその原因となる気象システム（熱帯低気圧や温帯低気圧など）別に分類するアルゴリズムを開発し，全球の
降水量やその極値の将来変化に対する各気象システムの寄与度の評価を行っている．

25.	 温暖化による水資源への影響評価⇒温暖化による水関連影響評価
教授 沖 大幹，特任助教 （沖（大）研）木口 雅司，協力研究員 （沖（大）研）山崎 大

　IPCC AR5を受けて，気候変動による温暖化は確実なものとされている．将来社会経済シナリオ「脱地球温暖化と
持続的発展可能な経済社会実現のための対応戦略の研究（ALPS）」を用いて，将来の予測シミュレーション実験結果
（代表的濃度経路（RCP）8.5）の流出量を河川氾濫モデル CaMa-Floodに入力し，リスクを評価するために必要な河
川流量や氾濫面積，浸水深を推計する研究を行っている．さらに，その浸水深データを被害割合に換算する関数を用
いて，最終的に洪水リスクの推定を行っている．

26.	 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，シニア研究員 （沖（大）研）小池 雅洋，主任研究員 （国立環境研究所）花崎 直太， 

准教授 （北海道大）山田 朋人，特任助教 （沖（大）研）木口 雅司，協力研究員 （沖（大）研）渡部 哲史

　亜熱帯地域のインドシナ半島を対象として，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や将来予想される水関連影響評価手法の開発を目指し現地の大学との協力関
係の強化を進めている．

27.	 都市インフラのマネジメント工学
客員教授 土橋 浩

　都市の社会インフラは，社会経済活動をはじめ人々の暮らしを支える重要な役割（機能）を果たしている．したがっ
て，インフラの整備に加え適切な維持管理をとおして，その機能を発揮させるとともに長寿命化やライフサイクルコ
ストの最適化の実現が求められている．本研究室では，近年都市部のインフラ整備において標準工法として採用され
ているシールドトンネルを拡幅し大規模な地下空間を構築する際の作用や地盤との相互作用を適切に評価する研究を
行っている．また，建設時のデータや点検データ等から，構造物の劣化診断・劣化予測，性能の適切な評価により，
適時，的確な維持管理を実現する戦略的マネジメントシステムに関する研究を行っている．このようにインフラのマ
ネジメントをシームレスなシステムとして扱い，持続可能な社会の実現を目指している．

28.	 復興準備の概念構築と手法の構築
准教授 加藤 孝明
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29.	 地震時の市街地延焼・避難大規模シミュレーションの構築と災害時に発生し得る極端現象の解明
准教授 加藤 孝明

30.	 まちづくりの主体としての市民のやる気の測定手法の構築と有効性の実証
准教授 加藤 孝明

31.	 地域コミュニティベースの防災まちづくり支援技術に関する研究
准教授 加藤 孝明

32.	 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

33.	 大規模震災時の路面陥没現象を考慮した道路断絶リスク評価モデルの開発
准教授 加藤 孝明

34.	 駅前広場の一般車送迎行動と混雑発生メカニズムに関する研究
講師 井料 美帆

　交通結節点の 1つである駅前広場では，バスやタクシー，乗用車，歩行者等が輻輳し，円滑・安全に関する各種問
題が発生している．しかし，乗降施設や駅入り口などの配置方法については，定性的な指針があるのみで，本来結節
点として担保すべき交通機能を十分に発揮するための設計・運用方法が確立されていないのが現状である．本研究で
は，利用者のうち，特に移動の自由度の高い一般車での送迎（キスアンドライド車両）に着目し，送迎のパターン別
に異なる停車位置選択行動を個々の利用者の効用最大化モデルとして定式化した．そして，停車位置選択特性の違い
に応じて広場空間の利用方法や混雑発生メカニズムが異なることを明らかにした．

35.	 無信号交差点における安全性向上のための歩行者‐自動車間コミュニケーション
講師 井料 美帆

　無信号横断歩道では，歩行者は自動車に対して通行の優先権があるにも関わらず，自動車が譲らない状況が多々発
生しており，歩行者の安全性や利便性を著しく阻害する．本研究は歩行者に対してドライバが道を譲るような優先配
慮行動を生起する，利用者間のコミュニケーション方法や道路幾何構造を明らかにすることを目的とする．歩行者と
自動車の交錯における行動選択を繰り返しゲームとして記述し，アンケート結果から得られた利得行列を用いてその
収束状況を分析した．結果，歩行者が挙手や会釈を行う場合や Shared Space的構造の道路空間では，自動車が譲りや
すい傾向があることを示した．さらに実際の車両挙動分析からも，挙手や車両速度がドライバの優先配慮行動に影響
を及ぼすことを示した．

36.	 パーソナルモビリティビークルの挙動特性に関する研究
講師 井料 美帆

　パーソナルモビリティビークルは乗用車等に比べて比較的低速で走る一人乗りの動力付きの乗り物であり，将来の
低炭素社会をサポートするものとなることが期待される．多種多様な運動性能を持つ車両が産業界から提案されてい
るが，道路交通システム上で他の車両と混在しながらどのように利用されるべきかについての科学的知見が不足して
いるのが現状である．本研究では，倒立振子型の二輪車が他の車両を回避する際の挙動を，被験者実験を通じて分析
した．相手の予測軌跡に対してより安全側に回避する傾向があるなど，歩行者間の回避行動との差異を明らかにした．

37.	 歩行者交差交通の特性分析と挙動モデリング
講師 井料 美帆

　歩行者は二次元平面上を任意の方向に移動することができるが，歩行者交通流の特性分析の多くは一方向または対
向二方向を対象とし，歩行者動線同士が交錯する状況での交通流の基本的特性に関する知見は限られている．本研究
では，交差交通流の交通量や交差角度と旅行速度，回避頻度などとの関連性の分析を行うとともに，これらを表現可
能なシミュレーションモデルの構築を行っている．他者間を縫うように進むことのできる自由度の高い先読み軌跡の
選択肢集合を設定し，確率的な衝突コストを組み込むことで，従来モデルではグリッドロックの発生しがちな高密度
下の交差交通流においても，歩行者同士が安定した回避行動をとることを示した．
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38.	 震災時の道路規制考慮による津波避難時間改善モデル
講師 本間 裕大

　東日本大震災では，大津波が押し寄せ，多数の尊い命が失われた．国は津波からの避難の際には徒歩での避難を原
則としているものの，車で高台へ避難しようとする人が多数存在したことによって大渋滞を引き起こす事態も起こり
うると考えられ，早急な対策が望まれる．そこで，本研究では，大震災時に道路の規制の制御を行うことによって，
車利用者の相対的な利便性を減少させることを試みる．現段階では規制は通行止めと定義する．結果として，緊急時
における車の利用者が少なくなり，渋滞の削減・避難時間の短縮が期待できる．本研究では，避難手段選択を考慮し，
適切なる通行止めを行う道の提案を行うことで，避難の総所要時間の最小化を目指す．

39.	 計算の効率性に着目した周回トリップチェインのための空間相互作用モデル
講師 本間 裕大

　本研究では．複数回のトリップによって構成される “周回トリップチェイン ”のための空間相互作用モデルを提案
する．また，提案した周回トリップチェインのための空間相互作用モデルの，効率的な計算法についても議論する．
これらの数学的展開を通し，周回トリップチェインのためのエントロピーモデル，マルコフモデル，そして非集計行
動モデルの繋がりも明らかとなる．この一連の議論は，本研究で提案するエントロピーモデルの理論的な位置付けを
明確にするのみならず，従来から用いられてきたマルコフモデルや非集計行動モデルに対する新たなる知見も与える．

40.	 複数回の給電を考慮したEV	支援インフラ整備に関するモデル分析
講師 本間 裕大

　近年，環境意識の高まりも後押しし，電気自動車（EV:Electric Vehicle）に対する注目が高まっており，社会全体へ
の普及が期待されている．しかしながら，現状では連続航続距離が 160km 程度と，未だ十分な性能を有しておらず，
特に長距離トリップを行おうとした場合に，課題となる．したがって，EV 普及のためには，十分な支援インフラ（充
電施設）を整備し，かつ適正数の充電器を設置しなければならない．そこで本研究では，EV の支援インフラとして
充電施設に焦点を当て，各充電施設に対する EV 到着数の見積もりを行うための数理モデルを提案する．

41.	 高速道路におけるEV充電インフラ整備に関するモデル分析－到着台数に着目したEV	充電スタン
ド数の概算－

講師 本間 裕大

　近年，電気自動車（EV：Electric Vehicle）に対する注目が高まっている．しかしながら，日々，性能向上が試みら
れているものの，現状では連続航続距離が 160km 程度と，未だ十分な性能を有していない．当該問題は，長距離トリッ
プが前提となる高速道路において，特に課題となる．そこで本研究では，EV の支援インフラとして高速道路におけ
る充電施設に焦点を当て，各充電施設に対する EV 到着数の見積もりを行うための数理モデルを提案する．また，全
国高速道路ネットワークへと，モデルを適用し，給電間隔やインフラ施設数等を様々に変化させ，当該条件下で必要
となる EV 充電スタンド数の試算を行う．

42.	 新規参入格安航空会社の国内線就航路線網に関する数理的分析 : 複数ハブ空港を考慮した路線網・便
数・機材数の同時決定モデル

講師 本間 裕大

　近年，格安航空会社（LCC）と呼ばれ，効率化の向上によって低価格かつサービスが簡素化されるかわりに低い航
空運賃を提供する航空会社が出現し，交通手段の選択肢が増えてきている．新規 LCCの設立に当たっては，どこに
路線を就航させるかが航空会社の成否のカギを握ることは言うまでもない．以上のような背景から，本研究では，国
内線へと新規参入する LCC会社に焦点を当て，その利益を最大化し得る就航路線網を導出することを目的とする．
具体的には，LCCが多く採用している路線網方式としてハブ・スポーク方式を想定し，複数のハブ空港を考慮した
路線網，便数，そして機材数の同時決定モデルを提案する．

43.	 制御時間スケールに着目した階層型ルーティング制御技術の提案
講師 本間 裕大

　本研究では，制御時間スケールによる階層化という観点から，OSPF 型ルーティング（最短経路）と，MLBルーティ
ング（マルチパス）を同時実装する，新たなるルーティング制御技術を提案する．主な特長は，2種類の異なる制御
技術を導入することによって，大局的には最短経路に従う安定した転送を実現しつつ，局所的な輻輳を回避し得る，
柔軟なルーティング制御技術を構築した点にある．また，シミュレーションによって，単一の制御技術を導入した場
合に比べ，平均遅延時間等が改善されることを明らかとした．
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44.	 共進化GAとMLBルーティング制御に基づく電力最適化OpenFlow ネットワークの提案
講師 本間 裕大

　本研究では，OpenFlowデータセンタ・ネットワークに対し，スイッチの on/off 制御ならびにトポロジー変化を考
慮した，電力消費量最適化システムの提案を試みる．具体的には，最適化ネットワークの導出を共進化 GAを用いて
追求することによって，トラヒックマトリックス，輻輳の回避などを総合的に勘案した，適切なネットワークトポロ
ジーを提案する．また，MLB マルチパス・ルーティングに基づく近似解法を提案・比較し，その性能評価について
議論する．

45.	 建物群の数値情報を考慮した打ち上げ花火の視認性評価モデル―走査線ベクトル法による立体角計
量に基づく都市景観分析―

講師 本間 裕大

　本研究では，建物群が建ち並ぶなかでの花火の見え方に主眼を置き，建物による遮蔽と観測位置などを厳密に考慮
した上で，視界にとらえられる花火の量を定量的に評価する．本研究では視点から天空へ向けた走査線ベクトルをく
まなく考慮し，建物あるいは花火との交差判定を行うことによって，視界のなかで花火の占める立体角を近似的に計
算する「走査線ベクトル法」を用いる．建物情報と打ち上げ花火の情報を数値化した上で観測地点群を仮想的に設定
し，地点ごとに異なる打ち上げ花火の視認性について評価する．また，構築したモデルを都市部で行われている実際
の花火大会のいくつかの事例へ適用し，実証的な視認性評価分析を展開する．

46.	 移動コストを最小化する制約付き職住分布最適配置形態
講師 本間 裕大

　本研究は，就業地間の業務移動コスト並びに建物の容量制約を考慮した，職住分布の最適配置形態を理論的に求め
ることを目的とする．空間相互作用モデルの考え方や非凸 2次計画問題の緩和を援用し，都市規模の範囲においても
一定の推定結果を求める職住分布の最適配置モデルを構築する．また，導出したモデルの長所と短所について考察し
た上で，現実の都市空間の職住分布の最適配置に拡充して応用する可能性についても言及する．

47.	 移動・不快度コストを考慮した容量制約付き職住分布の均衡配置
講師 本間 裕大

　本研究は，建物ノードに容量制約が付された都市モデルにおいて，通勤移動コスト，就業地間移動コストおよび不
快度コストを考慮した職住分布の均衡配置を理論的に求めることを目的とする．定式化を行うにあたり，人々が負担
するコストの均衡配分が数理計画問題と等価であることを示した上で，数理計画問題が非凸 2次計画問題となること
から，線形緩和法を用いて線形計画問題へと帰着させ，職住分布の均衡配置を導出する．

光電子融合研究センター
1.	 ナノ構造の形成技術の開拓～インジウムヒ素系量子ドットの高均一・高密度形成技術

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　GaAs基板上の In（Ga）As量子ドットは，0.9～1.4μ mの近赤外域の発光波長を有し，光通信用レーザや同増幅器，
また様々な民生機器への応用を期待できる．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 1.3μ m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 1.3μ m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 1.06μ m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，極めて高い変換効率が理論予測されている量子ドット
太陽電池などの開発も進めている．（QDレーザ，富士通研，NEC，シャープとの共同研究）

2.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高密度・多層量子ドットを実現する歪制御技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　GaAs基板上の InAs量子ドットレーザは，すでに実用化・量産化が行われているものの，動作温度領域のさらなる
拡大や導波路等への結合効率向上が強く期待されている．そのため，高密度積層の技術確率が求められている．しか
し，InAsの持つ歪の累積が障壁となり容易ではない．そこで，その歪を低減するための歪保償構造の導入が必須で
ある．今年度は分子線エピタキシー法により InAsとは逆の歪を持つ GaP導入を検討した．分子線エピタキシー法に
おいて，P原料セルのセルシャッターからの漏れを定量的に評価し，バルブドクラッカーPソースの使用が必須であ
ることを明らかにした．続いて平坦な GaP膜を得るためには臨界膜厚以下での膜厚の GaPを成長させる必要がある
ことを明らかにした．これらの結果を積層量子ドット構造に適用し，高品質積層量子ドットの積層間隔の 25%低減
に成功し，レーザデバイスにおいても 100℃を超える温度において基底準位動作温度を達成し，歪補償量子ドットレー
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ザの有効性を示した．さらにシングルモードデバイスを作成し，85℃までの連続電流注入動作を確認し，導波路との
結合効率向上への目安となる放射角の 13%低減を実現した．今後，積層間隔のさらなる高密度化と多層化による高
利得化を進める．（QDレーザとの共同研究）

3.	 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 1μ m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
ており，応用上重要な通信波長帯である 1.3μ m帯で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．また最近では量子ドットの高品質化とともに，走査電子顕微鏡で位置特定可能な埋め込み量
子ドットの作製に成功した．これはナノ共振器との結合を高精度で行えるものであり，共振器量子電磁力学の基礎研
究とともに量子情報応用にも有用な技術である．今後は更なる量子ドットの高品質化を目指すとともに，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）

4.	 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，特任准教授 （東大）有田 宗貴，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．

5.	 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，GaN系量子ドットの形成技術開発を進めている．これまでに，高品質な位
置制御 GaN/AlGaNナノワイヤ量子ドットの作製に成功しており，室温での単一光子発生を実現した．最近では，In-
GaN/GaNナノワイヤ量子ドットの形成技術開発も行っている．また，量子井戸層の膜厚ゆらぎを利用した GaN/
AlGaN界面ゆらぎ量子ドットについて，その構造特性を詳細な顕微 PL測定や透過電子顕微鏡観察によって明らかに
した．具体的には，GaN量子井戸層内のマクロステップ端において膜厚ゆらぎが形成されていること，および顕微
PLによって推定された輝線の光源位置がマクロステップ端の位置と対応していることを確認した．これらの界面ゆ
らぎ量子ドットでは従来の自己形成 GaN量子ドットでは確認できていない励起子分子―励起子遷移における微細構
造分裂も確認できており，光電子物性の解明・制御に関する重要な情報としての構造特性のさらなる解析が期待され
る．今後は，界面ゆらぎ量子ドットを高品質共振器と融合すべく技術開発を進めていく．

6.	 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る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．我々は，結晶サイズを従来の 5倍程度に大型化するこ
とで，Q値を Q~66,000に引き上げることに成功した．この値は，3D-PhCナノ共振器においては世界最高値である．
さらに，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や，構造サイズをさらに大型化するた
めのプロセス技術の開発を行っている．<110>層状ダイヤモンド構造を用いることにより，ウッドパイル構造を用い
るより，限られた面積でも高い Q値が得られることを理論的に示し，実験的にもそれを示唆する結果を得ることに
成功している．また，結晶性を維持したまま積層数を大幅に向上できる新たな積層技術を提案し，実際に 3D-PhCの
作製に成功している．これらの要素技術を組み合わせることで，3D-PhC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．
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VI.　研究および発表論文

7.	 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，三次元フォトニック
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．対象波長と同程度のスケールで形成される三次元
周期キラル構造では，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独立にフォトニックバ
ンドが形成される．低次元フォトニック構造とは異なり，三次元構造ではキラル構造を形成可能であるため，この円
偏光バンドによる光学活性（旋光性と円二色性）や円偏光光源の実現が可能となる．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三次元構造作製技術を駆使し，GaAsからなる三次元キラルフォトニッ
ク結晶の作製に成功するとともに，旋光性および円二色性の発現に成功した．さらに，構造内に導入した量子ドット
の発光を，状態密度の制御によって片方の円偏光に限定した，円偏光光源の実現にも成功した．これらの結果は，半
導体三次元キラル構造において初めての成果である．現在は，三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．

8.	 ナノ構造の光電子物性の探究～自己形成量子ドットの光物性制御
教授 荒川 泰彦，客員准教授 （東大）中岡 俊裕，准教授 岩本 敏

　自己形成量子ドットに閉じ込められた電子・正孔スピンは，比較的長い間そのコヒーレンスを保つことが可能であ
ることから，量子メモリとして有望視されている．我々は，InAs/GaAs系量子ドットに着目し，その励起子 /電子 /
正孔 /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）

9.	 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量子ドットを単一構造レベルで顕微発光分光法，励起発光分光法，及びフーリエ分
光法を用いて分析している．このような，寸法が小さい量子ドットの場合，励起子分子の結合絵エネルギーが大きく，
発光スペクトルにおけるスペクトル混入の程度が低いと期待されている．我々は最近，この効果を用い，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．また，励起発光分光法を用い，ドットの励起
状態やゼロ吸収領域を観察することに成功し，離散的励起状態を共鳴励起することで，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．最近，GaN量子ドットの線幅の増大をもたらす物理を明らかにするため，紫
外光領域で動作し高分解能測定が可能な干渉計を構築し，フーリエ分光法を用いて研究を進めている．

10.	 ナノ構造の光電子物性の探究～量子ドット共振器量子電磁力学
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系を用いて光電子物性を探求している．共振器光子，量子ドット励
起子，結晶格子フォノンなど種々の素励起間における量子力学的相互作用起因する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，量子情報デバイスなどへ応用することを目指した研究も展開している．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－単一量子ドット強結合系を実現し，共振器量子電磁
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．主な成果としては，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．

11.	 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）
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２．研究部・センターの各研究室における研究

12.	 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，高効率半導体レーザの微小極限であるナノレーザ，ある
いは，単一量子ドットレーザとして，また，パーセル効果により増強された発光レートを有する高速な単一光子発生
源といった，さまざまな応用が提案されている．我々は，発光体として，単一原子とは異なる量子ドットの特徴に注
目し，新しい物理現象やナノ光源として有する潜在能力を，理論的に調べている．ナノレーザの観点では，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，暗励起子状態を解した励起子分子発光が二光子同時
検出確率を増加させ単一光子純度を著しく悪化させる要因となることを明らかにした．今後，この系の更なる物性理
解を進めることで，ナノ光源としての新たな制御法や機能の提案を目指す．

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，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 1.5μ m帯において高性能な単一
光子発生器を実現することが不可欠である．我々は 1.5μ m帯で良好な発光特性を有する InP基板上の InAs量子ドッ
トを用いて，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 1.55μ mで電流注入による単一光子パルス生成にも成功
している．これらの成果は単一光子デバイスのシステム展開に向けた中核的な成果であり極めて重要である．（富士
通研，NEC，NICT，NIMS等との共同研究）

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，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 1.5μ m帯での量子ドット単一光子源，お
よびこれを用いた QKDシステム開発を行っている．昨年度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 1.5μ m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システムを新構築し，従来比 2倍となる 100kmファイバーリン
クでの量子鍵伝送実験に成功した．本年度は実システムでのセキュリティ向上を念頭に置き，ハッキング攻撃の対象
となり得る隣接光子パルス間の位相相関が存在しないことを，量子ドット単一光子源において初めて実証した．また
受信器側への偽信号入射を排除する手段として，単一光子源を受信参照光とする検出器ループホールフリー量子暗号
の提案を行った．（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，准教授 岩本 敏，客員准教授 （東大）中岡 俊裕

　自己形成量子ドットは量子演算を実現する有力な候補の一つとして注目されている．我々は量子情報の担い手とな
る量子ドット中の励起子の読み出しに光電流測定を利用する手法に着目して研究を進めている．本手法では，これま
で効率的な光検出器がないことで敬遠されてきた通信波長帯を利用することができ，光ファイバ，光アンプおよび豊
富なファイバオプティクスが利用可能である利点がある．また，光励起と光電流測定の組み合わせによって，励起光
エネルギーに完全に共鳴した準位を操作可能とする点で優れている．これまで，量子演算の実現に向けて，二つの直
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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．

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．シリコン系の電子スピン量子ビットは，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，大きな注目を集めている．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．特に今年度は，2重量子ドットの近傍に単電子トランジス
タを配置した構造を用いて，極低温における電気伝導特性の評価を行った．単電子トランジスタにより量子ドット内
の電子数変化を高感度に検出することに成功し，各量子ドット内に 1つずつ電子がある状態を実現した．さらに，電
荷検出計として用いる単電子トランジスタが 2重量子ドットに与えるバックアクションの影響についても詳細を調べ
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（一部日立との共同研究）．

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

　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 1.3μ m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 25Gbps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 1.24μ m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が，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，光吸収特性に注目し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，2段階光吸収遷移に起因した光電流増大を世界で初めて明確に観測した．この研究結果は，量子ドッ
ト太陽電池の実用化に向けて極めて重要な成果である．また，サブバンド間遷移の光吸収係数が 10-100cm-1程度であ
り，太陽電池の高効率化に向けて光吸収率の増大が不可欠である事を明らかにした．現在は，効率的な 2段階光吸収
とキャリア取出しを目指し，理論計算に基づく構造・材料設計と実験的検証を進めている（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，高 Q値 AlNナノビーム共振器
の作製法を開発するとともに，高品質 AlGaNフォトニック結晶ナノ共振器および AlGaN垂直微小共振器の作成を可
能にする GaN選択熱分解法を開発した．また，わずかな積層数で高反射率を得られる空気 /AlGaN分布ブラッグ反
射鏡を用いた垂直微小共振器を作製し，運動量空間分光によって室温における共振器内励起子と輻射場の強結合を示
唆する結果を得た．今後は，AlGaNナノビーム共振器 -GaN界面ゆらぎ量子ドット融合系の作製および評価，空気 /
AlGaN DBR垂直微小共振器における励起子ポラリトン物性の解明を進める．

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
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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，
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．昨年度までの研究において，性能指標の 1つである比検出能
D*が 1× 10^10まで到達していたが，今年度は量子ドットの埋め込み条件を最適化することにより，D*をさらに 3
倍大きくすることに成功した．また，これまでの単素子検出器の作製と評価に加え，アレイ型検出器の研究開発に着
手した．（NECとの共同研究）

23.	 ナノ光電子デバイスの実現～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

　光電子集積回路や生体・環境センシング応用に向けたレーザ素子の小型化の研究は高い関心を集めている．ナノワ
イヤレーザは高出力化が可能且つ簡便なプロセス・設計で実現できる有望な構造であり，量子ドットを活性層に用い
ることによりデバイス性能の飛躍的向上が期待できる．本研究では，ナノワイヤ中に高均一な量子ドットを積層する
技術を確立するとともに，積層量子ドットを有するナノワイヤレーザを作製しその室温レーザ発振に世界で初めて成
功した．一方で回折限界を超えた超小型レーザを実現する方法として，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）を利用した InAs系量子ドットを含む単一 GaAsナノワイヤレーザの実現も目指している．これまで
に銀薄膜上に転写した単一 GaAsナノワイヤ（直径 <180nm）において，SPPモードを用いたレーザ発振に成功した．
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．また積層 InGaAs系量子ドットを有する SPPナノワイ
ヤ -量子ドットレーザ構造を作製し 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．今
後はデバイス構造・設計の最適化により SPPナノワイヤ -量子ドットレーザの実現を目指す．

24.	 ナノ光電子デバイスの実現～窒化物半導体カスケードの開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　テラヘルツ帯の電磁波は光と電波の中間に位置する周波数帯域であり，電波の透過性と光の直進性を併せ持ち，多
くの分子の指紋スペクトルが存在する周波数帯域であることから，非破壊センシングや近距離無線通信への応用が期
待されている．テラヘルツ電磁波の低コストかつ高出力発生源として量子カスケードレーザが着目されてきた．従来
研究されてきた GaAs系量子井戸を用いたテラヘルツ量子カスケードレーザは，熱励起キャリアの LOフォノン散乱
による反転分布の低下によって，最高発振温度は約 200Kに限られていた．我々は高温動作化を目指して，LOフォ
ノンエネルギーの大きな窒化物半導体に着目し，テラヘルツ量子カスケードレーザの実現に取り組んでいる．本研究
では，サブバンド設計の容易な無極性 m面 AlGaN/GaN量子井戸を用いている．これまでに，MOCVD成長によって
高品質な無極性 m面 AlGaN/GaN量子井戸の形成に成功し，サブバンド間吸収の観測に初めて成功した．今後は，こ
の知見を元に多積層化を図り，窒化物半導体 THz量子カスケードレーザの実現を目指す（一部シャープとの共同研
究）．

25.	 ナノ光電子デバイスの実現～フォノニック結晶を利用した高効率音響光学素子の開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　結晶を伝搬する音波などの弾性波は，散乱現象などを通して電子や光子と相互作用することにより，物質の光・電
子物性を変化させる．弾性波の分散や空間閉じ込めの制御が可能となれば，関連する諸現象，特に光散乱や光弾性効
果などの増強・制御が可能となると期待できる．本研究では，弾性波の伝搬特性が制御された人工材料を構築し，そ
の音響光学デバイスへの応用を目指す．具体的には，弾性率の異なる材料の周期構造で構成されたフォノニック結晶
構造を利用して弾性波の低群速度状態や局在状態を実現し，位相変調器や偏向器など広く使われている音響光学素子
の性能向上を目指し，研究を進めている．
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26.	 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，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．

27.	 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

　シリコンフォトニクスは，次世代の主要な光通信技術となることが期待されている．しかしながら，シリコン自体
は発光効率が低く，光源としては化合物半導体を用いる必要がある．我々は，半導体ウェハ接合技術を用い，低発振
閾値電流や高温度安定性といった特徴を持つ量子ドットレーザをシリコン基板上やアクティブなシリコンフォトニク
ス素子上への集積化を進めている．最近，金属ストライプを用いた接合法により，シリコンのリブ状構造を持つ SOI
基板上の InAs/GaAs量子ドットレーザを作製した．このレーザ構造では，化合物半導体内のみで電流注入が行われて
いる．作製したレーザ素子は，低い閾値電流密度を有し，低消費電力用途に適している．また，室温での発振が確認
され，発振波長は通信波長帯である 1.3ミクロンであった．この手法により，近い将来，量子ドットレーザとシリコ
ン光導波路とが結合したハイブリッドシリコンレーザを作製することができると考えている．

28.	 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，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谷からの直接遷移発光を大幅に増強することができる．Γ谷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
ア寿命の観点から結晶成長条件や高い電子ドーピング濃度が与える結晶品質への影響を検討している．ノンドープ
Ge試料において膜厚依存性を調べ成長膜のバルク部分が 100ns程度キャリア寿命を持つことを示すと同時に高レベ
ルドーピングが短寿命を引き起こすことを見出している．また，成長時残留歪とマイクロパターニングを用いること
で二軸性引っ張り歪を増強にも成功している，今後は，光利得の測定，SiN歪膜による歪増強，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）

29.	 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．最近では，ゲルマニウムの発光制御に取り組み，Geフォトニック結晶における世界最高 Q値 ~1850を実現して
いる（一部日立との共同研究）．

30.	 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
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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，シリコンフォトニック結晶導波路において，初めて誘導ラマン散乱
効果を観測することに成功した．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ている．現在は，pinダイオード構造を導入し，電界印加により自
由キャリア吸収を低減させラマン散乱光の増強を実現することを目指し，研究に取り組んでいる．

31.	 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）

32.	 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 0.4-0.6V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．また，塗布プロセス短チャネルトランジスタの実現を目指し，
それに適する電極処理技術にも取り組んでいる．（一部シャープとの共同研究）

33.	 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 3 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）

34.	 ホログラムの記録における材料反応過程のモデル化
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）竹田 有輝

　次世代光記憶デバイスとして期待されているホログラフィックメモリーについて，ホログラムを記録する材料の特
性が記録容量と記録速度に影響を与えることが知られている．我々は近年開発された新材料において，材料内部にお
ける反応機構を解明し，記録容量と記録速度の増大を目指して研究を行っている．本年度は反応機構のシミュレーショ
ンモデルの構築を行った．今後は記録条件と材料特性を考慮に入れ，詳細な評価を行っていく．

35.	 磁性体CuB2O4 の超高速ダイナミクス
教授 志村 努，准教授 （九州大）佐藤 琢哉，Kerensky研究所 L. N. Bezmaternykh， 

教授 （Ioffe研究所）R. V. Pisarev，研究員  （Ioffe研究所）A. M. Kalashnikova， 
大学院学生 （志村研）今坂 光太郎

　CuB2O4は単位胞中に 2種類の異なる結晶配置をとる Cu原子（4配位する Cu（A）と 6配位する Cu（B））が存在し，
それぞれの d-d遷移の共鳴ピークが非常に急峻であるなど結晶学的・光学的に興味深い性質が報告されている．本研
究では上記の性質に着目し，CuB2O4のフォノン・スピンダイナミクスの探求を行った．その結果，CuB2O4のコヒー
レントフォノンを実時間領域で初めて観測し，その励起機構がインパルシブ誘導ラマン散乱であることを支持する結
果を得られた．また，円偏光励起によるスピン偏極した電子の励起を観測し，Cu（A），Cu（B）に対する選択アクセ
スの可能性を探った．



266

VI.　研究および発表論文

36.	 時系列信号方式コリニアホログラフィックメモリーにおける多重度低減による材料消費抑制
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）野﨑 照彦

　われわれはコリニアホログラフィックメモリーに時系列信号を利用し大容量化を図る時系列信号方式を提案，実証
してきた．しかし，時系列信号方式はホログラムの多重度が非常に大きく，材料に対し露光が過多となり，記録中に
材料の枯渇が起きホログラムが書き込みできなくなるという問題がある．そこで材料の枯渇を防ぐため，ホログラム
の多重度を抑制する試みとしてホログラム面積の縮小と露光方式の変更を行い，記録再生特性の変化を調べた．

37.	 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，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，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，この手法を用いて光励
起されたスピン波伝播の時空間分解測定を行い，さらにスピン波デバイスにおいて起こりうる，スピン波の磁性体端
面における反射や透過といった現象をスピン波の位相まで含め観測した．

38.	 時系列角度多重方式ホログラフィックメモリー
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）林 佑樹

　ホログラフィックメモリーは従来の光ディスクに代わる新たな光記録デバイスとして注目されているものの 1つで
ある．本研究ではホログラフィックメモリーのいくつかある記録方式の中でも時系列信号方式により信号をコーディ
ングし，角度多重方式で記録を行う時系列角度多重方式のホログラフィックメモリーの実現に向けて研究をすすめて
いる．現段階ではその準備として角度間隔を小さくした場合のページデータの角度多重記録について実験を行ってい
る．

39.	 波形整形中赤外パルスによる分子振動のコヒーレント制御
特任助教 （志村研）田山 純平

　コヒーレント制御とは，光により物質の波動関数の位相や振幅を制御する技術である．われわれは波形整形した中
赤外パルスを用いて，分子振動のコヒーレント制御を行ってきた．今年度は，ロジウム錯体の CO対称・反対称伸縮
モードの 2自由度振動自由度系を対象とし，2自由度の振動コヒーレント制御を行った．その結果，1自由度ごとの
振動ラダークライミングとモード間の量子干渉制御の同時制御により，パルスエネルギーを変えることなしに位相変
調のみで励起効率を向上させることができた．また，ニトロシル錯体の NO伸縮振動について 1自由度の振動ラダー
クライミングを行い，溶液中では未だ達成されていない中赤外パルスによる化学反応誘起を試みた．

40.	 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，講師 （東北工業大）柴田 憲治，助教 （平川研）吉田 健治，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美， 

大学院学生 （平川研）張 亜，大学院学生 （平川研）尾上 俊樹

　自己組織化 InAs量子ドット構造の特異な物性の解明とその応用を目的として研究を行っている．本年度は，（1）
アンテナ電極を形成した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，単一量子ドッ
トの量子準位の分光に初めて成功し，量子準位や電子間相互作用に関する情報を得ることに成功した．（2）量子ドッ
トにさらに狭いギャップを有する電極を形成するために，新しいプロセスの開発を行っている．

41.	 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，助教 （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）Li Chenyang，

准教授 梶原 優介

　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）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，（2）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
ことにより，光子支援トンネル効果の観測に成功した．また電極ギャップ内のテラヘルツ電界が，プラズモン効果に
より，10^5倍にも増大することを見いだした．（3）広帯域テラヘルツ電磁波を用いて単一分子の分光を試みている．（4）
通電断線時における金属の発熱と発光過程の研究を開始した．

42.	 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，大学院学生 （平川研）渡辺 康行，特任研究員 （平川研）Zhang Ya， 

特別研究員 （平川研）長井 奈緒美，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
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る．本年度は，高い Q値を有するMEMS両持ち梁構造の共振周波数が梁への熱入力によりシフトすることを用いた
室温動作ボロメータの試作と評価を行った．

43.	 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，教授 白樫 了

　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．本年度は，水を含んだタンパク質（ゼラチン）の乾燥過程における，水分子のテラヘルツ吸収の
スペクトルを調べることにより，水分子の水素結合の変化の過程の解明や凍結水・結合水に関する重要な知見を得た．

44.	 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，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，講師 （東北工業大）柴田 憲治， 

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，今年
度は自己組織化量子ドットやMEMS構造ウェーハーの成長を行った．

45.	 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）呉 玲，大学院学生 （立間研）齋藤 滉一郎， 

大学院学生 （立間研）渡邊 智，大学院学生 （立間研）秋吉 一孝，大学院学生 （立間研）浅見 啓輔

　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．

46.	 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）キム ギュミン， 

研究実習生 （立間研）廣谷 沙耶香

　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．

47.	 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）中村 英司

　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.	 Learning-by-Synthesis	for	Appearance-based	3D	Gaze	Estimation

教授 佐藤 洋一，協力研究員 （佐藤（洋）研）菅野 裕介

　Inferring human gaze from low-resolution eye imagesis still a challenging task despite its practical importancein many applica-
tion scenarios. This paper presents alearning-by-synthesis approach to accurate image-basedgaze estimation that is person-and 
head pose-independent.Unlike existing appearance-based methods that assumeperson-specific training data, we use a large 
amount ofcross-subject training data to train a 3D gaze estimator.We collect the largest and fully calibrated multi-view gazedatas-
et and perform a 3D reconstruction in order to generatedense training data of eye images. By using the synthesizeddataset to learn 
a random regression forest, we showthat our method outperforms existing methods that use lowresolutioneye images.

2.	 Reflectance	and	Fluorescent	Spectra	Recovery	based	on	FluorescentChromaticity	Invariance	un-
der	Varying	Illumination

教授 佐藤 洋一，大学院学生 （佐藤（洋）研）Ying Fu， （埼玉大）Antony Lam， 
大学院学生 （佐藤（洋）研）小橋 泰之， 国立情報学研究所 佐藤 いまり，准教授 （九州工業大）岡部 隆弘

　In recent years, fluorescent analysis of scenes has receivedattention. Fluorescence can provide additional informationabout 
scenes, and has been used in applicationssuch as camera spectral sensitivity estimation, 3D reconstruction,and color relighting. In 
particular, hyperspectralimages of reflective-fluorescent scenes provide a richamount of data. However, due to the complex nature 
offluorescence, hyperspectral imaging methods rely on specializedequipment such as hyperspectral cameras and specializedillu-
minants. In this paper, we propose a morepractical approach to hyperspectral imaging of reflectivefluorescentscenes using only a 
conventional RGB cameraand varied colored illuminants. The key idea of our approachis to exploit a unique property of fluores-
cence: thechromaticity of fluorescent emissions are invariant underdifferent illuminants. This allows us to robustly estimatespec-
tral reflectance and fluorescent emission chromaticity.We then show that given the spectral reflectance and fluorescentchromatici-
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ty, the fluorescence absorption and emissionspectra can also be estimated. We demonstrate in resultsthat all scene spectra can be 
accurately estimated fromRGB images. Finally, we show that our method can be usedto accurately relight scenes under novel 
lighting.

3.	 Cell	Detection	from	Redundant	Candidate	Regionsunder	Non-Overlapping	Constraints
教授 佐藤 洋一，大学院学生 （佐藤（洋）研）備瀬 竜馬

　Cell detection and segmentation in microscopy imagesare essential for automated cell behavior analysis includingcell shape 
analysis and cell tracking. Robust cell detection inhigh-density and low-contrast images is still challenging sincecells often touch 
and partially overlap, forming a cell cluster withblurry intercellular boundaries. In such cases, current methodstend to detect mul-
tiple cells as a cluster. If the control parametersare adjusted to segment the touching cells, other problems oftenoccur: a single cell 
may be segmented into several regions, andcells in low-intensity regions may not be detected. To solve theseproblems, we first 
detect redundant candidate regions, whichinclude many false positives but in turn very few false negatives,by allowing candidate 
regions to overlap with each other. Thenwe select an optimal set of cell regions from the redundantregions under non-overlapping 
constraints, where each selectedregion looks like a single cell and the selected regions do notoverlap. We formulate this problem 
of optimal region selectionas a binary linear programming problem under non-overlappingconstraints. This binary linear pro-
gramming maximizes the sumof the weighted scores of the selected regions, where a regionʼsscore represents how likely it is that 
the region corresponds to asingle cell as determined by using cell appearance features. Wedemonstrated the effectiveness of our 
method for several typesof cells in microscopy images.

4.	 未知の等方性反射特性を持つ物体を対象とした未校正照度差ステレオ法の開発
教授 佐藤 洋一，大学院学生 （佐藤（洋）研）Feng Lu， 国立情報学研究所 佐藤 いまり

　We propose an uncalibrated photometric stereo method that works with general and unknown isotropic reflectances. Our meth-
od uses a pixel intensity profile, which is a sequence of radiance intensities recorded at a pixel across multi-illuminance images. 
We show that for general isotropic materials, the geodesic distance between intensity profiles is linearly related to the angular dif-
ference of their surface normals, and that the intensity distribution of an intensity profile conveys information about the reflec-
tance properties, when the intensity profile is obtained under uniformly distributed directional lightings. Based on these observa-
tions, 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.

5.	 大局的・局所的動き特徴を手掛かりとした複数のウェアラブルカメラ映像中の人物対応付け
教授 佐藤 洋一，助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜， 協力研究員 （佐藤（洋）研）Kris M. Kitani

　ある一人称視点映像を撮影する人物が他者の一人称視点映像中のどこに現れるかを対応付ける技術を開発する．本
技術によって，グループの注視・行動解析において重要となる複数人物の位置関係や，各人物の表情変化やボディジェ
スチャに関する情報を，他者カメラ映像の情報から獲得することが可能になる．既存研究では，各人物の顔画像をも
とに機械学習により人物を特定するアプローチや複数カメラ間の幾何学的位置関係を推定するアプローチがしばしば
とられるが，両アプローチともに人物の見えや背景シーンの構造といった事前情報が必要となることや，解像度が十
分でないなど撮影条件が悪い場合に動作しないということなどから適用可能なシーンが限られている．そこで本研究
では，人物の頷きや顔向けといった頭部運動が自身の装着カメラ映像における大局的運動および他者の装着カメラ映
像中の局所的運動として現れることに着目し，両運動の相関性に基づいて対応付けを行うアプローチを新たに提案す
る．

6.	 人物照合のための局所的な特徴の重み付積算法
教授 佐藤 洋一，特任助教 （佐藤（洋）研）松川 徹，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．

7.	 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．

8.	 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



269

２．研究部・センターの各研究室における研究

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．

9.	 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）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．

10.	 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，特任准教授 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 （豊田研）鈴木 有， 
大学院学生 （豊田研）伊東 直弘，大学院学生 （豊田研）清水 翔太，大学院学生 （喜連川研）槇 佑馬， 
大学院学生 （豊田研）金 洪善，大学院学生 （豊田研）川本 貴史，大学院学生 （喜連川研）石渡 祥之佑

　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．

11.	 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）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．

12.	 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

　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．

13.	 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 合田 和生，特任研究員 （喜連川研）早水 悠登

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

14.	 大規模分散処理環境における適応的インデクスの利用に関する研究
教授 喜連川 優，特任助教 （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

15.	 実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発
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， 

特任准教授 伊藤 正彦，特任助教 （喜連川研）商 海川，特任研究員 （喜連川研）Rage Uday Kiran， 
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特任助教 （喜連川研）横山 大作

　実社会ビッグデータの様々な利活用を図るべく，実社会から生成されるリアルタイムデータを含む異種データを連
携利用するための共通的なデータ統合・解析技術として，インタラクティブな大規模情報の可視化技術と大容量デー
タ格納手法を高度に連携させたデータ格納・可視化技術の研究開発を実施する．

16.	 レセプト情報・特定健診等情報データベースを利用した医療需要の把握・整理・予測分析および超
高速レセプトビックデータ解析基盤の整備

教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

　これまで構築してきた高速レセプト・ビッグデータ解析基盤を更に発展させることにより，医療の需要・供給，質，
コストが国・地域・医療機関レベルで即座に解析・可視化できる技術を開発する．

17.	 奄美大島における生物多様性ワークベンチの研究
教授 喜連川 優，特任助教 （喜連川研）安川 雅紀，特任研究員 （喜連川研）服部 純子

　本研究では，奄美大島の生物多様性に対して，行政・研究者が所有・取得するデータ，参加型プログラムによって
市民・住民が取得するデータ，全方位カメラが取得するデータ等を蓄積してデータベース化し，統合してインターネッ
ト上で公開および情報共有できる生物多様性ワークベンチ（多様な情報を統合的に利用できるウェブベースのシステ
ム）の構築を行う．本年度は，蓄積するデータの検討，ワークベンチプロトタイプの設計を行った．

18.	 インフラ予防保全のための大規模センサ情報統合に基づく路面・橋梁スクリーニング技術の研究開
発と社会実装

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）横山 大作， 
特任研究員 （喜連川研）山田 浩之，特任研究員 （喜連川研）早水 悠登，特任研究員 （喜連川研）鈴木 慎司， 

特任研究員 （喜連川研）川道 亮治，特任研究員 （喜連川研）佐々木 秀樹

　舗装と橋梁を対象にして目視を補完するモニタリングにより，状態を把握，スクリーニングする技術，およびその
基盤となるデータの多量収集技術，統合的にデータ管理・解析する技術の研究開発を開発する．

19.	 無線センサネットワークによる都市空間センシング
教授 瀬崎 薫， 助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）劉 広文， 

大学院学生 （瀬崎研）マテケニャ ダンスタン，大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介，大学院学生 （瀬崎研）坂本 敬太，
大学院学生 （瀬崎研）鵜飼 祐太，大学院学生 （瀬崎研）稲葉 瞳，大学院学生 （瀬崎研）中村 直人， 

大学院学生 （瀬崎研）森 英記，大学院学生 （瀬崎研）山本 直人

　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，無線センサネットワー
クを利用した都市空間センシングの実証実験を中国天津において天津大学と合同で行った．また，センシングの際に
位置に加えて重要になる標高を，気圧と集合知によるキャリブレーションで測定する技術を開発した．

20.	 ユーザ参加型センシングとセキュリティ
教授 瀬崎 薫， 助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，助教 （瀬崎研）小林 博樹，大学院学生 （瀬崎研）牛 コウ， 
大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介，大学院学生 （瀬崎研）坂本 敬太，大学院学生 （瀬崎研）加藤 宗肖

　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，多数のス
マートフォンが参加しているときに，センサの観測領域と品質を考慮しながら最適なノードを選択する手法や，セン
サデータのプライバシ保護手法などを研究した．

21.	 位置情報プライバシの社会学的見地からの研究
教授 瀬崎 薫， 助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）加藤 宗肖，大学院学生 （瀬崎研）鵜飼 祐太

　スマートフォンによって収集が容易になったユーザの位置情報の活用や保護の指針を，社会学の見地から研究して
いる．本年度は，一般のユーザの意識を探るために 31名の被験者に対する各 1時間に及ぶ街頭インタビューを実施
した．ここから，プライバシの侵害を許せないという意見や，恩恵を受けているから仕方がないという意見，生活の
利便性のために賛成など，多様な意見を得られ，これまであまり指摘されていなかった＜諦め＞の感情によってプラ
イバシ情報が利用されることを許す利用者がいることを明らかにした．
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22.	 セキュアな無線通信技術の研究
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）牛 コウ

　無線通信のMAC層において，セキュアな通信を実現する手法を研究している．本年度はパケットごとの通信順序
を入れ替えるファウンテンコードなどの手法を開発し，評価を行った．

23.	 CDRデータからのライフイベント検出手法の研究
教授 瀬崎 薫， 助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）マテケニャ ダンスタン

　携帯電話の通話履歴である CDR（Call detail record）を分析し，人の転居などのライフイベントを検出する技術を研
究している．CDRは，時間，空間的にまばらなデータではあるものの，大量のデータを取得でき，そこから人口動
態や交通など都市のアクティビティを抽出する研究が活発になっている．本年度は，CDR分析のアルゴリズムや
Hadoopを利用した解析システムを構築し，柴崎研究室と共同でバングラデシュの CDRデータを用いた分析を行った．

24.	 動物を利用したセンシングに関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）小林 博樹，大学院学生 （瀬崎研）牧山 紘

　人が入れない場所の環境情報のセンシングを，動物に持たせたセンサネットワーク機器によって収集する動物セン
シングの研究を進めている．DTN技術という高遅延環境での通信技術を応用し，動物同士がすれ違った時にお互い
のセンサデータを交換することで，遠方での観測データもマルチホップで収集場所にまで届け，領域を網羅した観測
を実現する，すれ違い通信技術の開発を行っている．動物同士がすれ違ったときの特徴的な動きを省電力な加速度計
で検出することで，消費電力の大きい通信機器の動作を制御するという，動物の性質を利用した技術となっている．
本年度は，麻布大学の協力を得て開発中の技術の検証や改良を進めた．

25.	 公共交通情報化に関する研究
教授 瀬崎 薫， 助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

　スマートフォンの普及，政策としてのオープンデータの推進，ビッグデータ解析の普及などを背景として，公共交
通の利用を支援する情報システムの構築手法やサービスの形が進化している．こうした背景に基づいて，バスを中心
とした公共交通の情報化の研究を進めている．本年度は，コミュニティバスデータのオープンデータ化のためのシス
テム構築やハッカソンの開催の支援を静岡県などと協力して実施した．また GPSが使えない地下鉄のための位置情
報技術の開発を東京メトロのアプリコンテストへの応募として行ったり，小田急財団の支援を受けて，駅構内などの
屋内ナビゲーションの UI技術開発などを進めた．

26.	 軽量ストリーム暗号の安全性引き上げ手法の評価
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　計算機だけでなくセンサーなどの小さなものが IoT（Internet of Things：「もの」のインターネット）を成す時，軽量
暗号がセキュリティとプライバシーのキーテクノロジーとなる．本研究では，経験的に設計された軽量暗号であるス
トリーム暗号の安全性を高める体系的な方式について，その安全性を評価する理論的枠組みを提示し，いくつかの重
要な定理を証明した．計算量的な安全性だけでなく情報理論的な安全性も議論できる枠組みであることに大きな意義
がある．

27.	 日本のロイヤルティ・プログラムにおける情報セキュリティ投資効果の実証分析
大学院学生 （松浦研）ジェンチャラッサクン ボンコット，教授 松浦 幹太

　コンビニエンスストアのポイント制度や航空会社のマイレージプログラムなど，顧客誘因策としての Loyalty Pro-
gram（LP）は，他の LPとの相互交換ネットワークが広がり，広義の仮想通貨として利便性と価値が高まっている．
一方で，LPは犯罪者にも狙われ，実際にマイレージプログラムのアカウントが乗っ取られるなどの事件も起きている．
本研究では，LP運営者による情報セキュリティ投資の効果を論じる実証分析手法を開発し，実データに適用してい
くつかの重要な知見を得た．

28.	 識別不可性難読化に基づく復号の速い代理再暗号化について
大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　代理再暗号化技術は Blazeらによって提案された，受信者が生成する再暗号化鍵を用いて第三者が暗号文の宛先を
変更することが可能な高機能公開鍵暗号である．また，Gargらによって構成法の候補が提案された識別不可性難読
化と呼ばれる回路の難読化技術は，Sahai らによって提案された穴あき擬似ランダム関数と組み合わせることによっ
て，様々な暗号技術の構成に有用であることがわかってきた．本稿では，識別不可性難読化を用いて代理再暗号化技
術を構成することを試みる．提案する方式は再暗号化が一方向，事前に回数上限を指定することなく複数回の再暗号
化が可能，再暗号化によって暗号文サイズが変化しない，復号が速いなどといった特長を持つ．
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29.	 マルウェア検知および分類のためのコンパイラ再最適化
大学院学生 （松浦研）碓井 利宣，教授 松浦 幹太

　増加するウィルスなどの不正ソフトウェア（マルウェア）に対抗するために，マルウェアの検知や分類を自動で行
うことは重要である．この検知や分類は，ソフトウェアの類似性に基づいて行われる．しかし，たとえ同じソースコー
ドから生成されたマルウェアであっても，生成に用いられたコンパイラや最適化レベルの違いによって機械語命令列
は異なるという問題がある．それにより，類似度の算出も影響を受けるため，検知や分類の精度は低下してしまう．
本研究では，マルウェアの実行ファイルを再最適化することで，生成に用いられたコンパイラおよび最適化レベルに
よる差異を吸収する手法を提案する．

30.	 匿名通信システム Tor の体系的な安全性評価とエントリーガード増強
大学院学生 （松浦研）馮 菲，教授 松浦 幹太

　匿名通信システムは，通信経路を秘匿する目的で考案されたプラバシー保護技術である．中でも現在最も有名かつ
普及している Torは，犯罪への悪用などで注目されている．本研究では，その安全性を体系的に評価し，検閲耐性を
高めるために導入されたエントリーガードという仕組みを増強する手法を提案した．

31.	 TCP 再送タイマ管理の変更による低量DoS攻撃被害緩和の評価
技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗，教授 松浦 幹太

　インターネットの重要な通信輻輳制御の一つである TCP再送タイムアウト機構を悪用することで，TCP通信に対
して低平均通信量でのサービス妨害攻撃（DoS攻撃）が可能になる．我々は，この被害を緩和するような再送タイマ
の管理方法の変更を提案し，攻撃被害のモデル化を行った上で，被害緩和効果を解析的および実験的に評価した．

32.	 文字列類似性を考慮した標的型攻撃のグループ化手法
協力研究員 （松浦研）北條 孝佳，教授 松浦 幹太

　近年，特定の組織等を対象とした標的型攻撃が行われ，機密情報等が窃取され被害が拡大している．標的型攻撃に
対して個々の事案について分析がされているが，それだけでは横断的な分析による攻撃の実態解明が困難である．本
研究は，当該攻撃に対して単純なモデル化及び各段階において収集したデータに基づいてグループ化を行い，攻撃の
実態解明の一助となる解析を実現することを目的としている．とくに，攻撃に関連する複数の要素から文字列の類似
性をも考慮したグループ化する手法について提案し，実データに適用した．

33.	 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．

34.	 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
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．

35.	 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．

36.	 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．
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37.	 リアルタイムソーシャルメディアの挙動解析に関する研究
准教授 豊田 正史，教授 喜連川 優，特任准教授 鍜治 伸裕，特任准教授 吉永 直樹，大学院学生 （豊田研）鈴木 有，

大学院学生 （豊田研）伊東 直弘，大学院学生 （喜連川研）槇 佑馬，大学院学生 （豊田研）川本 貴史， 
大学院学生 （喜連川研）石渡 祥之佑，大学院学生 （豊田研）金 洪善

　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．

38.	 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

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，特任研究員 （加藤（千）研）パコ オリビエ

　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，FrontFlow/blueに沖田
らが提案したキャビテーションモデルを適用し，ドラフトチューブ内流れと Clark-Y11.7%翼まわりの流れを対象に，
その特性を明らかにした．

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，研究実習生 （加藤（千）研）小林 典彰， 

研究実習生 （加藤（千）研）岡部 淳司，研究実習生 （加藤（千）研）吉澤 雄太，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，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，ガスト風下での翼の表面圧力変動を計測し，空力音の発生メカニ
ズムを考察するための基礎データを取得した．

3.	 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，協力研究員 （加藤（千）研）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フィンの取り付け角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．

4.	 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 9.6mmのラジアルガスタービンの研究開発
を行っている．回転数 50万 rpm，圧力比 1.88，タービン入口温度 950℃，推力 0.22Nを設計点としている．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．

5.	 ポスト「京」重点課題 8　「近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの開発」
教授 加藤 千幸，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦，研究員 （大島研）坪倉 誠， 

教授 （東大）奥田 洋司，講師 （東大）橋本 学，教授 吉川 暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原 良典， 
技術職員 （吉川（暢）研）針谷 耕太，准教授 （（独）宇宙航空研究開発機構）大山 聖， 
チームリーダー （（独）理化学研究所）小野 謙二，准教授 （広島大）岡澤 重信， 

特別研究員 （（独）理化学研究所）大西 慶治，教授 （九州大）古川 雅人，助教 （九州大）山田 和豊， 
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准教授 （（独）宇宙航空研究開発機構）高木 亮治

　ものづくりの上流における製品・技術コンセプト創出力とそれを具現化する完成度の高い設計力の抜本的強化，お
よび信頼性，経済性に優れる製品化を可能にする革新的製造プロセスの開発をする手段である，最先端スパコンの能
力を最大限に引き出せるアプリケーションソフトウェア群ならびにそれらを統合して設計・製造支援を行うための超
高速シミュレーションシステムの開発・戦力化を目的とする．平成 26年度は，関連する技術内容に関する国内外動
向調査，将来を見据えたニーズ調査，産業界との意見交換を通して，研究開発するアプリケーションソフトウェアに
ついての差別的機能を明確にした開発ロードマップ，成果目標等に関する事業全体の詳細内容ならびに効果的な連携
研究開発体制，人材登用・育成計画等の立案をした．

6.	 全体俯瞰と着想支援のためのワークスペースの研究開発
教授 加藤 千幸，特任研究員（加藤（千）研）川鍋 友宏

　製品設計の超上流で活用する，これまでにない設計ツールを研究開発し，その実証・展開を行う．開発システムは，
1）市場動向，性能，コストなど異なる評価軸を俯瞰した全体設計による意思決定支援，2）設計アイデアの発送を促
すデータの多角的分析，の 2つの主要な機能を持ち，CAEの設計適用効果を最大化することを目的とする．2014年
度は，協調動作基盤フレームワーク，インタラクティブ設計解空間可視化システムのプロトタイプ開発等を行った．

7.	 自動車の空気抵抗低減に関する研究
教授 加藤 千幸，学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，大学院学生 （加藤（千）研）袁 航， 

助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　エネルギーの有効利用や CO2排出量低減のため，自動車の空気抵抗低減は重要な課題である．しかし，従来の経
験や実験に基づく手法による改善は限界になりつつあり，物理現象の本質的な解明とそれに基づく空気抵抗低減手法
が求められている．本研究では，自動車の車高の変化が空気抵抗に与える影響について研究を行っている．今年度は，
基礎研究として自動車モデルを風洞に設置し，車高を変えた場合の揚力と抗力の違いを計測した．

8.	 大規模流体数値解析のための最適格子に関する研究
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）松田 大輔，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　数 100億要素規模の流体数値解析では，一般的に用いられる境界適合格子を手作業で生成することは困難であるた
め，自動生成が容易なボクセルを用いた格子や四面体格子が注目されている．本研究では大規模流体数値解析を対象
に種々の解析格子の特徴を把握し，最適な格子を提案することを目的とする．今年度は NACA0012翼を対象に，六
面体格子，四面体格子，ボクセルの格子生成について検討した．

9.	 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，特任研究員 （吉川（暢）研）Bidhar Sujit Kumar， 

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考究している．

10.	 繊維強化プラスチック製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．

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

大学院学生 （吉川（暢）研）田中 彰己

　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．樹脂 /繊維界面強度や，
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．

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

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

14.	 密度汎関数法に基づく原子応力計算手法の開発
教授 吉川 暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原 良典

　表面，界面，粒界等の格子欠陥近傍におけるナノレベルの機械的性質を明らかとするために，密度汎関数法に基づ
く原子応力計算手法を開発している．量子力学に基づき原子あたりの応力を求めることで，電子結合を背景とした格
子欠陥近傍の力学状態を求めることができる．遷移金属表面やシンクロ型 LPSO構造を持つMg合金の応力状態を評
価し，欠陥による原子・電子構造の乱れを起源とする表面応力・界面応力誘起のメカニズムを明らかとした．

15.	 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．これを基に更なる計算高速化を行った．

16.	 新 QCLO法によるヘテロ分子を持つタンパク質の分子軌道計算の開発
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　任意のボンドで精度よく QCLO法を適用できる新 QCLO法を開発し，これをヘテロ分子を持つグルコースオキシ
ダーゼの分子軌道計算に適用，有効性を示した．

17.	 タンパク質正準分子軌道計算に基づく真のRESP電荷計算法の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　現在使用されている RESP電荷は，タンパク質の RESP電荷ではなく，アミノ酸の代表構造による RESP電荷であ
る．正しい RESP電荷を求めるための方法を研究開発した．

18.	 タンパク質分子軌道法による構造最適化計算の高速化に関する研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　1ステップあたりの計算時間，最適化すべきパラメタが膨大なタンパク質の分子軌道法による構造最適化計算は，
収束に達するまでに極めて多くのステップを要する．この要因を解析した．今後，これらの知見を基に，本計算の高
速化を目指す．

19.	 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本柱の一つである，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．2014年度は前年度に実施された中間評価における指摘事項
を踏まえた研究開発計画の再構築並びにその実施を牽引するとともに，成果とりまとめを行った．
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20.	 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．2014年度は，解析事例 DBの増強等実装コ
ンテンツの拡充に尽力するとともに，それらをアウトリーチサイトより一般に公開した．

21.	「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 （加藤（千）研）吉廣 保， 
特任研究員 （加藤（千）研）大西 順也，特任研究員 （加藤（千）研）鵜沢 憲，特任研究員 （加藤（千）研）川鍋 友宏， 

特任研究員（加藤（千）研）パコ オリビエ，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， 

副センター長 （（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，特命研究員 （（独）物質・材料研究機構）大野 隆央， 

客員教授 （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，助教 （広島大）中島 卓司，（公財）計算科学振興財団 山内 久典

　「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，計算科学
技術推進体制構築施策として，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 26年度は本格
研究期間の 4年目として，研究開発については，「京」を利用したよりインパクトのある各課題対応解析・評価を多
数実施して発表するとともに事例データベース化を推進し，計算科学技術推進体制構築については，本分野の専用サ
イト（計算工学ナビ）を利用した成果事例等の公開や各アプリケーションソフトウェアのハンズオンセミナーを通し
て，産業界を中心とする一般社会への効果的 PRと利活用の促進を図った．

22.	 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 26年度は，フラグメント分子軌道法プログラム（ABNIT-M），第一原理計
算分子動力学法プログラム（PHASE）の高速化（チューニングやあるいは新アルゴリズムの実装）を実施し，大規
模解析，分子動力学解析の性能評価を実施した．

23.	 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．

24.	 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．
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25.	 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．

26.	 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．

エネルギー工学連携研究センター
1.	 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の実験および数値シミュレーション

教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇

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

2.	 マイクロ 2相流の基礎研究
教授 鹿園 直毅

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

3.	 次世代熱機関用要素技術の研究
教授 鹿園 直毅

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

4.	 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．発電プラントとし
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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が，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
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
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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.	 消費者受容性を考慮した住宅エネルギー管理システム
准教授 岩船 由美子

　不安定な発電出力特性を有する再生可能エネルギーの大量導入を実現させるためには，電力システムにおけるエネ
ルギー需給調整力を確保することが必要である．そのために，消費者の快適性・利便性を維持しつつ必要に応じて電
力需要を調整できる機能を持つ住宅エネルギー管理システム（HEMS）の開発を目指す．また，HEMS普及促進のた
めに，社会に受け入れられる仕組み・制度に関する検討や付加価値を高めるための研究も行う．

20.	 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．

21.	 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．

22.	 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

23.	 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

24.	 オイルリファイナリー排水処理に関する研究
特任准教授 望月 和博

25.	 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
特任講師 原 祥太郎，教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇

　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，
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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．

26.	 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

27.	 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

28.	 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

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

教授 須田 義大

2.	 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

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

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

5.	 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田 義大

6.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田 義大

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.	 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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12.	 有形文化財の高精度デジタル化と解析
教授 池内 克史

13.	 複合現実感技術による遺跡の復元
教授 池内 克史

14.	 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

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.	 単路部ボトルネック現象と渋滞対策技術に関する研究
教授 大口 敬，助教 （大口研）和田 健太郎，講師 井料 美帆

　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運転挙動の観点から多角的に取り
組むと共に，その対策技術開発に取り組んでいる．具体的には，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た追従挙動分析とモデル化，車線利用率の偏りの時空
間分析と車線利用率の時空間変動モデル化，実験車両や自動追従機能（ACC: Adaptive Cruise Control）装着車両によ
る走行特性の計測とモデル化などである．またこれらに基づく渋滞発生再現のためのミクロシミュレーションシステ
ム開発に取り組んでいる．さらに，こうした渋滞に対する対策技術開発にも取り組んでいる．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．また，
ACCにより渋滞発生を抑制するために必要な ACC高度化の方向性を明らかにした．

17.	 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，助教 （大口研）和田 健太郎，講師 井料 美帆

　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．さらに時空間ネットワークによるネットワーク解析手法を用いた信号パラメータ最適化問題
の定式化とその解法に関する研究を行った．

18.	 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，助教 （大口研）和田 健太郎

　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．さらに，首都圏 3環状道路を効果的
に運用するためのシミュレーションプラットフォームのプロトタイプを構築した．

19.	 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，助教 （大口研）和田 健太郎

　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．
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20.	 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
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．

21.	 都市部における横断歩行者行動特性を考慮した街路交通機能の設計に関する研究
教授 大口 敬，講師 井料 美帆，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
ムをモデル化し，これらを用いて，適切な位置に横断歩道を配置し，またオフセットタイミングを適切に調整するこ
とで乱横断を抑制し安全性を高める街路交通機能を設計可能な条件を導き，またその有用性を適用事例により確認し
た．

22.	 都市道路網の巨視的な交通特性に関する実証分析
助教 （大口研）和田 健太郎

　近年，都市エリアの道路ネットワークの交通状態・特性を巨視的に表すMacroscopic Fundamental Diagram（MFD）
が提案され，その存在が横浜エリアの道路網に対して実証的に明らかにされた．しかし，その後の実証研究は世界的
にも限られており，それらの研究もわずか数日の感知器データに基づくものである．本研究では，1年以上に渡る長
期の感知器データを用いて，MFDの特性や再現性に関する信頼性の高い知見を得ることを目的としている．現在，
仙台市・京都市・那覇市のMFDを 1年に渡り分析し，1年を通して典型的なMFDの形状は安定していること，た
だし交通需要・供給条件によりMFDがいくつかのパターンに分類できること，などを明らかにしている．また，各
都市で異なるMFDの特性をネットワーク構造や渋滞パターンと関連づけて説明するための分析も進めている．

23.	 出発時刻選択均衡問題の特性解析
助教 （大口研）和田 健太郎

　朝夕のピーク時間帯における交通渋滞問題を分析するための出発時刻選択問題について，均衡解の理論的特性の解
析を進めている．本研究のアプローチの特徴は，問題の定式化を従来のオイラー型座標系からラグランジュ型座標系
に変換することである．これにより，従来未解明であった複数のボトルネックを持つ問題に対しても厳密な解析が可
能になり，均衡解の存在・唯一性の証明を与えることに成功した．現在は，均衡解を効率的に求めるアルゴリズムの
開発，理論解析や系統的な数値実験に基づく均衡交通流パターンの特性解析，渋滞を緩和するための交通需要マネジ
メント施策について検討を進めている．

24.	 Classification	and	Functional	Design	of	Cyclist	Infrastructure	on	Roads
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）Jake Rooks

　Currently there is no way to rate roads in Queensland by how safe they are for cyclists. The objective of this research is to de-
velop a model that can easily compare routes and determine which is safer for a cyclist. The end model will need to be simple 
enough for an average cyclist to use whilst still being technical enough for road designers and engineers to use for road planning 
and development purposes.

25.	 Bluetooth	OD	estimation
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）Gabriel Michau

　A network of Bluetooth scanners are deployed in Brisbane for the primary purpose of collecting travel time. However, Blue-
tooth data also has the potential to estimate Origin-Destination matrices （ODM）. This research focus on the development of a 
methodology to drive Bluetooth ODM from tracing the Bluetooth trajectories in the network.

26.	 Lane	Changing	Advisory	for	Weaving	Sections
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）Trung Minh Mai， 

 （Smart Transport Research Centre， QUT）David Sulejic

　Extensive lane-change manoeuvres at weaving sections and it is one of the most risky manoeuvres that drivers have to perform 
in the motorway system. Drivers tend to make their lane changes as soon as they enter the weaving section and because of this 



283

２．研究部・センターの各研究室における研究

high lane-changing concentration, congestion builds up. The objective of this research is to alleviate the lane-changing concentra-
tion problem by coordinating weaving vehicles so that such lane-changing activities are evenly distributed over the existing 
weaving length using C-ITS.

27.	 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，特任助教 （坂本研）李 孝珍，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．

28.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （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）辻 隆明，

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，フラクタルな形状を有する柱が音場の拡散性に及ぼす影響を検討するた
めに FDTD法による数値解析及び模型実験を行った．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．

29.	 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，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博

　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，室内音環境が日本語
の発話レベル及び会話のしやすさに及ぼす影響に関する研究を行った．

30.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）林 碩彦，大学院学生 （坂本研）趙 静

　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．

31.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本 慎一，研究員 （坂本研）横山 栄

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，わが国における標準的な道路騒音予測計算法の改良を行い，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．

32.	 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．

統合バイオメディカルシステム国際研究センター
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，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，准教授 （横浜市立大）小島 伸彦， 
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特任研究員 （酒井（康）研）篠原 満利恵，大学院学生 （酒井（康）研）Sapana POUDEL

　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， 

大学院学生 （酒井（康）研）堀口 一樹，大学院学生 （酒井（康）研）卜部 祐輔，大学院学生 （酒井（康）研）Hanbim KIM， 
大学院学生 （酒井（康）研）下田 真也， 民間等共同研究員 （酒井（康）研）伊吹 将人

　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や凝集を抑制しつつ透
析を付加した懸濁培養に着目し，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，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， 
特任研究員 （酒井（康）研）岩沢 こころ，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，外国人特別研究員 （酒井（康）研）Guillaume PERRY， 
大学院学生 （リール第一大学）Mathieu DANOY，教授 （IEMN）Vincent SENEZ， 

大学院学生 （酒井（康）研）原納 弘大，大学院学生 （酒井（康）研）木村 圭一，大学院学生 （酒井（康）研）Xinying XU， 
大学院学生 （酒井（康）研）Astia R. SAFITRI，准教授 （横浜市立大）小島 伸彦

　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

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

5.	 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）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な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．

6.	 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

　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．

7.	 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，部長 （海洋研究開発機構）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 （九洲大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋， 

大学院学生 （藤井研）松原 直貴，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

　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），
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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．

8.	 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，特別研究員 （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．

9.	 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，大学院学生 （藤井研）緒方 謙，特別聴講学生 （藤井研）Oskar Strom

　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．

10.	 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，研究実習生 （藤井研）Nathanael Aubert， 
大学院学生 （藤井研）Dinh Quang Huy，研究実習生 （藤井研）Adele Drame-Maigne

　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．

11.	 次世代シーケンスデータに基づく，免疫レパートリ情報の統計的判別・推定手法の構築
准教授 小林 徹也

12.	 イメージングデータからの 3D細胞分裂系譜の定量化に向けた画像解析技術の構築
准教授 小林 徹也

13.	 情報理論・情報熱力学的方法を応用した適応的生体システムの情報解析
准教授 小林 徹也

14.	 階層構造を有するマイクロハイドロゲルの創製
講師 松永 行子，JSPS外国人特別研究員 （松永研）金 栄鎮，研究実習生 （松永研）立澤 彩佳

　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．

15.	 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
講師 松永 行子，大学院学生 （金研）湯川 泰弘

　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．

16.	 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
講師 松永 行子，教授 （宇都宮大）加藤 紀弘

　バイオフィルムの形成が多くの産業分野で問題となっている．工場などの配水管表面への細菌の付着・増殖に由来
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する金属の腐食，排水処理施設など菌体分離の濾過膜における濾過速度の低下，口腔内ではプラーク（歯垢）による
歯周病，病院内ではカテーテルなど医療器具において感染症蔓延の温床となるなど，バイオフィルムの形成阻害技術
の確立が望まれている．本研究では，バイオフィルム抑制法，抑制素材を開発するためには，再現性に優れた簡便な
バイオフィルム形成技術を構築することが先決であると考え，マイクロ流路デバイスを利用して単分散ヒドロゲルミ
クロスフェア，ヒドロゲルカプセルを大量生産し，そこへ細菌を封入，培養することでカプセル内部において菌体増
殖させる手法を試験した．

17.	 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
講師 松永 行子，東京大学特別研究員 （松永研）金 栄鎮

　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．

18.	 アテローム性動脈硬化症治療薬の作用機序探索のための in	vitro 血管モデルチップの開発
講師 松永 行子，東京大学特別研究員 （松永研）Angel TAN

　本研究では，①組織工学的技術により，アテローム性動脈硬化症にみられる炎症状態，プラークを模擬した三次元
微小血管モデルの構築とそのチップ化，②モデルを利用した治療薬の薬効試験，③治療薬の機能化（ナノ製剤）を目
的とする．

19.	 がん診断・治療のための微小血管チップ
講師 松永 行子，教授 竹内 昌治，教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行

　フランスリール生物学研究所（IBL），Center Oscar Lambret，リール第一大学と共同で，がん微小環境を模擬した炎
症血管モデルの作製を行い，がんの診断・治療研究への応用をめざす．

20.	 がん浸潤転移挙動の観察を可能とする in	vitro モデルの構築
講師 松永 行子

　本研究の目的は，がんの浸潤転移挙動を in vitroで観察可能な in vitroモデルを構築することである．申請者がすで
に開発している三次元コラーゲンゲルマイクロ流路から成る微小血管モデルを発展させ，血管とがん組織とを並列化
三次元培養可能なマイクロチップシステムを構築する．これにより，がんの浸潤・転移挙動，具体的には，がん細胞
が原発巣から離脱する，①上皮 -間葉転換，②血管新生，③血管およびリンパ管内への浸潤，④転移先臓器への浸潤
などの，がん転移の代表的なアクティビティを細胞レベルで可視化し，生物学的および物理化学的観点から，転移メ
カニズムの解明を行う．本研究課題の目的を達成することにより，がん微小環境における新規分子標的の探索，既存
治療薬の適切な処方対策の提案など，創薬，がん治療臨床現場における貢献が期待できる．

21.	 HTS への応用を目的とした，新生治療薬探索のための血管正常化を定量的に評価する技術構築
講師 松永 行子，協力研究員 （松永研）末弘 淳一

22.	 In	vitro 三次元網膜微小血管モデル系の構築
講師 松永 行子

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 （髙橋研）龍 顯得

　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.	 静電引力検出モード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 （髙橋研）石井 智章

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード AFMにより，CIS系化合物半導体太陽電池材料系での表面電位
分布の観測や表面空乏層容量の計測を行い，太陽電池特性劣化の要因となりうる不純物・欠陥準位の影響や，各種材
料系に存在する結晶粒や粒界との関連性を明らかにすることを目指している．
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3.	 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 （髙橋研）Srivises Warithapol，大学院学生 （髙橋研）小松 里紗

　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．

4.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
教授 髙橋 琢二，技術専門職員 （髙橋研）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．

5.	 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.	 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，特任研究員（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．

2.	 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，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， 
特任研究員 （酒井（康）研）岩沢 こころ，大学院学生 （酒井研）篠原 満利恵， 

大学院学生 （酒井（康）研）肖 文晋，外国人特別研究員 （酒井（康）研）Guillaume PERRY， 
大学院学生 （リール第一大学）Mathieu DANOY，教授 （IEMN）Vincent SENEZ， 
大学院学生 （酒井（康）研）原納 弘大，大学院学生 （酒井（康）研）木村 圭一， 

大学院学生 （酒井（康）研）Xinying XU，大学院学生 （酒井（康）研）Astia R. SAFITRI， 
准教授 （横浜市立大）小島 伸彦

　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．

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（東大）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．
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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（東大）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（東大）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.	 Nonlinia	非線形数理モデルデータベース構築
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．

5.	 動的ネットワークマーカーを用いた複雑系における臨界遷移の予兆検出法の開発と応用
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南，助教（合原研） 奥 牧人

　動的ネットワークマーカーとは，病気の発症や工学システムの障害発生など，複雑なシステムにおける急激な変化
の発生に関して，それらの予兆を捉えるための汎用的な新しい手法である．我々は，理論的解析によりこれらの臨界
遷移前状態が共通して有する性質を同定し，これに基づいてシステムの詳細なモデルが不明であっても適用可能なモ
デルフリーの検出手法を提案した．現在，本手法をさまざまな分野に応用すべく，新規応用現象の探索や手法の改善
などに積極的に取り組んでいる．

6.	 The	origin	of	glass	forming	ability	in	a	system	with	competing	orderings
教授 田中 肇，特任助教 （田中（肇）研）John Russo

　Glasses are formed when the transition to the stable equilibrium phase is avoided and the relaxation time of the disordered state 
drastically increases. In order to gain precise insights on the origin of glass forming ability, we run computer simulations of a 
model system with tetrahedral interactions in which a tendency to form locally open structures competes with that to form com-
pact structures. We show that the glass forming ability originates from a steep increase of the surface tension in the glass forming 
region, and that it is not due to a slowing down of mass transport or thermodynamic driving force to crystallization. Our study 
provides a consistent thermodynamic description of the glass forming ability for a broad class of glass formers, i.e. the so-called 
tetrahedral liquids such as Si, Ge, C, water, and SiO2, all of which are extremely important in nature and materials science.

7.	 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．

8.	 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-
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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 mi-
croscope, far more information is available than from reciprocal space scattering techniques applied to molecular systems. In 
particular, we recently resolved the gas-liquid interface at the single-particle level. Since much of our understanding of the gas-
liquid interface dates back to van der Waals and continuum theory, to actually identify the individual particles from which the in-
terface is comprised has challenged the concept of the gas-liquid interface, and is hoped to stimulate new theoretical develop-
ment. Simultaneously, we have shown that critical theory, which operates at lengthscales of many hundreds of particle diameters, 
in fact remains valid right down to the single-particle level. Our current work is aimed at demonstrating new ways to measure 
colloid-colloid interactions, and studying the connection between five-fold symmetry and dynamical arrest. Although five-fold 
symmetry can be seen directly in the microscope, it is very hard to observe in any other way.

9.	 Investigation	of	the	link	between	dynamics	and	structure	in	colloidal	glasses	by	confocal	micros-
copy

教授 田中 肇，博士研究員 （Ecole Normale Superieure 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 me-
dium range crystalline ordering and the dynamic heterogeneities which characterizes the glass transition was brought to light by 
recent simulations and 2D driven granular matter experiments in our laboratory. In such systems, the transient slow regions tend 
to correspond in space and time to ephemeral crystal-like regions. The local ordering gets averaged out in large scale experimen-
tal measurements. Tracking colloids in real space by confocal microscopy, we extract each particle coordinate and obtain mean-
ingful statistics at the medium range, like bond orientational order, relaxation time, etc.

10.	 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，特任研究員 （田中（肇）研）清水 涼太郎

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

11.	 過冷却液体の結晶化ダイナミクスの研究・数値計算とコロイド分散系による実験
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

　「結晶」とはその構成要素の配列に秩序を持つ固体物質を指す．半導体シリコン，最新鋭の太陽光発電パネルのゲ
ルマニウムフィルム，高速通信にも用いられる光学素子等，幅広い応用分野で結晶構造が利用されている．しかし結
晶形成過程おいて，乱雑な状態からどのように秩序が生まれるかは未だ解明されていない．そこでブラウン動力学シ
ミュレーション法による数値計算とコロイドを原子・粒子等のモデル系として用いた「コロイド溶液」の秩序化の一
粒子レベル実時間観察を通じて，その解明に努めている．最近，体積分率がきわめて高く，個々の粒子が周りの粒子
に囲まれて動きにくい「ガラス」状態から急に微結晶が生まれる現象とその際の粒子配置との間に関連があることが
示された．これらの研究成果により，人工結晶のデザイン原理等への応用が期待される．

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
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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.	 次世代シーケンスデータに基づく，免疫レパートリ情報の統計的判別・推定手法の構築
准教授 小林 徹也

15.	 情報理論・情報熱力学的方法を応用した適応的生体システムの情報解析
准教授 小林 徹也

16.	 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.	 レーザ超音波を用いたCFRP積層板の非破壊検査手法に関する研究

准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）齋藤 理

　航空機用構造部材を作製した際，その製造品質を保証するための非破壊検査が必要となる．しかし新規材料である
CFRP複合材に適した検査手法は，十分に確立されていない．そこで，レーザ超音波検査システムを対象とし，その
波動励起・伝播の理論的解析を行うことで，適切な検査条件を検討する．

海洋探査システム連携研究センター
1.	 海洋鉱物資源広域探査システムの研究開発

教授 浅田 昭

2.	 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，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．

3.	 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，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なる重要な植物であり，その植生の増減をモニターすることは水環境の変化を
とらえる上で極めて重要である．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．

4.	 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

　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
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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．

5.	 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，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．

6.	 自律型海中ロボット（AUV）によるシステマチックな海洋底探査システム
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）西田 祐也，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）永橋 賢司

　熱水地帯等の広範囲の深海底を効率的に高精度観測するプラットフォームとしての AUV開発・展開・運用技術の
開発を進めている．

7.	 淡水棲イルカ類の音響観測とリアルタイムネットワーク化
教授 浅田 昭，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，特別教授 （九州工業大）浦 環， 
グループリーダー （KDDI研究所）小島 淳一，教授 （IIT Delhi）Rajendar Bahl， 

バリクパパン駐在 （（株）東亜オイル興業所）戸室 三郎

　アジア域に棲息する淡水棲イルカ類の保護と棲息域環境保全を目指して，インド，インドネシアおよび日本による
国際共同研究プロジェクトを推進．各地に淡水棲イルカ類の音響によるリアルタイムモニタリングを行う観測ステー
ションを設置・展開・運用し，各ステーション間のネットワーク化を進めている．

8.	 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，部長 （海洋研究開発機構） 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 （九洲大）下島 公紀，技術研究主任 （海洋研究開発機構）福場 辰洋， 

大学院学生 （藤井研）松原 直貴，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

　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．

9.	 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）や海底ステーション，自律ボートなどの複数のプラットフォームを連携させることで，
従来よりも広範囲，高精度，長期間の観測が可能なシステムを構築する．

10.	 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．現在，浅海や深海において動作テストを行っている．今後，水産現場や外洋船舶のバラ
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．

11.	 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 （京都大）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．
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LIMMS/CNRS-IIS	（UMI	2820）	国際連携研究センター
1.	 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，特任研究員 （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．

2.	 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，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， 
特任研究員 （酒井（康）研）岩沢 こころ，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，外国人特別研究員 （酒井（康）研）Guillaume PERRY， 
大学院学生 （リール第一大学）Mathieu DANOY，教授 （IEMN）Vincent SENEZ， 
大学院学生 （酒井（康）研）原納 弘大，大学院学生 （酒井（康）研）木村 圭一， 

大学院学生 （酒井（康）研）Xinying XU，大学院学生 （酒井（康）研）Astia R. SAFITRI， 
准教授 （横浜市立大）小島 伸彦

　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．

3.	 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
教授 金 範埈

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

4.	 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
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．

5.	 ナノ粒子で繋がるバイオ物質の計測
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．

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
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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，講師 松永 行子，教授 藤田 博之

　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.	 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，研究実習生 （藤井研）Nathanael Aubert， 
大学院学生 （藤井研）Dinh Quang Huy，研究実習生 （藤井研）Adele Drame-Maigne

　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．

10.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏，教授 （Ecole Centrale Paris）Sebastian Volz，特任助教 （野村研）Roman Anufriev， 

外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）鹿毛 雄太， 
大学院学生 （野村研）中川 純貴

　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．

11.	 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，教授 （フライブルク大）Oliver Paul，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎， 

外国人協力研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）鹿毛 雄太， 
大学院学生 （野村研）中川 純貴

　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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