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研究および発表論文VI.  

研究課題とその概要1. 
科学研究費補助金による研究A. 

学術創成研究費1. 

 ソフトマター：多自由度・階層系の協同的機能発現の新しい基本原理
教授 田中 肇

　高分子・液晶・コロイドに代表されるソフトマターの最大の特徴は，その幾重にもわたる階層的な構造にある．ま
た，一見単純に見える水などの液体もある種の階層構造を内包することが最近の研究から明らかになりつつある．こ
のような階層間の複雑な関わりが，生体物質に代表されるソフトマターの示す機能の協同的な発現の仕方と深く関
わっていることが予想される．しかし残念ながら，液体成分を介した階層間の動的結合，例えば，液体成分の流れが
階層間にどのような結合をもたらすか，液体自身の階層性がソフトマターの性質にどのように関わっているかといっ
た問題は，これまで殆ど研究されてこなかった．本研究ではこれらの問題に注目し，ソフトマター，ひいては生物の
多様な機能の発現の基本的な原理に迫ることを目指す．

 レーザー補助広角 3次元アトムプローブの開発と実デバイスの 3次元原子レベル解析
教授 尾張 眞則，金沢大学准教授 谷口 昌宏，東京理科大学講師 野島 雅，

学術研究支援員 間山 憲仁，学術研究支援員 岩田 達夫，大学院学生 （東大） 三上 素直，
大学院学生 （東大） 梶原 靖子，大学院学生 （東大） 花岡 雄哉

　高度情報化社会を根底で支えている電子デバイスは，ますます微細化，高密度化が進んでいる．その中で実際に信
号を処理しているトランジスターなどの素子には，数十ナノメートル（1ミリの数万分の 1）のスケールで，半導体，
絶縁体，金属などの素材が整然と配置されている．このような素子が正常に機能するためには，狙い通りの原子配列
が正しく実現されていることが必要だが，そのことを実際に確かめる方法はいまだに十分に確立されてはいない．正
常に機能する素子と故障している素子の原子配列の違いを直接見ることが可能になれば，デバイスの信頼性向上，さ
らに高度なデバイスの開発などが格段に進展することにつながる．この研究では，実際のデバイスの中から特定の微
小部分を切り出し，その中に何の原子がどのように配列しているかを直接調べる方法を開発する．数十ナノメートル
の太さに絞ったイオンビームを，あたかもノコギリ，ノミ，カンナ，ヤスリ，さらにはハンダゴテなどのように使っ
てデバイス中の見たい部分を取り出し，次に高電圧とレーザーを用いてその試料から原子をひとつずつ順番にはがし
ながら何の原子であるかを調べる．さらに，原子が現れた順番を逆にたどることにより，もともとの並び方を三次元
で再現する．その結果，母材を作っている原子とその中に意図的・非意図的に含まれている微量原子の種類と並び方，
異なる材料の接触している部分での原子の並び方などを観察し，素子の性質と原子レベルでの構造との関係を明らか
にすることができる．実際に使用されている電子デバイスからの試料の適切な切り出し方，分析のための最適な仕上
げ方法，原子の精密な検出方法，正確な三次元構造の再現方法などを新たに研究・開発し，多様なデバイスに適用で
きる究極の原子レベル材料解析手法の実現を目指す．

科学研究費 : 特定領域研究2. 

 ゲスト成分が誘起するソフトマターメソ構造の相転移ダイナミクス
お茶の水女子大学・理学部・教授 今井 正幸，教授 田中 肇，

お茶の水女子大学・理学部・教授 奥村 剛

　本研究の目的は，ソフトマターが形成する秩序メソ構造相に，少量の異種ソフトマターをゲスト成分として添加し
た場合，あるいは他の物質と界面で接触している場合等，エキゾチックな物質を系内に導入する事による新しい秩序
メソ構造の創成とその機構の解明である．系内に新たな物質を導入する事により誘起される相転移ダイナミクスの研
究は世界的にみてもまだ殆ど系統的に研究されていない．この異種物質（ゲスト場）が誘起するソフトマターの秩序
転移の統一的な理解を目指す．我々はすでに，このようなゲスト場が誘起するソフトマターの秩序構造転移について
研究を進めてきており，例えば，ラメラ状の分子膜にコロイド粒子を添加するとラメラ -ミセル転移が誘起される事，
分子膜のつくるナノ球体に高分子鎖を閉じ込めると棒状膜に転移する事，膜のトポロジー転移によるコロイド粒子の
分別等，数々の興味深い現象を見出している．本研究はこのような研究成果を基に，より多様な現象を探索し，その
中から浮かび上がる普遍的なゲスト場が誘起するソフトマターの秩序構造転移のダイナミクスを明らかにする．この
様な研究を推進する為の実験・理論ないしはシミュレーション手法の開発はすでに，従前の研究から培ってきている．
実験的にはゲスト場がソフトマターの秩序構造に与える影響を中性子・X線小角散乱および顕微鏡 3次元観察法を用
いて解析する基本的な方法を確立しており，また，そのダイナミクスについても位相コヒーレント光散乱法・中性子
スピンエコー法を用いての解析技術を開発している．また，理論面でも仏国のグループとともに本申請に繋がる界面
効果の基礎的な共同研究をスタートさせている．このような背景をもとに，本領域の他のグループと連携しながら，
新しいゲスト場による秩序転移という物理像を構築する．
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 火山噴火罹災地域の地力回復過程の時空間的解析に関する研究
教授 池内 克史

　本研究では，人間と自然のかかわりのなかで火山噴火罹災地がどのように再生されていったかを解明する．本研究
室ではすでに発掘されている遺構や現地表面の 3次元計測をおこない，デジタル地勢モデルを作成する．このモデル
上に，地下探査結果をマッピングして，地表および地下の 3次元モデルを完成させる．

 異種情報の時空間コーディングと統合的処理に関する非線形システム論的研究
教授 合原 一幸

　本研究は，機能的脳研究と生理学的・分子生物学的・解剖学的脳研究の間の橋渡しとなる神経情報コーディング理
論を提供するために，「脳の高次機能システム」の情報論的数理モデルの構築を目指すものである．「脳の高次機能学」
の研究対象である脳内の様々な情報統合プロセスを，情報コーディング機構に着目しながら非線形ダイナミクスの観
点に立って数理モデルの形で記述することで，脳の情報統合処理の非線形システム的理解を可能にすることを目的と
する．本年度は，前年度までの研究成果をもとにして引き続き， (i) ニューラルコーディング理論，(ii) 脳の構成要素
としてのニューロンやシナプスの数理モデル化，(iii) ニューラルネットワークの非線形ダイナミクス，(iv) 遺伝子・
タンパク質ネットワークの非線形ダイナミクス の研究を発展させるとともに，特に (v) 生理実験データ解析と非線形
データ解析手法開発 および (vi) 異種情報統合処理に関する計算論的解析 に重点的に取り組んでいる．

 ナノMOSFET の揺らぎとデバイスインテグリティ
教授 平本 俊郎

　大規模集積回路（VLSI）を構成するMOSトランジスタは，性能向上のため年々微細化されている．トランジスタ
の寸法が小さくなると，さまざまなばらつき要因が顕在化し，トランジスタの特性がばらつき，集積回路が動作しな
い，あるいは歩留まりが著しく低下する等の問題が発生する．本研究では，トランジスタ特性の実測とシミュレーショ
ンにより，トランジスタの特性ばらつき要因を解析し，さらに，ばらつきに強い微細MOSトランジスタ構造を提案
することを目的とする．本年度は，横方向に不純物分布を有するトランジスタにおけるランダムばらつきのシミュレー
ションを行い，横方向に均一な不純物分布をもつ場合に比べて，特性ばらつきが大きくなることを明らかにした．こ
の成果は，将来のばらつきを抑制したトランジスタを設計する際に極めて重要である．

 金属酵素による小分子変換反応を範とする高効率錯体触媒反応の開発
教授 溝部 裕司

 パルス励起堆積法による窒化インジウム系半導体の低温成長
教授 藤岡 洋

 人工肝・脂肪細胞カプセルと人工小腸膜を導入したオンチップ人体
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫

　本研究では，様々な組織・臓器からなるヒト個体のシステム制御応答メカニズムの新たな評価手段として，人工細
胞と標的臓器細胞とを組み合わせた実用的オンチップ人体システムを開発する．具体的には，化学物質の経口投与を
想定，その体内動態制御する臓器（小腸・肝・脂肪組織）についてはゲルや脂質膜を利用した人工細胞組織を，標的
臓器については培養細胞を用い，それらをマイクロチップ上の生理学的灌流回路内に配置したシステムを開発する．
標的臓器以外の臓器を人工細胞にて表現する動物試験に代わって化学物質の個体レベルでの毒性を生体外で簡便に評
価できる新たなスクリーニング法としての実用化に大きく道を拓く．

 ナノ構造界面に基づく光電気化学的エネルギー変換システムの構築
教授 立間 徹

 国家的大規模プロジェクトにおける技術融合メカニズム
教授 野城 智也

 空間情報基盤の安定的な構築・維持のための自律分散的な地域コミュニティの構築デザイン
教授 柴崎 亮介，客員教授（東大）今井 修，特任講師（東大）関本 義秀
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 共培養組織間の動的相互作用を分析するための多機能化マイクロ培養デバイスの開発
助教（藤井（輝）研）山本 貴富喜，教授 藤井 輝夫

　マイクロ培養デバイス内で小腸モデル細胞 Caco-2 と肝臓モデル細胞 Hep G2 の共培養実験系を確立し，小腸におけ
る毒物ブロッキングや選択的薬物透過性などの薬物人体内毒性影響や小腸と肝臓の相互作用などを調べる．

 マイクロナノ加工技術を用いた膜タンパク質機能解明のためのプラットフォーム
准教授 竹内 昌治

 情報爆発時代に向けた新しい IT 基盤技術の研究
教授 喜連川 優

　本研究では，情報源の中でも最も増加率の高いウェブ情報源に対して定量的評価基盤を構築することを目的とする．
即ち，情報獲得に関して種々の研究が過去なされてきたものの，ウェブでは刻々とコンテンツが変化することから，
例えば，現行のサーチエンジンと比べより良い結果が得られていることを再現性のある形で定量的に示すことは不可
能であった．学問としての進歩を劇的に改善すべく本特定研究では，各種手法の有効性を定量的かつ再現性を持たせ
た形で評価するプラットフォームを構築する．

 情報爆発時代におけるサイバー空間情報定量評価基盤の構築
教授 喜連川 優

　近年人類の創生する情報は爆発的に増加しており，本研究では，膨大な情報源から真に必要とする情報を如何に抽
出するかという課題に挑戦しようとするものであり，情報源の中でも最も増加率の高いウェブ情報源に対して定量的
評価基盤を構築することを目的とする．即ち，サイバー空間からの情報獲得に関して種々の研究が過去なされてきた
ものの，ウェブでは刻々とコンテンツが変化することから，例えば，現行のサーチエンジンと比べより良い結果が得
られていることを再現性のある形で定量的に示すことは不可能であった．学問としての進歩を劇的に改善すべく本特
定研究では，各種手法の有効性を定量的かつ再現性を持たせた形で評価するプラットフォームを構築する．

 人と車の安全・安心向上のための監視カメラ画像活用技術に関する研究
准教授 上條 俊介

 新規マイクロ波加熱法の高度利用による環境・省エネルギー・材料プロセスの開発
准教授（東北大）吉川 昇，教授（東北大）滝澤 博胤，教授 森田 一樹

科学研究費 : 基盤研究 (S)3. 

 海洋における巨大波浪の予知と回避に関する研究
教授 木下 健，准教授 林 昌奎，准教授 （東大）早稲田 卓爾，准教授 （東大）川村 隆文，

助教 （東大）稗方 和夫，教授 （東大）影本 浩，准教授 （東大）鈴木 克幸，講師 （上智大）冨田 宏

　平均波高の 2倍以上の大波が突然やってくる Freak Waveの発生メカニズム，観測法，予測法，回避法の研究を行っ
ている．

 世界の水資源の持続可能性評価のための統合型水循環モデルの構築
教授 沖 大幹，准教授 鼎 信次郎，花崎 直太 （国立環境研究所），田中 賢治 （京大），

増田 耕一 （海洋研究開発機構），荒巻 俊也 （東大），大瀧 雅寛 （お茶の水大），仲江川 敏之 （気象研究所）

　2012年ごろに発表される予定の IPCC第 5次報告書への貢献を念頭に置き，水と食料，両者の持続性をグローバル
スケールで議論できるように，さらに今後懸念される世界の水問題に対して国際社会がとるべき施策に資するように，
これまで開発してきた統合型水循環モデルをより発展的に構築する．

 海底ステーションを基地とする海中観測ロボットによる自動海底地殻変動観測手法の開発
教授 浅田 昭

　測量船を観測海域に派遣して行われる従来の海底地殻変動観測からの脱却を目指し，AUVと海底ケーブルを利用
した新世代の海底地殻変動観測システムの開発に取り組んでいる．現行の測量船を用いた観測システムが内包する問
題点を打破し，長期にわたる観測を無理なく継続していくことができるシステムの開発を目指している．このプロジェ
クトも終盤に差しかかり，AUVを海上プラットフォームとする船上システムの開発はもちろんのこと，海底局につ
いても一応の完成をみている．本年度は海底局を実際に海底ケーブルに繋ぎ込むことにも成功しており，実機を使っ
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て観測を繰り返し行うことで，その計測精度を評価する段階に入っている．

 ナノ物体の物性計測と可視化観察の同時遂行を目指すナノ・ハンド・アイ・システム
教授 藤田 博之，教授 （静岡大学）橋口 原

　本研究の目的は，これまで培ってきたナノマシン技術，位相干渉計測を含む高分解能透過電子顕微鏡技術等をナノ・
ハンド・アイ・システムへとさらに発展させ，極微領域の評価の技術として確立することである．これにより，ナノ
物体や構造の自在なハンドリングと，ナノ機能の計測制御が可能なシステムを創出し，ナノ領域における新しい科学
技術領域を切り開く手段を提供することができる．すなわち，ナノギャップを持つ対向ナノプローブやそれと一体化
したマイクロアクチュエータや変位センサなどのデバイス作製技術，及び位相差検出透過型電子顕微鏡や原子間力顕
微鏡（AFM）による「その場」観察技術を融合して，DNA等の生体分子やカーボンナノチューブ，ナノ粒子，人工
合成した巨大分子のようなナノ物体を目で見ながら自由に取り扱う手段を提供するとともに，その機械的・電磁気的・
光学的な特性の計測技術を確立することを目標とする．

 マイクロ現場遺伝子解析システムの実海域展開と機能の高度化
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋

　深海の熱水地帯等に棲息する微生物の遺伝子解析を現場で直接行うことを目的として，マイクロ流体デバイス技術
を応用した現場型遺伝子解析システムの開発を進めている．これまでにプロトタイプシステムをほぼ完成させ，深海
を模擬した環境下において実験室レベルでの性能評価を行う段階に達している．この成果に基づいて，本研究では，
実用レベルのマイクロ現場遺伝子解析システムを完成させた上で，これを実際に深海無人探査機ならびに定点設置型
サンプル処理装置に搭載し，実海域における現場計測を試みる．これらの実海域展開を通してシステムに改良を加え
ると同時に，遺伝子解析操作の前処理を行う機能を付加することによって，より希少な微生物や遺伝子の検出も行う
ことができ，なおかつ様々な観測形態にも対応できるようにマイクロ現場遺伝子解析システムを高度化することを目
的とする．

科学研究費 : 基盤研究 (A)4. 

 地震後長期に継続する地形変化の科学的調査と復興戦略への反映
教授 小長井 一男

　地震はその瞬間の災禍が深刻であるのみならず，断層沿いに生じた脆い斜面の崩壊や土石流などによる地形変動が
長期に継続することがあり，復興の大きな支障になる．2005年のパキスタン・カシミール地域の地震の被災地で地
形変動を継続的に監視し，合理的な復興への化学的データと対策案を提示する．

 イタリアにおける歴史的な組積造建築とRC建築の構造・材料と修復に関する調査
准教授（名古屋市立大学）青木 孝義，教授 中埜 良昭，教授（名城大学）谷川 恭雄，

准教授（日本大学）湯浅 昇，主任研究員（建築研究所）濱崎 仁，助教（中埜研）高橋 典之

　イタリアにおける歴史的な組積造建築と RC建築の学術調査を実施して資料価値の高い調査報告書を作成し，劣化
現況調査・診断と構造解析による耐震性能の評価に基づき具体的な補修・補強方法を提案することを目的として，ヴィ
コフォルテ教会堂（1596年建設開始，1880年国宝指定）およびアウグスタ飛行船格納庫（1917年建設，1987年国宝
指定）を対象に，それらの基本的な振動特性を把握すべく，構造物とその周辺の概要調査とあわせて，構造物および
周辺地盤の常時微動測定を実施した．

 ナノ空間における水素のオルトーパラ転換と分子形成
教授 福谷 克之，教授 岡野 達雄，助手 松本 益明，助手 ビルデ マーカス，教授（阪大）笠井 秀明，

技術職員 小倉 正平，特任研究員 二木 かおり，大学院学生（福谷研）樫福 亜矢，
大学院学生（福谷研）岩田 晋也，大学院学生（福谷研）杉本 敏樹，大学院学生（福谷研）山川 紘一郎

　本研究では，氷，炭素，イオン結晶物質などにおける水素の核スピン緩和とエネルギー緩和に関する研究を行って
いる．これらの物質はナノサイズの細孔を有する構造を取る場合があり，細孔内で分子は回転運動が制限を受け，さ
らに電気双極子場の影響で強い四重極相互作用が働く．本年度は，ナノサイズ細孔を持つ氷と NaCl試料を真空蒸着
法で作製し，水素吸着の実験を行った．共鳴イオン化法によりオルトーパラ転換を観測し，さらに赤外吸収分光によ
り振動スペクトルの観測を行った．氷表面では水素・重水素ともに転換する様子が見られ，また NaCl表面では誘導
双極子に起因すると思われる 2種類の伸縮振動が観測された．

 固体表面・サブ表面・バルクにおける水素の量子状態の解明
教授（大阪大学）笠井 秀明，教授 岡野 達雄，教授 福谷 克之，

助手 松本 益明，大学院学生（岡野研）池田 暁彦

　クリーンエネルギーシステム構築の社会的要請を受け水素関連の技術開発が脚光を浴び，水素吸蔵反応，燃料電池
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の電極反応およびプロトン輸送反応などが盛んに研究されている．しかしながら，その中核となるべき固体表面と相
互作用する水素は，直接観察が極めて困難である．本研究では，核反応法と STMを用いて，表面および固体中水素
の量子状態を実験的に観測することを目的としている．本年度は，Pt表面での実験を進め，ドップラー解析と清浄
面での STM原子像観測に成功した．

 先端機能材料を用いた機械素子の計算モデリングに関する研究
教授 都井 裕

　先端機能材料を用いたアクチュエータ素子などの機械素子の設計を合理的に行うためには，電磁界，熱伝導，金属
相変態，電気化学反応などが連成した力学的挙動の計算予測が不可欠であるが，利用できる既存の研究成果は多くな
い．そこで各種の先端材料およびそれらを用いた機械素子に対する計算モデリングを総合的に推進することを全体構
想とする．形状記憶合金として NiTi（ニチノール），強磁性形状記憶合金として FePd（鉄・パラジウム系），多孔質
形状記憶合金として Porous NiTi，イオン導電性高分子として Nafi onおよび Flemion，導電性高分子として PPy（ポリ
ピロール）などの注目度の高い先端材料を選択する．これらの先端材料のマルチフィールド下（電磁場，温度場，相
変態場，電気化学反応場，力学場の連成下）における材料挙動のモデリング（構成式モデリング），それらの先端材
料を用いた機械素子設計に利用可能な有限要素連成解析アルゴリズムを構築する．

 微細粉末・微細レーザを用いた粉末焼結積層造形の微細性向上に関する研究
准教授 新野 俊樹

　プラスチック部品の積層造形を利用したラピッドマニュファクチャリングの実現を目指し，粉末焼結積層造形の微
細造形特性の研究を行う．本年度は，パートベット上のレーザスポットを市販装置の 1／3程度に縮小できる造形装
置を開発し，造形試験を行った．

 湖沼における低酸素水塊微細構造の形成過程と維持機構に関する研究
准教授 北澤 大輔，滋賀県琵琶湖環境科学研究センター 熊谷 道夫

　琵琶湖の湖底近傍で発生する低酸素水塊の形成，維持過程と湖底境界層との関連性について，流動場－生態系結合
数値モデルを用いて解析する．特に，内部波の発生と低酸素水塊の挙動との関係に着目した．

 アンコール遺跡・バイヨン寺院浮き彫りの保存方法の研究
教授 池内 克史

　本研究は，アンコール遺跡群における一大遺構，バイヨン寺院の回廊に残る長大な浮き彫りの保存修復を実現する
ための研究である．本年度は 19年度に開発した石材表面の「真の色」のスペクトル分布の測定をもとに，引き続き，
着生物の同定分析をおこなう．またその分布状態と石材表面の色情報との関係，色情報と石材劣化の分布状態との関
係を検討する．

 シナプス前制御に基づく神経情報処理の数理モデル化とその工学応用
教授 合原 一幸

　本研究は，ごく最近実験的に見い出されたシナプス前制御を対象として数理モデルを構築し，その理論解析を通し
てシナプス前制御の神経情報処理機能を明らかにしようとするものである．まず単一シナプスレベルに関しては，シ
ナプス前シナプスおよび皮質求心性アセチルコリンによるシナプス前修飾という最近発見されたシナプス前制御を記
述する数理モデルを定式化し，そのモデルの数理解析及びシミュレーション解析によって，ニューロン間の情報伝達
様式に関する理論解析を行っている．次に，ネットワークレベルに関しては，上記の単一シナプスレベルの数理モデ
ルを基礎として，ニューラルネットワークにおける前シナプス制御機構が果たす役割を脳の具体的な情報処理機能と
の関連で追求し，従来の単純なシナプス結合しか持たないニューラルネットワークの能力を越えるような脳の高次機
能が，前シナプス制御機構により説明しうるのかといった問題を探究する．さらに，この解析結果に基づいてシナプ
ス前制御を有するニューラルネットワークモデルのパターン認識等の高度な神経情報処理への応用をはじめとした工
学的応用に関しても広く検討を行なう．

 量子ナノ構造系のテラヘルツダイナミクスの解明と制御に関する研究
教授 平川 一彦

　サブピコ秒の時間スケールで高速に運動する電子は，その速度の微分に比例する電磁波を放出・吸収し，その周波
数はテラヘルツ（THz）領域にある．従って，電子が放出・吸収する THz電磁波を検出・解析することにより，ナ
ノ構造中の電子のダイナミクスを明らかにすることができる．本研究においては，THz電磁波の放射・吸収をプロー
ブとして，（1）量子効果デバイス中の電子波束のダイナミクスと伝導・損失・利得の解明，（2）極短チャネルトランジ
スタ中の非定常伝導と超高電界伝導，（3）分子伝導における電子・分子・機械変形相互作用など分子伝導特有の新し
い物性を明らかにする．
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1．研究課題とその概要

 リバースシミュレーションによるソース同定解析手法の開発
教授 加藤 信介

　本研究は建物及び市街地における流れ場の実用的な逆解析手法を開発し，大規模災害や日常災害における汚染源位
置と強度の特定と環境影響を明らかにし，その対策に貢献することを目的とする．本研究は，結果（現在）から原因
（過去）を推定する「逆解析（inverse analysis）」を流れ場に適用し，その実用手法を開発する．リバース CFDは，極
めて詳細な情報を提供する．しかし，十分な空間解像がなされた 3次元の非定常シミュレーションのため，莫大な計
算量が必要となる．本研究ではこの詳細かつ重い解析に加えて，原理的な精度と信頼性は同等程度に確保しつつ，よ
り計算量が少なくて済む解析法を新たに開発する．

 階層的ネットワーク構造に基づく道路の計画と設計
教授 桑原 雅夫，日本大学教授 森田 綽之，東洋大学教授 尾崎 晴男，秋田大学准教授 浜岡 秀勝，

首都大学東京教授 大口 敬，名古屋大学教授 中村 英樹，講師 田中 伸冶

　本研究の目的は，以下の 2点に集約される．（1）道路設計のための需要の考え方の再整理：道路設計のためには将
来の需要を考慮することが必要ではあるが，これまでの様に将来の不確定な推計需要に完全に追随した設計手法が好
ましいものではない．本研究では，需要推計から与えられる「将来需要」を道路設計のための「設計需要」に置き直
すプロセスを，道路の階層ネットワークを考慮して提案する．（2）ボトルネック主体，交通運用考慮型の設計手法の
提案：道路ネットワークで常に破綻を来すのは分合流や交差点などのボトルネック地点である．これまで以上にボト
ルネックを主体にした設計手法を提案する．また，LOSに大きな影響を与える交通運用についても，設計段階で考
慮できる手法を提案する．

 衛星解析による全球灌漑農地情報と陸面水・熱収支解析を活用した水資源管理支援
教授 沖 大幹

　衛星観測により全球の灌漑マップを作成し，陸面水熱収支モデルにおいて灌漑地の影響を考慮した水資源量推定が
可能になるように改良を行う．

 大深度海中小型生物を全自動で探査・採取する海中ロボットの研究開発
教授 浦 環

　新しい大深度生物探索プラットフォームとして，自律型海中ロボット（AUV: Autonomous Underwater Vehicle）を提
案，深海に棲息する生物の時間のかかる探索と捕獲作業にミッションを特化した AUVの研究開発をおこなっている．
開発する AUVは，7,000m級の深海中に棲息する数 cmのクラゲ類を採取ターゲットに設定し，それらを自動的に探
索し，発見し，サンプリングすることができる機能を備えるものとする． 深海中・深層生態系の研究において，ク
ラゲ類に代表されるゼラチン質プランクトン類の研究は，それらが脆弱な身体を持つため，研究に使えるサンプルを
ネットで採取することは容易ではない．しかし，有人潜水艇や ROVを使った研究により，クラゲ類の深海中・深層
生態系における存在量や食物連鎖における役割が認識されるようになり，中・深層におけるクラゲ類の多様性が高く，
新種として記載されるべきものが沢山存在しているという事がようやく分かってきた．種の確定は生物学的にも非常
に重要であり，本研究において開発する生物採取プラットフォームとしての AUVを用いて効率的に深海中のクラゲ
類の分類学的知見を集積することで，深海中・深層の生態系の解明に大きく貢献することが期待される．

 長期的津波監視の維持を重視した総合的津波防災戦略モデルの提案と発展途上国への導入
教授 目黒 公郎

科学研究費 : 基盤研究 (B)5. 

 可逆的光重合反応を用いた繰り返し使用可能なホログラム記録材料の研究
教授 志村 努

　現像，定着，漂白などの化学プロセスを必要としないホログラム記録材料としてフォトポリマーが広く用いられて
いるが，これらは非可逆的重合反応を用いているため，ホログラムの書き換えを行うことができない．われわれは本
所吉江研究室で研究されてきている可逆的重合反応に着目し，書き換え可能なフォトポリマー材料の実現を目指して
研究を進めている．これまでに，光照射による温度上昇による重合および結晶化反応と，その逆反応による可逆的屈
折率変化を観測した．現在，純粋な光重合によるポリマー化と，熱反応によるその逆過程により，材料に可逆的屈折
率変化を与えることを試みている．

 微小液滴射出・操作技術を用いたナノレオロジー計測工学の創生
教授 酒井 啓司，助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗

　本研究は，我々がこれまでに培ってきた微小液滴の吐出・衝突・融合化技術ならびにその変形・回転運動の高時間
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分解能観察手法を用いて，µmサイズの流体のレオロジー物性を研究する「超高速変形ナノレオロジー計測工学」を
創生し，その基本要素技術を産業界における汎用の計測ツールとして供与することを目的とする．本年度は，複数の
微小液体の高速吐出・衝突に伴う変形から超高歪下の粘弾性と表面張力を計測するハイパーレオロジー技術を確立し，
従来の測定帯域を飛躍的に拡大することに成功した．さらに高歪速度下での高分子ダイナミクスの観察を試みている．

 無補強組積造壁を含むRC造建物の残存耐震性能の定量化と震災復旧に関する実験的研究
教授 中埜 良昭，助教（中埜研）高橋 典之，助教（中埜研）崔 琥

　途上国あるいは地震活動があまり活発ではない地域においては，経済性の面から，無補強組積造壁を有する鉄筋コ
ンクリート造架構が多く用いられている．これまでは，このような架構が稀に発生する巨大地震によって被災した際
に，架構が有する残存耐震性能の評価に必要な基礎的データが殆ど存在しなかったが，2003年に実施したブロック
造壁を有する鉄筋コンクリート造骨組の実大静的載荷実験では，その貴重な基礎的データを得ることができた．この
知見を，実際の地震を想定した動的載荷に対する残存耐震性能の評価手法へと拡張させるため，組積体の面外方向へ
の破壊に影響すると予想される境界部拘束条件をパラメータに，梁を剛および柔とした縮小試験体の静的載荷実験を
行い，その破壊性状について検証した．

 メゾスコピック系の伝導における相互作用と導線の効果
准教授 羽田野 直道，助教（羽田野研）西野 晃徳，特任助教（羽田野研）今村 卓史

　メゾスコピック系に導線が強く結合した系のコンダクタンスの計算は，相互作用がない場合には，昨年度までの研
究で共鳴状態の影響などを理論的に明らかにすることに成功しました．そこで，今年度はいよいよメゾスコピック系
内に相互作用が存在する場合の計算方法の構築に向かいました．相互作用のある模型で多体の散乱状態を厳密に書き
下すことに成功し，それに基づいて電流を計算しました．著しい成果として，多体の束縛状態を発見したことが挙げ
られます．

 量子熱電効果の非平衡物理と熱駆動ナノデバイスの開拓
准教授 羽田野 直道

　現在のナノデバイスは基本的に試料に電流を流すことによって駆動します．この従来型のデバイスでは，温度は試
料全体で一定であることが暗黙のうちに仮定されています．それに対して我々は最近，量子ネルンスト効果の存在を
理論的に予言しました．量子ホール効果の起こる領域において，試料の左右に電位差ではなく温度差をつけると，磁
場中で試料の上下に電位差が発生することを明らかにしました．これは，熱電効果の一つであるネルンスト効果に対
応する量子現象といえます．この量子ネルンスト効果や，その逆効果である量子エッティングハウゼン効果を用いる
と，ナノスケールで熱と電気の間の変換が可能になります．これにより，従来とは全く異なる種類の新しい動作特性
を持つナノデバイスの開発につながると期待できます．本研究では，この方向をさらに押し進めて，温度差によって
生成された熱流が引き起こす様々な量子現象「熱量子効果」を探索します．例えばアハラノフ・ボーム・リング（AB
リング）を挿んで温度差をつけると，アハラノフ・ボーム効果による干渉によって熱伝導率が磁場によって激しく変
化する現象が予想され，「熱スイッチ」への応用が考えられます．理論およびシミュレーションの専門家である中村・
米満・大谷・羽田野・白﨑と実験の専門家である遠藤・長谷川の共同研究によって，熱量子効果を利用した新しいナ
ノデバイスを考案の上，実験的に動作確認を行います．

 エネルギースパークリングを可能とする燃料電池／電池 (FCB) の開発
教授 堤 敦司

 マイクロ波パルスドップラーレーダによるリアルタイム波浪観測に関する研究
准教授 林 昌奎

 電気融合による生体内への耐凍結・乾燥物質の高速高効率導入バイオチップの開発
准教授 白樫 了

 海域肥沃化技術の評価ツールの構築
准教授 北澤 大輔，東京大学・准教授 多部田 茂

　人工湧昇流，密度流拡散装置，海洋滋養などの海域肥沃化技術の効果を予測するための生態系モデルを開発する．

 3 次元温度場を創成するための積層立体チャネルチップの製作・制御技術の構築
准教授 土屋 健介
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 ナノプローブを用いた高精度電位測定とナノ構造中電子状態の解明に関する研究
准教授 髙橋 琢二

 混雑状況下における人物追跡にもとづく行動解析
准教授 佐藤 洋一

 集積構造変換型可逆発光スイッチの設計と新規な有機記録材料への展開
教授 荒木 孝二

　固体中での分子集積構造の違いに基づく有機固体発光制御が可能であり，可逆的発光スイッチ能を示す新規な有機
記録材料が開発できることをこれまでに実証している．本年度は，新規な集積構造変換型可逆発光スイッチの探索を
行い，フェニル基とイミダゾピリジンとの間に分子内水素結合が存在する新規なフェニルイミダゾピリジン系化合物
を設計・合成した．この化合物は，固相において励起状態における分子内プロトン移動（ESIPT）によるストークス・
シフトの大きな強い発光を示すことが判明した．さらに，結晶構造の違いでその発光色が異なること，その結晶構造
を溶融状態からの冷却速度で制御できることを見いだし，新規な集積構造変換型の発光色スイッチの実現に成功した．
分子内芳香環同士の角度の違いが励起状態での ESIPT過程を介して顕著に増幅されたものと考えられ，新しい機構
の集積構造変換型可逆発光スイッチを提案することができた．

 フルオラス相互作用を用いる機能性糖鎖デバイスの構築
教授 畑中 研一

　本研究では，フルオラスタグを有する糖鎖プライマーの細胞による糖鎖伸長について詳細に検討することを目的と
する．また，培地中に得られる糖鎖伸長化合物のアグリコン中に導入した複数のフッ素原子を利用してフルオラス材
料に固定化し，糖鎖に特異的に結合するタンパク質（毒素，ウイルスなど）を認識して除去する医用デバイスを構築
することを目的とする．現在，フッ素原子を有する糖鎖プライマー（フルオラスプライマー）の合成，細胞によるフ
ルオラスプライマーへの糖鎖伸長反応，フルオラスタグを有するグリコシドの溶解性の検討，フルオラスタグを有す
るグリコシドのフルオラス材料への固定化について研究している．

 雰囲気制御型走査プローブ法によるダイヤモンド表面のナノ化学修飾
教授 光田 好孝

　ダイヤモンド表面のダングリグボンドを水素終端した場合には，負の電子親和力・優れた p型半導体特性・撥水性
を示すのに対して，酸素終端の場合には，正の電子親和力・高い絶縁性・親水性を示す．このため，表面電気伝導を
利用して，電界効果型トランジスターなどの電子デバイスが試験的に作製されている．しかし，表面構造をナノレベ
ルで制御する方法は未だ確立されておらず，デバイス作製プロセスとして表面終端構造の制御プロセスの開発が必要
不可欠ある．本研究では，ダイヤモンド表面の電気伝導特性を変化させる終端原子（水素・酸素）に着目し，走査型
プローブ顕微鏡を利用した電子衝撃反応を用いて，ダイヤモンド表面への原子の吸着・脱離過程について動的に測定
することを目的とする．本年度は，水素終端表面に対して大気環境下での表面改質実験を行った．SPMプローブの
電流像からは伝導性を有する領域と絶縁領域が明瞭に区別できることが見出されたが，± 10 Vの電圧印加領域にお
いて伝導領域の変化は生じていなかった．これより，表面 C-H結合の解離に必要な実質のエネルギー，フラックス
が少なくともそれぞれ 10eV，1 nA/φ1µm≒ 1kA/m2程度であることが見積もられた．このことはφ10 nm以下のス
ポットに 10-100nAの電子を照射可能な超高真空中での置換反応実験の必要性を示唆している．

 血流を積極的に導入する再構築形肝組織移植デバイスの実現可能性検証
教授 酒井 康行

　本研究は，血流を積極的に導入する再構築形肝組織の構築を目指し，in vitro・in vivoにおける組織形成プロセスを
相互に最適化することを通じて，その実現可能性を示すことを最終目的とする．具体的には，まずは，in vitroで移
植に最適化されたデバイスを構築し，そのデバイス上で肝前駆細胞を育成することで，機能・組織形成の最適化をめ
ざす．次に，デバイス内に血流を積極的に導入する移植を行い，血管形成や組織形成により高次な肝組織の構築を目
指す．この血流導入肝組織移植システムが実現した後は，マウス ES細胞や間葉系幹細胞から分化誘導された肝細胞
を用い，実際に肝組織移植デバイスが有意な効果を示すか，について検討する．

 金属ナノ粒子のプラズモン光電気化学過程の解明とデバイスへの応用
教授 立間 徹

 機能性錯体と無機微粒子の複合化による新規機能創出
准教授 石井 和之
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　本研究では，光機能性錯体フタロシアニンの持つ大きな電子吸収・発光・磁気光学効果に着目し，シリカ，アルミ
ナ，無機磁性微粒子へフタロシアニン錯体を坦持することで，新規有機－無機複合微粒子の科学の開拓を目的とする．

 気液混在マイクロ・ナノ化学プロセスの開発
准教授 火原 彰秀

 交差点事故を減らせ！固定型と移動型センサによるリアルタイムネットワークセンシング
教授 柴崎 亮介，特任助教（東大）邵 肖偉

 高速水中音響ネットワークシステムの開発
特任助教（浅田研）韓 軍，教授 浅田 昭

　地殻変動観測ロボットを監視制御するため，ノート PC信号処理制御の PPP（Point to point protocol）による
100kbps水中音響 LAN試作器をほとんど手作りで独自に開発試作し，実用性能を達成した．この成果を基に，
600kbpsの近距離「高速水中音響ネットワークシステムの開発」を考案し科研費（基盤（B））に採択された．フィー
ドフォワードフィルタとフィードバックフィルタから成る自適応デジタル復調器を設計しマルチパスに対する補償効
果をシミュレーションで検証し，フィルタの最適アルゴリズムを選定した．初年度で 600kbpsの伝送レートを達成し，
実用化に向けて，キャリア周波数（3MHz）が高いため狭かったトランスジューサの指向幅（2°）を曲面素子を用い
て 30°に広げて，信号処理制御を DSPで行う小型システムの開発研究行っている．この水中音響 LAN技術は多くの
水中計測装置のデータ伝送や動作状態の監視制御への応用が期待される．

 地中埋設管のライフサイクルコスト低減のための埋設・更新・維持管理方法の提案
准教授 桑野 玲子

 溶融塩－シリコン交換反応によるβ－鉄シリサイド半導体創製の物理化学
教授 森田 一樹

 サブハライドを原料として利用するチタンの高速製造法
教授 岡部 徹

　資源が豊富なチタンは，アルミニウムに次ぐコモンメタルになる可能性を有しているにもかかわらず，他の量産金
属に比して生産量は少なく，構造用の量産金属としては，ほとんど普及していない．この主な理由は，鉱石（チタン
酸化物：主な不純物は鉄）を還元して高純度の金属を製造することが非常に困難で，製造コストが高いためである．
本研究では，サブハライド（チタンの低級塩化物：TiCl2あるいは TiCl3）を原料として用い，チタンを高速かつ低コ
ストで効率良く製造する独創的な新しいタイプの還元プロセスの開発研究を行う．本プロセスは今後発生量の増大が
予想される塩化物廃棄物やチタンスクラップの処理にも応用できるため，高度循環型社会の構築を目指す上でも重要
な基盤プロセスとなり得るものである．

科学研究費 : 基盤研究 (C)6. 

 単結晶酸化膜上の貴金属単原子層の作製および電子物性と反応性の研究
顧問研究員（岡野研）村田 好正，教授 岡野 達雄

 ナノ界面構造最適化のための実空間有限要素法による第一原理計算の高度化
教授 吉川 暢宏

　表面や界面での原子挙動を把握した上で，適切な強度評価を行なうため，大規模原子系の第一原理計算を効率よく
実行するアルゴリズムを開発した．並列計算との整合性の高い実空間法の枠組みで検討を行い，高速計算が可能なシ
ミュレーションソフトウエアを作成した．結晶構造からなる界面問題の解析を通じて，その有効性を確認した．

 電磁流体乱流のダイナモ効果の実証とモデリング
准教授 半場 藤弘，助教（半場研）横井 喜充

　宇宙地球物理や核融合工学などの分野で見られる電磁流体乱流には，乱流拡散効果に加えて大規模な磁場が生成さ
れるダイナモ効果など興味深い現象が見られる．大規模磁場の発展を理解し予測するため電磁流体乱流のレイノルズ
平均モデルが提案されているが，十分な検証が行われていない．そこで本研究では，電磁流体の非一様乱流の数値計
算を行いダイナモ効果の実証とモデル化を行う．まず低レイノルズ数のチャネル乱流の DNSを行い電磁流体の LES
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モデルを検証する．次に中レイノルズ数の LESを行い乱流起電力などの統計量を求めダイナモ効果の実証を行い，
その効果を適切に表現するモデル方程式の構築をめざす．

 ナノギャップ電極を用いた単一 InAs 量子ドットの電子状態の解明と素子応用の探索
助教（平川研）柴田 憲治，教授 平川 一彦

　本研究では，単一の自己組織化 InAs量子ドットに対して，その上から直接ナノギャップを有する極微細電極を形
成して単一電子トランジスタ構造を作製し，電極構造やクーロン，電子スピン相互作用，テラヘルツ電磁波などを用
いて，系の電子状態が多彩に制御できることを実証し，新しい素子への応用を探索することを目的として研究を行っ
ている．本年度は，素子のトンネル抵抗と帯電エネルギー，軌道量子化エネルギーを制御することで，80Kを超える
高い近藤温度を得ることに成功した．また，素子作製の歩留まりを向上させるために，電子線リソグラフィー技術を
用いて加工した基板上に量子ドットを成長することで，InAs量子ドットの形成位置の制御を行った．

 ナノ集積構造変換で制御される有機固体発光の増幅機構設計
助教（荒木研）務台 俊樹

　一般に有機固体発光材料の発光特性は，構成分子を合成化学的に修飾することで制御される．一方，固体中の分子
パッキングを変化させ，化学構造変換をともなわずに分子間相互作用や分子のコンホメーション変化を通じて電子状
態を制御するという新しい方法論が近年注目されているが，大きな発光特性変化を実現した例は少なく，高機能な有
機固体発光材料の実現にはさらなるブレークスルーが要求される． 以上をふまえ本研究は，分子のコンホメーショ
ン変化に基づく電子状態変化を「増幅する」機構を分子レベルで組み込むことを着想した．本年度は，二つの芳香環
を有する蛍光性分子について，芳香環がつくる二面角の違いによって，青緑色と黄色という異なる固体発光を発現さ
せ，さらにこれら二色発光をヒートモードスイッチングすることに成功した．

 可溶性交互共重合ポリイミドを用いる有機電子材料の開発
教授 工藤 一秋

 属性を付与された要素から成るネットワークモデルに関する研究
教授 藤井 明

 国際的流通・移転性を目指した運輸多目的衛星からの環境・災害情報基盤処理技術の確立
講師 竹内 渉

　本研究は，運輸多目的衛星（MTSAT）による環境・災害情報観測を対象に，中期的展望を見据えた，アジア地域
での標準技術の一つとなるべき国土基盤情報処理技術の確立を目的とする．3年間という短い実施期間を考慮し，次
の 3点に焦点を絞り技術開発を行う．1）放射量補正，幾何補正，地図投影といった重要でありながら軽視されがち
な低次補正技術の精度を実用要求レベルまで引き上げる，2）統合的可視化，大規模火災と洪水情報の抽出，地図化
処理済み画像および環境・災害情報の配信，といったアジアで需要の高い要求事項に焦点を絞り，一連の基盤処理技
術を確立する，3）国際的な流通・移転性を目指し，基盤処理技術をソフトウェアとしてパッケージ化し，既に一定
の実績があり，課題解決型の研究課題を有する国内外の研究協力機関に絞り込んで技術移転を行う．

 ナノ流体デバイスによる分子ソーターの開発
助教（藤井（輝）研）山本 貴富喜，教授 藤井 輝夫

　幅や高さが数十 nm サイズのナノ流路を利用して，生体分子を 1 分子ずつ検出しつつソートする分子ソーターを実
現するために必要な要素技術の開発を目的とする．

 プロテオミクス基盤技術としてのオンチップ無細胞遺伝子工学創成
助教（藤井（輝）研）野島 高彦，教授 藤井 輝夫

　特定 DNA 分子を混合物中から単離する DNA 分離用キャピラリー電気泳動マイクロ化学チップを開発し，これを
無細胞蛋白質合成マイクロチップと一体化することによってバイオハザード施設における作業に依存しない，無細胞
遺伝子工学を実現する．

 ナノヒーターの製作とその局部温度センシングによる分子熱力学的メカニズム分析
准教授 金 範埈
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 ひび割れがコンクリート構造物の劣化に及ぼす影響のリスク論的評価と維持管理計画
技術専門員（加藤（佳）研）西村 次男，准教授 加藤 佳孝

　本来，コンクリートは高耐久材料であるとともに，ひび割れが発生しやすい材料であることも事実である．最近で
は，グリーン購入法の施行とともに利用が促進された高炉セメントを用いたコンクリート構造物において，ひび割れ
発生事例が多く存在し，受発注者の頭を悩ませている．いつ，どのようにして発生したひび割れが，その後の構造物
の耐久性にとって有害であるかを判断できる材料を揃えること，また，このような実験的な事実の，竣工検査や維持
管理業務への活用方法を検討することも重要なことである．本研究ではひび割れがコンクリート構造物の劣化に及ぼ
す影響を実験的に把握するともに，得られた知見の活用方法（主に維持管理）の検討を行うことを目的としている．

 化学反応モデルを組み込んだ LESの開発とマイクロスケールの汚染物質挙動の解明
准教授 黄 弘

　本研究は，建物及び道路周辺や市街地などの屋外空間を対象とし，熱伝達・物質輸送・化学反応を組み込んだ新し
い Dynamic型 LES大気汚染質予測モデルの開発と検証をおこなっている．

 サーファクタントエピタキシー法を用いた金属／セラミックス多層膜の構造制御と物性
助教（山本研）神子 公男，教授 山本 良一

 光合成反応中心機能分子群のレドックス電位計測
教授 渡辺 正

　酸素発生型光合成生物は，二つの光化学系の反応中心で一次電子供与体が電荷分離反応を引き起こし，続く一連の
電子伝達により，光→化学エネルギー変換を行う．しかし，数十段階のエネルギー･電子伝達を経ながら量子収率
100%という驚異の効率を支える機能分子間の電子エネルギー準位チューニングと，強力な酸化力を生み水から電子
を引き抜く仕組みは大半がブラックボックスにとどまる．本研究は，その全容解明を目的に，機能分子のレドックス
電位の精密計測を行うことを目的とする．今年度は，光化学系 IIの電子受容体であるフェオフィチン aとプラスト
キノンの酸化還元電位を分光電気化学的手法により精密に実測することに成功し，水から引き抜かれた電子の伝達機
構および光化学系 IIが生み出す酸化力についての議論を刷新した．

科学研究費 : 萌芽研究7. 

 ナノメートル領域における超微視的粘弾性スペクトロスコピー
教授 酒井 啓司，技術職員（酒井（啓）研）平野 太一

　本研究は，液体をはじめとするソフトマテリアル表面をナノメートル分解能で観察する新規の手法の開発を行う．
これは我々が独自に開発した電界ピンセット技術を用いて材料に非接触・非破壊のまったく新しい走査ナノプローブ
手法を構築するものであり，またナノ領域のレオロジーという新規の研究領域を開拓する先駆となる技術を創生する
試みである．これまでに空間分解能数 µm程度の領域において，材料の表面張力，粘性および弾性を定量的に評価し
つつ，プローブの走査によってこれら物性量の 2次元マッピングを行う測定装置を作製した．さらに特に厚みが nm
程度の薄膜において，その粘弾性を調べる新しい電界ピンセット技術を開発し，塗布乾燥過程における物性変化をリ
アルタイムで計測する試みを進めた．

 誘電分光による生体内の結合水測定と生体の劣化予測に関する研究
准教授 白樫 了

 有機ピエゾクロミック発光材料創製に向けた双安定相のナノ構造設計
教授 荒木 孝二

　圧力で発光色が変化するピエゾクロミック発光特性を示すペリレンアミド誘導体は，固体中での水素結合と分子
パッキングを競合因子として用いて双安定相を発現させるという新しい概念で分子設計された新規な機能性固体発光
材料である．本年度は，双安定集積構造を発現するための分子構造要因の解析，集積構造と発光色との関連に関する
詳細な解析をおこない，ピエゾクロミズム特性発現のための分子構造要因の詳細を明らかにした．また水素結合部位
となるアミドをエステルに変換した化合物群について検討した結果，圧力により単分子発光とエキシマー発光のス
イッチが可能であること，さらには可塑剤による固体物性の制御により，圧力印可時のみエキシマー発光に変化する
新しい有機ピエゾクロミック発光材料となることを明らかにした．

 細胞を用いる糖鎖生産とEGFRリン酸化阻害剤の開発
教授 畑中 研一
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　本研究は，EGFRのリン酸化を阻害する活性を有し，抗癌剤として有用な GM3類似体及びリゾ GM3類似体とその
オリゴマーを構築し，それらの化合物のリン酸化阻害やシグナル伝達について詳細に調べることを目的とする．現在，
細胞を用いた糖鎖生産の高効率化と体系化オリゴ糖のオリゴマー化糖脂質類似体およびそのオリゴマーの EGFRリ
ン酸化阻害について研究している．

 豪雨と地震の同時期生起に対する盛土のマルチハザード分析
教授 古関 潤一，教授（足利工大）西村 友良

　豪雨と地震の同時期生起による盛土のマルチハザードを対象に，豪雨による飽和度の変化とその後の地震荷重が盛
土の安定性におよぼす影響を定量的に評価することを目的とした検討を実施する．最終年度である本年度は，三軸試
験時にセル圧の制御を行って地震時の応力状態の変化をより正確に再現するとともに，供試体の非排気状態もより厳
密に再現した条件下で，稲城砂の繰り返しせん断強度変形特性に及ぼす飽和度の影響を明らかにした．さらに，セル
圧の制御を行うことにより，三軸伸張側のみにひずみが累積する傾向を低減できるとともに，非排気状態のより厳密
な再現が，繰り返しせん断強度特性に顕著な影響を及ぼすことを明らかにした．

 水銀圧入法によるインクボトル構造を有するセメント硬化体中の空隙分離抽出手法の確立
准教授 岸 利治

 微生物機能を利用した既存土構造物の耐災性向上技術の評価手法の開発
准教授 桑野 玲子

 複雑な構造体中に微量分散する白金族金属の新規な高効率回収法
教授 岡部 徹

　自動車触媒の基幹素材である白金族金属の高効率リサイクルは緊急の課題である．しかしながら，湿式法は強力な
酸化剤と長時間処理を必要とするため処理困難な廃液が発生する．このため，湿式法を実用化するためには，「強力
な酸化剤が不要で，かつ処理時間の短い白金族金属の新回収プロセス」の構築が必要不可欠となる．そこで本研究で
は，強力な酸化剤を使用しなくても酸に溶解する白金複合塩化物を予め合成する手法を確立することを目的とする．

 3 次元フォトニック準結晶に関する研究
准教授 枝川 圭一

科学研究費 : 若手研究（A）8. 

 レーザー光による液体ナノ微粒子の生成技術の開発と微小表面物性の研究
助教（酒井（啓）研）美谷 周二朗

　ナノテクノロジーの重要性の高まりとともに，液体をナノメートルオーダーで操作する技術の必要性が高まってい
る．本研究では，レーザー光の放射圧を用いることで直径 10nm の極小液体粒子を生成する技術の開発，および極小
液体粒子の表面物性ならびに粘弾性を直接観察することを目的とする．本年度は，液体粒子表面の振動状態を顕微鏡
観察することで微小領域での表面物性・粘弾性を計測するシステムを構築し，バルク状態とは異なる粘性緩和現象が
微小領域に見られることを明らかにした．現在，極小液体粒子の連続生成技術の構築を進めている．

 量子ホール系端状態における局所的スピン偏極率決定
准教授 町田 友樹

　量子ホール系は二次元電子系の電子スピンと母体材料である半導体原子核スピンの相互作用が電気伝導特性に顕著
な影響を与える特異な系である．量子ホール端状態および量子ホールバルク状態を利用した 2種類の核スピン制御手
法を駆使して，極めて長いコヒーレント時間が期待される CdTe核スピン制御，および核スピンをプローブとした量
子ホール系における局所的電子スピン偏極率の決定と電子スピンダイナミクスの検出を目的に基礎・応用両面研究を
行う．

 部分放電診断に関する数理的研究
准教授 鈴木 秀幸

　部分放電は，高電圧システムにおいて絶縁の劣化やエネルギーの損失をもたらす現象であるため，その解析・診断
は高電圧システムの運用において実用上重要である．しかし，実際に測定される部分放電データのふるまいは非常に
複雑であり，データからの解析・診断は容易ではない．本研究は，この部分放電の複雑なふるまいを数理的な立場か
ら理解し，その数理的理解を基盤として既存の解析・診断手法を数理的に解析し，さらに新しい解析手法を構築する
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ことを目的とする．また，本研究の目的を達成するために必要な，様々な部分放電モデルの数理的解析を行う．

 新規階層型多孔質物質郡の合成，体系化，機能
准教授 小倉 賢

 バイオ燃料の増産は世界の水危機状況においても許容されるか？
准教授 鼎 信次郎

　一見したところ地球にやさしいバイオ燃料であるが，その増産は，世界水資源の不安定化や，それによる食糧セキュ
リティの不安定化などの恐れを孕んでいる．本研究では，世界水資源の持続安定を踏まえた上で受容可能なバイオ燃
料作物の増産可能量を，世界で初めて明示したい．すなわち本研究の「問い」は，「今後の想定される人口増加，経
済発展，気候変動の下で，食糧セキュリティも踏まえた上で，どの程度までのバイオ燃料の増産ならば水資源の持続
可能性の面から見て acceptableであるか？」というものである．

 シリコン拡張CPGによるMEMSデバイスの制御
准教授 河野 崇

 ダイナミックマイクロアレイによる一細胞の網羅的解析デバイス
准教授 竹内 昌治

 単電子トランジスタを用いた単一光子発生素子
特任准教授 中岡 俊裕

科学研究費 : 若手研究（B）9. 

 フェムト秒光パルスを用いた反強磁性体の超高速磁化制御
助教（志村研）佐藤 琢哉

　反強磁性体の磁化ダイナミクスは強磁性体よりも桁違いに高速であることが理論的に予測されている．本研究では
反強磁性体 NiOを試料として，予測を実証するとともに磁化の超高速制御を試みる．今年度は測定装置の立ち上げ
を行い，ポンプ -プローブ測定を開始した．円偏光励起によりサブ psの超高速逆ファラデー効果を見出した．これ
は 3次非線形光学過程として記述され，光によって磁化を誘起できたことを示している．

 鉄筋コンクリート柱部材の地震時ひび割れ量進展過程における動的効果の解明
助教（中埜研）高橋 典之

　鉄筋コンクリート柱部材について，地震時の損傷量（ひび割れ幅のほか，ひび割れ長さ，ひび割れ密度などが挙げ
られる）の進展過程に着目し，静的載荷実験を実施し，各損傷量の測定方法について検討を行うとともに，ひび割れ
量の進展過程の定量的評価モデルの開発を行った．

 アルミダイカストの効率的リサイクルのための欠陥許容設計法に関する基礎的検討
研究員（吉川研）桑水流 理

　アルミダイカスト材料の製造プロセスを通じて生来的に含まれる欠陥について，詳細情報を X線 CTにより取得し
ミクロスケール有限要素モデルを構築して，疲労強度発現機構を解明する．欠陥周りの詳細な応力解析により，応力
集中係数を評価し，実験的に得られた疲労強度を修正する．修正された疲労曲線から，実用上許容可能な欠陥寸法を
決定する．

 相互作用を持つ開放量子系の解析と電気伝導理論への応用
助教（羽田野研）西野 晃徳

　本研究の第一の目的は，相互作用を持つ開放量子系を扱うための解析的手法を開発することです．考える系は相互
作用共鳴準位模型，s-d模型， アンダーソン模型など，従来閉じた系として扱われてきた量子ドットに導線をつなぎ，
開放量子系とした系です．ベーテ仮説法を拡張して，多体散乱状態を具体的に構成し，相互作用がある場合に現れる
現象を理論的に解明します．この多体散乱状態の粒子数無限大極限で非平衡定常状態を実現し，メゾスコピック系の
電気伝導理論に応用することが第二の目的です．左右の導線に有限の電圧差がある状況で，相互作用の効果を非摂動
的に扱い，量子ドットに流れる電流の計算を試みます．また，得られた結果を従来の非平衡グリーン関数の摂動計算
と比較します．
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 単一電子トランジスタを用いた量子ホール系の局所核スピン偏極検出
特任助手（町田研）川村 稔

　二次元電子系上に作製した単電子トランジスタを用いて，量子ホール系における局所的な電子スピン偏極および核
スピン偏極に関する実験的な情報を得ることを目指す．

 バイオマスの相互作用に着目した熱分解・ガス化反応機構と速度の解析
助教（堤研）伏見 千尋

 マルチエージェントシステムを利用したパニック発生のメカニズムに関する研究
特任研究員（須田研）鍋島 憲司

　都市の各種の交通規制を盛り込んだグラフモデルを作成し，その上でマルチエージェントシステムを援用すること
により，より高い確率で二次災害が発生するノードを明らかにした．

 センサと電源を用いないアクティブ振動制御システム
准教授 中野 公彦

 マイクロ加工技術を応用した現場型金属イオン定量分析装置の開発と実海域展開
特任准教授 福場 辰洋

 複素ニューラルネットワークの非線形ダイナミクス解析とその工学応用に関する研究
助教（合原研）田中 剛平

 カテゴリの共起に基づく物体の識別と検出
助教（佐藤（洋）研）岡部 孝弘

 ダイヤモンドの窒素終端構造の形成と電気伝導性評価
助教（光田研）野瀬 健二

　ダイヤモンド表面はダングリングボンドの終端状態により，表面近傍のバンド構造や電子親和力が変化することが
知られている．これらは水素終端による p型表面伝導層や，電子の電界放出の閾値の変化として観察されている．本
研究では，これまで報告の無い窒素終端構造の実現とその電気伝導性評価を目標に研究を進めている．初年度である
2008年度では，バイアス処理とシーディング処理の違いによる水素終端表面からの電子放出の安定性を評価した．
また，溶液反応を通じた表面状態の制御を試みた．電子放出においては微細な二次形成核を有する多面体のダイヤモ
ンド粒子からの電子放出が 1 MV/m程度と極めて低い電界強度で生じることが明らかとなった．シーディングにおい
ても同様の放出が見られたが，初期粒子の晶癖面がクリアでアモルファス成分の少ない粒子からの電子放出は抑制さ
れることが確認された．溶液処理においてはアンモニア水溶液中での正負のバイアス印加を行うことにより表面状態
が変化し，電子放出特性が消失することが確認された．

 無容器浮遊法による機能性チタン酸化物球状ガラスの開発
助教（井上研）増野 敦信

 パルススパッタ堆積法による単結晶薄膜で形成された FBARの作製
特任助教（藤岡研）井上 茂

 マイクロ粘弾性流動の可視化計測と流体制御への応用
特任研究員（藤井（輝）研）木下 晴之

　粘弾性流体は流れ場のせん断力に応じてミセルと呼ばれる弾性を持った球状または紐状の構造体を形成する．その
結果，流体としての粘性が局所的に変化し，特異な流動現象が発生する．本研究では，この複雑流動を引き起こす原
因であるミセル構造体に注目し，その流れの可視化や計測を行っている．
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 地震に弱い組積建物を廉価で簡単な方法で補強する設計ツールと普及のための教材の開発
特任助教（目黒研）パオラ マヨルカ

 危機対応図上訓練シミュレーターの開発
特任研究員（目黒研）秦 康範

 病院向け災害対応 eラーニングシステム構築パッケージの開発
准教授 大原 美保

　災害時に防災拠点となる病院においては，来るべき災害に備えて日頃から職員の災害対応力を向上させておく必要
がある．本研究では，病院内イントラネットを活用して医師・看護師・事務職員等の災害対応力を高めるための eラー
ニングシステム構築パッケージの開発を行っている．あらかじめ様々なハザードや病院特性を踏まえたラーニングコ
ンテンツを用意し，病院側がハザードおよび病院特性に合わせてこれらを選択して組み合わせることにより，自分に
適した eラーニングシステムをカスタマイズすることができる．2008年はハザードに応じた学習事項の選定を行う
とともに，コンテンツのパーツを試作した．

 in silico 創薬スクリーニングのためのドッキング評価関数の開発
助教（上條研）小野寺 賢司

 バイオマス炭化物を燃料とする炭素駆動燃料電池の基礎研究
特任准教授 望月 和博

科学研究費：若手研究（スタートアップ）10. 

 複数の自律型水中ロボットの連携による海底面の広域画像マッピング手法
助教（浦研）巻 俊宏

　本研究では海底を広域にわたって画像マッピングする手法として，相対位置計測が可能な複数の自律型水中ロボッ
ト（Autonomous Underwater Vehicle， AUV）が交互に着底してランドマークとなることで広範囲・高精度なリアルタ
イム測位を行う「Leapfrog（馬とび） Positioning」を提案する．そして提案手法のキーテクノロジーである，音響によ
る AUV同士の相対測位・通信手法の研究開発を行う． 本研究の成果は学問（地学，生物学，地球化学，考古学など）
だけではなく，捜索・救助，資源探査，港湾施設の保守点検，テロ対策などさまざまな分野に役立つと期待される．

科学研究費 : 奨励研究11. 

 バイオエタノールの吸着分離プロセスに適した竹活性炭の開発
技術専門職員（迫田研）藤井 隆夫

特別研究促進費12. 

 2008 年中国四川省の巨大地震と地震災害に関する総合的調査研究
教授 小長井 一男

　2008年 5月 12 日に中国四川省汶川県付近を震源とするマグニチュード（M）8.0（中国地震局）の巨大地震が発生
し，死者 7万人を超えると推定される甚大な被害がもたらされた．この巨大地震は，四川盆地とチベット高原の境界
部に位置し，北西―南東方向の圧縮力による逆断層運動によって生じたと考えられる．断層の長さは 200km以上と
推定され，内陸部で発生した地震としては最大級の地震である．この地震は，インド大陸の北上に伴ってユーラシア
プレートの内部が広域にわたって変形することが原因で発生したと考えられるが，プレート内部の変形の詳細は必ず
しも明らかになっていない．内陸部でM8級の巨大地震が発生する可能性は，我が国でも指摘されているが，近年発
生した最大規模の被害地震は平成 7年兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）で，M7.3，断層の長さ 50km程度であり，
M8級の巨大地震の発生機構は十分に明らかにされていない．中国四川省の巨大地震によってもたらされた地震災害
を，我が国の学術的知見を活用し，内陸の巨大地震の発生機構の解明，巨大地震によって生じる地殻変動の解明，さ
らに巨大地震の地震動による山間部での斜面災害の発生機構の解明，建築物・土木構造物の被害の実態解明などの観
点から総合的な調査する．これらによって，中国における二次災害の軽減と復興戦略策定に貢献するとともに，将来，
我が国で発生し得る内陸巨大地震の発生機構の解明とその地震災害の軽減，および合理的な復興戦略の策定に資する
データを得ることが，本研究の目的である．
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1．研究課題とその概要

特別研究員奨励費（DC）13. 

 単成分液体における液体・液体相転移の外場制御
大学院学生（田中（肇）研）村田 憲一郎

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

 多分散コロイド系のガラス転移現象における流体力学的相互作用の役割
大学院学生（田中（肇）研）川崎 猛史

　多分散コロイド系 (粒径に分散を有するコロイド系 )では，体積分率の増大に伴い，無秩序を維持したまま粒子の
運動が凍結され，ガラス転移現象を引き起こす．本研究では，計算機的手法（Brownian Dynamics 法）を用いて，ガ
ラス転移点付近における，二次元系の粒子の構造・ダイナミクスを解析した．構造面では，六回対称性を測る秩序変
数を計算した．すると結晶的中距離秩序がアモルファス中に存在していることを見出した．また，ダイナミクスに関
しては，ガラス転移現象の起源と考えられている動的不均一性を確認した．さらに， 構造とダイナミクスを比較した
ところ，結晶的中距離秩序を形成している粒子は非活性化しており， 秩序の低い粒子は活性化しているという傾向を
見出した．また，結晶的中距離秩序の空間分布と動的不均一の空間分布に関しても大いに相関が見られた．従って，我々
はガラス転移点付近における，結晶的中距離秩序の存在は，動的不均一性の起源の一つであるという見解を得た．

 超高分解能散乱スペクトロスコピーによる複雑系の内部ダイナミクスの研究
大学院学生（酒井（啓）研）南 康夫

　物質中では，熱揺動によって起こる密度の揺らぎがフォノンとなって常に伝搬しており，フォノンの伝搬する様子
を観察することで，媒質中のさまざまな自由度と結合しそのエネルギーが流れていく過程を知ることができる．光散
乱（Brillouin散乱）によりフォノンの伝搬する様子を調べることが可能である．しかし，Brillouin散乱を利用した方
法には，フォノンと光の相互作用時間が十分に長くない場合には測定精度に不確定性が生じるといった問題があり，
さらに，光散乱能が小さいため，測定に長時間を要するといった問題があった．そこで，本研究では以上の問題を解
決すべく，周波数分解能の向上，測定の迅速化を図り，超高分解能迅速 Brillouinスペクトロスコピーを完成させた．
このスペクトロスコピーを利用することで複雑系の内部ダイナミクスをリアルタイムで観察可能となる．

 量子ホール系における半導体核スピンの電気的コヒーレント制御に関する研究
大学院学生（町田研）増渕 覚

　量子ホール系における電子スピン－核スピン相互作用を利用して核スピン制御を行い，量子情報技術への応用を目
指す．

 マルチボディダイナミクスによる人と連携するパーソナルモビリティの制御に関する研究
大学院学生（須田研）中川 智皓

　環境にも人にも優しい動力で中・近距離を移動する個人の新しい乗り物（パーソナルモビリティ・ビークル， 
PMV）の検討を行っている．PMVのコンセプトとして，自転車モード・平行二輪車モードの二つの形態を持ち合わせ，
お互いのモードに変換可能で，状況に応じて使い分けることができる乗り物を提案した．自転車モードでは，人の力
と電気の力を効率よく組み合わせて走行できるよう，ペダルをこぐことにより発電機で電力を発生させ，バッテリに
電力を蓄電する．発生した電力により，独立の前後車輪のモータを駆動させ，ドライブバイワイヤを実現し，ステア
バイワイヤにより，前後輪の操舵角を制御するシステムをシミュレーションで示した．また，平行二輪車モードは，
操縦者がステップに立ち，倒立振子の安定化原理を用いた制御方式・重心移動によって移動するものであるが，その
ようなコンパクトな乗り物と歩行者との親和性評価の実験を行い，従来の自転車などよりも高い親和性を有すること
が分かった．

 複合現実感技術による飛鳥京の復元
大学院学生（池内研）角田 哲也

　屋外の遺跡に適用可能な，複合現実感技術による復元 CGモデルの表示システムを開発する．複合現実感における
合成画像の現実感を向上させるために，研究テーマとして光学的整合性の実現，幾何学的整合性の実現（位置合わせ），
オクルージョン（遮蔽）対策の研究に取り組む．具体的な復元対象としては，飛鳥京および川原寺，飛鳥寺を予定し
ている．また，従来の HMDに代わる表示デバイスの開発を行う．
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VI．研究および発表論文

 大規模文化財モデルをインタフェースとしたオンラインデータベースシステム
大学院学生（池内研）岡本 泰英

 文化資源における三次元デジタルデータの利活用
大学院学生（池内研）鎌倉 真音

 ベイズ推定による脳内異種情報統合のモデル化および推定計算の神経機構に関する研究
大学院学生（合原研）佐藤 好幸

　本研究の目的は大きく以下の 2つに分けられる．1．ベイズ推定を用いて人間の異種情報統合を計算論的にモデル
化することにより，その性質・機構の解明に貢献する．2．また統計的推定計算の脳内機構を生物学的に妥当な方法
で実現可能なモデルを考案し脳の情報処理に対する理解を深めると共に，心理実験と生理実験で得られる知識の橋渡
しをすることで実験的研究に対する深い洞察を与える．

 シリコンナノワイヤトランジスタにおける電気伝導特性に関する研究
大学院学生（平本研）チェン J

　シリコンナノワイヤトランジスタは，将来の集積回路デバイスとして非常に注目を集めている．本研究は，その電
気伝導特性を実験により明らかにすることを目的とする．本年度は，（110）基板上のシリコンナノワイヤMOSトラ
ンジスタのアレーの電子移動度をスプリット CV法を用いて世界で初めて正確に測定することに成功した．ナノワイ
ヤトランジスタの移動度は，ワイヤ幅に依存し，側壁の移動度に大きく影響されることを明らかにした．また，（100）
基板上のシリコンナノワイヤMOSトランジスタで幅が狭くなるにしたがい移動度が劣化する現象は，界面ラフネス
散乱に依存することを低温測定により明らかにした．

 量子効果と歪みの相乗効果によるナノスケールMOSFET の高性能化に関する研究
大学院学生（平本研）清水 健

　現在のMOSトランジスタは，微細化のみが性能向上の指導原理ではなく，ひずみ印加や量子効果の利用が必須と
なっている．本研究では，量子効果とひずみの相乗効果により，ナノスケールMOSトランジスタを高性能化するこ
とを目的としている．極めて薄い SOI MOSFETで量子効果により移動度が上昇することを実験により実証した．また，
（110）面の正孔移動度が高電界でも高い移動度が保持される現象に注目し，その起源が従来考えられてきた大きなサ
ブバンドエネルギー差だけでなく，有効質量の変化の影響していることを，極薄 SOI pMOSFETの実験を通して明ら
かにした．

 空間に分散配置された知的デバイスによる環境情報の構造化
大学院学生（橋本研）佐々木 毅

　本研究課題は，知能化空間による観測基盤の構築と空間の観測に基づく環境情報の獲得を行うことを目指したもの
である．柔軟かつ拡張性の高いシステムを構築するため，コンポーネント指向の知能化空間システムの構築について
検討を行う．また，構築した観測基盤により空間の観測を行い，人間の行動，物の特徴や動き，生じた出来事などを
コンピュータが利用可能な形で結び付けること，すなわち，観測によって得られた環境情報を構造化することについ
て研究を行う．

 金属テルリドクラスターの新規合成とその機能開発
大学院学生（溝部研）中川 貴文

 家電製品等から放散する準揮発性有機化合物の放散量測定試験法開発に関する研究
大学院学生（加藤（信）研）徐 長厚

　本研究の目的は，家電製品など室内に設置される製品から放散される準揮発性有機化合物（SVOCs）の放散速度
測定試験法を開発・確立することである．実機の家電製品を実際の使用状態とし，家電製品からの SVOCsの放散速
度測定を可能とする．これにより，家電製品から室内に放散されるフタル酸エステルや燐酸エステルなどの可塑剤や
難燃剤などの SVOCsの室内空気への放散量を的確に評価する．このため，本研究の方法は，チャンバー内で放散さ
れた SVOCsの全量を捕集せず，まず，試験対象製品の放散速度とチャンバー内の濃度との関係を解析し，その関係
からチャンバー内の特定の部分での濃度測定から試験対象製品の放散速度を求める二段階の測定法を実用化する．

 多目的遺伝的アルゴリズムによる自然通風・省エネ・室内環境の最適化
大学院学生（加藤（信）研）樋山 恭助
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1．研究課題とその概要

　サステナブルな都市の実現の可否は，都市から排出されるエネルギーの削減や，テロや天災に強い安全な都市計画
が求められ，その都市を構成する建築群を設計する一人一人の建築家の総合的な設計能力に担うとろこが大きい．設
計の多くの部分を設計者の経験と勘に頼らざるを得ない状況である．本研究ではサステナブルな都市形成を目指し，
遺伝的アルゴリズムや 3次元解析（CFD）を組み込むことで，建築のエネルギー消費量や建築空間の快適性・安全性
を設計段階にて高精度且つ迅速に事前予測を可能にする建築設計ツールを開発する．

 数値解析によるヒートアイランド現象の予測及び評価手法の開発に関する研究
日本学術振興会特別研究員（大岡研）川本 陽一

　ヒートアイランド現象対策の定量的な評価に関しては検討が不十分であると言える．研究グループでは都市を対象
とした温熱環境の解析では有効なツールを有しているが，このモデルの精度向上を目指す．現在用いているメソスケー
ルモデルでは平均的な気象条件を想定している．しかし詳細な検討のためには様々な条件下での解析が必要であり，
雲や雨の影響をモデルに組み込む必要が生じる．都市の温熱環境を詳細に再現できる予測ツールの開発は，ヒートア
イランド対策案の効率的な検討に資することと考える．

 様々な大気安定度での都市境界層流の構造解明とモデル開発
大学院学生（大岡研）渡辺 壮亮

　近年，都市の開発に従い，都市気候と呼ばれる都市特有の気候現象が確認されている．例えば，ヒートアイランド
や都市循環流といった不安定成層の出現，また逆転層などの安定成層の発生がそれである．このような都市気候は，
都市域における気流性状や汚染物の拡散現象に多大な影響を及ぼす．本研究では，風洞実験並びに CFDを行うこと
により，これらの物理構造を解明し，簡便でかつ迅速に精度良く予測する実用的な CFDアプリケーションの開発と
都市域による汚染物拡散の数値予測手法の開発を目的とする．

 大都市における地中熱総合利用ポテンシャルの把握法と最適利用法に関する研究
大学院学生（大岡研）南 有鎮

　本研究は，自然エネルギー有効利用として大都市における地中熱利用のポテンシャル把握法及びその最適利用手法
を明らかにすることを目的とする．具体的には，建物冷暖房に有効とされる地中熱・地下水利用空調システムのため
の適地選定データベースの構築を行う．次に都市部における導入を想定した実大実験及び数値解析手法の開発を行う．
地中熱・地下水利用空調システムの最適運用手法を，環境側面・経済側面（LCC，LCA評価）から提案することを
本研究の目的とする．

 都市環境騒音の伝搬予測におけるハイブリッド音場シミュレーション手法の開発と応用
大学院学生（坂本研）朝倉 巧

　本研究は，居住者に与える都市騒音の影響を調べるために，建築ファサードを介して居室内へ伝搬する騒音に関す
る可聴化シミュレーション手法の開発を目的とする．波動数値シミュレーションによる音響振動連成解析を用いて建
築ファサードの遮音シミュレーションを行い，当手法を応用した居室内へ伝搬する道路交通騒音の可聴化システムに
ついて検討を行った．

 海底地形を用いた測位手法の開発
大学院学生（浦研）中谷 武志

　本研究では，深海底への AUV展開に適した全自動・高精度な自機位置推定手法として，事前調査によって得られ
ている海底深度マップと，ロボットが測距用ソナーによって取得したローカルな地形を照合して，マップ内における
自機位置を推定する手法を開発している．本手法の最大の利点は，海底にランドマークや音響灯台を設置する必要が
なくロボットが単独で測位できることである．本年度は，自律型水中ロボット TUNA-SANDを用いて実海域でリア
ルタイム測位実験を行い，その結果から手法の有効性を確認している．

 高耐圧 LSI 回路とMEMS技術の高度集積化に関する研究
日本学術振興会特別研究員（年吉研）高橋 一浩

 光駆動MEMSアクチュエータの医療用内視鏡への応用
大学院学生（年吉研）中田 宗樹

 貴金属化合物の物理学的研究
大学院学生（前田研）佐々木 秀顕
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VI．研究および発表論文

 複雑構造固体としての近似結晶の塑性変形機構
大学院学生（枝川研）肖 英紀

特別研究員奨励費（PD）14. 

 構造場と音響場の連成メカニズムを考慮した能動的放射音制御
日本学術振興会特別研究員（中野（公）研）貝塚 勉

 概日時計入出力系の分子ネットワークモデル
日本学術振興会特別研究員（合原研）黒澤 元

　生命システムは，劇的に変化する環境にあっても壊れない頑丈さと，重要な環境変化に応答するしなやかさを兼ね
備えています．本申請は，遺伝子とタンパク質の制御によって作り出される概日時計を対象とし，時計のロバストネ
スと，環境サイクルへの応答の両方を実現するための分子ネットワークに，数理モデルの解析と検証実験の双方から，
せまります．

 人と知能化空間とのインタラクションとその観測に基づくサービス設計法の導出
日本学術振興会特別研究員（橋本研）新妻 実保子

　本研究課題は，知能化空間における人と環境（場所やモノ）とのインタラクションを制御し，「人がある場所やモ
ノをどのような目的で使用しているのか」を示す人に対する「場所やモノに対する意味づけを推定することにより，
人の活動内容に応じた柔軟なサービス設計を実現しようとするものである．特に “Spatial-Knowledge-Tag（SKT）”と名
づけた仮想的なタグを用いて，実空間内の 3次元座標と情報とを紐づけ，人の活動れ歴を実空間へ記述する「空間メ
モリ」について検討する．

 神経データにおける情報抽出のための統計解析手法の開発と数理モデル選択
日本学術振興会特別研究員（鈴木（秀）研）藤原 寛太郎

　本研究では，高次統計量をはじめこれまで統計的な扱いの難しかった統計量についての統計解析手法を開発し，理
論的な整備を行うことで新たな実験解析手法を提案することを目指す．新たに開発した統計解析手法を実データに適
用し神経発火を特徴付けることで，神経の情報表現の断片がこれまで用いられてこなかった統計に埋め込まれている
可能性を検証することができる．さらにその上で，実データにあらわれる統計的性質を再現できる最適な神経数理モ
デルの取捨選択を行う．

 MEMSナノ構造による生体物質の選択的認識ラベルフリー検出
日本学術振興会特別研究員（竹内（昌）研）尾上 弘晃

 持続可能なWater Security 政策を支援する統合的水資源評価モデルの開発
日本学術振興会特別研究員（目黒研）川崎 昭如

特別研究員奨励費（SPD）15. 

 マイクロデバイスを用いた均一径リポソームアレイの作製と膜タンパク質機能解析の応用
日本学術振興会特別研究員（竹内（昌）研）栗林 香織

特別研究員奨励費（外国人特別研究員）16. 

 ソフトマター（特に膜糸）の組織化ダイナミクスに関する研究
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員（田中（肇）研）NESPOULOUS， M．

　ソフトマターの大きな特徴は，その時空階層性にある．最近，階層性を内包した液晶としてクロマチック液晶が注
目を集めている．クロマチック液晶は，多くの場合ディスク状の分子の自己組織化により形成される．すなわち，ク
ロマチック分子が棒状の凝集体を形成し，それがあるパッキング密度を超えるとネマチック液晶に代表されるメゾ
フェイズを形成する．この系は，分子，棒状凝集体，液晶秩序という階層的な秩序化様式をとり，そのため，流動場
などにより，中間階層である棒状凝集体に変化を与えることで，液晶秩序を制御できる可能性という点で際立った特
徴を有する．本年度は，クロマチック液晶の代表である，インタール・水混合系において基礎実験を行なった．具体
的には，偏光顕微鏡観察により，ネマチック液晶領域，等方相との共存域，等方相の相境界を，温度，組成の関数と
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して求め，相図を決定した．また，レオメータにより，各相の流動特性の温度，組成依存性を調べた．この過程で，
等方相とネマチック相が共存する際，界面へのアンカリングと弾性変形の競合により，興味深い形態のドメイン構造
が観察された．また，あるずり変形速度以上で，非線形な流動挙動が観察され，このことは，実際に階層的な構造が
流れにより変化していることを強く示唆している．現在，動的光散乱により，この液晶の緩和の階層性についての研
究を行なっている．これらのデータをもとに，非線形流動がどの階層のどのような構造変化に起因しているのかを明
らかにできると期待している．

 ハイパーブランチ構造を有する有機フォトリフラクティブ材料の研究
教授 志村 努，日本学術振興会外国人特別研究員（志村研）Liu， Yingliang

　誘起フォトリフラクティブ材料は，きわめて大きな屈折率変化と，高速な応答を同時に示す優れた材料である．し
かし，ある時間が経過すると相分離や微結晶化などにより散乱が増大し，光学的に使用できなくなってしまうという
欠点があった．われわれは複屈折を引き起こす分子をハイパーブランチ構造を持つ星型分子に付加することにより，
材料の微結晶化を防ぎ，安定した長寿命のフォトリフラクティブ材料の実現を目指して研究を行っている．いくつか
の有機分子につき，フォトリフラクティブ特性等の測定を行った． 

 電場作用下の電極／水界面反応過程の第一原理分子動力学解析
准教授 梅野 宜崇，日本学術振興会外国人特別研究員（梅野研）TOMBA， G．

 導電性高分子アクチュエータおよびセンサの統合化計算モデリング
教授 都井 裕，日本学術振興会外国人特別研究員（都井研）JUNG， W．-S

　近年，ロボット用の高分子アクチュエータあるいは人工筋肉，またスマート材料，MEMSへの応用の観点から，
ポリピロール，ポリアニリンなどの導電性高分子，ナフィオン，フレミオンなどをベースとしたイオン導電性高分子・
金属複合材（IPMC）が関心を集めている．これらの導電性高分子を用いたアクチュエータの動作に関する電気化学・
力学的モデリングについては，いくつかの先行研究例が見られるが，各種の導電性高分子アクチュエータおよびセン
サの設計に適用可能な，一般性・信頼性に富む計算ツールは未だ存在しない．本研究では，これらの高分子アクチュ
エータ・センサの電気化学・力学挙動に対する計算モデリングを確立するための基礎研究を行う．

 半導体量子ドットやシリコンをベースにした次世代光デバイスの開発
教授 荒川 泰彦，日本学術振興会外国人特別研究員（荒川研）BORDEL， D

 生物学的・毒性学的研究ツールとしての異種細胞を同時培養するマイクロ臓器デバイス
教授 酒井 康行，日本学術振興会外国人特別研究員（酒井（康）研）EVENOU， F．

　各種化学物質の効果・毒性のスクリーニングやヒト臓器モデルとして，臓器由来培養細胞とマイクロ化技術の組み
合わせが研究されているが，ヒト個体での影響予測に役立つものは極めて少ないのが現状である．そこで本研究では，
特に予測が困難である物質の臓器間分配の把握を目指して，最終的には同じマイクロ空間に由来臓器の異なる細胞集
団をパターン化する細胞アレイの開発と評価を目指す．その第一段階として，ここでは，正常臓器の応答を極力模倣
するために，個別細胞をなるべく in vivoの状態に近づけて培養することを目指し，人体での薬効・毒性評価にとっ
て最も重要なターゲットである肝組織について，自己組織化を誘導するような三次元構造や酸素供給等の工学的因子
に着目した最適化を行うことを目的とした．期待される効果としては，簡便で他検体処理に適したマイクロプレート
フォーマットで最小限の三次元組織を形成することで，簡便性とヒト肝代謝の予測性に優れた新たな培養系の構築で
ある．

 交通需要の確立変動を考慮した信号制御のインターグリーン時間の設計
教授 桑原 雅夫，日本学術振興会外国人特別研究員（桑原研）TANG， K

　インターグリーン（黄＋全赤）時間は交差点の信号制御において安全性・容量の両面で重要である．特にムーブメ
ント制御手法を施した多現示制御の場合には現示切り替わりの順序が難しくなり，頻度が高くなるため，インターグ
リーン時間の設計は極めて重要になる．しかし，今まで交通信号の手引で推奨されている設計方法は静的な交通流モ
デルに基づいて，交通流および利用者挙動の確率的特性を把握できないため，以上で述べたような複雑な交通状況を
十分に考慮できない．そこで，本研究の目的は，確率的安全性評価モデル及び開発している最適化モデルに基づいた
新しい確率的インターグリーン時間設計方法を確立することにある．

 気候変動と人間活動を考慮した総合地下水シミュレーションシステムの開発
教授 沖 大幹，日本学術振興会外国人特別研究員（沖（大）研）HE， B．

　今世紀に予測される地球規模の気候変動（地球温暖化）と人間活動の変化（人口の増加・生活水準の変化）のもと
で，利用可能な地下水資源の変動，地下水利用に伴う生態系への影響についての研究を行う．
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 室内空気質改善及び省エネルギー性向上のための建築設備システムの最適化
准教授 大岡 龍三，日本学術振興会外国人特別研究員（大岡研）SEO， J．

　本研究では，室内空気質改善による人間の快適な環境の実現と共に，建物の消費エネルギーの節約が可能な建築設
備システムの最適化手法を開発する．対象となる建物を選定し，使用予定の設備機器に関する情報を収集する．建物
設備機器の種類をはじめ，エネルギー源，容量，仕様を決める．TRNSYSソフトを用いて，エネルギー負荷を計算
する．収集した情報及び計算結果を用いて，実際の建物における最小消費エネルギーを解析する．解析手法として既
に検証されている遺伝的なアルゴリズムをこの解析で適用し，消費エネルギーが可能な建物設備機器の組み合わせを
行う．

 マイクロ・ナノ加工による生体一分子計測システムの製作と評価
教授 藤田 博之，日本学術振興会外国人特別研究員（藤田（博）研）YAMAHATA， C．

　マイクロピンセットに捕獲した束状のバイオ分子に，力を加えると共に，応力による歪を計測する系を研究した．
20年度は，バイオ分子の弾性変化を液中においてセンシングするために，新しいシリコンナノピンセットの設計と
製作を行った．新たなタイプのピンセットは，(a)力を測るプローブ部分，(b)静電気力による弾性変位を計測できる
プローブ部分で構成した．プローブ部分の変位を 2倍に拡大し，差動静電容量センサで測定した．力センシングプロー
ブの幅は，約 2マイクロメートルで，AFMのビーム構造を有する．この変位は周期的パータンをフーリエ分析をし
て取得した．デバイス作製においては，静岡大学の橋口教授と共同で行った．また，本デバイスをマイクロ流路と組
み合わせることによって，水溶液中の DNAフィラメントの機械的特性を分析した．スライドガラス間に DNA水溶
液を入れておき，ここに，ナノピンセットの腕をゆっくりと入れ，力計測を行った．微小な変化を計測するため，除
振台上に設置したデジタル顕微鏡（Keyence， model VHX-500）で画像を取得し，ファラデーケージにより外部の電気
的なノイズを遮断するなどの注意深いセットアップを構築した．電気的な信号変化は，ロックイン増幅器（NF， 
model LI 5640），LabVIEW interfaceで測定した．このシステムで，サブピセルの解像度（7/1000ピクセルより良い）
が得られ，力を 25pNまで分析した．この数値は DNA一分子の力を分析できるほどの高い感度・精度である．

 個別の生体分子や細胞を評価するバイオMEMS
教授 藤田 博之，日本学術振興会外国人特別研究員（藤田（博）研）DUCLOUX， O.

　SOIウェハを用いて深堀エッチングを行い，微小サイズのシリコンマイクロカンチレバーを作製した．そのサイズ
は，長さが 400ミクロン，幅が 200ミクロン，厚さが 11ミクロンである．またカンチレバーは TbFe/FeCo構造を 25
回繰り返したナノ構造磁歪膜で覆われており，最後に PDMSチップによりパッケージされている．カンチレバー上
方のみで水の負荷が存在するためこのカンチレバーは液体環境下で高い共振周波数と Q値を示した．カンチレバー
は溶液中の細胞濃度を素早く適正に計数する装置として使用する．同様の原理により，更に微小なカンチレバー
（50x10x1.5ミクロン）を作製，パッケージした．これは極少インスリン濃度の正確なモニタリングを目的とする．カ
ンチレバーは SiO2層で覆われ，更に機能化されている．機能化化学溶液により，APTESとグルタルアルデヒドの架
橋結合を用いて抗インスリン抗体の共有結合を可能にする．レーザドップラー速度測定計により，カンチレバーの共
振周波数を測定した．またカンチレバーは光熱効果により動作する．今までバイオセンサ上のインスリン検出は機能
化段階で異なり，再現性が確認されていなかった．直径が 5から 20ミクロンの Ti/Pt電極をガラス基板上にパターニ
ングし，SiO2層で絶縁し，最後に RTVベースにカルシウムイオノフォアと添加物を加えた，イオン感受性のポリマー
膜で覆う．作製したデバイスはガラス基板と接合した PDMSチャネルを持つマイクロ流路環境下で試験する．その
結果，電極付近での局所カルシウム濃度が 10-9まで良感度を示した．その測定信号は理論によく合致し，カルシウム
濃度が 10倍毎に 30mV増加した．チップ上のベータ細胞の培養を可能とするマイクロ流路環境下に，イオン感受性
の電極をパッケージする．ポリマーの生体適合性についても検証を続ける予定である．

 細胞活性の計測を目指す生体分子モータを用いたバイオチップの開発
教授 藤田 博之，日本学術振興会外国人特別研究員（藤田（博）研）BOTTIER， C．

　ナノスケールでは，スケーリング則に流体が支配され，拡散による輸送が主体になる．このことは，分子や粒子を
能動的に輸送するナノデバイスには，生体分子モータが効果的なオプションになることを示している．生体分子モー
タの一つである，タンパク質のキネシンは，ナノスケールの高効率なエンジンであり，生物の種々のプロセスにおい
て重要な役割を果たしている．これは ATPの化学エネルギーを機械的仕事に変換することによって，微小管（直径
24nm，長さは数十 µmの繊維状のポリマー）に沿って動くことができる．本研究の目的は「細胞活性測定のための
生体分子に基づくバイオチップの開発」である．初年度は，細胞を模擬したモデルである「リポソームと油滴」を用
いて基礎研究に取り組み，「キネシンを用いた輸送」と「2種類の輸送物質の電気融合」を実現するシステムの提案
と設計を行った．これは，液体積荷中の僅か数個の分子や粒子を取り扱う画期的な方法であり，キネシンを用いた能
動輸送が「ナノサイズの lab-on-a-chip」へ適用できることを示したものである．このシステムを実証するために，油
滴を用いた輸送アッセイを行った．リポソームを用いた実験も現在進行中である．輸送アッセイでは，キネシンに油
滴を載せた状態で，キネシンモータの動作特性（速度と輸送距離，70回）を評価した．実験結果から，油滴はキネ
シンのモータ特性を変化させないことが分かった．また，油滴の直径がキネシンの輸送特性に与える影響を調べた．
これによると，速度は油滴の直径に関係なく一定であり，一方で油滴の直径が増加すると，輸送距離は著しく増大し
た．これらの結果を，輸送に関与しているキネシンモータ数との相関関係から評価したところ，実験結果は理論モデ
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ルとよく一致することがわかった．

 走査型力顕微鏡の高度化
教授 川勝 英樹，日本学術振興会外国人特別研究員（川勝研）HOEL， A． P．

　液中で，膜の分子分解能観察を実現した．

 マイクロ流体デバイス及びMEMS技術の細胞毒性測定への応用に関する研究
教授 藤井 輝夫，日本学術振興会外国人特別研究員（藤井（輝）研）POLENI， P．-E．

　本研究では，細胞を培養するマイクロ流路の寸法ならびにアスペクト比を様々に変化させ，細胞の生理的機能との
関係を詳細に検討する．さらに，細胞を担持したゲル粒子をマイクロ流路内に導入する新しい方法を用いることによっ
て，細胞間の空間的な配置を制御する方法についても検討を行い，マイクロ流体デバイスを用いた細胞毒性測定技術
の確立を目指す．

 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試作
准教授 金 範埈，日本学術振興会外国人特別研究員（金研）COUDERC， S．

 シリコンニューロン及びシリコンシナプスによるネットワーク構築
准教授 河野 崇，日本学術振興会外国人特別研究員（河野研）LEVI， T．

 膜タンパク質解析のための単一直径リポソームの研究
准教授 竹内 昌治，日本学術振興会外国人特別研究員（竹内（昌）研）UTADA， A． S．

 地震津波災害リスト軽減に基づいた災害に強い沿岸地域コミュニティの形成に関する研究
教授 目黒 公郎，日本学術振興会外国人特別研究員（目黒研）RAHMAN， H

民間等との共同研究B. 

公的資金（文科省科研費以外：民間等との共同研究として受入）1. 

 次世代高効率石炭ガス化炉内流動解析
教授 堤 敦司

 含窒素金属錯体の物性の解明

教授 佐藤 文俊，助教 平野 敏行，准教授 （上智大） 長尾 宏隆，大学院学生 （上智大） 福井 宗平

　ベンジルビス （2-ピリジルメチル） アミンを有するルテニウム錯体の支持配位子効果の研究を行った。［Ru（Ⅲ）CI3

（bbpma）］および［Ru（Ⅲ）CI3（bbpea）］を密度汎関数法（交換相関汎関数：B3LYP，基底関数：LANL2DZ）により
構造最適化を行ったところ，fac型と mer型の安定化エネルギーの差は edpa系の錯体とほぼ同等の値を示し，mer型
が安定になる傾向にあることを見出した．

 MID 技術の高度化
准教授 新野 俊樹

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

 霞ヶ浦の流動・水質モデルに関する研究
准教授 北澤 大輔

　霞ヶ浦の日成層と貧酸素水塊の形成との関係を流動場・生態系結合数値モデルで解析した．貧酸素水塊の分布予測
ツールを開発する．

 インパルス標準計測システムの性能向上に関する研究
教授 石井 勝
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　国家計量標準器としてのインパルス高電圧標準計測システムの性能向上をはかる．

 高効率次世代ネットワークデバイス技術開発 －超高速 LDの研究開発－
教授 荒川 泰彦

 オールバンドフォトニックトランスポートシステム基盤研究
教授 荒川 泰彦

 多機能高密度三次元集積化技術の研究開発
教授 桜井 貴康

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 複雑生命情報システムのモデル理論研究
教授 合原 一幸

　生命情報システムを始めとした複雑システムのモデル理論およびハードウエアニューラルネットワークモデルに関
する研究を行なうことを目的とし，複雑数理モデルプロジェクトの重要な応用分野である複雑生命情報システムを始
めとした複雑システムのモデル理論およびハードウエアニューラルネットワークモデルに関する研究を行なってい
る．特に，ニューラルネットワークモデルや遺伝子・タンパク質ネットワークモデルなどの生命情報システムの数理
モデル構築のための基礎研究および人工ニューラルネットワークのハードウエア実装に関する実験研究を行なってい
る．

 環境技術に関する開発研究・情報調査
教授 迫田 章義

 糖鎖機能活用技術研究開発
教授 畑中 研一

　長鎖アルキルグリコシド（糖鎖プライマー）を原料として動物細胞を用いてヒト型糖鎖の生産を行う．新規な糖鎖
プライマーや新規な細胞を用いて糖鎖の種類を増やし，糖鎖プライマー構造や細胞培養法の改良などにより糖鎖の大
量生産を行う．得られた糖鎖を高分子化し，病原体・毒素との相互作用を解析するとともに，病原体・毒素の除去装
置を試作する．

 農業用水路等緩勾配流（非落差流）水力発電技術の開発
教授 加藤 信介

　勾配流を利用する高い経済性を持つ水力発電システムの開発を行い，農業用水等各種用水を電源として利用するこ
との可能性を拡大する事を目的とし，CFDシミュレーションにより，設計データを取得し，高効率カスケード水車
の最適機構の設計及び，水力発電システムの経済性評価・実用性評価を行い，流れ全体の水力を効率よく吸収するこ
とが可能な新しい方式の水車（カスケード水車）の実現性，実用性を実証する．

 円滑化走行支援システムの実用可能性に関する研究
教授 桑原 雅夫

　ドライビングシミュレーションを用いて，円滑化走行支援システムの実用可能性に関する実験を行う．

 横浜市公共建築物温暖化対策事業に係る実証試験
教授 野城 智也

 空間構造物の構造設計法に関する調査研究
教授 川口 健一

 大規模集客施設内部の非構造材の落下安全性評価法の開発
教授 川口 健一

　1）非構造材の設置位置や面積，重量などによる安全性のクライテリアを構築する．（高さ，重量などの数値により
分類可能なクライテリア．）2）材質，設置方法などによる実際の安全性の違いを明確にする試験方法を構築する．（材
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質，取り付け方法など数値化の難しいものの試験方法．）

 Development of surface reference technique for dual-frequency precipitation radar
教授 沖 大幹，講師 瀬戸 心太

　2周波降水レーダでの降水強度推定アルゴリズム開発の予備的検討として，より高精度な表面参照法を提案する．

 AUV による熱水鉱床地帯の地形の詳細計測
教授 浦 環

　熱水性鉱床は，主に ROVや有人潜水艇により観測されている．しかし，これらの機器は行動範囲が限定されるため，
広域観測が難しく，賦存量の推定は困難である．そこで，沖縄背弧海盆および伊豆小笠原海域の熱水地帯に広領域を
航行できる AUV「r2D4」を展開し，搭載されたインターフェロメトリーソナーにより，海底面形状を詳しく観測す
ることにより，鉱床の広がりを計測できる新たな手法を開発する．

 伊豆小笠原海域における熱水プルーム域の音響調査
教授 浦 環

　伊豆小笠原海域における熱水プルーム域にて，自律型海中ロボットと音響式ドップラー流速計を用いた流速及び反
射強度観測を行い，データを取得する．

 海中モニタ用ロボットの実用化に関する研究
教授 浦 環

　海中モニタ用ロボットの研究を進め，実海域での実用化に向けた技術の開発をおこなう．

 バッキーゲル素子のマイクロファブリケーションに関する研究
教授 藤田 博之

　イオン液体に単層カーボンナノチューブを加え，懸濁液を乳棒・乳鉢を用いてすりつぶすとゲル化する．これをバッ
キーギルと呼んでいる．バッキーゲルの薄膜を両側から柔軟な電極で挟んだデバイスに直流電圧を加えると，一方向
にたわむ性質があり，アクチュエータとして働く．今回は，印刷技術を利用してゲルと電極の厚みを低減し，アクチュ
エータの変位と動作速度の向上を目指す研究を行った．なお，本研究は産業技術総合研究所との共同研究である．

 Nanocoatings with tailored roughness for controlled surface bonding
教授 藤田 博之

　固体表面に一原子層ずつ物質を堆積できる ALD （atomic layer deposition）法を用いて，数十ナノメートル程度のコー
ティングをした表面の粗さ制御と，その表面特性が界面接合におよぼす影響を調べている．なお，本研究は VTTフィ
ンランド技術研究センターとの共同研究である．

 検知システムの性能検証と課題抽出，プロトタイプシステムの仕様抽出と基本設計
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋

　メタンハイドレートからのガス漏洩を検知することを目的として，原位置バイオマーカー検出の実験システムを試
作する．実験システム性能の室内検証と共に原位置での実証（プロトタイプ）システム製作のための課題を抽出する．

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

特任教授 コラール ドミニク，教授 酒井 康行，准教授（東大）染谷 隆夫，准教授 竹内 昌治，
准教授 年吉 洋，准教授 火原 彰秀，教授 平本 俊郎，教授 藤田 博之，准教授（東大）三田吉郎

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

准教授 年吉 洋

 異分野融合型次世代デバイス製造技術開発
准教授 竹内 昌治
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 時空間MRFモデルの研究
准教授 上條 俊介

 白金族等レアメタルの高効率回収技術の研究開発
教授 森田 一樹

 新幹線用ハイブリッドセラミックスディスクブレーキ部材開発
教授 森田 一樹

　新幹線用ハイブリッドセラミックスディスクブレーキ部材技術開発に係るハイブリッドセラミックス技術の確立を
図るため，国立大学法人東京大学先端科学技術研究センター，コバレントマテリアル株式会社，株式会社超高温材料
研究所，独立行政法人宇宙航空研究開発機構，独立行政法人物質・材料研究機構，国立大学法人東京大学生産技術研
究所の 6者がそれぞれ共同実施契約を結び，平成 22年 3月までにステージⅠ終了時（平成 23年 9月）の目標を実現
するための後述の研究開発項目を実施する．

 バイオマスの繊維成分組成と糖化・発酵挙動の関係の評価
特任准教授 望月 和博

民間等との共同研究2. 

 柳沢橋梁の基礎部健全度評価に関する研究
教授 小長井 一男

 電場ピックアップ法表面レオロジーモニターの実用化研究
教授 酒井 啓司

　当研究室で開発された電界ピンセット技術を，局所的粘弾性を測定するレオロジー顕微鏡としてシステム化し，広
く産業界に汎用の測定手法として提供する試みを進めている．本手法は非破壊・非接触の新規材料評価手法としてす
でに試作機が素材メーカーや研究機関において試験運用されている．本年度は特に薄膜における粘性測定精度を向上
させるための新しい技術である新しい電場ピックアップ技術の開発に成功した．

 レーザー光を利用したインキ物性評価法開発
教授 酒井 啓司

　当研究室で開発された懸濁粒子系の多重散乱光測定技術を，インキなどの高濃度懸濁溶液の粒度分布を測定するシ
ステムとして，広く産業界に汎用の測定手法として提供する試みを進めている．本手法は非希釈・非接触のインキ評
価手法として従来の動的光散乱評価に取って代わることが期待される．本年度は粒度分布の計測精度を向上するため
の装置改良および評価を行い，特にインキ作成条件に対する粒子径変化の測定精度評価を進めた．

 絶縁膜中水素挙動の解析及び不揮発メモリ信頼性との関係
教授 福谷 克之，助教（福谷研）ビルデ マーカス

　フラッシュ不揮発性メモリーは，書き換え操作の繰り返しにより劣化する．その主な原因として，フローティング
ゲートのトンネル膜中に発生するトラップ準位がある．トラップ準位の発生は，トンネル膜中への水素の拡散と関連
があることが示唆されているが，その詳細は明らかでない．本研究では，核反応法を利用して表面・界面に存在する
水素の絶対量を定量し，表面・界面水素とデバイス特性との関連を明らかにすることでデバイス特性の向上を目指し
ている．本年度は，Si（100）基板上に SiO2（4nm）を成長させ，その上に Si3N4膜を化学気相堆積法により成長さ
せた試料についてアニール効果を調べた．窒素アニール SiN表面には，密度の高い Si2N2O 層が形成され，これによ
り表面から界面への水素拡散が抑制されていることが明らかになった．

 燃料電池自動車用高圧水素容器の最適設計に関する研究
教授 吉川 暢宏

　炭素繊維強化複合材料のフィラメントワインディングにより製造される高圧軽量水素容器の最適設計アルゴリズム
を開発した．積層構成に関わる煩雑な設計パラメータを効率よく決定する手法を考案した．ハイアングルヘリカル巻
を多用する設計により，鏡部のコンパクト性を高めた設計が可能であることを示した．
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 New facial skin buckling point technical modeling
教授 吉川 暢宏

　肌の力学特性変化による座屈特性変化を解析することで，小じわ発生のメカニズムが解明できるとの想定の下，有
限要素法に基づく検討を行った．加齢による肌の力学特性変化を適宜モデル化することで，30代において小じわの
生成を急激に促進する，座屈モードのスイッチが起こることを明らかにした．

 織布における表面加工シミュレーション手法の研究
教授 吉川 暢宏

　平織り布の変形特性を正確に評価できる有限要素を開発した．繊維の相対的ずれ変形やクリンプ交換を状態変数と
して導入し有限要素定式化を行なった．シミュレーションを利用して，変形に関わる意匠を実現するパラメータ決定
を可能にした．

 FRP パイプの最適設計に関する研究
教授 吉川 暢宏

　繊維強化複合材により製造される高強度軽量パイプの最適設計方法を検討した．パイプ肉厚が増すことにより生じ
る三軸応力の効果を考慮した最適繊維積層構成方法のアルゴリズムを導いた．有限要素シミュレーションを通じて手
法の有効性を検証した．

 損傷力学による疲労強度予測に関する研究
教授 都井 裕

　これまで材料試験でしか確認できなかった疲労強度を，損傷力学を適用して予測し，エンジン・作業機などの実部
品を強度評価する技術を開発する．具体的には，シリンダヘッドなどに用いられる鋳鉄材料への損傷力学の適用と検
証，動力伝達軸・クランク軸などに用いられる高周波焼入れ材料への損傷力学の適用と検証を実施する．

 " 超 " を極める射出成形
教授 横井 秀俊，助手（横井研）金藤 芳典，技術専門職員（横井研）増田 範通，

民間等共同研究員 高橋 正樹，石田 雅一，小川 記男，大学院学生 甲斐 啓仁，吉田 大助

　本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術，金型技術の確立
と新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）毎秒 100万コマで撮像
可能な超高速ビデオカメラを用いた PP，熱可塑性エラストマーでのランナー分岐部充填挙動の可視化解析，（2）
GPPS，LCPを用いた薄肉矩形障害ピン周りの流動挙動解析および障害ピン変位量と樹脂圧力の相関解析，（3）二方
向同時可視化構造を有する微細矩形溝パターンを用いた 3次元樹脂充填挙動の可視化解析，（4）PPを用いた超高速
射出条件下における薄肉矩形キャビティの面圧分布挙動とスクリュ挙動との相関解析，についてそれぞれ重点的な検
討を行った．

 弾性体の衝突挙動可視化
教授 横井 秀俊

　本研究では，ゴム素材の各種複合材料について，使用目的に対応する複雑多様な高速変形挙動を定量解析するため
の高精度な可視化技術を開発することを課題にしている．射出成形金型内での超高速射出成形現象の高精度・高解像
度において培われてきた可視化技術を基に，普遍的な衝突挙動の解析技術へと応用展開し，同複合材料の高速変形挙
動解析を可能にする各種可視化・計測手法を提案し，その可能性を検討した．

 パルプ射出成形技術の研究開発
教授 横井 秀俊，技術専門職員 増田 範通，

民間等共同研究員 丸野 満義，松坂 圭祐，宮下 治樹，清水 久登

　パルプ射出成形は，環境負荷低減の新しい加工技術として期待されている．本研究では，パルプ射出成形の技術的
な改良と新規加工技術の開発，最新情報交換と新しい応用分野の探索，技術とノウハウの移植等を目的としている．
本年度は，昨年度に引き続きパルプ射出成形の製品展開として梱包材への適用，アンチラストカバーへの適用につい
て検討し，具体的な製品形状の試作・評価を実施した．また，成形材料の耐水性の向上，印刷特性評価を行った．

 パルプ射出成形現象の実験解析
教授 横井 秀俊，技術専門職員 増田 範通，

民間等共同研究員 丸野 満義，松坂 圭祐，宮下 治樹，清水 久登，大学院学生 山脇 靖広

　本研究では，技術的な課題が多いパルプ射出成形について，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化
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を課題としている．本年度は，引き続きハイサイクル化を目的に最適スクリュおよびランナーレス化の検討を行った．
また，可視化計測および水分率のインプロセス計測により，パルプ射出成形の型内現象を具体的に明らかにした．

 ゴム材料と金属表面との摩擦係数評価方法の研究
教授 横井 秀俊

　本研究では，樹脂用に開発したドラム式樹脂ペレット摩擦係数計測試験機を用いて，ゴムの摩擦特性を明らかにす
ることを目的としている．本年度は，金属表面処理の種類および状態が異なる数種類のドラムを製作し，本装置を用
いて各ドラムにおけるゴム材料の摩擦係数を計測することでその影響を具体的に明らかにした．

 フューエルセルバッテリーの研究
教授 堤 敦司

 製鉄所におけるエクセルギー損失の低減方法の研究
教授 堤 敦司

 コプロダクションの評価解析手法開発と概念設計手法開発
教授 堤 敦司

 燃料電池車に関するエネルギー有効利用に関する研究
教授 堤 敦司

 自己熱再生方式による革新的高水分原料乾燥技術の研究開発
教授 堤 敦司

 電子機器ファンダクト系の空力騒音の数値解析
教授 加藤 千幸

 サーバ装置の騒音低減および騒音設計最適化技術に関する研究
教授 加藤 千幸

 非定常渦構造の特性解明と，それに基づく根本的な空気抵抗の低減
教授 加藤 千幸

 CFDによるパンタグラフ舟体空力音の音源解明と低減に関する基礎研究
教授 加藤 千幸

 ターボ機械の限界性能解析～（2）1億要素レベルの時空間解析データ圧縮技術
教授 加藤 千幸

 サーバ装置用ファンの空力騒音低減に関する研究
教授 加藤 千幸

 タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　自動車の走行性向上のためスリップ角，キャンバ角および微小スリップ制御に関するタイヤ特性を，自動車用タイ
ヤ試験機を用いて実験より検討した．
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 エコライドシステムの台車の研究
教授 須田 義大

　ジェットコースターの技術を応用した省エネルギ交通システムとして研究開発を進めている「エコライド」システ
ムにおいて，台車システムおよび公共交通としての乗り心地評価等を行った．

 人間行動生態心理学に基づく自動車車内の快適性評価に関する研究
教授 須田 義大

　自動車車内の快適性評価手法の構築を検討した．Discomfortを軽減する手法の検討，車内空間の検討，車内コミュ
ニケーションによる快適性評価に着目し，実験を通じて評価手法の検討を行った．

 大型トラックのねじり剛性を考慮した電磁サスペンション制御に関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　大型車両では旋回時などにおいて車体のねじれ特性が課題となるため，電磁サスペンションによる制御を検討した．
大型車両のねじり剛性を考慮した車両モデルを構築し，制御手法を提案した．

 鉄道車両の車輪・レール接触モデルに関する研究
教授 須田 義大

　ライトレール（LRT）等における実軌道走行条件を想定した車輪・レール接触モデルの解析手法を検討した．路面・
フランジ背面・フランジ先端部における多点接触を模擬可能な車輪・レール接触モデルの構築を行った．

 DBNを用いた環境運転意識推定の研究
教授 須田 義大，准教授 佐藤 洋一

　自動車におけるドライバ状態，走行条件，走行環境情報から，DBNを用いてエコドライブ運転意識推定を行うこ
とを提案し，ドライビングシミュレータを用いた基礎的な検討を行った．

 パーソナルスペースを用いた，PMVの歩行者親和性の評価実験
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　都市空間内の新たなパーソナルモビリティとして期待される PMV（パーソナルモビリティビークル）の歩行者親和
性について，パーソナルスペースの概念を用いて評価を行った．

 大学キャンパスでの実証実験
教授 須田 義大

　都市空間内の新たなパーソナルモビリティとして期待される PMV（パーソナルモビリティビークル）について，そ
の利用状況や有用性，魅力向上に対する実証実験を大学キャンパスをモデルとして行った．

 車両運動性能と人間の感覚の基礎的研究と車両開発への応用
教授 須田 義大

　車両運動性能と人間の感覚を力学・生理学的に解明するために，車両運動性能の官能評価と解析手法の構築につい
て模索を行った．

 車載用次世代フライホイールバッテリの研究
教授 須田 義大

　車両用次世代フライホイールバッテリについて，車両の省エネルギ推進を目的に，走行エネルギをブレーキ時に回
生し，加速時に利用する方式への適用について，その特性について検討した．

 電磁サスペンションの四輪連携制御に関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

　自動車用の電磁サスペンションについて，四輪連携制御手法について検討した．力学系および電気エネルギフロー
について詳細なモデル化を行い，実験により特性を検討した．
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 鉄道における車両走行状態監視に関する研究
教授 須田 義大

　鉄道車両の安全性向上などを目的に，異常状態検知を行うシステムについての検討を行った．レールセンサーによ
る検出などについて，シミュレーションを行った．

 金属線材の繊維状組織を分断する塑性加工メカニズムの研究
教授 柳本 潤

 高精度ミクロマクロ連成モデルの高機能化
教授 柳本 潤

 材質予測モデルと制御の研究
教授 柳本 潤

 三次元有限要素法による圧延解析
教授 柳本 潤

 鉄鋼材料の熱間変形挙動の研究
教授 柳本 潤

 特殊鋼材の圧延加工の理論解析に関する研究
教授 柳本 潤

 マイクロチャネル法を用いたSAP-Microsphere の製造方法の開発
教授 大島 まり

 SLS 法による ABS系樹脂部品の製作に関する研究
准教授 新野 俊樹

　一般に非晶性樹脂を粉末焼結積層造形した場合，焼結が十分に行われないため，十分な強度が得られないことが多
い．本研究では，非晶性樹脂の一つである ABS系の樹脂を粉末焼結積層造形して実用強度を得ることを目指し，樹
脂の材質と粉末焼結積層造形プロセスの関係に関する研究を行っている．

 医療および医学教育分野へのSLS技術の応用
准教授 新野 俊樹

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

 合流挙動による本線交通流への影響解析に関する研究
准教授 鈴木 高宏

 超超高層建築物における避雷・接地設備の調査研究
教授 石井 勝

　600m級鉄塔が雷撃を受けたときに各部に生じる雷過電圧，雷過電流，パルス電磁界について評価を行う．

 落雷電流計測装置の温度特性に関する検討
教授 石井 勝

　大型ロゴスキーコイルを使用した落雷電流計測装置の安定性に関する検討を行う．
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 次世代 ITS 計測車両の共同開発
教授 池内 克史

　次世代の安全・安心，走行支援の基礎データとなる三次元デジタルデータ，周辺車両挙動データ，ドライバー特性
などのデータを総合的かつ統合的に収集できる次世代 ITS計測車両の試作，ならびにその上でのアプリケーション開
発を行う．

 文化財デジタル化の為の 3次元計測技術および高精度CG再現技術の研究
教授 池内 克史

　対象物に適した高精度 3次元反射特性取得技術の研究を行う．対象物の光学特性や形状などから対象物を正確に再
現する為の手法，技術を確立する．

 超音波画像と他モダリティ画像との位置合わせ技術に関する研究
教授 池内 克史

　撮影対象の変形が発生することを前提とした，超音波画像と同一対象を他のモダリティで撮影したボリューム画像
との位置合わせ技術の開発を行う．

 次世代デジタルアーカイブのための画像処理技術の研究
教授 池内 克史

　カメラ等による 3D物体モデリングの画像処理技術をマルチメディア検索・マイニング技術に適用し，3D物体を
中心とした次世代デジタルアーカイブの構築から検索・分析といった利活用までの一連の基盤技術を研究開発する．

 ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究
教授 荒川 泰彦

 量子もつれを利用した量子デバイス，システムの研究開発
教授 荒川 泰彦

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

 ナノ量子情報エレクトロニクスに関する研究
教授 荒川 泰彦

 次世代光通信素子の研究
教授 荒川 泰彦

 微細化，低電圧化された素子環境でのばらつきと設計信頼性向上のための基礎的な回路的研究開発
教授 桜井 貴康

 次世代 SoC低電力技術の研究
教授 桜井 貴康

 低電圧アナログ回路技術
教授 桜井 貴康

 脳のシステム的理解に基づく相互作用型学習システムの構築
教授 合原 一幸

　環境や人と相互作用しながら適応・成長する工学システム開発のため，脳のシステム的理解，素子としての神経細
胞工学モデル化，およびシステム評価手法構築を行うことを目的とし，非線形システム的理解に基づく脳のシステム
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モデルに関する研究，抑制性細胞の神経細胞情報処理モデルに関する研究，および相互作用型学習システムの構築と
その評価を行なっている．

 非線形時系列解析手法による鋳型内凝固状態診断技術の開発
教授 合原 一幸

　製鋼連続鋳造プロセスにおける鋳型内凝固状態をより良く把握するため，従来の物理モデルおよび伝熱モデルにと
らわれない，新たな鋳型内凝固状態診断モデルの構築を図る．

 電気二重層キャパシタを動力源とする小型電気自動車の車両制御技術に関する研究
教授 堀 洋一

 微細トランジスタにおける特性ばらつきのシミュレーション
教授 平本 俊郎

　微細トランジスタにおけるランダムな特性ばらつきについて三次元シミュレーションを行うためには，大規模な数
値計算が必要となり，スーパーコンピュータの利用が必須である．本共同研究では，（株）半導体テクノロジーズが
開発した三次元シミュレータを東京大学のスーパーコンピュータで走らせることによって，膨大な数のトランジスタ
の電気的特性を高精度にシミュレーションし，その統計的結果を短時間で得られるようにした．

 レーザー測距センサーを用いた建築構造物の位置計測技術に関する研究
准教授 橋本 秀紀

　本研究課題は，建築現場におけるレーザレンジファィンダ（LRF）を用いた位置計測システムを構築することを目
的としたものである．この位置計測システムでは建築現場内を作業員が円柱型の基準バーを持ちながら移動し，人間
の身長よりも高い位置に水平に設置した LRFを用いてリアルタイムに基準バーの中心位置を計測する．本研究では
特に LRFから得られた基準バーの輪郭データの中心位置を推定するアルゴリズムについて検討する．

 情報家電等操作のためのジェスチャ認識技術の研究
准教授 佐藤 洋一

 不審者検知システムに関する研究
准教授 佐藤 洋一

 動画像からの顔表情認識に関する研究
准教授 佐藤 洋一

 情報セキュリティシステム構築技術の研究
准教授 松浦 幹太

 新規窒素固定法開発のための基礎研究
教授 溝部 裕司

 イヌリンの化学修飾による新しい合成物質の開発
教授 畑中 研一

　イヌリンの用途を化粧品・医薬原料などに拡大させるための技術を開発することを目的として，イヌリンの化学修
飾によって得られる新たな物質の有効性を検証する．

 希土類添加ガラスの構造物性解析に関する研究
教授 井上 博之

 金属ナノ粒子と半導体ナノ粒子を用いた光機能材料の開発
教授 立間 徹
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 無機系フォトクロミック材料の研究
教授 立間 徹

 自己修復型機能を有するエコケーブルの開発に関する研究（その 2）
准教授 吉江 尚子

 ヒエラルキカル均質細孔構造を有するナノ多孔質セラミックスの創製
准教授 小倉 賢

 規則性ナノ空間内マニピュレーション法による複合酸化物セラミックスの階層的細孔構造化
准教授 小倉 賢

 金属錯体の開発とその応用
講師 北條 博彦

 室内化学物質空気汚染に関する研究
教授 加藤 信介

　本共同研究は，室内空気質の改善のため，建材からの化学物質の放散と臭気の関係を評価する手法を開発すること
を目的としており，室内における建材由来の臭気とその原因になる化学物質の放散の関係性を，化学分析と知覚試験
の両面から評価し，適切な評価方法を開発するものである．

 高層住居ビルの臭気対策に関する研究
教授 加藤 信介

　ダイニング及び居間臭気制御のための清浄換気システム適用性の検討を行う．高層住居ビルにおける臭気，主に炊
事や食事によるにおいの問題を解決するために，脱臭フィルタが付いている空気清浄ユニットの設計変数を，CFD
等を用いて解析し，最適な設計変数を導出する．

 モチベーション向上とストレスフリーを実現する人にやさしい空間の研究
教授 加藤 信介

　「空間からの刺激をどのように感じるのか」という生理・心理学や医学などの知見に基づき，モチベーションを向
上させ，不要なストレスから解放する空間の「あり方」を明らかにすることを目的とする．モチベーションを向上さ
せ，不要なストレスから解放する空間に関するビジョンの構築と空間刺激と生体リズム・ストレスとの相関に関する
基礎的検討を行う．

 省エネ型ドレンレス空調システムの開発
教授 加藤 信介，准教授 大岡 龍三

　本研究は，ダンプハウス問題の克服に有効な非結露型省エネ空調システムの開発を行うものである．（1）ダンプハ
ウス問題の解明及び対策の検討（2）省エネ型ドレンレス空調システムの開発及び性能検証（3）空調と調湿材を併用
した室内環境調整モデルの開発及び検証を行う．

 環境物理・人体温熱生理・心理を結び付ける手法に関する研究
教授 加藤 信介

　暖房時の快適感をシミュレーションによって予測する手法を研究する．暖房されている室内に滞在している人を対
象として温熱環境・温熱生理をシミュレーションによって予測し，予測された生理量（皮膚温分布や濡れ率分布など）
から人の快適感を予測する手法を研究する．

 紫外線による空気殺菌の研究（その 2）
教授 加藤 信介

　紫外線による事務所建物等における殺菌・消毒効果，及び空調機内のカビ・細菌の除去効果の検証を行う．空調機
のコイル及び加湿器に対して UVGI設置前後の微生物の測定を行い，UVGIによる殺菌効果の確認を行う．
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 渋滞予測情報
教授 桑原 雅夫

　突発事象発生時におけるリンク旅行時間の変化を予測する．

 道路交通データを用いた応用システムの研究
教授 桑原 雅夫

　車両感知器から得られる情報や，道路交通システムから得られる道路交通データを用いた応用システムに関する研
究を行う．

 交通信号制御におけるインターグリーン設計と損失時間評価に関する研究
教授 桑原 雅夫

　信号制御パラメータ決定に不可欠な要素である損失時間の定義及び実態に関する研究

 サスティナブル ITS の展開研究
教授 桑原 雅夫，教授 須田 義大，教授 池内 克史，准教授 鈴木 高宏

　複合現実感実験スペースを構築し，それを活用したヒューマンファクターに関する基礎研究およびそれに立脚した
各種 ITS応用研究を実施する．

 住宅の履歴情報管理のあり方に関する研究
教授 野城 智也

 省エネルギー・CO2削減を実現するサステナブルチェーン店舗の実証試験及び開発研究
教授 野城 智也

 既存オフィスビルにおける太陽熱利用システムの設計及び事業モデルに関する研究
教授 野城 智也

 都市空間における自然監視性と防犯性に関する調査研究
教授 柴崎 亮介

 車載型道路マッピングシステムに関する研究
教授 柴崎 亮介

 無人ヘリコプター搭載型マッピングシステムに関する研究
教授 柴崎 亮介

 レーザを利用した人・物の検知・トラッキング手法の応用
教授 柴崎 亮介

 レーザー技術によるホーム上の旅客流動情報解析に関する研究開発
教授 柴崎 亮介

 歩行の解析についての研究
教授 柴崎 亮介

 リサイクルガラス造粒砂の有効利用
教授 古関 潤一，ガラスリソーシング株式会社（共同研究員）矢嶋 千浩

　ガラスのリサイクル製品である自然砂代替のガラス造粒砂の積極活用に向けて，様々な分野・技術にて有効利用を
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検討し，利用実現を促すための共同研究を行う．具体的には，路床適用時などの広範囲で締固めを要する場合のツー
ルの研究や，地中のインフラ整備および各種地盤形成の用途開発などを実施する．

 熱収支，気流連成シミュレーションを用いた屋外環境の検討
准教授 大岡 龍三

　設計段階で屋外環境改善のために採用した環境対策手法の効果を，シミュレーションを用いて評価する．ある屋外
モデルを想定し，モデルの温熱空気環境を熱収支シミュレーションと対流シミュレーションを連成させて解くことに
より，屋外環境改善のために採用した対策を評価する．

 Optimal design method for energy-saving building system using genetic algorithm
准教授 大岡 龍三

　遺伝子アルゴリズムを用いて，省エネルギーが可能な建物の設備システムを構築し，高層ビルにおける設備システ
ムの最適化により，省エネルギーを図る．

 風水害の発生機構に関する研究
准教授 大岡 龍三

　都市型豪雨の発生機構，並びに台風による強風豪雨の発生機構を解明するため，都市型豪雨並び台風を対象とした
数値計算を通じて，積雲の物理過程に関する数値モデルの妥当性を評価し，必要に応じて数値モデルを改良する．

 自然エネルギー利用を含む空調システムの設計と運用の最適化に関する研究
准教授 大岡 龍三

　モデル建築物と外部条件を設定し，太陽熱集熱パネルと輻射冷暖房，デシカント除湿との組み合わせシステムの容
量，運転順位等の最適化を図り，年間のエネルギー消費量を計算し，モデル建築物に対する，太陽熱を利用した輻射
冷暖房，デシカント除湿等と一般空調を組み合わせたシステムの設計・運用シミュレーション手法の確立を計る．

 大規模樹木群が都市熱環境に与える影響に関する研究
准教授 大岡 龍三

　都市再開発における大規模樹木の都市熱環境緩和効果を適切に予測するための手法を研究し，都市熱環境シミュ
レータに実装する．大規模樹木の都市熱環境緩和効果を適切に予測し，環境に配慮した街づくりに活かす．

 ポンプ圧送環境が化学混和剤とセメント粒子の相互作用に及ぼす影響に関する研究
准教授 岸 利治

 自己治癒材料に関する研究
准教授 岸 利治

 快音車室を実現する為の評価・解析手法に関する研究
准教授 坂本 慎一

　快音車室を設計する為に，聴感（主観評価）を具体的な部品特性に落とし込む評価・解析手法を構築する．具体的
には，波動音響数値解析を用いた車室内音場予測法の検討，3次元音場シミュレーションシステムを用いた車室内音
場評価法の検討を行った．

 管内調査ロボットの開発に関する研究（その 4）
教授 浦 環

　多くの人々の飲料水を運ぶための水道管は，常時メンテナンスをおこない，その品質を維持していく必要がある．
しかし，現状では，管外からの観測が中心のため，管内の観測が困難であり，また，手間がかかりコストも割高とな
る．しかし，水道管の管内を観測するロボットにより水道管内部を観察することができれば，水道管内部のメンテナ
ンス効率は格段に向上する．そこで，本研究においては，不断水の流れる水道管内を画像観察することができる遠隔
操縦式の管内ロボットを開発研究している．

 水中音に親しむための音響システムの共同研究
教授 浦 環
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　駿河湾に棲息する水中生物などの発する音を定点において持続的に収録し，HPなどを通じて多くの人が水中音に
親しむことができるような音響システムを構築する．

 イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浦 環

　水族館という人工環境下で飼育されているイルカ類を対象に，水中音響活動を継続的に長期間モニタリングするこ
とで，ソナー能力を有するイルカ類の行動解明を目指すとともに，飼育下のコウモリを対象とした日々の生態音響計
測の成果をイルカ類の観測データの理解のために応用することで，イルカ類の音声（ホイッスル・クリック音）の音
響特性への理解を深め，その生態解明に向けた研究を進める．

 MEMS（マイクロエレクトロメカニカルシステム）に関する技術動向の調査
教授 藤田 博之

　半導体技術を援用して作る微小機械であるMEMSの新しい研究成果について調査し，その応用について考察した．

 プローブアレイ型超精密位置決め機構の調査研究
教授 藤田 博之

　ナノメートル以下の位置決め精度の実現を目指し，MEMS（半導体技術を援用して作る微小機械）を応用した超精
密位置決め装置の設計と製作について研究した．

 MEMS振動子の振動評価に関する研究
教授 川勝 英樹

　200MHzまでの振動計測を 10nmオーダのウィスカで実現した．

 「マイクロ流体デバイスの応用の研究」ならびに「集積化分析システムの研究」
教授 藤井 輝夫

　エンドユーザーレベルで簡単に取り扱える小型システムの研究開発を行う．

 組織化学用マイクロ流体デバイスの研究
教授 藤井 輝夫

　手作業による組織化学的手法を自動化するためのマイクロ流体デバイスの研究を行う．

 微量液体制御のための実用技術の開発とマイクロ流体チップへの応用
教授 藤井 輝夫，特任研究員 木下 晴之

　複数のチップ搭載型電気浸透流ポンプを用いた流体制御方法について検討し，PDMS製マイクロチップ上で定量，
希釈，混合などの液体操作を正確に行う技術を開発する．

 µTAS 向け 流路作製技術の開発
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋

 MEMS技術の高周波デバイス応用に関する研究
准教授 年吉 洋

 光マイクロマシニングに関する研究
准教授 年吉 洋

 光スキャナの開発
准教授 年吉 洋

 超小型モータ用マイクロパターンコイルに関する研究
准教授 金 範埈
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 微細加工技術を用いた特定タンパク質測定システムの開発
准教授 金 範埈

 分子モーターを利用した分子伝送に関する研究
准教授 竹内 昌治

 コンクリートの体積安定性の即時判定システムの開発
准教授 加藤 佳孝

　コンクリートの体積安定性（収縮）を，コンクリート製造直後に判定できるシステムを開発する．

 災害損傷構造物の迅速復旧工法の開発
准教授 加藤 佳孝

　被災したライフラインの早期回復，2次災害の低減等を可能とする RC構造物の安全・簡易・迅速復旧工法を開発
する．

 ICT システム永続化技術の基礎検討
教授 喜連川 優

　ICTシステムを長期間運用する際における不調・トラブルの低減技術の基礎検討を行い，ICTシステムを永続化さ
せる各技術方式における有効性を研究する．

 ウェブ解析技術の研究開発
教授 喜連川 優

　ウェブのリンク構造，テキスト情報，および時間変化に基づいて社会動向を検知するウェブマイニング技術の実現
を目指し，日々変化するウェブ情報を非テキストコンテンツまで含めて保存・蓄積した大規模ウェブアーカイブを構
築すると共に，サイバー空間の構造および時間変化を分析するためのリンク解析技術およびテキスト解析（自然言語
処理）技術の開発を行う．さらに，開発したウェブマイニング技術を実フィールドの課題に適用する実証実験を通じ，
その有効性を実証する．

 非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの開発
教授 喜連川 優

　情報爆発時代に突入し，情報の戦略的利活用のためには，従前より巨大なデータを著しく高速に解析可能とする技
術の開発が必須である．本委託業務では，関係データベースシステムにおける問合せ処理の飛躍的な性能向上を達成
するべく，関係データベースの処理結果は読出すレコード順序に拠らないという点に着目し，二次記憶に対する大量
の非同期読込みの発行と，非決定的な到着順序での処理を特徴とする非順序型実行原理に基づく超高性能データベー
スエンジンの設計・実装を行うとともに，当該エンジンを支える周辺システム技術として資源調整技術および挙動モ
ニタリング技術を開発し，加えて実証評価基盤システムを構築し，解析指向の超巨大データ活用アプリケーションを
用いてその有効性を実証することを目的とする．このため，株式会社日立製作所と共同研究を行う．

 階層間協調型アルゴリズムによる車載画像センシング技術の開発
准教授 上條 俊介

 特殊ビーム溶解装置によるシリコン中不純物の高速除去プロセスの開発
教授 前田 正史

 アルカリ土類金属系水硬性材料の高温物性にかかる基礎的調査研究
教授 森田 一樹

 固体鉄中の Ti の熱力学に関する研究
教授 森田 一樹
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 アルカリ土類金属系水硬性材料の高温物性にかかる基礎的調査研究
教授 森田 一樹

 金属ケイ素の脱ボロン反応機構の速度論的解析
教授 森田 一樹

 製鋼スラグ顕熱回収技術開発
教授 森田 一樹

 SiCl4-Al 気相不均化反応に関わる反応条件基礎検討
教授 岡部 徹

　四塩化珪素とアルミニウム反応の高温反応によるサブハライドの生成，およびそのサブハライドの不均化によるシ
リコンの析出に関して反応機構，熱力学的平衡計算，シミュレーション，実験装置作製および実験検討を実施する．

 レアメタル粉末の製造技術の開発
教授 岡部 徹

　生産技術奨励会が保有するプリフォーム還元特許のフィージビリティスタディー（FS:実行可能かどうかの調査研
究）を行い，レアメタル粉末の新しい製造技術の開発および調査を行う．

 地球環境問題の解決に向けた最適な長期電力需給計画
特任教授 荻本 和彦

　環境性，経済性，安定性を満たす日本における長期電力需給計画の定量評価を行う

 （1）低輝度域に於ける分光放射輝度計の比較・補正方法の開発（2）LEDの放射角分布が，バックライ
トの輝度むら，色むらに及ぼす影響の研究

特任教授 久保田 重夫

　（1）液晶 TVの高コントラスト化に必要な分光放射輝度計を較正する目的で，超低輝度 2重積分球方式標準光源と
モニター冷却光検出器の考案と試作を行う（2）液晶 TVのバックライトの輝度ムラ，色むらを評価する目的で，LED
の放射角分布の計算と測定を行う

受託研究C. 

公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）1. 

 形状可変ミラーを用いた複合化レーザー加工機による切削加工技術の研究開発
教授 志村 努

　レーザービームは一般的に中心部が最も強度が大きく，周辺部に向かってなだらかに強度が減少するようなプロ
ファイルを持っている．たとえばガウス分布はその典型である．これをそのままレーザー加工に用いると，材料に光
強度分布に応じた温度分布ができてしまい，穴あけ加工や切断加工で，鋭利な加工端面が得られないという問題があっ
た．われわれは，形状可変ミラーを用いた補償光学系により，ビーム断面を自在に制御し，加工に最も適したビーム
強度断面を作り出すことを試みている．ビーム断面強度をモニターし，遺伝的アルゴリズムによりミラーの形状に
フィードバックをかけ，得られた光強度分布の設計値に対する忠実度を評価した．

 （独）科学技術振興機構 産学共同シーズイノベーション化事業 電場ピックアップ法表面レオロジー
モニターの実用化

教授 酒井 啓司

　当研究室で開発された電界ピンセット技術を，局所的粘弾性を測定するレオロジー顕微鏡としてシステム化し，広
く産業界に汎用の測定手法として提供する試みを進めている．本手法は非破壊・非接触の新規材料評価手法としてす
でに試作機が素材メーカーや研究機関において試験運用されている．本年度は特に薄膜における粘性測定精度を向上
させるための新しい技術である新しい電場ピックアップ技術の開発に成功した．
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 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 水素のナノスケール顕微鏡の開発と応用
教授 福谷 克之，教授 岡野 達雄，助教（福谷研）ビルデ マーカス，助教（岡野研）松本 益明，

産学連携研究員（福谷研）米村 博樹，技術職員（福谷研）小倉 正平

　本研究では，固体中の水素の挙動を明らかにするために，実環境下で水素の 3次元分布測定と波動関数観測が可能
なマイクロビーム共鳴核反応法の開発を行っている．本年度は，キャピラリーの低ガスコンダクタンスを利用して，
100mbar窒素ガス中での核反応計測に成功した．さらに高い圧力での計測を行うために，SiN隔膜を利用した計測装
置を構築し，ガス中で観測可能なことを確認した．核反応スペクトルの背景信号を低減するため，プラスチックシン
チレータとの同期を取り，宇宙線起源の信号除去に成功した．Pd膜水素透過のその場観測を行い，α―β相転移の
実時間計測に成功した．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）多体系の伝導現象動的平均場理論
准教授 羽田野 直道，特任助教（羽田野研）今村 卓史，助教（羽田野研）西野 晃徳

　量子ドットなどのメゾスコピック系に導線が強く結合した系の電気伝導を調べるのが全体を通しての目標です．メ
ゾスコピック系内の電子間相互作用と，メゾスコピック系と導線とのカップリング，この二つを同時に正確に扱える
理論は未だに存在しません．ほとんどは両方，あるいはどちらか片方を摂動として扱っています．我々は，両方の効
果を同時に数値的厳密に扱える理論の構築を目指しています．これが完成すれば，実験と理論の対応が格段に良くな
り，電子系に対する量子情報操作の新しい方法を理論サイドから提案できるようになる．最終的には，これまでエン
タングルした光子対で研究されて来た情報の転送を，電子の多体系でも行えるような方法を提案したいと考えていま
す．

 （独）学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 量子ドット／強磁性電極接合による新機能の研究
准教授 町田 友樹

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 コプロダクション設計手法開発と設計支援ツールの開発
教授 堤 敦司

 コールドモデルによる大量粒子循環システムの開発
教授 堤 敦司

 エネルギー使用合理化技術戦略的開発／エネルギー有効利用基盤技術先導研究開発／メンブレンを
用いた省エネ型CO2分離・回収技術の研究開発

教授 堤 敦司

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 新エネルギー技術研究開発 バイオマスエネルギー等高
効率転換技術開発（転換要素技術開発）／自己熱再生方式による革新的バイオマス乾燥技術の研究
開発

教授 堤 敦司

 文部科学省 次世代 IT 基盤構築のための研究開発 イノベーション基盤シミュレーションソフトウェ
アの研究開発

教授 加藤 千幸，教授 吉川 暢宏，教授 佐藤 文俊，特任教授 畑田 敏夫，教授（東大）吉村 忍，
教授（東大）奥田 洋司，部長（（財）高度情報科学技術研究機構）飯塚 幹夫，

主任研究官（国立医薬品食品衛生研究所）中野 達也，
センター長（（独）物質 ･材料研究機構）大野 隆央

　文部科学省次世代 IT基盤構築のための研究開発の一環として 2008年 10月から新たに開始された ｢イノベーショ
ン基盤シミュレーションソフトウェアの研究開発｣ プロジェクトでは，産業イノベーションに寄与する，我が国独自
のシミュレーションソフトウェアの研究開発とその普及を目標に掲げ，特にシミュレーション技術への貢献が大きい，
開発 ･設計業務に係るプロセスイノベーション (新しい開発 ･設計方式の創出 )とプロダクトそのもののイノベー
ション（新しい商品 ･晶質の創出）の実現をするべく，これらのイノベーション創出の基盤となる独創的なソフトウェ
アの研究開発を推進している．
　本プロジェクトは，革新的シミュレーション研究センターを中核拠点とし，東京大学大学院工学系研究科，東京大
学人工物工学研究センター，国立医薬品食品衛生研究所，（独）物質 ･材料研究機構，（財）高度情報科学技術研究機
構などから，総勢 70名以上の研究者を結集して開発を進めている．また，これに加えて，ソフトウェアメーカーも
開発に参画し，革新的シミュレーション研究センターを中心に研究開発された成果に基づき，実用ソフトウェアやユー
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ザーインターフェイスの開発を主に担当している．一方，産業界の代表的組織であるスーパーコンピューティング技
術産業応用協議会との間で，開発ソフトウェアの仕様に関する協議や実証計算に関して緊密な連携を図りつつ研究開
発を実施している．一方，2011年からの稼動が予定されている次世代スーパーコンピュータをはじめとして，中核
となるコアソルバーに関しては，数万 CPU以上の計算機で性能を最大限に発揮できるよう，超並列計算機対応の革
新的性能向上に関する研究開発を推進している．初年度である 2008年度は基本設計ならびに主要な要素技術の研究
開発を完了し，その一部を本プロジェクトで採用されたシーズソフトウェアに実装した上，2009年 6月に公開する
予定である．

 実物台車の急曲線通過実験による車輪・レール接触位置解析手法の検証
教授 須田 義大

　鉄道車両の急曲線通過時の挙動の解析は重要な課題である．生産技術研究所千葉試験線を用いた実物台車による車
輪・レール接触状況の計測を行い，解析結果との比較を行った．

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 混在交通におけるドライバモデルをベースとした自動運
転アルゴリズムの開発

教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏，准教授 中野 公彦

　エネルギーITSプロジェクトの一環として，一般道路における自動運転，高速道路における隊列走行の研究開発を
行っている．本研究は，この内，省エネ運転とドライバの受容性を考慮したアルゴリズムの検討，評価について研究
を進めている．

 （独）科学技術振興機構 先端研究者による青少年の科学技術リテラシー向上
教授 大島 まり

　研究機関，企業，メディアが協力してアウトリーチ活動を展開し，ブラックボックス化された科学技術を平易に紐
解いて青少年に見せることにより，最新の科学技術の素晴らしさや複雑さを通して，青少年の科学技術リテラシー，
特に工学リテラシーの向上を図る．

 （独）科学技術振興機構 産学共同シーズイノベーション化事業 医用画像と血流シミュレーション技
術を融合した疾患予防・診断のための支援ツール開発

教授 大島 まり

　革新的シミュレーションソフトウェアの研究開発プロジェクトにおいて開発された生体流体解析ソフトウェア
｢MC-BFlow」をベースとして，血管実形状に対するマルチスケール血流解析を行うソフトウェア，およびその実行
環境を臨床応用のために開発整備する．

 文部科学省 特定先端大型研究施設の開発 革新的実行原理に基づく超高性能データベース基盤ソフト
ウェアの開発 次世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発（脳血管系のシミュレー
ション）

教授 大島 まり

　総頸動脈の動脈硬化症に対する新たな知見を得るために，シミュレーションプログラムの開発を行う．具体的には，
医用画像を用いて血管壁を含めた血管形状のモデリング手法の開発，および血流－血管壁の相互作用を考慮した流体
構造連成解析手法の開発を行う．

 文部科学省 特定先端大型研究施設の開発 最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用 次
世代生命体統合シミュレーションソフトウェアの研究開発「全電子計算に基づくタンパク質反応シ
ミュレーションの研究」

教授 佐藤 文俊，助教（佐藤（文）研）平野 敏行，特任研究員 上村 典子，恒川 直樹，西村 康幸

　次世代スーパーコンピュータにおいて，タンパク質の化学反応をシミュレーション（電子移動，励起状態ダイナミ
クスなど）するソフトウェアを研究開発している．本年度は，大規模金属タンパク質のモデル計算の試行により，ペ
タスケール計算機でも十分な性能が発揮できるように，独自開発の密度汎関数法分子軌道計算プログラム ProteinDF
の高度並列化作業を行った．また，タンパク質の電子移動や励起状態ダイナミクスを見据えた新規要素技術の調査・
開発を行い，プロトタイプ実装を行った．

 FBG/PZT ハイブリッドシステムによる損傷モニタリング技術の開発
准教授 岡部 洋二

　航空機用 CFRP複合材料の接着構造における剥がれ損傷を定量的に検出するために，超音波受振素子に FBGセン
サ，超音波発振素子に PZTからなるアクチュエータを用いた，新規超音波送受振システムを開発する．そして，受
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振波形に信号処理を施すことで，剥がれ損傷の大きさを定量的に診断する手法を構築する．

 沖合沈下式養殖－海中給餌システム開発－
准教授 北澤 大輔

　沖合沈下式養殖において，自動給餌を行うためのプラットフォームを開発した．また水槽試験により係留力等を求
め，実際の設計に活用した．

 数値シミュレーションによる流動場・生態系予測
准教授 北澤 大輔

　琵琶湖における富栄養化効果と気候変動の効果を比較した．流動場・生態系結合数値モデルを用いて，1955年か
ら 2005年までの 50年間の数値計算を行い，水質変動特性を再現した．

 環境省地球環境局 地球環境研究総合推進費 温暖化が大型淡水湖の循環と生態系に及ぼす影響評価に
関する研究（FY2008-FY2010）

准教授 北澤 大輔

　気候変動が琵琶湖の鉛直循環と溶存酸素濃度に及ぼす影響を予測するため，三次元流動場・生態系結合数値モデル
の高度化を行った．

 ITS 各種サービスにかかる統合的交通シミュレータの活用に関する先端的研究
教授 池内 克史，教授 桑原 雅夫，教授 須田 義大，准教授 鈴木 高宏，講師 田中 伸冶

　国土交通省国土技術政策総合研究所委託研究

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 油絵描画ロボットに関する研究
教授 池内 克史

　油絵描画プロセスから絵を描く手順，手法の基礎的データの抽出を行い，技法を言語化しインプリメントすること
により，一連の文書によって描画を行うロボットに関する研究を行う．

 全方位センサによる車両位置認識技術の開発
教授 池内 克史

　本事業ではこれまでの自動運転・隊列走行の課題を踏まえ，3次元詳細道路地図データと既存の道路インフラを活
用した技術コンセプトをもとに自動運転および隊列走行の技術開発を実施する．本研究室では，一般道路を自動走行
する際に核となる技術の 1つである自車位置の高精度推定法，およびそれに基づく実証システムの開発を行う．

 文部科学省 リーディングプロジェクト 大型有形・無形文化財の高精度デジタル化ソフトウェアの開
発（大型有形文化財の高精度デジタル化ソフトウェアの開発）

教授 池内 克史

　東京大学が中心となって開発する大型有形文化財のデジタル化ソフトウェアでは，100mを超える大型有形文化財
を全ての点で cm以下の精度でモデル化できることを目標に，① 500枚を超える距離画像を全ての点で cm以下の精
度で位置あわせできる高精度同時位置合わせアルゴリズム② 500枚を超える距離画像を現状のものに比して 100倍程
度高速に位置あわせできる高速位置合わせアルゴリズム③テラバイトに達する大規模距離データを処理できる統合ア
ルゴリズムを開発する．また，屋外の大型文化財のシームレスな色彩表現を得るため④色彩画像・距離画像間高精度
位置合わせアルゴリズム⑤太陽などの照明環境推定による画像間色彩調整アルゴリズム処理を開発する．さらに，テ
ラバイトに達する大規模データを高速に転送・表示するための，⑥高効率化表示・転送アルゴリズムを開発する．

 文部科学省 先端融合領域イノベーション創出拠点の形成 ナノ量子情報エレクトロニクス連携研究拠
点

教授 荒川 泰彦

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 特定課題調査 医学・工学応用から見たハイブリッ
ド力学系理論展開の可能性調査

教授 合原 一幸

　本特定課題調査は，離散ダイナミクスと連続ダイナミクスが混在したハイブリッド力学系に関する医学・工学応用
研究と基礎理論研究を双方向的かつ統合的に行なうことにより，多様な科学技術の基盤となるハイブリッド力学系理
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論を確立するとともに，様々な医学・工学応用研究の具体的研究課題を調査するものである．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）結晶成長
教授 平川 一彦

　単一電子トランジスタとサブバンド間遷移を用いて中赤外単一光子検出器の実現を目指すとともに，それに必要な
高純度 GaAs系ヘテロ構造の結晶成長を行う．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）ナノギャップ電極／ナノ量子系接合の
作製とその物理と応用の研究

教授 平川 一彦

　単一分子や量子ドットなどナノ量子系の状態を金属電極により電気的に制御・読み出すことができれば，演算や記
憶を司る情報処理デバイスに革新をもたらすことができると期待されている．本研究では，精密に構造制御したナノ
ギャップ電極により単一分子，InAs量子ドット，グラフェンへの接合を作製し，金属接合を介した１電子の注入と
金属／ナノ量子系接合が発現する新規な物理現象の解明とその高機能デバイスへの展開について研究を行う．

 経済産業省 戦略的技術開発委託費 シリコンナノワイヤトランジスタの物性探究とその集積化に関す
る研究 －うち極細シリコンナノワイヤトランジスタの電気伝導探究とその集積化に関する研究開発

教授 平本 俊郎

　本研究開発は，将来のナノスケールシリコンMOSFETの一形態として注目されるシリコンナノワイヤトランジス
タにつき，その物性探究，高性能化ためのデバイス設計指針提案，および集積化デバイスとしてのフィージビリティ
チェックを行うことを目的とする．ここで，シリコンナノワイヤトランジスタとは，ワイヤ径が 15nm程度以下のナ
ノワイヤチャネルを有するトランジスタで，量子閉じ込め効果等のナノ構造特有の物理現象によってデバイス特性が
変化するトランジスタをいう．本年度は，（110）シリコン基板上のシリコンナノワイヤトランジスタの移動度を正確
に評価することに成功した．特に［110］方向のナノワイヤトランジスタでは，側壁効果によりワイヤ幅が狭くなる
ほど移動度が上昇するという特異な現象が起こることを世界で初めて明らかにした．

 シミュレーションによる特性ばらつき評価
教授 平本 俊郎

　線幅 45nmを下回る超微細領域のシリコン LSIでは，加工寸法のスケーリングと共にトランジスタ特性や配線特性
のばらつきがますます顕著になり，特性ばらつきが正常な回路動作の大きな障害になると予測される．本研究では，
シミュレーションにより特性ばらつきの定量的評価とばらつき要因の究明を行うことを目的とする．本年度は，シミュ
レーションと実測結果を詳細に比較することにより，ポリシリコンゲートのランダムなグレインやゲート酸化膜のラ
ンダムな凹凸はランダムな特性ばらつきの主要因ではなく．おもな原因は不純物揺らぎであることを明らかにした．

 新世代ネットワークの構成に関する設計・評価手法の研究開発～分散型調整機構を備える新世代ネッ
トワーク制御管理技術～

准教授 瀬崎 薫

　新世代ネットワークの構成に関する設計・評価手法として，次世代ネットワークを構成する種々のネットワーク機
器を管理できるネットワーク管理アーキテクチャの確立を行った．具体的には，ユビキタスネットワークやセンサネッ
トワークの導入以後，数と質の面で爆発的に増加しているネットワーク機器の現状を踏まえ，ホームネットワークか
らコアネットワーク，キャリアから ASP，伝送媒体のような物理層からユーザのアプリケーションに渡る機器およ
びアプリケーションの進化に合わせて管理システムを進化させることができ，同時に，ユーザ，ASP，ISP，キャリ
ア各々の視点から，ネットワークを柔軟かつ安全に管理ができるネットワーク管理プロトコル，ならびに管理ネット
ワークの研究開発を行った．

 経済産業省 平成 20 年度戦略的技術開発委託費 ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開
発－うち新材料・新構造ナノ電子デバイス＜カーボンナノチューブデバイス創出に向けた成長・プ
ロセス制御＞に係るもの

准教授 髙橋 琢二

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

准教授 佐藤 洋一
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 動的かつ階層的な暗号鍵割当方式の安全性証明と学際評価
准教授 松浦 幹太

　本研究は，戦略的国際科学技術協力推進事業（日印交流）の助成を受け，暗号利用の核となる鍵割当方式に高度な
利便性，安全性，社会受容性を与えることを目的とする．具体的には，日本側の安全性証明技術およびセキュリティ
経済学理論と，インド側の鍵割当方式技術を組み合わせる．インド側技術で鍵割当方式を動的かつ階層的にし，利便
性を高める．両国技術の連携で厳密な証明を与え，安全性を高める．さらに日本側の理論で提案方式の経済学的意義
などを明らかにし，社会受容性を高める．本共同研究で日印が交流を通じて相互的に取り組むことで，包括的かつ厳
密な評価を伴う情報セキュリティ技術の健全な普及が期待される．

 超低消費電力の無線通信を実現するオールモスト・デジタル無線に関する研究
准教授 高宮 真

 （独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 持続可能な流域水環境保全／物質エネル
ギー生産融合システム及びその基盤技術の開発

教授 迫田 章義

 平成 20 年度プロジェクト研究「バイオマス利用モデルの構築・実証・評価」のうち，「メタンガス
の民生利用技術の開発」

教授 迫田 章義

 平成 20 年度プロジェクト研究「バイオマス利用モデルの構築・実証・評価」のうち，「資源作物を
原料とするバイオエタノールの利用モデルの開発」

教授 迫田 章義

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

教授 藤岡 洋

 （独）日本学術振興会 二国間共同研究（韓国） ナノ孔をもった低誘電率脂環式ポリイミド材料の開発
教授 工藤 一秋

 （独）農業・食品産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター生物系産業創出のため
の異分野融合研究支援事業　受精卵育成に適した基礎マイクロバイオリアクター開発

教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，准教授 竹内 昌治，
助教 小森 喜久夫，特任助教 木村 啓志，特任研究員 中村 寛子

　東大生研と（独）家畜改良センター・大日本印刷株式会社によるコンソーシアム型のプロジェクトである．全体の
目標は，マイクロ流体デバイス技術を駆使することで，黒毛和牛等の高品質受精卵を効率的に得るバイオリアクター
育成システムを研究開発し，育成受精卵のウシ受胎試験での評価を行うことである．システムは，生体内微細環境を
模倣する構造を持つリアクターがアレイ化された構造を持ち，個別受精卵の活性を非破壊的に評価しつつ育成可能と
するものである．最終的には 1,000個受精卵に対応したプロトタイプシステムを提示する．これは，特にわが国固有
の優良品種である黒毛和牛の良好な受精卵の安定供給を実現し，輸出をも視野に入れた食肉産業の新たな展開に道を
開く．この中で東大生研は，マウス受精卵を用いてその育成と個別管理に適した基礎マイクロバイオリアクターの開
発を行う．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）局在プラズモンを利用した電荷分離
教授 立間 徹

 文部科学省キーテクノロジー研究開発の推進「ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野
研究開発」「ナノ環境機能触媒の開発」

准教授 小倉 賢

　研究代表：堂免一成（東京大学工学系研究科化学システム工学専攻）
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VI．研究および発表論文

 文部科学省 安全・安心科学技術プロジェクト 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

　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．拡散予測システムの実現象
における再現性の検証データを得ることを目的とし，風洞による屋外における危険物質拡散の基礎的な検討（拡散性
状の感度解析など）と，実規模建物における建物内拡散実験で必要となる基礎的検討（トレーサー放散，及びサンプ
ル法など）を行う．PCで計算可能な高精度の有害危険物質の屋内・屋外における拡散予測および避難誘導支援シス
テムを開発する．

 （独）日本学術振興会 平成 20 年度人文・社会科学振興プロジェクト研究事業について
教授 村松 伸

 道路環境予測のための都市内交通流予測手法に関する研究
教授 桑原 雅夫

　都市交通政策による道路環境の変化を予測できる交通流モデルの開発を行う

 エネルギーITS 推進事業／国際的に信頼される効果評価方法の確立
教授 桑原 雅夫

　本研究は，CO2排出量の推計およびモニタリング手法について，国際的に相互認証できる手法の構築を目的とす
るものである．

 住宅履歴書の管理情報項目の整備及び活用に関する検討
教授 野城 智也

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト 光触媒関
連基礎技術の開発ならびに新環境科学領域の創成事業

教授 野城 智也

 （独）科学技術振興機構 社会技術研究開発事業 研究開発成果実装支援プログラム 国内森林材有効活
用のための品質・商流・物流マネジメントシステムの社会実装

教授 野城 智也

 （独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 黄河の将来政策シナリオを評価するため
の「次世代」生態水文モデルの開発

教授 沖 大幹

　黄河流域の水資源と環境保全問題の解決を目的とした中国との研究交流を実施する．具体的には，流域水循環観
測 ･モデリングの技術を有する清華大学と協力し，黄河流域の水循環 ･水環境の変化をシミュレーションし，さまざ
まな気候変化と経済発展シナリオの下での水と環境の持続的な発展を計画立案するための統合生態水文モデルの開発
を行う．

 平成 20 年度気候変動シナリオに基づく水文・水資源の未来像の描出に関する委託業務
教授 沖 大幹

　確率的気候変動シナリオを用いた水資源アセスメント，気候変動による水資源への影響評価を行いつつ，人間活動
を含んだ社会への影響として水力発電への気候変動影響評価の試みを行うことを目的とする．

 （独）科学技術振興機構　地球規模課題対応国際科学技術協力事業　気候変動に対する水分野の適応
策立案・実施支援システムの構築

教授 沖 大幹

　グローバル社会の持続可能な開発を維持するため，途上国における水分野の適応策立案・実施支援システムの構築
を行う．



149

1．研究課題とその概要

 温暖化各レベルに対応する洪水リスクの増減評価
教授 沖 大幹，特任研究員 小森 大輔

　環境省地球環境研究総合推進費の研究課題「温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖
化影響の総合的評価に関する研究」に設定された課題「温暖化による水資源への影響予測に関する研究」の分担する
ものである．

 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構　H19 年度産業技術研究助成事業費助成金　流
域での生活排水処理におけるGHG排出等環境負荷推定・モデル開発

教授 沖 大幹，特任研究員 守利 悟朗

　事例研究対象となる個々の生活排水処理施設の建設時・運用時の GHG等環境負荷排出量を算定できるようにする
と共に，運用時に流入等外部条件に応じた，適正運転方法の評価を可能とする．

 文部科学省 21 世紀機構変動予測革新プログラム「不確実性を考慮に入れた近未来予測に基づく水災
害リスク変化の推定」

教授 沖 大幹，特任准教授 葉 仁風，准教授 鼎 信次郎，講師 瀬戸 心太

　高い時間的・空間的な解像度を持つ近未来の気候変動予測実験結果から特に豪雨や豪雪，寡雨，土壌水分の異常な
増加や乾燥状態の継続など水循環に関わる極端現象を抽出し，水災害をもたらす極端現象の生起確率の近未来へ向け
た変化を算定する．この際アンサンブル予測結果を利用して算定結果の不確実性をも定量的に示す．

 国家基幹技術「データ統合・解析システム」地球温暖化がグローバルな水循環や水資源管理，水圏
系生態系，食料生産に及ぼす影響のアセスメントのための地表面環境データベースの構築

教授 沖 大幹，講師 瀬戸 心太

　気候変動，水循環，生態系・食料生産に関わる世界規模の現状把握と将来展望の作成に不可欠な地表面環境データ
ベースを構築する．

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 地下水循環型空水冷ハイブリッドヒートポンプシステム
の研究開発

准教授 大岡 龍三

　地中熱ヒートポンプシステムは省エネルギー技術として期待されているが，イニシャルコストの問題から普及がす
すんでいない．本提案では，高い採熱量が期待される地下水を熱源として利用し，設置費用の低コスト化のための地
下水循環方法の確立や，空気熱源とのハイブリッド化によるマルチヒートポンプの高効率化を目的とした技術開発を
行う．システム COPの目標値は，冷暖房平均で 5.0とする．

 環境省地球環境局 平成 20 年度地球温暖化対策技術開発事業 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

准教授 大岡 龍三

　本技術開発は，建物における熱用途の大幅な省エネルギー化という課題に対して，多様な自然エネルギー（マルチ
ソース）をヒートポンプ（HP）と水ループを介して多目的に利用（マルチユース）するシステムを開発し，解決す
ることを目的とする．本システムを，ここでは「マルチソース・マルチユースヒートポンプ」と呼び，MMHPと略
称する．MMHPを構成する個別技術の多くは既存であるが，それらを有機的に組み合わせるという新しいコンセプ
トに基づくため，要素技術の開発，構成部品の最適化，設計手法の構築など，新たな技術開発が必要であり，それら
について十分な設計資料を準備することが本研究の目的となる．

 錦帯橋経年変化ほか調査
准教授 腰原 幹雄

 国土交通省気象庁気象研究所 地球環境研究総合推進費 温暖化影響評価のためのマルチモデルアンサ
ンブルとダウンスケーリングの研究

准教授 鼎 信次郎

　地球温暖化に係る政策支援と普及啓発のための気候変動シナリオに関する総合的研究のため，水災害影響評価モデ
ルのための統計的ダウンスケーリング手法の開発を行う．
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VI．研究および発表論文

 環境センチネルアジア（土地利用・生態系分野）に関する研究業務委託
講師 竹内 渉

　「環境センチネルアジア」（以下 SAFEという）とは，JAXAにおいて構想されている，アジア各国の国土環境情報
の管理に寄与することを目的とした，衛星観測ネットワーク及び衛星データを利用したアジア地域の環境を監視・評
価するシステムの総称であり，本プロジェクトでは，災害に比べれば時間的な変動が緩やかであるがその影響が広い
範囲に及ぶ環境変動を対象として，アジア各国の政策決定への指針となる根拠を提示する点が大きな特徴である．例
えば地球温暖化という不確実性の大きい現象に対して，環境変動が生態系に及ぼす影響を定量的に評価し，各国に情
報を提供する．具体的には，1）農業関係（米，小麦等の分布図や関連情報），2）地球温暖化（二酸化炭素，メタン
分布図，生態系生産量分布図や関連情報），3）都市環境（ヒートアイランド，大気汚染関係分布図），4）森林環境（焼
畑，火災，フェノロジー）の 4点に着目して監視システムを構築する．

 平成 20 年度グローバルな森林炭素監視システムの開発に関する研究委託業務
講師 竹内 渉

　世界的な森林減少・劣化の傾向は現在も継続しており，特に近年はアジア域における森林減少が大きい．グローバ
ルな温室効果ガス排出のうち，森林減少による排出は約 20％を占めている．森林減少・劣化の防止を温暖化対策と
して実施する場合には，途上国等における森林減少・劣化の防止による，温暖化対策の削減目標が達成されたかどう
かを判定する必要がある．本業務は，森林減少・劣化を国際的に監視するシステムを我が国が先駆的に提案すること
に向けて，アジアの地域を中心に，PALSAR等の全天候型リモートセンシング情報を活用して森林減少や森林劣化を
定量的に把握する手法を開発するとともに，森林減少の防止活動に伴う CO2排出削減量のアカウンティングを広域
（国レベルおよびプロジェクトレベル）で実施できるシステムの開発に関する検討を行うことを目的とする．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム コバルトリッチクラストの厚さ
の高精度計測技術の開発

教授 浦  環，教授 浅田 昭，特任助手（浦研）Blair Thornton

　現代産業に欠かせないコバルトや白金を含むコバルトリッチクラスト（CRC）は，日本近海の深海底に賦存してい
る．この貴重な深海底金属資源を，我が国の経済活動に利用可能にするためには，その正確な賦存量を計測できる技
術の実現が求められる．このため，コバルトリッチクラストの正確な賦存量を測定することができる新しい音響計測
センサを開発して，ROVや AUVを利用して，深海底にてコバルトリッチクラストの厚さを正確に計測できる深海底
探査システムの基礎を構築することを目的とした研究を推進する．今年度は，コバルトリッチクラストの厚測定装置
の開発のために，コバルトリッチクラストの音響特性を計測し，最適なコバルトリッチクラスト厚計測技術を確立し
て，コバルトリッチクラスト厚測定送受波素子アレイ装置の設計を進めている．また，送受破素子アレイ装置を搭載
して，母機となる AUVと協調行動して海底面直上を航行，CRC計測を実施するためのボットムスキマープローブの
概念設計を進めている．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム 海底位置・地形の高精度計測技
術の開発

教授 浅田 昭，教授 浦 環，助手（浅田研）望月 将志

　海底資源開発に関して AUVをはじめとする海中ビークルの利用は不可欠なものになっている．この分野での海中
ビークル利用の第一の目的は，海底資源の埋蔵量推定の第一歩となる海底地形の精密調査である．ビークル直下を含
むフルスワス計測を実現する新しい音響計測システムの開発，またその位置精度を高めるための高精度測位技術の開
発を目指している．最終的な目標は，海中でのビークル位置精度が数 cm，海底地形の計測精度が数 cm，という音響
計測システムの開発を行うことである．

 平成 20 年度国際資源対策推進委託事業 ミナミマグロ測定予備試験
教授 浅田 昭

　養殖生簀内のマグロやブリの正確な数と体長を計測するため，養殖生簀間をトランスファーする通路付近に音響ビ
デオカメラを向けて設置し自動計測する実用プログラムを開発した．背景雑音となる網が波や流れなどにより揺れ，
また一匹の魚のエコーが分離されるなど尾数と体長の自動計測はかなり困難であった．揺れにより変動する背景雑音
を自動除去するとともに，分離されたエコーの主体部分をカルマンフィルターを使って自動追跡し，前後に分離した
幾つかのエコーが魚の一部であるか否かを分別し，一匹の全体長を正確に計測するプログラミング手法を開発し，評
価実験を行い実用性を実証した．

 音響カメラ画像解析ソフトウェア開発
教授 浅田 昭

　岸壁や橋脚といった港湾を形成する水中構造物の劣化診断は，対象物が水中となるが故に容易なものではない．こ
の問題に対して暗視下や濁水中でも高精度の音響映像を取得することができる音響ビデオカメラ DIDSONを用いて，
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1．研究課題とその概要

水中構造物表面の劣化状況を，広範均一高精度にとらえるシステムの開発を行っている．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）再生・分化誘導のためのバイオナノプラッ
トホーム技術の構築

教授 藤田 博之

　再生医療実現のための基礎研究として，マイクロ・ナノ加工とバイオプロセス技術の両者を用いて製作するデバイ
スにより，細胞の分化誘導，刺激への応答過程の解明，細胞間相互作用の測定などを行う研究である．

 高集積・複合MEMS知識データベースの整備「高集積化MEMS解析手法に関する知識データベー
スの研究開発」

教授 藤田 博之

　電気回路とMEMS，ナノ物質とMEMS，MEMSとMEMSを複合し，集積化する技術について，実験的な知見を集
めて分類し，データベースとして蓄積する研究を行っている．

 経済産業省 戦略的技術開発委託費 異分野融合型次世代デバイス製造技術開発プロジェクト
教授 藤田 博之

　MEMS技術とナノテクノロジー，バイオテクノロジー等の異分野技術を融合し，革新的次世代デバイス（BEANS：
Bio Electro-mechanical Autonomous Nano Systems）の創出に必要な基盤的プロセス技術群を開発する産官学共同研究プ
ロジェクトを，集中研究所方式で実施している．生研では，バイオ技術との融合とナノ加工の高度化に向けた二つの
研究（life-BEANS，3D-BEANS）を受託して研究を進めている．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業 特定課題調査 DNA結合量子ドット列を用いたナ
ノ光MEMSシステム

教授 藤田 博之

　DNAは生物の遺伝情報を伝える媒体である．これを工学的に見た時に，剛直な高分子として様々の利用可能性が
ある．今回は，静電的な相互作用で量子ドットを DNA分子上に規則正しく並べる技術を研究した．またそうして得
た整列量子ドットの光学特性を検討した．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）ナノ界面空間での電気二重層制御を利
用した一分子電気インピーダンス計測法の創成

助教（藤井（輝）研）山本 貴富喜，教授 藤井 輝夫

　ナノ加工技術を駆使して得られる表面積 /体積比が極端に大きくなるような特殊な場，すなわちほとんどが界面と
なるようなナノ空間において，固液界面に生ずる電気二重層がオーバーラップして消失する現象を利用した超高感度
電気インピーダンス測定を実証すると共に，生体高分子の電気的 1 分子測定法を創成する．

 文部科学省 海洋資源の利用促進に向けた基盤ツール開発プログラム フロー系分析装置の超小型化
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋

　本研究では，海洋鉱物資源の探査に資する「微量金属イオンの分析」と「微生物活動のアノマリーを検出」するた
めのフロー系分析装置，さらには現場較正機能を有する現場型化学センサシステムを超小型化する技術を開発し，そ
れらの機能を統合した多項目同時計測が可能な超小型分析装置の実現について検討する．

 （独）日本学術振興会 若手 ITP 事業 大規模複合機能集積マイクロ・ナノシステム若手研究者国際交
流プログラム

准教授 年吉 洋

 高集積・複合MEMS製造技術に関する研究
准教授 年吉 洋

 総務省総合通信基盤局 電波資源拡大のための研究開発 高マイクロ波帯用アンテナ技術の高度化技術
の研究開発

准教授 年吉 洋
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VI．研究および発表論文

 高形状比ナノハイブリッド構造物マスター製作工程技術及び応用技術の開発
准教授 金 範埈

 （独）科学技術振興機構 戦略的国際科学技術協力推進事業 ハイスループットスクリーニングのため
のタンパク質チップのロボット化に関する研究

准教授 竹内 昌治

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）リポソームアレイによる膜タンパク質
の機能解析法

准教授 竹内 昌治

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（CREST）MEMS技術を利用した超分子機能材料
の高次構造化

准教授 竹内 昌治

 （独）科学技術振興機構 社会技術研究開発事業 多次元的評価・検索機能を持ったデータベースを用
いた子ども向け防犯指導活動支援システムの設計，構築，検証，運用

教授 目黒 公郎

 文部科学省 大都市大震災軽減化特別プロジェクト（2）広域的情報共有と応援体制の確立（a）広域
連携体制の構築とその効果の検証 1）評価実験シナリオの構築と評価

教授 目黒 公郎

 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所最先端学術情報基盤（CSI）構築
推進委託事業 次世代大規模高度情報蓄積融合システム基盤技術に関する研究

教授 喜連川 優

　本受託研究は，次世代大規模高度情報蓄積融合システム基盤技術に関する研究を行うものである．すなわち，
WEB，映像情報，BLOG，センサー，電子メイル，デジカメ，デスクトップ情報，計算出力など，サイバー世界，実
世界共に，多様な情報が氾濫する今日，ユーザが規定する視点での各種情報の融合は，情報工学上，今後極めて重要
なグランドチャレンジと考えられる．本業務では，次世代を見通した大規模な永続情報蓄積環境の姿と，多様な情報
を柔軟に融合する基礎技術の開発を目的としている．

 地球環境 e-science 情報融合システムに関する研究
教授 喜連川 優

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

 文部科学省 国家基盤技術 データ統合・解析システム
教授 喜連川 優

　衛星観測，海洋観測，陸上観測などの様々な手段で得られた観測データや数値予報モデルの出力，関連する社会経
済情報を統融合し，地球環境分野における科学的・社会的に有用な情報へと変換し，その結果を社会に提供するため
のシステムのプロトタイプを開発し，実証することを目的とする．また，このシステムの長期的・安定的な運用のた
めの基礎技術開発もあわせて実施する．
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1．研究課題とその概要

 文部科学省 キーテクノロジー研究開発の促進 最先端・高性能汎用スーパーコンピューターの開発利
用プロジェクト 非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの開発

教授 喜連川 優

　情報爆発時代に突入し，情報の戦略的利活用のためには，従前より巨大なデータを著しく高速に解析可能とする技
術の開発が必須である．本委託業務では，関係データベースシステムにおける問合せ処理の飛躍的な性能向上を達成
するべく，関係データベースの処理結果は読出すレコード順序に拠らないという点に着目し，二次記憶に対する大量
の非同期読込みの発行と，非決定的な到着順序での処理を特徴とする非順序型実行原理に基づく超高性能データベー
スエンジンの設計・実装を行うとともに，当該エンジンを支える周辺システム技術として資源調整技術および挙動モ
ニタリング技術を開発し，加えて実証評価基盤システムを構築し，解析指向の超巨大データ活用アプリケーションを
用いてその有効性を実証することを目的とする．

 高度画像センサネットワーク技術の研究開発
准教授 上條 俊介

 トランプエレメント除去に有利な冶金的条件の理論的検討（メタル条件，フラックス条件）
教授 森田 一樹

 太陽光発電導入に向けた民生部門の時間帯別電力需要推計に関する研究
特任教授 荻本 和彦

　民生家庭部門における自律型エネルギーシステムの構築を想定した時間帯別電力需要推計の研究を行う．

 稲わらの貯蔵期間における繊維成分の変遷の評価
特任准教授 望月 和博

 文部科学省 科学技術連携施策群の効果的・効率的な推進 地域完結型地燃料システムの構築と運営
特任准教授 望月 和博

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ）量子ドットを用いた単電荷・スピン・
光機能融合デバイス

特任准教授 中岡 俊裕

受託研究（公的資金以外）2. 

 地下鉄トンネルの地震時挙動に関する研究
教授 小長井 一男

 マイクロ波レーダによるリアルタイム海洋波浪観測システム
准教授 林 昌奎

 送電線避雷装置の海外技術動向調査
教授 石井 勝

 雷放電の電磁気的研究
教授 石井 勝

　電磁界観測によって，雷放電の性状を研究する．

 ペアリングを応用したプロトコルの調査・研究
准教授 松浦 幹太
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VI．研究および発表論文

 室内エアコンが人体快適性に及ぼす影響及び数値解析を用いた精度検証
教授 加藤 信介

　室内でのエアコン使用により，在室者の温熱環境は向上するが，エアコンの吹出し口からの気流によるドラフトが
人体快適性を阻害する恐れがある．ドラフトの防止とともに，快適性を高めるためには，エアコンの吹出し口からの
気流が自然風のような風で，さらに，室内の温度もスムーズにコントロールする必要がある．そこで，本研究では，
エアコンの吹出し口の大きさ，吹出し方向などの条件を検討し，エアコンの稼働時の吹出し口からの気流速度，風量，
乱流強度及び代表長さスケールなど数値解析の境界条件となる基礎データを測定する．最終的には，得られた基礎デー
タを用いて，数値流体解析を行い，実験との対応性を検討し，その精度を向上させる手法を提案する．また，快適性
を向上させる吹出し条件を求め，これをエアコン設計にフィードバックする手法を開発する．

 物流施設開発におけるサステイナブルディベロップメントに関する調査研究
教授 野城 智也

 サービスイノベーション型空間情報社会基盤に関する研究開発
教授 柴崎 亮介

 気候変動による世界の水資源量変化に関する研究
教授 沖 大幹

　気候変動による世界の水資源量変化について，既往統計データを主体としたマクロ的な概算を実施するために，基
礎データとして，世界各国別の「月平均気温」，「月平均降水量」及び「月別河川流量」を集計すると共に，（降水量
－蒸発散量）と河川へ流れた量も考慮し，現状と 2050年における国別に入ってくる「月別河川流量」と「水資源賦
存量」を集計する．

 コンクリート表層の品質向上に関する研究
准教授 岸 利治

 木と鋼ハイブリッド構造
准教授 腰原 幹雄

 低層住宅の耐震性能評価
准教授 腰原 幹雄

 ひび割れ幅と乾湿繰返し条件が中性化進行に及ぼす影響の基礎的検討
准教授 加藤 佳孝

　極若材齢に発生したひび割れが，鉄筋コンクリート構造物の耐久性に及ぼす影響を検討するために，ひび割れ幅と
その後の環境条件（乾湿繰返し）を変化させて，ひび割れからの二酸化炭素の侵入とそれに伴う中性化の進行状況を
実験的に検討する．

 高 Al 濃度領域における脱酸平衡に関する研究
教授 森田 一樹

所内措置研究費D. 

展開研究1. 

 犠牲材料を用いたMIDの高度化に関する研究
准教授 新野 俊樹

　管など内部にキャビティ構造を有する射出成形品のキャビティ内面に自由に電極構造を配置できる工法の確立を目
指した．これを実現するために，MEMSなどで利用されている犠牲材料の技術を利用することを試みた．犠牲材料
を射出成形してMID化したのち，さらに別の材料をインサート成形したのちに，作製された回路が破壊されないこと，
金属箔と 2次成形材料の間に十分な密着強度が得られることを確認した．



155

1．研究課題とその概要

 ライフライン地中管路施設の高性能化のための現地発生土の高度再利用技術の開発
教授 古関 潤一，准教授 桑野 玲子，准教授 岸 利治，准教授 加藤 佳孝

　環境に配慮しながらライフライン地中管路施設の耐震性と長期再掘削性を向上させて高性能化をはかることを目的
として，現地発生土を固化改良して埋め戻しに再利用した際の長期強度発現を所定の範囲内で高精度に制御できる材
料と，その配合・施工管理方法を開発する．

 ランダムネットワーク構造を用いた光制御素子の開発
准教授 枝川 圭一

選定研究2. 

 薄膜・基板界面の原子構造不安定クライテリオンの解明
准教授 梅野 宜崇

 マイクロインクリメンタルフォーミングによる薄膜のダイレス 3D造形
教授 帯川 利之

　微細な薄膜構造のオンデマンド加工に対応するため，金型を用いないマイクロフォーミング技術を開発した．加工
機の移動 3軸の分解能は 10nmであり，工具先端半径は最小で 5ミクロンである．この技術により，1mm以下のミ
ニチア車体，直径 0.1mmマイクロドットアレイ，一辺 50ミクロンのピラミッドなどの加工を実現した．

 発生における分裂方向制御機構の解明に向けた，発生過程の定量化と数理モデル化の基盤技術創成
講師 小林 徹也

 マイクロ流体／マイクロアレイと顕微分光法によるマイクロ分析化学の開拓
准教授 火原 彰秀

 建物遮音性能の予測・評価システムの開発
准教授 坂本 慎一

　波動音響数値解析を利用し，建物の遮音設計や遮音感覚評価実験に利用可能な音響シミュレーションシステムを構
築することを目的とする．室を構成する各壁体の遮音性能，および設定する室の室内音響性能を，波動数値解析を用
いて予測計算する．それらの伝搬特性と，実測した騒音源データ（音サンプル）を結合・合成して，現実感のある音
場を体験者に提示できるシステムを構築する．

 岩手・宮城内陸地震時の緊急地震速報に対する市民の対応行動調査と大学構成員・一般市民向けの
対応行動学習ツールの開発

准教授 大原 美保

　緊急地震速報は，受信した際に適切な対応行動を行うことで人的・物的被害を大幅に軽減することができる情報で
あり，2007年 10月から一般向け提供が開始された．本研究では，2008年 6月の岩手・宮城内陸地震で緊急地震速報
を受信した市民を対象とした対応行動調査を行い，緊急地震速報普及のための課題を分析した．また，緊急地震速報
時に行うべき対応行動の学習ツールとして「緊急地震速報時の対応行動レファレンスWeb」の開発を行い，一般市
民が自由にアクセスして学習できる環境整備を行った．

 ウェブスパム分析を目的とした大規模ウェブグラフの可視化に関する研究
准教授 豊田 正史

　本研究では，ウェブの膨大なグラフ構造を，これまでに開発した独自のスパム分析アルゴリズムに加えて，様々な
グラフアルゴリズムを用いて可視化し，対話的な閲覧およびナビゲーション支援を行うことによりスパム構造の大規
模な分析を可能とする．

 リグノセルロースを原料とするバイオマス化学プロセス
特任准教授 望月 和博
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VI．研究および発表論文

所長裁量経費3. 

 可搬式微動計測装置（GEODAS10 他ピックアップ振動計）の検査・調整および振動子交換
教授 中埜 良昭，耐震構造学研究グル－プ（ERS）

　微動計測装置は，地盤や構造物およびその周辺の微振動を計測することにより振動特性を把握するための装置で，
可搬性に優れているため常時の振動測定および被害地震発生後の被害原因解明のための現地調査に国内外において利
用頻度の高い，本研究グループのフィールド調査における主力計測装置の一つであり，これらが安定的にフィールド
調査・計測が可能となるように実験計測環境を整備・改善した．

 暗号サイドチャネル攻撃実験システム
准教授 松浦 幹太

　駒場リサーチキャンパス企画の UROP(Undergraduate Research Opportunity Program)や工学部電子・情報系学科企画
の全学体験ゼミ，本所の SNG(Scientist for the Next Generation)見学団や一般の高校生見学団の頻繁な受け入れでデモ
や演習課題として活用する「暗号モジュールに対するサイドチャネル攻撃（とその防御方法）に関する実験システム」
を構築する．サイドチャネル攻撃とは，モジュールが暗号計算をする際の所要時間や消費電力など副次的なデータを
観測することによって，モジュール内の秘密鍵を暴く攻撃である．これにより，理論に関する見学や演習だけでは効
果的に伝わらない専門的内容を，中学生以上の幅広い対象へ教育啓蒙することができる．

 ナノ構造体を持つラベルフリー特定タンパク質計測システムの開発および商用化
准教授 金 範埈

その他E. 

その他公的資金1. 

 ひび割れ幅に着目したURM壁付き RC造建物における地震被災度判定手法の開発
助教（中埜研）崔 琥，教授 中埜 良昭

　URM壁を含む RC造架構の 1/4スケール縮小試験体を用いた正負交番繰り返し載荷実験の際に，クラックスケー
ルおよびデジタルカメラ接写により測定したひび割れ幅を比較・検討し，これと残留変形の関係の定量化し，本研究
の主目的であるひび割れ幅を利用した地震被災度判定手法の開発を実現した．（GCOE「都市空間の持続再生学の展開」
奨励費）

 戸田御浜再生に向けた合意形成事業
教授 木下 健，准教授 北澤 大輔，大学院学生（東大）伊藤 翔，教授（東大）日野 明徳，
准教授（東大）多部田 茂，准教授（東大）岡本 研，大学院学生（東大）久松 力人，

大学院学生（東大）杉原 奈央子，教授 （東大）橘 和夫

　戸田御浜の貝類観測や環境調査を通して，地域住民に戸田御浜生態系の現状を認識してもらうとともに，戸田御浜
の再生方法を探り提言する．

 密度流拡散装置と撹拌パドルの撹拌効果に関する比較実験
准教授 北澤 大輔

　温度成層付き水槽において，密度流拡散装置と撹拌パドルの鉛直撹拌効果の比較実験を行った．

「ユビキタスネットワークのー電子タグ技術等の展開」・電子タグを用いた測位の安全と安心の確保 
准教授 瀬崎 薫，教授 柴崎 亮介，国土地理院 神谷 泉，国土地理院 小荒井 衛，
国土地理院 松坂 茂，情報通信研究機構 滝澤 修，消防庁予防課 細川 直史，

消防庁消防大学校 高梨 健一，科学警察研究所 原田 豊，科学警察研究所 島田 貴仁

　屋内外を問わずユビキタスサービスが利用可能となるためには，位置情報をいつでもどこでも利用出来るようにす
ることが必須である．このためには，位置情報の参照点となる電子タグ付きの基準点を国土に展開することが有効で
あるが，そのための基盤技術から応用までを統合的に研究し，電子タグ配備のための戦略と電子タグ応用の将来像を
描くことを研究の目的とする．具体的には，電子タグ付きの基準点の安価な構成・配備技術，基準点を元に位置情報
を得た端末群がそれを交換すると共に他の情報等も加味して高精度の位置同定を行うための技術，得られた情報を元
に安全・安心の向上を図るための応用システムの 3つを総合的に研究している．本年度は，つくばエクスプレス流山
おおたかの森駅付近に 300個以上の電子タグを設置した大規模な実証実験を行い，電子タグ測位の有効性を示すと共
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に，実環境における多様な実験データの取得・分析を行った．

 先進情報セキュリティ技術の社会受容性に関わる経済モデルとインフォームド・セキュリティに関
する研究

准教授 松浦 幹太

　費用対効果の理解不足ゆえ社会受容性が阻害され普及の遅れる情報セキュリティ技術が多い．少数の不正者が先進
技術に追随するだけで脅威となる社会では，この遅れ自体がリスクである．本研究では，情報セキュリティへの投資
効果を分析する応用ミクロ経済分析モデルに，脅威の抑止効果を導入して精緻化する．さらに，同モデルを情報シス
テム導入時の代替案比較に応用する枠組みを提示し，利害関係者のインフォームド・セキュリティを実現する．

 （独）科学技術振興機構 戦略的創造研究推進事業（さきがけ） 局在プラズモンを利用した電荷分離
教授 立間 徹

 （独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 循環社会構築型光触媒産業創成プロジェクト エネルギー
貯蔵型光触媒の研究開発

教授 立間 徹

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

教授 立間 徹

 ナノワイヤを持つラベルフリー特定タンパク質計測システムの開発
准教授 金 範埈

 文部科学省 安全・安心科学技術プロジェクト　住民・行政協働ユビキタス減災情報システム　平常
時から災害時まで活用できる地域・病院情報共有システムの開発

教授 目黒 公郎，准教授 大原 美保

　災害時に発生した傷病者に対して適切かつ迅速な医療対応を行うためには，人的・物的被害の発生状況に関する正
しい情報を医療従事者・患者搬送従事者が共有しておく必要がある．本研究では，災害医療を支援するシステムとし
て，自治体・災害拠点病院・救急告示医療機関等を平常時から情報システムで結び，災害対応に必要な状況を共有し
ておくシステムの提案・開発を行っている．2008年は，6月の岩手・宮城内陸地震や 8月末の豪雨災害時における医
療機関の対応状況に関する実態調査を行い，地域・病院とで共有すべき情報の分析を行い，望ましい情報共有システ
ムの仕様を検討した．

 被災した構造物の安全・簡易・迅速復旧工法の開発
准教授 加藤 佳孝，埼玉大学・准教授 牧 剛史，東急建設株式会社 伊藤 正憲

　被災したライフラインの早期回復，2次災害の低減等を可能とする RC構造物の安全・簡易・迅速復旧工法を開発
する．

 国土交通省　建設技術研究開発助成制度　住宅に対する建物被害調査・再建支援統合パッケージの
開発　住宅の耐震化促進のための教育・啓発ツールの開発

准教授 大原 美保

　近年，首都直下地震をはじめとする大地震の発生が懸念されており，災害時の被害軽減のためには住宅の耐震化推
進が急務であると言える．本研究では，住宅の被害調査時に撮影された被害写真を活用した，実被害から学ぶ住まい
の耐震教育・啓発ツールの開発を行っている．2008年は，地震被害から指摘されている住宅の被害要因を整理，学
習すべき内容を洗い出すとともに，耐震性能を低下させる要因や耐震性能を向上させる方法を学ぶWeb教材を開発
した．インターネットアンケートモニターを対象として本教材の学習効果の評価を行った結果，学習後の耐震化意欲
の向上が確認された．

 イノベーション基盤シミュレーションソフトウェアの研究開発
特任教授 畑田 敏夫

　我が国の骨格を支えるものづくり，バイオ，ナノ，産業を中心とし，国際競争力強化，環境への配慮，安全・安心
な社会の構築などの喫緊の課題克服に必要なイノベーション創出の基盤となる世界最先端の実用的な複雑・大規模シ



158

VI．研究および発表論文

ミュレーションソフトウェアを研究開発し，産学官連携体制によりその普及を推進する．2008年度はソフトウェア
の基本設計に関する研究開発の総合的推進（マネージメント）を実施．

 エネルギー・環境問題の同時解決による持続可能な産業・社会基盤構築に向けた技術戦略の基本事
項の調査

特任教授 荻本 和彦

　CO2問題とエネルギー問題は表裏一体であり，これらを同時に解決し持続可能な産業・社会基盤を構築していく
ためには，革新的な技術の開発が求められている．この革新的な技術の開発においては，個々の技術開発だけではな
く，広範な領域に跨るエネルギー・環境技術全体を俯瞰し，長期的な視点に基づいて，技術開発の方向性，すなわち
エネルギー技術戦略を考えていくことが重要であり，これに向けた基本事項の調査を行う．

国土交通省建設技術研究開発費補助金2. 

 住宅に対する建物被害調査・再建支援統合パッケージの開発
准教授（富士常葉大学）田中 聡，教授 中埜 良昭，准教授（富士常葉大学）重川 希志依，
教授（京都大学）林 春男，准教授（京都大学）牧 紀男，講師（富士常葉大学）高島 正典，

研究員（防災技術研究所）堀江 啓，研究員（京都大学）吉富 望，
研究員（京都大学）田村 圭子，助教（京都大学）浦川 豪

NEDO技術開発機構 革新型太陽電池国際研究拠点整備事業3. 

 ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発
教授 藤岡 洋

学内WG研究4. 

 防災対策マニュアル及び地震時の東大病院の防災拠点としてのあり方に関する検討
教授 目黒 公郎，客員准教授 宮崎 早苗，准教授 大原 美保

　都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）では，東京大学医学部附属病院・環境安全本部とともにWGを結成し，
医学部附属病院の災害拠点病院としての機能を高めるための実行力のある防災マニュアルの開発を行っている．2008
年は，昨年に引き続き，病院一斉防災訓練での教訓を踏まえてマニュアルの内容の検討を行うとともに，災害時の傷
病者受け入れマニュアルを学習するための医師・看護師向け eラーニングコンテンツを開発し，救急外来職員を対象
とした試運用を行った．本WG活動は来年度も継続して行う予定である．

French CNRS budget5. 

 Fundamental Microsystems Engineering
特任教授 ボスブフ アラン

　Resarch topics:-high Q Microresonators-Wafer-level packaging-optical instrumentation for MEMS & packaging assessment

その他（公的以外）6. 

 量子ネルンスト効果の理論と実験
准教授 羽田野 直道

　我々のグループは，ナノデバイスの熱電能がまだあまり注目されていない 2005年に，強磁場下の半導体ヘテロ接
合界面に温度差をつけた場合の特異的な動作特性を，世界に先駆けて理論的に予言し，「量子ネルンスト効果」と名
付けました．残念ながら当初はあまり注目されませんでしたが，2007年にフランスの Behniaらのグループが，我々
の予言とよく似たシグナルをビスマス単結晶で実験的に観測しました（K． Behnia et al． : Phys． Rev． Lett． 98 (2007) 
166602および Science 317 (2007) 1729）．その実験データを定性的にですら説明できるのは我々の予言だけであるた
め，注目されつつあります．ただ，理論と実験の対応において課題が生じました．2次元電子系に対する予言をビス
マス単結晶に対応する 3次元系に拡張したところ，実験データを定性的にはよく再現できました．しかし定量的には
一致が見られていません．そこで，ビスマス単結晶に存在する様々な要素を考慮することによって，理論予測と実験
結果を定量的に一致させました．
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 石油備蓄基地水封タンク内の溶存酸素濃度予測
准教授 北澤 大輔

　石油備蓄基地水封タンク内の鋼材腐食を予測するため，水封タンク内の溶存酸素濃度の実値計測と分布予測シミュ
レーションを行った．
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