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1．研究課題とその概要

Ａ．科研費による研究

1．科学研究費：特別推進研究

MEMSと実時間TEM顕微観察によるナノメカニカル特性評価と応用展開
 教授 藤田 博之，教授 (静岡大 )橋口 原，教授 (成蹊大 )佐々木 成朗

本研究の目的は，半導体マイクロ・ナノ加工で作るMEMSデバイスと，ナノ物体を可視化できる透過電子顕微鏡
（TEM）を組み合わせた計測系を構築し，ナノ物体や極微量分子を対象に応力による変形，表面や固相内の拡散，電
界による原子輸送，量子的な電気や熱の伝導などを総合的かつ実時間で測定することである．ナノ物体の形状変化に
対する電気機械特性の依存性を詳細に観測し，分子動力学などの計算機解析と比較することで，様々な微視的機構の
解明をめざす．これに基づき高分子等のナノ繊維の機械特性評価，電気接点劣化，エレクトロマイグレーション，ナ
ノトライボロジー，ナノ物体中の熱伝導，拡散接合技術など，実用上重要な課題の微視レベルからの解明へ向けた応
用展開を図ることが主要な目的である．本研究の独創性は，MEMS技術で作製したナノメカニカルデバイスをTEM
用の試料として用いる点が第一に挙げられ，可視化技術で対象を確認しながらマルチパラメータの同時実時間観測が
可能な，計測系と評価手段の構築を可能とする．このようなナノ構造の効果を微視的レベルで直接評価するというア
プローチは，産業応用における実用的課題に対して多様な情報を提供し，特性向上に繋がる大きな効果をもたらすと
期待される．このように本研究は，最近大きな注目を浴びている「ナノ構造の導入による電気機械特性の改善」とい
う考え方に非常に合致した研究であると言える．

2．科学研究費：特定領域研究

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．

3．科学研究費：新学術領域研究

酸化物磁性体のテラヘルツ・マグノン生成とその空間伝播観測
 助教 (志村研 ) 佐藤 琢哉

新学術領域研究「半導体の動的相関電子系の光科学」（領域代表：五神真教授）において公募研究A03班の一員と
して参加した．今年度は，フェリ磁性体鉄ガーネット中のスピン波伝播の様子を時間・空間分解観測することに成功
した．

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

Clarification of the hydrogen absorption and hydride nucleation mechanism at Pd group metal surfaces． Absorption 
dynamics， gas-surface-subsurface hydrogen exchange， and the catalytic reactivity of 'subsurface'-absorbed hydrogen are studied 
by H depth profiling with nuclear reaction analysis and thermal desorption spectroscopy．

バルクナノメタル創製の計算機・物理シミュレーション
教授 柳本 潤，(独立行政法人物質・材料研究機構・元素戦略材料センター ) 井上 忠信，

 (兵庫県立大学 )土田 紀之，(東京電機大学 )柳田 明

巨大ひずみ加工プロセスや，相変態を含む加工・熱処理プロセスによるナノ組織生成への，強せん断変形を含む大
変形あるいは変形方向の反転を含む大変形の影響を定量的に把握することは，バルクナノメタル創製の機構を把握す



118

Ⅵ. 研究および発表論文

るための重要なステップである．「多様なプロセスによるバルクナノメタルの製造手法の確立」を大目標としつつ本
研究では，相変態を含む加工・熱処理プロセスによるバルクナノメタルの超微細粒形成を，計算機シミュレーション
及び加工熱処理再現試験装置などを駆使した物理シミュレーションによって解明する．

初期胚細胞動態のインシリコ再構成技術と数理モデルの構築
准教授 小林 徹也

植物システム制御の数理モデリング
教授 沖 大幹

本研究では，数学モデルとコンピューターシミュレーションを駆使することで，植物個体の成長生存戦略の分子メ
カニズムを理論的に明らかにすることを目的としている．植物の器官成長・栄養塩の吸収と輸送・光合成による同化
産物蓄積過程を定式化した数理モデルを開発することで，(1)土壌養分条件と光・温度条件に応じて，地上部と地下
部のバランスや生育速度がどのように変化するか，(2)特定の環境で高い生産性を実現するためにはどのような遺伝
子間相互作用が必要か，(3)地球環境変化の影響下で安定な作物生産を行うために何が必要か，を理論的に明らかに
する．実験困難な環境をコンピューター内で創造し，未だ解明されていない遺伝子の機能や制御関係を予測し，実証
実験への指針を与えることを目標としている．

マイクロ流体技術を応用した哺乳類胚アッセイプラットホームの構築
特任助教 (藤井（輝）研 )木村  啓志

MEMSを利用した細胞の３次元組織構築
准教授 竹内 昌治

人工遺伝子回路の機能評価のためのマイクロ流体プラットフォームの開発
特任准教授 ロンドレーズ ヤニック

4．科学研究費：基盤研究(S)

液体の階層的自己組織化とダイナミクス
教授 田中 肇

本研究では液体の未解明現象，(1)水型液体の熱力学異常・運動学的異常，(2)単一成分の液体・液体転移現象の起
源の解明とその応用，(3)ガラス転移現象の解明，(4)高分子メルトを含む液体の結晶化の素過程と機構解明，(5)液体・
ガラス状物質の非線形流動・破壊現象の解明と制御，の 5つの基本問題の解明を目指す．(1)-(4)では，結晶構造形成
傾向とそれとは異なる対称性をもつ局所安定構造形成傾向の競合という観点から，コロイド，駆動下粉体系の一粒子
レベルでの構造・ダイナミクス解析，ブラウン動力学，分子動力学シミュレーション，理論的研究の連携により，液
体の動的階層性という概念に基づく新たな物理描像の確立を目指す．(5)では，我々の液体の流動場下不安定化の理
論モデル [Nature 443， p.434] を発展させると共に，実験，シミュレーションの比較を通し，流動場下での高粘性液体，
粉体，複雑流体の不安定化機構，ガラス状物質の破壊機構の解明を目指す．また，流れ場と様々な自由度との動的結
合の機構，ひいてはプリゴジン以来の非平衡状態でどのような物理因子で系の発展が選択されるかという基本問題の
解明も目指す．実験，シミュレーション，理論的研究の連携のもと，時空階層性・動的対称性の破れという概念を軸
に上記の現象の理解に繋がる統一的な物理描像を描くと共に，単純液体・複雑流体の物理学に新しい展開をもたらす
ことを目的とする．

海洋における巨大津波の予知と回避に関する研究
教授 木下 健，教授 林 昌奎，准教授 (東大 )早稲田 卓爾，准教授 (東大 )稗方 和夫，講師 (上智大 )冨田 宏

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

統合型水循環・水資源モデルによる世界の水持続可能性リスクアセスメントの先導
教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭
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本研究では，より現実に即した実用的な水資源需給評価を可能とするために，世界を先導してこれまでに開発して
きた統合水循環・水資源モデルをさらに発展させ，高性能化し，より現実に即した実用的な水資源需給評価を可能と
すると共に，植物生態系モデルを含んだ全球水循環・水資源モデル比較の国際共同研究計画を主導し，世界の主要研
究グループによるモデル推計値を総合して信頼度の高い世界の水循環・水資源需給情報ベースを構築する．そして，
得られた情報ベースは世界に公開すると共に，20世紀後半から21世紀にかけて，自然の水循環がどのように変化して
きており，人間社会がそれをどのように利用しているのか，また，今後の気候変動と社会変化によってどのように需
給バランスが変化していくのかをグローバルに推計し，そうした変化が人類の持続可能性に及ぼす影響，あるいは水
が世界の持続可能な発展の阻害要因になる危険性がどの程度あるのかを明らかにする．その成果に基づいて水，エネ
ルギー，食料を一体として考えた世界の水持続可能性リスクアセスメントを行い，今後の気候変動，社会変化が水を
通して人類の持続可能性に及ぼす影響を明らかにする．

5．科学研究費：基盤研究(A)

地震断層沿いに生じる地盤のラグランジアン変位の抽出と防災対策・国土保全への反映
教授 小長井 一男，准教授 清田 隆，准教授 竹内 渉，准教授 (京大防災研 )関口 春子

ラクイラ震災被害における文化遺産建築の修復・補強と保護に関する調査・研究
教授 (名古屋市立大学 )青木 孝義，教授 中埜 良昭，助教 (中埜研 )高橋 典之，教授 (日本大学 )湯浅 昇，

教授 (近畿大学 )岸本 一蔵，准教授 (名古屋大学 )丸山 一平，助教 (東北大学 ) 迫田 丈志，
助教 (豊橋技術科学大学 )松井 智哉，主任研究員 (独立行政法人建築研究所 )濱崎 仁，

特任講師 (早稲田大学 )奥田 耕一郎，教授 (名城大学 )谷川 恭雄

2009年 4月 6日に発生した地震により，イタリアのラクイラでは，学校や病院などの公共施設，生産施設や兵舎，
私有建物に加え，教会堂などの文化遺産建築が大きな被害を受けた．本研究は，地震によるリスクから文化遺産建築
を保護することを最終目的に，1 )被災地域における文化遺産建築の被害調査を実施して被害状況と応急処置方法を
系統的に整理し， 2 )1970年代以前に文化遺産建築に対して行われたRC補強の効果を検証し， 3 )モニタリングによ
り補強前，補強途中の構造的安定性と補強後の補強効果を検証することにより， 4 )文化遺産建築の有効な修復・補
強方法，地震によるリスクから文化遺産建築を保護する方法について調査・研究することを目的としている．本年度
は，昨年度設置したモニタリングシステムのデータ分析と激しい塩害劣化を受ける文化遺産建築の調査および常時微
動計測を実施した．

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，技術職員 (福谷研 )小倉 正平，博士研究員 (福谷研 )杉本 敏樹，博士研究員 (福谷研 )岩田 晋弥，

大学院学生 (福谷研 )山川 紘一郎，大学院学生 (福谷研 )樫福 亜矢

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，NaCl細孔内に吸着した水素分子，酸素分子，水分子の吸着・脱離と光反
応の研究を進めた．表面電場の影響で誘導赤外吸収が観測されることを明らかにした．またマトリックス効果で水分
子のクラスターが形成されること，酸素分子が光励起によりオゾンを形成することを見いだした．

超軽量薄肉構造を実現する高比強度材料の精密スプリングバックフリー成形
教授 柳本 潤，助教 (柳本研 )杉山 澄雄

この研究では， 1 )高強度鋼材・航空機素材・耐熱合金の温開成形試験で成形性やスプリングバック低減の基礎デー
タを取得し， 2 )温度とデジタルプレスモーションの統合制御による成形試験研究を行うことで最適制御方法を明ら
かにし， 3 )成形された部材を超軽量薄肉構造体と肉構造体を実現することを目的とする．

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

再生医療の基礎となる組織工学は，主に3つの技術，すなわち組織再構築の素となる細胞に関する技術，培養と分
化制御等に関する技術，細胞が培養される場と組織の形状を付与するための担体に関する技術から構成されている．
申請者はこの組織工学用担体を粉末焼結積層造形によって作製する技術を研究しており，独自に開発した技術によっ
て内部に複雑な流路網を配備した担体を作製し，これを用いて in vitro培養を行うことで，in vivo組織の1/10程度の細
胞密度を得ることに成功している．本研究ではより生体に近い細胞密度を実現するために，担体内流路の微細性の向
上，担体の表面への細胞接着性の向上，流路内部の抗血栓性の向上を目指す．
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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

樹脂の粉末焼結積層造形はラピッドマニュファクチャリングなど産業的可能性が高いにも関わらず，得られている
知見は非常に少ない．そこで本研究では，本加工法の微細性の向上に資するために，ビーム径やビームスキャンピッ
チなど造形条件が微細性に与える影響，粉末の粒径や熱的な特性・構成が造形の微細性に与える影響，アプリケー
ションに関する研究として微細流路を具備した再生医療用担体等への応用の可能性を調査する．

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

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

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，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う．

半導体ヘテロ構造中の量子準位間遷移とテラヘルツ共振器輻射場の超強結合の物理と応用
教授 平川 一彦

テラヘルツ（THz）領域においては，電子遷移と共振器中の輻射場モードが非常に強く結合する超強結合領域に容
易に入り，キャリアがTHz電磁波の衣をまとった巨大な準粒子（ポラリトン）となることが期待されている．本研究で
は，キャリアがドブロイ波長程度の大きさからTHz波長程度の大きさの巨大準粒子になることによるコヒーレンスの
変化など，強結合領域の新規な物理を明らかにする．さらに共振器効果を利用して，外部入射THz電磁波で半導体超
格子内部の電界強度を高め，高電界ドメインの発生を抑制し，安定なブロッホ発振の実現を目指す．また，巨大なラ
ビ振動が得られることを生かして，これまで原子分光などで培われてきた量子光学の物理をTHz領域で行い，新しい
量子情報処理技術の探索や高機能THz光源の可能性を探る．

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

本研究の目的は，ナノスケールの半導体構造中で新たに発現する物理現象を積極的に利用したいわゆるBeyond 
CMOSデバイスと，既存の大規模CMOS回路を融合させることにより，新たな新機能を創出する新概念集積回路を実
現することである．Beyond CMOSデバイスとして室温動作シリコン単電子トランジスタを取り上げる．一方，創出
する新機能としては単電子トランジスタ特有の特性を積極的に利用したアナログパターンマッチングを想定する．本
年度は，CMOSプロセスと完全互換性のある室温動作シリコン単電子トランジスタ作製プロセスの開発に成功し，同
一チップ上にノーマリーオフのCMOSトランジスタと室温動作単電子トランジスタを集積した．

埋込み型膵島・肝組織の設計・生体外構築育成のための方法論の確立と実証
教授 酒井 康行
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室内環境形成寄与率CRIの時間応答モデル開発とエネルギーシミュレーションへの適用
教授 加藤 信介

本研究は，従来全く顧みられなかったCFD（計算流体力学）に基づいて汎用性の高い室内の対流熱輸送に関する
ネットワーク解析組込み用の時間応答を算出する手法を開発・検証する．この手法をエネルギーシミュレーションに
組込み，室内の温度分布の不均一性を生かして快適と省エネルギーの達成を目指す室内環境設計などを対象に両者の
トレードオフ関係を明らかにする多目的最適化問題における合理的な意志決定ツールを開発する．

環境・都市問題を解決するスマートグロースITSに関する研究
准教授 牧野 浩志，教授 桑原 雅夫，講師 田中 伸治，助教 (須田研 )平沢 隆之

スマートグロース ITSの全体像と平成23年 3月11日の東日本大震災という大災害の教訓を踏まえ，(1)大災害時にこ
そ機能するスマートグロース ITSの在り方検討，(2)柏市の都市問題の分析と対応するアプリケーションの整理，(3)
駐車場問題と中心市街地の活性化の検討，(4)パーク・アンド・ライドを成功させるための ITSの基礎的研究を行った．

実構造物調査によるかぶり品質の実態把握と耐久性照査設計/竣工検査体系の高次融合
 教授 岸 利治

高周波微小振動子による元素同定，質量検出および液中原子間力顕微鏡の実現
教授 川勝 英樹

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

7,000m級の深海中に棲息する生物を自動的に探索，発見，サンプリングすることをミッションとする自律型海中ロ
ボット（AUV）の研究開発を進めている．

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

港湾岸壁内部に空洞化が拡大し，遂には岸壁上面の路面が陥没，岸壁側面が崩壊する，また内部に空洞個所を持つ
陸上の鉄筋コンクリート製の柱や壁が地震により崩壊する，といった事故が顕在化してきた．この様なコンクリート
構造物内部の空洞化状況を精度よく点検する手法，コンクリート打設作業の質を向上させるモニタリング手法，の開
発を開始した．水中構造物の劣化診断手法の開発，コバルトリッチクラストの厚さ計測手法の開発といった，浅田研
究室がこれまで継続して行って来た研究を基にした発展的研究といった側面をもつ研究と言うことが出来る．大学，
独立行政法人研究所，民間が一体となった有機的な研究体制で，実用レベルの技術開発を目指している．研究開始初
年度である2011年度は，システムの要点である音響プローブ開発のための基礎実験を，実験水槽および実海域におい
て実施してきた．

溶融シリコンのリンとボロンの同時除去
教授 前田 正史

6．科学研究費：基盤研究(B)

核共鳴X線散乱によるサブサーフェス領域での水素誘起原子拡散過程の研究
教授 岡野 達雄

微小液滴の融合・積層による高機能ソフトデバイス創生技術の構築
教授 酒井 啓司

面外挙動と梁の変形拘束を考慮したURM壁付きRC建物の被災度判定手法の実用化研究
教授 中埜 良昭，助教 (中埜研 )崔 琥，助教 (中埜研 )高橋 典之
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無補強コンクリートブロック造壁を含むRC造建物の耐震性能を調べるため，壁体の破壊メカニズムおよび復元力
特性に大きな影響を与える梁変形の有無を考慮した1/4スケールの縮小試験体（剛梁型試験体および柔梁型試験体）
を製作し，面内方向への単調載荷および正負交番繰り返し載荷実験を実施した．本実験では，壁体のすべてのブロッ
クユニットに歪ゲージを貼り付け，得られた歪度分布より対角線上に作用する壁体の圧縮ストラット幅を精密に算定
し，周囲フレームとそれに内蔵された壁体のそれぞれの負担せん断力を明らかにした．

事故・防災対策としての危機管理対応体制のあり方に関する政策分析
教授 (政策研究大学院大学 )大山 達雄，教授 (政策研究大学院大学 )岡崎 健二，

教授 (政策研究大学院大学 )諸星 穂積，教授 中埜 良昭，教授 目黒 公郎

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

量子的非平衡電気伝導を多体散乱問題として解く
准教授 羽田野 直道

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

量子ホール系における核スピン制御と電子スピン物性探求
准教授 町田 友樹

金属／セラミック複合薄膜の三次元マイクロ・メゾ構造体の造形
教授 帯川 利之

センサー等に応用する立体的な膜状微細素子の開発のため，金型を使用しないフレキシブルでかつ迅速なマイクロ
塑性加工技術を新たに開発した．必要に応じて成形した薄膜微細素子にコーティングやエッチングを施すとともに，
成形プロセスの解明のため，成形力の測定等を行った．

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

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

タンパク質等の生体分子は，分子の高次構造が機能と対応している．高次構造は生体分子が周囲の水と結合するこ
とで維持されているが，脱水乾燥により結合の状態が変化する．当該研究では，この様な生体分子と結合した水分子
（結合水）を測定する手法の一つである誘電分光を広帯域で行う．さらに，結合水の密度や量，緩和時間分布を測定
値より解析的に導出する手法を開発する．

海域肥沃化技術の評価ツールの構築
准教授 (東大 )多部田 茂，准教授 (茨城大学 )木下 嗣基，准教授 北澤 大輔，准教授 (横浜国立大学 ) 西 芳樹

海洋生態系を利用した地球環境問題への対策技術として，深層水の利用や人工湧昇流，海洋滋養などが提唱されて
いる．これらの技術を実用化するためには，数値モデルによってその効果を事前に評価する必要がある．そこで，本
研究では，上述のような海域肥沃化技術の評価ツールを構築することを目的として，生態系モデルの開発を行った．
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微細流路内での拡散現象を利用した微粒子の連続立体混合システムの構築
准教授 土屋 健介

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

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
特任准教授 福場 辰洋

古代ローマの彫刻コピー工房の研究 ―３次元ディジタルデータの取得と応用―
特任助教 (池内研 )小野 晋太郎

古代ギリシアの彫刻は，現在ではオリジナルは失われているが，何らかの器具を使って作成したとみられるコピー
品がいくつも現存している．本研究は，これらのコピー群を 3次元デジタル計測し，形状比較を行うことによって，
原型の普及・伝播，コピーの制作経緯・手法を推定する．

光KFMによる太陽電池材料中の少数キャリアダイナミクスの解明
准教授 髙橋 琢二

少数キャリアの拡散長，寿命，移動度などのダイナミクスは，太陽電池の特性を決める重要なパラメータである．
本研究では，我々が独自に開発中の光KFM手法を用い，多結晶系や薄膜系，ナノクリスタル系といった内部に微細
な構造を持った太陽電池材料における少数キャリアのダイナミクスとその空間分布を多角的に，かつ，詳細に調べる
ことにより，太陽電池材料改善への取り組みに貢献することを目指している．

励起状態制御に基づく新規な有機固体発光材料の創出
教授 荒木 孝二

本研究は，固相中での集積構造に基づく励起状態制御という新しい視点から，固相であるが故に強い発光を示す新
規な有機固体発光材料を開発することを目的としたもので，励起状態でのプロトン移動（ESIPT)にともない，高効
率でストークスシフトの大きな固相発光を示すピリドイミダゾピリジン（PIP）誘導体および関連化合物についての
検討を引き続き実施した．その結果，各種PIP誘導体の置換基が発光波長に与える効果を整理して説明できることを
明らかにすると共に，結晶構造に基づき固相での集積構造の効果についても解明した．

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

培養細胞を利用して合成される生理活性オリゴ糖を効率的に生産する方法を確立し，これらのオリゴ糖を利用して
疾患の診断や治療などに寄与するデバイスを構築する．例えば，ウイルスの変異による糖鎖結合能の変化を検出する．
インフルエンザウイルスと相互作用するオリゴ糖を蛍光化合物に結合し，トリ由来ウイルスの変異によるヒトへの感
染性を検出する．また，疾患や薬剤の副作用による細胞内の糖代謝異常を検出する．

可逆反応を利用した多彩な環境性能を持つ高分子材料の創成
教授 吉江 尚子

新規窒素固定法に供する金属－硫黄クラスター分子の開発
助教 (吉江研 )清野 秀岳

東南アジア大陸部低湿地社会における生態環境と居住環境の相互環
助手 (藤井（明）研 )橋本  憲一郎，准教授 (芝浦工業大学 )清水 郁郎

チベット高原を源流とする国際河川のメコン川流域では，人びとは水と親和性の高い生活を送っている．ラオスの
中央部平野にある低湿地社会において，人びとが河川や水田，湖沼などの水環境や生態と関わりながら住居や村落空
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間を組織している様態を，建築計画・意匠・構法・生産に加えて，文化人類学・民族学と民俗学の視点をも援用しな
がら統合的に究明する．

建築の持続的活用のための履歴データの解析手法に関する研究
教授 野城 智也

建築物がどのように作られ，使われ，変更され，そして，どのような性能，機能が発揮されてきたのかという資料・
記録類（建築履歴データ）は，建築物を持続的に活用していくために重要な情報である．しかしながら，これらの
資料・記録類をどのように収集し，解析して，建築物のライフサイクルの各局面で必要な知識（建築LCM関連知識）
を抽出していくのか，その手法は必ずしも体系立てられてこなかった．本研究は，履歴データもとにした知識抽出の
ための推論プロセスをアルゴリズムとして記述し，そのアルゴリズムをケーススタディ建物に試行適用し検証するこ
と繰り返すことによって，熟度の高い，建築物の持続的活用のための建築履歴データの解析手法を構築することを目
的とする．

人々のモビリティに着目した都市・地域の時空間分析基盤の構築
教授 柴崎 亮介，教授 (筑波大学生命環境科学研究科（系）)村山 祐司，教授 (立命館大学文学部 )矢野 桂司， 

教授 (埼玉大学理工学研究科 )大沢 裕，特任准教授 (東京大学空間情報科学研究センター )関本 義秀， 
客員研究員 (東京大学空間情報科学研究センター ) 今井 修

広範囲な応力・ひずみ条件下における砂質土の液状化特性の高精度計測と統一的モデル化
教授 古関 潤一

飽和砂の液状化挙動をモデル化するうえで重要となるダイレタンシー特性に関して，繰返し載荷パターンを変えた
排水ねじりせん断試験を実施し，ひずみ振幅の増減傾向に応じてダイレタンシー特性も変化することを明らかにし
た．また，繰返し載荷大変形試験用に開発したリング単純せん断試験装置の改良を行った．

分散エネルギーシステムを中核とした再生可能エネルギー導入最適化設計ツールの開発
教授 大岡 龍三

本研究は，都市部に分散配置された発電拠点から電力と熱を併供給する分散エネルギーシステムを中核とした再生
可能エネルギー導入拡大の可能性に着目し，遺伝的アルゴリズムを用いたエネルギーシステム最適計画手法を拡張した
「再生可能エネルギー導入最適化設計支援ツール」の開発に取組むものである．具体的にはすでに開発した最適化モデ
ルに対し，課題 1）関連機器データベース構築，課題 2）多目的最適化モデル拡張，課題 3）二次側システム最適化モ
デル拡張，課題 4）再生可能エネルギー最適化モデル拡張，課題 5）建物間エネルギー融通最適化モデル拡張を行う．

指向性を考慮した数値音場再生システムの開発
准教授 坂本 慎一，助教 (坂本研 )横山 栄

室内外の音響伝搬，遮音・吸音，音源及び受音の指向特性の影響を考慮可能な波動数値解析を， 3次元音場シミュ
レーション技術と統合し，精緻な音場再生シミュレーションシステムを構築する．このシステムにより，受け身のス
タンスで「聴く」だけでなく，対話などの双方向コミュニケーションの視点から音場を評価することが可能となる．
精度の高いシステムを構築するために，音場解析における吸音境界条件の精緻なモデル化，種々の遮音要素や複雑形
状モデリングに対応可能なサブグリッド法等の解析手法の導入について検討する．また，指向性に関しては，人頭に
代表される複雑な発音・受音指向性をシミュレートする解析技術の構築，発話者・受聴者（ダミーヘッドで代表させ
ることを想定）の詳細形状モデルの計測に基づくデータベース構築を行う．室内外の音響伝搬，遮音・吸音，音源及
び受音の指向特性の影響を考慮可能な波動数値解析を， 3次元音場シミュレーション技術と統合し，精緻な音場再生
シミュレーションシステムを構築する．このシステムにより，受け身のスタンスで「聴く」だけでなく，対話などの
双方向コミュニケーションの視点から音場を評価することが可能となる．精度の高いシステムを構築するために，音
場解析における吸音境界条件の精緻なモデル化，種々の遮音要素や複雑形状モデリングに対応可能なサブグリッド法
等の解析手法の導入について検討する．また，指向性に関しては，人頭に代表される複雑な発音・受音指向性をシミュ
レートする解析技術の構築，発話者・受聴者（ダミーヘッドで代表させることを想定）の詳細形状モデルの計測に基
づくデータベース構築を行う．

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

物質固有と信じられてきた熱的・電気的な物性値ももはや一定ではなく，マイクロ結晶の薄膜，ナノ構造によって
変化し，その応用として熱エネルギーと電気エネルギーを相互に変換できる熱電半導体の変換効率が改善されること
が理論によって導かれた．そして，ナノ構造を利用して熱転送現象を積極的に操作しようとする研究が盛んになって
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きた．そこで，本研究の目的は，今まで知られてなかった，特に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．

ガンジスカワイルカの総合的長期生態観測システムの構築と長期モニタリングの実施
特任研究員 (浦研 )杉松 治美

インドのガンジス川に棲息する希少な淡水棲イルカ類であるガンジスカワイルカの生態解明および棲息環境保全を
目的として，長期生態音響観測システムを開発し，長期生態モニタリングを行うことで，定量的データを蓄積，イル
カの水中3次元行動や移動，分布などの観測成果をガンジスカワイルカの生態解明および環境保全へとフィードバッ
クさせる．

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

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

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

一般街路を対象とした時空間上の車両走行軌跡・CO2排出量観測及び現象解析
教授 大口 敬，准教授 (首都大学東京 )小根山 裕之，教授 (千葉工業大学 )赤羽 弘和，助教 (首都大学東京 )鹿田 成則

横断歩行者－車両間コンフリクト・モデリングによる信号交差点安全性評価
教授 大口 敬， 教授 (名古屋大学 ) 中村 英樹， 助教 (名古屋大学 ) 浅野 美帆， 准教授 (秋田大学 ) 浜岡 秀勝

低純度シリコンの電気分解による高純度シリコンの析出
特任助教 (前田研 ) 佐々木 秀顕

太陽電池用Siの溶媒を用いた低温凝固精製プロセスの物理化学
教授 森田 一樹

ランダムネットワーク・フォトニック物質に関する研究
教授 枝川 圭一

土構造物の老朽化に伴う地盤損傷評価技術の開発と戦略的維持管理手法の提案
准教授 桑野 玲子

盛土や地中構造物の埋設土内に長年の雨水浸透の繰返しなどにより生成する水みちや内部浸食の形成，およびその
進展メカニズムを解明する．ここでは，地中埋設管の破損に起因する地盤内空洞のような顕著な土砂運搬径路を有せ
ずに発生する浸食を主な対象とする．また，そのような地盤内の局所的脆弱部が土構造物・地中構造物全体の安定性
へ及ぼす影響を検討し，近年の気候変動や土地利用・社会情勢の変化に適応可能な，維持管理性や長期耐久性を考慮
した土構造物・地中構造物の合理的構築・埋設・補修方法を提案する．
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7．科学研究費：基盤研究 (C)

低速電子顕微鏡の動力学的解析による鉄シリサイドナノアイランド構造と発光条件の解明
助教 (岡野研 ) 松本 益明

時間フィルターに基づくハイブリッド乱流方程式の解析とモデリング
教授 半場 藤弘，助教 (半場研 ) 横井 喜充

高レイノルズ数の壁面乱流の数値予測のため，既存のレイノルズ平均モデルとラージ・エディ・シミュレーション
を組み合わせるハイブリッド乱流計算が提案され応用されつつある．本研究ではこの計算法の欠点を改良し物理的な
妥当性を示すため，時間フィルターを用いてハイブリッド平均を定義し，ハイブリッド乱流方程式をチャネル乱流の
直接数値計算データを用いて解析する．さらに得られた知見に基づいてレイノルズ応力項や付加項のモデル化を試み
る．

凝縮系におけるトポロジカルな状態のゲージ理論
特任講師 御領 潤

連続無限気孔を有するドレスレス固定砥粒工具の開発
技術専門職員 (土屋研 ) 上村 康幸

本研究では，固定砥粒工具に共通する目詰まりを防止するために，従来のランダムな気孔ではなく連続無限にする
ことで，切屑の排出性が向上し目詰まりが抑制できる．この手法において，気孔を制御する各種パラメータの最適化
を行い，アシスト（ドレス作業）を必要としないDLS 工具を開発する．

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

無容器法を用いた高屈折率ガラスの特性制御
教授 井上 博之

キメラ型ペプチド触媒を用いる水系溶媒中での不斉合成
教授 工藤 一秋

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

 グラフ理論はノードとエッジの位相的な関係性に基づく数学理論であるが，これを現実の事象に適用しようとす
ると極度な抽象化に伴い欠落する重要な情報が多く，実態を再現するには情報不足となり，実効的な成果が得られな
い場合が多い．本研究は，グラフのノードやエッジにさまざまな属性を付与することにより，現実により即した状況
を設定したネットワークベースのシミュレーションモデルを構築し，それを都市・建築のさまざまな事象に適用して
その有効性を検証するものである．

RFIDタグ（パッシブ型）を用いた走行車線認識 
教授 柴崎 亮介，特任教授 (空間情報科学研究センター ) 山田 晴利，特任准教授 (空間情報科学研究センター ) 関本 義秀

都市・建築空間における障害付きp-センター問題に関する研究
准教授 今井 公太郎，教授 藤井 明，助手 (藤井（明）研 ) 橋本 憲一郎

本研究の目的は，施設配置問題の主要課題の一つであるp –メディアン /センター問題において，一般的な“障害
付きの空間”における解法を確立することである．都市・建築に存在している様々な障害物を考慮に入れ，適用条件
の一般化を図り，距離にも重み付けをすることで，より現実に即した状況を想定したシミュレーション・モデルを構
築したうえで，その有効性を検証しようとするものである． 例えば，消防署や救急設備などの緊急施設をp個配置す
ることを考えるとき，最も不便な利用者の不利益を最小化するように，施設をどのように配置すればよいかという問
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題に対して，現実の都市空間における配置の提案と評価を行う．

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

海底熱水活動の三次元可視化および湧出量計測手法の開発
助教 (浅田研 ) 望月 将志

海底の熱水活動，特に中央海嶺系における熱水活動は，海底から海洋への熱・物質の供給源として大きな役割を担っ
ている．しかし，それを定量的に計測することは容易ではなく，確立した方法もない．本研究では海底熱水活動の 1
つの熱水噴出に着目し，音響ビデオカメラを利用して，熱水の噴出・湧出量，熱水プルームの広がりを定量的に計測
する手法開発を行っている．研究 2年目となる2011年度は，前年度に準備した実験装置を使い，水槽実験に専念した．
JAMSTECからのサポートのもと実験を行い，実験水槽中に放出された水塊をイメージする手法開発を行っている．

音響ビデオカメラを用いた海洋牧場資源量の定量計測手法
特任准教授 韓 軍

乱獲などにより水産資源が年々減少している今日，“つくる”漁業の海洋牧場はますます重要となってきている．
しかし，海洋牧場の資源量を計測しその効果を評価することは容易ではなく，確立した手法が無いのが実状である．
本研究では，濁水中でも高画質で撮影できる音響ビデオカメラを用い，取得画像から魚を分離・抽出し魚の尾数・体
長を計測し，三次元空間上魚の分布を求め，海洋牧場の資源量を定量的に計測する手法を開発することを目的とした．

光合成酸素発生メカニズムの計測化学的解明
教授 渡辺 正

本研究では，光合成機能のうちでブラックボックスにとどまる水分解（酸素発生）の分子メカニズムにつき，重要
機能分子である一次電子受容体フェオフィチンaとプラストキノンQAの酸化還元電位を分光電気化学的精密計測に
より実測し，電位相関を解明することで，酸化力の源とされるP680の酸化還元電位の実態に迫り，水分解系の物理
化学的実体を浮き彫りにする．さらに種々の光合成生物におけるP680の酸化還元電位の差異を明らかにすることで，
生物進化と水分解メカニズムの関連性を提示する．

8．科学研究費：挑戦的萌芽研究

電磁スピニングシステムによるナノ流路駆動極小ポンプの開発
教授 酒井 啓司

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

本研究は，液体薄膜の物性を研究する分野を創生するためにその粘弾性を測定する装置を開発することを目的とす
る．本研究で開発する手法は，液膜の形状変形ではなく液膜の乗った基板の共振周波数の変化から粘弾性を測定する
ものであり，これまでの振動型粘弾性測定手法とは異なるアプローチのものである．本年度は液体薄膜の振動モード
の解析方法の構築，および粘性液体の振動周波数応答特性の解析を行った．

電気穿針による魚卵内への耐凍結・乾燥保護物質の導入法の開発
准教授 白樫 了

魚卵は，耐凍結・乾燥保護物質が導入できないことや，サイズが大きいことから，未だに保存することができず，
完全養殖の歩留まりの悪さの一因となっている．当該研究は，細胞の誘電特性を利用した，可動部がまったくない電
気穿孔法を提案し，硬い卵膜を通して魚卵内へ物質を効率よく導入するデバイスの開発を行う．

マイクロ流動場の制御による均一巨大単層リポソームの高効率生成法の開発
助教 (白樫研 ) 高野 清

巨大単膜リポソームは，生命科学や生物物理において，擬似細胞膜として利用されたり，人工細胞や薬物輸送
の材料と目されているが，生理的環境の水溶液中で大量・簡便に作成する方法が確立していない．当該研究では，
electroformation法を改良することで，生成水溶液の環境（特に電解質濃度）に依存しない手法を開発することを目指



128

Ⅵ. 研究および発表論文

している．

高齢者運転能力判断用ドライビングシミュレータの現実感の評価
准教授 中野 公彦

運転能力を判断するツールが求められている．ドライビングシミュレータ（DS）の活用が期待されているが，画
像により視界だけを再現する定置型から，加速度を発生して自動車の動きまでも再現するモーション型まで，様々
なものが存在する．運転中に音声による計算課題（PASAT課題）を与えるマルチタスク環境下で運転挙動を観測し，
DSでの運転がどれだけ実車運転に近いかを考察し，高齢者の運転能力を評価することに適したDSを提案する．

セル状構造のSMAによる高伸縮性と高発生力を有するリハビリ用人工筋肉の開発
准教授 岡部 洋二

指関節リハビリ用装具に適した，熱エネルギーで駆動できる人工筋肉を，セル状構造にしたSMAワイヤで作成す
ることを試みる．これにより，従来のアクチュエータと異なり，静音・軽量でありながら，十分な高伸縮性と高発生
力を有する人工筋肉の構築が期待できる．

マイクロクラックフリーな表層の“なじみ”効果を利用した超長寿命摺動面の開発
准教授 土屋 健介

歯車や油圧モータ，軸受，シリンダ，などの摺動面は，潤滑油を付与しているが高い押付力と高い剪断力を課され
ている．ここでは，摺動を繰り返すうちに，表面の凸部同士が摩耗して平滑になる（いわゆる“なじみ”）．だがこ
の間に，局所的だが大きな塑性変形によって，マイクロクラックが発生し，それが伸展して一部の表面が剥がれる．
この不良は「ピッティング」と呼ばれ，トライボロジーの最大の問題点になっている．本研究はこのピッティング防
止用として，マイクロクラック無しで“なじみ”が容易に生じるような，超長寿命の摺動面を提案する．具体的に
ひとつは，超精密加工を用いて，表層に残留圧縮応力を保ちながら表面を鏡面に仕上げた“はじめからなじみ切った”
摺動面，もうひとつは表層に高さ10μm程度の凹凸を転写してから厚み10μmの潤滑膜を付与した“積極的になじ
ませる”摺動面である．

発光色制御が可能な高効率有機固体発光材料の探索
教授 荒木 孝二

固体で高効率発光を示す新規な有機発光材料を対象とし，励起状態での電子あるいはプロトン移動にともなう大き
な双極子変化が予想される化合物群の探索を行い，場の効果による新規な発光色制御法の開発に向けた検討を行っ
た．

界面活性剤によるセルロースのナノ・ミクロ構造の改変と糖化酵素の拡散・吸着の促進
教授 迫田 章義

「細胞診断分子」を用いる糖鎖疾患診断法の開発
教授 畑中 研一

病変細胞に「細胞診断分子」を投与することによって，病変細胞の代謝異常（特に糖鎖異常）に関する知見を得，
診断に用いることができるかどうかについて検討する．また，薬剤投与と同時に「細胞診断分子」を投与することに
よって，細胞に対する薬剤の副作用をより明確に観察する手法を開発する．

マイクロ波熱プラズマCVDによるグラフェンの固相析出エピタキシー
教授 光田 好孝

固相からの析出を基礎原理とした高品質のグラフェン合成を目標とする．マイクロ波熱プラズマを用い，炭素原子
を金属薄膜中に固溶・拡散させ，基板との界面に析出させる．金属中での炭素原子の拡散や析出現象は空間的な強い
ポテンシャル場における反応であり，高結晶性の原子層の成長に有利であると推測される．この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す．

機能的胆管ネットワークを配備した肝組織の体外体内一貫構築
教授 酒井 康行
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1. 研究課題とその概要

新規同期イメージング法の開発
准教授 火原 彰秀

結晶界面ノンストイキオメトリー制御による高効率太陽光発電セル光吸収体の開発
准教授 溝口 照康

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

液状化免震を活用し地震・高水条件下での性能を飛躍的に向上させた複合堤防構造の開発
教授 古関 潤一

液状化性地盤上の堤防中央部に必要最小限の壁を設けて複合構造とし，高水時における堤防としての本来の性能を
飛躍的に向上させながら，地震時には液状化地盤の免震効果を積極的に活用して被害を低減する工法の効果を明らか
にすることを目的として研究を実施した．最終年度である本年度は，これまでに実施した模型実験結果のとりまとめ
を行った．また，2011年東北地方太平洋沖地震で発生した津波で被災した海岸堤防・仮締切堤防等を現地調査し，二
重締切矢板を用いた仮設の締切堤防が津波の越流を受けてもねばり強い挙動を示したことを明らかにした．

造粒技術の導入によるひび割れ自己治癒組成物の簡易カプセル化と漏水抑制効果の増強
教授 岸 利治

DNA機能化マイクロゲル構造体によるセルフアセンブリ
助教 (竹内（昌）研 ) 尾上 弘晃

高機能性スーパーファイン紙のようなバイオペーパー用ゲルの開発と再生医療への応用
特任研究員 (竹内（昌）研 ) 岩永 進太郎

大河を自動航行し淡水棲小型歯クジラと水質を連続計測するロボット観測船の研究開発
教授 浦 環

河川や湖を自動航行し，水域の水質等を自動計測できる小型「ロボット観測船」の研究開発を進めている．

蛋白質メカニズムの階層的理解に関する研究 
准教授 上條 俊介

定着・施工性能融合による鉄筋コンクリート構造細目規定のパラダイムシフト
准教授 長井 宏平

9．科学研究費：若手研究(A)

ワイドバンドギャップ半導体結晶をベースとした高感度ホログラム記録材料の開発
助教 (黒田研 ) 藤村 隆史

本研究の目的は，ワイドバンドギャップ半導体結晶を用いて従来のフォトリフラクティブ材料では，両立すること
ができなかった高い記録感度とメモリー性を併せ持つ新しいホログラム記録材料を開発することにある．特に，我々
がこれまで行ってきたGaN結晶，AlN結晶におけるフォトリフラクティブ効果の研究をさらに進め，フォトリフラク
ティブモデルの解明および，メモリー性能の改善に有効な添加イオンの探索を行うことが本研究の課題である．

昆虫匂い活性型イオンチャネルの抑制機構の解明
特任講師 佐藤 幸治
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Ⅵ. 研究および発表論文

血管付再生組織構築のためのマイクロデバイスの開発
特任講師 松永 行子

量子ドットの位置・形状制御による高機能エレクトロニクス・フォトニクス素子の開拓
助教 (平川研 ) 柴田 憲治

本研究では，InAs量子ドットの位置・形状制御技術の開拓と，それを用いた高機能素子の実現に関する研究を遂
行する．本研究により，単一量子ドット機能デバイス作製の歩留まりが飛躍的に改善するだけでなく，精密に制御さ
れた InAs量子ドット構造の電子状態や新規物性を応用した単一量子ドット高機能電子デバイス・フォトニクスデバ
イスが実現できると期待される．

未較正光源を用いた物体のモデリングとその画像生成への応用
助教 (佐藤（洋）研 ) 岡部 孝弘

フォトニックナノ共振器を有するシリコンLEDの実現とその高効率化
准教授 岩本 敏

表面プラズモン制御による発光素子の高効率化
 特任助教 (藤岡研 ) 井上 茂

時間分解能EELS法の開発と先進材料設計
准教授 溝口 照康

自律的調整機能を有する空調制御ロジックの開発
助教 (加藤（信）研 ) 樋山 恭助

「自律的調整機能を有する空調制御ロジックの開発」と題し，空調システム内における一部の機器に異常が生じ室
内環境に乱れが生じた場合，周囲の機器が出力を調整することでその乱れを修復する空調ロジックを開発することを
目的とする．従来の空調制御のようにセンサーからの操作信号に従い出力を決定するのみでなく，それぞれの機器が
周囲の機器の動作状態を監視し，空間全体を快適に保つよう自律的に機器自身の出力を調整する空調制御手法を展開
することに，本研究の独創性がある．

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

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

複数の自律型水中ロボットの協調による海底の広域・高精度マッピング手法
准教授 巻 俊宏

画像等による海底マッピングは資源探査，生物調査，捜索救助など様々なアプリケーションに有効である．本研究
では複数のAUV（自律型海中ロボット）がお互いにランドマークとなることで，広範囲のマッピングを行う手法を
開発する．これまでにAUV間の音響測位・通信装置の開発を実施したほか，AUV Tri-Dog 1と海底ステーションによ
る実海域試験に成功している．

多軸疲労応力場に頑健な繊維補強コンクリート材料の体系化と構造部材への適用
准教授 長井 宏平
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1. 研究課題とその概要

10．科学研究費：若手研究(B)

ガラス形成物質のレオロジー
助教 (田中（肇）研 ) 古川  亮

「ガラス」形成物質を対象にした研究は物理，化学，工学に至る広範な分野で，極めて幅広く行われてきたが，そ
の高度な非線形性，非平衡性のために，今日においても，その性質が十分に理解されたとは言い難い．この事情は基
礎から応用に至るあらゆるレベルで言える事である．それゆえに，特に基礎研究の視点に限っても，ダイナミクスを
対象とした問題には，大きな可能性が開かれていると申請者は考えている．本研究では，以下の 2つの重要な動的問
題の解明を目指す：【過冷却液体の非局所粘弾性】過冷却液体の問題は，有り体に言えば協同運動の問題である．過
冷却液体に出現する動的不均一構造が輸送現象に如何なる本質的な役割を有するのかという点について，非局所粘弾
性の視点から明らかにする．【変形下のガラス状物質の不安定化現象】過冷却状態あるいはガラス状態にある極端な
高粘性流体の変形下での挙動は，現状では系統的な理解が著しく困難である．申請者らは2006年に，粘性の圧力微分
の逆数を超える剪断率を与えた場合，正の圧縮率で特徴づけられる熱力学的に安定な一様状態であっても，液体が不
安定化し，遂にはキャビテーション等の非線形現象に至るという全く新たな機構を提案した．この機構の単純性，普
遍性に鑑み，ガラス状物質の不安定化現象についても統一的な理解を目指す．

崩壊機構の異なる鉄筋コンクリート造架構の損傷量進展過程に基づく構造性能定量化
助教 (中埜研 ) 高橋 典之

現行基準で設計された梁崩壊型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構築すべく，鉄筋コンクリート造建築構造部材の地震時ひび割れ量（ひ
び割れ幅，ひび割れ長さ，剥落面積）進展過程を実験的に評価し，部材角と対応するひび割れ量進展モデルについて
検討した．実験では，梁降伏先行型の全体崩壊系となるよう耐震設計された鉄筋コンクリート造構造物を想定し，梁
縮小試験体に生じる曲げせん断ひび割れの進展を詳細に追跡する静的載荷実験を行った．その結果，曲げひび割れ間
隔，可視ひび割れ発生時のコンクリート歪度，曲げせん断ひび割れの進展角度移行点に着目したひび割れ長さ進展モ
デルを提案した．

表面拡散における吸着子間相互作用の解明
技術職員 (福谷研 ) 小倉 正平

自己組織化ナノ構造物近傍における原子スケール応力・歪み評価手法の開発
助教 (吉川（暢）研 ) 椎原 良典

量子ドットをはじめとする自己組織化ナノ構造物においては，界面近傍で発生するひずみや応力がその自己組織化
の様態を大きく左右する．本課題では，第一原理局所応力計算を通じて，ナノ構造物近傍の応力状態を高精度に評価
可能な手法の確立を目指す．

原子間力顕微鏡リソグラフィー法によるグラフェンのバンドギャップ制御に関する研究
特任助教 (町田研 ) 増渕 覚

ジオセルを引張り補強材として活用した補強土構造物の安定性
准教授 清田 隆

土構造物の高度利用を実現するために，これまで様々な補強土工法が開発されてきた．その内，ジオグリッドなど
の面状補強材を主体としたジオシンセティックス補強盛土は，鉄道橋台・擁壁や重要構造物基礎として既に実用化さ
れている．一方，立体的なハニカム構造を有するジオセルは，主に基礎地盤に対して上載圧を分散させる機能を期待
した利用が主体であった．本研究ではジオセルをその水平アンカー力を生かすことにより，引張り補強材として期待
できる可能性を，模型実験を基に検討した．

自己熱再生方式を用いた省エネルギーバイオマス乾燥
助教 (堤研 ) 伏見 千尋

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

浮力変化を伴う可撓性ホースネットの挙動解析
准教授 北澤 大輔

本研究では，漁具を浮沈させる方法として，漁具に取り付けた可撓性ホースに給排気を行うことにより浮力，沈力
を得る方法を提案し，浮力，流体力の変化を伴う可撓性ホースの運動，張力の解析技術を開発する．定置漁業の楊網
作業に用いる可撓性ホースネットを対象として，波浪場，流れ場を与えた水槽模型実験を実施し，ホースネットの運
動とホース間の張力を計測した．今後は，浮力変化とホースの変形に伴う流体力の変化を考慮し，ランプドマス法に
基づく数値解析モデルを構築し，実際の設計に資する．

実写映像処理に基づく運転模擬環境の構築と視覚特性評価
特任助教 (池内研 ) 小野 晋太郎

ITSの中核ツールであるドライビングシミュレータ (DS)において，実写映像を用いて運転シーンの背景を描画でき
るような実験環境を構築し，描画方式の違いによる運転者の運転挙動の違いや視覚的違和感を明らかにする．また，
道路構造部分のシナリオデータを地図や実測などから高速に構築する手法を検討する．

ナビゲーションシステムのための複数全方位画像列を用いた仮想視点画像生成
特任助教 (池内研 ) 阪野 貴彦

全方位カメラを移動しながら複数の経路に沿って撮影した複数の動画像列を用いて，実際には撮影していないにも
かかわらず，ユーザーが望む経路で撮影したような動画像を生成する手法を開発する．H23年度は単一動画像処理と
して，全方位動画像を用いた3次元復元および，仮想視点画像生成を行った．

離散凸性に基づいたアルゴリズム設計とその応用
特任助教 (合原研 ) 永野 清仁

たくさんの候補の中から最もよいものを見つけることを『最適化』とよぶ．最適化は現実の問題において数多く現
れ，効率的に最適解を見つける方法（アルゴリズム）の設計が重要となる．連続変数を扱う連続最適化においては凸
関数の最小化は扱いやすく，効率的に最適解が計算可能であることが知られている．応募者は離散的な対象を扱う離
散最適化（または組合せ最適化）を扱い，特に離散世界における凸最適化といえる，劣モジュラ最適化やその拡張で
ある離散凸解析を中心としてその理論的発展と応用に関する研究に取り組む．

統計力学的手法によるエノン写像の大域分岐問題の研究
民間等共同研究員 (合原研 ) 高橋 博樹

選択暗号文攻撃に対して安全な公開鍵暗号の一般的構成法とその意義付け
准教授 松浦 幹太

本研究では，ランダムオラクルに頼らず，CCA安全な公開鍵暗号の一般的構成法を示す（またはその不可能性や
条件付き不可能性を示す）とともに，その経済学的意義を明らかにする．具体的には，技術研究では，安全性証明が
容易で既に多く知られているCPA安全な公開鍵暗号や同程度の安全性仮定といえる技術を構成要素としCCA安全な
公開鍵暗号を構成する方法を目指す．もっとも，一つの可能性として，そもそも構成不可能な場合がある．このよう
な構成不可能性の証明も，暗号理論では研究されている．したがって，本研究では，構成可能かどうかを含めて明ら
かにすることを目的とする．もし不可能なことを示すことができた場合，CCA安全な公開鍵暗号を構成するために
必要なより「弱い」仮定は何かを明らかにする．さらに，経済学的研究では，「情報セキュリティ対策への投資が脆
弱性低減効果も脅威低減効果も持つ」という投資モデルにおいて，対策設計の自由度の高さを表現する手法を考案す
る．さらに，考案した手法に基づいて，本プロジェクトの技術研究で開発する一般的構成法の意義を明らかにする．
ただし，技術研究が構成不可能性や条件付き構成可能性へ進んだ場合には，それらの性質が利用者や開発者のインセ
ンティブに与える意味を同モデルで明らかにする．

点過程時系列データのための非線形時系列解析
特任准教授 平田 祥人

蓄熱機能を有するアミノ基修飾メソポーラスシリカの合成と二酸化炭素回収への応用
助教 (迫田研 ) 藤田 洋崇
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1. 研究課題とその概要

無容器法によるイオン性高屈折率ガラスの合成と構造学的拡張ガラス形成則の確立
助教 (井上研 ) 増野 敦信

酵素と有機触媒を組み合わせた環境調和型反応系の開発
助教 (工藤研 ) 赤川 賢吾

In vitro毒性試験に必要十分な再構築型細胞組織の極小化限界を探る
助教 (酒井（康）研 ) 小森 喜久夫

金属クラスターと半導体界面における光電荷分離に基づく光機能デバイスの開発
助教 (立間研 ) 坂井 伸行

位置情報を有する商品情報をもとにした屋内３次元ナビゲーションシステムに関する研究
助教 (柴崎研 ) 熊谷  潤

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

繰返しリング単純せん断試験による地盤材料の局所大変形挙動の解明
技術職員 (古関研 ) 宮下 千花

環境騒音に含まれる純音性騒音の評価方法に関する研究
助教 (坂本研 ) 横山 栄

公共的利益に資する科学技術分野への貢献を目指した全球数値標高モデルの体系的整備
准教授 竹内 渉

本研究は，写真測量（ステレオ観測），地形図，干渉SAR，航空機レーザー測量といった互いに補完的な性質を有
する技術を複合的に利用することにより，数値表面モデル（DSM）と数値地形モデル（DTM）とを厳密に区別し，
全球の数値標高モデル（DEM）を体系的に整備することを目的とする．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)補完的な役割を果たす衛生ステレオ観測と干渉合成開口レーダーの長所を最大限
に生かしDSMからDTMを作成するアルゴリズムを開発する．2)植生に対して高い貫通力を持つLバンドを搭載する
世界で唯一の日本の衛星ALOSPALSARの干渉合成開口レーダーを活用する．3)公共的利益に資する科学技術分野へ
の利用に資するために全球データセットを体系的に整備して国際的な流通を目指す．

水分野における実利用に適した衛星降水マップの作成
講師 瀬戸 心太

液体誘電泳動を利用したフェムトリットル液滴の搬送・混合デバイス開発
特任研究員 (藤田（博）研 ) 久米村 百子

液体誘電泳動は，基板の見かけ上の濡れ性を電気的に変化させることで，微小量の溶液を移動させる方法である．
マイクロマシニングを用いることで，電極デザインを集積・微細化できる．本研究は，マイクロマシニングにより作
製したデバイス上で液体誘電泳動により微小な液滴を形成し，溶液混合や化学反応を行うものである．

極微量物質輸送のためのMEMSピンセットによる微小管ネットワークの自動構築
特任研究員 (藤田（博）研 ) TARHAN Mehme

細胞内で生体分子を輸送するキネシン・微小管のシステムを，微小管1フィラメントずつの個別操作方法を確立し
てシステムの再構成を実現することで，極微量の化学物質の処理が可能なチップを創製することを目的とする．具体
的には，物質輸送に係る生体モータ分子であるキネシン・微小管系を対象に，微小管一本をMEMS技術で製作した
ピンセットにより捕獲してチップ上に並べ望みの形の搬送路を組み上げる手法を元に，微小管ネットワーク上でキネ
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シンを付加したビーズを動かす技術を開発し，ビーズを介して対象物質を運ぶことで，微量物質反応システムの実現
を目指す．

グラファイト‐フラーレン超潤滑機構の極微観察によるメカニズムの解明
特任助教 (藤田（博）研 ) 石田 忠

摩擦による損失を低減するための潤滑機構としてグラファイト -フラーレン系の超潤滑機構が注目を集めている．
この超潤滑機構のメカニズム解明のために，MEMSとTEMを組合せた実験系を用い，グラファイトでフラーレンを
挟み込み摩擦実験を行ったときのグラファイトやフラーレン挙動をナノレベルかつリアルタイムで観察する．

“オンチップ人体”を目指す複数臓器細胞集積型マイクロシステムの創成
特任助教 (藤井（輝）研 ) 木村 啓志

マイクロ流体制御プラットフォームの開発
特任助教 (藤井（輝）研 ) 木下 晴之

大規模時系列ネットワークデータに対する3次元情報可視化および探索技術の研究
助教 (豊田研 ) 伊藤 正彦

エネルギーモニタリングシステムを利用したコミュニケーションに関する研究
特任研究員 (岩船研 ) 八木田 克英

都市高速道路ネットワークにおける動的可変チャンネリゼーションの実用化に関する研究
助教 (大口研 ) 洪 性俊

光合成細菌の電荷分離反応に関わる機能分子のエネルギー準位相関解明
助教 (渡辺研 ) 加藤 祐樹

光合成細菌は，古くは硫黄や有機物を酸化分解して電子を得るものから，それがやがて進化して水の酸化を行うよ
うになった．いずれも光化学系と呼ばれる色素－タンパク質複合体で生じる電化分離と一連の電子伝達反応が光合成
反応において光→化学エネルギー変換を担っているが，量子収率100%という非常に高効率な反応を支える機能分子
間の電子エネルギー準位チューニングはまだ明らかにされていない．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．

超高速・高品質SiC単結晶の溶液成長プロセスにおけるマランゴニ対流の発生因子
准教授 吉川 健

本研究ではFe-Si溶媒を用いたシリコンカーバイドのFZ溶液成長において，著しい温度勾配印加により発生するマ
ランゴニ対流の発生因子を解明することを目的とし，Fe-Si-C系溶融合金の表面張力を1250～1450℃にて測定し，表面
張力の温度係数を決定した．その結果，炭素の溶解による表面張力の減少傾向は見られず，三元合金の表面張力は
Fe-Si合金の表面張力とほぼ同程度となった．Fe-Si溶媒を用いたシリコンカーバイドのFZ溶液成長環境において重要
な表面物性値を取得しており，同環境においては温度差マランゴニ対流が主として生じることを推定した．

11．科学研究費：研究活動スタート支援

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
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
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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．

12．科学研究費：奨励研究

バイオマス炭化物による重金属イオンの除去特性に関する研究
技術専門員 (迫田研 ) 藤井 隆夫

13．特別研究員奨励費(DC)

無補強組積造壁を有するRC造架構の破壊メカニズムと残存耐震性能に関する実験的研究
大学院学生 (中埜研 ) 晉 沂雄

無補強コンクリートブロック造壁を含むRC造建物の耐震性能を調べるため，壁体の破壊メカニズムおよび復元力
特性に大きな影響を与える梁変形の有無を考慮した1/4スケールの縮小試験体（剛梁型試験体および柔梁型試験体）
を製作し，面内方向への単調載荷および正負交番繰り返し載荷実験を実施した．本実験では，壁体のすべてのブロッ
クユニットに歪ゲージを貼り付け，得られた歪度分布より対角線上に作用する壁体の圧縮ストラット幅を精密に算定
し，周囲フレームとそれに内蔵された壁体のそれぞれの負担せん断力を明らかにした．

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

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

Ni・MHを用いたFuel Cell/Battery (FCB)システムの開発
大学院学生 (堤研 ) 崔 復圭

MOCVD法によるⅢ族窒化物半導体ナノ構造形成と単一光子発生器の実現
大学院学生 (荒川研 ) 崔 琦鉉

中間的スケールにおける脳情報処理の一般ネットワーク数理モデルの構築及びその解析
日本学術振興会特別研究員（PD）(合原研 ) 奥 牧人

脳の情報処理メカニズムを解明するにあたり，ミクロレベルの電気的，化学的な信号処理と，生体の行動として観
測されるマクロな現象との間には大きなギャップがあることが問題となっている．本研究は，それらの中間にあたる
スケールに着目し，そこで生じるさまざまな現象を適切に記述するための数理モデルの開発及びその解析を目的とす
る．特に，既存の理論モデルに対してより一般的な観点から脳の仕組みを捉えることで，その機能解明に役立てるこ
とを目指す．

楽譜情報をもとにした音楽活動の数理モデル化と音楽情報処理に関する研究
大学院学生 (合原研 ) 澤井 賢一

一般的な音楽的表現物は， 作曲者が作る楽譜を演奏者が解釈し，その解釈に基づく演奏を聴衆が認知することで伝
達される．本研究は，この一連の音楽活動を数理的に理解し，音楽情報処理に応用することを目的とする．特にここ
では，音楽の主な構成要素の一つであるが定量的に扱うのが難しいリズムに対し，その認知をベイズ推定によってモ
デル化する．そして， 音高の認知なども含むモデルへの拡張や， 提案モデルの工学的応用などを検討する．

疾患の治療法の数理モデルの構築と解析
大学院学生 (合原研 ) 森野 佳生

疾患に関する数理的研究が近年盛んに行われている．例えば，前立腺癌においては間欠的ホルモン療法という治療
法が存在するが，この治療法に関する数理モデルの研究が精力的に行われており近年大きな成果を上げている．本研
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究では，これらの前立腺癌の間欠的ホルモン療法に関する数理モデルを用いた応用研究，及びその他の疾患の治療法
の数理モデルを構築することを目的とする．

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

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

原子スケール接合の物理と単一分子エレクトロニクスへの展開
大学院学生 (平川研 ) 吉田 健治

単電子トランジスタ/CMOS融合による新機能回路の実現に向けた研究
大学院学生 (平本研 ) 鈴木 龍太

本研究では，Beyond CMOSの代表的なデバイスである単電子トランジスタに焦点をあて，単電子トランジスタと
従来のCMOSとの融合による新機能回路を実現することを目的とする．本年度は，単電子トランジスタのチャネル
となる極めて微細なナノワイヤトランジスタの試作を行い，チャネル方向のチャネルが単電子トランジスタ作製に適
していることを見いだした．

光照射走査トンネル顕微鏡による半導体ナノ構造材料の特性評価
大学院学生 (髙橋（琢）研 ) 勝井 秀一

正常な組織極性を有する埋め込み型人工肝臓の構築
大学院学生 (酒井（康）研 ) 勝田 毅

銀ナノ粒子－酸化チタン複合系における多色フォトクロミズムの機構解明と機能改善
大学院学生 (立間研 ) 田邉 一郎

プラズモン誘起界面電荷分離現象のメカニズムの解析
大学院学生 (立間研 ) 数間 恵弥子

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

知的創造性を高めうつ症候群の発症を低減するオフィスの光・温熱環境制御手法の開発
大学院学生 (加藤（信）研 ) 髙橋 祐樹

 執務者の知的創造性の向上とうつ症候群の発症抑止・低減効果を有する室内環境制御を実現することを目的とし，
サーカディアンリズムを考慮した光環境・温熱環境の省エネルギー制御手法の開発を実施する．また，制御手法開発
時に必要となる，知的創造性の測定方法を開発する．具体的には，次に示す 3つの実験に取り組む．(1)環境により
変動する知的創造性評価手法の開発 (2)知的創造性を高めうつ症候群の発症を抑止・低減する，オフィスの光環境の
省エネルギー制御手法の開発 (3)知的創造性を高めうつ症候群の発症を抑止・低減する，オフィスの温熱環境の省エ
ネルギー制御手法の開発．

新しい市街地風環境評価手法創出のための研究
大学院学生 (加藤（信）研 ) 中尾 圭佑

スカラ輸送方程式から導出される高次のモーメントの輸送式中における各項の空間分布を追究する．高次モーメン
トは濃度変動の強度を示す値であるほかに確率密度分布（PDF）を代表する指標としても着目される．申請者の目標
は濃度の高次モーメントと濃度のPDFが持ちうる相互の関係性の解明と，その応用である．研究計画としては風洞
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実験と数値実験が柱となる．実験では流れ場の風速，濃度場の精度の高い情報を取得する．境界条件に熱を付加した
条件で実験を行うため，より複雑な計測システムが必要となる．そこで（温度計測に用いる）CTAおよびPIV（Particle 
Image Velocimery）およびPLIF（Planer Laser Induced Fluorescence）を併用し，より高解像度で温度，速度，濃度の同
時計測を行う．これに基づき高次モーメント輸送式中の各項を計算する．続いてLES（Large Eddy Simulation）を実
行し，実験との整合性確認を行う．LESでは理論式の近似の度合いが低く，より正確な輸送機構が分かる．得られた
詳細な流れ場と濃度場の統計量から濃度の輸送機構について考察を行う． これらから得られた知見をもとに，濃度
変動の簡易的な予測が可能なモデルを考案し，建築物設計時の風環境評価プロセスの一環として，風環境を害するこ
とのない形状や構造の創出に依拠できるような成果物とする．

室内環境形成寄与率CRIの時間応答モデル開発とエネルギーシミュレーションへの適用
大学院学生 (加藤（信）研 ) 張 偉栄

(1)エネルギーシミュレーションとCFDのモデリングの一貫性カップリングさせる場合，ネットワークモデル側は，
室内での対流，放射などによる各要素（ノード）間の熱輸送は 1次元の輸送（時間応答）として必要とされる．これ
を3次元のCFDにより時間ステップ毎に直接求める単純なカップリングは安易であり，計算量を莫大に必要とする上，
系全体を 1次元輸送のネットワークに還元して解析するというモデリングの一貫性も失う．現象の微細な構造までを
空間解像して解くCFDに基づくネットワークモデルが必要とされる所以である．CFD解析結果で得られる流れによ
る熱と物質の輸送の構造を最大限利用する室内環境形成寄与率CRIの時間応答モデルを用いて室内の 3次元輸送現象
の1次元輸送のネットワークモデリングを行い，これをエネルギーシミュレーションに組み込むところに著しい特徴，
独創性を有す．(2)多目的最適化室内の気流や温度分布の不均一さを利用する環境設計では，室内の対流および放射
熱輸送性状がエネルギー使用に大きな感度を持つ．それ故，汎用性の高い室内の対流と放射による熱輸送のモデリン
グを組み込んだエネルギー解析が必要となる．提案，検証するモデルを組み込んだエネルギーシミュレーションは，
室内における非定常な負荷変動による熱輸送の性状を良く再現し，快適と省エネルギーの間でトレードオフ関係も多
数生じる建物において，合理的な多目的最適化解析によるパレート解探査を可能とするものとなる．

リバースシミュレーションによる拡散源特定に関する研究
大学院学生 (加藤（信）研 ) 安部 諭

本研究では，リバースシミュレーションにより拡散源特定手法の開発を目指す．博士課程 1 , 2年次の研究により
リバースシミュレーションの第一かつ最大の問題点である「数値不安定性」に関して，支配方程式にローパスフィル
ター操作を施すことにより，除去することに成功した．しかし，そのフィルター操作を行ったために濃度は一点に収
束せずにある程度の空間的な拡がりを持った解に収束した．また，シミュレーションを行うにあたり，格子解像度が
リバースシミュレーションの精度に与える影響は不明である．そこで，これからの拡散特定手法の開発に向けて，リ
バースシミュレーションの格子解像度依存性を調査する．さらに，実問題への適用に向けて，限られた観測ポイント
での濃度データを用いて，その観測点周りにおける濃度分布のモデリングを行い，それを用いてリバースシミュレー
ションを実行し，拡散源を確率的に特定する手法を開発する．

空間構造の幾何学特性と力学挙動に関する研究
大学院学生 (川口研 ) 三木 優彰

既往岩石試験の活用および新規評価手法による岩盤評価の高度化に関する研究
大学院学生 (古関研 ) 荒木 裕行

混在岩・砂泥互層に関連し，人工の模擬供試体を対象として一軸圧縮試験，割裂引張・一軸引張試験等の室内試験
を実施した．同一材料を用いて作製された壁状試験体の振動台試験結果に対して，室内試験結果に基づいて数値モデ
ルを作製し，有限要素解析を実施した．解析の結果，壁状試験体の層境の引張強度は室内試験で得られた引張強度の
20％程度と算定され，弱部である層境の存在を考慮しなければ全体的な強度を過大評価する可能性が高いことが示さ
れた．

陸水貯留を適切に表現する陸面水文モデルの構築
大学院学生 (沖（大）研 ) 山崎 大

陸域水循環は，(1)気候システムの一要素として陸域に降った雨を海洋まで輸送する役割を負うだけでなく，(2)持
続的な人間活動に必要な循環する淡水資源の供給，(3)河道・湖沼・湿地といった水域形成による生態系や生物多様
性の保全，という複雑かつ重要な機能を有している．現在，世界の様々なところで河川の断流，湖沼や湿地の縮小，
永久凍土の融解など，陸域水循環システムの変動が確認されている．さらに近年の衛星観測技術の進歩により，水面
面積・氾濫原の水位変動・陸域貯水量といった陸域水循環の変動を，グローバルスケールで把握することが可能にな
りつつある．しかしながら，観測された水貯留形態の変動を物理過程に基づいて説明するグローバルな陸面水文モデ
ルは未だに存在しない．本研究では，近年利用可能になった超高解像度の水文地形データを活用して，グローバル規
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模で河川・湖沼・湿地・地下水層における水循環を物理過程に則って計算する陸面水文モデルの構築を目指す．既存
の河川モデルに，氾濫原の物理，湖沼・湿地おける水貯留過程，地下水と河川水との相互作用を組み込んで，陸域に
おける水面面積・水位変動・陸域貯水量などの貯水形態を，衛星等による観測データと一致するように再現すること
を目指す．さらに，人間活動による水資源操作モデルを陸面水文モデルと結合し，河川断流や湖沼消失といった水域
変動に対する，人間活動と気候変動それぞれの寄与率を定量化することも試みる．その上で，地球温暖化実験の結
果を構築した陸面水文モデルに与えることで，水域の脆弱性に関するアセスメントを行う．また，本研究のモデル
によって初めて現実的に再現される水深・流速といった陸域水循環に関する物理量をデータベース化することで，グ
ローバル規模の物質循環・生態系研究に応用されることが期待される．

台風に伴う降雨に着目した基本高水とその不確実性の算定
大学院学生 (沖（大）研 ) 新田 友子

　本研究は，全球と日本全域を対象として流出シミュレーションに用いる陸面モデルと河川流下モデルの検証を行っ
た．日本を対象とした検証では，気象庁のアメダス観測値と地上観測値を空間・時間内挿した1976-2008年の気象デー
タを入力値としてシミュレーションを行い，水文水質データベースの主要河川の流量データ，ダムへの流入量データ
を用いて河川流量の検証を行った．その結果，年・月流量は比較的よく再現されていること，日流量に関しては流速
変化を考慮することで結果が改善されること，時間流量については観測値と計算結果に差異が認められ，サブグリッ
ドスケールの影響を考慮する必要があることがわかった．また，アメダス観測値と衛星データを用いて積雪量の検
証を行った結果， 2週間程度モデルの融雪が遅いこともわかった．また，日本域については将来の入力データ作成を
行った．元データは日本を対象とした地域気候モデル（RCM20）の出力値で，変換・内挿し，アメダス，地上観測
を元にした過去のデータとの比較を行ったうえで簡単な系統誤差の補正を加えた．作成したデータと検証した現状の
モデルを用いて，将来の日本域洪水リスク評価のための計算を行った．1981-2000年，2031-2050年，2081-2100年の 3
期間の計算を行い，計算した流量を流量確率指数に変換して将来の洪水リスク変化を日本の9つの地域ごとに評価し
た結果，中小洪水は2031年 -2050年に増加し，再現期間200年といった大規模な洪水は2081-2100年の方が増加すること
が示された．

化学反応を伴う都市大気汚染現象の構造解明及び予測手法の開発に関する研究
大学院学生 (大岡研 ) 菊本 英紀

本研究は，都市居住域内における大気汚染現象の詳細な構造解明と予測を行う数値解析システムの開発を行うこと
を目的とする．都市空間を対象とした大気汚染解析の難しさは，分散的に存在する汚染源から放出された物質が，複
雑な形状をもつ都市空間内で形成される乱流場中で拡散するとともに，大気中の他の物質との化学反応によって非線
形的に消滅あるいは新たな物質を生成する点にある．これまでにも，都市内乱流場中での拡散解析は多く行われて
きたが，反応性までを考慮した例は極めて少ない．そこで，まず都市の 3次元形状を再現しうる「CFD解析ツール」
に「化学反応の数理モデル」を導入し，乱流中での反応現象の予測ツールを作成する．それと同時に，都市を模擬し
た空間で汚染物質の反応性を考慮した「実験室実験」を行い，当予測モデルの精度検証を行う．また，現在でも光化
学オキシダントはその濃度が環境基準値に比べ高い値を維持している．そこで，その生成過程において重要な要素と
なる光解離反応を考慮するため「放射解析ソフト」との連成解析システムを構築する．さらに，「広域大気汚染予測
モデル」との連成を行い，CFD解析領域外からの汚染物質流入量を解析に取り込む．そして，最終的に実街区を対
象とした数値解析による予測と「実地大気環境実測」を行い，両者のデータの比較から当システムの総合的な予測妥
当性を評価する．本解析モデルの実現により，複雑な反応過程をもつ大気汚染物質の発生構造の解明が可能となる．
また，「大気環境アセスメント」をより多面的に行うための新たなツールとして利用され，大気汚染の詳細な因果関
係の提示を可能とすることで，より精緻な大気汚染抑止政策に向けた有用な資料提供や，対策技術の開発とその導入
を促進することが可能になると予想される．

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

MEMSアクチュエータにより駆動制御された摩擦界面を，TEMを用いてナノスケール実時間観測することにより，
様々な低摩擦材料の摩擦機構を実 験的に調査する．それらのデータをもとに，更なる低摩擦化のための指針及び手
法を考察する．

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

血中マラリア原虫感染細胞を同定する赤血球アレイのためのマイクロ流体デバイスの作製
大学院学生 (竹内（昌）研 ) 手島 哲彦
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系統連系された電気自動車のバッテリーを用いた新エネルギーシステムの構築
大学院学生 (岩船研 ) 高木 雅昭

Fe-Si合金溶媒を用いたn型，p型SiC単結晶の革新的高速溶液成長法の物理化学
大学院学生 (森田研 ) 川西 咲子

プラズマ誘起電解におけるナノ粒子形成過程の制御と機能性合金ナノ粒子創製法への展開
日本学術振興会特別研究員 (岡部（徹）研 ) 徳重 学

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

14．特別研究員奨励費(PD)

含水履歴を考慮した自然斜面および土構造物の地震時挙動予測と安定性評価
日本学術振興会特別研究員 (小長井研 ) 京川 裕之

リン脂質二重膜における静電相互作用が支配する相分離ダイナミクス
日本学術振興会特別研究員 (田中（肇）研 ) 下川 直史

本研究の目的はソフトマターと呼ばれる物質群に含まれる，両親媒性分子が自発的に形成する秩序構造を明らかに
することにある．特に，静電相互作用など複雑な相互作用により形成される構造の安定性やダイナミクスを実験・理
論の両面から取り組むことで，ソフトマターにおける秩序形成を一般的に議論することを目標とする．両親媒性分子
の一つであるリン脂質は，水中で二重膜構造を自発的に形成する．この二重膜構造は細胞膜や生体膜の基本構造であ
る．飽和脂質・不飽和脂質・コレステロールの三成分から成るモデル細胞系において，ある温度以下で飽和脂質とコ
レステロールの多い領域と不飽和脂質の多い領域に相分離することが知られている．その際形成される飽和脂質とコ
レステロールの多い領域（ドメイン）は，細胞におけるシグナル伝達や膜輸送の足場となっている可能性が示唆され
ている．相分離に関する研究の多くは中性のリン脂質を扱っており，電荷による物理的な効果を議論したものは少な
い．しかし，実際の生体膜には電荷脂質が含まれているばかりか，重要な生体分子（DNA，タンパク質など）のほ
とんどが電荷を有している．そのため，静電相互作用を抜きにした相分離の議論は大きな重要性を欠いていると言え
る．本研究では静電相互作用をはじめとした複雑な相互作用を考慮し，相分離・秩序形成の機構を明らかにするとと
もに，非平衡条件下における相分離や膜変形などを明らかにしていく．

クロム酸化物表面における水分解－水素生成反応メカニズムの解明
日本学術振興会特別研究員 (福谷研 ) 杉本 敏樹

統計力学の手法を利用した新しい経済学の構築
日本学術振興会特別研究員 (羽田野研 ) 紺野 友彦

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

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

自然界において独特な微小な構造を持つことによって回折，吸着や撥水などの機能を発現しているケースが多くあ
る．この機能を工学的に再現するにあたっては，微細加工可能な材料が限定されている点や，微細加工技術が 3次元
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形状の形成に不向きであることなど問題点が多くある．その一方で， 3次元形状のフィルムの座屈や薄膜上に変位を
与えたときに現れる皺など構造に変位を与えた時にさまざまな形態が表れることが知られている．また同一の素材だ
けでなくゴムのような弾性体上にプラスチックを貼り付けたときには，波のような形状が表れることが確認されてい
る．このように膜で形成される 2次元または 3次元形状に変位を加えたときに表れる形態を利用すれば構造による機
能を利用したデバイスを実現できると考えられる．さらに動的に形状を変化することができれば機能の効果を調節す
ることも可能になる．膜を基本としたデバイスが出来れば変形時における素子の破断などが起きない高度にフレキシ
ブルなデバイスとなりうる．以上の点を踏まえ，微小構造の形状変化を利用したフレキシブルデバイスの実現に取り
組む．

正20面体クラスター固体の新奇な相転移に関する研究
日本学術振興会特別研究員 (枝川研 ) 西本 一恵

15．特別研究員奨励費(RPD)

シナプス形成誘導技術を用いたマイクロ流体デバイス内での３次元神経回路の構築
日本学術振興会特別研究員 (竹内（昌）研 ) 根岸 みどり

16．特別研究員奨励費(外国人特別研究員)

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

本研究では，ボンド配向秩序が及ぼす結晶核形成への影響を，構造的・運動学的観点から明らかにすることを目指
す．構造的観点からは，過冷却液体の中に形成されるボンド配向秩序と核形成される結晶の対称性との間に整合性が
あることが，核形成バリアを下げることがRusso博士との共同研究により剛体球液体において明らかとなった．これ
に加え，結晶の成長の素過程を支配する輸送のダイナミクスを決定する運動の素過程，運動単位を明らかにすること
で，古典核形成理論を越えた結晶核形成の基礎を明らかにできるものと期待している．これまで，Ostwaldの段階成
長則として，結晶側の変化に着目した研究はいくつか報告されているが，過冷却液体の隠れた構造化が結晶の対称性
の選択にかかわるという考え方は全く新しい革新的なものであることを強調したい．また，ガラス状態からの結晶化
に関しても研究を行う予定である．

ゲルマニウム表面・界面準位と水素終端効果
教授 福谷 克之，日本学術振興会外国人特別研究員 (福谷研 ) ONG， Y．

GeはSiに比して電子の移動度が大きいためポストSiの次世代デバイス材料として注目される．Ge(001)表面に重水
素を吸着させ，その後にSTMの観察を行ったところ，表面の広い範囲で 2 x 1再構成構造が観察されるが，その中に
周期性の異なる 2種類の構造が観測された．考察の結果， 2水素化状態の間に 1水素化Ge2量体の存在する構造と，
2つの 2水素化状態が隣接した構造となっていることを明らかにした．

インテリジェントな人間誘導型ロボットの開発
教授 池内 克史，学振外国人特別研究員 （池内研）Salman Valibeik

コミュニティの検出アルゴリズムとネットワークにおける感染症制御に関する研究
准教授 鈴木 秀幸，日本学術振興会外国人特別研究員 (鈴木（秀）研 ) WANG， B．

ネットワークの動的挙動に関する研究は，これまで主にコミュニティ構造のない一般のネットワークにおいて行わ
れてきたが，多くの現実のネットワークはコミュニティ構造を持っている．そのため，ネットワークおよびその機能
の動的メカニズムを理解するためには，ネットワーク内のコミュニティ構造を発見することが重要である．本研究は，
ネットワーク内のコミュニティ構造を発見するための効率的アルゴリズムを探究することを目的とする．アルゴリズ
ムの効率の評価は，分割の正確さや，アルゴリズムの空間・時間複雑度などによって行う．本研究の最終的な目標は，
ネットワークの動的挙動を調べることにより，その制御・防御を行うための戦略を与えることである．ネットワーク
の動的挙動においてコミュニティ構造がどのような役割を果たすのかという問題は，基本的で重要な未解決問題であ
るが，この問題の解決が期待される．
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木質バイオマスリファイナリーのシステムと要素技術の開発
教授 迫田 章義，日本学術振興会外国人特別研究員 (迫田研 ) BOSCH， P．

ナノ粒子認識を目指した化学・力学ナノセンサー
准教授 火原 彰秀，日本学術振興会外国人特別研究員 (火原研 ) PIGOT， C．

補強した礫材料の大型三軸試験
教授 古関 潤一，日本学術振興会外国人特別研究員 (古関研 ) LENART， S．

合計で16ケースの大型三軸圧縮試験を実施した．そのうち10ケースでは補強した礫材料の試験を行い， 5種類の補
強材と 2通りの載荷条件（単調載荷および多数回の繰返し載荷）を用いた．これらの成果として，比較的低い拘束圧
（25kPa）における礫材料の強度変形特性，小～中ひずみレベルにおける補強した礫材料の変形特性，ジオグリッドを
用いてランダムな方向に補強した礫材料の変形特性，補強した礫材料の変形特性に及ぼす多数回繰返し載荷の影響を
明らかにした．

地理情報システムとリモートセンシングを用いて月単位流出時空間モデルの開発
教授 沖 大幹，日本学術振興会外国人特別研究員 (沖（大）研 ) OZCELIK， C．

本研究の目的は，日本及び今後急激な経済発展・人口増加が予測されるアジア地域の水環境が，地球温暖化の影響
を受けて2050年～2100頃にどのように変化するのかを，定量的に明らかにするとともに，その変化を前提とする場合，
市民生活への影響を回避あるいは軽減するためにどのような政策が効果的かつ実現可能なのかを明らかにし，持続可
能な水政策・適応策の立案に資する成果を出すことを目的としている．具体的には，(1) 衛星観測データを用いた全
球的な水文・気候学的変動把握を通じて，異なる流域スケールでの降雨の時空間分布，洪水や渇水の外力となる極値
水文量の変化といった水利用・水災害に直結する項目について，特に，日本及びアジア圏を対象として定量的に，そ
の精度も含めて明らかにする．(2) 既存の全球水循環・水環境・生態系解析モデルの地域スケールへの拡張及び統合
化を行う．(3) 気候変動下での異なるスケールの流域における流況や陸水の水質の年々変動，生態系の変動予測を行
う．(4) 以上の変化が，水利用システムや水災害防止システムに与える影響を，システムの信頼度や脆弱度といった
安全性指標と，地域の生産性・災害被害額といった社会経済的指標で表現するとともに，影響の回避・軽減の為の適
応策の最適設計手法を開発する．(5) 以上の信頼度・脆弱度・安全性指標について多角的に分析し，国際流域の持続
可能な水政策・適応策の立案までを行う．

気候変動による水循環の加速可能性
教授 沖 大幹，日本学術振興会外国人特別研究員 (沖（大）研 ) FERGUSON， C． R．

本研究の目的は，気候変動による水循環変動への影響，特に地球温暖化による水循環の加速について解析し，その
メカニズムを明らかとすることである．はじめに陸面過程と結合したものやしないものを含む 6種類の再解析データ
を用い，全球水循環の変化の方向とその速さを比較する．これにより，複数の再解析データの間で水循環の強度の変
化が一致している /していない地域を抽出する．水文学的に重要な変数については，オフラインの陸面モデル出力値
や衛星観測値との比較を行い，結果の信頼性を評価する．さらに，水循環の変化が与える影響を，流域スケールの水・
エネルギー収支の値を用いて定量化し，水循環の変化に関する重要な指標を特定する．これらの結果を用いて他の研
究者と協働し，水循環の変化による影響について，地域・流域・大陸スケールでの総合的な知見を整える．さらに，
本研究を通じて特定された特徴的な地域に関して，気候モデルの出力値を利用して将来予測をまとめる．また，気候
モデルの出力値と再解析データ等との整合性についても評価する．

低振幅高周波振動による場や質量の検出ならびに試料の同定
教授 川勝 英樹，日本学術振興会外国人特別研究員 (川勝研 ) DAMIRON， D．

ロール・ツー・ロール印刷技術による大面積MEMSに関する研究
教授 年吉 洋，日本学術振興会外国人特別研究員 (年吉研 ) TORTISSIER， G．
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B．民間等との共同研究

1．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）

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

民間等共同研究員 (横井研 ) 松坂  圭祐

パルプ射出成形は，環境負荷低減の新しい加工技術として期待されている．本研究では，パルプ射出成形の技術的
な改良と新規加工技術の開発，最新情報交換と新しい応用分野の探索，技術とノウハウの移植等を目的としている．
本年度は，引き続きパルプ射出成形の製品展開として進めている梱包材や自動車内装部品，ボトルキャップへの適用
について検討した．それぞれ，材料特性を考慮した試作形状の検討や耐水性の向上，意匠性や生産性を考慮した型の
設計変更，評価を実施した．

“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 (横井研 ) 清水  恒明，大学院学生 (横井研 ) 滝川 淳平，大学院学生 (横井研 ) 森 亮介，
大学院学生 (横井研 ) 多比良 恵，大学院学生 (横井研 )高松  亮平

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）炭素長繊維強化樹脂に
おける金型内流動挙動と繊維配向挙動との相関解析，および金型内における同繊維折損挙動の解析（2）金型急加熱・
急冷却射出成形におけるシボ面の転写過程およびウェルドライン消失過程の可視化解析，（3）射出圧縮成形における
各圧縮条件での型内圧力分布と微細パターンの転写率との相関解析，（4）高速ランナー切替装置とX線CT技術とに
よる複合的可視化技術を用いた複雑形状キャビティにおける 3次元内部樹脂流動挙動の可視化解析，についてそれぞ
れ重点的な検討を行った．

次世代高効率石炭ガス化炉内流動解析
教授 堤 敦司

Coal Gasification for Clean Energy Research
教授 堤 敦司

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

船舶CFDによる性能推定精度向上に関する研究
教授 加藤 千幸

文部科学省 HPCI戦略プログラム 分野4「次世代ものづくり」
教授 加藤 千幸，教授 佐藤 文俊，特任教授 畑田 敏夫，特任研究員 (革新的シミュレーション研究センター ) 小野 謙二，

特任研究員 (革新的シミュレーション研究センター ) 吉廣 保，（独）日本原子力研究開発機構 松村 健，
（独）日本原子力研究開発機構 小関 隆久，（独）日本原子力研究開発機構 山田 知典，

（独）宇宙航空研究開発機構 藤井 孝藏， （独）宇宙航空研究開発機構 大山 聖，（独）宇宙航空研究開発機構 高木 亮治，
（独）物質・材料研究機構 大野 隆央，准教授 (北海道大学 ) 坪倉 誠，
准教授 (京都大学 ) 黒瀬 良一，（財）計算科学振興財団 三木 秀朗

「21世紀のものづくりを抜本的に変革する計算科学技術の戦略的推進」の実現に向け，世界最高水準の研究成果を
創出するとともに，計算科学技術推進体制を構築することを目的とした事業を，東京大学生産技術研究所を代表機関
として，独立行政法人日本原子力研究開発機構，独立行政法人宇宙航空研究開発機構の3戦略機関体制により推進し
ている．具体的には，産業界との連携により，[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）を実施する．
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また，ここで得られた成果を広く産業界で利用いただくために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23年度は，準備研究の成果に基づき本格
研究の初年度として，研究開発は，ソフトウェアの整備・最適化等を実施し，計算科学技術推進体制構築については，
ニーズに応じたHPCI利用・支援施策を実施した．

先進モビリティと交通安全に関する研究
教授 須田 義大

新たな要素技術による車輪・レール接触位置解析手法の研究
教授 須田 義大

先進モビリティの柏フィールド実証実験に関する研究
教授 須田 義大

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行っている．

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

雷インパルス高電圧計測の国家標準級システムの長期安定性および性能向上に関する研究を行う．

東京スカイツリーにおける雷撃電流観測およびその特性解析
教授 石井 勝

東京スカイツリーに雷電流計測用のロゴスキーコイルを設置し，通年で雷撃電流観測を行う．

次世代高効率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

超伝導光子検出器を用いた量子光デバイスの研究
教授 荒川 泰彦

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

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

大規模集積回路の低電力化には，動作電圧の低減が必須であるが，素子特性のばらつきなどのため，下限は0.6V前
後とされている．本プロジェクトでは，しきい電圧ばらつきを低減でき，使用状態に応じて動作条件を変化させる基
板バイアス電圧制御が可能な構造を有するナノトランジスタ構造デバイスを開発し，CMOSトランジスタの動作電圧
を0.4V以下に低減することを目的とする．本年度は，チャネル中に不純物を含まないSOIトランジスタを評価し，し
きい値電圧とドレイン電流ばらつきが大幅に低減されることを明らかにした．また，特性ばらつきに弱いとされる
SRAMというメモリの安定性が向上することも実測により確認した．

立体構造トランジスタの製作技術に関する研究
教授 平本 俊郎

超高精細と高フレームレートとを両立できる次世代の撮像デバイスを目指して，信号を画素並列に処理して基板
の深さ方向へ出力することを特徴とする 3次元構造撮像デバイスの研究を進めた．本年度は，表面から裏面へ信号
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を出力できるトランジスタの試作を行った．基板にはSOI基板を用いた．試作デバイスのサブスレッショルド係数は
64.5mV/decであり，良好なスイッチング特性を示すことを確認した．本トランジスタでは，従来のシリコン貫通電極
（TSV）を用いずに基板の深さ方向に信号の直接伝送が可能であるため，撮像デバイスに限らず，高集積化のために
トランジスタを 3次元的に積層するデバイスの基本素子として有用である．

センサーネットワークによる斜面崩壊予測に関する研究
助教 (瀬崎研 ) 岩井 将行

環境技術に関する開発研究・情報調査
教授 迫田 章義

脂環構造を有する芳香族高分子膜の放射線反応を利用した燃料電池用高分子電解質膜の開発
教授 工藤 一秋

In vitro試験におけるカーボンナノチューブの動態評価法に関する検討
教授 酒井 康行

簡便かつ実暴露シナリオを模倣した代替in vitro試験に関する検討
教授 酒井 康行

横浜市公共建築物温暖化対策事業に係る実証実験
教授 野城 智也

GISを活用した有料道路図面の整理 
教授 柴崎 亮介

ダイナミックデータ統合可能な都市空間情報基盤の研究
教授 柴崎 亮介

厚木市における地理空間情報利活用推進の共同研究
教授 柴崎 亮介

三次元地図データを使ったGNSSシステムの位置精度の算出
教授 柴崎 亮介

次世代社会基盤情報に関する研究開発
教授 柴崎 亮介

新たな地理空間情報の活用技術に係わる課題等に関する調査
教授 柴崎 亮介

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

大面積非構造材落下被害を有効に防ぐためのネット構造施工方法の開発
教授 川口 健一
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使用時に大勢の人が集う公共空間の安全性の確保，避難所としての機能維持のために，非構造材の補強および落
下防止が重要である．そのため有効かつ施工の容易なネット構造を開発する． 1）ケーブルネットのレイアウトの提
案と非線形シミュレーションによるその補強効果の確認． 2）非構造材とネットを留めつける施工の容易な金物の開
発．部材実験と施工試験，実大実験により，開発した金物と施工法の有効性を確かめる．

気候変動の淡水資源への影響評価と適応策に関する研究
教授 沖 大幹

研究目的：IPCC第 5次報告書第 2作業部会の第 3章（淡水資源）を作成するための基礎情報を収集・分析すること．
研究内容：気候変動の淡水資源への影響評価と適応策に係る既存資料をレビューし，国内外の関係者と情報を共有す
るための資料作成等を行う．

建築実務に有益な室内音響シミュレーションソフトの開発
准教授 坂本 慎一，助教 (坂本研 ) 横山 栄，大学院生 (坂本研 ) 中島 章博，大学院生 (坂本研 ) 髙橋 莉紗

スタジオを主たる対象として，室内音響設計に資するユーザーフレンドリーな音場シミュレーションソフトを開発
する．

Nanocoatings with tailored roughness for controlled surface bonding 
教授 藤田 博之，名誉教授 増沢 隆久，特任教授 コラールドミニク，准教授 金 範埈，教授 川勝 英樹，

教授 年吉 洋，准教授 竹内 昌治

フィンランド・VTT技術研究所と交流協定を結び，マイクロメカトロニクス（MEMS）に関して，研究交流集会
の開催や研究員の受入を行っている．

ナノレベルの解析手法を用いた遺伝子の機能解析
教授 藤井 輝夫

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

原位置遺伝子検出装置の適用性検討
教授 藤井 輝夫

EUJO-LIMMS Europe-Japan opening of LIMMS
教授 藤井 輝夫

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
准教授 竹内 昌治

バイオマイクロシステムに関する共同研究
准教授 竹内 昌治

バイオMEMS技術の実用化
准教授 竹内 昌治

光学センサを用いた作業型AUVの知能の高度化
教授 浦 環

海底資源類の水中での反射スペクトラムに関する基礎データベースを構築し，リアルタイム現場型計測センサを開
発する研究を進めている．
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地球温暖化による海象変化を予測するための東京湾口波浪観測ネットワーク構築とその活用に関する研究
教授 浅田 昭，教授 浦 環，教授 林 昌奎

東京湾口において久里浜湾アシカ島，相模湾平塚観測塔および伊豆大島波浮港沖の 3カ所での波浪観測ネットワー
クを構築し，外洋から内海までの波浪，海流，塩分濃度等の変化を総合的に把握し，地球温暖化によって変化する海
象を予測する．本研究により，東京湾を中心とする臨海部における高潮・高波等に対する防災力を向上させるととも
に，海域環境を維持するための方策を提案する．

沿岸施設におけるコンクリート構造物内部の空洞化診断及び水中計測技術に関する研究
教授 浅田 昭

沿岸施設におけるコンクリート構造物内部の劣化・損傷状況を効率的に把握可能な技術と，寒冷海域の沿岸施設に
近づく海氷の厚さや流速を超音波計測機器などの音響特性を利用して効率的に測定する技術を開発する．

時空間MRFモデルの研究
准教授 上條 俊介

次世代自動車導入による社会経済的インパクトの研究
准教授 岩船 由美子

震災後の火力発電の展望に基づく高効率IGCCの評価
特任教授 金子 祥三

スマートエネルギーネットワークに係る共同研究
特任教授 荻本 和彦

エネルギー需給の低炭素化戦略の研究
特任教授 荻本 和彦

風力発電システムの系統連系対策手法の研究
特任教授 荻本 和彦

太陽光発電出力予測技術に関する日射量データ分析
特任教授 荻本 和彦

アマゾンの森林におけるバイオマスマッピング
教授 沢田 治雄

衛星搭載レーザスキャナの波形シミュレータ開発に関する共同研究
教授 沢田 治雄

広域避難における研究
准教 加藤 孝明

2．民間等との共同研究

KTN結晶内の電荷トラップの物性解明およびその制御に関する研究
教授 黒田 和男
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偏光ホログラフィーに関する研究
教授 黒田 和男

シリコン(111)基板上に成長した鉄シリサイドの構造解析に関する研究
助教 (岡野研 ) 松本 益明

テラバイト時代に向けたポリマーによる三次元ベクトル波メモリ技術の実用化研究
教授 志村 努

液滴物性評価及び評価方法の探索
教授 酒井 啓司

レオロジー分野における新規計測法の研究開発
教授 酒井 啓司

インク乾燥過程における塗膜表層のナノレオロジー解析技術の開発
教授 酒井 啓司

インクジェットに関する計測技術の研究
教授 酒井 啓司

核反応分析(NRA)によるガラス中OH濃度定量
教授 福谷 克之，技術職員 (福谷研 ) 小倉 正平

核反応法を用いて，種々のガラス中の水素濃度の定量を行った．表面処理を行うことで，再現性よく測定できるこ
とがわかった．

核反応分析(NRA)によるガラス中OH濃度定量
教授 福谷 克之，技術職員 (福谷研 ) 小倉 正平

核反応法を用いて，種々のガラス中の水素濃度の定量を行った．カプトンを用いて絶対量較正を行うことに成功した．

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，准教授 ビルデ マーカス

実デバイス中の水素挙動を調べることを念頭に，マイクロビームラインのビーム最適化を行った．ビームプロファ
イラーを用いて，微細試料に核反応用ビームを絞り，水素分布測定ができることを明らかにした．

FRP製高圧薄肉パイプの最適設計に関する研究
教授 吉川 暢宏

軽量ガス管の開発を目的にフィラメントワインディング製形による炭素繊維強化プラスチックの適用可能性を検討
している．積層構成の最適化を行うアルゴリズムを開発した．

高圧水素容器用CFRP材料の強度評価手法に関する研究
教授 吉川 暢宏

水素スタンド用蓄圧器開発にあたり，繊維束と樹脂を明確に区分するメゾスケールモデルに基づく最適化手法を検
討している．樹脂の特性を直接的にハンドリングできる利点を活かし，製造プロセスにまで立ち入った最適化を試み
た．

皮膚表面微細構造としわ形成機序の相関に関する研究
教授 吉川 暢宏

肌に生じるシワを座屈現象とみなし肌の力学的特性変化がシワ発生機序に与える効果を明らかにした．
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炭素繊維強化複合材のマルチスケール損傷評価法に関する研究
教授 吉川 暢宏

炭素繊維強化プラスチックの普及を推進する上で，強度信頼性評価が重要な課題となっている．既往の複合則に基
づく損傷評価方法に代えて，メゾスケールモデルを中核とする方法論を展開している．本研究では繊維束に関するマ
ルチスケール損傷力学を検討した．

ボクセルモデルを利用した鋳造材料のイメージベース強度評価
教授 吉川 暢宏

経年鋳鉄ガス管の信頼性評価を目的に，材料内部の欠陥をX線CTにより撮像し，イメージベース有限要素法によ
る応力解析に基づき，寿命評価する手法を検討した．

グラフェンを用いた磁気センサの研究
准教授 町田 友樹

シリコンカーバイド中の積層欠陥の機械的特性に関する第一原理解析
准教授 梅野 宜崇

磁性材料特性のひずみ効果に関する第一原理解析
准教授 梅野 宜崇

レーザディスプレイ用スペックル測定の研究
特任教授 久保田 重夫

物質表面の微細な粗さを光学的に測定する技術の研究
特任教授 久保田 重夫

損傷力学による鋳鉄材の高温疲労強度予測に関する研究
教授 都井 裕

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

民間等共同研究員 (横井研 ) 松坂 圭祐

本研究では，技術的な課題が多いパルプ射出成形について，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化
を課題としている．本年度は，本成形品のシボ転写特性について検討し，材料特性のために発生するうねり成分はシ
ボ深さ100µm以上で軽減すること，転写性と成形条件との相関は低く，シボ深さ等の金型表面形状に依存することが
明らかになった．

フューセルバッテリーの研究
教授 堤 敦司

高炉ガスからのCO2分離・回収技術の開発：自己熱再生化によるCO2化学吸収プロセスの省エネルギー
技術開発

教授 堤 敦司

社会システムにおけるエネルギー最適化に関する研究
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
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バイオエタノール濃縮脱水プロセスへの自己熱再生技術適用研究
教授 堤 敦司

PSAプロセスへの自己熱再生技術適用の検討
教授 堤 敦司

燃料電池・蓄電池(Fuel Cell/Battery)の開発
教授 堤 敦司

境界層内渦構造に着目した空気抵抗低減技術の開発
教授 加藤 千幸

ターボ機械の不安定特性を改善するための新設計技術の開発
教授 加藤 千幸

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

乗降位置可変型次世代ホーム柵の研究
教授 須田 義大

車両基本性能と人間の感覚の基礎的研究と車両開発への応用(その４)
教授 須田 義大

タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大

鉄道車両の車輪・レール接触モデルに関する研究
教授 須田 義大

鉄道車両の車輪・レールI/Fに関する研究
教授 須田 義大

乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究
教授 須田 義大

初心ドライバーに運転しやすいクルマの動き
教授 須田 義大

大型トラック運転中のドライバストレス評価方法に関する研究
教授 須田 義大

運転データ解析手法の検討による運転支援の研究
教授 須田 義大

複合現実感交通実験スペース（ドライビングシミュレータ）の多目的活用に関する研究
教授 須田 義大
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電磁鋼板の精密打抜きにおける材料特性・組織予測技術に関する研究
教授 柳本 潤， トヨタ自動車株式会社 太田 昌貴， トヨタ自動車株式会社 鈴村 敬， トヨタ自動車株式会社 宮脇 和久， 

トヨタ自動車株式会社 小島 聡

モーターコアの最適打抜き技術を研究する．

超微細金属組織を有する極細導電線材の塑性加工に関する研究
教授 柳本 潤， 矢崎総業株式会社 徳富 淳一郎

金属導電材に強ひずみを与える加工法の研究を目的とする．伸線加工における塑性加工解析．線材断面方向へ加工
力を与える加工法の開発とその塑性加工解析．

超急冷遷移制御噴射技術で非晶質/ナノ組織金属の大面積薄板開発に関する研究
教授 柳本 潤，助教 (柳本研 ) 杉山 澄雄

「超急冷遷移制御噴射技術」により，大面積で高性能な非晶質 /ナノ組織金属薄板を安価に量産する製造技術を開発
し，この薄板を「地球温暖化対策 (CO2削減 )」の基礎材料とする．

材料予測モデルと制御の研究
教授 柳本 潤

高温・高速変形時における合金鋼金属組織モデル化．

解離性脳動脈瘤の破裂予測プログラムの開発
教授 大島 まり

共焦点マイクロPIVによる流体内部流動の可視化
教授 大島 まり

アフェレーシスカラムの可視化
教授 大島 まり

水車の性能特性に関する研究
教授 林 昌奎

水力エネルギー利用において，水力エネルギーの電気エネルギーへの変換に用いられる水車の性能特性を調査す
る．水槽実験や理論解析によりエネルギー変換効率の良い水車を開発する．

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

金属表面処理による放熱特性改善の研究
准教授 白樫 了

表面を種々の方法で処理した金属の放射特性を測定し，表面処理により放熱特性の制御の基礎的データを取得す
る．

車両運動感受性へのシートの影響の研究
准教授 中野 公彦

ドライビングシミュレータを用いて，自動車用シートの特性を評価する．

路面情報の推定に関する研究
准教授 中野 公彦

動特性を考慮した独立成分分析法を用いて，車体のモデル化を行わずに，車体の振動から路面情報の推定を行う方
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法を提案する．数値計算，実車試験等を通じて，その有効性を評価する．

高速道路合流部の交通円滑化におけるステアリンググリップ力との相関に関する研究
准教授 中野 公彦

運転手が緊張すると，ステアリングのグリップ力が増大する．それを筋電位計で計測することによって，運転手の
緊張状態を推定することができる．それを利用して，高速道路合流部などのインフラのデザインの評価を行う．

炭封入型電極を用いた電気分解による水質浄化
准教授 北澤 大輔

水質の浄化，付着生物の防止，水素の生成などの幅広い分野において，電気化学的手法の一つである電気分解が用
いられている．電気分解では，一般に金属製の電極が用いられるが，使用中にイオン化し，消耗する．消耗を抑制す
るために，イオン化傾向が低い白金等の金属が用いられるが，高価であるとともに，少しずつ消耗する．また，これ
らのイオンの水生生物への蓄積が懸念される．本研究室では，生元素でできた炭を絶縁物とフィルターで覆った炭封
入型電極を開発した．電極内の炭の密度を規格化し，安定した分解性能を持つ電極を製作した．

先進型定置用二次電池の基盤技術研究
特任教授 堀江 英明

将来型（超）大型定置用リチウムイオン電池の基本設計概念の研究．

再生医療に応用できる細胞分離法の開発
特任准教授 興津 輝

東京スカイツリーにおける雷撃電流観測およびその特性解析
教授 石井 勝

東京スカイツリーに雷電流計測用のロゴスキーコイルを設置し，通年で雷撃電流観測を行う．

複合現実感の研究開発
教授 池内 克史

観光用MRサービスの実用化に向けて，各種システムのプロトタイプ開発を行う．またパーソナル・モビリティや
電動自転車などにMRディスプレイを搭載して観光案内を行い，ITS分野におけるMR技術の応用を目指す．

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

物理特性が複雑な物体の計測処理技術の確立を目的とする．対象の物理特性をモデル化し，その特性に応じた計測
手法の考案を行う．

アラウンドビューモニタ画像を利用した画像処理・認識技術の研究
教授 池内 克史

今後AVMが普及し，かつ車両周囲の画像を外部のサーバーに蓄積できる環境が整うのを見据えて，画像の利用方
法や課題解決を行う．AVM画像を利用して，車両周囲の映像を分かりやすく表現する技術や車両周囲の障害物を精
度良く認識する技術の研究を行う．

工業部品の位置姿勢推定に係るモデル化技術の研究
教授 池内 克史

画像計測的手段により工業部品の自動組み立て・検査を行う．そのための高精度な部品位置姿勢推定を可能とする．
工業部品を撮影した画像から部品ごと /ロットごとの形状ばらつきを表現するモデル生成技術を研究する．また，半
透明物体の距離画像計測する際の計測誤差をシミュレーションする技術を研究する．

モバイルAR観光ガイドの研究開発
教授 池内 克史
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文化財デジタルコンテンツを活用したモバイルAR観光ガイドの実用化に向けた研究開発を行う．モバイル端末と
HMDを用いたガイドシステムを実現するにあたり，センサ等を用いた位置姿勢推定に関する研究を行うとともに，
実証実験による評価を行う．

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

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

MR技術を用いた次世代型観光・教育施設の研究
教授 池内 克史

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

フレキシブル・エレクトロニクスの研究
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

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

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

量子ドットの結晶成長技術に関する研究
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

極低電力回路・システム技術開発(グリーンITプロジェクト)
教授 桜井 貴康

脳神経の処理プロセスに基づく音楽嗜好の変化モデルの研究開発
教授 合原 一幸

音楽の好みの個人差と変化に関して，人間の脳神経での処理の仕組みに基づく数理モデル化を行い，計算機上での
実現を図る．

ユーザの動的な移動意図の分析手法の研究
教授 瀬崎 薫

環境適応型で実用的な人物照合システム
教授 佐藤 洋一
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さまざまな環境で撮影された人物の画像や映像をキーとして，顔画像データベースや複数の監視カメラから自動的
に生成され常に更新される人物画像データベースを高速に検索する人物画像検索システムを構築する．

複数の属性に対応する汎用暗号プラットフォームの設計と開発，およびその評価
准教授 松浦 幹太

IDベース暗号は，メールアドレスなど任意の文字列を公開鍵とする暗号である．本研究では，豊富な付加機能で
IDベース暗号の応用範囲を広げるために，様々な応用に共通のプラットフォームを開発し，接続実験などによって
有効性を実証する．また，属性ベース暗号などの新たなパラダイムへの対応も検討する．

風力発電の高効率化・安定運用に資するリアルタイム予測技術の開発
准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人

人からの曖昧な指示をマルチモーダル情報を使って解釈するための数理モデル
特任准教授 牧野 貴樹

乳化に及ぼすイヌリンの影響について
教授 畑中 研一

乳化に及ぼすイヌリンの添加効果について，イヌリン構造との相関を詳細に調べている．

SiO2系光ファイバなど非晶質材料の構造解析に関する研究
教授 井上 博之

浮遊法によるフッ化物ガラスの作製
教授 井上 博之

超高屈折率低分散光学ガラスの組成開発と構造解析
教授 井上 博之

ペプチド有機触媒の開発
教授 工藤 一秋

人工臓器及び組織工学に関する研究
教授 酒井 康行

Schiff塩基金属錯体を用いた蓄熱材の開発
准教授 北條 博彦

DFA-IIIのCaとの結合性検討
准教授 石井 和之

フタロシアニン誘導体を利用した分子イメージング試薬の開発
准教授 石井 和之

炭化水素，一酸化窒素吸着特性や酸塩基特性による新規ゼオライトの評価
准教授 小倉 賢

ナノ空間内濃縮とエネルギー印加による窒素酸化物の分解
准教授 小倉 賢
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積層セラミックコンデンサの酸素欠陥解析技術の開発
准教授 溝口 照康

磁性体の電子状態のnmオーダー解析技術の開発
准教授 溝口 照康

高気圧酸素カプセル内の快適環境設定に関する研究
教授 加藤 信介

既存の酸素カプセルは，カプセル内の環境が快適とはいえないものが多く，利用者の評判が悪かった．当研究では，
カプセル内環境を超快適にするためのシステムを検討する．

コージェネレーション廃熱利用バッチ式デシカント外気処理システムに関する調査研究
教授 加藤 信介

建物における大幅な省エネのため，低温廃熱を補助利用するヒートポンプ利用のバッチ式デシカント外気処理シス
テムを提案し，設計及び試作によって，システムの性能評価を行うものである．

ダイナミック・インシュレーションを開口部サッシ部に適用した建物の室内温熱環境とエネルギー消
費量に関する研究

教授 加藤 信介

建物の開口部サッシ部にダイナミック・インシュレーションを適用したシステムを提案し，そのシステムが住宅の
省エネルギーにどの程度効果があるかを明らかにする．

自然換気を併用した大空間の室内温熱環境と省エネルギー量の検討
教授 加藤 信介

大空間の空調に自然換気を併用した場合の室内温熱環境と省エネルギー量をシミュレーションにより解析する．

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

商用車の車室内の気流制御の最適化と車室内有害物の排除を目的とする．商用車キャビンモデルによるPIV実測と
数値計算値との照合における目的値設定と精度改善のための具体的方法の検討および車室内VOCs予測のための基礎
検討を行う．

家庭用燃料電池の排熱を利用した低エクセルギー暖房方式の実現可能性に関する研究
教授 加藤 信介

家庭部門の暖房エネルギー消費量低減に資することを目的として，家庭用燃料電池と床暖房の組み合わせについ
て，低エクセルギー暖房の実現可能性を検討する．家庭用燃料電池と蓄熱可能な床暖房方式の組み合わせについて，
建物躯体条件（断熱性，壁や床の蓄熱性能など），暖房熱源，蓄熱方式，放熱方式をシミュレーションによって検討
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．

においが人に与える影響に関する研究
教授 加藤 信介

オフィスで曝露されるにおいが執務者の心理・生理に与える影響を把握することで，においの制御手法を検討する
基礎データを収集することを目的とする．
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Heating， Ventilating， and Air-Conditioning Technology
教授 加藤 信介

Assess discicant air-conditioning technology and optimization design of air-conditioning load for operation in Asia-Pacific 
climate.

省エネ型ドレンレス空調システムの開発
教授 加藤 信介， 教授 大岡 龍三

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目的とする．省エネ型高効率ドレンレス空
調方式の検討，デシカントを用いた省エネ型高効率ドレンレス空調システムの開発及び性能検証を行う．

シークエンスデザインによる交通制御に関する研究
教授 桑原 雅夫

首都高速道路における路面を用いた新たな交通誘導に関する研究
教授 桑原 雅夫

省エネルギー・CO2削減の実現および環境教育を行う建物ユーザーシステムの研究開発における要件
定義と仕様決定および本システムの実証試験及び実証試験に基づくCO2削減検証

教授 野城 智也

省エネルギー・省CO2を実現するマネジメントスキームの構築とAIによるエネルギーマネジメントシ
ステムの有効利用および高度化に関する研究

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，開発研究及び新店・既存
店舗におけるCO2削減の検証，及び店舗節電対策，創エネに関する研究

教授 野城 智也

建築展開構造の原理を応用したシステム
教授 川口 健一

リサイクルガラス造粒砂の有効利用
教授 古関 潤一

廃ガラスより作成した粒状地盤材料の透水係数を計測し，液状化対策としての有効性について検討した．

室内地盤材料試験の高度化に関する研究
教授 古関 潤一

地盤材料を対象に著しく大きなひずみレベルまでのせん断試験を行うことができる繰返しリング単純せん断試験装
置の改良に取り組み，上下端面の摩擦条件の影響や，画像解析を精度よく実施するためのリングの色彩条件について
検討した．

斜め土留め壁の設計技術に関する研究
教授 古関 潤一

鉛直ではなく切土側に上部が傾斜した方向に土留め壁を構築する技術の設計法に関する基礎的な検討を実施した．

飲料水のイノベート（人はいつどんな水を飲むのか）
教授 沖 大幹

研究目的：飲料水調査．研究内容：エスノグラフィ手法を用い，「人はいつどんな水を飲むのか」を調査．
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Research and Development to Snow melting system by Ground Source Heat Pump System in 
Japan

教授 大岡 龍三

日本の地中熱ヒートポンプシステムによる融雪システムに関する技術研究を行う．

ネットゼロエネルギー建築(nZEB)の国際標準化に関する調査研究
教授 大岡 龍三

建築物のnZEB化をめぐる欧州諸国の最新事例ならびに普及促進に向けた政策動向について調査を行う．建築物の
nZEB化の背景にある環境規制，支援制度等ならびに主要採用技術，費用対効果に関する情報を把握する．あわせて
nZEB推進制度の整備動向（認証制度，支援制度等）を調査し，我が国への展開可能性について考察を行う．

竹芝再開発地区における環境性能に優れた建物計画と空調熱源方式に関する研究
教授 大岡 龍三

竹芝地区（東京都港区海岸一丁目）を対象とした東京都の都市再生計画に対して，環境性能に優れた建物計画，熱
環境に配慮した空調熱源方式を検討することにより，より良い環境を形成できる基本プランを提案する．

ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)技術に関する調査研究
教授 大岡 龍三

外壁ルーパー，各種センサー，地熱システム，HEMSなどのゼロ・エネルギー・ハウスを構成する要素技術及びシ
ステム開発のための用件を調査する．ゼロ・エネルギー・ハウスに関連する技術の調査や計測を行い関連技術，シス
テムの開発要素を調査する．

風水害の発生機構に関する研究
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．都市型豪雨並び台風を対象とした数値
計算を通じて，境界層乱流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．

自己治癒材料に関する研究
教授 岸 利治

木材循環利用によるECOサイトハウスに関する研究(その2)
准教授 腰原 幹雄

EV時代の次世代駐車場のあり方に関する研究
講師 太田 浩史

超臨界流体を用いた金属成膜装置の開発
教授 藤田 博之，教授 (東大 ) 霜垣 幸浩，准教授 (東大 ) 杉山 正和，助教 (東大 ) 百瀬 健

微細加工した基板の全面にわたり均一に成膜できる装置の設計に必要な設計指針を得る．

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田 博之

従来そのままでは使用できなかった過酷な使用環境下でも動作するMEMSセンサを開発する．

プローブ型デバイスの超精密位置決めに向けた外乱抑圧の基礎研究
教授 藤田 博之， 株式会社東芝 古賀 章浩， 株式会社東芝 冨澤 泰， 株式会社東芝 李 永芳

10nmオーダー級の位置決めを実現するセンサのメカニズム，アクチュエータのメカニズムに関して，基本原理レ
ベルでの調査を実施する．その上で，ベンチマークを行い，プローブ型デバイス用途への適用可能性と潜在限界値の
考察を実施する．



157

1. 研究課題とその概要

MEMS振動子の評価に関する研究
教授 川勝 英樹

プローブ型デバイスの高信頼性に向けたナノ領域摺動現象の基礎研究
教授 川勝 英樹

Research of water chemistry analysis with microfluidics for downhole measurement
教授 藤井 輝夫，特任准教授 福場 辰洋，客員教授 許 正憲，准教授 火原 彰秀

新規細胞培養用基材の実用化検討
教授 藤井 輝夫

マイクロチップを用いたDNA解析装置の研究
教授 藤井 輝夫

Microfluidic Skin Penetration Analysis
教授 藤井 輝夫

光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉 洋

RF-MEMSの研究
教授 年吉 洋

光スキャナの開発
教授 年吉 洋

MEMSシャッタアレイ大型化の研究
教授 年吉 洋

細胞組織における機械特性の定量的計測手法の開発
准教授 竹内 昌治

MEMSを用いたバイオチップに関する研究
准教授 竹内 昌治

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るイルカ類を対象として，その水中音響活動を継続的に長期間モニタリングす
ることで，ソナーという特殊能力を有するイルカ類の行動解明を目指すとともに，飼育下のコウモリを対象とした
日々の生態音響計測の成果をイルカ類の観測データの理解のために応用することで，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．

港湾航路浚渫域における海底砂泥中の有害危険物音響映像探知システム開発
教授 浅田 昭，教授 浦 環，准教授 巻 俊宏，特任助教 (浅田研 ) 前田 文孝，東京営業所所長 (コスモ海洋株式会社 ) 高梨  清一

コスモ海洋 (株 )と共同研究として2010年度から開始しているプロジェクトである．湾航路を管理していく上で浚渫
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作業は必要不可欠である．浚渫作業にあたっては前もって，海底の落下物，埋没物などの把握，除去を行い，安全性
を確保した上で作業を行うことになる．これまで行われてきた磁気探査での探知技術に代わり，この研究ではサブボ
トム合成開口手法により海底の砂泥中に埋没する危険物体を，短時間で確実に探知し，音響映像化する探査システム
の開発を行い，安全で効率の良い有害危険物除去処理に寄与することを目指している．2011年度は，音響送受波器と
追尾ブイの試験器の開発を行った．実海域での試験を通じて追尾プログラムを改修し，DVL，音響モデム，送受信
回路システム構成ユニットの設計，製造，解析ソフトウエアの開発を実施している．

(独)土木研究所　寒地土木研究所 港湾岸壁の空洞化調査，および流氷の港湾施設への影響調査研究
教授 浅田 昭

これまで行ってきた港湾を形成する水中構造物の劣化診断が終わり，新しい課題として港湾岸壁の空洞化調査用
ソーナーの開発，およびソーナーによる流氷の港湾施設への影響調査研究を 5年計画で開始した．室蘭市の空洞化し
た岸壁を路面上からパラメトリックソーナーで探査を試み，この試験結果を基にフォーカス音響プローブを開発試作
した．また，知床半島のウトロ新港において，結氷した海面下にSeaBat7125，SeaBat8125のマルチビームソーナーを
下ろし流氷下の形状を詳しく計測した．流氷が割れて動いている状況も観測した．

海底地殻変動観測技術の高度化に関する研究
教授 浅田 昭

浅田研究室では海上保安庁海洋情報部と共同で海底地殻変動観測を実施している．海溝型巨大地震の震源域海底に
ベンチマークとしての音響基準局を設置し，GPS測位と音響測距を組み合わせた手法でこの位置を計測し，その位置
の変化として当該域海底の地殻変動を検出しようというものである．北は釜石沖から南は室戸岬沖まで18の観測点を
整備し観測を継続している．2011年 3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震 (M9.0)の震源域海底にも観測点を設置
し計測を継続してきた．その観測点のうちの 1つMYG1は地震の震源のほぼ真上にあたる海底に設置されている．地
震前後の計測値を比較することによってこの場所で24mに達するコサイスミックな水平変動があったことが明らかに
なり，Science誌において報告が行われた．陸上の地殻変動観測データにのみ頼ってきた海溝型地震の発生モデル作
成において，海域における変位データを提供したことにより，より現実に近いモデルが種々提示される状況となって
いる．発生頻度が極めて少ない超巨大地震の発生メカニズムに迫る，唯一無二の貴重なデータを取得したものと言う
ことができる．

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．

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． 

ICTシステム永続化技術の検討
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．

大規模データの解析技術に関する研究
教授 喜連川 優

ライフログなどの大規模データを管理するためのデータベース技術，及び興味深いルールなどを抽出するデータマ
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イニング技術に関する研究を行う．

無線システムを利用した交差点安全運転支援技術の開発
准教授 上條 俊介

立入者防止高度化システム並びに侵入検知センサに関する研究・開発
准教授 上條 俊介

表面張力応用気液分離器に関する研究
教授 鹿園 直毅

近年，民生部門のエネルギー消費削減のため，高効率なヒートポンプの開発，普及の重要性が認識されてきている．
しかしながら，ヒートポンプを構成する圧縮機やモータ等の要素機器の単体効率は既に高いレベルにあり，大幅な性
能向上は困難である．今後の高性能化に向けた技術として，蒸発器ガスバイパスサイクル，二段圧縮サイクル，エジェ
クタサイクル等の高効率サイクルの導入が期待されているが，サイクル構成の複雑化に伴うコスト等の課題から，大
幅な普及には至っていない．これらの高効率サイクルに共通する構成要素の一つに気液分離器がある．従来の気液分
離器は，重力や遠心力などの体積力を用いるものが主であるが，装置が大型になるという欠点がある．体積力に代わ
り，面積力である表面張力を用いることで，気液分離器の小型化が期待される．本件旧では，要素実験により，①現
象のモデル化，②基本的流れ場における基礎データ取得，③気液分離条件の定量化の基礎研究を行っている．特に，
高乾き度条件下における，液滴飛散条件のモデル化，気液分離器最適設計に関する研究を行う．

細管内の二相流の挙動観察および熱交換に及ぼす影響の検討
教授 鹿園 直毅

現在のエネルギー利用は，燃焼による熱を経由した仕事や熱利用がほとんどであるが，数百度以下の熱はエクセル
ギー率が低いため，給湯以外の利用は必ずしも進んでいない．低温域でも適用可能な低コストでコンパクトな熱機関
の開発が望まれている．沸騰や凝縮の伝熱は激しい気液界面変動を伴うため，その評価には大きな困難が伴う．一方，
細径管内二相流においては表面張力が支配的となるため，気液界面変動が抑制され，現象理解と設計が容易になる可
能性がある．本研究では，細管内二相流の基本特性を明らかにするために，その伝熱特性を実験的に評価した．

多孔質電極内流体の燃料電池反応シミュレーション
教授 鹿園 直毅

本研究は，多孔質内を流れる気液二相流の数値シミュレーション手法に関するものである．微細構造内での二相伝
熱現象を評価し，燃料電池シミュレーションへ反映する．

斜交波状面における流動解析
教授 鹿園 直毅

単相層流域の伝熱促進手法として，前縁効果を用いたルーバーフィンやスリットフィンが広く用いられている．
ルーバーフィンはその原理から，低流速でも大きな伝熱促進効果が得られる一方で，ゴミ，凝縮水，霜等による目詰
まりや，加工性の問題から更なる伝熱促進は困難な状況にある．また，伝熱が促進される以上に圧力損失が増大して
しまうという課題がある．近年，当研究室では前縁効果を用いない新たな層流熱伝達促進法として斜交波状面を提案
している．対向する壁面に斜交波状凹凸を設けることで，剥離を生じることなく有効な二次流れが発生し，層流域で
の伝熱特性の顕著な向上が実現できることが示されている．本研究では斜交波状フィンで構成されたコルゲートフィ
ン熱交換器を試作し，実験によってその性能を系統的に評価している．

Heating， Ventilating， and Air-Conditioning Technology
教授 鹿園 直毅

Study applicability of micro refrigerant flowsystem technology for heat pump in European climate. Heat pump application 
will be heating and air-conditioning and alsodomestic hot water supply. We will support this intent of Bosch via lecture on key 
technology, discussion onresearch problem definition, numerical analysis and simulation, alongwith workshop with laboratory 
staff, student and Bosch researcher in Japan and in Germany．

ガス燃焼式給湯器の開発
教授 鹿園 直毅
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フィンレスSUS熱交換器の超小型給湯器への適用可能性を検討する．流量，温度等の条件に対して，伝熱面積を
コンパクトに実装する構造を提案し，試作評価を行う．

今年の家庭における節電・省エネ意識と行動に関する調査研究
准教授 岩船 由美子

大量導入された自然エネルギーが電力系統に与える影響の評価手法に関する研究
准教授 岩船 由美子

波力エネルギー実用化の研究
特任教授 金子 祥三

CO2削減案の研究
特任教授 金子 祥三

IGCCシステム高度化の研究
特任教授 金子 祥三

SOFC微細構造予測に向けた原子シミュレーション検討
特任教授 橋本 彰

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

需要家EV制御による電力需要バランシング技術の研究
特任教授 荻本 和彦

スマートハウス及びHEMSに関する研究
特任教授 荻本 和彦

太陽光発電出力予測技術開発実証事業
特任教授 荻本 和彦

道路交通データを用いた応用システムの研究
教授 大口  敬

先進モビリティに関する研究
教授 大口 敬

交通管理手法の高度化に関する研究
教授 大口 敬

駐車場に関する車の行動パターンの研究
教授 大口 敬

特殊電子ビーム溶解装置による，粉体シリコン連続供給技術の開発
教授 前田 正史
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溶鋼中カルコゲンの熱力学的研究
教授 森田 一樹

新溶媒を用いたSiC単結晶の高速溶液成長と結晶評価
准教授 吉川 健

SiC単結晶の高速溶液成長
准教授 吉川 健

TerraSAR-Xのバイオマス算出の研究
教授 沢田 治雄

雨水の流れによる地盤内高空隙領域形成過程に関する研究
准教授 桑野 玲子

埋設管の施工時に発見される地盤内の高空隙領域を調査することを目的として，水の流れによって躯体周りに生じ
る高空隙領域の形成過程について検討する．

準静電界通信技術をモビリティー環境(自動車ボデー・自転車フレーム)へ応用する為の基礎研究
特任准教授 滝口 清昭

準静電界による人体を通信媒体とした技術は新しい近傍通信手段として研究が進められている．本研究では通信媒
体を自動車のボデーや自転車のフレームとする“車体通信”の可能性の検討と課題抽出を行った．

準静電界による微細異物の検出方法の研究
特任准教授 滝口 清昭

多重極構造などのある条件をもった電極形状で制御された電界内に侵入した物体は非常に高い分解能で検出され
る．検出能力は電極の配置，形状等で左右される．本研究では最適な電極のサイズ・形状や配置間隔等を電磁界シミュ
レーションにより求め，実測評価を行った．

準静電界を用いた半導体デバイス解析
特任准教授 滝口 清昭

半導体故障位置を準静電界を用いて非接触，非破壊で検出することを目的とした基礎研究を実施．

準静電界を用いたタイヤ接地特性のセンシング技術に関する基礎研究
特任准教授 滝口 清昭

路面と唯一接触するタイヤの準静電界をセンシングすることにより走行中の路面情報（接地特性）を取得すること
を目的とする基礎研究を実施．

非侵襲の血糖値測定，及びリチウムイオン電池の監視デバイスの研究・開発
特任准教授 滝口 清昭

物質の誘電率の変化や電気化学反応による極微小な準静電界センシング技術に関するフィージビリティスタディ．

準静電界を用いたデジタル通信技術に関する調査研究
特任准教授 滝口 清昭

準静電界を用いた近傍界のデジタル通信技術に関するフィージビリティスタディ．
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C．受託研究

1．公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）

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

教授 志村 努

(独) 科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業 非中心対称性結晶における超高速光電変換
プロセス

教授 志村 努

ピコ秒グリーンレーザーを用いた無熱切削加工技術の研究開発
教授 志村 努

革新的粘弾性計測手法実現への要素技術開発
教授 酒井 啓司

地震保険損害認定基準（鉄筋コンクリート造）の見直し・検証
教授 中埜 良昭

今日における建物の普及状況，発生した地震における被害状況および損害調査実務における課題等を反映し，迅速
かつ公平な地震保険金の支払を実現する損害認定基準の策定を目的として，鉄筋コンクリート建築構造物の損傷量進
展過程について分析を行った．

津波危険地域における建築基準等の整備に資する検討
教授 中埜 良昭

本調査研究では，①東日本大震災における津波被害地域での被害調査を基に津波避難ビル等構造設計法及び立地条
件等の見直しの必要性とその内容を検討し，②調査および検討の成果を基に津波危険地域における建築制限のあり方
に関する技術的整理を行った．

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　ナノテク・先端部材実用化研究開発 水素拡散を制御した
高信頼性絶縁膜の開発とフラッシュメモリーへの応用

教授 福谷 克之，准教授 ビルデ マーカス

絶縁膜として，Al2O3 とSiAlONの水素保持特性を調べた．Al2O3には化学的に2種類の水素が存在し，片方の水素の
拡散性が高いのに対して，SiAlON中には安定な1種類の水素しか存在しないことを明らかにした．

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　水素ステーション用複合容器の設計・評価に関する研究開発
教授 吉川 暢宏

燃料電池自動車の本格的普及を目前に水素ステーション用超高圧蓄圧器の開発が急務となっている．極圧容器開発
の基盤を支える材料強度試験方法と実容器での検証方法を検討している．

(独) 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）グラフェン量子ドットを用いた新機能
素子の実現

准教授 町田 友樹

(独) 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業 (CREST) 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
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(財) にいがた産業創造機構　チタン合金の革新的加工技術開発（新市場チャレンジプロジェクト）
教授 帯川 利之

医療用難削小物部品加工用高精度超小型ミーリングセンタの開発
教授 帯川 利之

医療用難削小物部品加工用高精度超小型ミーリングセンタの開発と並行して，チタン合金を主体とする小物部品の
加工技術の開発を行っている．

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発(STEP CCT)／次世代
高効率石炭ガス化技術開発

教授 堤 敦司

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　新エネルギーベンチャー技術革新事業／新エネルギーベ
ンチャー技術革新事業(燃料電池・蓄電池)／リバーシブル燃料電池の技術開発

教授 堤 敦司

文部科学省研究振興局　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，  

(国立医薬品食品衛生研究所 ) 中野 達也，((独 )物質・材料研究機構 ) 大野 隆央

文部科学省 次世代 IT基盤構築のための研究開発の一環として2008年10月から新たに開始された「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・品質の創出）を実現すべく，これらのイノベーション創出の基盤となる独創的なソフトウェアの研
究開発を推進している．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ベンダーも開発に参画し，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ザーインター
フェー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
議会と緊密な連携を図りつつ研究開発を実施している．また，平成24年度からの本格運用が予定されている京速コン
ピュータ「京」（8万CPU以上）をはじめとする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．
4年目となる平成23年度は前年度に実施したシステム全体の動作確認テストならびに基礎的な大規模例題を対象とし
た実証解析結果を踏まえ，産業界等の複雑・大規模な実例題を対象とした事例研究を実施した．それによりソフト
ウェアの完成度向上を図るとともに，利活用に資する解析データベース等の整備を行った．また，3分野8サブテーマ
の代表的ソフトウェア17本をバージョンとして，使用マニュアルとともに平成23年6月にインターネットで公開した．
さらに，実用的ソフトウェアとしての機能増強を図るための研究開発を実施し，その成果をソフトウェアへ実装した．

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　エネルギーITS推進事業　協調走行（自動運転）に向け
た研究開発

教授 須田 義大

国土交通省　国土技術政策総合研究所 道路基盤地図情報を活用した道路交通対策等の評価精度の向上
に関する研究

教授 須田 義大

道路基盤地図情報を活用した道路交通対策等の評価精度の向上に関する研究 
教授 須田 義大，教授 池内 克史，准教授 牧野 浩志，准教授 中野 公彦，講師 田中 伸治

道路基盤地図情報を活用し，効果的に ITSサービスの評価を行う方法を検討することを目的として，ドライビング
シミュレータ等への道路基盤地図情報の適用可能性の検討，道路基盤地図情報を活用したシミュレーション作法の検
討を行い，その結果を踏まえドライビングシミュレータ等を活用した ITSサービスの評価を行った．
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(独) 科学技術振興機構　幅拘束大圧下制御圧延による易成形高強度バイモーダル薄鋼板の製造基盤研究
教授 柳本 潤

幅拘束大圧下制御圧延とは，幅方向変形を束縛することで，圧延時の応力状態を3軸圧縮応力に近い状態を保ち
つつ強加工を与える圧延プロセスである．これをスタンド前後の加熱冷却装置と直結することで，a)α域あるいは
α+γ二相域からの自己発熱（加工発熱）による逆変態，b)圧下率70～90％の範囲での幅広がりなしでの大圧下圧延，
c)圧延直後冷却による加速変態を組み合わせた，鋼板の革新的制御圧延プロセスを実現するための，基盤研究を行う．

(独) 科学技術振興機構　未来の科学者養成講座　最先端研究を取り入れたジュニア科学者育成プログラム
教授 大島 まり

最近の科学技術は複雑化・専門化していることから，次世代の未来の科学者は現行の枠組みでの理数科目の理解増
進とともに，「俯瞰する能力」，「問題把握・解決能力」，「コミュニケーション能力」の3つの能力が要求されると考え
られる．最先端研究は，現行の理数科目を融合したもので3つの能力を養成するのに適した題材である．そこで，本
受託研究では，これまで行ってきた最先端研究を取り入れた科学教育の実績を活かし，発達段階に応じて参加してい
く最先端リサーチ「プレ・体験」，理数系に意欲のある生徒が参加できる実験を中心とした授業である最先端リサー
チ「入門」，理数系に卓越した意欲・能力を有する生徒が継続的に発展できる最先端リサーチ「体験」を実施し，ジュ
ニア科学者を育成するプログラムのモデルを構築する．

科学省研究振興局　特定先端大型研究施設の開発　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

教授 佐藤 文俊

(独) 素形材センター　次世代構造部材創製・加工技術開発　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

航空機用複合材料構造の健全性をリアルタイムでモニタリング出来るシステムの構築を目指す．具体的には，フィ
ルム状のPZT超音波発振素子と，光ファイバセンサの一種であるFBGセンサによる超音波受振素子を組み合わせた
システムであり，その受振波形を信号処理・解析することで，複合材接着部材における損傷の有無を診断する．現在，
本システムの実用化を視野に入れた検討段階である．

東北養殖サケマス類の高付加価値化と天災に強い養殖システム開発による新たな産業創成のための基
盤調査研究

准教授 (東大 ) 潮 秀樹，准教授 北澤 大輔

今回の東日本大震災における津波被害で東北地方のギンザケ養殖も甚大な被害を受けた．今後，東北地域における
サケマス類の養殖事業の持続的な発展を目指すためには，国内だけではなく，世界における商品展開力をも向上し
なければならない．現在は，ギンザケの生息可能水温が低いため，水温が高い夏季には養殖できない．そこで本研究
では，生簀を浮沈させることによって水温調節を行い，ギンザケの周年養殖を可能とする技術の開発を行う．その
フィージビリティスタディとして，養殖場候補地の環境特性の計測，評価やコストの試算を行った．

(財) にいがた産業創造機構　超微細成形技術によるシート型微小針アレイの開発
准教授 土屋 健介

従来のシート型微小針アレイは，微小な針で皮膚に穴をあけ，シートに塗られている薬液を皮膚直下に導入するも
ので，インシュリン注射針との置き換えは困難である．そこで本事業では，MEMS技術と超精密形状・微小穴加工
技術を複合させることにより微小針射出成形用の金型を開発し，射出成形過程の急冷現象と固化層の成長をシミュ
レーションによって確認した上で，微細部への最適充填条件を決め，高精細プラスチック成形加工を実現する．また，
熱収縮による残留応力を緩和し，微細形状を有するシート状成形品を得るために「異方性凝固法」を開発・適用する
ことで，しわ等の不具合を抑制し，高精細な極微小穴を有した微小針シートの成形を可能にする．

平成23年度戦略的基盤技術高度化支援事業（微細部品の搬送・組立てのための実用的なマイクロ・パー
ツ・ハンドリングシステムの試作開発）に関する委託契約

准教授 土屋 健介

本プロジェクトでは，サブミリメートルオーダの部品製造に比較して，技術開発が遅れているサブミリメートル
オーダ部品のハンドリング技術の開発を目指す．プロセスを大きく観察，搬送，組立，接合の4段階に分けて考え，
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その中で実際の作業で重要となる道具は，顕微鏡，工具，マニピュレータである．これらを一体として，「マイクロ
ハンド」と呼称し，本プロジェクトでは，このマイクロハンドの開発を中心に，中小製造業の作業現場で実際に導入
可能なコストと使い易さを実現したマイクロ・パーツ・ハンドリングシステムを開発することを目指す．

平成23年度戦略的基盤技術高度化支援事業「中間工程の人的管理を自動モニタリングに置き換えた超
小型・超低コストの革新的生産方式の研究」に関する委託契約

准教授 土屋 健介

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

現場型海洋遺伝子アーカイバの開発
特任准教授 福場 辰洋，客員教授 許 正憲

数時間から日単位で見られる比較的短時間の環境要因の変動に対し，微生物の多様性および機能遺伝子群の発現が
どのような応答を示すのかを明らかにし，それを生態系評価につなげていくため，現場設置型のセンサに，時系列に
応じたサンプリングが可能な採水器を装着すると共に，その試水中のRNAを現場で抽出・保存可能な技術を開発す
る．

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

特任講師 松永 行子

国土交通省　近畿地方整備局　甘樫丘地区における歴史体験施設整備に関する研究開発
教授 池内 克史

本研究は，国営飛鳥歴史公園甘樫丘地区においてゴーグル等を用いて甘樫丘展望台から飛鳥京の眺望とCG画像を
重ね合わせ，仮想空間上に飛鳥地方の遺跡を再現する技術の研究開発を行うとともに，これを公園利用者が楽しむこ
とのできるシステムの製作，設置及び，システムと整合するコンテンツを作成するものである．

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　エネルギーITS推進事業　協調走行（自動運転）に向け
た研究開発

教授 池内 克史

隊列走行では前方障害物認識にたいする高い信頼性が要求される．このため道路の路側帯やトンネル内に存在する
構造物の位置，形状を正確に検出してで作成された道路電子地図データに追加する必要がある．道路の路側帯やト
ンネル内に存在する構造物の相対位置や形状を計測するための 3次元データ道路地図作成技術の開発をおこなう．ま
た，道路上における縦方向の自己位置を簡便に推定するため，マーカを利用した推定手法の基礎検討を行う．

デジタル・ミュージアム実現のための研究開発に向けた要素技術及びシステムに関する研究開発（複
合現実型デジタル・ミュージアム） 

教授 池内 克史

デジタル技術を用いた次世代ミュージアム実現のための調査検討を行った．本課題ではこれまでの博物館・美術館
といった館を中心とした展示だけでなく，その動機付けから再訪までを体系化したミュージアム構想を提案してい
る．また複合現実感技術を用いて，通時性，共時性という観点から文化遺産，産業遺産の新しい展示の仕方と，それ
に必要とされる要素技術に関する検討を行った．

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

教授 池内 克史，准教授 上條 俊介，教授 桑原 雅夫

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

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

教授 荒川 泰彦

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

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　超低消費電力型光電子ハイブリッド回路技術開発事業/次
世代高効率ネットワークデバイス技術開発研究開発項目②次世代高効率ネットワーク・システム化技
術の開発／超低消費電力型光電子ハイブリッド回路技術

教授 荒川 泰彦

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　極低電力回路・システム技術開発（グリーンITプロジェクト）
教授 桜井 貴康

極低電力回路・システム技術開発（グリーンITプロジェクト）
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

多機能高密度三次元集積化技術の研究開発
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

大面積集積回路設計
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

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

極微細トランジスタとサブバンド間遷移を用いて赤外・テラヘルツ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．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，金属結合を介した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っている．

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デ
バイス技術開発　シリコンナノワイヤトランジスタの物性探究と集積化の研究開発

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，ワイヤ幅9nmでユニバーサル移動度を超える正孔移動度が得られる理由を
温度依存性測定により調べ，側面の (110)面の寄与が大きいことを明らかにした．
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CNTデバイスの局所評価技術の研究開発
准教授 髙橋 琢二

優れた電子輸送特性が期待されるカーボンナノチューブ（CNT）を用いた電子バイス，特にCNTをチャネルとす
る電界効果トランジスタに対して，間欠バイアス印加法や二重バイアス変調法等の独自の高分解能化・高精度化手法
を導入したケルビンプローブフォース顕微鏡（KFM）による局所的電位評価技術，および，磁気力顕微鏡（MFM）
を用いた個別チャネル周囲の電流誘起磁場検出技術などを適用し，有効電流経路を可視化するとともに個別のCNT
チャネル特性を解明することを目指している．

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

教授 佐藤 洋一

(独) 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）日常生活空間における人の注視の推定
と誘導による情報支援基盤の実現

教授 佐藤 洋一

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

(独) 科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業 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，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同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．

(独) 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）インフルエンザ感染伝播のデータ同化
モデルによる解析・予測技術

准教授 鈴木 秀幸

新型インフルエンザのパンデミック発生回避や被害軽減のための方策を検討する際には，感染伝播モデルによる解
析・予測が有効であると期待されるが，単なる数値シミュレーションではモデルと現実との乖離が問題となる．本研
究は，データ同化技術を導入することにより，現実のデータとの整合性の取れたシミュレーションを実現し，感染伝
播モデルによる解析・予測を行うための数理的基盤技術を開発する．

(独) 科学技術振興機構　風力発電の高効率化・安定運用に資するリアルタイム予測技術の開発
准教授 鈴木 秀幸，特任准教授 平田 祥人

(独) 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）情報処理の最適性からとらえる分子・
細胞・発生現象

准教授 小林 徹也

(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　システム・プロセス設計および要
素技術の開発と体系化

教授 迫田 章義，特任准教授 望月 和博

(独) 科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業 カーボンナノファイバー・ナノチューブを
用いたセンサーおよび光電子材料のためのナノデバイスの開発

教授 迫田 章義
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(独) 国際協力機構　地球規模課題対応国際科学技術協力における技術協力　持続可能な地域農業・バ
イオマス産業の融合プロジェクト

教授 迫田 章義，特任准教授 望月 和博

(独) 農業・食品産業技術総合研究機構　農村工学研究所　平成23年度「バイオマス利用モデルの構築・
実証・評価」委託研究のうち，「地域バイオマス利用モデルの設計と評価（資源作物からのバイオエタ
ノール生産に取り組むバイオマスタウンの設計）」

教授 迫田 章義，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（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

大面積でフレキシブルなグラファイトシート上に半導体エレクトロニクスの創製を行っている．具体的には，パル
ススパッタ法と呼ばれる半導体薄膜結晶成長技術を用いて，グラファイトシート上に発光ダイオードや高電子移動度
トランジスタなどのデバイス開発を実施している．

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

教授 酒井 康行

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

教授 酒井 康行

(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
の基礎研究推進事業　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

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

(独) 農業・食品産業技術総合研究機構　平成23年度食品素材のナノスケール評価技術の開発と新機能
の解明委託事業

准教授 火原 彰秀

環境省地球環境局　平成23年度地球温暖化対策技術開発事業（ダイナミックインシュレーション技術
を活用する断熱改修に関する技術開発）委託業務

教授 加藤 信介

住宅の省エネルギー化という課題に対し，既存住宅の簡易的な断熱性能診断法の構築及び断熱改修を迅速に実施す
る技術開発を行い，断熱改修促進・暖房エネルギーの削減による家庭部門のエネルギー消費量削減を目的とする．特
に実用化に向けて断熱性能測定方法の有効性検証，断熱改修に関する要素技術の開発を進める．

(独) 科学技術振興機構　社会技術研究開発事業 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

工学的データの未表示，大量の流通在庫，供給主体の資金調達の不安定性などが，国内森林材の有効活用を阻害し
ている現状を踏まえ，樹木管理データベースシステム，木材流通トレーサビリティシステム，木材動産担保金融シス
テムを実装することにより，国内森林材を有効活用するための，品質・商流・物流マネジメントシステムの先導的雛
形を社会実装する．
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(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

横浜市　建築局　公共施設低炭素技術集中導入モデル事業に係る実証試験
教授 野城 智也

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．

ユーザ動態推定技術に関する研究
教授 柴崎 亮介

文部科学省研究開発局　21世紀気候変動予測革新プログラム　高解像度気候モデルによる近未来気候
変動予測に関する研究

教授 沖 大幹，特任准教授 葉 仁風

研究目的 :高い時間的・空間的な解像度を持つ近未来の気候変化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．研
究計画 :高解像度気候変動予測結果を，全球陸面水循環モデルに与え，河川流量・土壌水分量など，水災害と関連す
る水文量を算出する．とくに極端現象の再現精度向上に重点をおいて，水循環モデルの改良を行う．次に，水文量か
ら被害額へ変換するために，過去の水災害に対するデータベースと水循環モデルのシミュレーションを整備し，両者
をつきあわせることで地域性を考慮した変換式を作成する．平成22年度からの高解像度の気候変動計算結果の利用に
合わせ，3年目までに水循環モデルの改良，データベースの整備，変換式の作成を行い， 4年目以降は，気候変動計
算結果に適用して，全球の近未来水災害リスクマップを作成する．最終年度には，マルチモデルの結果を用いること
などで不確実性についての検討を進める．

(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　気候変動に伴う水循環変動の長期
モニタリングおよび観測データと水循環・水資源モデルの統合

教授 沖 大幹

本研究は，地球規模課題である気候変動への適応に資する研究として，また，タイ国の気候変動に伴う水関連被害
の軽減というニーズに応えるために，相手国代表研究機関であるタイ国カセサート大学を中核とした現地研究機関・
現地現業機関と連携して，水分野における気候変動への適応策立案・実施支援システムをタイ国に構築することが目
的である．そのために，水災害リスク評価並びに気候変動や土地利用変化に伴う水循環変動の継続的監視のための水
文気象観測網を強化し，水災害予測や統合的水資源管理支援のための人間活動も考慮した水循環・水資源モデルを設
計開発する．そして，これら観測とモデルを統合して，効果的な水資源管理・水災害管理・水環境管理のための水循
環情報統合システムをタイ国に構築し，地球環境保全，気候変動への適応を考慮した水資源管理，自然災害の被害軽
減といった利用ニーズに対して，水循環情報統合システムがいかに気候変動に適応した政策決定支援に有効であるか
を実証する．水分野における気候変動への適応策立案・実施支援システムはこれら観測，モデル，情報統合システム
からなり，本システムをタイ国カセサート大学に実装し，現地研究機関・現地現業機関が準リアルタイムで情報を取
得し，実際に運用できるようにすることが本研究の目的である．

(独) 国際協力機構　地球規模課題対応国際科学技術協力における技術協力　気候変動に対する水分野
の適応策立案・実施支援システム構築プロジェクト

教授 沖 大幹

本研究は，タイ国カセサート大学らと連携して，水災害リスク評価並びに気候変動や土地利用変化に伴う水循環変
動の継続的監視のための水文気象観測網を強化し，水災害予測や統合的水資源管理支援のための水循環・水資源モデ
ルを設計開発し，これら観測とモデルを統合して，効果的な水資源管理・水災害管理・水環境管理にも役立つ水循環
情報統合システムをタイ国に構築し，水分野における気候変動への適応策立案・実施支援システムを確立することが
目的である．
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(独) 国立環境研究所 平成23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て算出した2100年までの全球影響評価から，まず全球の水文・水資源アセスメント
を行う．既に抽出されている水資源逼迫地域や変動成分の大きな地域における水資源影響評価を再検討する．併せて
モデル及びデータの不確実性を考慮したアンサンブル計算から予測の信頼区間及び信頼性の評価手法について検討を
行う．

温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究
特任准教授 守利 悟朗，教授 沖 大幹

水資源分野におけるボトムアップ型モデルとトップダウン型モデルを開発し，比較・評価並びに統合化することで，
温暖化とそれに対する適応策の評価を高精度化することを目的とする．

JST/CREST/持続可能な水利用を実現する革新的な技術とシステム　安全で持続可能な水利用のため
の放射性物質移流拡散シミュレータの開発

教授 沖 大幹，准教授 沖 一雄，准教授 芳村 圭，講師 瀬戸 心太，特任准教授 守利 悟朗

本研究では，大気循環ならびに陸上の水循環を通じて移流拡散する放射性物質の挙動を的確に再現し，数日先まで
の放射性物質の降下量分布，降水量中の放射性濃度，さらにはそれらが陸面水文過程を通じて水道取水源にどの程度
の濃度でいつ頃到達するかを推算できる放射性物質移流拡散シミュレータを開発する．また，推算された降下量分布，
農地分布，農作物の産地情報，摂取量などから食品由来の曝露量を，水道取水源に到達する濃度と浄水過程での除去
率情報などから水道水起源の曝露量を推計し，水と食品由来の内部曝露量を推定する．その結果，人の健康の安全性
に関する水質評価の関する研究に大きく貢献する．

環境省地球環境局　平成23年度地球温暖化対策技術開発等事業（太陽熱と地中熱を利用する水循環
ヒートポンプシステムに関する技術開発）委託業務

教授 大岡 龍三，特任教授 日野 俊之

水循環による熱のネットワークを構成し，太陽熱，地中熱，放射冷却などの再生可能エネルギーを利用して，暖冷
房，給湯，冷凍など多目的な熱供給と排熱利用を高効率に実現するヒートポンプシステム技術の開発を行う．

(独) 鉄道建設・運輸施設整備支援機構　運輸分野における基礎的研究推進制度　平成23年度 耐久性能
検証技術の構築を柱としたRC構造物群の合理的維持管理体系へのパラダイムシフト（コンクリート表
層品質の詳細同定手法の開発と合理的なメインテナンスへの展開）

教授 岸 利治

岩国市　錦帯橋経年変化ほか調査
准教授 腰原 幹雄

岩国市　錦帯橋木造技術調査
准教授 腰原 幹雄

平成23年度環境研究総合推進費「風力発電等による低周波音の人への影響評価に関する研究（風車騒
音に係る聴感実験）」による研究委託業務

准教授 坂本 慎一，助教 (坂本研 ) 横山 栄，特任研究員 (坂本研 ) 辻村 壮平

風力発電設備から発生する騒音が人に及ぼす影響について実験的研究を行う．低周波音再生設備を備えた実験室に
おいて被験者97名を対象とした聴覚閾値実験を行い，結果を取りまとめた．次に，実際の風車騒音を用いて低周波数
帯域における騒音の可聴性を調べる聴感実験を行った．

(独) 宇宙航空研究開発機構　地球観測研究センター 平成23年度SAFEプロトタイピング（農業森林分
野）に関する研究業務委託

准教授 竹内 渉



171

1. 研究課題とその概要

「SpaceApplicationsForEnvironment」（以下「SAFE」という．）とは JAXA殿が提案し，2008年12月に行われた第15
回アジア太平洋宇宙機関会議（APRSAF15）において，実施承認された，新たな多国間協力イシニアティブである．
SAFEでは，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太平洋地域の環境を監視・評価するシステムの
総称であり，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する．SAFEでは，衛星データセットと高次
プロダクト，または，それらを利用して得られる付加価値情報を提供するシステムを構築し，そのシステムを有効に
活用できる体制をアジア太平洋各国での試行的なプロジェクトの企画・遂行（SAFEプロトタイピング）を通じて確
立することを目指している．本受託業務では，SAFEプロトタイピングの実施分野として規定されている「農業森林
分野」を対象に，衛星データを活用した農業や森林管理に資する土地利用・被覆変化管理システムの試作を通じて，
アジア地域における最適な環境関連衛星データの提供と利用のあり方についての研究を行うことを目的とし，以下の
業務を生研が実施するものである．

文部科学省 気候変動適応戦略イニシアチブ／気候変動適応研究推進プログラム 大気環境物質のため
のシームレス同化システム構築とその応用（代表中島映至）

准教授 芳村 圭

GRENE北極気候変動研究事業 北極気候再現性検証および北極気候変動・変化のメカニズム解析に基
づく全球気候モデルの高度化・精緻化（代表野沢徹）

准教授 芳村 圭

環境省　地球環境研究総合推進費 気候変動に配慮したアジア環境先進型流域圏の構築と普及
准教授 沖 一雄

(財) リモート・センシング技術センター　タイ国Mun川洪水冠水域モニタリングに関する研究
准教授 沖 一雄

(独) 宇宙航空研究開発機構　Development of modules for the GPM/DPR standard algorithm
講師 瀬戸 心太

全国の豪雨災害リスク評価支援データの開発とその解析
講師 瀬戸 心太

豪雨災害リスクの評価のため，各種の降水量データ・気象データを収集し，特に強い雨に着目して温暖化による降
水量の変動原因について解析する．

(独) 国際協力機構　学際的研究交流を通じたインド工科大学ハイデラバード校キャンパスデザイン支
援プロジェクト(第１年次)

講師 川添 善行

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　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

半導体微細加工に基づくトップダウン手法であるMEMS加工技術に，ボトムアップ手法であるバイオ技術やナノ
加工技術を融合して，マイクロ・ナノシステムを製造する技術を研究する．生体機能分子や化学合成したナノ要素を，
MEMS構造の所定の部分に組み込んで機能を発揮させることを目的とする．

(独) 科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）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，教授 (東大 ) 鷲津 正夫，教授 (京都大 ) 小寺 秀俊，講師 (東大 ) 小穴 英廣，助手 (東大 ) ゲルムラト， 
教授 (静岡大 ) 橋口 原，准教授 (京都大 ) 横川 隆司，准教授 竹内 昌治

 生体から分離した細胞を配置し，長期間培養でき細胞間相互作用の因子分析が可能なマイクロ流体デバイスと細
胞保持構造の構築を行う．それを用いて，異なる種類の細胞を所望の位置に配置し，その活性を維持しつつ，細胞個々
に各種刺激（化学的・物理的）を加え，細胞間伝達物質を拡散させてしまうことなく隣接する細胞に制御された形で
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導き， 1細胞レベルでの細胞間相互作用の計測を行う．また， 1分子計測と分子配列技術を組み合わせる．さらに，
これらデバイスを集積化し，臓器組織の人為的な構築技術を開発する．

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

教授 藤井 輝夫

(独) 科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業 マイクロ流体ガン診断プラットフォーム
教授 藤井 輝夫

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　「海底熱水鉱床探査の為の化学・生物モニ
タリングツールの開発」のうち「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，客員教授 許 正憲，特任助教 (藤井（輝）研 ) 木下 晴之，
特任研究員 Christophe Provin，大学院学生 (藤井（輝）研 ) 楠 智行

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　平成23年度若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）
大規模複合集積回路マイクロ・ナノシステム若手研究者国際交流プログラム

教授 年吉 洋

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

本研究の目的は，多重スケールが混在するハイブリッドパターンマスター（ナノインプリンチング方法への適用）
を製作すること，そのために必要な基盤加工工程の開発，最後にその応用として生体単分子の計測デバイスをより安
価で大量に製作することである．より安価でナノパターンを製作，ハイブリッドパターンとその構造物の製作に取り
組んでいる．

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

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

(独) 科学技術振興機構　若手研究者ベンチャー創出推進事業　ヘルスケア・医療分野応用に向けたフ
レキシブル多機能マイクロデバイス

特任研究員 (竹内（昌）研 ) 栗林 香織

文部科学省研究開発局　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，特任助教 (浦研 )ソーントン ブレア，准教授 巻 俊宏，
特任研究員 (浦研 )杉松 治美，特任研究員 (浦研 ) Adrian Bodenmann，技術専門職員 (浦研 )坂巻 隆，

大学院学生 (リサーチ・アシスタント ) Sangekar Mehul Maresh

現代産業に欠かせないコバルトや白金を含むコバルトリッチクラストは，日本近海の深海底に賦存している．この
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貴重な深海底鉱物資源を，我が国の経済活動に利用可能にするためには，その正確な賦存量を計測できる技術の実現
が求められる．このため，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，無人探査機（ROVやAUV）を利用することで，深海底においてコバルトリッチクラストの厚さを広域で
正確に計測できる深海底探査システムを構築することを目的とした研究を推進している．

(独) 科学技術振興機構　センチメートル海底地形図と海底モザイク画像を基礎として生物サンプリン
グを行う自律型海中ロボット部隊の創出

教授 浦 環

海底や海底近くに棲息する生物の生態系を高精度計測するため，広い海底面をcm以下の精度と数cmの水平分解能
でマッピング，さらにmmオーダーの分解能を持つスチル画像により，三次元的な広がりを四次元的に明らかにし，
また，熱水地帯のプランクトンの採取や海底の特定の生物あるいは周辺環境をなす海底土等のサンプリングを行う高
機能の自律型海中ロボット（AUV）を各種開発，AUV観測部隊を編成して熱水地帯に展開し四次元的多面的に捉え
る新たな観測手法を実現することを目指す．

氷状観測・予測，及び油拡散予測技術の研究
教授 林 昌奎，教授 浦 環

自律型海中ロボット（AUV: Autonomous Underwater Vehicle）など最新の技術を使って氷況を三次元的に観測する技
術を開発するとともに，氷況の変動を予測し，事故などによる油流出時の油拡散や海底調査をして海底接触を予測す
る技術を研究開発する．AUV技術開発は，氷の下を航行し，氷下形状あるいは生態系を明らかにする．氷況予測技
術は，衛星データ，オンボードレーダー，Electro-Magnetic (EM)センサ等を用いて氷況観測技術を研究開発する．また，
それら技術を用いて油拡散予測のための諸技術を研究開発する．

文部科学省研究開発局　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　レーザー誘起破壊
分光法による熱水鉱床のin-situ成分分析技術の開発

特任助教 (浦研 ) ソーントン ブレア

鉱床の成分分布をリアルタイムに検出することができる，高圧環境で適用可能な現場型レーザー誘起破壊分光
（LIBS: Laser Induced Breakdown Spectroscopy）装置を開発し，ROV等に搭載して，海底熱水鉱床の物質成分分布をマッ
ピングできるモバイルセンシングシステムの構築に向けた研究開発を推進している．

(独) 科学技術振興機構　研究成果最適展開支援事業（A-STEP）スマート型海上流出油防除システム
の研究・開発

特任助教 (浦研 ) 金 岡秀

本研究においては，石油製品運搬船や海上原油採掘施設から海上油流出事故が発生した際に，油流出による被害，
具体的には流出油の占有面積を最小に止める展張を実現するためのビークル誘導法を確立し，1/10スケールの縮小型
テストベットシステムの製作により実用化に向けた実験検証を行う．

文部科学省研究開発局　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，助教 (浅田研 ) 望月 将志，特任助教 (浅田研 ) 前田 文孝，技術専門職員 (浅田研 ) 吉田 善吾， 

学術支援専門職員 (浅田研 ) 山中 香織

海底資源開発での海中ビークル利用を念頭に置き，海中ビークル位置精度，海底地形計測精度ともに数cmで，海
中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を目指してきた．2009年度からの 3
年間にわたった研究の末，プロトタイプと呼べるべきシステムが出来あがった．十分な研究の進展があったことを認
められ， 2年間の第 2期が2011年度よりスタートした．この第 2期の中では，既存のAUVやROVに搭載可能な，小
型の実機としての最終形態を目指した研究開発を進めている．

宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 平成23年度伊豆沼の沈水植物クロモの生息状況３次元分布計測及び
伊豆沼底質の計測

教授 浅田 昭

宮城県伊豆沼内沼環境保全財団からの委託事業として，蓮の自然繁殖，湖底への泥堆積物の増加に伴い，きれいな
環境を好む沈水植物が激減し，僅かにきれいな砂地の湖底に生育しているホザキノフサモの状況を音響ビデオカメラ
でマッピングした．また，本多電子㈱と共同開発した浮泥探査装置を使って，水深1m以下の浅い沼の泥の堆積状況
と，泥の下部に生育するレンコンの分布状況を観察する手法開発と解析ソフトウエアの開発を行った．
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国際空港の水中セキュリティシステムの実用化調査
教授 浅田 昭

沿岸域の重要施設に設定されている海上制限区域に海中から接近・進入するダイバー等を捕捉・追尾するために，
地上から可視困難な海中空間を総合的に監視可能な水中セキュリティーシステムの実用性を調査し，セキュリティー
システムの更なる高度化をはかる研究を実施している．2011年度は，国内外における水中セキュリティーに関する研
究・開発調査，国内外における導入・運用状況調査，水中セキュリティーシステムの機種及び運用ソフトウェアの調
査，導入に係る本格調査計画の策定，整備工程と概算費用の検討を実施した．

文部科学省研究振興局　次世代IT基盤構築のための研究開発 多メディアWeb解析基盤の構築及び社会
分析ソフトウェアの開発

教授 喜連川 優

産業界や学術分野の多様な社会分析ニーズに応じるために，膨大な多メディアWeb情報の解析基盤の構築と社会
分析ソフトウェアの研究開発並びに実証を行う．そのため，多メディア情報の内容解析技術，多メディアWeb情報
の時系列的な収集・蓄積技術，多メディアWeb情報の大規模解析技術を確立する．これらを通して，多様な社会分
析のための実運用可能な多メディアWebアーカイブ構築を可能とする基盤技術を実現する．

文部科学省研究開発局　平成23年度地球観測技術等調査研究委託事業　地球環境情報統融合プログラム
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

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

総務省　総合通信基盤局　情報通信技術の研究開発 最先端グリーンクラウド基盤構築に向けた研究開発
教授 喜連川 優

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

データ統合・解析システム利用支援・分野連携実現プログラム
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

データ統合・解析システムを利用するための情報科学的な知見の提供や技術支援を通じて「課題解決型研究開発・人
材育成」の各課題グループによるデータ統合・解析システム（DIAS）の利用と分野連携を支援，促進する．さらにシ
ステムの利用等の調整，アウトリーチなどを行う．具体的には， 1）課題分野に対応した情報管理・解析・視覚化手法
を開発し，ツールとして実装・改良する．また， 2）課題分野に対応したデータコンテンツの整備手法を開発し，コン
テンツ整備を支援する．さらに，利用促進・技術支援等のために， 3）協議会の運営，データ統合・解析システムの利
用調整業務，研究開発の支援調整業務，さらにシンポジウムなどを通じて国内・国際的アウトリーチ業務を実施する．

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．
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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 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．

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　画像センサーを活用した実世界情報収集の高度化
准教授 上條 俊介

固体酸化物形燃料電池電極の材料・構造革新のためのマルチスケール連成解析基盤
教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇，特任講師 (東大 ) 原 正太郎，特任講師 (東大 ) 多田  朋史

固体酸化物形燃料電池の高効率化のためには，電池内の反応・輸送現象に伴って生じる不可逆的な損失の低減が重
要である．本研究では，時間・空間スケールの異なる複数のシュミレーション技術を連携するとともに実測計測と恊
働することで，電極の三相界面における現象を解明し，その微構造制御に基づく高活性化に挑戦する．化学系・機械
系・材料系の多様な知識を集積することにより，材料と構造の両面から固体酸化物系燃料電池の電極の解明を目指す．

褐炭乾燥基礎試験
特任教授 金子 祥三

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　蓄電複合システム化技術開発　共通基盤技術開発／蓄電
池を用いたエネルギーマネジメントシステム性能評価モデルの開発

特任教授 荻本 和彦

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

特任教授 荻本 和彦

文部科学省研究開発局　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　海底設置ステー
ションと自律探査プローブによる海底環境の３次元画像マッピング

准教授 巻 俊宏

陸上資源に乏しい我が国にとって，排他的経済水域内に豊富に存在する海底熱水鉱床は将来の金属資源として非常
に重要である．その開発を進めるためには，資源が賦存する海域の地形や周囲の生物分布といった環境情報などを高
精度に把握することが求められる．本研究では，最先端のAUV技術とデータ統合手法を用いて海底熱水地帯のよう
な複雑な海底環境を全自動で探査し， 3次元的な画像マップを構築するシステムを開発する．平成23年度は，音響測
位装置ALOCの性能向上を図るとともに，ステーションとプローブのテストベッドを開発し，水槽実験および実海域
実験によりシステム全体の動作を検証した．また，プローブ前方と下方に配置するカメラとレーザーにより，複雑な
3次元形状を持つ熱水地帯を画像化する手法を開発し，水槽試験により有効性を検証した．

自律航行型水中多目的ロボット（AUV）の開発
准教授 巻 俊宏

頭部MRI検査に基づく高齢者の運転適性評価用DBに関する調査
教授 大口 敬，客員教授 (高知工科大学 ) 朴 啓彰，准教授 中野 公彦，教授 (高知工科大学 ) 熊谷 康彦，

助手 (高知工科大学 )  片岡 源宗，助手 (高知工科大学 ) 永原 三博，教授 (愛媛大学 ) 吉井 稔雄
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(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　ナノテク・先端部材実用化研究開発 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

(独) 新エネルギー・産業技術総合開発機構　太陽エネルギー技術研究開発／太陽光発電システム次世
代高性能技術の開発／太陽電池用シリコンの革新的プロセス研究開発(Si精製プロセスの開発)

教授 森田 一樹

Cu除去フラックスによる耐火物の溶損機構の解明
教授 森田 一樹

(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　アマゾンの森林の炭素動態のマッ
ピング

教授 沢田 治雄

(独) 森林総合研究所 衛星観測による森林環境情報の準リアルタイム取得処理システムの開発
教授 沢田 治雄

(独) 森林総合研究所 平成23年度アジア地域熱帯林における森林変動の定量評価とシミュレーションモ
デルの開発委託事業

教授 沢田 治雄

首都直下地震防災・減災特別プロジェクト　(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

教授 目黒 公郎

防災情報マッシュアップサービスの展開・検証
准教授 加藤 孝明

国土交通省　関東地方整備局　水害ハザード情報の都市計画系の計画への反映状況の実態把握と都市
計画的手法による市街地が抱えるリスクの低減可能性の分析

准教授 加藤 孝明

墨田区　燃えない・壊れないまちづくり促進調査・制度研究業務推進委託
准教授 加藤 孝明

葛飾区　大規模水害時における避難場所確保策検討調査委託
准教授 加藤 孝明

消防庁　地域力を引き出し持続性を高める「地域防災支援技術パッケージ」の構築
准教授 加藤 孝明

水害時の状況に応じた避難及び避難情報提供に関する調査研究
准教授 大原 美保，教授 (東大 ) 田中 淳，准教授 (東洋大学 ) 関谷 直也

水害による被害を軽減するには，住民一人一人の水害に対する理解を向上させ，適切な避難行動を促進することが
重要である．本研究では，①水害時の状況に応じた避難手法に関する研究，②水害時の適切な情報伝達に関する研究，
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③事前の防災情報提供のあり方に関する研究という 3つのアプローチにより，適切な避難誘導及び避難情報提供方法
についての調査研究を行った．

(独) 科学技術振興機構　アジアの山間・農村地域コミュニティの災害対応力向上に向けた災害情報伝
達システムの研究

特任准教授 川崎 昭如

(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構　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

講師 田中 伸治

(独)科学技術振興機構　準静電界を用いた，微小金属異物の検出システムの開発
特任准教授 滝口 清昭

(独)石油天然ガス・金属鉱物資源機構　亜鉛精鉱の特性に関する調査
特任教授 大藏 隆彦

2．受託研究（公的資金以外）

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

リチウムイオン二次電池の劣化状態を測定する技術の研究
特任教授 久保田 重夫

エアジェット援用切削における焼結鋼の湿式切削特性と工具寿命の延長
教授 帯川 利之

流れ中におかれる回転円柱構造物の挙動解析に関する研究
教授 林 昌奎

潮流下でのライザーレス掘削時のドリルパイプVIVの検討を行う．ドリルパイプ模型の流れ中の運動を水槽実験か
ら計測し，その運動特性を解析する．

ドライビングシミュレータを活用したエコドライブ推進実証事業
准教授 中野 公彦

トラック用の燃費計算モデルを設計し，ドライビングシミュレータにインストールし，トラック運転を職業として
いるドライバーによるドライビングシミュレータの運転により燃費計算を行い，エコドライブモデルの効果を検討す
るとともに，実走行による検証を介して，エコドライブモデルの普及・啓発を図っていくことを目的に実施する．

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．

低消費電力LSIの設計技術の研究
教授 桜井 貴康

WEB情報資産活用手法に関わる研究
助教 (瀬崎研 ) 岩井 将行
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サブミリワット無線データ通信および無線給電，これらを応用した生体活動モニタリング
准教授 高宮 真

キシレン製造触媒の開発に関する研究
准教授 小倉 賢

住宅空間モニタリング，データ分析及びHEMS開発に関する調査研究
教授 野城 智也

Consultation on Japanese Flood Risk
教授 沖 大幹

研究目的：Provision of governmental data and Expertise for RMS Japan Typhoon model　研究内容：Guidance through 
governmental reports and hydrological time series

Establishment of durability assessment system by inspecting the surface quality of concrete
教授 岸 利治

持続可能な環境に配慮した経済的な建物に関する研究
講師 川添 善行

海中計測用γ線センサの研究開発
教授 浦 環

海中において，遠隔操作可能な，微量のγ線量を計測できる耐圧式小型センサシステムを開発する．

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

福島第一原子力発電所の事故によって環境に放出された大量の放射性物質の一部は，長期に渡って原発周辺の海底
土に滞在することが考えられる．本研究では，海底土の放射線量を効率的に調査する手法を研究開発し，原発事故
によって海底に放出された放射製物質の実態を広いスケールで詳細に把握する．本手法を用いて計画的に調査を実施
し，時間によってその蓄積がどのように変化するのかを解明する．

斜交波状凹凸を有するフィンレス排熱熱交換器の凝縮熱伝達の実験計測の理論解析
教授 鹿園 直毅

本研究室で開発されたフィンレス熱交換器および斜交波状伝熱促進技術を，水蒸気を含む排気ガスから熱を回収す
る排熱回収熱交換器に適用する．凝縮水排出特性と伝熱特性の両立可能性を探る．

石炭発電技術の高度化と海外展開
特任教授 金子 祥三

低炭素社会に向けた火力関連施策に関する研究
特任教授 金子 祥三

スラグ中B2O3の熱力学データに関する研究
教授 森田 一樹

多様なセンシング情報の高度活用による災害状況の把握技術の開発に関する用件調査と可能性評価
教授 目黒 公郎
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災害・環境情報アーカイブの設計とその教育プログラムへの組み込み
准教授 加藤 孝明，講師 川添 善行，教授 (東大 ) 佐藤 慎司

D．所内措置研究費

1．展開研究

担体固定化吸着剤による環境中の放射性セシウムの除去
教授 工藤 一秋， 准教授 石井 和之， 教授 迫田 章義， 教授 立間 徹

制限海域における海底土γ線現場計測システムの研究開発
教授 浦 環

制限海域において，無人船舶（USV：unmanned surface vehicle）を用いた，線的・面的なγ線分布および時間変化
の自動計測およびリアルタイムデータ送信システムの研究開発を進めている．

ITSの国際協調研究への展開
准教授 上條 俊介

2．選定研究

グラフェンを用いたオプトエレクトロニクス素子の開発
准教授 町田 友樹

ゼオライトによる固体塩基素材の開発
准教授 小倉 賢

駒場実証試験住宅におけるエネルギーマネジメントに関する研究
特任教授 荻本 和彦

テラヘルツナノ領域プローブによる単一量子系における電子ダイナミクスの研究
准教授 野村 政宏

単結晶シリコンカーバイドの低温高速FZ結晶成長
准教授 吉川 健

FZ法によるSiC結晶の連続育成が実施可能な上下独立加熱育成装置を製作し，自然対流抑制下で温度差法による溶
液成長時のSiC結晶の成長挙動について，温度・温度勾配の影響の調査を行った．その結果，種結晶の外周部のみで
著しい成長が見られており，大きな温度差を付加したため溶液表面にて表面張力の勾配が生じマランゴニ効果による
表面流動が生じたことを推定した．種結晶と原料を回転させることで100μm/hの速度での沿面成長が得られている．

3．グループ研究

海洋再生可能エネルギーの多面性を活かした海洋空間計画と沿岸都市再生の融合研究
教授 木下 健，特任教授 黒﨑 明，講師 太田 浩史，准教授 北澤 大輔，准教授 (東大 ) 早稲田 卓爾

「知の社会浸透」ユニット
教授 大島 まり，教授 渡辺 正，教授 志村 努，教授 光田 好孝，教授 川口 健一，教授 藤井 輝夫，教授 岡部 徹，
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客員准教授 鈴木 高宏，准教授 竹内 渉，准教授 石井 和之，准教授 巻 俊宏，特任研究員 (大島研 ) 川越 至桜

現代社会において科学技術は，国の経済および文化の発展を左右する重要かつ支配的な役割を果たしている．特に
最近では著しい速度で科学技術が進歩しており，各専門分野において多様な科学研究が積み重ねられ，先鋭化してき
ている．このようなことから，創生された新たな研究成果を次世代技術として実社会に結実するには，最先端の科学
技術研究をさらに発展させていくことが必要である．また，その一方で，広い視野で先端科学技術・産業技術の「知」
について正しく，かつ有意義な情報を，それらを受け入れる社会に発信・普及・啓発し，教育にも活かすことが重要
である．このような「科学技術リテラシー」の向上に対する取り組みは，欧米諸国で盛んに行われて，先駆している．
最近，日本国内でもその重要性がようやく認識され，国としての取り組みが始まっている．そこで，所長のトップダ
ウンプロジェクトとして2005年に発足した「知の社会浸透」ユニットは，「科学技術リテラシーの向上」に関する課
題について生研として積極的に取り組み，実践していくことを目的としている．

4．所長裁量経費

光波制御された光パルスによる超高速磁化操作
助教 (志村研 ) 佐藤 琢哉

簡易振動モデルを用いた教育用振動実験のための可視化設備の充実
 教授 中埜 良昭

千葉実験所公開時やその他の施設見学時において，小中高生，大学院進学前の比較的若い学生などを対象に，振動
実験装置（振動台）およびその稼働の様子を間近で見学し体験できるための試験モデルおよびその振動波形を具体的
に表示できる装置を整備した．なお，本設備のシステムには，一部既存の研究用実験機器も利用した．

乱流磁気リコネクション理論モデルの実験・観測・数値計算による検証
助教 (半場研 ) 横井 喜充

磁気リコネクションにおける乱流の役割についての自らの理論的予言：(i)磁気リコネクションまわりの乱流場で
はクロス・ヘリシティ (速度＝磁場相関 )が四重極状に空間分布する；(ii)乱流場にクロス・ヘリシティがあるとリコ
ネクション領域が四重極中心の狭い領域に局在しリコネクション率が飛躍的に増大する；を検証する研究グループを
形成する．数値計算 (理学系，星野グループ )，既存のFRC装置 (新領域，小野・井グループ )による検証を行う．さ
らに，プリンストン (PPPL)の装置による実験提案を行なったり，地球磁気圏のリコネクションについて JAXAの複数
衛星による同時観測の提案を行う．

原子間力顕微鏡を用いた局所酸化法による単電子トランジスタ作製のためのTEM観察
准教授 町田 友樹

半導体Geチャネル変調ドープ構造における量子輸送現象
准教授 町田 友樹，教授 (東京都市大 ) 白木 靖寛

電流駆動による酸化物ナノ細線の金属-絶縁体ドメイン制御
特任助教 (町田研 ) 守谷 頼

マイクロ流体デバイスに関するシステム構築
教授 大島 まり，教授 (東京都市大 ) 向井 信彦

確率共振を利用した振動発電に関するグラスゴー大学との共同研究の推進
准教授 中野 公彦

グラスゴー大学のマシュー カートメル教授と共同で，確率共振を利用することによって，振動を増大させること
により，従来の共振現象による手法よりも効率的に，振動から発電する研究を行っている．本共同研究を通じて，研
究交流も推進させている．
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物流における車両の振動低減
准教授 中野 公彦，准教授 (東京都市大 ) 山崎 大生

大型トラックや物流車両に発生する振動を低減する技術の開発に取り組んでいる．今年度は数値計算をベースに，
新方式によるアクティブ制御等の効果を示した．今後は，実験による性能評価を行う予定である．

大型超高屈折率ガラス合成用ガス浮遊炉の開発
助教 (井上研 ) 増野 敦信

「疾患分子工学研究連携ユニット」―バイオ分子工学を基盤とした生研・医科研・分生研連携推進―
教授 酒井 康行

SNG活動支援経費
准教授 石井 和之

被災地の小学生を対象とした地域教育
教授 村松 伸

福井県三方五胡における自然再生を支援する情報プラットフォームの開発
助教 (柴崎研 ) 熊谷 潤

ウォーターフットプリントの国際標準策定へ向けた検討
教授 沖 大幹，准教授 (東京都市大 ) 伊坪 徳宏

中間工場 (Advanced Manufacturing Research Center) の建築設計における課題の調査
准教授 今井 公太郎，教授 藤井 輝夫，准教授 小倉 賢

本調査は，中間工場（Advanced Manufacturing Research Center)を建築設計する際の，意匠・構造・環境的配慮・コ
ストなど様々な観点における，建築的課題を明確化することを目的としている．中間工場は，シェフィールド大学の
AMRCがその先駆的な事例であり，産学連携研究の上で重要な施設として，国内外の注目を集めている．本研究所は，
西千葉キャンパスにおいて，大型の実験施設群を運用しており，その中で，将来の産学連携研究のために，AMRC
と同様の施設計画が検討されている．したがって，そのフィージビリティを検討する上で，このような新しいビル
ディングタイプがどのようなものか，現地に建築設計の専門家が赴き，設計上の課題を掴むことが重要である．

分光分析測器を用いた水蒸気同位体比の観測～地表面水循環過程の理解深化に向けて～
准教授 芳村 圭

タイ・チャオプラヤ川洪水に関する緊急調査
准教授 沖 一雄

交互送液法を利用した大量処理適応型マイクロリアクタの開発
教授 藤井 輝夫，准教授 (東京都市大 ) 富士原 民雄

生研バイオナノテク研究教育拠点プロジェクト
准教授 竹内 昌治

不定比欠損型格子欠陥を利用した高密度水素貯蔵合金の開発
助教 (森田研 ) 徳満  和人
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社会ネットワーク分析に基づく中山間地域住民の生活維持に関する研究
准教授 長井 宏平

5．助教研究支援

将棋に適用可能なモンテカルロ木探索アルゴリズムの検討
助教 (喜連川研 ) 横山 大作

将棋，囲碁などに代表される 2人ゲームは，相異なる 2つの目的関数を持つプレイヤが互いの利益を最大化しよう
とする複雑な構造を持つ探索問題であり，人間が楽しむエンタテイメントの目的のみならず，人工知能分野に応用さ
れる最適化手法や，極めて大規模な解空間を効率よく扱う分散探索計算技術の応用分野として，広く研究されてきた．
本研究では，将棋では従来有効とされてこなかったモンテカルロ探索アルゴリズムにおいて，新たなアルゴリズムの
改良を試み，分散探索計算への適用可能性もふまえた有効性の検証を行う．

細径管内相変化を用いたマイクロ蒸気エンジンに関する研究
助教 (鹿園研 ) 韓 榮培

単一の可動部を有する単管内振動流蒸気サイクルを対象に，その出力および効率を測定する．管径，振動数，流路
長さ等，様々な設計パラメータの影響を評価し，性能予測手法を構築する．

E．寄付金（公募によるもの）

(公財)日本板硝子材料工学助成会　平成23年度（第33回）研究助成　低次元系の量子熱電現象の実験
的開拓と理論的解析

准教授 羽田野 直道

低温の低次元系で熱電現象にどのように量子効果が現れるかを実験と理論の両側面から探求する．具体的な低次元
系としては石英ガラス中のビスマスナノワイヤーと半導体界面中の 2次元電子系を考える．具体的なサブテーマは以
下の通りである：(1) 2次元電子系で電子温度のみを加熱する実験とそのシミュレーション (2)ビスマスナノワイヤー
（細さ・長さとも世界記録）の量子熱電現象の実験と理論．

(財) テレコム先端技術研究支援センター　平成23年度研究助成　スピンホール効果によるナノ強磁性
体の磁気ドメイン検出

特任助教 (町田研 ) 守谷  頼

(公財) カシオ科学振興財団　平成23年度研究助成　AFM陽極酸化法による酸化グラフェンナノ構造の
作製とその光検出器応用に関する研究

特任助教 (町田研 ) 増渕  覚

（財） 一樹工業技術奨励会　平成23年度研究助成　動脈硬化症解析のための実スケール柔軟血管モデル
の可視化計測

教授 大島 まり

（公財） 旭硝子財団　平成23年度研究助成　マイクロレオロジー機構の解明のための多波長同時計測技
術の開発

教授 大島 まり

本研究は，血液の成分分離あるいは分析を少量の血液で手軽に簡単に行うことが可能なマイクロ流体デバイスの開
発のために，マイクロスケールにおける血流と血球の相互作用や血球の変形などマイクロレオロジーに関する機能の
把握を目的としている．そこで，マイクロ流路内を流れる血球の挙動と周囲流体との相互作用を同時計測することの
できる，波長分離機構を持つ共焦点マイクロPIV（Particle Image Velocimetry:粒子画像流速測定法）システムの開発
を行う．
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(財) 河川環境管理財団　平成23年度研究助成　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

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法
の開発を行う．

(社) 水産資源・海域環境保全研究会　2011年度研究助成　水産物の栄養段階別のエコロジカル・フッ
トプリントの試算と魚食の持続可能性の評価

准教授 北澤 大輔

本研究では，水産物を対象として，各栄養段階の代表的な魚類としてプランクトン濾過食者，イワシ，クルマエビ，
ブリ，マグロ等を想定し，それぞれのエコロジカル・フットプリントを試算した．高次栄養段階の魚類に対しては，
養殖生産のエコロジカル・フットプリントも併せて試算した．これらを組み合わせた魚食シナリオをいくつか設定し，
日本，世界の魚類消費のエコロジカル・フットプリントと，海域，耕作地のバイオ・キャパシティとを比較すること
により，魚食の持続可能性を考察した．

(公財) 村田学術振興財団 第26回 (平成23年度) 海外派遣 Control of polarity and growth mode for 
c-plane InN on yttria-stabilized zirconia (111) (派 遣 先：9th International Conference on Nitride 
Semiconductors(ICNS-9)(英国))

特任助教 (藤岡研 ) 小林  篤

公益財団法人 住友財団環境研究助成 太陽光エネルギーを利用した一重項酸素生成とその電極反応の
研究

准教授 石井 和之

リバースシミュレーションによる汚染源の特定に関する研究
教授 加藤 信介，教授 半場 藤弘，准教授 北澤 大輔，大学院学生 (加藤（信）研 ) 安部  諭

大規模災害や日常災害における汚染源位置を明らかにし，その対策に貢献することを目的とする．汚染物質が大気
や海洋に流出した場合，ただちに汚染源を特定し，対策を講じなければならない．本研究では，リバースシミュレー
ションによる汚染源特定手法の開発を行う．実問題への適用を視野にいれ，流線が大きく曲がるような複雑な流れ場
の中での解析を行う．格子解像度や時間刻みなどでリバースシミュレーションの精度がどのように変化するかに注目
した．

技術研究助成「高炉スラグ微粉末使用コンクリートにおける塩分侵入限界深さの存在検証と機構解明」
教授 岸 利治

(公財) マツダ財団 第27回(2011年度)マツダ研究助成　透過電子顕微鏡その場観察によるフルオロカー
ボンの固体潤滑メカニズムの微視的解明

特任助教 (藤田（博）研 ) 石田 忠，教授 藤田 博之

摩擦を低減するためにテフロンなどのフルオロカーボンが広く使用されているが，その潤滑メカニズムは未だに明
らかになっていない．そこで，本潤滑メカニズム解明するため， MEMSとTEMを組合せた実験系を用い，フルオロ
カーボンを成膜した二本の針を擦り合せ，フルオロカーボンの真実接触部の変形をTEM観察する．このナノレベル
かつリアルタイムの観察から，潤滑メカニズムを解明する．

(公財) カシオ科学振興財団　平成23年度研究助成　超小型機械デバイスの低消費電力化に向けたグラ
フェンの超潤滑メカニズムの微視的解明に関する研究

特任助教 (藤田（博）研 ) 石田 忠，教授 藤田 博之，助教 (東大 ) 米谷 玲皇

特徴的なナノ機械特性を持つグラフェンは摩擦特性においても高い潤滑性を持ち，ナノ機械デバイスの発展に大き
く寄与すると考えられている．そこで，その高潤滑メカニズムを解明するため，摩擦実験時のグラフェンの界面に
おける挙動をナノレベルかつリアルタイムで観察することが重要である．そこで本超潤滑メカニズム解明のために， 
MEMSとTEMを組合せた実験系を用い，グラフェン間で摩擦実験を行ったときのグラフェンの挙動を観察する．
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(公財) 住友財団 2011年度「基礎科学研究助成」 次世代超微細透明配線の電気的特性評価と同時TEMそ
の場観察

特任助教 (藤田（博）研 ) 石田 忠

近年のタッチパネルを用いた電子デバイスの発展に伴い，透明電極の更なる微細化・高性能化が求められている．
しかし透明電極をナノ配線に した時の配線の特性やその振る舞いは未解明であり，透明電極を用いたデバイスの大
きな壁になりうる．そこで，透明電極として最も普及している酸化インジウムスズを対象に，TEM内部でMEMSを
用いてナノ接点やナノワイヤの形成を行い，その電気特性と形状の関係を明らかにする．

(公財) 村田学術振興財団 研究助成　マイクロハイドローリクスに基づくアクチュエーション機構の基
礎的検討

特任助教 (藤井（輝）研 ) 木下 晴之

(財) キヤノン財団 研究助成プログラム「理想の追求」　アジア域に棲息する小型歯クジラ類のリアル
タイム音響観測ネットワークの構築

特任研究員 (浦研 ) 杉松 治美

河川や湖沼に棲息する小型歯鯨類の水中行動，とくに濁度の高く視界のない水域に棲息するカワゴンドウやガンジス
カワイルカの水中行動は，全く知られていないといってよい．一方で，人間活動の拡大により，彼らの生活圏は脅かさ
れ，絶滅危惧種となっている．どのような保護活動をおこなえば良いかを考えるときに，行動が分からない現状におい
て，保護対策の科学的な根拠がない．すなわち，水中行動の科学的データ，科学的知見を獲得することが，保護活動の
第一歩である．本研究では，音響装置を利用して，彼らの水中行動をフィールドにて観測し，一日，一月，一年，数年
という時間スパンにおける行動のデータを得ることにより，視界のない水域でのイルカ行動の研究の基礎を作る．

高速道路関連社会貢献協議会　平成23年度研究助成　高速道路単路部ボトルネック現象の原因となる
車群形成メカニズムに関する基礎的研究

教授 大口 敬，准教授 (首都大学東京 ) 小根山 裕之，助教 (首都大学東京 ) 鹿田 成則，助教 (大口研 ) 洪 性俊

(財) 日本デジタル道路地図協会　平成23年度研究助成　DRM標準フォーマット21の交通流シミュレー
ション活用に関する研究

教授 大口 敬，講師 田中 伸治，教授 (愛媛大学 ) 吉井 稔雄，准教授 (首都大学東京 ) 小根山 裕之，
（株）アイ・トランスポート・ラボ 堀口 良太， （株）アイ・トランスポート・ラボ 花房 比佐友

(公財) 日本板硝子材料工学助成会　平成23年度(第33回)研究助成　レーザ冷却を用いた量子情報チッ
ププラットフォームの開発

准教授 野村 政宏

(公財) 三菱財団 自然科学研究助成 フォトニックナノ構造を用いたレーザ冷却型量子情報プラット
フォームの開発

准教授 野村 政宏

(公財) 池谷科学技術振興財団 平成23年度研究助成　高品質SiC単結晶溶液成長時の結晶成長メカニズ
ムの解明

准教授 吉川 健

(財) 神戸国際観光コンベンション協会　2010年度研究助成　第９回アジア地域の巨大都市における安
全性向上のための新技術に関する国際シンポジウム USMCA2010

教授 目黒 公郎
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(公財) 住友財団 2011年度「環境研究助成」　環境変化への適応策策定領域の検討：水分野での自然境
界線と政治境界線の比較

特任准教授 川崎 昭如

F．その他

1．その他（公的資金）

科学技術振興機構　さきがけ研究  フェムト秒光波制御による超高速コヒーレントスピン操作
助教 (志村研 ) 佐藤 琢哉

円偏光や直線偏光パルスを反強磁性体CoOに照射することで， 4～10THzのスピン振動モードを非熱的に誘起し，
その理論的考察を行った．また，空間的に成形された光パルスを用いて，スピン波の伝播方向を制御することに成功
した．

長崎EV&ITSプロジェクト
客員准教授 鈴木 高宏

長崎県におけるEVと ITSを活用して地域活性化を目指すプロジェクト．H22年度においては，長崎県五島列島地域
に導入したEV（電気自動車）とそのための充電インフラ，EVに搭載されたカーナビを用いて，地域主体で作成した
観光情報の提供により案内サービスを行う未来型ドライブ観光モデルの構築をスタートし， 1年間で 1万 5千人以上
の利用を得たほか，国内外への情報発信を行い，国内外におけるEVの先進地域としての地位を確立した．

実世界をモニタリング・アーカイブするクラウドベースアプリケーションの開発事業
教授 池内 克史，助教 (池内研 ) 影澤  政隆，博士研究員 (池内研 ) 川上 玲，博士研究員 (池内研 ) 岡本  泰英

実世界をモニタリング・アーカイブする，クラウドベースアプリケーションの開発が本課題の主目標である．これ
まで行ってきた，人の手もしくは車上からのカメラ計測によるモニタリングの高精度化を継続するとともに，クラウ
ドにより，巨大データシステムで計算処理を行いながら，モバイル端末などの簡易なデバイスで情報を参照できるよ
うにする．さらに今回の提案では，カメラによる農地管理をメインターゲットとし，物体認識・検出手法により，鳥
獣被害（猿，鹿，鳥など）の回避や，害虫の発生の検出を目指す．また，農地の三次元モデル化を行い，経年変化の
観察や天候の自動記録に利用する．本提案遂行のため，日本およびカリフォルニアにおいて，農地でのニーズをより
詳細に調査する．

海洋環境を保護するための自律無人航空機の研究
中国政府派遣研究員 (池内研 ) 裴 偉，教授 池内 克史

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

パルススパッタ法を用いた低音結晶成長技術を駆使し，窒化物半導体を用いた太陽電池の開発を行っている．

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

教授 立間 徹

データ統合・解析システム利用支援・分野連携実現プログラム
教授 柴崎 亮介

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

セキュアライフ創出のための安全知循環ネットワークに関する研究
教授 柴崎 亮介
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衛星データ等複合利用による東アジアの二酸化炭素，メタン高濃度発生源の特性解析
准教授 (東大大気海洋研 ) 今須 良一，准教授 竹内 渉，教授 (名大 ) 松見 豊，教授 (奈良女子大 ) 林田 佐智子，

教授 (地球研 ) 川崎 昌博，助教 (千葉大 ) 斉藤 尚子

 ボトムアップ解析用データ（地表面・植生データ等），トップダウン解析用データ（衛星観測された温室効果気体
濃度データ等），および，気球ゾンデや地上計測器などによる観測データの複合利用により，東アジアにおけるバイ
オマスバーニングや水田起源の二酸化炭素とメタン発生量について，整合の取れた新たなデータベースを作成する．
特に，鉛直積算量と上空濃度の同時解析により下層濃度の導出を試みると同時に，ゾンデや地上リモートセンシング
観測のデータにより相互補完された衛星データセットをデータ統合・解析しシステム（DIAS）へ再投入する．また，
集中セミナーの実施により人材育成・若手教育の推進を図る．

インドネシアの泥炭における火災と炭素管理
教授 (北大 ) 大崎 満，特任教授 (北大 ) 本間 利久，准教授 竹内 渉

本研究では，世界最大の熱帯泥炭林であるインドネシアを対象に，二酸化炭素の発生源として頻発している泥炭火
災の被害を抑制するための技術開発を行う．具体的には，衛星観測された降雨，地表面温度，現地観測から泥炭での
蒸発散と地下水位を計算するモデルを開発する．これに，衛星観測から得られた，林野火災の位置と強度，植生指数
とから，林野火災によって失われた炭素量を推定する．林野火災に関する地理情報は，地名データベースとリンクさ
れており，SMSを通じて現地の消火隊へ配信されるシステムとして実運用されている．

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

本研究は分野連携研究として分野間の文化の違いを乗り越え，情報の交換と，期間目標の設定・確認などをしっか
り，しかも定期的に行って，プロジェクトを着実にしかも効果的に進める．当該研究グループでは，流域スケールで
の物質循環・生態系モデリングを行う．

貴金属のリサイクル
教授 前田 正史

2．最先端研究開発プログラム

内閣府最先端研究開発支援プログラム　フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発
教授 荒川 泰彦

最先端数理モデル学の基礎理論とその応用に関する研究
教授 合原 一幸

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

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

教授 喜連川 優

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

3．最先端・次世代研究開発支援プログラム

集積化MEMS技術による機能融合・低消費電力エレクトロニクス
教授 年吉 洋

MEMSは次世代のエレクトロニクス産業にMore-than-Moore的な付加価値を与える技術として注目されているが，
集積化MEMSにはCMOS分野に見られるような標準化設計・製作技術がまだない．そこで本研究室では平成22年度
から 4年間，日本学術振興会の最先端・次世代研究開発支援プログラムの枠組みで，集積化MEMSのための「使い
勝手の良い」マルチフィジクス設計技術と大口径ウエハと整合性のよいMEMSポストプロセス技術を産学連携で研
究開発している．

レアメタルの環境調和型リサイクル技術の開発
教授 岡部 徹

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

4．その他（公的資金以外）

「災害時の時空間推移モデル」に基づく災害対応危機管理システムの構築のための被災地の基礎調査
教授 目黒 公郎

東日本大震災を踏まえた，今後の震災への防災・減災等に関する教育・研究プロジェクト研究助成．

「災害時の時空間推移モデル」構築のための東日本大震災対応データアーカイブスの開発
教授 目黒 公郎

東日本大震災に関する奨励研究課題．

完全3次元MID製造技術の研究開発
准教授 新野 俊樹

MIDはプラスチック射出成形と，実装板などに用いられる配線技術を組み合わせることで，3次元配線板や携帯
電話用のアンテナなどに応用されてきたが，配線は外部からアクセスが容易な表面に限られていた．本研究では，
MEMSなどで用いられていた犠牲層の技術を射出成形に応用し，さらに完全な3次元化を達成し，メカトロニクス的
な応用を目指す．
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