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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

2.  科学研究費 : 新学術領域研究

表面水素の分極・荷電状態
教授 福谷克之

　ミュオンは質量が水素の 1/9の粒子で，物質中で水素の同位体として振る舞う．ミュオンのスピン緩和を測定する
ことで物質中の水素の電子状態と運動状態を調べることが可能である．本研究では，超低速ミュオンを利用し，入射
ミュオンのエネルギーを変化させることにより，プローブする深さを表面からサブサーフェイス領域で制御し，それ
ぞれの深さでの水素の電子状態を解析することを目的としている．本年度は，高輝度超低速ミュオン発生のための検
討と，酸化物試料表面の調整を行った．

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，大学院学生 （ビルデ研）大野哲

　Investigation of the atomic-level mechanism of hydrogen absorption， hydride nucleation， and hydride decomposition at pure 
and modified Pd 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 isotope (H，D)-labeled 
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）材料研究機構・元素戦略材料センター 井上忠信， 

兵庫県立大 土田紀之， 東京電機大 柳田明

　巨大ひずみ加工プロセスや，相変態を含む加工・熱処理プロセスによるナノ組織生成への，強せん断変形を含む大
変形あるいは変形方向の反転を含む大変形の影響を定量的に把握することは，バルクナノメタル創製の機構を把握す
るための重要なステップである．「多様なプロセスによるバルクナノメタルの製造手法の確立」を大目標としつつ本
研究では，相変態を含む加工・熱処理プロセスによるバルクナノメタルの超微細粒形成を，計算機シミュレーション
及び加工熱処理再現試験装置などを駆使した物理シミュレーションによって解明する．

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

ペプチド触媒を用いる位置選択的反応の開発
教授 工藤一秋

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

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

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

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

3.  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）単一成分液体の液体・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．

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

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

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

4.  科学研究費 : 基盤研究（A）

地震断層沿いに生じる地盤のラグランジアン変位の抽出と防災対策・国土保全への反映
教授 小長井一男

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

助教 （中埜研）高橋典之，助教 （中埜研）崔琥

　2011年 3月 11日に発生した東北地方太平洋沖地震に際し，その発生直後から被害調査を行うとともに，津波避難
ビルを対象に，その設計用荷重のレベル設定について精力的に検討を重ね，設計荷重暫定案をすでに国土交通省を通
じて公表した．しかしながら一方で，より合理的な設計荷重を設定するには被災後の現地調査結果の分析のみでは限
界があることも明らかとなり，より詳細な実験的・解析的検討によりその不足領域を補完することが必須であるとの
認識に至った．本研究では比較的短期間で解決すべき課題として，①漂流物の衝突，②開口形状，③浮力，が建築物
の耐津波性能に与える影響に着目し，実験的・解析的検討を実施し，津波防災施設の設計や指定に要する荷重算定手
法や技術資料・データを具体的かつスピード感を持って提示すること，およびこれにより被災地の復旧・復興や他地
域を含む津波災害の軽減に直接的に資することを目的とする．本年度は，津波漂流物の衝突が建築物，特に津波避難
ビルに与える影響を検討するため，多質点系非線形時刻歴応答解析を行い，津波波力作用時に衝突力が作用した場合
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の建物の応答について検討を行った．併せて簡単な衝突実験を行い，解析により得られた知見の妥当性を検証した．

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

教授 （近畿大）岸本一蔵，准教授 （名古屋大）丸山一平，助教 （東北大）迫田丈志， 
助教 （豊橋技術科学大）松井智哉，主任研究員 （（独）建築研究所）濱崎仁， 

特任講師 （早稲田大）奥田耕一郎，教授 （名城大）谷川恭雄

　2009年 4月 6日に発生した地震により，イタリアのラクイラでは，学校や病院などの公共施設，生産施設や兵舎，
私有建物に加え，教会堂などの文化遺産建築が大きな被害を受けた．本研究は，地震によるリスクから文化遺産建築
を保護することを最終目的に，1）被災地域における文化遺産建築の被害調査を実施して被害状況と応急処置方法を
系統的に整理し，2）1970年代以前に文化遺産建築に対して行われた RC補強の効果を検証し，3）モニタリングに
より補強前，補強途中の構造的安定性と補強後の補強効果を検証することにより，4）文化遺産建築の有効な修復・
補強方法，地震によるリスクから文化遺産建築を保護する方法について調査・研究することを目的としている．本年
度は，補修工事が完了した文化遺産建築の常時微動計測を実施するとともに，一昨年度設置したモニタリングシステ
ムのデータ分析を行った．

水素分子形成におけるスピン機構の解明
教授 福谷克之，教授 （大阪大）笠井秀明，技術専門職員 （福谷研）小倉正平

　2つの水素原子から水素分子を形成する反応は，孤立した気相では起こらず，固体表面でのみ起こることが知られ
ている．本研究では，スピン偏極水素源を開発し，水素分子生成メカニズムの解明を目指している．本年度は，水素
源の改良，6極磁石の製作を行った．また分子生成表面として，TiO2と SrTiO3表面の実験を進めた．

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
教授 新野俊樹

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

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

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

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

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

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
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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，同一チップ上に複数の室温動作単電子トランジスタと CMOS回路を集積し，単電子トランジスタを
CMOS回路により制御することに成功した．

雲母を基板とするフレキシブルエレクトロニクスの創成
教授 藤岡洋

　雲母板は透明かつフレキシブルで 20インチを超える大面積の単結晶を安価かつ大量に入手することができる．従っ
て，雲母板は人類が入手することのできる最大の単結晶基板であるとも考えられる．本提案では，この雲母板上に，
PSD（パルススパッタ堆積）法という新技術で GaN等の半導体単結晶をエピタキシャル成長させ，極めて安価で柔軟
な大面積半導体素子を作製することを目的とする．また，さらに，雲母上の半導体素子をガラス，セラミックスなど
の材料に貼り付けることにより，全ての構造材料に計算能力，通信能力，表示能力，発電能力，センシング能力等の
知的機能を付与することも目的とする．

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，准教授 白樫了，准教授 （東大）伊藤大知

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

液中AFMによる固液界面の高分解能観察
教授 川勝英樹

　オングストローム程度以下で探針先端を縦，および横方向に振動させ，おもに純水中の固液界面の構造化した液体
や，固体表面の原子分解能観察を可能とした．

TEMAFMによる 3次元構造物の計測ならびに，力学的化学コントラスト像の取得
教授 川勝英樹

　TEM内に光励振，光検出の AFMを実現し，非接触モードでフォースカーブの取得を可能とした．また，各種探針
やナイフエッジの相対位置決めを可能とした．

化学コントラストAFM
教授 川勝英樹

　探針と試料間距離の制御方法を見直し，化学コントラストの得られる AFMを実現した．

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

　深海中に棲息する小型のクラゲ類を自動的に認識し採取することができる小型 AUVの研究開発を行っている．耐
圧性能に優れ軽量なセラミクス製円筒耐圧容器をロボット殻として用いるための開発を進めている．また，クラゲ類
の自動認識と測位手法の確立を進めている．そのため，深海の暗闇の中で対象となるクラゲ発見するために，複数カ
メラを用いたステレオビジョンシステムによる対象認識と数種類のカラーシートレーザーを用いた対象までの距離計
測を自動的に行う手法を構築している．

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である．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 2年目の 2012年度は，
プロトタイプの計測システムを実用に足るものとすべく，水槽および実海域での試験調整を行った．
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クメール帝国の空間構造と地方拠点都市遺跡に関する研究
教授 （名城大）溝口明則，教授 （東京外国語大）小川英文，教授 （早稲田大）中川武， 

教授 池内克史，教授 （早稲田大）内田悦生，講師 （早稲田大）下田一太， 
研究員 （（独）国立文化財機構奈良文化財研究所）杉山洋， 

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

溶融シリコンのリンとボロンの同時除去
教授 前田正史

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

半導体へ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

　説明 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．

5.  科学研究費 : 基盤研究（B）

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

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）大山達雄，教授 （政策研究大学院大）岡崎健二， 

教授 （政策研究大学院大）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．

半導体低次元電子系における核スピン偏極の電気的検出
准教授 町田友樹

東日本大震災後の課題に着目した地盤の液状化強度特性に及ぼす諸要因の影響と評価法
准教授 清田隆
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　本研究では地盤の液状化特性について，特に 2011年東日本大震災後に浮き彫りとなった課題を追求する．本地震
による顕著な液状化は非塑性細粒分を大量に含む埋立地盤で生じた．地震動継続時間が非常に長かったことも被害を
拡大させた原因の一つと考えられている．一方自然地盤では，細粒分の多少に依らず液状化した例は限られていた．
この理由として地盤の年代効果が考えられるが，実務に反映できるほど十分な説明は未だなされていない．本研究で
は，現場調査と系統的な室内試験により，震災後の課題である大量の細粒分，年代効果，地震動継続時間が広範な応
力・ひずみ条件下の液状化特性に及ぼす影響を解明し，その定量的な評価方法を提案する．

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

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

　ステンドグラス内挿術による動脈瘤等の血管内治療では，デバイスの移動による瘤の再発が問題となっている．血
管内治療の長期成績の向上のためには，ステント留置後に血流が血管壁とステントに与える力学情報を把握し，それ
に伴って生じるデバイスの変化を予測していくことが重要である．そこで，本研究は血管内治療支援のための in vivo
血流―血管壁の流体構造連成シミュレーション・システムの開発を目的とする．

河川観測レーダによる河川水位予測システムに関する研究
教授 林昌奎

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

　本研究では，生体分子や生体保護物質と結合する水の分子運動を測定し，乾燥や凍結特性との関連をあわせて評価
することで，高品位な生体の常温乾燥や凍結に必要な水分の状態を明らかにすることを目的としている．

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．

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．

突発的地滑りを検知する地盤センシング杭システムの研究
教授 瀬崎薫

　既存の地盤モニタリングの計器は非常に巨大でありコストが高い欠点がある．本研究の目的は，大規模な通信イン
フラ崩壊時にも災害情報を検知・把握可能にするため，道路や山間部の地盤状況の変化を低コストで高精度に分析す
る手法を確立することを目的としている．実際に実験で用いるセンサ杭を作成し無線センサを斜面に検知実験を行っ
た．防災科研の大型降雨実験施設を活用して行い検知し崩落前の加速度の特性の把握に成功した．またエネルギの有
効活用に関する調査研究も開始した．

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
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正孔伝導を示す酸窒化スズ透明導電膜の形成
教授 光田好孝

　酸化物において稀な正孔伝導を実現するためのアプローチの一つとして酸素アニオンの窒素置換による N 2p価電
子帯の導入が挙げられる．しかし窒素添加が試みられた ZnO， TiO2では，低い窒化率とドープ効率や狭バンドギャッ
プ等の根本的問題が解決されていない．本研究に先立ち，① SnO2が窒化促進とバンドギャップの二点で上記酸化物
に対する優位性を持つと考え，②ルチル SnO2において N原子の Oサイト置換が正孔伝導を発現させるとの理論計算
結果を得た．さらに③ガラス上の（001）配向 SnO薄膜の酸化アニールにより（101）配向 SnO2を形成する手法を実
証した．これらの理論的予想と実験結果を背景に，高結晶性の酸窒化スズ薄膜を形成し，Sn/O/N比制御のみにより
電子から正孔に至るキャリアタイプの制御を実証する．

光・磁場・渦運動を用いた新規キラル科学の開拓
教授 石井和之

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

共鳴界面張力波測定法の開発とナノ流体界面の測定
准教授 火原彰秀

ブラフボディ後流の乱流散逸と汚染排出特性
教授 加藤信介

　従来の建物の後流域のみならず，静止空気中を移動する人や乗り物などにより促進する後流域での汚染質の拡散に
着目し，気流環境評価を行う手法を構築することを目的とする．特に，後流域における乱流の生産と散逸の過程に着
目することで定式化を行う．具体的には流れの障害物の後流（建物であればWake流域やストリートキャニオン，室
内であれば移動する人の背後）を検査空間として任意に設定し，検査空間から汚染質が排出されるのに要する時間，
その際の検査空間内での希釈の程度，排出される際の拡散の程度の 3要素を乱流の生産および散逸と空間スケールの
マクロパラメターから評価するものである．

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

人々のモバ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

浚渫埋立て砂質地盤の液状化挙動に及ぼす堆積構造の影響とその改質方法に関する研究
教授 古関潤一，技術職員 （古関研）宮下千花，研究員 （古関研）並河努

　2011年東日本大震災では東北地方から関東地方にかけての広域で多数の液状化が生じた．これらの液状化被害は，
埋立て地盤のなかでも特に浚渫土砂をポンプ輸送して造成した砂質地盤で著しい一方で，自然堆積した砂質地盤での
被害は限定的であった．本年度は，浚渫埋立てにより造成した砂質地盤の特殊な堆積構造に着目し，基礎的な室内試
験を実施した．

指向性を考慮した数値音場再生システムの開発
准教授 坂本慎一

　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．
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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
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生態解明のための高精度長期音響観測システムの開発と展開・運用
特任研究員 （浦研）杉松治美，教授 浦環，特任助教 （浅田研）水野勝紀

　小型歯クジラ類（イルカ）に属するインドの絶滅危惧種であるガンガンジスカワイルカの保護・保全に資する生態
情報を高精度で取得するため，イルカの詳細な音響特性を解明し，環境変化（自然環境および人的要因）適応のため
にかれらが用いるエコーロケーション戦略を明らにして，環境変化がイルカ行動に与える影響の定量的評価システム
を構築する．このために，定点観測システムを核とした広流域でのシステマチックな長期音響観測システムを構築・
展開し，棲息流域の環境情報とイルカ情報から環境変化とイルカの行動変化のダイナミクスを明らかにするとともに，
定点での高精度観測により音響特性の詳細を解明する．提案システムを淡水棲イルカ類の基本観測モデルとして，ア
ジア域に棲息するイルカ観測への応用展開を図り，各観測システムの共通化によるネットワーク化に向けて取り組み，
アジア域の水圏の生物多様性の保護・保全に資する研究を推進している．

路車異種センサー融合による衝突防止システムの統合的研究
准教授 上條俊介

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

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

　本研究では，高伸縮性情報基盤の主要な応用処理であるデータベースを対象に，応用処理と連携した実行時省電力
技法の研究開発を行う．すなわち，応用の知識（処理粒度，索引の有無等），実行時特性（ライブラリィ挙動，入出
力挙動，アクセス局所性等）を用い，応用の性能要求は満たしながら，実行時に省電力可能なデータベースの設計，
評価システム構築を行うことを目的としている．

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

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

サービス水準を考慮した家庭用エネルギー最適需給統合評価
准教授 岩船由美子

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

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
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ランダムネットワーク光デバイスの開発
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

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

アジア農村・山間コミュニティを支援する災害情報伝達システムの設計と技術戦略の提案
特任准教授 川崎昭如，准教授 大原美保

6.  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

　SPring-8において鉄の L3X線吸収端での光電子顕微鏡観察を行い，鉄シリサイド島で価数の異なる 2種類の鉄の
存在を発見した．さらに分光型低速電子顕微鏡により 2次電子の影響の無い低速電子回折パターンの測定に成功した．

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．

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

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

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

　強誘電材料はエネルギーハーベストやMEMS/NEMSセンサなど幅広い応用が期待されている．その特性劣化メカ
ニズムについて原子レベルの欠陥の影響などの詳細を明らかにすることにより，より優れた材料の設計指針を与える
ことが出来る．そこで，原子モデリングを用いたシミュレーションによりそのメカニズムを明かにすることを目的と
している．原子間ポテンシャルの作成を半自動的に行いつつ解析を進める計算手法の開発により，ドメイン壁移動に
対する不純物の影響についてのアプローチを行っている．また，原子レベル構造不安定の厳密な評価法を用いて，不
安定現象発現の本質的なメカニズムに迫る．

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
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を行い，アシスト（ドレス作業）を必要としないスパイラル形状を有するドレスレス工具を開発する．

マイクロ流体デバイスを用いたバイオフィルムモデルの作成とバイオレメディエーション
特任講師 松永行子，教授 （宇都宮大）加藤紀弘

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

二元機構で特性制御可能な有機固体発光材料の創成
助教 （荒木研）務台俊樹

二層凝集現象を用いた自己組織化ナノ構造薄膜の作製とその応用
助教 （光田研）神子公男

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

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

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

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

ネットワークとマルチエージェントシステムを用いた街路構造と歩行者流動に関する研究
教授 藤井明，教授 （立命館大）及川清昭，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．グラフ理論は抽象化により高い一般性を
持つが，これを現実の事象に適用しようとすると，重要な情報が多く欠落することによって，実効的な成果が得られ
ない場合が多い．本研究は，グラフのノードやエッジにさまざまな属性を付与することによって，現実的な状況によ
り即したネットワークベースのシミュレーションモデルを構築するものである．モデルの有効性は，都市・建築のさ
まざまな事象に適用して検証していく．

建物改修におけるファサード・レトロフィットの方法論的研究
准教授 今井公太郎

衛星および地理情報データを用いた流域窒素循環評価システムの開発
准教授 沖一雄

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

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
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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．最終年度となる 2012年度は，前年度に行った水槽実験のデータを基にして，噴出温水
のイメージング手法の開発を実施した．

7.  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

固体内液相マイグレーションを用いたシリコンの革新的高純度化
准教授 吉川健

降雨に先立つ干ばつの影響を考慮した斜面崩壊予測モデルの構築
准教授 清田隆

　世界中で多発している「干ばつと豪雨」は，気候変動が原因であるとも言われ，その被害は年々深刻になっている．
豪雨に伴う洪水被害は山間部の斜面崩壊や河川堤防の崩壊によって拡大する．現状では，「干ばつ」と「豪雨」によ
る被害と対策については別々に議論される傾向にあり，特に後者は降雨強度のみが注目されてきた．しかし，世界に
広く分布し，自然斜面や河川堤防の材料にもなる堆積岩は，乾燥と湿潤の繰返しを受けて風化が促進されるため，降
雨による地盤災害についてはそれに先立つ干ばつの影響を受ける可能性が考えられる．本研究では，原位置試料を用
いた実験・現場調査，および被災事例・降雨データの分析により，干ばつと降雨の繰り返しに起因する斜面崩壊メカ
ニズムを解明し，災害予測モデル構築の基礎資料を得ることを目的とする．

加熱併用型超音波マイクロ・インクリメンタル・フォーミングによる難加工材の微細造形
教授 帯川利之

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

ドップラーシフトの位相特性を利用した船舶レーダの海面ノイズ除去に関する研究
教授 林昌奎

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

　魚卵は哺乳類のように，分化機能を維持した長期高品位凍結保存が実現していない．その主要因として，魚卵の最
外層の絨毛膜の物質透過性が低く，保護物質の導入や脱水が十分に行えないことが挙げられる．本研究では，電気力
を応用した可動部のない穿刺により最外層内への物質導入を簡便に行う手法の開発を目指している．

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

　本研究では，均一な大きさをもつ数μm～十数μmの単層リポソームを，流動場を利用して高効率に生成する手法
の開発を目指している．

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

　高齢者の運転能力を判断するドライビングシミュレータの現実感を，音声負荷がある状態で運転した時と，しなかっ
た時の運転挙動の差から議論する．実車および，DS実験を通じて，現実感を評価する．
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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

　指関節のリハビリ装具を想定し，その自動的駆動を行うための人工筋肉を，熱エネルギーによって収縮力を発生す
る SMAワイヤで構築することを試みている．その際，単なるワイヤでは無く，その適切な幾何形状を FEM解析に
基づいて検討し，実際に試作することで，他のアクチュエータ材料には無い高伸縮性と適度な発生力を有した，軽量
かつ静穏な人工筋肉の構築を目指している．

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 10μ m程度の凹凸を転写してから厚み 10μ mの潤滑膜を付与した“積極的になじ
ませる”摺動面である．

細粒度気象予測に基づいた地域別空調制御・通信システム
教授 瀬崎薫

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

画像の生成と理解のための実世界光源のモデリング
特任准教授 岡部孝弘，教授 佐藤洋一

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

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

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

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

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，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広

　本研究では，微細パターニング技術等を利用した高度な移植デバイスの invitroにおける構築と，移植後の in vivo
の再生能力の両者をフルに融合活用することで，血液側と胆管側に分かれた生体肝組織での輸送代謝を再現可能な肝
組織を構築することを目的とする．生体外では，肝実質細胞と血管内皮細胞からなるコンパートメントと，胆汁回収
リザーバーと胆管上皮細胞からなるコンパートメントを個別に構築し，これらを重ね合わせて移植デバイスを作成す
る．この前駆組織の実質細胞側を疾患モデル動物の腸間膜血管茎上に移植し，ネットワーク状に配した胆管を介して
リザーバーへと回収することを目標とする．本研究は，胆汁排泄機能をも保持した埋め込み型人工肝開発の足がかり
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となる．

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

免疫性核酸複合体の同定
特任助教 （谷口研）根岸英雄

家庭用コジェネレーション活用の常圧吸着冷凍サイクル付デシカント空調システム
教授 加藤信介

　本研究は，吸着剤の塗布された水空気熱交換器を燃料電池の廃熱や太陽熱などを熱源としてバッチ式で駆動する家
庭用小型デシカント外調システムにおいて，得られた常圧の乾燥空気中で水噴霧により冷水を作成し，冷温水による
放射冷暖房とデシカント外調により空調換気する家庭用システムの原型を開発する．低温排熱の輸送コストが大きい
ためコジェネレーションは熱需要家庭で行うことが合理的である．燃料に乾留を主とするバイオマスガスを既存のガ
ス導管で家庭に導き固体酸化物型燃料電池によるコジェネレーションを家庭で行う際の熱の合理的利用を検討する．

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

地震前後の衛星画像による広域液状化発生範囲の早期把握手法の開発
教授 古関潤一，教授 沢田治雄，技術職員 （古関研）宮下千花

　地震前後に撮影した高解像度・マルチバンドの衛星画像を用いて，液状化により噴砂・噴水が発生した箇所とその
範囲を精度良く判別する手法を開発することを目的として，利根川流域で撮影した GeoEyeおよび RapidEyeによる
衛星画像を対象に基礎的な検討を実施した．

床版耐疲労性と温度応力低減における膨張材－軽量骨材併用効果の検証とその戦略的活用
教授 岸利治

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

マイクロプレートを用いた均一径リポソームによる膜タンパク解析用ペアリングデバイス
協力研究員 （竹内（昌）研）栗林香織

海底でのエネルギー確保のための熱水発電の研究開発
教授 浦環

　深海のオアシスとも呼ばれる深海熱水地帯は，海底火山活動や海底鉱床生成など地球誕生のダイナミクスを紐解く
鍵であり，高温・高圧の特異な化学環境には固有な生態系が存在する．本研究においては，未知なる熱水地帯の生態
系とその環境を広域にわたり長時間観測することを目的として，自律型水中ロボット（AUV: Autonomous Underwater 
Vehicle）と海底観測ステーションを用いた熱水地帯の長時間・広域自動観測システムを構築する．海底ステーション
の動力源には熱水環境を有効利用，熱水と海水の温度差に着目したユニークな熱水発電装置を研究開発，AUVをス
テーションにドッキングさせて充電する技術を開発して，熱水活動と生態系の変化の様相を長時間にわたり広域観測
して明らかにして，生態系と地球環境変動への科学的知見を得る．

高周波振動掘削機構に関する研究
特任教授 高川真一
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ナノ加工によるSi 熱電変換性能の探究
准教授 野村政宏

新規二次電池の開発にむけた過酸化物の研究
特任助教 （前田研）佐々木秀顕

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

8.  科学研究費 : 若手研究（A）

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

トンネル電流誘起によるテラヘルツ波の発光・検出・分光
講師 梶原優介

　我々のグループでは最近，超高感度の THz近接場顕微鏡を開発し，常温物質のミクロな熱揺らぎに伴う極微弱
THz波（波長 : 12～16 ミクロン）を，nmスケールの超高分解能で検出することに成功した．ただしこの手法は，信
号源を熱輻射に頼る点が物質研究展開への 1つの制約となっている．そこで本研究では，THz波発生のエネルギー源
として STMによってトンネル電流を注入することで，物質研究展開へ向けて大きな飛躍を図る．具体的には，THz
近接場顕微鏡に STMと分光機能を付加し，THz波の「発光・検出・分光」を通して物質・生体系の微視的現象に迫
る新計測手法を構築する．

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
特任准教授 岡部孝弘

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

時間分解能EELS法の開発と先進材料設計
准教授 溝口照康

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

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

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

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

自律型海中ロボットと海底ステーションによる海底 4次元マッピングシステム
准教授 巻俊宏
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成長界面リアルタイム観察によるシリコンカーバイドの溶液成長ダイナミクスの解明
准教授 吉川健

　次世代省エネパワーデバイスの基盤材料である SiC結晶には，低転位密度と低積層欠陥であることが要求される．
成長結晶中への転位や積層欠陥の導入は，成長界面でバンチングしたステップの平坦性と，ステップ間の干渉に強く
影響を受けると考えられるため，界面性状の把握は不可欠である．そこで本研究では，新規に考案した成長結晶背面
からの観察手法により 1300～1600℃の成長中の界面を直視して成長界面形態を把握するとともに，界面形状をリア
ルタイム計測することで，界面でのミクロンレベルでの SiCの結晶成長機構を明らかにするとともに，転位や積層欠
陥の導入要素を決定することを目的とする．

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

　単一の InAs量子ドットを用いた単一電子トランジスタ素子を作製し，そのテラヘルツ電磁波を用いた伝導特性の
制御に関する研究をおこなった．同時に，量子ドットの位置と形状の制御に関する研究もおこない，素子作製の歩留
まりの向上と伝導特性の制御に成功した．

9.  科学研究費 : 若手研究（B）

温度勾配下におけるソフトマターの高次構造形成
特任助教 （田中（肇）研）栗田玲

　製造過程や自然界における相分離による高次構造形成は，ほとんどの場合不均一な温度場下で起こる．しかし，こ
れまでの研究は，ほとんどの場合空間的に温度が均一の条件下で行われ，特に温度変化や外場に敏感に反応するソフ
トマターの温度勾配下における実験例はほとんどない．そこで，ソフトマターの温度勾配下における高次構造形成に
ついて実験を行い，その形成メカニズムを明確にすることを目指す．

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

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

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．

鉄薄膜における表面・界面磁気異方性の解明
技術専門職員 （福谷研）河内泰三

　磁性体薄膜の磁化は，表面・界面での結晶対称性の破れに基づく磁気異方性によって支配される．本研究の目的は，
酸化物基板に成長させた Fe超薄膜の磁気異方性を，核共鳴散乱を用いて解明することである．本年度は，MgO基板
に Fe同位体積層膜を作製し，界面および膜中での磁気異方性を実験的に測定した．

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

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

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

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，シニア協力員 （北澤研）水上洋一，大学院学生 （北澤研）村田文太郎

　定置漁業における揚網作業を自動化するために，可撓性ホースネットを箱網の底部に配し，給気によって揚網する
システムの開発を行う．水槽模型実験によって，可撓性ホースネット浮上時の流体力や挙動を計測するとともに，簡
易的な数値解析モデルを構築し，実験結果を用いて検証した．また，可撓性ホースネット間の最大張力を予測した．

高速度カメラを用いたスカイツリーでの上向き雷の観測
技術専門職員 （石井（勝）研）齋藤幹久

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

ゲート酸化膜破壊の発生位置情報を利用した多値電子ヒューズの開発
助教 （桜井研）更田裕司

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．

動物の行動文法の定量化とその構造特性の解明
民間等共同研究員 （合原研）笹原和俊

　近年，動物の行動を計算能力という軸で比較するという視点が生まれ，動物行動の構造理解が重要になってきた．
本研究では，動物の「行動文法」（行動の規則）の構造特性を 4種類の動物を対象として比較分析し，複雑な行動を
生み出す計算能力の特徴を定量的に明らかにする．さらに，新たに提案する手法も含めて行動文法の有効な解析手法
を標準化し，動物の行動文法のデータベースを構築する．

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

複雑ネットワークの動的頑健性に関する数理的研究
特任准教授 田中剛平

　本研究では，生体，通信，電力等のネットワークシステムの故障耐性を動力学の観点から明らかにするため，複雑
ネットワークの動的頑健性に関する数理的研究を行う．多くのシステムにおいてネットワーク機能は構成要素のダイ
ナミクスに依存するので，局所的な故障に対するネットワークダイナミクスの変化に着目して，ネットワーク構造等
の性質がネットワーク頑健性に与える影響を明らかにする．さらに，実際のネットワークシステムについて，実デー
タを用いて動的頑健性を調べ，頑健なネットワーク設計および効率的なネットワーク機能回復の手法を提案する．

高温耐磨耗性を示す窒素終端不動態化ダイヤモンド表面の創成
助教 （光田研）野瀬健二

　熱平衡 /非平衡の両条件下でのダイヤモンド表面の終端の制御，及び，表面近傍の格子歪みの定量法を明らかにす
る．

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
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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

ボトムアップ的手法による細胞集積型バイオマイクロデバイスの構築
特任助教 （酒井（康）研）小島伸彦

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

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

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

　豊浦砂の定体積繰返しねじり試験と一次元再圧密試験の組み合わせを同一の供試体に対して複数回実施することに
より，液状化履歴を受けた場合の地盤の特性の変化を明らかにした．

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

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

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 Mehmet

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

　水中視覚化ソーナーでも識別可能な物標データの取得が難しい，劣悪な信号環境下において，ソーナー画像に対す
る画質向上処理・追尾処理・画像解析 /識別処理の各処理の入力・出力間で相補的な学習により高い対象物発見，識
別性能を持つ自動画像処理アルゴリズムを実現させ，その結果としてのソフトウェアを開発する．このアルゴリズム
では，画像検出処理とその結果を用いる画像追尾処理との間で画像検出時のエラーや，発見対象の急激な運動方向の
変化による補足追尾失敗などの原因を明確にし，適切な補正を行う一方，画像識別処理では教師あり・なしの機械学
習による画像識別結果を元に，画像識別上のミスマッチ領域を補完するフィードバック処理や画像追尾処理において
推定・予測性能を向上させる適応フィルタを開発する．その結果，劣悪な信号・画像環境下でも常に高い画像識別率
を維持し，ソーナー画像から様々な目標を識別させる事を可能にする．
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スケジューリングと計算リソース量を柔軟に制御できる投機計算を考慮した分散計算環境
助教 （喜連川研）横山大作

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

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

　超大規模な時系列ネットワークデータに対するマイニングが可能になってきており，大規模ネットワークの可視化，
時系列ネットワークの可視化，ネットワーク可視化を利用したインタラクティブな情報探索技術を統一して扱える環
境が求められている．本研究では，大規模時系列ネットワークに対する汎用的 3次元可視化基盤技術を実現し，同時
に，可読性向上技術，グラフレイアウト高速化技術，およびインタラクティブな情報探索技術を確立することを目的
とする．3次元空間を利用することにより，時系列変化（ネットワーク構造変化＋値変化＋情報の流れ）を大規模ネッ
トワーク上に同時に可視化可能にする点を大きな特色とする．

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

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

溶融塩電解法を利用するイリジウムの革新的高速リサイクルプロセスの開発
特任助教 （岡部（徹）研）野瀬勝弘

　イリジウム（Ir）は年間 5トン程度しか産出されない極めて希少性の高いレアメタルであり，常に供給不足や価格
高騰の危険性を抱えている．現在の Irリサイクルプロセスは多大なエネルギーと長時間のプロセスが必要であり，
有害な廃液の処理など技術的な課題が多い．本研究では，世界的にも例のない Irの革新的な高速溶解リサイクルプ
ロセスの開発を目的として，溶融塩中での Irのアノード溶解挙動の基礎的研究から，溶融塩電解を利用した環境調
和型の Irの高速溶解リサイクルプロセスの実用可能性を探る．

孤立地域対応データベースの構築と孤立自治体対応マニュアル作成必要項目の抽出
特任研究員 （目黒研）近藤伸也

持続可能な災害対応危機管理システムの開発
助教 （目黒研）沼田宗純

10.  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
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．

統計力学の手法を利用した経済学理論の構築
協力研究員 （羽田野研）紺野友彦

　本研究の目的はネットワークと統計力学の手法を利用して，経済学の新しいモデルを作ることにある．具体的には
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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．

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

弾性変形を考慮した折紙モデルに基づく新しい展開構造の開発
助教 （岡部（洋）研）斉藤一哉

　折紙の折りたたみ・立体化過程を弾性力学的観点から解析することでそのメカニズムを明らかにし，それらを応用
して将来の大型宇宙構造を実現するために必要不可欠な，高効率かつ高精度な構造展開技術を開発する．ミウラ折り
に代表されるように，これまで様々な折紙のパターンが展開構造のデザインに応用されてきたが，従来の折紙構造は
ヒンジで繋がれた各面が，変形しないという「剛体折り」の仮定の基でデザインされている．しかしながら実際の構
造においては，各面は弾性変形を伴いながら展開・収納を行っている．本研究ではこれら剛体折り条件を満足しない
一般的な折紙構造に着目し，折りたたみ過程における部材の弾性変形を考慮した新しいモデル（弾性折紙）を提案す
るとともに，これらの変形を積極的に利用し，形状記憶合金などのアクチュエーターと組み合わせることで，構造全
体を可変させる新しい展開構造の開発を目指す．

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

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

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

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

模型流路による微細多孔質材料の物質移動機構の解明とコンクリート劣化予測への応用
助教 （岸研）酒井雄也

11.  特別研究員奨励費（DC）

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

　コロイド分散系はコロイド粒子と周囲の溶媒とが動的に結合した系であるが，特に異方的な粒子，あるいは球形粒
子が凝集して形成される異方的な構造における流体力学的相互作用に関しては不明な点が多い．具体的には，常磁性
コロイド分散系が磁場下で作る棒状凝集構造に関して流体効果を取り入れた数値シミュレーション法（FPD法）を
行い，その挙動について研究を行っている．

微小液滴を用いた複雑立体構造形成
大学院学生 （酒井（啓）研）石綿友樹
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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

多体エンタングルメントの定量化
大学院学生 （羽田野研）田島裕康

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

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

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

時間領域マイクロ波散乱シミュレーションによるSAR画像生成と海面観測への応用
大学院学生 （林研）吉田毅郎

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なわれており近年大きな成果を上げている．本
研究では，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．

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，複数の室温動作単電子トランジ
スタを同じチップ上に集積した CMOS回路で成業することに成功した．

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

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

転写因子 IRF5 の機能に関する研究
大学院学生 （谷口研）西村啓士郎

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

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

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

　市街地における有害危険物質拡散への早期対応に必要な情報を数値解析的に抽出する手法を開発し，都市の風環境
評価手法に資する解析システムとすることを目標とする．突発的な事故のケースでは物質は点原で発生することが一
般的で，その際のとりうる濃度の値は市街地で時々刻々大きく変動する．本研究ではこの濃度変動の情報を限られた
時間の中で効率的に予測するための解析手法の創出可能性について検討を行う．

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を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ない，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．

コジェネレーション排熱利用する顕熱・潜熱分離デシカント空調システムの開発及び性能評価
大学院学生 （加藤（信）研）朴炳龍

　建物の省エネルギー性の向上，快適な室内環境の確保を目標とし，顕熱・潜熱分離空調システム（デシカント空調）
を土台とした新たな空調システムの開発を研究テーマとしている．低温排熱などの自然エネルギーで駆動するバッチ
式デシカント空調システムを提案する．ヒートポンプの冷媒温度より高い範囲の温度で（温水 40～90ºC）吸着剤を
直接に加熱することによって加熱脱着性能の向上を試みている．また，冷水は冷却塔からの冷水を用いて冷却吸着を
試みている．

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

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
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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．

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

　市街地の高密度化に起因する悪化した風環境のため熱は都市に停滞し，居住者の快適性や安全性が著しく損なわれ
ることが問題視されはじめており，熱の排出について何らかの方策を検討する必要がある．本研究では，指標算出式
の基本形を決め各項の重み係数を調節する指標改善フローを提案する．また，指標改善フローと評価フローを統合し
た評価ツールを BIM（Building Information Model）へ組み込んだ建物最適配置手法を開発し，建物設計段階で良い風環
境を担保する配置や形態を決定するのに有効な設計フローを作成する．

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

単一分子トランジスタにおける伝導ダイナミクスと高機能デバイスへの展開
大学院学生 （平川研）坂田修一

12.  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．

樹状細胞成熟過程におけるアポトーシスやオルガネラ形態変化の役割
日本学術振興会特別研究員 （谷口研）新奈緒子

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

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
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13.  特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

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

　本研究では，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．

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

　東北の太平洋側の沿岸では，原子力事故に伴う放射性物質の拡散とその魚類への影響が懸念されている．そこで，
釜石湾をモデル海域として，水質，底質等の現地調査を実施するとともに，放射性物質の拡散予測とその魚類への蓄
積予測を行うために，流れ場・生態系結合数値モデル（MECモデル）と高次生態系モデル（ECOPATHモデル）と
を結合したモデルを開発する．

インドのオフィスビルにおける熱的快適性に関する研究
教授 大岡龍三，日本学術振興会外国人特別研究員 （大岡研）INDRAGANTI， M．

　インドでは，建築部門のエネルギー消費量はエネルギー消費量全体の 47%を占めており，これはアジア太平洋の
国々の間で，最も高い．さらに，インドは，中国とともに最も高い CO2減少の可能性を有している．したがって，
インドの建築部門において省エネルギー型のシステムを採用することは非常に重要である．建築におけるエネルギー
消費量は，熱環境制御に利用させるものが非常に多いが，インドにおいて熱環境に対する快適性の研究，特に快適温
度の研究はわずかしかない．本研究では，インドにおける建築の温熱環境のデータベースの構築を行い，熱的快適性
の基準を作成するのに役立てることができる．

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

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

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．

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

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

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

テラヘルツ量子カスケードレーザの物理と高性能化に関する研究
教授 平川一彦，日本学術振興会外国人特別研究員 （平川研）LI， H．

　量子カスケードレーザの層構造の最適化を行うとともに，レーザ発振を阻害する高電界ドメインの発生について検
討を行っている．特に，レーザー発振時の内部光電場の効果を模擬するために，外部からテラヘルツレーザの照射下
での電子伝導について測定を行い，光電場により高電界ドメインの振る舞いがどう変わるかについて検討を行った．

B.  民間等との共同研究

1.  民間等との共同研究

レオロジー分野における新規計測法の研究開発
教授 酒井啓司

インクジェットに関する計測技術の研究
教授 酒井啓司

インク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

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

水素顕微鏡によるPt-Ti-O 構造水素センサ評価
教授 福谷克之，大学院学生 （福谷研）武安光太郎

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

核反応法を用いた絶縁膜中水素濃度プロファイルの高精度分析技術
教授 福谷克之，助教 （福谷研）松本益明

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

シリコン（111）基板上の鉄シリサイドの形成制御に関する研究
助教 （岡野研）松本益明

高圧水素容器用CFRP材料の強度評価に関する研究
教授 吉川暢宏

炭素繊維強化複合材のメゾスケール損傷評価法に関する研究
教授 吉川暢宏

弾性地盤に埋設されたパイプの座屈挙動評価法に関する研究
教授 吉川暢宏
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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

超高圧水素容器の強度評価に関する研究
教授 吉川暢宏

Development of High Speed Machining Technologies of Difficult-to-Machine Materials  for Next 
Generation Aircraft

教授 帯川利之，特任研究員 （帯川研）林遵， The Boeing Company Pence， Stanley J．，  
三菱重工業（株）航空宇宙事業本部 河野亨， 川崎重工業（株） 田村純一，  

富士重工業（株） 高橋秀治

　次世代航空機用の難削材の高速切削加工技術を開発する．

CFRP Simulation， Aluminum-Lithium and Titanium Fabrication Research Study
教授 帯川利之，特任研究員 （帯川研）林遵， The Boeing Company Pence， Stanley J．，  

三菱重工業（株）航空宇宙事業本部 河野亨， 川崎重工業（株） 田村純一，  
富士重工業（株） 高橋秀治

　航空機用の炭素繊維複合材，アルミリチウム合金，チタン合金の革新的加工技術の研究を実施する．

損傷力学に基づく鋳鉄材のクリープ疲労寿命予測に関する研究
教授 都井裕

　連続体損傷力学の概念に基づき，ねずみ鋳鉄のクリープ疲労挙動に対する構成方程式の定式化を行う．材料試験結
果から同定された構成式を有限要素コード ABAQUSに導入し，ディーゼルエンジン・シリンダヘッド部のクリープ
疲労寿命解析を実施した．解析結果を実験結果と比較することにより，提案した解析手法の有用性について検討した．

パルプ射出成形現象の実験解析
教授 横井秀俊，技術専門職員 （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，これまでに開発した可視化技術をパルプ射出成形に適用して解析を進めた．具体的に
は，単純シボパターンにおけるシボ深さの影響を流動挙動との相関をもとに検討した．また，インサート成形におけ
る多様な被覆材によるインサート成形品の評価を行うとともに，可視化観察による成形品内部状態との相関を調査し
た．これらの結果をもとに具体的指針を示した．

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

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

自己熱再生技術適用によるガスの吸着分離プロセス最適化
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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フューセルバッテリーの研究
教授 堤敦司

自己熱再生を用いた熱循環濃縮・脱水システムの研究開発
教授 堤敦司

マグナス風車による回転体風洞試験技術の評価
教授 加藤千幸

境界層内非定常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（2）
教授 加藤千幸

鉄道車両の車輪・レール接触モデルに関する研究
教授 須田義大

　ライトレールをはじめとする鉄道車両の曲線通過，分岐器通過を主な対象とした車輪・レール接触モデルを構築し，
シミュレーションによりその挙動の特性を解析した．

乗降位置可変型次世代ホーム柵の研究開発
教授 須田義大

　都市鉄道の駅における安全性を飛躍的に向上させるホームドア（ホーム柵）の設置が求められているが，車両のド
ア数やドア配置，車両長が異なる列車が運行されていると，従来の方式では設置が不可能であった．そのため，乗降
位置可変型の次世代ホーム柵を研究開発し，その適用性について評価した．

タイヤの特性に関する研究
教授 須田義大

　超小型モビリティ車両の安定性の向上などの自動車の走行特性の大幅な向上をねらった新たなシャーシーの制御を
検討している．そのためのタイヤの特性を構築し，具体的な制御の効果評価を行った．

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

　自動車の走行基本性能と人間の感覚について，実験的，理論的な検討を行っている．本年度は最終年度として，タ
イヤにおける動特性の計測と，ドライビングシミュレータを用いた評価についての取りまとめを行った．

鉄道車両の車輪・レール I/F に関する研究
教授 須田義大

　車輪とレールの接触特性は，曲線旋回性能と走行安定性に大きな影響を与える．車輪の踏面形状とレールの頭頂面
形状の組み合わせに注目して接触特性に与えるパラメータを抽出し，その影響の評価を行った．

ライトレール車両の車輪とレールの粘着に関する研究
教授 須田義大

　ライトレールのような軽輪重車両の特性を精度よく解析するため，車輪とレールの粘着特性に注目して，1両にお
ける各車輪の特性を現すモデルを構築し，車両運動特性の評価を行った．

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

　低速急曲線通過時には，様々な要因により乗り上がり脱線が発生するため，その対策が求められている．本研究で
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は，台車に取り付けたセンサーによって脱線予兆を検知する手法を構築しており，本年度は，検知の高速化を実現す
るアルゴリズムを構築した．

ドライビングシミュレータのモーションアルゴリズムに関する研究
教授 須田義大

　自動車の操縦を模擬するドライビングシミュレータは，実験の安全性や再現性の観点から有益なツールである．車
両の運動特性の評価をより高精度で実施できる新たなモーションアルゴリズムについて，基礎的な評価実験を行った．

脳機能NIRS を活用した交通安全対策の評価手法の研究
教授 須田義大

　高速道路における自動車の安全走行対策の有効性などの評価を実施している．本年度は，ドライビングシミュレー
タを用いた走行実験を実施し，ドライバーの脳機能を NIRSを活用した計測手法の妥当性について検討した．

鉄道における車両走行状態監視
教授 須田義大

　鉄道における車両の故障や異常を監視する新たな手法を検討している．本年度は，提案した評価手法の妥当性につ
いて，実測データを基にした解析とシミュレーションと合わせて評価を行った．

車載用次世代フライホイールバッテリの研究
教授 須田義大

　小型の PMV車両に適用できるフライホイール装置について検討している．今年度は，適用性について具体的な複
数案について基礎的な検討を行い，適用性の評価を実施した．

非接触給電ステーションを情報拠点とした IT 融合交通管理システムの構築
教授 須田義大，教授 池内克史，教授 大口敬，准教授 牧野浩志，准教授 中野公彦，准教授 大石岳史， 

特任助教 （須田研）山邉茂之，特任助教 （池内研）小野晋太郎

　ITSクラウドサーバで給電ステーション間を結び，相互間情報の実用性の確認を行う．ドライビングシミュレータ，
交通シミュレーションシステムによる交通評価シミュレータを構築し，給電ステーションの情報，車両情報を基に高
度交通システムに必要なシミュレーション評価を行う．

材質予測モデルと制御の研究
教授 柳本潤

　高温・高速変形時における合金鋼金属組織のモデル化．

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

　モーターコアの最適打抜き技術を研究する．

高導電性を有するCNT・アルミニウム複合材料の創成
教授 柳本潤

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

高強度アルミニウム合金の半溶融押出に関する研究
教授 柳本潤

　高強度アルミニウム合金の押出荷重低減，速度向上を目的として半溶融押出法の技術開発を行う．

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

CW6_A6247D61.indd   144 2013/09/18   11:22:38



1．研究課題とその概要

145

流体集束プロペラによるマイクロ水力発電システムの開発
教授 林昌奎

医療および医学教育分野へのSLS技術の応用
教授 新野俊樹

新型リチウムイオン電池に関する基礎研究
特任教授 堀江英明

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

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

　再生医療に応用できる細胞分離法の開発．

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おける高速度ビデオカメラ・電界波形計測装置によるスカイツリー雷観測およ
びその特性解析

教授 石井勝

複合現実感の研究開発
教授 池内克史

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

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．

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．

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
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実現を図る．

漫画を利用した時間的に非同期な感動を同期するための研究
教授 瀬崎薫

カーライフにおける移動支援サービスの研究
教授 瀬崎薫，助教 （瀬崎研）岩井将行

　ドライバの負荷を軽減するため，乗車前後および運転中のドライバの行動に基づき，ドライバの運転・移動を支援
する行動支援サービスを考案し，サービスを実現するための手法の検討・試作を行い，有効性を検証する．

車載カメラ映像からの運転しやすさの定量評価技術の研究開発
教授 佐藤洋一

環境適応型で実用的な人物照合システム
教授 佐藤洋一

代理人再暗号化のモデルと一般的構成法に関する研究
准教授 松浦幹太

　代理人再暗号化のモデルを再検討し，関数型暗号などの一般的な暗号に適用可能な方式の構成を行う．

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

　本研究開発は，最適な時空間再構成と高精度な予測技術および最適制御技術によって高効率な風力発電を実現する
特許をシーズとし，この特許における重要な技術の一つである風況予測技術に関して，特に風車の制御等に適した，
時間スケールが数秒から数分のリアルタイム予測について実用化に向けたリアルタイム予測システムの試作を行うこ
とを目的とする．

意図理解のためのオンライン知識獲得
特任准教授 牧野貴樹

DLC膜作製プロセスの最適化
教授 光田好孝

　界面制御技術を元に，機械部品応用に向けた DLC薄膜作製プロセスを最適化する．

非晶質材料の構造解析に関する研究
教授 井上博之

無容器浮遊法を用いたガラスの作製技術およびガラス
教授 井上博之

セシウム吸収材を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井和之

Schiff 塩基金属錯体を用いた蓄熱材の開発
准教授 北條博彦

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
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ナノ空間内濃縮とエネルギー印加の時間分割による低濃度窒素酸化物の高効率分解
准教授 小倉賢

第一原理計算によるリチウムイオン電池材料の解析
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

サッシ，カーテンウォールにおける定風量型換気装置に関する研究
教授 加藤信介

　カーテンウォールの無目材に組み込まれた定風量型換気装置から風圧変化に応じて円滑に外気導入することを想定
し，最適なフィン形状と機構を把握検討すること，ならびにその制御技術の確立を本研究の目的とする．

Heating， Ventilating， and Air-Conditioning Technology: Feasibility study with Prof．Shinsuke 
Kato

教授 加藤信介

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

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．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，および車室内 VOCs予測のための基礎実験データ収集と車室内 VOC放散濃度予測に関する数値解析．

コ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の適用性評価に関する研究
教授 加藤信介

　低温熱（コジェネレーション廃熱および太陽熱を利用）を利用するバッチ式デシカントシステムの開発を目標とし，
実験により実際システムの加熱加湿・冷却除湿性能データを取得するほか，実測値に基づいた数値解析モデルを構築
し，システムの適用性と有効性を検討する．

住宅の環境・エネルギー総合シミュレーション手法に関する研究
教授 加藤信介

　住宅のエネルギーシステムのシステムシミュレーションと居室の温熱環境シミュレーションを連携して解析する手
法を開発する．

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

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

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

教授 野城智也

中国における日系企業の環境技術の適用可能性に関する研究
教授 野城智也

既成街区を対象とした，自立分散型電源を含むスマートエネルギーネットワーク設置の工構法に関
する研究

教授 野城智也

次世代社会基盤情報に関する研究開発
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

レーザ技術利用手法の研究
教授 柴崎亮介

GIS と衛星測位共通分野のアジアオセアニア地域における衛星測位利用と地理空間情報活用推進に
関するニーヅの具体的調査と我が国の海外貢献施策としての共同プロジェクト内

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

ユーザ動態推定技術に関する研究
教授 柴崎亮介

三次元空間情報技術基盤に関する研究
教授 柴崎亮介

情報銀行に関する共同研究
教授 柴崎亮介

都市交通マネジメントシステムの研究
教授 柴崎亮介

展開構造を応用したシステムの開発
教授 川口健一

室内地盤材料試験の高度化に関する研究
教授 古関潤一

　地盤材料を対象に著しく大きなひずみレベルまでのせん断試験を行うことができる繰返しリング単純せん断試験装
置の改良に昨年度に引き続いて取り組み，側面での摩擦力を計測するための荷重計の追加等を行った．
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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昨年度に引
き続いて実施した．

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）技術に関する調査研究（平成 24年度）
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
ステムを開発のための要件を調査する．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．

フリーソフトOpenFOAMによる都市熱環境シミュレーションの実用性評価に関する研究
教授 大岡龍三

　フリーソフト OpenFOAMを都市熱環境の解析に適用するに際し，ロバスト性，メッシュ依存性，乱流モデルを含
む総合的な精度評価など，実用性の面から評価する．

ゼロ・エネルギー・ビルの欧州動向に関する調査
教授 大岡龍三

　本研究では，nearlyZEBの定義において先行している欧州動向を調査し，日本の条件にあった nearlyZEBの定義を
模索することを目的とする．特に本研究では，欧州における nearlyZEBの定義の取りまとめを行っているエストニア
Tallin University of Technologyの Jarek Kurnitski教授を招聘し，最新の欧州動向についてヒアリング並びにディスカッ
ションを行う．欧州では多様な国々からなるため，日本の特有の nearlyZEBの定義を模索する上で多くの示唆を与え
るものと期待する．

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

　未利用熱に対応するアルミニウム合金熱交換器の開発とヒートポンプシステムの高効率化とコスト削減を目的とす
る．

コンクリートのひび割れ自己治癒材料に関する研究
教授 岸利治

木材循環利用によるECOサイトハウスの技術開発
教授 腰原幹雄

インテリアとエクステリアを心地よくつなぐミッドテリア空間の研究
准教授 今井公太郎

　住環境向上に寄与する新たなミッドテリア空間を開発し，市場に普及させる．今までにない新しいミッドテリア空
間を創造し，具体的なモデルのイメージ図を作成する．

切取区間への騒音低減対策に関する模型実験及び解析
准教授 坂本慎一

　新幹線鉄道の切取区間における新幹線走行騒音の低減手法を縮尺模型実験および波動数値解析によって検討する．

次世代駐車場を拠点としたスマートシティ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
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プローブ型デバイス向け超精密位置決めステージ接合部製造プロセスの基礎研究
教授 藤田博之

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田博之

次世代MEMSセンシング＆分析技術を用いたサイバーフィジカルシステム開発に関する基礎研究
教授 藤田博之

プローブ型デバイスの高信頼性に向けたナノ領域摺動接触のトレードオフモデルに関する基礎研究
教授 川勝英樹

電気浸透流ポンプの製造方法に関する研究
教授 藤井輝夫

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

ラボ・オン・チップ型QISH自動反応装置の開発
教授 藤井輝夫

RF-MEMSの研究
教授 年吉洋

光スキャナの開発
教授 年吉洋

光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉洋

微少液滴塗布システムによる微細配線パターニングの開発
准教授 金範埈

　（株）アプライド・マイクロシステムが開発した「微少液滴塗布システム」において，マイクロ・ナノスケールの
微細配線パターニングを実現するため，基板の表面エネルギーとパターニング材料の影響との最適化を図る．

MEMSを用いたバイオチップに関する研究
准教授 竹内昌治

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
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海底における広帯域反射分光分析による現場計測技術の研究
教授 浦環，特任准教授 ソーントンブレア，特任研究員 （浦研）Adrian Bodenmann

　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
発することを目的とした研究を進めている．

イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浦環，教授 浅田昭，特任研究員 （浦研）杉松治美

　伊豆にある水族館三津シーパラダイスおよび他 2者と共同して，飼育環境下にあるイルカの水中行動のリアルタイ
ム音響観測を長期にわたり継続的に行い，飼育環境下におけるイルカの基礎的な音響特性および水中行動について知
見を得ることを目的とした研究を進めている．

小型ROVを使った海中音響計測
教授 浦環，教授 浅田昭，准教授 巻俊宏

　濁水中でも撮影が可能な音響ビデオカメラ（DIDSON）を搭載した ROVシステムの研究開発を進めている．

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））高梨清一

　コスモ海洋㈱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
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．2012年度は，追尾ブイの航
行特性を安定させるための改良，制御アルゴリズムの改良，サブボトム合成開口処理用ソフトウェアの開発を実施し，
計測システムのプロトタイプを完成させた．

（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，助教 （浅田研）望月将志，海上保安庁 佐藤まりこ，海上保安庁 石川直史

　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．

測量機器ジオスワスプラスコンパクトを用いた藻場等調査技術に関する研究
教授 浅田昭

　ジオスワスプラスコンパクトは浅海用の海底地形調査システムとして世界中で利用されている．地形計測機能だけ
でなく，サイドスキャンソーナーとしての機能も有する優れた計測システムである．この優れた機能を最大限活かし，
地形，底質の調査だけでなく，海草藻場の植生定量化，種別判別への利用を目指し，計測手法の開発を進めている．

CW6_A6247D61.indd   151 2013/09/18   11:22:38



152

VI.　研究および発表論文

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

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

ウェブ解析技術の研究開発
教授 喜連川優

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

非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの開発
教授 喜連川優

　情報爆発時代に突入し，情報の戦略的利活用のためには，従前より巨大なデータを著しく高速に解析可能とする技
術の開発が必須である．本研究では，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，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．

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

Heating， Ventilating， and Air-Conditioning Technology: Feasibility study with Prof．Naoki Shika-
zono

教授 鹿園直毅

　Our goal is to study applicability of micro refrigerant flowsystem technology for heat pump in European climate．Heat pump 
application will be heating and air-conditioning and also domestic hot water supply．We will support this intent of Bosch via lec-
ture on key technology，discussion onresearch problem definition， numericalanalysis and simulation， alongwith workshop with 
laboratory staff，student and Bosch researcher in Japan and in Germany．

細管内振動流を用いた蒸気サイクル高性能化の検討
教授 鹿園直毅

　細管内での沸騰時の二相流の挙動とその挙動が熱交換に及ぼす影響を明らかにし，廃熱駆動のボトムヒート型液体
ピストン蒸気エンジンの設計理論を確立する．

表面張力応用気液分離器に関する研究
教授 鹿園直毅

　表面張力応用気液分離器の小形化，適用拡大を図るため，低乾き度，高乾き度の両条件下における現象のモデル化，
液滴飛散条件のモデル化，性能評価のデータ解析等を行い，表面張力応用気液分離器の最適仕様の検証を行う．

斜交波状面における熱流動解析
教授 鹿園直毅

　斜交波状面を用いた熱交換器の実用化にむけた課題の抽出・実証検証を目的に，東京大学にて数値解析による基本
設計と性能評価，和氣製作所にて試作品の製造・製品の信頼性の評価を行う．

外面竪溝式濃凝縮装置の開発
教授 鹿園直毅

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

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

今後のエネルギーロードマップについての研究
特任教授 金子祥三

褐炭乾燥の研究
特任教授 金子祥三

今後のエネルギーロードマップについての研究
特任教授 橋本彰

　東日本大震災ならびに福島第一原子力発電所の事故により，日本のエネルギー戦略は大きな転換期を迎えている．
すべてのエネルギー源には，長所と短所があり，完璧なエネルギーが存在しない中，3E（環境適合性，経済性，エネ
ルギーセキュリティ）＋ S（安全性）を踏まえた，今後あるべきエネルギーベストミックスおよびそれを実現するた
めの具体的な技術検討について検討を行う．

COMMAハウス実証実験
特任教授 荻本和彦

実証試験住宅COMMAハウスにおけるエネルギーマネジメントに関する実証試験
特任教授 荻本和彦

エネルギー見える化システムの高度化研究
特任教授 荻本和彦

デマンドレスポンスを用いた電力需要の能動化技術の研究
特任教授 荻本和彦

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

COMMAハウスを利用したHEMS節電ロジックの研究
特任教授 荻本和彦

電力システムの変革を考慮した新しい電力需給計画の研究
特任教授 荻本和彦

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

先進モビリティに関する研究
教授 大口敬

都市圏の交通管理に関する研究
教授 大口敬
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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

希土類含有酸化物の相平衡と熱力学的性質の測定
教授 森田一樹

スペックル対策スクリーンの研究
教授 枝川圭一

SiC 溶液成長素過程の観察・制御
准教授 吉川健

衛星画像による液状化噴砂の検出に関する研究
教授 沢田治雄

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

　人は，生きるためだけに水を飲んでいるのではなく，味，文化的楽しみ，美容，健康といった様々な理由でさまざ
まな種類の飲料水から選択し，摂取している．しかし，人がどのような理由で飲料水を摂取するかが分かれば，人間
の社会的行動パターンを理解する上での根幹的な知見になり，また，ニーズに応じた商品開発などを通じて人の生活
の質の向上にも役立つことができる．そこで，本研究では，飲料水の摂取行動の動機を明らかにする．

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

准教授 桑野玲子

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

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

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

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

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

スペックルノイズ計測法の研究
教授 志村努

タッチレスゲートの通信性能試験（通過特性把握試験）
特任准教授 滝口清昭

　準静電界技術のタッチレスゲートへの応用．

タイヤモニタリングに関する研究
特任准教授 滝口清昭

　新方式のタイヤモニタリング技術の実用化．

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

特任准教授 滝口清昭

　基準電位生成モジュール及びシステムの理論構築と実装．

準静電界による微細異物の検出方法の研究
特任准教授 滝口清昭

　微細異物の検出を準静電界により，直接的に，リアルタイムに検出する方法の開発．

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

特任講師 馬郡文平

　全国チェーン店舗において，さらなる省エネ及び CO2削減を実現するために，今までの実証試験を活用し，さら
に広範囲の店舗において省エネルギーモニタリングとコントロールを活用した統合的エネルギーマネジメントの仕組
み（省エネルギー運用改善）を構築する．AI制御システムを活用し，費用対効果の高い標準システムの導入による
運用改善，エネルギーの効率的調達のための運用改善を目指す．また，既存店舗の省エネルギー，環境配慮店舗（ゼ
ロ・エネルギー・コンビニエンスストア（ZECS）等を通じて創エネ・電力平準化・省エネルギーの効果検証等を実
施する．

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）技術に関する調査研究（平成 24年度）
特任講師 馬郡文平

　外壁ルーバー，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
ステムを開発のための要件を調査する．

大空間の画像処理及び画像情報分析利用に関する研究
特任講師 馬郡文平

　大規模空間において人画像情報を取得・分析する，また分析結果を用いて大規模空間の各種制御や応用情報サービ
スへの利活用を研究する．

ビルマルチ空調システムの高効率運転制御技術に関する研究
特任講師 馬郡文平

　ビルマルチシステムにおいて，快適性を保ちながら省エネ（CO2削減）を実現するような最適制御方式及び評価手
法に関する研究を行う．
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複数建物における総合的エネルギーマネジメントの実用化に関する研究
特任講師 馬郡文平

　建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術を利用し，複数建物において，統合的エネルギーマネジ
メントの実用化研究を実施する．

総合的エネルギー最適化のためのインテリジェントセンサー及びコントローラに関する開発研究
特任講師 馬郡文平

　建物用途，空間機能，設備システムの異なるフィールドを対象として，エネルギー利用の最適化のための「視える
化」，「最適化制御」「分散・協調制御」を可能とする開発されたインテリジェントセンサー及びコントローラを活用し，
実際の建物に導入し実用化のための理論や仕組みを構築する．

2.  公的資金（文科省科研費以外：民間等との共同研究として受入）

平成 24年度住宅市場整備推進等事業費補助金　津波避難ビルの構造基準の合理化に資する検討
教授 中埜良昭

　東日本大震災での建築物の被害状況の検討や文献調査に加えて，水理模型実験や数値波動水槽技術による数値シ
ミュレーションおよび被災建築物の被害状況等の精査を実施することで，「津波避難ビル等の構造上の要件に係る暫
定指針」の見直しに資する知見を得ることを目的とする．本年度は，開口の存在による津波波圧の低減効果，内部浸
水による浮力低減に及ぼす効果等を水理模型実験より把握するとともに，数値シミュレーションを実施し，上記の実
験データと比較することで数値シミュレーション技術の妥当性の検証を行った．また，被災建築物の浸水深と被害状
況等の対応の精査として木造建築物の被害状況の精査と津波被害調査に基づく鉄筋コンクリート造建築物の転倒等に
関する検討を行った．

東北大学災害科学国際研究所特定プロジェクト研究費　津波荷重評価に基づく建築物の耐津波性能
評価および津波被災建築物の被災度区分判定技術の確立

教授（秋田県立大）西田哲也，教授（東北大）今村文彦，教授（東北大）前田匡樹， 
教授 中埜良昭，助教（中埜研）高橋典之

　2011 年東北地方太平洋沖地震に際し，その発生直後から被害調査を行うとともに，津波避難ビルを対象とした設
計用荷重のレベル設定について検討を重ねてきた．本研究では，今回の震災を教訓に対象を一般的な建築物にまで拡
大し，被災後の現地調査結果の分析および実験的・解析的検討を踏まえ建築物に対応する津波荷重評価モデルに基づ
き，建築物の耐津波性能評価および津波被災建築物の被災度区分判定技術の確立を目指すものである．

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

民間等共同研究員 （横井研）松坂圭祐

　パルプ射出成形は，環境負荷低減の新しい加工技術として期待されている．本研究では，パルプ射出成形の技術的
な改良と新規加工技術の開発，最新情報交換と新しい応用分野の探索，技術とノウハウの移植等を目的としている．
本年度は，引き続きパルプ射出成形の製品展開として進めている自動車内装部品への適用について検討した．具体的
には，耐水性の向上を目的として新たに含浸法を適用した試作・評価を実施し，有効性を実証した．

“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）阿部昌博，民間等共同研究員 （横井研）酒井優， 
民間等共同研究員 （横井研）菊池浩一，大学院学生 （横井研）多比良恵， 

大学院学生 （横井研）遠藤匠，大学院学生 （横井研）茶屋道暢，大学院学生 （横井研）馬賽， 
研究実習生 （横井研）尾崎智史，研究実習生 （横井研）村上賢，研究実習生 （横井研）上田大斗

　本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術，金型技術の確立
と新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）離型抵抗計測用金型を
用いた様々な保圧条件・金型温度条件・樹脂温度条件下におけるリブ形状の離型抵抗計測（2） X線 CTを用いたウェ
ルド部・フローマーク部における成形品内部のメタルフレークの 3次元配向と流動軌跡の定量解析，（3）型内離型挙
動に起因するシボ面における転写ムラ生成機構の可視化解析，（4）微細段差部後方の皺状成形不良生成過程の可視化
解析，（5）レーザ可視化金型を用いたガスベント挙動とキャビティ内ガス圧力変化との相関解析，それぞれについて
重点的な検討を行った．
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燃料電池・蓄電池の開発
教授 堤敦司

Coal Gasification for Clean Energy Research
教授 堤敦司

ターボ機械HPCプロジェクトによる実証研究
教授 加藤千幸

CFDによる船舶性能推定精度向上に関する研究
教授 加藤千幸

産業界における先端的な研究開発のための基盤となる計算科学シミュレーションソフトウェアの高
度化に関する共同研究

教授 加藤千幸

先進モビリティと交通安全に関する研究
教授 須田義大

新しいモビリティシステムに関する研究
教授 須田義大

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

衛星からの海面高度計測における波浪の影響のシミュレーション
教授 林昌奎

海面におけるXバンド電波散乱強度の計測実験
教授 林昌奎

MID技術の高度化
教授 新野俊樹

池田湖の数値解析による底層水質改善方策の検討
准教授 北澤大輔

　池田湖では，温暖化によって鉛直方向の水循環が弱まり，冬季に成層が残ることによって，深層水が貧酸素化して
いる．貧酸素化は，池田湖の生態系に負の影響を及ぼすため，貧酸素解消に向けた解決方策を検討する必要がある．
流れ場・生態系結合数値モデルを開発し，この現象を再現するとともに，水質改善方策の予測シミュレーションを行
う．

インパルス標準計測システムの性能向上に関する研究（2012 年度）
教授 石井勝

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
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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

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．

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，しきい値電圧ばらつきのみでなく，ドレイン電流ばらつきおよびサブスレショルド係数ばらつきも大幅に低減さ
れることを実験的に示し，そのばらつき低減機構がチャネル中の不純物が少ないことによることを明らかにした．

立体構造トランジスタの集積化技術に関する研究
教授 平本俊郎

　超高精細と高フレームレートとを両立できる次世代の撮像デバイスを目指して，信号を画素並列に処理して基板の
深さ方向へ出力することを特徴とする 3次元構造撮像デバイスの研究を進めた．本年度は，従来のシリコン貫通電極
（TSV）を用いずに基板の深さ方向に信号を出力するため，金属と絶縁体が混在した基板同士を直接接合し，接触強
度および接触抵抗を評価した．その結果，接触抵抗はバンプ接合と同等に低いことを確認し，本技術を 3次元構造撮
像デバイスに適用可能である見通しを得た．

TV 番組視聴時の興味度推定技術の研究
教授 佐藤洋一

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

NOx 分解触媒のマイクロ波照射効果に関する研究
准教授 小倉賢

アジア急成長国における住宅・都市の動向と実態調査
教授 野城智也

空間構造物の構造設計法に関する調査研究
教授 川口健一

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
教授 大岡龍三
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指向性を考慮した騒音伝搬予測手法に関する研究
准教授 坂本慎一

　航空機騒音は，その音源形状や音の発生メカニズムから容易に推測できるように顕著な指向性をもち，地上におけ
る騒音レベル分布に影響を及ぼす．そのため，騒音の予測計算に際しては指向性音源としての取り扱いを可能として
おく必要がある．本研究では，音源の指向性を考慮した騒音の伝搬予測計算法を開発することを目的とし，計算と実
験によって音源指向性が騒音レベル分布に及ぼす影響を調べる．

歴史的資源の再デザインによる地域再生手法に関する研究
講師 川添善行

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

岩手県上閉伊郡大槌町町方地区役場周辺の空間計画に関する研究
講師 川添善行

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

フロー式海洋環境計測システムの実用に関する研究開発
教授 藤井輝夫

集積化マイクロナノメカニカルシステム
教授 藤井輝夫

バイオMEMS技術の実用化
准教授 竹内昌治

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

海底土放射能測定技術に関する研究
教授 浦環，特任准教授 ソーントンブレア

　福島県水産試験場と共同して，連続測定装置を福島第一原子力発電所の沖合いにて曳航し，そこの海底放射能の分
布を調査し，水産資源汚染対策の基礎的なデータを取得することを目的とした研究を推進している．

海底土放射線量連続測定装置を用いた福島県沖海底土の測定
教授 浦環，特任准教授 ソーントンブレア

　福島県水産試験場と共同して，連続測定装置を福島第一原子力発電所の沖合いにて曳航し，そこの海底放射能の分
布を調査し，水産資源汚染対策の基礎的なデータを取得することを目的とした研究を進めている．

（財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 平成 24 年度伊豆沼の沈水植物生息状況 3次元分布計測及び
伊豆沼底質の計測

教授 浅田昭

　宮城県伊豆沼内沼で，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てい
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る．その現状把握の一環として，対象の 1つである砂地底に生育するホザキノフサモの植生分布を，音響ビデオカメ
ラ用いて計測した．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．

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

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

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

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

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

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

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

教授 大口敬

衛星搭載パルスレーザによる先進的 3次元観測技術の研究 波形解析アルゴリズムに関する共同研究
教授 沢田治雄

気候変動の淡水資源への影響評価と適応策
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．

防災拠点機能ビルに係る研究
准教授 加藤孝明

近隣関係継続計画（LCCP）を支えるツールの開発
准教授 加藤孝明

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
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C.  受託研究

1.  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

防汚パネル水中設置用流速軽減装置モデル試験
教授 木下健

三陸復興・海洋エネルギー導入調査事業
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

　岩手県三陸沿岸海域における波力，洋上風力等の海洋再生可能エネルギーの研究・導入に向けて，海洋エネルギー・
ポテンシャル及び海域利活用の現状や地域受入体制整備に関する基礎資料を整備した．

海洋エネルギー発電システムの海洋利用の適合性評価手法の開発
准教授 北澤大輔

　海洋エネルギー施設を設置する場合は，環境影響評価や地域住民との調整が必要となる．海洋エネルギー施設の環
境影響評価の手法を標準化するとともに，ガイドラインを策定する．海洋エネルギー施設のうち，特に海流・潮流発
電は、ブレードへの魚の衝突が懸念される．したがって，ブレード周りの魚の行動を把握するための現地調査手法，
水槽実験手法、確率的数値予測手法について検討する．

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

大規模コンベンションセンター複合施設の省エネルギー・CO2 削減への中長期保全計画の立案サ
ポート及び建物マネジメント手法構築に関する研究（24年度）

教授 野城智也

Zero Energy MICE を目標とする画像処理を用いた省エネルギー技術とAI 制御連携の開発と導入に
関する研究（平成 24年度）

教授 野城智也

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

平成 24年度　新たな地理空間情報の活用技術に係わる課題等に関する調査
教授 柴崎亮介

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

H24 地球観測技術等調査研究委託事業（宇宙利用促進調整委託費）「宇宙インフラ活用人材育成のた
めの大学連携国際教育プログラム」

教授 柴崎亮介
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VI.　研究および発表論文

IT 融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト（都市交通分野）都市空間情報と多様なサー
ビスの連携を実現するスマートモビリティシステムの構築に向けた研究開発

教授 柴崎亮介

南海トラフ巨大地震事前対策のための基礎データ整理及び分析調査
教授 柴崎亮介

協働危機管理クラウドシステム
教授 柴崎亮介

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

火力発電分野における地球温暖化対策技術および海外展開
特任教授 金子祥三

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

個別要素法を用いた石垣の地震応答解析
教授 目黒公郎

相互連関を考慮したライフラインの減災対策に関する調査研究
教授 目黒公郎

大規模コンベンションセンター複合施設の省エネルギー・CO2 削減への中長期保全計画の立案サ
ポート及び建物マネジメント手法構築に関する研究（24年度）

特任講師 馬郡文平

　大規模コンベンションセンター施設において，今後予定されている中長期保全のための経年的改修において，最適
の省エネルギー技術を選択し導入を計画する．建物ライフサイクル CO2削減の仕組みと建物マネジメント手法を構
築する．また継続的にエネルギー関連情報，建物関連情報を活用して，CO2削減を実現できる最適運用手法，設備改
善手法，設備改修手法，LCCO2を削減するための建築営繕手法を明確にし，今後の組織体制・人材・業務の最適化
を図る枠組みを提案，検証する．

Zero Energy MICE を目標とする画像処理を用いた省エネルギー技術とAI 制御連携の開発と導入に
関する研究（平成 24年度）

特任講師 馬郡文平

　パシフィコ横浜の展示ホールにおいて，高性能画像と分析処理した情報を省エネルギー技術と AI制御連携に関す
る研究開発．

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
特任講師 馬郡文平

　公共建築物における総合的な省エネルギー対策について，実証試験を通して検討する．横浜市金沢区の４施設にお
いて共同で省エネルギー効果方策を実施する．23年度に設置したエネルギーモニタリングシステムを活用し，継続
的に省エネルギーに関する課題を解決すべく，エネルギー使用量，電灯電力量，外気温，熱源のエネルギー効率，室
温，室内湿度，室内 CO2等を計測し，データ分析を行い，省エネルギーとなる設備機器等の運用改善を図るとともに，
その効果を検証する．
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2.  公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）

（独）科学技術振興機構　マイクロ秒分解能・表面張力スペクトロメータの開発
教授 酒井啓司

革新的粘弾性計測法「EMS法」の実用化開発
教授 酒井啓司

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

教授 中埜良昭

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

（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

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　水素製造・輸送・貯蔵システム等技術開発　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

（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

（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

岩手県　三陸復興・海洋エネルギー導入調査事業委託業務
教授 木下健

　三陸復興の一助として実証試験場の誘致を海洋エネルギー導入調査事業を行うものである．

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．

経済産業省 平成 24 年度エネルギー使用合理化技術開発等（次世代構造部材創製・加工技術開発（航
空機用難削材高速切削加工技術））

教授 帯川利之，特任研究員 （帯川研）林遵， 東京電機大　松村隆，  
東京農工大　笹原弘之，新潟県工業技術総合研究所　相田収平， 

三菱重工業（株）工作機械事業本部　二井谷春彦，新潟大　嶽岡悦雄

　高速加工技術開発による加工時間の短縮と加工に係わるエネルギー使用の合理化，加工品位の向上についても留意
し，航空機用難削材料の総合的な切削加工技術の高度化を実現する．また大学で研究開発された切削シミュレーショ
ン技術等を応用し，世界をリードする加工技術の構築を目指す．
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VI.　研究および発表論文

（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

（独）科学技術振興機構　エクセルギー再生反応・分離システムの開発
教授 堤敦司

（独）科学技術振興機構　熱再生と熱統合を用いたバイオマス乾燥・焙焼を一貫して行う流動層反応
器の開発

教授 堤敦司

文部科学省研究振興局　国家課題対応型研究開発推進事業（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

　我が国の骨格を支えるものづくり，バイオ，ナノ産業を中心とし，国際競争力強化，環境への配慮，安心・安全社
会の構築などの喫緊の課題克服に必要なイノベーションの基盤となる世界最先端の実用的な複雑・大規模シミュレー
ションソフトウェアを研究開発し，産学官連携体制によりその普及を推進する．

（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

　大型トラック 3台と小型トラック 1台，合計 4台のトラックによる車間距離 4ｍの隊列走行・自動運転プロジェク
トを NEDOプロジェクトとして推進している．本年度は最終年度として，成果をとりまとめるとともに，ブレーキ，
HMI，長期耐久試験などについて特に重点的に進めた．

エネルギーモビリティマネジメントシステムの研究開発
教授 須田義大

　東北復興エネルギー開発プロジェクトの一環として，エネルギーとモビリティを連携させたマネージメントシステ
ムの研究開発に取り組んでいる．

道路基盤地図情報を活用した交通安全対策等の評価手法の研究
教授 須田義大，教授 池内克史，准教授 中野公彦，教授 大口敬，准教授 大石岳史

　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．

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（産学共創基礎基盤研究プログラム）幅拘束大圧下制御
圧延による易成形高強度バイモーダル薄鋼板の製造基盤研究

教授 柳本潤

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

スプリングバックの少ない斜交波状凹凸のプレス成型加工工法の開発
教授 柳本潤

　熱交換器の効率の向上には，伝熱面の振幅／波長が大きい形状を，極薄ステンレス板に造形せねばならない．高い
振幅／波長での値で板厚減少しない斜交波状凹凸の成形方案を確立するために，斜交波状凹凸の成形時の板厚減少と，
a）板厚，b）ステンレスの種類，c）金型頂部の形状，d）加工温度，等との関連を実験的に明らかにする．さらに，
プレスモーションや成形温度がスプリングバック量に及ぼす影響を実験的に明らかにする．
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ドリルパイプVIV および自励回転の模型実験に関する研究
教授 林昌奎

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

教授 林昌奎

三陸海岸へ導入可能な波力等の海洋再生可能エネルギーの研究開発
教授 林昌奎

洋上風力発電の性能評価・安全性評価に関わる研究
教授 林昌奎

文部科学省研究振興局　高性能汎用計算機システム利用技術の研究開発 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（全電子計算に基づくタンパク質反応シミュレーションの研究）

教授 佐藤文俊

　当研究室で開発している全電子計算に基づくタンパク質反応シミュレーション ProteinDF を京スーパーコンピュー
タに移植し，初期チューニングを施した．

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

　航空機用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．

文部科学省　平成 24年度海洋生態系研究開発拠点機能形成事業東北マリンサイエンス拠点形成事業
（新たな産業の創成につながる技術開発）　東北サケマス類養殖事業イノベーション

准教授 北澤大輔，教授 （東大）潮秀樹

　夏季にもサケマス類を養殖するために，沈下させて水温の低い深度で養殖するための生簀を開発する．また，生簀
を沈下させた状態で給餌を行うために，生簀内映像を無線伝送し，船上および陸上で映像を見られるシステムを開発
する．

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 24年度戦略的基盤技術高度化支援事業 中間工程の人的管理を自動モニタリングに置き換えた
超小型・超低コストの革新的生産方式の研究

准教授 土屋健介

　本研究では，部品の管理・検査・在庫のない一貫生産のために，良品の評価手法と機械動作の評価手法を研究する．
最終製品は，良品の特徴を研究し，合致するものだけを拾い出すことで，品質を全数直接保証する．一方，工程途中
では部品の検査は行わず，機械の正常動作をモニタして，品質を間接保証する．これを実現するために，部品加工に
は小型機を新たに開発し，すべて組立 LTに同期させて，1個取り連続供給にする．
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（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）ボトムアップ組織形成術による生体
組織システムの構築

特任講師 松永行子

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

講師 梶原優介

　我々は最近，単一光子レベルの感度を持つ THz検出器（CSIP）を導入した近接場顕微鏡を構築した．さらに本顕
微鏡により，外部照射を使用せず（パッシブに）常温物質が発する THz波を検出し，平衡状態にある格子や分子，
さらに電子の運動状態をナノスケールで直接観察することに世界で初めて成功した．本開発では，要素技術である
CSIP検出器および近接場顕微鏡の性能を大幅に発展させ，数値シミュレーションでしか示すことができなかった物
質や分子のダイナミクスを直接観察できる，究極の THz近接場顕微鏡の実現を目指す．

落雷電流計測装置の周波数特性及び補償に関する検討
教授 石井勝

文部科学省科学技術・学術政策局　デジタル・ミュージアムの展開に向けた実証実験システムの研
究開発

教授 池内克史

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

教授 池内克史，准教授 上條俊介，教授 桑原雅夫

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

（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おこなう．

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　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，准教授 高宮真

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ERATO）大面積集積回路設計
教授 桜井貴康

CW6_A6247D61.indd   166 2013/09/18   11:22:40



1．研究課題とその概要

167

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，准教授 高宮真

大面積集積回路設計
教授 桜井貴康，准教授 高宮真

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

教授 佐藤洋一

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
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．

文部科学省研究開発局　平成 24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

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．

（独）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（研究交流型）　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　研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP））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

　本研究開発は，最適な時空間再構成と高精度な予測技術および最適制御技術によって高効率な風力発電を実現する
特許をシーズとし，この特許における重要な技術の一つである風況予測技術に関して，特に風車の制御等に適した，
時間スケールが数秒から数分のリアルタイム予測について実用化に向けたリアルタイム予測システムの試作を行うこ
とを目的とする．
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（独）科学技術振興機構　再生可能エネルギーの大量導入を考慮した電力システムの複雑ネットワー
ク動力学モデル構築とその最適化理論の創成

准教授 鈴木秀幸，特任准教授 平田祥人，特任准教授 田中剛平

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

（独）科学技術振興機構　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）国際協力機構　持続可能な地域農業・バイオマス産業の融合プロジェクト
教授 迫田章義

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

教授 迫田章義

環境省　環境研究総合推進費 担体固定化吸着剤を用いた環境中からの小規模分散型セシウム回収プ
ロセスの実用化

教授 迫田章義

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

教授 藤岡洋

　本研究では自己組織化グラファイトシート（ボトムアップ）基板を用いた新しい半導体（トップダウン）エレクト
ロニクスを展開するが，５年間でこのプロジェクトを終了するまでに，フレキシブル自己組織化グラファイトシート
上へ，InGaNを用いた青色 LEDや太陽電池といった半導体デバイスを作製し，その動作を実証する．この目的に向
けて実験を担当する東京大学と理論を担当する鳥取大グループが緊密に連絡をとりながら，研究を推進していく．

（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，教授 （東大）宮島篤，分野長 （国立がんセンター研究所）落谷孝広

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

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

教授 酒井康行，助教 （酒井（康）研）小森喜久夫，教授 （大阪大）紀ノ岡正博

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

（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 （慶応義塾大）武林亨，副部門長 （産総研）本田一匡，所長 （日本バイオアッセイ研究センター）福島昭治， 

グループ長 （産総研）蒲生昌志，教授 酒井康行，研究員 （酒井（康）研）岩沢こころ

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

自動車排ガスの in vitro 曝露手法に関する調査
教授 酒井康行，研究員 （酒井（康）研）岩沢こころ

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

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP））生理活
性物質の生体内挙動の蛍光可視化技術の開発

教授 石井和之

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

准教授 小倉賢

　自動車排ガス浄化触媒からの脱貴金属を目指す．

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

特任教授 谷口維紹

文部科学省研究開発局　原子力発電所事故時の放出量および再飛散量推定手法高度化に関する研究
教授 加藤信介

　原子力発電所事故では，移動観測データに基づく敏速かつ合理的な拡散予測が不可欠である．本研究では航空機お
よび車両などによる 4次元移動観測データを利用した早期の放出量推定手法を開発する．また土壌からの再飛散を考
慮した内部被ばく線量の評価手法を開発し，長期間にわたる線量の予測推定から，長期間にわたり比較的線量の低い
地域に留まって居住する住民等に対する被ばく低減対策についても検討を行う．
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環境省地球環境局　平成 24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．

横浜市　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

官民協働危機管理クラウドシステム
教授 柴崎亮介

地球観測データ統融合連携研究機構
教授 柴崎亮介

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

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

国土スケールにおける大規模地震への災害対応力の定量的評価と我が国の防災政策への提案
特任研究員 （柴崎研）秋山祐樹

環境省地球環境局　平成 24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）日本学術振興会　土木材料・施工・建設マネジメント分野に関する学術研究動向調査研究
教授 岸利治

岩国市　錦帯橋経年変化ほか調査
教授 腰原幹雄

岩国市　錦帯橋木造技術調査
教授 腰原幹雄

木造公共建築物等の構造部材開発支援事業に関する研究
教授 腰原幹雄

香取市　伝統木造建築「佐原町屋」の構造性能解明
教授 腰原幹雄

（公財）文化財建造物保存技術協会　築地版築の構造特性に関する研究（1/3 縮小実験）
教授 腰原幹雄
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平成 24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

　風車騒音に係る聴感実験：東京大学生産技術研究所の音響実験施設を活用して，被験者 40人程度を対象として聴
感実験を行い，低周波数成分を含む騒音の音圧レベル，スペクトル特性と聴覚生理・心理的な反応の関係をまとめた．

（独）宇宙航空研究開発機構　平成 24年度 SAFEプロトタイピング（農業森林分野）に関する研究
業務委託

准教授 竹内渉

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

准教授 芳村圭

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

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

准教授 芳村圭

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

環境省　平成 24年度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

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
特任准教授 瀬戸心太

（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 2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

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

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

教授 藤井輝夫
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（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）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）日本学術振興会　バイオ融合マイクロ・ナノメカトロニクス国際研究拠点
教授 藤井輝夫

（独）科学技術振興機構　時間情報コードの解析のためのマイクロ流体デバイスの開発
教授 藤井輝夫

小型化学センサによる実証
教授 藤井輝夫，客員教授 許正憲，特任助教 （藤井（輝）研）木下晴之，特任研究員 （藤井研）茂木克雄， 

技術研究主任 （（独）海洋研究開発機構）福場辰洋，准教授 （高知大）岡村慶

（独）日本学術振興会　平成 24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）
大規模複合機能集積マイクロ・ナノシステム若手研究者国際交流プログラム

教授 年吉洋

（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（ERATO）竹内バイオ融合プロジェクト
准教授 竹内昌治

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　氷況観測・予測，及び油拡散予測技術の研究
教授 浦環，教授 林昌奎

　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．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）（1）研究総括（2）ロボット部隊編成
と展開（3）海底センシング技術開発（4）海底モザイキング技術開発

教授 浦環，准教授 巻俊宏，特任准教授 ソーントンブレア，特任研究員 （浦研）杉松治美

　自律型海中ロボット（AUV）を観測プラットフォームとして，底生生物の面的な広がり，さらには熱水チムニー
が林立するような場所では三次元的な広がりを四次元的に明らかにすることを第一ステップとし，さらに，そのデー
タを基に，海底の特定の生物あるいは周辺環境をなす海底土等を AUVによってサンプリングを行い，詳細な生態系
および環境を明らかにすることを第二ステップとする観測システムを研究開発する．そして AUVによるサンプリン
グとドリリングという全く新しい技術により，AUVを用いたシステマチックな定量的資源量自動観測および周囲環
境観測システムを構築する．観測作業は複数の AUVによって分担され，少ない Ship Timeで多くの項目の観測を可
能とさせる．100m× 100m以上の海底面を cm以下の精度と数 cmの水平分解能にて mappingを行い，さらに mm
オーダーの分解能を持つスチル写真をそれに重ねることにより，地形情報のみならず広域の生態系を明らかにすると
ともに，サンプリングやドリリングによりミクロなレベルでの情報を取得するシステムを研究開発し，生物多様性と
資源量および環境評価へ貢献する．

（独）水産総合研究センター 海底土放射能分布測定システムの開発
教授 浦環，特任准教授 ソーントンブレア，特任研究員 （浦研）杉松治美

　平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災とそれに伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により，福島県水域
ならびにその近接水域を中心に漁場環境と水産物が放射能で汚染される事態となった．本研究では，福島県海域及び
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その近接海域の海底土における放射性物質の堆積の有無と分布状況を明らかにし，水産物の信頼性確保と風評被害の
防止に貢献することを目的とする．このため，海底土放射能濃度を，連続的に測定する曳航型観測システムを制作し，
広範囲に渡って面的な測定を実施するためのシステムを構築するとともに，面的な測定を実施する．

文部科学省研究開発局　国家基幹研究開発推進事業（海洋資源利用促進技術開発プログラム）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，特任准教授 ソーントンブレア

　現代産業に欠かせないコバルトや白金を含むコバルトリッチクラストは，日本近海の深海底に賦存している．この
貴重な深海底鉱物資源を，我が国の経済活動に利用可能にするためには，その正確な賦存量を計測できる技術の実現
が求められる．このため，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，無人探査機（ROVや AUV）を利用してその機能を実証することで，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進めている．

文部科学省研究開発局　国家基幹研究開発推進事業（海洋資源利用促進技術開発プログラム）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， 
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
第 1期 3年間でプロトタイプと呼べるべきシステムを構築し，2011年度より第 2期 2年間で，既存の AUVや ROV
に搭載可能な，小型実機としての最終形態を目指して研究開発を進めている．

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　数百Hz帯の強力水中音波を発生する軽量小型水中音源の
開発

特任教授 高川真一

情報・システム研究機構　次世代大規模高度情報蓄積融合システム基盤技術に関する研究
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．

情報・システム研究機構　地球環境 e-Science 情報融合システムに関する研究
教授 喜連川優

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

文部科学省研究開発局　平成 24年度地球観測技術等調査研究委託事業　地球環境情報統融合プログ
ラム

教授 喜連川優

　データ統合・解析システム（DIAS）を高度化・拡張する．同時に，多様な分野の利用者（ステークホルダー）が，
超大容量で多様なデータ・情報を協働して統融合し，新たな価値を創出できる情報基盤（ワークベンチ）のプロトタ
イプを構築する．その上で，地球規模課題解決に向けて，科学的先端性を持続的に発揮し，実利用によって公共的利
益を実現できる運用体制を設計・提案することを目的とする．
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文部科学省研究振興局　国家課題対応型研究開発推進事業（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（多メディアWeb収集・蓄積技
術及び分析・可視化技術の開発）

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．

総務省　総合通信基盤局　情報通信技術の研究開発　広域災害対応型クラウド間連携基盤の構築に
向けた研究開発（高信頼クラウドサービス制御基盤技術）

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． 

安心・安全な ICTインフラ構成技術の検討
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
イニング技術に関する研究を行う． 

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

　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．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発 /基礎的・
共通的課題のための研究開発 /三相界面についての劣化現象と微細構造変化の相関付け

教授 鹿園直毅

　これまでに三相界面近傍における劣化挙動と微細構造変化の相関付けに取り組み，本技術開発の要となる FIB–
SEM（集束イオンビーム –走査型電子顕微鏡複合装置）による微構造解析手法を確立してきた．本手法を用いて様々
な劣化条件下で運転したセル（自作ボタンセルや企業セル）の電極微構造を解析することで，劣化過程における 3次
元構造データを定量的に扱うことが可能となった．また，得られた電極微構造パラメータをシミュレーションモデル
に反映し，三相界面近傍における電気化学現象を予測できるまでに至っている．本研究ではこれらの成果を基に，上
述の数値解析手法を実機セルへ適用しての性能予測や劣化要因の抽出・劣化過程の明確化を行い，さらなるセルの劣
化耐性向上を目指す．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）電極多孔構造形成機構の解明
教授 鹿園直毅

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

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．

（独）科学技術振興機構　熱源の温度変化に対応したトリラテラルサイクル蒸気機関の開発
教授 鹿園直毅

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

（独）科学技術振興機構　消費者の受容性を考慮した住宅エネルギー管理システム
准教授 岩船由美子

家庭エコ診断の効果検証に関する研究
准教授 岩船由美子

褐炭乾燥システムの性能評価
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　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

環境省　太陽光発電システムにおける信頼性向上のための遠隔故障診断に関する技術開発
特任教授 荻本和彦

文部科学省研究開発局　国家基幹研究開発推進事業（海洋資源利用促進技術開発プログラム）自律
探査プローブによる複雑な海底環境の 3次元画像マッピング

准教授 巻俊宏

文部科学省研究開発局　国家基幹研究開発推進事業（海洋資源利用促進技術開発プログラム）レー
ザ誘起破壊分光法による深海底現場成分分析技術

特任准教授 ソーントンブレア

（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

教授 大口敬

デジタル・ミュージアムの展開に向けた実証実験システムの研究開発
教授 （東大）廣瀬通孝，教授 （東大）相澤清晴，教授 池内克史，准教授 （東大）苗村健，准教授 大石岳史

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

教授 沢田治雄

（独）森林総合研究所 平成 24 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

（2）防災リテラシーの育成方策に関する研究（b）防災リテラシー向上のためのトレーニングシステ
ム開発　5）災害時担当職員向け教育・訓練システムの開発

教授 目黒公郎

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）流域水質シミュレータの開発
教授 沖大幹

　持続可能な水利用のためには，人類が利用しようとする水源の水が利用に適しているかどうかを的確に診断予測す
る技術が不可欠である．本研究では，ヨウ素 131やセシウム 137等の放射性物質が大気の流れによって移動し，雨な
どに伴って地表面に降下し，土砂等とともに水の流れに沿って川を流下して，どういうタイミングでどの程度の濃度
で水道取水源に到達するかを推計できるシミュレータを構築する．これにより，一時的な取水停止や積極的な水処理
の実施など臨機応変な対応によって安全な水質が確保されるようになり，安全で安心な水利用の実現に貢献すること
が期待できる．

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

教授 沖大幹

　水災害リスク評価・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観測の整備・強化しつつ，水
災害予測・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・水資源モデルの開発を行い，観測とモデルを
統合した水循環情報統合システムを構築する．そして，国スケールでの実時間水災害リスクの評価や気候変動および
人間活動の影響評価を行い，気候変動への適応を考慮した統合的水資源管理の実現を目指す．また，代表研究機関と
して，国際共同研究を通じて現地政府・機関による気候変動に適応した国スケールでの水防災の政策立案を支援し，
現地の研究基盤整備および課題能力の向上を目指す．

（独）宇宙航空研究開発機構　Development of modules for the GPM/DPR standard algorithm
教授 沖大幹

　全球降水観測計画主衛星に搭載される二周波降水レーダの観測から降水強度等のリトリーバルに用いる標準アルゴ
リズムのモジュール作成を行った．一周波レーダとして現在運用されている TRMM/PRとの整合性を保ちながら，二
周波観測の利点を活かすために，HB-DFR法と呼ばれる手法を開発した．作成したモジュールは標準アルゴリズムに
組み込まれ，模擬観測データによる試験を行い，2014年の実運用に向けて準備を進めている．

環境省　環境研究総合推進費S10-3 クリティカルな気候変動リスクの分析に関する研究（1）地球物
理学的な臨界現象のリスク集計とテーマ全体の総括

教授 沖大幹

　気候変動によって生じ得る事象の中でも，特に，海洋の熱塩循環（THC）の変化，グリーンランドなど極地の氷床
の大規模融解等，地球物理学的な臨界現象に注目し，気候モデルによる数値実験結果や古気候を参考にしつつそれら
の現象を列挙し，その発生メカニズムと起こりやすさ，地球全体の気候変化との関係を明らかにする．気候変動リス
クの推計研究では，気候変動によって生じ得る海水面の上昇，各地域の気温や降水量の変化とその極端現象の発生頻
度の変化等を踏まえて，全球平均気温を指標として表現されるようないわゆる気候変動レベルごとに生じ得る社会へ
の影響を，水，食料，エネルギー，健康等の分野に関して列挙し，各分野の気候変動リスクの大きさを推計する．
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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　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．

葛飾区　大規模水害時における避難場所確保策検討調査（その 2）委託
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

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

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

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

教授 荒川 泰彦

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

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

　本プロジェクトは，経済産業省が推進する「未来開拓研究プロジェクト」のひとつであり，府省連携プロジェクト
として，最先端支援研究開発プログラムと連携を図っている．産業界と連携して光配線や光素子の開発を行い，光エ
レクトロニクス（フォトニクスとエレクトロニクスの融合）実装システム技術を実現することにより，今後，電力消
費の急増が予想されるサーバ等の電子機器の消費電力を大幅に削減する．具体的には「シリコン上集積量子ドットレー
ザ技術開発・Ⅳ族フォトニックデバイス技術開発」に取り組む．

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

教授 荒川泰彦

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

　本研究では，単一の分子や自己組織化量子ドットなどボトムアップ的単一ナノ量子構造に，極微細なギャップを有
する電極でアクセスし，ナノギャップ電極／ナノ量子系接合が発現する新しい物性やそれらのデバイス応用の研究を
行っている．

（独）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（研究交流型）　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

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

教授 志村努

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

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

助教 （志村研）佐藤琢哉

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP））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

（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　金属資源開発本部　パイライト添加および加熱・徐冷によ
る銅製錬スラグからのモリブデン回収

特任教授 大藏隆彦

D.  所内措置研究費

1.  展開研究

高温融体の物性と構造解析
教授 井上博之

テーラーメイドひび割れ自己治癒コンクリートシステムの開発
教授 岸利治

ITS の国際協調研究への展開
准教授 上條俊介

熱源の温度変化に対応したトリラテラルサイクル蒸気機関の開発
教授 鹿園直毅

　本研究では，作動流体を選定するためのサイクルシミュレータを開発し，効率や比容積といったサイクル特性だけ
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でなく，地球温暖化係数，可燃性，毒性といった観点からの評価も行い，トリラテラルサイクルに適した作動流体を
選定する．続いて，小型二相膨張機の第一次試作の設計を行うとともにその計測システムを構築し，二相膨張機の基
礎特性を明らかにするための基礎データを取得する準備を行う．また，選定した作動流体の作動条件に基づき，ガラ
スシリンダを用いた可視化装置の設計を行い，二相膨張機内の二相流動を観察・検討するための準備を整える．気相
伝熱促進については，随伴解析を用いた壁面 3次元形状の数値シミュレーションツールを開発する．本最適化手法に
より，これまでに開発を進めてきた斜交波状面の一層の伝熱促進を図る．

2.  選定研究

双安定系の確率共振を利用したエナジーハーベスティング
准教授 中野公彦

　双安定系確率共振を利用することにより，白色雑音等のランダム振動を通常の線形系の共振以上に増幅し，効率よ
く，振動発電を行うシステムを提案し，その効果を数値計算および実験を通じて検討する．

全試料対応型高速 THz ナノサーモメトリーの開発
講師 梶原優介

　パッシブ型 THz近接場顕微鏡を利用したナノサーモメトリー技術により，IC設計や半導体内部欠陥検査などの工
学的な応用展開が大いに期待できる．本研究では試料選択性と測定速度の改善を行い，本顕微鏡の工学的なアプリケー
ション展開を大きく発展させる．

生体内レドックスを可視化する蛍光イメージング技術の開発
教授 石井和之

木質バイオマス由来のフラン化合物を原料とする高性能プラスチックの開発
教授 吉江尚子

気候変動アンサンブル予測実験の効率的な力学的ダウンスケーリング技術の開発
准教授 芳村圭

　気候変動の将来予測研究において，時空間的に詳細かつ予測の不確実性を加味した情報を提供することは，気候変
動の影響評価や緩和策・適応策の策定に際して極めて重要である．そのような社会の要請に対し，気候予測結果を力
学的ダウンスケーリング（DDS）する手法は一般的に有効であると考えられているが，その計算コストの高さがボト
ルネックとなり，多数のアンサンブル実験の結果をすべて DDSすることは事実上不可能である（例えば全球気候モ
デルの結果を 20分の 1程度の領域（緯度 60度分，経度 50度分程度）で 10分の 1の解像度（200kmから 20km）に
DDSする場合，計算コストは解像度の比の 3乗に反比例し領域面積に比例するため，全球気候モデルの約 50倍とな
る）．そこで我々は，アンサンブル予測結果を効率的に DDSするための新たな手法を提案し，理論的側面と実用的側
面の両方から確立することを目指す．

全方位カメラを利用した移動型複合現実感システムの開発
准教授 大石岳史

3.  グループ研究

耐震構造学研究グループ（略称 ERS）
耐震構造学研究グループ（ERS），教授 川口健一，教授 小長井一男，教授 中埜良昭， 
教授 腰原幹雄，教授 古関潤一，教授 目黒公郎，教授 都井裕，准教授 大原美保， 

准教授 桑野玲子，准教授 清田隆，准教授 岡部洋二，准教授 長井宏平，特任講師 荻芳郎， 
助教 （目黒研）沼田宗純，助教 （中埜研）崔琥，助教 （中埜研）高橋典之

　ERS（耐震構造学研究グループ：Research Center for Earthquake Resistant Structure）は，1967年に耐震工学を専攻す
る研究者のまとまりとして発足して以来，今日までの 40年以上にわたり活発な研究活動を続けている．ERSは，土木・
建築・機械など，異なった分野を研究対象とする研究者が，耐震工学の中で共通する基礎知識や研究手段を探り，そ
れを様々な角度から検討・分析するとともに，互いの研究成果を検証し合うことによって，より正確な現象の理解と
新たな技術の発展や創造を目ざしてきた研究グループである．各研究室が独自に実施している各研究はもちろん，内
外で発生した地震被害の合同調査研究，千葉実験所並びに駒場リサーチキャンパス内に有している共同観測 /実験設
備による観測や実験的な研究など，グループで実施することで多角的な視点から総合的な検討が可能となって成果に
結びついている研究課題も多い．今日 ERSは，研究者数，研究実績，研究設備のいずれにおいても，国内はもとよ
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り国際的にも有数の研究グループとして広く知られている．

建造物の総合的保存保全
教授 川口健一，准教授 今井公太郎，准教授 岩船由美子，教授 大岡龍三，教授 大口敬， 
講師 太田浩史，准教授 大原美保，准教授 沖一雄，教授 沖大幹，特任講師 荻芳郎， 

特任教授 荻本和彦，教授 加藤信介，准教授 （東京理科大）加藤佳孝，特任教授 河谷史郎， 
准教授 （東京工業大）鼎信次郎，講師 川添善行，教授 岸利治，准教授 桑野玲子，教授 腰原幹雄， 

教授 古関潤一，教授 小長井一男，准教授 坂本慎一，教授 沢田治雄，教授 柴崎亮介， 
准教授 関本義秀，特任准教授 瀬戸心太，准教授 竹内渉，教授 中埜良昭，准教授 長井宏平， 

特任教授 日野俊之，教授 村松伸，教授 目黒公郎，教授 野城智也

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

4.  所長裁量経費

繰り返し利用可能な簡易振動モデルを用いた教育用振動実験のための耐震改修装置の充実
助教 （中埜研）崔琥

　千葉実験所公開時やその他の施設見学時において，振動実験装置（振動台）およびその稼動の様子を間近で見学し
体感できるための試験モデルの整備を目的に，昨年度まで異なる周期の構造物の振動挙動を同時に模擬・比較できる
長さの異なる板ばねと付加マスを組み合わせた 3体のモデルを製作するとともに，試験モデルや加振地震動の違いに
応じた変位波形・振幅などの差が表示・観察できる計測装置を整備した．今年度は，代表的な耐震改修手法である「耐
震・制振・免震」が建物の振動やその波形にどのように影響を与えるかを表示・観察できる簡単な装置を充実させた．

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は天体宇宙の磁場現象および核融合装置内の磁場によるプラズマ閉じ込めに関連して普遍的に
観測される．従来の理論ではリコネクション率が遅い，太陽フレアのスケールを説明できないなどの困難があった．
磁気リコネクションにおける乱流の役割を磁場拡散と構造形成の均衡によるダイナミクスとして理解する理論を提案
した．（i）磁気リコネクションまわりの乱流クロス・ヘリシティ（速度＝磁場相関）の四重極状に空間分布；（ii）乱
流クロス・ヘリシティによるリコネクション領域の局在とリコネクション率が飛躍的増大；などが予言されている．
世界の研究者と協力し，数値計算や実験・観測によってこれらの理論的予測を検証する．

歪Ge量子井戸における巨大スピン分離の電界制御
助教 （町田研）守谷頼

分散シミュレーション研究プロジェクト
教授 大島まり

　本プロジェクトは，部の垣根を越えて数値シミュレーションの研究拠点として研究活動を行っている．研究分野は
多岐にわたっており，機械設計や建築環境のための数値流体力学，材料の損傷・破壊のためのマルチスケール解析等
の計算固体力学，循環器系疾患のための計算バイオメカニクス，マイクロ流体デバイス設計の数値解析など，各分野
で顕著な業績を収めてきた．本プロジェクトでは，各メンバーの計算リソースとともに大容量データストレージ，計
算機の冷却に必要な専用エアコン，無停電電源装置（UPS），ネットワークスイッチ類，計算結果の 3Dプロジェクショ
ン装置などを共同で運営・利用している．このような研究の共通の場を持つことで，各研究室の研究の推進とともに，
共同研究のシーズ研究の育成の場として研究活動を行っている．

五島フィールドラボラトリの構築
客員准教授 鈴木高宏

　長崎県五島列島においては，長崎 EV&ITSプロジェクトにより EVと ITSの実展開・実運用環境と統合情報プラッ
トフォーム，災害対応も考慮した地域型マイクログリッドモデルといった先進的な実証環境が整備されている上に，
加えて環境省による浮体式洋上風力発電の実証なども行われていることから，将来のスマート社会における各種技術
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の実用化を加速化する実証フィールド研究拠点としての整備を進める．

単純適応制御による大型車両の振動抑制に関する研究
准教授 中野公彦，教授 （東京都市大）槇徹雄

　大型トラックのアクティブサスペンションの制御器を，単純適応制御を用いて設計する．荷の質量が不明である大
型トラックにおいて，パラメータ変動にも対応でき，振動抑制性能も高い制御を行うことができる．数値計算を通じ
て，その性能を検討する．

β変換に基づくAD変換器の集積回路化に関する研究
教授 合原一幸，教授 （東京都市大）堀田正生

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

生研・医科研・分生研からなる「疾患分子工学」研究連携ユニット
教授 酒井康行，教授 畑中研一，教授 （東大）藤堂具紀，教授 （東大）津本浩平，教授 （東大）宮島篤

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

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

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

福島県矢吹町復興まちづくりのための連携・協力に関する事業費
教授 村松伸

福井県三方五胡の自然再生を支援する情報プラットフォームの拡張
助教 （柴崎研）熊谷潤

ユーザーレビューシステム導入に向けた鋼／コンクリート構造の延命化技術の調査と評価
教授 岸利治，准教授 （東京都市大）白旗弘実

ウレタンエラストマーを用いた高靭性人工柱に関する研究
教授 腰原幹雄，准教授 （東京都市大）古屋治

降水同位体と鉛直粒径分布の同時観測による水蒸気起源の同定手法開発
准教授 芳村圭，特任助教 （沖（大）研） 木口雅司

　2013年に予定されている全国降水同位体観測と協調して，これまでの実績が考慮されて東京大学を代表して本所
において降水同位体サンプリング観測を実施する．この分析を用いて，各降雨イベントにおける水蒸気起源の季節変
化，降水パターン解析を行う．上記観測に加え，既設MMRを用いた鉛直方向の雨滴粒径観測，ならびに降雨イベン
トごとの水蒸気サンプリングを同時に実施し，より高時間分解能での雲の内部における蒸発・凝結・融解過程の解明
を目指す．
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VI.　研究および発表論文

ラオス人民民主共和国における渇水被害状況に関する緊急調査
准教授 沖一雄

レーザーカッターを用いた新たな建築設計手法の研究
講師 川添善行

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

牽引車両のアーカイブ化と解析
准教授 大石岳史

再生医療技術本格化のための次世代型電極アレイデバイスの開発
准教授 ティクシエ三田アニエス

3-1．NiAl 金属間化合物の不定比格子欠損への水素原子の貯蔵
助教 （森田研）徳満和人

UROP受講生に対するタフでグローバルな人材育成支援
教授 岡部徹

20 世紀の気候変動にともなう地球水循環強度の変動の推定
助教 （沖（大）研）金炯俊

首都直下地震後の首都の復興を描く－その 1－
准教授 加藤孝明

光電子融合研究センター広報活動費
教授 志村努

光パルスを用いたスピン波制御と高速イメージング
助教 （志村研）佐藤琢哉

5.  助教研究支援

酸化物ナノ細線における単一ドメインの電流駆動
助教 （町田研）守谷頼

超硬ガラスの開発
助教 （井上研）増野敦信

エネルギー有効利用のための多孔質 3次元構造の決定論的最適化
助教 （鹿園研）長谷川洋介

　エネルギー機器において高性能化の鍵となる界面現象に注目し，その自在な制御を目的として，随伴解析に基づく
複雑 3次元多孔質体の形状最適化ツールの構築を目的とする．
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E.  寄付金（公募によるもの）

（財）鴻池奨学財団　平成 24年度研究助成　鉄筋コンクリート造建築構造部材の損傷量評価モデル
の検証

助教 （中埜研）高橋典之

　2011年東北地方太平洋沖地震および津波で被災したいわゆる新耐震で設計された建物等の損傷データを収集し，
開発中の鉄筋コンクリート造建物の地震時損傷量（ひび割れ幅，ひび割れ長さ，剥落面積）推定手法を，本研究の調
査で得られたデータベース（補修，補強，建替，放置別の被災建物）に適用し，損傷量推定モデルおよび修復費用モ
デルの妥当性を検証することで，問題点の抽出を行った．

（公財）山田科学振興財団 2012 年度研究助成　開放量子系のリウビリアンの共鳴状態の厳密計算
准教授 羽田野直道

　開放量子系とは，無限遠方に粒子が逃げる自由度のある系である．開放量子系では，ヒルベルト空間内でエルミー
トなハミルトニアンもヒルベルト空間外では複素固有値を持ち，それがシュレディンガー方程式の共鳴状態を表すこ
とを我々は示した．共鳴状態は常に崩壊する固有状態であり，一方で常に成長する固有状態として反共鳴状態が存在
する．共鳴状態と反共鳴状態の各々は時間反転対称性を破るが，必ず対で現れるので，シュレディンガー方程式は時
間反転対称性を保つ．つまり共鳴状態と反共鳴状態の各々は自発的に時間反転対称性を破っている．そこで以上の議
論をリウビリアンとフォンノイマン方程式の共鳴状態に拡張する．無限遠方に粒子が逃げる自由度は無限自由度の粒
子溜と解釈できる．すると，リウビリアンの共鳴状態は時間の矢がある非平衡緩和を表すと期待され，統計物理の大
問題解決への一歩となる．似た研究は既にあるが，いずれも近似を使うため，どの段階で時間反転対称性が破れるの
か明確でない議論がほとんどである．本研究では解析計算と数値的厳密計算を使い，具体的な模型の共鳴状態を顕わ
に求めるのが特徴である．

（公財）日本板硝子材料工学助成会　平成 24年度研究助成　酸化物単結晶ナノ細線の作製とそのメ
モリ素子への応用

助教 （町田研）守谷頼

（一財）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

助教 （町田研）守谷頼

（公財）新世代研究所　平成 24年度研究助成　酸化物ナノ細線における金属 - 絶縁体ドメイン壁の
電流駆動ダイナミクス

助教 （町田研）守谷頼

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

准教授 岡部洋二

　英国のブリストル大学・先進複合材センターにおいて，温度によって様々な特性変化を発現する形状記憶合金リボ
ンを用い，その幾何形状を検討することで，特殊な多機能性を有する制振処理部材の構築を試みている．

（一社）水産資源・海域環境保全研究会　平成 24年度研究助成
准教授 北澤大輔，大学院学生 （北澤研）張俊波

　魚類と海藻類，ナマコを複合的に養殖することによって，残餌や養殖魚の排泄物を有効活用するとともに，環境へ
の負荷を低減する．海藻類やナマコを効率的に養殖するために，流れ場・生態系結合数値モデルの開発を行う．

造船学術研究推進機構　平成 24年度研究助成　新海洋食料生産システムの開発－可変深度型大型生
簀に関する研究

准教授 北澤大輔，シニア協力員 （北澤研）水上洋一，大学院学生 （北澤研）清水博紀

　高い波浪からの流体力や，赤潮，流氷による影響を避けるために，沈下できる生簀は有効である．また，温度調節
を行う場合には，深度を調節できる生簀が便利である．そこで，可変深度型大型生簀を提案し，水槽模型実験や数値
解析により安全性を評価する．
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VI.　研究および発表論文

マイクロ流体技術による三次元パターン化マイクロゲルの創製
特任講師 松永行子

（公財）池谷科学技術振興財団 平成 24 年度研究助成　励起状態の精密制御に基づく新規な有機固体
発光材料の開発

助教 （荒木研）務台俊樹

（公財）住友財団 2012 年度基礎科学研究助成 無容器浮遊法による超硬ガラスの合成と構造解析
助教 （井上研）増野敦信

（公財）新生資源協会　平成 23年度研究助成　金属ナノ粒子の半導体による被覆法の開発
教授 立間徹

（公財）内藤記念科学振興財団 2012 年度内藤記念科学奨励金・研究助成 ウイルス感染による TLR
シグナルを介した I 型 IFN誘導の抑制機構の解明

特任助教 （谷口研）根岸英雄

（財）生産技術研究奨励会　平成 23年度国際交流会助成　CHAMPS2012:THE 9TH INTERNA-
TIONAL FORUM AND WORKSHOP ON COMBINED HEAT， AIR， MOISTURE AND POLLUT-
ANT SIMULATION

教授 加藤信介

（公財）鹿島学術振興財団 2011 年度研究助成　ゼロ・エネルギー熱源による住宅用デシカント空調
システムの開発に関する研究

助教 （加藤（信）研）樋山恭助

　本研究では，太陽熱・地中熱を利用し，本システムの熱源を完全にパッシブ化し，熱源に使用するエネルギー使用
をゼロにして運用可能にする住宅用デシカント空調システムの実現に必要な要素技術の開発を進める．

（財）セコム科学技術振興財団 平成 23 年度研究助成　真に安全安心な天井工法と天井の安全性評価
法の開発

教授 川口健一

（公財）日本生産性本部　平成 23年度生産性研究助成　オフィスワーカーの創発性を高める音環境
デザインに関する研究

特任研究員 （坂本研）辻村壮平

（財）河川環境管理財団　平成 24年度研究助成　流域シミュレータを用いた貯水池における放射性
物質蓄積量の長期推定に向けた基礎的研究

特任准教授 守利悟朗

（公財）住友財団 2012 年度環境研究助成　カムチャツカ火山群における水文・生態系レジームシフ
トに関する基礎的研究

特任准教授 守利悟朗

（公財）旭硝子財団 平成 24 年度研究助成　ナノスケール引張試験その場観察法による石英ガラスの
粘性変形メカニズムの微視的解明

特任助教 （藤田（博）研）石田忠
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（一財）生産技術研究奨励会　平成 24年度国際交流集会助成　THE 16THINTERNATIONAL CON-
FERENCE ON MINIATURAIZED SYSTEMS FOR CHEMISTRY AND LIFE SCIENCES (MICRO-
TAS2012）

教授 藤井輝夫

（公財）立石科学技術振興財団 平成 24 年度国際会議等開催助成　第 16回化学・生命科学マイクロ
システム国際会議（MicroTAS2012）

教授 藤井輝夫

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

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

特任准教授 ソーントンブレア

高速道路関連社会貢献協議会　平成 24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

（公財）村田学術振興財団 平成 24 年度研究助成　フォノニック結晶ナノ構造による熱伝導制御
准教授 野村政宏

（公財）村田学術振興財団 平成 24 年度研究助成　ランダムネットワーク構造を用いた光制御素子の
開発

教授 枝川圭一

（公財）放送文化基金　平成 23年度助成 デジタル放送・通信融合時代における効果的な災害対応に
貢献する災害報道モデルの構築

教授 目黒公郎

（一財）生産技術研究奨励会　平成 24年度国際交流集会助成　11th  INTERNATIONAL SYMPO-
SIUM ON NEW TECHNOLOGIES  FOR URBAN SAFETY OF MEGA CITIES  IN  ASIA 
（USMCA2012）

教授 目黒公郎

将来的な人口変動を考慮した津波避難場所・津波避難ビルの適切な空間配置に関する検討
准教授 大原美保

　津波避難場所の設置は市町村の裁量に任されているため，市町村の財政力や意識に応じた地域差が生じやすい．西
日本を含めた全国で津波避難場所・避難ビルの空間配置を見直す際には，現状だけでなく将来の人口減少も踏まえた
上で，市町村の枠を超えた広域の視点で，津波避難体制が不十分な地域が取り残されないように現状点検する必要が
ある．本研究では，人口構成・想定津波高さに応じた津波避難場所・ビルの充足率に関する地域分類を行い，各地域
群に対して今後の施設配置計画に関する提言を行った．

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

　大規模地震災害時には莫大な数の建物被害が発生し，これらに対する自治体の建物被害認定に遅れが生じ，被災者
の生活再建に影響を及ぼすことが懸念される．本研究では，被災地外の人材活用に着目し，遠隔地から建物被害写真
を用いて被害認定を行う「遠隔判定システム」を提案するとともに，システムの開発・効果検証を行った．
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（公財）鹿島学術振興財団 平成 24 年度研究助成　縮退する中山間集落の広域との整合性のある持続
再生

准教授 長井宏平

（公財）住友財団 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

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

特任准教授 川崎昭如

F.  その他

1.  その他（公的資金）

東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進事業　エネルギーモビリティマネジメントシス
テムの研究開発

教授 須田義大，教授 池内克史，教授 大口敬，准教授 大石岳史

　震災復興を目指すスマートシティには，災害時の教訓から学んだライフラインを守るためのエネルギー確保と制御，
避難・救援・救助用モビリティと緊急輸送路の確保と制御が必要である．また，平時には，省エネルギーと二酸化炭
素の発生を抑制する機能が必要である．本課題では，世界を先導できる災害に強く，地域の再生可能エネルギーを活
用できる，エネルギー・モビリティ統合マネジメントシステム（EMIMS）の研究開発を行う．

エネルギーモビリティマネジメントシステムの研究開発
教授 須田義大

　東北復興エネルギー開発プロジェクトの一環として，エネルギーとモビリティを連携させたマネージメントシステ
ムの研究開発に取り組んでいる．

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．H24年度においては，長崎県五島列島地
域への EVと充電インフラなどのハード面での整備を完了し，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システムの運用をスタートした．このほか，環境
省補助事業により再生可能エネルギーを活用した災害に強い地域型マイクログリッドモデルを構築し，モビリティ・
情報・エネルギーの連携ネットワークによる地域型スマート社会モデルを構築している．

海中ナノプローブ技術の開発
特任講師 西田周平

　海洋環境における環境計測やモニタリング，未発見の天然資源調査を支える基礎技術として，現場型センシング技
術や海中ロボット工学の向上は重要な課題である．特に深海の高圧や海底熱水鉱床付近の高温のような過酷環境にお
ける化合物や微生物の微細構造は未だ不明な点も多く，これらをできる限り自然状態を保持したまま観察する技術の
開発が求められている．そこで，海中ロボットに搭載するモバイルな小型・現場型の走査型プローブ顕微鏡を開発し，
様々な海中試料をマイクロ～ナノメートル領域で現場の観察・計測する．

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
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詳細に調査する．

（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

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 竹内渉

　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．

分野連携による地球環境情報統融合ワークベンチを活用した流域レジリエンスの向上
准教授 沖一雄

文部科学省 高性能汎用計算機高度利用事業　「HPCI 戦略プログラム」分野４　次世代ものづくり
教授 加藤千幸

　特定高速電子計算機施設の性能を最大限に発揮させ，「21世紀のものづくりを抜本的に変革する計算科学技術の戦
略的推進」の実現に向けて世界最高水準の研究成果を創出するとともに，当該分野における計算科学技術推進体制の
構築を図る．

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

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

都市災害における災害対応能力の向上方策に関する調査・研究
准教授 大原美保

2.  最先端研究開発支援プログラム

フォトニクス・エレクトロニクス融合システム基盤技術開発
教授 荒川泰彦

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

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

教授 喜連川優

　近年，大量のデータを利用した所謂「サイバーフィジカルシステム（cyber physical system: CPS）」と呼ばれるサー
ビスの出現に牽引され，従来に比べて飛躍的に大規模なペタバイト超級の巨大データベースの出現が見られ，同時に，
当該現象は今後ますます顕著になると推察される．即ち，現行の商用データベースシステムではこれ程の巨大データ
の処理には長時間を必要とし，実利用に耐えない状況になりつつあり，超大規模データベースを高速に処理可能なデー
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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．

複雑系数理モデル学の基礎理論構築とその分野横断的科学技術応用
教授 合原一幸

3.  最先端・次世代研究開発支援プログラム

レアメタルの環境調和型リサイクル技術の開発
教授 岡部徹

　本研究では，資源を持たない我が国が今後もレアメタルのプロセス技術において世界に貢献し続けることを目指し
て，ハイテク産業に不可欠なレアメタルの新しいリサイクル技術の開発を行い，省資源・省エネルギーを目指したグ
リーン・イノベーションを推進する．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）

完全 3次元MID製造技術の研究開発
教授 新野俊樹

　本研究では，MEMSなどで用いられていた犠牲層の技術を，射出成形に応用する．すなわち，生分解性プラスチッ
ク等溶出可能な材料を成形してその表面に回路を配置してMID化．その後そのMIDをインサートとしてオーバー
モールドしたのちに，インサートをアルカリ等で溶出することによって，影になるような面にも導電体構造を作製す
ることを目指している．これまでの研究で一連のプロセスの実現可能性は見えてきたが，回路を破壊することなく犠
牲材料を溶出する技術を確立するところで，震災を迎え，研究は停止している．本研究では，工場の実験施設を復旧
することによりこの技術を確立する．さらにその成果を進展させて具体的なアプリケーションを確立するために，加
工装置を導入して新たなメカトロデバイスの試作を行う．

サイバーセキュリティサイエンスと安全性評価技術に関する研究
准教授 松浦幹太

　体系的に安全性評価技術とその活用環境（制度）を研究し，我が国のサイバーセキュリティ基盤の国際競争力を高
め，もって我が国を元気にすることを目的とする．具体的には，技術面では，遠隔操作ウィルス事件で問題となった
Tor匿名通信システムを評価する．制度面では，不正ソフトウェア対策研究用のデータ共有基盤を研究する．

エネルギー貯蔵型光触媒の開発
教授 立間徹
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