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VI.　研究および発表論文

VI.  研究および発表論文

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

時空階層性の物理学 : 単純液体からソフトマターまで
教授 田中 肇

　複雑な多体相互作用を内包した液体が本質的に持つ階層性，ソフトマターの内包する多様な内部自由度の階層間の
結合，それらと外部変数（流動場や電場など）との動的な結合とその結果現れる協同的機能発現を物理的に理解する
には，鍵となる隠れた秩序変数や物理因子を正しく抽出し，それらの結合についての詳細な知見を得る必要がある．
我々は，このような結合の素過程，液体の本性に迫る上で極めて有望な新しい実験法・シミュレーション法を複数開
発してきた．そこで，本研究では，これらの手法を応用しさらに発展させることで，複数自由度の階層を超えた動的
結合のメカニズムの解明を目指し，研究を進める予定である．本研究の大きな特徴の一つは，実験，シミュレーショ
ン，理論の間で密接かつ有機的に連携しながら，液体の内包する時空階層性，ソフトマターにおける多自由度の階層
を越えた動的結合，これらの系の外場への線形・非線形応答の特性などに直接迫る点にある．

2.  科学研究費 : 新学術領域研究

ガラス化における揺らぎの相関構造の発現メカニズムとその輸送異常に果たす役割の解明
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．

表面水素の分極・荷電状態
教授 福谷 克之

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，特任研究員 （ビルデ研）大野 哲

　Investigation of the catalytic reaction, diffusion， and desorption dynamics of hydrogen in the near-surface region of palladium 
（Pd）. We provide fundamental insight into the atomic-level behavior of hydrogen at palladium surfaces, which allows developing 
energy-efficient materials and process conditions in industrial applications of hydrogen storage and hydrogenation catalysis. Two 
particular targets of this project are: 1.） Clarification of the mechanistic role of palladium-dissolved hydrogen in olefin hydroge-
nation catalysis. 2.） Controlling the hydrogen transport between the interior and the surface of palladium through deliberate sur-
face structural modification．

第一原理局所解析によるシンクロ型 LPSO構造における欠陥間相互作用の解明
助教 （吉川（暢）研）椎原 良典

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）物質・材料研究機構・元素戦略材料センター）井上 忠信，  

准教授 （兵庫県立大）土田 紀之， 准教授 （東京電機大）柳田 明

　巨大ひずみ加工プロセスと，相変態を含む加工・熱処理プロセスによって，ナノ組織は生成される．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がナノ組織生成に与える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把握のために，重要なステップである．本研究は，「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，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．

MEMSを利用した細胞の 3次元組織構築
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

質感認知に関わるコンピュータビジョンと情報論的解析
教授 佐藤 洋一

要素抽出と再構築によるペプチドミメティック触媒の開発
教授 工藤 一秋

　我々はこれまでにペプチド触媒を開発してきている．ペプチド触媒は，従来の触媒では実現が難しい選択的反応を
進めることができるなどのユニークな性質をもち，今後の発展が期待されるものの，アミノ酸を１つずつつなげて作
るため，調製に手間がかかるという問題がある．そこで，ペプチド分子の三次元的な構造要素に着目し，それを代替
物で置き換えることで，機能はそのままで調製が容易な触媒を開発することを目的とする．

プラズモニック光捕集アンテナ界面の構築
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

新規低分子化合物を用いたがん抑制機構の解析
特任助教 （谷口研）根岸 英雄

大地環境変動に対する植物の生存・成長突破力の分子的統合解析
教授 沖 大幹

3.  科学研究費 : 基盤研究（S）

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
間の形成を目標として，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．

環境調和型の貴金属・レアメタルのリサイクル技術の開発
教授 岡部 徹，教授 森田 一樹

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，教授 （東洋大）荒巻 俊也，教授 （お茶の水女子大）大滝 雅寛， 

主任研究官 （気象庁気象研究所）仲江川 敏之，教授 （東京工業大）鼎 信次郎， 
主任研究員 （国立環境研究所）花崎 直太，准教授 （京都大）田中 賢治

　世界を先導してこれまでに開発してきた統合水循環・水資源モデルをさらに発展させ，高性能化し，より現実に即
した実用的な水資源需給評価を可能とすると共に，植物生態系モデルを含んだ全球水循環・水資源モデル比較の国際
共同研究計画を主導し，世界の主要研究グループによるモデル推計値を総合して信頼度の高い世界の水循環・水資源
需給情報ベースを構築する．得られた情報ベースは世界に公開すると共に，その成果に基づいて水，エネルギー，食
料を一体として考えた世界の水持続可能性リスクアセスメントを行い，今後の気候変動，社会変化が水を通して人類
の持続可能性に及ぼす影響を明らかにする．
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4.  科学研究費 : 基盤研究（A）

地震が引き起こす深層，浅層地盤内の変形，応力変化の抽出と国土保全への反映
准教授 竹内 渉，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，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　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を抽出した．本申請ではこれらのうち，建築構造の立場からは具体的・系統的検討は未着
手である「①漂流物の衝突」に特に着目し，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
提示し，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．上記の目的を実現
すべく，今年度は漂流船舶の衝突が鉄筋コンクリート造建築物に及ぼす影響を把握するため，想定漂流船舶の衝突外
力およびそれによる建物応答について実験的および解析的検討を行った．これらの検討より，衝突力の波形およびそ
の波形の形状に影響を与える因子や，衝突力の算定の際の極めて重要な因子である漂流船舶と鉄筋コンクリート造建
築物の反発係数，などが明らかになり，津波避難ビルの設計の際に直ちに用いられる貴重な情報を提供した．

水素分子形成におけるスピン機構の解明
教授 福谷 克之

熱硬化CFRPの連続薄板化・100℃成形加工・塑性接合による極限軽量構造の具現化
教授 柳本 潤

　現状最高強度レベルの 2GPa高強度鋼板と比較して比強度が 3～5倍レベルの，連続繊維熱硬化 CFRP薄板を連続
製造し，成形し，接合することを目標に学術研究を行う．この 3要素の実現により，極限計量構造体を可能とする．
成形のサイクルタイムは 1分以内を目標とすることで，NEDOプロジェクト等で提案されてきた CFRP部材成形法を
凌駕する高速成形，高生産性を可能とし，産業分野や輸送機器分野への CFRP部材の適用を可能とするための基礎基
盤研究を行う．

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に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．

アンコール遺跡群における砂岩浮き彫りの包括的な保存修復に関する研究
教授 池内 克史，准教授 （筑波大）松井 敏也，教授 （早稲田大）中川 武

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，助教 （筑波大）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， 
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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

古代エジプト・クフ王第 2の船の復原に関する研究
教授 池内 克史，客員教授 （サイバー大）黒河内 宏昌，名誉教授 （早稲田大）吉村 作治

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

　本研究の目的は，ナノスケールの半導体構造中で新たに発現する物理現象を積極的に利用したいわゆる Beyond 
CMOSデバイスと，既存の大規模 CMOS回路を融合させることにより，新たな新機能を創出する新概念集積回路を
実現することである．Beyond CMOSデバイスとして室温動作シリコン単電子トランジスタを取り上げる．本年度は，
単電子トランジスタ特有の振動特性を制御するための回路設計をおこなうとともに，CMOS回路を構成するための
シリコンナノワイヤトランジスタの特性評価を行った．

複数主体のバイオメトリクスデータベース管理と評価技術の研究
教授 松浦 幹太

　バイオメトリクスは，入国管理，銀行 ATM，ビル入退出管理などで使われ，市場規模，成長率ともに大きい．こ
れまで，バイオメトリクスは，組織単体での採用がほとんどであった．今後，組織間連携など利用が広がるにつれ，
登録データと採取データをある組織単体の現場で照合するのでなく，複数の組織での連携した認証が増えることが予
想される．しかし，従来のデータベース管理技術のそのままの適用では，プライバシ保護や生体情報取得時の精度の
ばらつき等バイオメトリクス特有の問題がある．バイオメトリクスが安心して使えるコモディティとなる前にこの問
題を解決するため，本研究では，信頼できるバイオメトリクス性能評価技術および関連するデータベース構築手法の
研究を行う．

デジタル演算回路による大規模シリコン神経ネットワーク
准教授 河野 崇

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

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

全構造・全元素・全吸収端内殻励起スペクトル計算法の確立による物質計測の新展開
准教授 溝口 照康

携帯電話を利用した国土スケールの人口分布や移動の動態解析とその応用
教授 柴崎 亮介，准教授 関本 義秀，教授 瀬崎 薫，教授 （東大）渡辺 知保

　世界展開を念頭に，携帯電話データを利用した国土スケールの人口分布や移動の動態把握・解析手法を開発する．
バングラデシュ（一部日本で）で大量の携帯電話データを取得し，同手法を適用してその有効性を実証的に明らかに
する．明らかとなった動態データを利用して深刻な災害リスク・環境リスクの下で人々が行う避難やリスク回避行動
を分析し災害対応策策定を支援する．

液状化浸潤／塩分浸透停滞現象の実態把握と機構解明およびその耐久設計への実装
教授 岸 利治

除染・帰還を見据えた地域別の放射性Cs 流出特性評価とリスク管理戦略の構築
特任講師 村上 道夫
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MEM液体セルによる液中現象の透過電子顕微鏡その場観察
教授 藤田 博之

　研究の目的は，MEMS技術を活用して透過電子顕微鏡用の高機能液体セルを作り，化学・機械・電気的な刺激に
応じて起きるナノスケールの液体中現象を「その場」観察しながら物性の変化を測定することである．グラフェン等
の極限薄膜の真空／液体隔膜への適用や，MEMS技術で一体集積したナノ流路の利用により，従来の液中ナノ現象
観察手法に比して時間・空間分解能を大きく向上する．さらに，MEMSデバイス（マイクロポンプ，マイクロセン
サ等）を液体セルに組込んで電子顕微鏡内で動作させ，様々の電気・機械・流体操作を可能にすることで，観察中の
ある時点で加えた刺激に対する反応をビデオレートで観察を試みる．

マイクロハイドローリクスの基盤構築
教授 藤井 輝夫

位置制御シングルモード量子ドット・量子リングの伝導制御とその応用
教授 平川 一彦

　電子準位が 1モード（またはごく少数のモード）しか含まれないような極限ナノ領域では，その物理が量子力学に
支配され，非常に理想的で制御性のいいものになることが期待される．従って，極限ナノ構造を作製し，ゲート電界，
磁場，THz電磁波，電子注入などの入力により，その伝導を制御できれば，次世代のエレクトロニクスに新しい局面
を拓くことができる．本研究では，位置と形状を制御した極微小自己組織化単一 InAs量子ドット・結合量子ドット，
および量子リング構造にナノギャップ電極により電気的にアクセスし，その量子伝導特性を明らかにするとともに，
スピントロニクス，量子情報処理技術への応用に展開する．

5.  科学研究費 : 基盤研究（B）

空中マイクロ液滴プロセスによる構造化ソフトデバイスの高速生成
教授 酒井 啓司

事故減災危機管理と社会インフラ整備によるレジリエントな社会の構築に関する政策分析
教授 （政策研究大学院大）大山 達雄，教授 （政策研究大学院大）諸星 穂積， 

教授 （政策研究大学院大）土谷 隆，教授 中埜 良昭，教授 野城 智也，教授 目黒 公郎， 
 特任教授 荻本 和彦，特任教授 金子 祥三

　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った．

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

高分解能イメージングソーナーによる海中捜索支援技術の開発
教授 （海上保安大学校）倉本 和興，教授 浅田 昭

　本研究は，海上保安庁の特殊な海中捜索オペレーションを迅速かつ安全に実施し，捜索活動のより一層の効率化，
精度化を図ることを目的に，先の文部科学省科学技術振興調整費によるプロジェクト研究で開発された高分解能のイ
メージングソーナーを有効に活用し，海中捜索に最適化した新たな技術的な開発（海中捜索のための最適な実施形態
の策定，高精細のソーナー画像取得のためのノイズ除去・歪み補正などの信号処理技術の開発，高度な画像判別・信
号分析を備え目標物を自動検出する画像識別アルゴリズムの開発，広域な捜索海域の中から重点捜索領域を選び出せ
る海中捜索 GISの構築，そして海中捜索支援技術としてのこれら要素技術の統合）を行う．また，海上保安庁の海
中捜索現場での実証試験を通して支援技術としての実用的な有効性を確認する．
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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 （浅田研）杉松 治美，特任助教 （浅田研）水野 勝紀，特別教授 （九州工業大）浦 環

　小型歯クジラ類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かにして，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する．

障害者スポーツのための義肢装具のデザイン及び設計製作手法の研究
教授 山中 俊治

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

デジタルホログラフィック計測と共焦点マイクロPIV を用いた血球挙動の 3次元計測
技術専門職員 （大島研）大石 正道

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

マイクロファイバーワイヤリングによる血管 - 神経網の構築
特任研究員 （竹内（昌）研）根岸 みどり

海中浮沈装置の流体・構造連成解析
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　本研究では，海中構造物の浮沈方法の一つとして，定置漁業の箱網に取り付けた高密度ポリエチレンパイプへの給
排気により浮力と沈力を得る方法を提案し，水槽模型実験を実施するとともに，浮力，流体力の変化を伴う高密度ポ
リエチレンパイプの運動，張力，係留力の解析技術を開発することを目的とする．高密度ポリエチレンパイプを用い
た揚網システムの水槽模型実験を行い，高密度ポリエチレンパイプの挙動を明らかにするとともに，箱網から受ける
力の解析を行った．

革新的対流伝熱促進の数理と実践
講師 長谷川 洋介

海洋ナノ微生物資源の高精度探査に向けた現場型AFM技術の開発
特任講師 西田 周平

　ウイルス等のナノスケールの海洋微生物（海洋ナノ微生物）を現場環境で可視化・定量化し，海洋ナノ資源を迅速
かつ効率的に検出する海洋ナノ計測プラットフォームの開発を行う．まず，①海中環境で安定的に動作する海中原子
間力顕微鏡（海中 AFM）および②マイクロ流体デバイス等を用いた海中サンプルの採取・固定機構の開発からスター
トする．次に国立研究開発法人海洋研究開発機構と協力しながら③海洋調査船または海中探査機に実装するためのロ
バストなプラットフォームを開発する．これらを融合した計測システムを用いて，④実海域における海洋ナノ微生物
の測定・評価を行う．浅海・深海において繰り返し観察や広域調査を行い，海洋ナノ微生物の種類，時空間分布，宿
主生物や環境パラメタとの関連性を解明する．

レビー小体型認知症の幻視に関する情報機構の解明とその数理モデル化
教授 合原 一幸

　レビー小体型認知症 （Dementia with Lewy Bodies; DLB）はアルツハイマー型認知症に次いで多く社会的にもその解
明が緊急の課題になっている．その中核症状の一つは，視覚的幻覚（Recurrent Complex Visual Hallucination; RCVH， 
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以下，VH と略記）である．脳内のアセチルコリン（ACh） の不足の関与が古くから指摘されているが，この VH の
特徴的な症状を説明する神経機構並びにその理論的枠組みは未だ解明されていない．本研究では，DLB において幻
覚をもたらす機構の数理モデルを与えるとともに実験的・臨床的に検証可能な仮説の提案を行うことでこの認知症の
中核症状の原因究明に対して数理科学からの道筋を与えることを目的とする．

サイバーセキュリティサイエンスの基盤モデルと共通データセットに関する研究
教授 松浦 幹太

　サイバー空間におけるセキュリティの提供は生活に不可欠なサービスだが，適切な評価と普及が伴わないため機能
せず引き起こされたインシデントが続出し，脅威となっている．サービス科学の観点で反省すれば，サービスの非有
形性（無形であるがゆえサービスを受ける前に価値を確かめ難いこと）が大きな原因である．この非有形性が事前価
値確認に与える問題を克服するために，サイバーセキュリティ評価基盤として「工学的理論基盤」「社会科学的理論
基盤」「データ基盤」の 3つを整備することが急務である．本研究では，3つの基盤のうち社会科学的理論基盤とデー
タ基盤に関する基本モデルを確立し，両者共通の事例研究として不正ソフトウェア対策研究用データセットに適用し
有効性を示すことを目的とする．

明るさ解析と色解析の統一：任意光源環境における見えの理解・認識・生成に向けて
教授 佐藤 洋一

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，助教 （光田研）神子 公男

　正孔導電性透明導電膜材料は，新規透明デバイスへの可能性を拓く材料として大きな注目を集めているが，作製が
困難を極めている．SnO2中の Oを Nに理想的に置換することにより正孔伝導性が発現されることが量子計算により
明らかにされているが，未だ安定した正孔伝導性の SnO2が Nドープにより合成された報告はない．本研究では，
SnO2中に Nドープし，正孔伝導性を発現させることを目指した．昨年度までに，レーザーアブレーション法（PLD法）
にプラズマを重畳させた，プラズマ支援レーザーアブレーション法（PPLD法）の開発を行うと同時に，PLD法によ
り作製した高配向性ノンドープの SnO極薄膜を酸素プラズマに暴露させて SnO2膜化したシード層を用いて，PPLD
法による SnO2ドープ膜を堆積する手法の開発も行った．これにより，比較的低温のガラス基板上に SnO2:N膜を
PPLD法のみの 1プロセスにより堆積することに成功した．すなわち， SnO2の結晶化を促進するための，堆積中の高
い基板温度や堆積後のアニール処理が不要となっている．本年度は，この堆積法を用いて，Nドープ SnO2膜による
正孔導電性の発現を試みた．Nドープ量を制御することは可能となり，高い透明度を示す膜を堆積できたが，残念な
がら，全ての膜が電子導電性を示した．これは，ドープした Nが，Oサイトに置換されておらず，酸素空孔を生成
する反応を引き起こした結果，電子導電性を示したものと考えられる．しかし，約 2％の Nドープ膜では，5× 10-2

Ω cmという低い電気抵抗を示しており，新たな透明導電膜としての実用可能性を示すことができたと云える．

電気信号出力型ナノプラズモニック化学・バイオセンサ
教授 立間 徹

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

木質バイオマスを原料とする高機能性プラスチックの開発
教授 吉江 尚子

　バイオマスの中でも未利用資源として豊富に存在する木質バイオマスを原料として，従来型汎用プラスチックに匹
敵する実用的な性能に加えて，修復性や易解体性のような機能を有するバイオベースポリマーを開発することを目的
とする．つまり，原料面で食料と競合せず，かつ，実用的な性能と汎用プラスチックには無い環境機能を有する付加
価値の高いバイオベースポリマー材料の創製である．

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，教授 大岡 龍三，准教授 （山口大）樋山 恭助

　本研究の目的は，有害危険物質による健康被害可能性を，居住空間のスケールから都市空間規模のスケールまでに
おいて横断的にかつ一貫的に評価する手法を構築することである．申請者は，流れ場の一特性である乱流状態が空気
の混合促進作用を持つことに着目する．時間定常な空気環境にて障害物が移動する場合，障害物境界における流 れ
の剥離により後流が乱流遷移する．申請者はこの現象が，障害物が空気へ及ぼす仕事率（もしくは仮想的な仕事率）が，
ほぼ等しく乱流へのエネルギー注入に費やされるという観点にのっとって乱流場を評価する．ここでいう障害物は歩
行する人体や都市空間中の建物のことを指示しており，仕事率とは（人体の歩行速度×抗力）や，もしくは（周辺空
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気の速度×建物にかかる抗力）である．後者の場合は建物が静止しており，気流場が平均風速を持ち接近するため，
実際には建物が気流へ仕事を行うわけではないものの，仮想的な仕事率を上述のように考えることで関係式を組み立
てる．

利用者特性に即した多目的最適化による空間性能の経時的すりあわせ調整に関する研究
教授 野城 智也

　多種多様な観測データを継続的に収集・分析し，多目的最適化手法を用いつつ，建築利用者特性に即した空間性能
の調整目標を設定したうえで，目標達成にむけて，空間性能を経時的にすりあわせ調整していく技術｣ を実現・汎用
するための学術的理論基盤を形成することを目指す．

日本型デザインビルド方式の特性・競争優位性・持続可能性に関する理論的・実証的研究
特任研究員 （野城研）安藤 正雄

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

　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．最終年度である本年度は，浚渫埋立てにより造成した砂質地盤を模擬した中空円筒供試体の
非排水繰り返しねじりせん断試験結果に及ぼす排水繰り返しせん断履歴と液状化履歴の影響を計測するとともに，履
歴載荷中の消散エネルギーに着目してこれらの履歴の影響を定量的に評価する手法の検討を実施した．

水同位体比データ同化システムを用いた大気・陸面水循環過程の詳細解明
准教授 芳村 圭

　対流降水活動に起因する激しい相変化に伴う水の循環，特に対流圏中上層における水の挙動の理解は未だ十分とは
言えない．また，陸面からの潜熱フラックスが蒸発散フラックスのうち，どれくらいが植生からの蒸散の寄与による
ものかも十分解き明かされていない．そのような大気中・陸面上における水循環過程の詳細の解明には，蒸発・凝結
過程の積分指標である水同位体比を利用することがよく行われているが，多くがケーススタディ的な研究にとどまっ
ている．それらの問題を踏まえ本研究では，世界に先駆けて構築された水同位体大気大循環モデルとアンサンブルカ
ルマンフィルタを用いた水同位体比データ同化システムを駆使し，大気・陸面での水循環過程の詳細，具体的には降
水中の蒸発効率や陸面での蒸散の寄与について，物理的に整合的な形での全球分布を導きだす．

確率分布を反映したゲーム木の大規模分散モンテカルロ木探索
助教 （喜連川研） 横山 大作

　現実世界の大規模な探索問題は全解探索は困難であり，有用そうな部分を選択的に探索するアルゴリズムが用いら
れる．ゲーム木の探索はこのような問題の一例であり，近年提案されたモンテカルロ木探索がその有効性から広まっ
ているが，将棋など「細い正解の一本道をたどらねばならない」ような問題領域においては収束が遅く，適用が難し
い．このような問題に対し，局面評価値の確率分布をゲーム木でそのまま扱えるベイジアンアプローチに基づいた探
索アルゴリズムを提案し，その大規模並列処理の有効性を検討することを目指す．

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．

マルチソーシャルメディアにおける情報伝播挙動の類型化に関する研究
准教授 豊田 正史，特任准教授 伊藤 正彦

　World Wide Webにおけるソーシャルメディアのユーザは 2011年に 12億人を超え，人々のオンラインにおける活
動時間のうち 20%を費やすまでに至っており，主要な情報源の一つとなっている．ソーシャルメディア上では様々
な話題がユーザ間を伝播していくが，その挙動を把握することは政府，自治体，企業等の広報活動やキャンペーンの
効果を調査する上で重要である．本研究の目的は，複数のソーシャルメディア上での情報伝播の挙動を類型化できる
特徴を抽出し，典型的な伝播の挙動と話題の種類との関係を明らかにし，挙動が類似する過去の事例を検索可能とす
る検索・閲覧システムを構築することにある．

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―
准教授 （東北大）芳賀 京子，准教授 大石 岳史，特任准教授 小野 晋太郎
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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

土構造物の内部侵食と脆弱部の進展過程およびそれに伴う全体構造劣化の評価
教授 桑野 玲子

気候変動下のアジア大都市における空間適応マネジメント手法の総合的研究
准教授 加藤 孝明

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

歩行者・自転車を考慮したラウンドアバウトの性能評価に関する研究
講師 井料 美帆

　海外で普及が進むモダンラウンドアバウトは，交通量が比較的少ない場合において，待ち時間が少なく安全に通行
可能な交差点の制御方式とされている．平成 26年の改正道路交通法の施行により，日本でも本格的な導入が始まり
つつある．しかし，都市部が極めて密に構成されており，歩行者や自転車と自動車との錯綜が頻発する日本の道路で
は，歩行者や自転車を考慮した上で安全・円滑両面から望ましい設計方式を検討する必要がある．本研究では，歩行
者交通がラウンドアバウトの容量に与える影響について，理論モデルとシミュレーションの 2つのアプローチで検討
を行った．

6.  科学研究費 : 基盤研究（C）

微生物系の集団運動に及ぼす近接流体力学的相互作用の効果
助教 （田中（肇）研） 古川 亮

　微生物系は平衡系に見られない多彩な集団運動を示すが，その背後にある物理機構を明らかにすべく，主に数値シ
ミュレーションにより研究を行っている．

URM壁の面外転倒を含むRC造架構の耐震性能および耐震補強手法に関する実用化研究
助教 （中埜研）崔 琥

　本研究では，申請者らより明らかになった 1層 1スパン無補強組積造壁（URM壁）の面内方向への耐力寄与分の
研究成果を踏まえ，連層・連スパンでの URM壁の面内方向への破壊機構および耐力寄与分を明らかにするとともに，
URM壁の面外転倒メカニズムの究明を主目的とする．本年度は，1/4スケールの連層・連スパン縮小試験体を製作し，
その静的加力実験を実施した．全組積ユニットに貼り付けた 3軸歪ゲージデータから各壁体の対角圧縮ストラットの
形成角度や等価幅およびそれに基づく負担せん断力が明らかになり，本評価手法による各壁体と各柱のせん断力の和
は実験結果の荷重－変形関係を詳細に再現することができた．

スピン偏極水素原子ビームによる表面磁気秩序の解明
助教 （福谷研）小倉 正平

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

　太陽活動の周期を説明する新しいモデルが提案される．新しいモデルは従来のものと比較して二つの点で大きく
違っている．第一に，乱流起電力の表式でヘリシティに関連する輸送係数αに加えて，クロス・ヘリシティ（速度＝
磁場相関）に関連する輸送係数γを考慮に入れる．これは非一様な大規模流れが乱流に及ぼす効果を取り入れるもの
である．第二に，輸送係数γは調整可能なパラメータではなく，方程式に基づいてγの時空ダイナミクスが磁場の発
展と同時に取り扱われる．本研究での太陽活動周期への基本的シナリオは，（i）トロイダル磁場が乱流クロス・ヘリ
シティの効果で誘起される；（ii）ヘリシティあるいはα効果によって，トロイダル磁場からポロイダル磁場が生成
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される；（iii）α効果によって生成されたポロイダル磁場は元々存在した乱流クロス・ヘリシティとは反対符号のク
ロス・ヘリシティを生成する（負のクロス・ヘリシティ生成）；（iv）逆符号のクロス・ヘリシティが極性の反転した
トロイダル磁場を誘起する；というものである．モデル方程式の固有値解析が行われ，シナリオの妥当性が確かめら
れる．

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

　機能性材料に対する原子間ポテンシャル関数を高効率で生成するアルゴリズムを開発するとともに，それを用いた
原子シミュレーションにより強誘電体材料の機能劣化メカニズムを解明する．

流動層流動特性モデル化における基礎研究
特任研究員 （堤研）石束 真典

GPCRのアロステリックリガンド：細胞応答測定による親和性解析法とリガンド探索
特任研究員 （竹内（昌）研）須賀 比奈子

スパイラル構造型ダメージレス固定砥粒工具の開発
技術専門職員 （土屋研）上村 康幸

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
シニア協力員 （合原研）髙橋 陽一郎

　点過程論としてのギブス測度の理論を再構成し，点過程論の整備を土台として諸課題への応用を目指す．

分化誘導シグナルの時空間変化：全胚ライブイメージングによる背服分化過程の解析
教授 佐藤 洋一

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

　金属の凝集（脱濡れ）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）金属の二層構造による熱凝集の促進化を図り，（2）自己組織化ナノ構造薄膜の成長制御を行い，（3）
均一性が良い高密度で高品質なナノ構造薄膜を作製し，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．

無容器法による希土類酸化物を主成分とする超高屈折率低分散ガラスの合成と構造解析
助教 （井上研）増野 敦信

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 （酒井（康）研）務台 俊樹

自然免疫系活性化につながる新規核酸認識機構の解析
特任准教授 柳井 秀元

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

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
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レアイベント計算技術を基盤とした相変態ナノキネティクスの解明
特任講師 原 祥太郎

　時間スケールを克服する原子スケール計算技術を開発・導入することで，固体内で生じる拡散変態現象の解明を行
う．

酸素ポテンシャル勾配下のフラックス精製法によるシリコンの革新的脱リン
技術専門職員 （吉川（健）研）簗場 豊

ヨーロッパ諸国における洪水マップと土地利用関連施策の連携
准教授 加藤 孝明

7.  科学研究費：挑戦的萌芽研究

電磁回転（EMS）システムによる粘性測定標準法構築への挑戦
教授 酒井 啓司

中赤外プラズモン増強場を用いた新規非線形光学の開拓
准教授 芦原 聡

淡水棲イルカ類音響戦略解明のための小型音響データローガー開発
特任研究員 （浅田研）杉松 治美

　ガンジスカワイルカの詳細な音響戦略と水中行動など環境変化への対応能力を解明するため，一個体の身体モー
ションの連続計測を可能にする音響＋身体モーション計測小型データローガーを開発し，非接触観測と併用した総合
的観測実施，イルカ行動の詳細を明らかにする．メムス技術を利用した小型音響＋身体計測データローガーの開発お
よび装着方法とリリース手法を検討しボディを構成，水槽試験により機能を検証し，飼育環境下のイルカに装着して
計測を実施，アレイソーナーによる非接触型音響計測を併用して総合観測を行う．

個別化医療実現のための細胞内RNA・タンパク質の高品位高速乾燥固定法の開発
教授 白樫 了

　医療検体の中には，疾患を検出する重要な情報を含む物質でありながら，非常に劣化が速いため臨床応用に至って
いないバイオマーカーや RNA等が存在する．本研究では，検体を採取直後に速やかにそれらの物質を変性させるこ
となく固定し，長期間安定保存する手法の開発をおこなっている．

バクテリア内膜を固定したデバイスによるトランスロコン解析
特任研究員 （竹内（昌）研）友池 史明

再生医療技術を利用したファイバー型バイオ神経インターフェース
特任研究員 （竹内（昌）研）根岸 みどり

波エネルギーで発電して走る揺れない船
准教授 北澤 大輔，大学院学生 （北澤研）韓 佳琳

　小型船は，波浪が高くなると出航が中止となったり，作業効率が低下したりするため，乗り心地の向上が長年の課
題となっている．本研究では，乗り心地の向上と波エネルギーの利用を両立させる小型船の開発を目指して，船体の
減衰力を与えるために発電機を駆動し，波エネルギーを電気エネルギーに変換するシステムの開発を行う．小型船は，
キャビンとフロートとからなるが，水槽模型実験によって波エネルギーを吸収できることが示された．また，スカイ
フックによる制御を行ったところ，キャビンの揺れが最大で 1/5程度まで抑制された．

THz 偏光計測による樹脂成形品の残留応力評価技術の開発
准教授 梶原 優介

　本研究の目的は，テラヘルツ（THz）偏光計測による樹脂成形品の高精度・非侵襲な残留応力評価法を確立するこ
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とにある．具体的には，THz光源，反射光学系，THz偏光素子，THz検出素子による偏光光学ユニットを構築し，
THz偏光計測型残留応力評価装置を構築する．目標とする空間分解能は横，深さ方向ともに 1 mmである．樹脂成形
品の残留応力評価技術は未だ確立しておらず，侵襲性の高い破壊試験法や表面近傍の評価のみ可能な X線回折法に
頼っている．しかし樹脂に対して透明で，結晶配向に敏感な THz波を利用すれば，非侵襲かつ深さ方向にも高分解
能な評価技術が期待できる．

血管新生研究のための in vitro 血管ネットワークモデルの開発
講師 松永 行子

単一不純物が微細トランジスタ特性の統計的性質に与える影響に関する基礎研究
教授 平本 俊郎

　本研究は，大規模集積回路（VLSI）を構成する微細トランジスタにおいて，単一の不純物の存在がトランジスタ
の統計的特性に与える影響を実験的に調べることを目的とする．不純物数が極端に減る将来の極微細トランジスタで
は，たった一個の不純物により特性が大きく変化することが予想される．多数の微細なシリコンナノワイヤトランジ
スタを試作し，その特性ばらつきを評価することで，単一の不純物の影響に関する解析を行っている．

光学的に未校正なカメラにより撮影された画像を用いた照度差ステレオ
教授 佐藤 洋一

フォノニック結晶を用いた高感度超音波センサ
准教授 岩本 敏

体内埋め込み型電子機器に向けた人間の筋電からのエネルギーハーベスティングシステム
准教授 高宮 真

ヌードマウスに発毛を誘導する因子の同定
特任研究員 （畑中研）堀内 新一郎

反応性フラックスを用いた溶融シリコン中不純物元素の揮発除去に関する物理化学
教授 森田 一樹

初代培養細胞群からの生理学的肺胞モデルの構築と経肺吸収率予測への利用
教授 酒井 康行

金属ナノ粒子の三次元加工技術の開発
教授 立間 徹

π共役ポリマーを含むポリマーブレンド薄膜のナノ周期構造構築
教授 吉江 尚子

　有機薄膜太陽電池の有機層は，ドナー相とアクセプター相が nmスケールで混合していることが理想とされるが，
このような短距離相分離構造の形成は極めて困難である．本研究では，以前に開発したポリマーブレンド薄膜におけ
るナノ周期構造造形技術に基づいて，ポリチオフェン含有ポリマーブレンドにおいてナノ相分離構造を造形すること
を目的とする．本手法は，溶媒の結晶化を起点とする非平衡構造の発現と凍結を利用するものであり，独自性が高く，
ナノスケール，かつ，高度な規則性・配向性を有する相分離構造の形成する手法としては，ほとんど唯一のものであ
る．

原子分解能計測による非晶質物質設計
准教授 溝口 照康
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船積み鉄鉱粉の液状化メカニズムと発生条件に関する地盤工学的研究
教授 古関 潤一

　粒径数 mm未満の粉鉱石サイズの鉄鉱石の船舶貨物輸送中に生じる液状化現象を対象として，その詳細なメカニ
ズムと発生条件を解明することを目的とした検討を行う．初年度である本年度は，船積み輸送中の長期的な乾燥・湿
潤過程を想定して，比較的低いサクションレベルにおける水分特性曲線の計測を行った．

新たな結合材の投入を必要としない完全リサイクルコンクリートの開発
助教 （岸研）酒井 雄也

パラメトリックスピーカを用いた建築音響材料特性の計測法の開発
准教授 坂本 慎一

クラウドソーシング技術を駆使した迅速・安価なグローバル現地計測手法の体系化
准教授 関本 義秀

　近年，日本はじめ先進国は，道路ネットワークデータや交通量データ等，都市の状態を表すデータがかなり充実し
てきているものの，途上国ではいまだ基礎的なデータは多くなくニーズは高い．そこで本研究では，クラウドソーシ
ング手法に着目し，これらの条件設定を体系的に実験することによって，迅速・安価かつグローバルに現地計測が行
うための方法論を構築する．

マイクロ流体制御を用いた時空間的視点からの幹細胞分化の解析と培養システム構築
博士研究員 （藤井研）前川 敏郎

新規二次電池の開発にむけた過酸化物の研究
助教 （前田研）佐々木 秀顕，教授 前田 正史

　高温空気中における過酸化物の生成および分解を観察するととともに，他の酸化物との反応性について調査し，詳
細な研究が進んでいない過酸化物の応用について検討を行った．

スカンジウムおよびAl-Sc 合金の革新的製造技術の創出
教授 岡部 徹

Cr 系溶媒を用いた高品質AlN 単結晶の低温高速溶液成長
准教授 吉川 健

三次元微細構造解析によるRC柱梁接合部の破壊シミュレーションと配筋詳細の合理化
准教授 長井 宏平

首都直下地震後の外国人への災害情報提供に向けた調査研究
特任准教授 川崎 昭如

損傷クリープを考慮した若材齢コンクリートのひび割れ予測手法の開発
特任講師 松本 浩嗣

　微細ひび割れの進展に伴い発生する損傷クリープの影響を考慮した，若材齢コンクリートのひび割れ発生予測手法
の開発を目的とした研究課題である．

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
特任助教 （町田研）守谷 頼
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トンネル電流誘起によるテラヘルツ波の発光・検出・分光
准教授 梶原 優介

　本研究では，THz波発生のエネルギー源として THz近接場顕微鏡に STM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．具体的には，既に構築した THz近接場顕微鏡に
対して，STMと分光光学系，広帯域対応 CSIP（THz検出器）を導入し，THz領域の STM発光分光を実現する．検出
波長帯は，物質・生命現象のスペクトルを豊富に含む 8～20 μ mである．

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

　本研究では，海底ステーションにドッキングさせ，非接触充電を行うことで自律型海中ロボットの長期展開を行い，
また海底ステーションを測位基準とすることで周囲の高精度な 3次元画像マッピングを行う手法を構築した．AUV 
Tri-TON 2を用いた水槽試験および海域試験により，その有効性を確認した．

レーザアブレーションプラズマを用いた自然水の現場成分分析手法に関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

階層構造を有するマイクロハイドロゲルの創製
講師 松永 行子

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

都市空間の微気象予測と分散センシングを融合した大気環境解析システムの開発
助教 （大岡研）菊本 英紀

　都市の気象あるいは大気環境は，建築を取り囲む一時的境界条件であり，建築周囲および内部空間の温熱・空気環
境を決定づける．本研究は，計算流体力学に基づいた微気象予測と急速に普及が進む都市内に散在するセンシング機
器データを活用し，都市空間内の大気環境を高精度かつ即自的に解析するシステムの構築を行うものである．データ
同化手法に基づき，数値予測におけるモデル化の限界および入力値の不確かさと実環境計測における同モデルの応用
により観測値やその他入力条件を情報通信網により取集し，実時間と同期した解析や得られた環境情報配信システム
の構築を目指す．

微視的現象機構の根本的解明に向けたナノデバイスによる模擬コンクリートの実装と応用
助教 （岸研）酒井 雄也

ナノ加工によるSi 熱電変換デバイスの創製
准教授 野村 政宏

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

塩害環境下で疲労を受けるRC構造物に対する耐久性評価手法の開発
特任講師 松本 浩嗣

　塩害による鉄筋腐食と疲労荷重を同時に受ける鉄筋コンクリート構造物の耐久性予測手法を開発することを目的と
した研究課題である．

9.  科学研究費 : 若手研究（B）

電磁駆動式転がり操作技術を用いた高感度バイオセンサーの開発
技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一
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藻場調査のための鰭型移動プラットフォームの開発
特任助教 （浅田研）西田 祐也

伊豆沼・内沼におけるハス生息状況の 3次元音響計測システムの開発と観測
特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　宮城県北部に位置する伊豆沼・内沼では，高濁度の水域で観察されるハス Nelumbo nuciferaは， 大きな群落を形成し， 
水面上を覆うことから沈水植物の生息環境を悪化させ，富栄養化を促進させる要因の一つとして特に重要視されてい
る．この現象は国内外の多くの湖沼で進んでおり，ハス生息状況の持続的・定量的な計測手法が広く求められている． 
特に，直接計測では高効率・高密度の測定が困難な，湖底下に広がる蓮根や底泥厚み分布を精度よく測定可能な新し
い観測システムが必要である．本研究は， 底泥下探査ソナー，信号・画像解析プログラム，音波伝搬可視化シミュレー
ターを開発し，未だ謎の多い底泥下に広がる生態系を明らかにしていくものである．

本格的再生医療への応用を目指した自発的還流機能を有する 3次元マクロ組織の作製
特任助教 （竹内（昌）研）岩永 進太郎

親に運ばれる時の仔の鎮静化反応中に起こる痛み応答減弱の神経メカニズム解明
特任研究員 （竹内（昌）研）吉田さちね

タンパク質の自動量子化学計算法と電子状態DBの開発
助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　タンパク質量子化学計算の前処理として妥当な計算構造のモデリングが課題となっている．本研究では，タンパク
質の実験構造から量子化学計算に適した計算構造への自動モデリング法に関する基盤研究を行った．また，タンパク
質量子化学計算における高精度初期値計算プログラムの研究開発を行った．

昆虫の翅にみられる折りたたみ・展開機構を応用した革新的展開構造の創成
助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

　本研究は，甲虫目や革翅目を初めとする折りたたみ型の後翅を有する昆虫の翅の展開・収納行動をハイスピードカ
メラ，3次元計測技術を用いて詳細に観察し，折紙の幾何学を用いて翅のデザインを弾性力学的観点から説明する新
しい折りたたみモデルを提案することで，革新的な展開構造を創成することを目的とする．虫の翅は，人工物とは比
較にならないほどの高い収納率，展開再現性，信頼性，軽量性を併せ持っている．従来研究で無視されてきた翅脈の
3次元形状や，局所的な弾性変形まで含めてモデル化することで，上記の優れた特性を生み出す仕組みを解明する．

誘目性を考慮した海底物体の自動抽出およびリアルタイムモニタリングシステムの開発
特任研究員 （巻研）佐藤 芳紀

動的シナプスを含む神経回路網のダイナミクスとその工学的応用の研究
協力研究員 （合原研）香取 勇一

　本研究では，短期的シナプス可塑性の性質を持つ動的シナプスを持つ神経回路網の動力学特性および脳内の情報処
理における役割を解明し，その工学的な応用のための基盤の確立を目指す．特に，大規模神経回路網モデルの構築・
解析，データを踏まえた検証，神経回路網の電子回路実装を行う．

多様な情報の空間的側面に注目した情報ブラウザの開発
助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

　本研究では，空間属性を備えた情報の爆発を背景に，それを誰もが容易に閲覧できる手法を提案する．文書を前提
としたWebではなく，空間座標を前提としたブラウザを開発し，その上に多種多様な情報を様々な手法で視覚化出
来る仕組みを構築する．地図のもつ直感性を利用し，情報の把握を容易にするとともに，データの選択手法や表現手
法といったブラウザ利用のためのメタ知識も直感的に表現し，ブラウザの利便性の向上や利用ノウハウの交換を促進
する．

窒化物半導体太陽電池のための超高品質基板の開発
特任助教 （藤岡研）小林 篤
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低温成長技術によるシリコン（111）上への窒化物系発光素子集積と光MEMS応用
助教 （藤岡研）太田 実雄

一体型CNTs/ グラフェン 3次元ハイブリッド体の酵素電極反応系への展開
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫

自己組織化した二次元金属ナノ構造体による高機能デバイスの構築
助教 （立間研）西 弘泰

がん関連分子パターンの同定とそれによる自然免疫受容体活性化メカニズムの解析
特任助教 （谷口研）生島 弘彬

TEM内超微小硬さ試験による III 族窒化物薄膜材料の機械特性値その場ナノ計測
講師 徳本 有紀

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
技術専門職員 （古関研）宮下 千花（堤 千花）

　側面摩擦の影響を低減するために供試体の高さを昨年度までの約 1/3に減らし，残りの条件を全て一致させて昨年
度までと同様の試験を行った．液状化履歴を受けたことによる豊浦砂の液状化強度特性や圧縮特性の変化は，供試体
の高さに依存しないことを確認した． 液状化による再堆積を模擬した分級供試体を実地盤から採取した砂質土によ
り作成し，中空ねじり試験装置により複数回の液状化試験を組み合わせた予備試験を行った．その結果，液状化して
供試体が大きく変形すると，供試体を覆うゴム膜に皺がよって局所変形挙動を正しく計測できないことが分かった． 
そこで，通常とは異なるシリコン性の透明なゴム膜を用い，三軸試験装置でさらなる予備試験を行った．密な豊浦砂
に色砂を混ぜて実施した液状化試験では，メンブレンと供試体の変形は概ね一致した．しかし，シリコンのゴム膜で
は与えられる変形量が通常のゴム膜と比べて小さく，試験自体に制約があることが分かった．

On Chip Detection of Tau Protein Using Microtubule Based Bioassay（微小管を用いたバイオアッセイ
によるタウタンパクのチップ検出）

特任研究員 （藤田研）TARHAN Mehmet, C

　研究の目的は，ガラスチップ上に再構成した微小管・キネシン生体分子をモータ系を用い，微小管に結合するタウ
タンパク分子の付着能力を測定することである．タウタンパクが変質して，微小管に結合しなくなると脳神経疾患を
引き起こすため，このような測定ができると，早期の診断が可能になると期待される．

マイクロナノマシンと TEMを組み合わせた実験系による真実接触面のリアルタイム観察
特任研究員 （藤田研）佐藤 隆昭

　電子顕微鏡の中でマイクロマシンを動かし，一対の針端を真空中で押しつけて接合する．接合点にせん断力を加え，
破壊に至るまでの変形と力の大きさを実時間で測定する．摩擦の微視点な原因は，このようなナノ接合の生成と破断
であると考えられており，本測定は摩擦現象の理解に資するものである．

酸化還元サイクルにおいて固体酸化物形燃料電池燃料極のNi 焼結挙動の解明
助教 （鹿園研）焦 震鈞

動的なネットワーク交通流特性を内包した都市スケールの交通状態解析理論
助教 （大口研）和田 健太郎

　都市エリアの道路ネットワークの交通状態・特性を巨視的に表す Macroscopic Fundamental Diagram（MFD）の特性
を理論的に解析するための方法論の構築に取り組んでいる．MFDは，交通工学でよく知られた単一道路の特性を表
す FDをエリアワイドに拡張した概念として近年提案されたものであるが，その形状や特性を説明する理論は空間を
捨象した極めて単純化されたモデルに基づくものに限られていた．これに対して，本研究ではまず，時々刻々のネッ
トワーク上の渋滞パターンを記述するミクロな理論（動的配分理論）に基づき，限定的なネットワークに対する
MFDの解析式を与えた．そして，その解析式の感度分析により，MFDの形状を変化させるクリティカルな渋滞パター
ンを明らかにした．現在は，系統的なシミュレーション分析により理論解析結果の頑健性の評価を進めている．
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塩化物廃棄物を利用するチタンスクラップのリサイクル
助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

SiC 溶液成長界面の In-situ 観察と理論予測に基づく超高品質結晶の育成
特任研究員 （吉川（健）研）川西 咲子

道路における空間資源の認知と共有のモデリング
講師 井料 美帆

　駅前広場で送迎を行う一般車を対象に，送り・迎えのパターン別の広場占有行動を説明するモデルを構築した．

次世代自動車の社会的普及に向けた支援インフラの整備・運用方策に関する数理的研究
講師 本間 裕大

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

10.  科学研究費：研究活動スタート支援

地震被害を受けた建物群の詳細な検討に基づく建築物の倒壊限界評価法の妥当性検証
助教 （中埜研）松川 和人

　本研究課題は，研究代表者がこれまで開発してきた，地震力作用下において建築物が倒壊しない限界の水平変形で
ある「倒壊限界変形」の評価法を発展させる研究である．本研究では，倒壊限界変形の簡易な評価法を構築し，実被
害建物へと適用した．そのために収集した実被害建物は兵庫県南部地震時・東北地方太平洋沖地震時等に被災した鉄
筋コンクリート造建築物 69棟であり，これらの建物に倒壊限界評価法を適用した結果，倒壊しなかった建物はすべ
て倒壊クライテリア以下の変形（損傷）に収まった．このことから，提案した倒壊限界評価法は妥当であり，設計や
診断時に建物の倒壊可能性を判断するための強力なツールとなりうることを確認した．

サイクロトロン共鳴を利用したグラフェン量子ドットによる単一光子検出
特任研究員 （町田研）荒井 美穂

複数骨格筋アクチュエータによる物体操作の実現
助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

全層角膜再生を目指した培養 3次元角膜実質モデルの確立
特任研究員 （竹内（昌）研）南 垠列

神経におけるタンパク質合成制御と自閉症の発症機構の解析
講師 池内 与志穂

昭和三陸津波後の「復興地」における復興の実態およびその評価に関する研究
助教 （村松研）岡村 健太郎

11.  特別研究員奨励費（DC）

ソフトマターの構造形成：形成過程と不安定化のダイナミクス
大学院学生 （田中（肇）研）荒井 俊人

　荷電コロイドは，長距離静電斥力により安定化されたWigner 結晶と呼ばれる秩序構造をとることがある．この結
晶状態は，電荷により安定化された結晶構造であり，通常の剛体球系に比べはるかに低い体積分率で結晶が形成され
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るという特徴を持つ．また，剛体球系では HCP構造および FCC構造が安定相として知られるが，荷電系ではこれに
加え，BCC構造も低体積分率で安定に存在することが知られている．本研究では，荷電系の液体状態における配向
秩序を調べることで，結晶相の選択に液体中の秩序が大きく影響を与えることを突き止めた．また，この系について
静電相互作用を遮蔽することで，液体への相転移を引き起こし，融解のダイナミクスを 3次元的に調べた．その結果，
融解の核となる欠陥構造や臨界核の大きさなどを実験的に調べることに成功した．

平均 Lagrange 型乱流統計理論における数理の解明と応用
大学院学生 （半場研）有木 健人

　本研究では平均速度による Lagrange座標を用いて共変的な乱流モデルを導く統計理論の構築を行い，次の三点を
達成した．1）本理論から得られた Reynolds応力の遅延効果が，伸長収縮流・せん断流・軸対称流において，平均流
エネルギーの散逸を抑制し得ることを明らかにした．2）非一様性効果（高次粘性効果）が，軸対称回転流において，
回転軸近傍でのせん断応力を抑制し，軸中心の逆流現象に有意な説明を与えうる示唆を得た．3）渦粘性効果の理論
表式において，信憑性の高い一様乱流理論と当該理論が一致することを見出した．

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

　エンタングルメントは，量子コンピューティング，超高密度符号化，量子テレポーテーション等，様々な量子タス
クにおいてリソースとして利用されている．こうした重要性にも関わらず，多体間エンタングルメントの性質は，未
だ十分に解明されておらず，どのような尺度で量をはかるべきかの指標すら与えられていない．本研究では，独自の
アプローチによって多体エンタングルメントの定量化を行う事を目標とする．多体エンタングルメントの定量化に関
する他の研究は，多体に適用できる Schmidt分解の一般化を求めようとしている．これは本質的には多体のエンタン
グルメントの構造がベクトル構造で記述できると仮定していることを意味する．これに対して私の計画は，多体のエ
ンタングルメントにグラフ構造を導入し，「エンタングルメントの流れ」の法則を利用する事で多体の定量化を行う
点に特色がある．

量子多体系基底状態の複雑性の解析－量子情報論的視点－
大学院学生 （羽田野研）桑原 知剛

　私の研究の目的は多体系の基底状態の複雑さ，言い換えると系を記述するのに必要な情報量がどの程度かを理解す
ることにある．この問題は量子基礎論の重要な問題の一つとなっている．私は基底状態のエネルギーギャップがこの
問題に対して本質的な役割を果たすと考えている．この問題に対して，1）エンタングルメントエントロピー，2）フィッ
シャー情報量の二つの指標をベースとして理解していくことを目指す．これらの 2つの物理量はシステムのマクロな
量子性と非常に密接に関係している．本研究における主要な問題は以下の二つにまとめられる．（1）上記の 2つの物
理量がエネルギーギャップとどのような関係にあるのか．（2）また，系を記述するパラメータの数にどのような制限
を与えるか．上記の問題を解決するに当たり，私は以下の 3つの予想を提案する．（予想 1）エネルギーのギャップ
がシステムサイズに依存しない非零の値を持つならば，エンタングルメントエントロピーの面積則が成り立つ．（予
想 2）示量性物理量のフィッシャー情報量とエネルギーギャッフの間にはトレードオフの関係が成立する．（予想 3）
エネルギーのギャップがシステムサイズに依存しない非零の値を持つならば，基底状態を記述するのに必要なパラ
メータの数はシステムサイズに冪的に増加する．以上の 3つの予想に対して数学的な回答を与えることが具体的な問
題解決方法となる．特に予想 1は「Area Law仮説」と呼ばれ，量子情報の分野において最も重要な未解決問題の一
つとなっている．

バリスティックグラフェン pn接合における量子輸送現象
大学院学生 （町田研）森川 生

超収束パラメトリック音源と映像ソーナーを用いた岸壁内外部の高精度 3次元可視化診断
大学院学生 （浅田研）虻川 和紀

　コンクリート構造物内部に超音波を透過させることが可能なパラメトリックソーナーと，水中物体の可視化を行う
イメージングソーナーとを組み合わせ，内部まで含めた港湾岸壁のヘルスモニタリングを行う手法開発を進めている．

磁気熱量効果を適用した自己熱再生型熱循環システムの研究
大学院学生 （堤研）小谷 唯

自己熱再生に基づく省エネルギーな海水淡水化プロセス実現のための基礎研究
大学院学生 （堤研）水野 寛之
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VI.　研究および発表論文

スキルの高いドライバーの運転特徴抽出に関する研究
大学院学生 （須田研）李 曙光

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
大学院学生 （柳本研）朴 亨原

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

一細胞単位で設計された神経回路を有する三次元人工脳組織の構築
大学院学生 （竹内（昌）研）吉田 昭太郎

真核生物鞭毛による運搬機構を有する物質内包リポソームの創製
大学院学生 （竹内（昌）研）森 宣仁

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

レーザ分光法を用いた，海中現場における海水及び堆積物の化学組成分析手法の開発
大学院学生 （巻研）高橋 朋子

データ複雑性に基づく階層的学習モデル最適化と大規模時系列データマイニングへの応用
大学院学生 （合原研）木脇 太一

免疫細胞による自己・非自己識別機構の数理・情報論的解明
大学院学生 （合原研）梶田 真司

　本研究では免疫細胞による自己・非自己識別機構の解明に向け，細胞が類似した自己と非自己由来の抗原分子を識
別するメカニズムの理解を目指す．これまでのモデルが再現できていなかった識別現象の特性を再現する数理モデル
の構築に加え，細胞の情報処理の最適性という観点から情報論的なアプローチで抗原識別精度を向上させうるメカニ
ズムを明らかにする．

低電圧動作シリコン系Beyond CMOSデバイスの研究
大学院学生 （平本研）鄭 承旻

　しきい値電圧自己調整シリコンナノワイヤMOSトランジスタを利用した超低電圧動作デバイスの研究を行ってい
る．

領域分割と多視点マッチングを融合した 3次元形状推定の研究
大学院学生 （佐藤（洋）研）谷合 竜典

酸化物へテロ構造を用いた界面強磁性の設計・制御
大学院学生 （藤岡研）北村 未歩

機能化マイクロカプセルを用いた iPS細胞大量培養・分化システムの構築
大学院学生 （酒井（康）研）堀口 一樹

金属ナノ粒子の局在表面プラズモン共鳴を用いた量子ドット太陽電池の高効率化
大学院学生 （立間研）川脇 徳久
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1．研究課題とその概要

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

炎症と発がんにおけるHMGB1 の役割の解析
大学院学生 （谷口研）植木 紘史

免疫性核酸／蛋白複合体を制御する蛋白の同定
大学院学生 （谷口研）更級 葉菜

IRF3 による IL-33 遺伝子発現誘導の腸炎における役割
大学院学生 （谷口研）三木 祥治

RNAi スクリーニングを用いたEvi1 制御機構の解明
大学院学生 （谷口研）半谷 匠

免疫性を有する内在性の核酸タンパク複合体の解析
大学院学生 （谷口研）遠藤 信康

TLR/RLR シグナル間のクロストークによる免疫応答制御機構の解明
大学院学生 （谷口研）松木 康祐

ダイナミックインシュレーション技術を適用した開口部の実用化に関する研究
大学院学生 （加藤（信）研）河原 大輔

　主たる研究目的は，既存ストックが多くある日本において既存住宅の改修を普及させるための，快適性を満足しか
つ，簡易で省エネルギーを実現できる改修事例を提案することである．そのために申請者は DI技術という熱貫流率
を 0に近くすることができる機構を取り上げ，住宅の適応の可能性を探求する．具体的な研究方法としては室内外の
境界となる開口部（特に窓）に DI技術を適用させ，解析・実測の両側面から分析を行う．

ケーブルを用いた既存天井における制震補強方法に関する研究
大学院学生 （川口（健）研）中楚 洋介

多重熱源を用いた地中熱空調システムの設計精度の向上に関する研究
大学院学生 （大岡研）崔 元準

　地中熱利用ヒートポンプの設計精度を向上させるための研究であり，設計パラメータを決めるため実施する熱応答
試験試験の外乱の考慮や，推定速度を早める推定法を開発する．

マイクロ流体デバイスを用いた細胞間コミュニケーションの解明
大学院学生 （金研）上野 遼平

　本研究では半導体微細加工技術を利用して研究開発が行われているバイオチップのマイクロ流体技術を用いて，細
胞の刺激応答における細胞間シグナル伝達解析に向けた局所温度制御機能付き細胞培養用マイクロ流体デバイスの開
発と細胞間シグナル伝達メカニズムの解明を目的とする．

12.  特別研究員奨励費（PD）

高分子系の非平衡レオロジー特性を利用した機能性マイクロカプセルの作製
特別研究員 （酒井（啓）研）下河 有司
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VI.　研究および発表論文

地震発生パターンの変化をとらえる統計モデルの構築
東京大学特別研究員 （合原研）近江 崇宏

　本研究課題は地震観測データから地震発生パターンの変化をとらえ，地震の確率予測の精度の向上を目指すもので
ある．地震活動はこれまで ETASモデルや Gutenberg-Richter則といった経験則を用いて特徴付けられてきた．これら
の経験則は平均的にはよく地震活動を表現するが，局所的には経験則と観測データとの間にはずれが生じることがあ
る．そこで本研究は，詳細な地震発生パターンの変化をとらえる統計解析手法をを構築することにより，より精度の
高い地震の確率予測手法の確立を目指す．

13.  特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

多分散性は構造・ダイナミクス・熱力学の間に影響を与えるか
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）INGEBRIGTSEN， T. S.

　最近我々は，過冷却液体に発現するスローダイナミクスを “中距離結晶秩序（MRCO）”の成長という観点で説明で
きる可能性を見出した．MRCOはシミュレーションや実験における様々な系でスローダイナミクスに付随して観測
される．また緩和時間の増大や動的不均一性などはMRCOのサイズで特徴づけられることが見出されており，これ
らの物理現象の間に密接な関係性が存在することを強く示唆している．一方，INGEBRIGTSEN氏はこれまで，液体
系の “強相関性 ”と称される問題について数値的・理論的に取り組んできた．種々のモデル液体系におけるシミュレー
ション結果は，この “強相関性 ”の概念が，液体の熱力学特性，輸送特性の理解に有用たりうることを示している．
そこで，液体の強相関性の理解において展開された研究手法・概念を援用することで，ガラス転移点近傍における
MRCOの成長と動力学的異常に関する理解の深化を目指す．さらに，このようなMRCOの成長はサイズに弱い多分
散性がある場合に特に顕著となることが知られている．多分散性の度合いは系のフラストレーションの強さに関係し
ており，多分散性が液体の構造，ダイナミクス，熱力学的性質，あるいはこれら相互の関係性にどのような影響を及
ぼすかは非常に興味深い．このような問題についても数値実験的なアプローチによる理解を目指す．

地盤の年代効果と微地形の空間分布を考慮した高度な液状化危険度評価手法の開発
准教授 清田 隆，日本学術振興会外国人特別研究員 （清田研）POKHREL， R．

地震時における傾斜地盤の液状化と崩壊予測およびそのメカニズム
准教授 清田 隆，日本学術振興会外国人特別研究員 （清田研）CHIARO，Gabriale

骨転移研究のためのマイクロ流体環流システムを用いた 3次元骨髄微小環境の構築
教授 竹内 昌治，日本学術振興会外国人特別研究員 （竹内（昌）研）HSIAO， A. Y.-C.

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.

　東日本大震災において被災した釜石湾では，沈んだがれきからの重金属などの溶出や，河川を通じた放射性物質の
流入など，有害物質による汚濁が懸念されている．本研究は，高次生態系を解析するツールである ECOPATHモデル
を用いて，これを流れ場－生態系結合数値モデルに組み込み，高次生態系への影響や低次生態系への影響を調べるこ
とを目的とする．ECOPATHモデルの式を流れ場－生態系結合数値モデルに組み込み，湾口防波堤や養殖業の影響を
調べた．

TFT マイクロ流路デバイスによるスマート癌診断システムの開発
講師 松永 行子，日本学術振興会外国人特別研究員 （松永研）KIM， Y.-J.

抗アテローム性動脈硬化症治療薬評価のための三次元微小血管チップ
講師 松永 行子，日本学術振興会外国人特別研究員 （松永研）Angel TAN

生体様の代謝と輸送を再現する肝組織マイクロデバイス
教授 酒井 康行，日本学術振興会外国人特別研究員 （酒井（康）研）PERRY， G.

色素－触媒連結系における電子移動の性質：人工光合成に向けて
教授 石井 和之，日本学術振興会外国人特別研究員 （石井研）MULYANA， Y.



141

1．研究課題とその概要

グリーンビルディングの実現のための LCAと数値解析を援用した最適設計手法の開発
教授 大岡 龍三，日本学術振興会外国人特別研究員 （大岡研）LIM， J.

　（1） GAを用いて省エネ指向の設計案の最適化：最適化の目的である環境性能としてはエネルギー消費量を採用し，
BESを用いた数値解析によって外観デザイン（建築物の幾何学的な形状及びエンベロープデザイン（外壁レイヤー
の構成や窓の面積やガラスの種類））の変更に伴うエネルギー消費量変化を評価する．（2） 風通し，省エネの両最適
化結果の融合：（1）と昨年度の成果である風通しを考慮した建築物の幾何学的な形状の最適設計手法の融合により，
複数の環境性能の相互作用やトレードオフの考慮可能な多目的最適化を行い，グリーンビルディングの実現のための
リファレンスとなる外観デザインを導出する．

細胞骨格の病変や化学物質が筋肉の機械特性に及ぼす効果の研究
教授 藤田 博之，日本学術振興会外国人特別研究員 （藤田研）SEGARD， B.-D. R.

　筋ジストロフィーに代表される筋障害疾患のモデルとなる培養細胞ラインを確立し，MEMSピンセットを用いて
この細胞の機械的な特性（伸縮特性，硬さ，粘性など）を測り，機械特性変化と病態や遺伝子変異の関係を調べる研
究を行っている．

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）ALLAIN， P. E.

化学コントラストを有するAFMの実現に向けての研究
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.

分子システムを用いた群ロボットの研究
教授 藤井 輝夫，日本学術振興会外国人特別研究員 （藤井研）Guillaume Gines

SOFCコンポジット空気極電極反応機構の解明
教授 鹿園 直毅，日本学術振興会外国人特別研究員 （鹿園研）KLOTZ， Dino

　固体酸化物形燃料電池（SOFC）の LSCFおよび GDCコンポジット電極の作成，実験，評価により上記コンポジッ
ト電極の性能向上機構を明らかにする．

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

インク気液界面における微小領域物性評価技術の開発
教授 酒井 啓司

新規物性評価技術に関する研究
教授 酒井 啓司

核反応法を用いた積層膜中水素拡散機構の高精度解析
教授 福谷 克之

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
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VI.　研究および発表論文

核反応分析（NRA）によるガラス中OH濃度定量
教授 福谷 克之

超高圧水素容器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強度評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

CFRP製高圧水素容器の強度評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

圧力容器等の減肉部の安全性評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

超高圧ガス用 FRP容器の適用性に関する研究
教授 吉川 暢宏

CFRP製パイプ層間欠陥が引き起こす強度低下の評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

界面積濃度輸送方程式モデルの気液 2相流流体プログラムへの組み込み
教授 半場 藤弘

　気泡を含む気液二相流を正確に数値予測するためには，気相と液相の界面の面積濃度の輸送特性を的確に捉える必
要があり，界面積濃度の輸送方程式を解くことが有用である．本研究では，非一様乱流の統計理論を用いて，界面積
濃度輸送方程式に含まれる相関項のモデルを導出し輸送方程式の改良を行う．また運動量輸送方程式に含まれる相間
運動量移行項の理論的導出も試みる．

砂質土，礫質土のサンプリング品質の研究
准教授 清田 隆

新材料を用いた液状化被害軽減工法の研究
准教授 清田 隆

新材料を用いた補強盛土の安定性に関する研究
准教授 清田 隆

Consortium for Manufacturing Innovation （“CMI”）
教授 帯川 利之

ジェットクーラント（JC）システムに関する研究・開発
教授 帯川 利之

残留応力を考慮した強度設計技術に関する基礎研究
教授 都井 裕
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1．研究課題とその概要

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，パルプ射出成形法に使用する材料のレオロジー特性を評価することを目的として開発
した粘度特性評価装置について，高せん断領域の測定にも対応できるように改良し，高型温条件を含む各種条件下で
の計測実験を通して有効性を実証した．

海洋鉱物資源広域探査システム開発 - 熱水鉱床域海底地質の音響探査技術の実用化 -
教授 浅田 昭， 国際航業（株）松田 健也

　共同研究を通じて，日本周辺海域に存在する海底熱水鉱床の音響探査技術を民間企業へ技術移転を進める．主に開
発した合成開口インターフェロメトリソーナー，マルチビームソーナーを無人探査機に装備して広域探査を実施し，
熱水鉱床を効果的に探す調査技術，解析手法技術の実用化を図る．

超音波映像ソーナー画像 3次元化の研究
教授 浅田 昭

　採掘要素技術試験機に配置する超音波ソーナーで，採掘時に舞い上がった塵の奥にある海底地形を計測するアルゴ
リズムを開発し，検証する．

海底地殻変動観測の高度化に関する研究
教授 浅田 昭， 海上保安庁 佐藤 まりこ

　海上保安庁海洋情報部と共同で GPS海上測位と音響測距を組み合わせた海底地殻変動観測を実施している．現状
の精度を劣化させる原因，特に，GPS測位の問題，音響測距の問題及び海中音速構造の問題を明らかにするとともに，
さらに高精度かつ効率的な観測システムの構築を目指し，観測システム，観測方法及び解析方法の改善方策の検討を
行っている．

AUV複数運用手法等の研究開発における協調制御の研究開発
特任研究員 （浅田研）杉松 治美，教授 浅田 昭，准教授 巻 俊宏， 

特任准教授 ソーントン・ブレア，特任講師 西田 周平， 
特任助教 （浅田研）西田 祐也，特任研究員 （浅田研）永橋 賢司，特任研究員 （巻研）佐藤 芳紀， 

特任研究員 （巻研）水島 隼人，研究員 （浅田研）黒田 洋司，研究員 （浅田研）近藤 逸人， 
研究員 （九州工業大）石井 和男

　AUV複数運用手法等の研究開発において，調査範囲の拡大を目的とし，協調行動プログラム，音響等の通信技術，
複数 AUVの同時観測システムおよびこれを共通化するシステムを構築するため，複数 AUV間の協調制御に関する
研究開発を行っている．

自律型海中ロボットと管理ブイの協調運用に関する研究
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）西田 祐也，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，研究統括主幹 （海技研）田村 兼吉， 

上席研究員 （海技研）金 岡秀，特別研究員 （海技研）熊谷 道夫，主任研究員 （海技研）今里 元信， 
研究員 （海技研）岡本 章裕，取締役 （海洋工学研究所）伊藤 譲， 

プロジェクトリーダー （KDDI研究所）小島 淳一，特別教授 （九州工業大）浦 環

　自律型海中ロボット（AUV）による熱水地帯等における海底資源の探査を高効率かつ高精度化するため，AUVと
自走式管理ブイによる自律協調システムを研究開発する．

多様な海域を観測するAUVの開発および展開・運用ストラテジーの研究
教授 浅田 昭，准教授 巻 俊宏，特任准教授 ソーントン ブレア，特任助教 （浅田研）西田 祐也， 

特任研究員 （浅田研）永橋 賢司，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，研究統括主幹 （海技研）田村 兼吉， 
特別研究員 （海技研）熊谷 道夫，上席研究員 （海技研）金 岡秀，上席研究員 （海技研）山本 譲司， 
主任研究員 （海技研）今里 元信，主任研究員 （海技研）瀬田 剛広，研究員 （海技研）岡本 章裕， 

グループリーダー （KDDI研究所）小島 淳一

　熱水地帯など多様な海域に賦存する海底の資源探査と科学観測のため，海域の環境およびミッションに観測プラッ
トフォームである自律型海中ロボット（AUV）の開発とセンシングシステムを研究開発する．



144

VI.　研究および発表論文

ホバリング型AUVの実用化に関する研究開発
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）西田 祐也，特任研究員 （浅田研）杉松 治美，研究総括主幹 （海技研）田村 兼吉， 

特別研究員 （海技研）熊谷 道夫，主任研究員 （海技研）瀬田 剛広，研究員 （海技研）岡本 章裕， 
グループリーダー （KDDI研究所）小島 淳一

　熱水地帯における海底資源の集中探査等のため，ホバリング型 AUVに関する研究開発を行う．

イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀，特任研究員 （浅田研）杉松 治美， 

特別教授 （九州工業大）浦 環，教授 （同志社大）渡辺 好章，准教授 （同志社大）飛龍 志津子， 
支配人 （伊豆三津シーパラダイス）植田 行宏，支配人 （伊豆三津シーパラダイス）真野 光晃

　水族館という人工環境下で飼育されているイルカ類を対象として，その水中音響活動を継続的に長期間モニタリン
グすることで，ソナーという特殊能力を有するイルカ類の行動解明を目指すとともに，飼育下のコウモリを対象とし
た日々の生態音響計測の成果をイルカ類の観測データの理解のために応用することで，イルカ類の音声（ホイッスル・
クリック音）の音響特性への理解を深め，その生態解明に向けた研究を進める．そして，得られた知見を自然環境下
にあるイルカ類の人間活動との共生と保護活動に応用展開していく．さらに，観測で得られた音声や水中映像からイ
ルカの音響行動データベースを構築して情報公開し，子供達の海や水棲ほ乳類への理解と親和力の拡大を図る．

自己熱再生を用いた省エネルギー型空気分離プロセスの研究開発
特任教授 堤 敦司

リバーシブル燃料電池・蓄電池の開発・評価
特任教授 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
特任教授 堤 敦司

3DAM（Additive Manufacturing）を用いた新しいデザイン開発プロセスの研究
教授 山中 俊治

車両表面の境界層および剥離せん断層内の乱流構造制御による空気抵抗低減技術の開発
教授 加藤 千幸

実測不可能な複雑現象の高フィディリティ流体解析技術の開発
教授 加藤 千幸

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

乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究（アルゴリズム精度の検証）
教授 須田 義大

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

鉄道車両の車輪・レール I/F に関する研究
教授 須田 義大

QEF study for battery diagnosis
教授 須田 義大
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1．研究課題とその概要

広島 ITS に関する実証的研究
教授 須田 義大

タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大

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

快適性と安全性を両立させるモビリティ技術に関する研究
教授 須田 義大

公共交通機関の情報連携システム
教授 須田 義大

鉄道における車両走行状態監視に関する研究
教授 須田 義大

　更なる安全性の向上を目的に開発した，軌道側から車両の走行状態を監視するシステムを用いて，営業車両のフェー
ルを検知する手法を確立する．

加工不均一性を考慮した材料モデル同定技術の開発
教授 柳本 潤

　実験時の相変態およびひずみ速度変動を考慮して材料モデルを同定する技術を開発する．

リングローリングミル新制御方式の研究
教授 柳本 潤

　人の感に頼っていた手動介入を前提とした制御を全自動化出来る制御方式を開発する．

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．

アルミニウム基CNT複合化による高導電材料創成に関する研究
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導電率を有する複合材料の創成を目的とする．

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．

硬質へき開性物質添加アモルファス溶射被膜の開発
教授 柳本 潤

　アモルファス溶射被膜に硬質へき開性物質を添加し耐摩耗性と低摺動性を両立する材料を開発する．

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
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VI.　研究および発表論文

食品の機能性の検討
教授 竹内 昌治

糖応答性蛍光ゲルを利用したグルコースセンシングシステムの開発
教授 竹内 昌治

再生医療に応用できる細胞分離法の開発
特任教授 興津 輝

セルファイバを用いた脂肪由来間葉系幹細胞の大量培養および治療法の研究
教授 竹内 昌治，特任教授 興津 輝

高融点材のレーザ粉末積層造形技術の研究
教授 新野 俊樹

ドライビングシミュレータを用いたアクティブセーフティ開発技術の研究
准教授 中野 公彦

高速道路の走行安全に関する研究（その 1）
准教授 中野 公彦

自動運転・運転支援技術開発のためのセンシング及び状態推定技術の研究
准教授 中野 公彦

セラミックス基複合材（CMC）の AE波計測技術開発
准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）呉 奇，大学院学生 （岡部（洋）研）于 豊銘

　広帯域応答性と受信感度に優れた光ファイバ超音波センサを用いることで，通常の圧電センサでは計測が困難な，
セラミックス基複合材料（CMC）中の損傷発生に伴う AE信号を計測することを目的とする．本年度は特に，シス
テムの外乱に対する安定性を高めるため，フィードバック制御機能を付与することと，CMCの AE信号と損傷形態
の関係を調べることを試みた．

有明海の漁場環境改善に関する研究
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一，民間等共同研究員 （北澤研）森田 雅子

　有明海では，富栄養化によって底層の貧酸素化が進行し，漁業資源に深刻な影響を及ぼしている．そこで，一時的
でも，低コストで，簡易的に漁業者自らが酸素濃度の回復をはかる方法が求められている．本研究では，船で吹き流
し装置を曳航することによって海水を鉛直混合し，サルボウガイ漁場の貧酸素化の一時的な解消を目指す．そこで，
吹き流し装置の水槽模型実験を実施するとともに，3次元流れ場モデルを用いて数値シミュレーションを実施し，溶
存酸素濃度の変動を予測した．

水中移動探査装置の開発
准教授 巻 俊宏

　ダムや防波堤等の人工物や，海底環境の観測を効果的に実施できる，画像と音響の両センサを備えたプラットフォー
ムを開発する．

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

　2台以上のカメラにより，高品質な海中 3次元計測を行う手法を開発する．
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1．研究課題とその概要

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
特任准教授 ソーントン ブレア

光分光分析に基づく海底及び海底下における数 1000 気圧，数 100℃以上の極限環境にある熱水，高温の
岩石のその場化学分析手法に関する基礎研究を実施することを目的とする．

特任准教授 ソーントン ブレア

新型リチウムイオン電池の実用生産技術に関する基礎研究
特任教授 堀江 英明

新型リチウムイオン電池の実用的生産工法に関する要素研究
特任教授 堀江 英明

In vitro 3 次元網膜微小血管モデル系の構築
講師 松永 行子

HTSへの応用を目的とした，血管新生治療薬探索のための血管正常化を定量的に評価する技術構築
講師 松永 行子

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

画像を用いた大型車両の寸法計測・車種判別の研究
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

複合現実感の研究開発
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．

実世界アプリ・サービスを実現するアジャイル・低電力プラットフォーム向け回路技術の研究
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）更田 裕司

非線形時系列解析理論を用いた高炉操業変動検出のための高炉操業ビッグデータ解析
教授 合原 一幸

　高炉時系列データ（原材料性状，装入・堆積状態，出銑滓，排ガスおよび炉体の各種計測値等）を複雑系モデルに
より解析し，異常炉況変化の予測を行う．
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VI.　研究および発表論文

クロスドメインデータ利活用サービスに必要なデータ信憑性（veracity），データ整合性（integrity）数理
モデルの開発

教授 合原 一幸

　実世界で生成される多種多様なデータ（ビッグデータ）を分析するための数理モデルを開発する．

SRAMセルへの一括高電圧ストレス印加による不揮発性メモリの研究
教授 平本 俊郎

　本研究室では，SRAMへの一括高電圧ストレス印加による SRAMセル安定性の自己修復技術を提案している．本
研究は，この技術を不揮発性メモリに応用するものであり，（株）半導体理工学研究センターと共同研究を行っている．

センサネットワークを用いた実空間人間関係抽出手法に関する研究
教授 瀬崎 薫

　本共同研究では，スマートフォンや無線ビーコン，安価な環境センサなどの形で普及が始まっているセンサネット
ワーク技術を利用し，人の集団への所属や集団としての振る舞い，時系列における人間関係の変遷などを検知する基
礎技術の確立を目指している．将来的には，個人の属性だけでなく，社会的な関係性やその変化を考慮したサービス
提供の実現を目指している．

視覚刺激による注視および注意の誘導技術
教授 佐藤 洋一

　背景を自然画像とした場合の，視覚刺激による注視及び注意の誘導可能性を検証する．

高効率エネルギーハ―ベスティング回路に関する研究
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康，助教 （桜井研）更田 裕司

卵殻膜による糖尿病治療
教授 畑中 研一

DLC膜作製プロセスの最適化
教授 光田 好孝

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

非晶質材料の解析技術に関する研究
教授 井上 博之

高透過率高分散光学ガラスの組成開発と構造解析
教授 井上 博之

iPS 細胞からの膵島形成および大量調製技術の確立
教授 酒井 康行

流体モデルを用いた全身毒性試験代替法開発の予備検討
教授 酒井 康行

酸素透過膜を用いる新規肝細胞培養系の開発
教授 酒井 康行
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セシウム吸着剤を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井 和之

カーボンブラック修飾反応のメカニズム解析
教授 石井 和之

フタロシアニン誘導体を利用した分子イメージング試薬の開発
教授 石井 和之

ナノファイバーを活用した新機能素材の開発
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

石油軽質留分からの芳香族製造
准教授 小倉 賢

炭化水素吸着特性や酸特性による新規ゼオライトの評価
准教授 小倉 賢

ナノ空間内の活性点での窒素酸化物浄化に関する研究
准教授 小倉 賢

ナノ空間を利用した低濃度窒素酸化物浄化に関する研究
准教授 小倉 賢

酸化物薄膜の構造解析
准教授 溝口 照康

第一原理計算による電池材料の解析
准教授 溝口 照康

HMGB1 を制御することによる新規抗炎症性疾患治療法の研究
特任教授 谷口 維紹

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．

温熱環境・エネルギー総合シミュレーションに用いる家庭用設備モジュールおよび数値流体力学との連
成解析モデルの作製

教授 加藤 信介

　構想段階の新商品開発評価に必要となる解析モデルの作製を目的として，家庭分野の設備モジュールおよび数値流
体力学と連成した温熱評価モデルを作製する．
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流体解析を用いたトラックキャビンのVOC濃度予測に関する研究
教授 加藤 信介

　キャビンを構成する部品からの VOC放散性状よりキャビン内の VOC濃度を予測する．

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（継続）

教授 野城 智也

デマンドマネジメントの為の分散型エネルギー制御手法に関する研究
教授 野城 智也

女子学生・女子教職員トイレ環境改善に関する研究
教授 野城 智也

　本学内の女子学生・女性教職員トイレ環境を改善するため，全学アンケート・現地調査結果を踏まえ，大学施設の
最適な女性トイレ空間を検討し，モデルケースの試設計を行い，モデル施工に反映する．モデル施工後は，利便性等
に関して検証を行う．

テナント建物における省エネルギー投資の費用負担と効果享受割合のモデル理論に関する研究
教授 野城 智也

アジア・太平洋地域における高精度GNSS技術利活用
教授 柴崎 亮介

都市人流ビックデータ解析技術の研究
教授 柴崎 亮介

空間情報と企業ビッグデータを用いた経済社会における法則や原則についてのリバースエンジニアリン
グ

教授 柴崎 亮介

　様々な空間情報と企業の立地およびその企業間取引に関するビッグデータを用いて，企業ごとの災害時のレジリエ
ンスを明らかにする．また企業の立地と企業間取引情報に基づいて企業クラスタとその特性および時系列的変遷を明
らかにすることで，地域経済圏の分布と変遷も明らかにする．

準天頂衛星システムの利用拡大に伴う人材育成や海外における実証実験の効率的な実施支援等
教授 柴崎 亮介

レーザ応用技術の研究
教授 柴崎 亮介

新興国交通インフラの国際都市評価インデックスの研究
教授 柴崎 亮介

アジア地域における地理空間情報を活用した防災システムの研究
教授 柴崎 亮介

建築構造を応用した無段変速機構の研究開発
教授 川口 健一
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新材料を用いた液状化対策技術に関する研究
教授 古関 潤一，准教授 清田 隆

　新材料を用いた不飽和化および高密度化による液状化対策の効果を検証し，設計および施工管理技術を確立するこ
とを目的として，模型振動実験で不飽和化の程度を計測する手法等に関する検討を実施した．

室内地盤材料試験の高度化に関する研究（その 3）
教授 古関 潤一

　新たに開発・改良した繰返しリング単純せん断試験装置を用いて，複数回の液状化履歴を与えた場合の液状化の特
性を計測した．

斜め土留め壁の設計技術に関する研究（その 2）
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検討を，追加模型実験およ
び現地計測結果等を用いて実施した．

高性能建物ならびに地域熱供給におけるエネルギー貯蔵最適化技術の研究・動向調査
教授 大岡 龍三

　我が国の nZEB定義の動向，国内外の地域エネルギー供給におけるエネルギー貯蔵技術の動向およびその運用最適
化技術に関する調査を行う．

数値流体解析の高速化に関する研究
教授 大岡 龍三

　旋回気流を再現する数値流体解析コードの高速化を図る．

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とコスト削減を目的とす
る．

耐凍害性を大幅に向上させた窯業サイディングの研究
教授 岸 利治

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

コンクリート構造物におけるひび割れ自己治癒補修材料の開発
教授 岸 利治

ルーバー形状による音減衰効果を活用した環境対応型ファサードの構築に関する研究
准教授 坂本 慎一

携帯電話位置情報データ（地理空間情報）の可視化による行動分析
准教授 関本 義秀

　携帯電話のログデータから生成された OD表と，HISの結果から生成された OD表の比較検討を行い，こうしたロ
グデータから精度の高い OD表が生成される可能性についての検証を行う．
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中部大学国際GIS センター問題複合体を対象とするデジタルアース共同利用・共同研究拠点 _クラウド
ソース型時刻表を元にした列車オブジェクトシミュレーションの開発

准教授 関本 義秀

　人々に関する観測データと行動モデルの融合・同化という軸で体系的に人々の流動を把握する方法論を構築するこ
とを目標に，本研究ではとくに都市圏レベルでの行動モデルのシミュレーション（とくに鉄道）をオープンデータや
クラウドソーシングの技術等も用いてデータオリエンティドアプローチで行う基盤を構築することを目指す．

CEMS導入に際する影響因子の確認とシステム最適化の研究
准教授 川添 善行

地域の構法・材料を活用したスマートハウスの研究・開発
准教授 川添 善行

超臨界流体を用いた金属成膜装置の開発
教授 藤田 博之

　超臨界流体に成膜用の原料分子を溶かし，深い溝などがある基板上に一様な膜を作れる成膜装置を開発している．

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田 博之

　MEMS技術を利用した高性能センサを開発し，機器の自動制御の性能向上を目指す研究を行っている．

MEMS技術のナノインプリントリソグラフィへの応用
教授 藤田 博之

　次世代の高効率・低価格ナノリソグラフィの実現のため，MEMS技術で作った母型の 10nmパターンを基板上に転
写する研究を行っている．

Microfluidic Skin Penetration Analysis
教授 藤井 輝夫

マイクロハイドローリクスの基礎技術開発と同技術を使った実用化研究
教授 藤井 輝夫

細胞懸濁液の濃縮技術の研究
教授 藤井 輝夫

次世代医療機器の研究
教授 藤井 輝夫

マイクロ流体デバイスの送液特性評価
教授 藤井 輝夫

QISH自動反応装置の仕様改良
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
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マイクロ流体操作の研究
教授 藤井 輝夫

MEMSの研究
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

ナノフォトニクスに関する研究
教授 年吉 洋

光スキャナの開発
教授 年吉 洋

衛星搭載中継機用RF-MEMS SWITCH開発
教授 年吉 洋

先端デバイスの研究
教授 年吉 洋

溶解性マイクロニードル式ドラッグデリバリーシステムパッチの開発
教授 金 範埈

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
教授 金 範埈

OoODEによる大量のトラヒックデータの分析性能評価
教授 喜連川 優

　大量トラヒックデータにたいする分析性能について，既存技術との比較により，OoODEの有効性を評価する．

交通ビッグデータ解析およびサービス基盤技術の研究開発
教授 喜連川 優

　営業用ドライブレコーダデータの解析による新たなサービス創出．

アクセラレータを用いたデータ処理機能を提供するミドルウェア
教授 喜連川 優

　アクセラレータを用いたデータ処理を高速化するミドルウェアを開発する．

マイクロブログのリアルタイム解析に基づくエンターテインメントイベント分析
教授 喜連川 優

　ソーシャルメディアの１つであるマイクロブログのリアルタイムストリームを解析することにより，エンターテイ
メント関連のイベント分析サービスの実現を目指す．

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を利用した社会サービスへの応用・評価
教授 喜連川 優

　ビッグデータ時代の戦略的な情報活用を可能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研
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究と，当該データベースエンジンを利用した社会サービスへの応用・評価の研究を行う．

車載カメラと歩車間通信による対歩行者衝突回避支援技術の研究
准教授 上條 俊介

固体酸化物形燃料電池構成材料の長期安定化に関する研究
特任教授 横川 晴美

　セル構成材料間界面の安定性などを材料化学的に検証する．

筒状横縞形固体酸化物形燃料電池材料に関する研究
特任教授 横川 晴美

　セル構成材料間界面の安定性などに関して反応メカニズム解析などを実施して材料科学的に検証する．

細管内振動流を用いた蒸気サイクル冷却器高性能化の検討
教授 鹿園 直毅

　細管内振動流を用いた上記サイクル冷却器において，沸騰凝縮時の挙動と加圧部が性能に及ぼす影響を明らかにす
ることで，設計理論を確立し，高性能化の指針を得る．

表面張力式および遠心力式気液分離器に関する研究
教授 鹿園 直毅

微細構造の定量化，及び微構造形態変化の予測技術開発
教授 鹿園 直毅

斜交波状面における熱流動解析
教授 鹿園 直毅

二次電池の電極構造に関する基礎研究
教授 鹿園 直毅

コンパクト熱交換器に関する研究
教授 鹿園 直毅

二層界面の焼結シミュレーションモデル開発
教授 鹿園 直毅

筒状横縞形固体酸化物形燃料電池材料に関する研究
教授 鹿園 直毅

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の研究
准教授 岩船 由美子

製鉄所における自己熱再生型ガス分離技術およびケミカルヒートポンプ（CHP）の適用化検討
特任准教授 苷蔗 寂樹

　製鉄所における副生ガスの分離・利用のために適した省エネルギーなガス分離およびケミカルヒートポンプ技術の
選択手法を明らかにした．またそれらの技術を製鉄所に適用した場合の省エネルギー効果を，プロセスシミュレーター
を用いて算出し，その導入可能性について検討を行った．



155

1．研究課題とその概要

IGFCシステム高度化の研究
特任教授 金子 祥三

　石炭ガス化燃料電池複合発電（IGFC）の発電効率の向上のため，従来システムにとらわれない革新的なアイディ
アを出し，その中で有望なもの抽出して，さらに詳細な検討を行えるよう予備調査を行う．

1．新型火力発電プラントの研究，2．海洋エネルギーの研究
特任教授 金子 祥三

　1．火力発電プラントは，トリプル発電など熱効率の一層の向上と新たな燃料としての低品位炭の活用など新しい
技術が次々と導入され進化している．これらの最先端の技術について最新のプラントエンジニアリングを研究する．
2．海洋国家ともいえる日本において海洋エネルギーの研究・開発はまだ緒についたばかりであり，まずは実証フィー
ルドを日本国内において実現し，この結果を反映して更に海洋エネルギー実用化の具体策を研究する．

褐炭乾燥技術の研究
特任教授 金子 祥三

　褐炭乾燥をより効率的に行うための最適熱源を評価し，かつ経済性向上のための斬新なアイデアを織り込み，先進
性を確保するとともに，実用化にも適した方式の研究を行う．

天然ガスから石炭ガスへの転換プロジェクトの研究
特任教授 金子 祥三

　天然ガスしか利用できない既設の設備を石炭ガスに転換可能とする際の，技術的・経済的問題点に対する革新的な
解決案を検討・提案できるように予備調査を行う．

太陽光発電出力予測技術開発実証事業フォロー研究
特任教授 荻本 和彦

HEMSアプリケーション開発の動向と評価に関する研究
特任教授 荻本 和彦

将来の再生可能エネルギー大量導入時のエネルギーストレージ（ES）に求められる調整力に関する研究
特任教授 荻本 和彦

HEMSに関連する宅内サービス動向，需要動向
特任教授 荻本 和彦

エネルギーシステムインテグレーションの啓発方法の研究
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

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

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

スマートハウス技術の研究
特任教授 荻本 和彦
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都市圏の交通管理に関する研究
教授 大口 敬，講師 井料 美帆，助教 （大口研）和田 健太郎

　都市圏における交差点交通信号制御の高度化，交通渋滞の改善，ネットワーク信号制御の高度化などに関する実証
分析に取り組んだ．

先進モビリティに関する研究
教授 大口 敬，講師 井料 美帆，助教 （大口研）和田 健太郎

　都市部信号交差点ネットワークにおけるグリッドロック渋滞に関する研究に取り組んだ．

複合現実感の共同研究
准教授 大石 岳史

無機珪素の物理化学的検討と用途開発
教授 森田 一樹

溶鋼中カルコゲンの熱力学的研究
教授 森田 一樹

FDTD法を用いたコロイド結晶の光特性解析に関する研究
教授 枝川 圭一

チタンの還元・脱酸技術の開発
教授 岡部 徹

Si/Cr 系溶媒でのSiC 溶液成長挙動の In-situ 観察・評価
准教授 吉川 健

SiC 溶液成長過程のリアルタイム観察
准教授 吉川 健

地震による空洞拡大メカニズムに関する研究
教授 桑野 玲子

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

　本共同研究は，水利用に関する人間行動をエスノロジー的手法により明らかにしようとするものである．

東京支社における交通安全対策に関する研究
講師 井料 美帆

　高速道路における走光型視線誘導システムが，車群内の追従車両挙動に与える影響を分析した．

都市環境数理工学を活用したネットワークシステム設計
講師 本間 裕大

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

　有機材料を用いたフレキシブル・デバイス，量子ドットを用いた高効率エネルギー変換デバイス，窒化物半導体を
用いたテラヘルツ光源デバイスの実証を図る．

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

　量子情報ネットワークの構築と小規模量子計算機の実現に向けた基盤技術の確立を図る．

ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究
教授 荒川 泰彦

　次世代通信用光デバイスの基盤技術および量子暗号通信の実現に向けた光デバイス・システムを研究開発する．

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

　量子デバイス、量子情報に関する基盤技術の確立する．

量子ドットの結晶成長技術に関する研究
教授 荒川 泰彦

　半導体レーザ用の量子ドット結晶の開発を行う．

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

ホログラフィックメモリのノイズ解析
教授 志村 努

ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）及び住宅情報を活用したサービスに関する調査研究
特任講師 馬郡 文平

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）

航空エンジン用複合材料ファン動翼衝撃解析技術の開発
教授 吉川 暢宏

2 液スラスタ燃焼器の寿命評価技術に関する研究
教授 都井 裕

“ 超 ” を極める射出成形
教授 横井 秀俊，准教授 梶原 優介，助教（梶原研）木村 文信，技術専門職員 （横井研）増田 範通， 

特任研究員 （横井研）大和田 茂，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）柴田 和之， 
民間等共同研究員 （横井研）長尾 毅，民間等共同研究員 （横井研）田中 啓祐， 

民間等共同研究員 （横井研）高木 啓行，民間等共同研究員（横井研）松坂 圭祐，大学院学生 （横井研）馬 賽， 
大学院学生 （横井研）上田 大斗，大学院学生 （横井研）前田 充勲，大学院学生（横井研）常 浩， 

大学院学生 （横井研）石田 翔馬，大学院学生 （横井研）片山 大輝，大学院学生（梶原研）門屋 祥太郎

　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）新規離型抵抗計測用金
型の開発とそれによる各種表面性状における離型抵抗計測，（2）可視化加熱シリンダを用いたガラス繊維強化樹脂に
おける可塑化過程の可視化解析，（3）成形品の内部に生成する焼け生成現象の可視化解析，（4）光ファイバセンサに
よる面折れ状外観不良生成過程のリアルタイム計測，（5）光輝材フレーク射出成形品におけるフローマーク生成現象
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の可視化解析，それぞれについて重点的な検討を行った．

パルプ射出成形技術の研究開発
教授 横井 秀俊，技術専門職員 （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，新規の製品ターゲットをピックアップし，具体的な製品展開を中心に試作・評価を行った．

水中構造物内部状況の画像化点検技術に関する研究
教授 浅田 昭

　港湾施設の水中構造物の多くは建設後 30年以上経過しており，近年，老朽化が顕著となっている．これらの対策
として，構造物内部の状況を把握するためにはパラメトリック送信技術を用いた点検が有効である．しかしこのパラ
メトリック送信による反射強度，伝達速度などのデータ解析し構造物内部の状況を判断するためには，相当の経験と
知見が必要である．本共同研究は，パラメトリック送信技術により得られるデータを画像化し，施設管理者が不可視
部の状況判断が可能となる技術を確立することを目的とする．

日本学術振興会：フィリピン－日本二国間交流事業環境擾乱に対するバイオシールドとしての海草藻場
生態系機能の解明

特任助教 （浅田研）水野 勝紀，教授 （東大）山室 真澄，名誉教授 （北海道大）向井 宏，教授 浅田 昭， 
協力研究員 （浅田研）松本義徳，協力研究員 （浅田研）杉本 裕介，教授 （フィリピン大）Miguel Fortes， 
教授 （南フィリピン農業経営水産技術大）Ruth Lucero，教授 （東ダバオ州科学技術大）Lea Jimenez

　二酸化炭素のシンクとして，多様な生物相の棲息場所として，沿岸域における重要な役割を担っている海草藻場．
その宝庫として知られているフィリピンでは急激な植生分布の減少が進んでいる．その現状を定量的に，広域に渡っ
て把握するために，音響ビデオカメラを基とする計測システムを構築し，ミンダナオ島南東部沿岸域において計測実
験を実施している．

燃料電池・蓄電池の開発
特任教授 堤 敦司

CFDによる船舶性能推定制精度向上に関する研究
教授 加藤 千幸

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

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

LES 乱流モデルによる孤立地形周辺流れに関する共同研究
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

力学刺激による血管組織損傷過程観察・評価
教授 大島 まり

人工細胞膜システムに関する共同研究
教授 竹内 昌治



159

1．研究課題とその概要

日常運転における高齢ドライバーの運転能力モニタリング
准教授 中野 公彦

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，1980年代後半より，気温の上昇によって，20年以上にわたって冬季の鉛直循環が発生しない状況が
継続し，底層は無酸素状態となった．本研究では，数値モデルおよび境界条件データの精度を向上し，池田湖生態系
の現況計算を行うとともに，鉛直循環を促す方策の効果を数値シミュレーションによって予測し，有効な方策につい
て検討した．

テラヘルツ計測による樹脂評価法およびテラヘルツ検出器の開拓
准教授 梶原 優介

ホバリング型AUVによる海底重力測定に関する研究
准教授 巻 俊宏

　海底重力計測は金属資源探査において重要である．本研究ではホバリング型 AUVが着底することで，安定した重
力測定を行う手法を開発する．

海底土放射能測定技術に関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

文部科学省：海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」コバルトリッ
チクラストの賦存量調査技術の実用化

特任准教授 ソーントン ブレア

孔内観測用小型深海ラマン分光装置の開発とガスハイドレート調査への応用
特任准教授 ソーントン ブレア

洋生物多様性および生態系の保全・再生に資する基盤技術の創出，海洋生物の遠隔的種判別技術の開発
（JST CREST）

客員教授 川口 勝義，グループ長 （水産総合研究センター 水産工学研究所）赤松 友成， 
准教授 （東北学院大）松尾 行雄

　見たり触ったりせずに海洋生物の種類と数を測る技術を開発する．生き物が海中で発する声や，生き物から反射し
てくる音を使って，種を同定し個体を数える．世界最先端の音響観測システムを駆使し，プランクトンからクジラま
で海洋生態系を構成するあらゆる生物と，それをとりまく海洋開発や地震などの環境要因を遠隔的に判別できる技術
を創ることが，本研究のゴールである．

立体構造トランジスタの 3次元集積化技術に関する研究
教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治

　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ている．今年度は，微細な Au電極を埋
め込んだ SOI基板の直接接合技術を用いてフォトダイオード（PD）とインバータを 3次元的に接続し，画素内で入
射光に対応したパルスを発生して A/D変換を行うイメージセンサの試作に成功した．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．

ナノトランジスタ特性と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，准教授 小林 正治

　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 Silicon-on-Thin-BOX （SOTB）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，スタティックランダムメモリ
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（SRAM）における最も不安定なセルに注目した．SRAMの最低動作電圧を決定するワーストセルについて詳しく評
価を行ったところ，平均的な特性をもつセルと比較して，ワーストセルはしきい値電圧の変化に敏感で安定性が劣化
しやすいことが明らかとなった．

トンネルトランジスタ用コンパクトモデルを用いた急峻サブスレショルドデバイスの回路設計指針に関
する研究

教授 平本 俊郎

　将来の超低消費電力・低電圧トランジスタとして，急峻なサブスレショルド特性を有するトンネルトランジスタ
（TFET）が注目されている．本研究では，コンパクトモデルを用いて TFETで構成した回路をシミュレーションし，
急峻サブスレッショルドデバイスの性能指針を探索することを目的としている．

微細トランジスタにおける特性ばらつきの研究
教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治

　微細トランジスタの特性ばらつきの主原因は，離散不純物のゆらぎであることが知られているが，離散不純物の影
響を考慮した三次元シミュレーションには，多大な時間を要する．そこで，東京大学のスーパーコンピュータにデバ
イスシミュレータをインストールし，特性ばらつきのシミュレーションを行っている．本研究では，信州大学と共同
で，スーパーコンピュータにより，微細トランジスタにおける特性ばらつきの振る舞いを研究している．

ソーシャル・ビックデータの解析に関する総合的研究
教授 佐藤 洋一

　近年，情報通信技術分野は第 3のパラダイムを迎え，実世界とサイバー空間の融合，ビッグデータの活用等により，
様々な社会・経済活動において課題解決や新たな価値を創出することが求められている．このような社会的要請に応
えるため，公共性を有する「ビッグデータ」を「ソーシャル・ビッグデータ」と位置付け，ソーシャル・ビッグデー
タに関する技術を確立し社会に貢献することを目的とする．

ソーシャル・ビックデータに関する研究
教授 佐藤 洋一

　近年，情報通信技術分野は第 3のパラダイムを迎え，実世界とサイバー空間の融合，ビッグデータの活用等により，
様々な社会・経済活動において課題解決や新たな価値を創出することが求められている．このような社会的要請に応
えるため，公共性を有する「ビッグデータ」を「ソーシャル・ビッグデータ」と位置付け，ソーシャル・ビッグデー
タに関する技術を確立し社会に貢献することを目的とする．

TV 番組視聴時の興味度推定技術の研究
教授 佐藤 洋一

　番組視聴時の表情の変化情報や視線情報からの注視度を解析することにより，視聴者の番組への興味内容を推定す
るためのモデル化を行う．そのモデルに従った表情認識処理，注視度推定処理を実装したユーザーインタフェースを
試作して提案モデルの有効性を検証する．

ゼオライト触媒のマイクロ波照射効果に関する研究
准教授 小倉 賢

高性能NOx分解除去用ゼオライト触媒の開発
准教授 小倉 賢

農業情報標準の相互運用性をWeb Service として実現する情報プラットフォームの開発と実証
教授 柴崎 亮介

空間構造物の構造設計法に関する調査研究
教授 川口 健一
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独立行政法人 情報通信研究機構 _ソーシャル・ビッグデータ利活用アプリケーションの研究開発「はた
らく車プロジェクト～公用車等の徹底活用によるビッグデータ利活用モデルの構築」

准教授 関本 義秀

　地方自治体等の公用車，各種交通機関の交通車両，物流事業者等の民間企業が保有する業務車両等，公共性かつ稼
働の高い“はたらく車”に着目し，これらの車両走行情報等のデータを，都市経営基盤の維持管理等の高度化，各種
課題解決に利用する為のデータ収集・蓄積の仕組みを作り，データの利活用モデルの構築を目的とする．

超臨界流体を用いた金属成膜技術の開発
教授 藤田 博之

　超臨界流体に成膜用の原料分子を溶かし，深い溝などがある基板上に一様な膜を作れる成膜装置を開発している．

有機エレクトロニクスデバイスに関する研究
助教 （川勝研）小林 大

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，教授 荒川 泰彦，教授 川勝 英樹，教授 金 範埈，准教授 河野 崇，教授 酒井 康行， 

教授 竹内 昌治，准教授 ティクシエ三田 アニエス，教授 年吉 洋，准教授 野村 政宏，教授 平川 一彦， 
教授 藤田 博之，教授 （東大）染谷 隆夫，准教授 （東大）三田 吉郎

　1995年にフランス科学研究センター（CNRS）と密接な共同研究を生研内で行う目的で，国際共同ラボ（LIMMS）
を開設した．生研にフランス側からの研究員を迎え入れ，マイクロナノメカトロニクスの基礎技術である微細加工法
から，バイオ・ナノ技術や ICTへの応用に至るまで広範囲の研究を推進している．

データ統合・解析システム利用支援・分野連携実現プログラム
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘，特任准教授 （喜連川研）生駒 栄司，特任助教 （喜連川研）安川 雅紀， 
特任助教 （喜連川研）山本 昭夫，特任助教 （喜連川研）絹谷 弘子，特任研究員 （喜連川研）大柳 美佐， 

特任研究員 （喜連川研）佐野 仁美

　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．

時空間MRFモデルの研究
准教授 上條 俊介

　時空間MRFモデルを応用したアプリケーションの開発．

大規模データ処理のためのデータベース基盤技術の研究
准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生，特任研究員 （喜連川研）山田 浩之， 

特任研究員 （喜連川研）早水 悠斗

　大規模コーパスに基づく多言語音声翻訳技術や大規模Webアーカイブを用いた情報分析技術等コミュニケーショ
ンの様々な壁を乗り越えるための基盤技術の研究開発が進められているが，今後さらなる大規模かつ多種多様なデー
タを高速に処理する技術が求められている．このようなビッグデータ分野の研究開発においては，大量のデータを高
速に蓄積し，処理するためのデータベース技術の高度化が必要不可欠であり，今後想定されるさらなる情報の大規模
化に対して，さらに一層の高速化技術が求められている．本委託研究では，生産技術研究所において研究開発された
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VI.　研究および発表論文

非順序型データベースエンジンを，UCRIが保有する大規模システム等に導入し，各種タスクやベンチマークを用い
て実行性能及びスケーラビリティに関する評価実験を行う．

Fundamental Drying Characteristics of Polish Lignite
特任教授 金子 祥三

　褐炭は埋蔵量も大きく貴重な石炭資源であるが，一方水分が 50%と多いため，いかにして合理的・経済的に乾燥
を行うかが有効利用拡大の重要な鍵となっている．ポーランドは豊富な褐炭資源を持ち，発電の 33%を褐炭燃料に
頼っている．そこでポーランド褐炭を対象に，高効率で経済性にも優れ，国際競争力を有する褐炭乾燥技術について
研究を行う．

ポーランド褐炭の乾燥基礎試験
特任教授 金子 祥三

　ポーランド褐炭の過熱水蒸気による乾燥基礎特性を把握し解析する．

風力発電システムの系統連系対策手法の研究
特任教授 荻本 和彦

太陽光発電出力予測技術に関する日射量データ分析
特任教授 荻本 和彦

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

将来交通管理機能の支援に向けた ITS 技術のあり方に関する検討
教授 大口 敬

電子ビーム（EB）溶解法を利用したNbTi 超電導材スクラップ再資源化技術の開発
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　本補助金は，経済産業省による，ものづくり基盤技術を担う中小企業を支援する目的の補助金である．本研究室は
彩生技研株式会社（岐阜県）と共同で，超電導材として用いられるニオブチタン線の製造工程に生じるスクラップを
電子ビーム溶解によって再資源化する技術の開発に取り組んだ．

スケールの伝熱特性支配因子
准教授 吉川 健

気候変動の淡水資源への影響評価と適応策に関する研究
教授 沖 大幹

　当研究室では，地球水循環システムに関する研究を行っている．その成果は世界的に認められており，日本国政府
からの推薦に応じて気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第 5次報告書の第 2作業部会「脆弱性，影響評価と
適応策」の「淡水資源」の章の総括執筆責任者（CLA）の任を命ぜられている．この業務を支援するための IPCCの
公式なポジションである「章科学者」（CS）として環境省の委託を受けた気象協会が雇用した研究者を CLAの下に
派遣し，第 5次報告書の内容を精査し，より無謬な報告書を完成させるための共同研究である．

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

革新的光源技術及び革新的光検出器技術に関する研究に関する研究
教授 荒川 泰彦

　NEDOプロジェクト「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」の一部として，革新的デバイス
技術の開発を目的としており，特に革新的光源技術及び革新的光検出器技術の開発に関する基盤研究を推進する．
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1．研究課題とその概要

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

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
准教授 清田 隆

浮泥探査装置の評価
教授 浅田 昭

　浮泥やヘドロは汚濁物質の堆積のみならず植物，底生生物，魚類等の棲息環境に影響があり，環境保全対策の指標，
基礎資料として浮泥の厚さ，分布をマッピング計測する必要性が高まっていることから開発を行い，性能を実証評価
する．

SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／革新的設計生産技術 「全体俯瞰設計と製品設計の着想を
支援するワークスペースの研究開発」

教授 加藤 千幸

氷海開発を支援するための高精度氷況観測技術の開発「高解像度SBPの開発及びオンボードレーダの開
発」

教授 浅田 昭，教授 林 昌奎

　既存のパルスドップラーレーダで得られる海氷分布及び接近速度を解析し，氷況の推移をリアルタイムに可視化す
るインターフェースを開発する．（林）　堆積砂に覆われたガウジング痕を精密に計測するための表面地形計測ソー
ナー及びサブボトムプロファイラー等センサの構成，計測の可能性について調査し，既存調査資料を使った可能性評
価結果，パラメトリックサブボットムソーナーを使った可能性調査，評価を行う．（浅田）

ART の機能および技術開発要件の調査検討
准教授 中野 公彦，教授 大口 敬，准教授 吉田 秀範，准教授 大石 岳史，特任准教授 小野 晋太郎， 

助教 （須田研）平沢 隆之，助教 （次世代モビリティ研究センター）和田 健太郎，特任助教 （須田研）杉町 敏之， 
特任助教 （須田研）Jeffrey Too chuan tan， 

特任准教授 滝口 清昭，特任研究員 （滝口研）河野 賢司，特任研究員 （中野研）霜野 慧亮， 
特任研究員 （中野研）貝塚 勉

海底配管断面計測装置の研究（その 2）
准教授 巻 俊宏

　光切断法の応用により，管内の断面形状を連続的に計測する手法を開発する．

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

都市のサステイナビリティ評価指標開発のための問題構造化分析
教授 村松 伸，准教授 （滋賀大）森 宏一郎

大規模コンベンションセンター複合施設における 1）省エネルギー・CO2 削減，2）施設運営改善，及び
3）中長期保全計画に関するアドバイスと実施された改善内容に関する検証に関する調査・研究

教授 野城 智也

東南アジアにおける防災・気象予報業務能力の継続に関する研究
教授 柴崎 亮介
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アジア・オセアニア地域における準天頂衛星のメッセージ機能の活用等に関する調査
教授 柴崎 亮介

火山リスクマネジメントシステムのための空間情報の作成
教授 柴崎 亮介

　溶岩流シミュレーション LavaSIMを採用し火山ハザードのシミュレーションを行う．暴露度・脆弱性のデータと
して建物形状データおよび当該地域の人流データを用いて，溶岩流シミュレーションデータと建物形状データの交差
判定により，高速で火山災害評価を実現する．本研究では，その際に必要となる対象地域の人流データを作成する．

透水性型枠を使用した覆工コンクリートの養生システムの開発に関する研究
教授 岸 利治

SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）インフラ予防保全のための大規模センサ情報統合に基づく
路面・橋梁スクリーニング技術の研究開発と社会実装

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

特任研究員 （喜連川研）佐々木 秀樹

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

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

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

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

　火力発電分野における地球温暖化対策技術（高効率化，CCS等）について，国内外における技術開発動向，導入
状況および支援政策等の調査を進めるとともに，国内技術の海外発展における課題の調査と解決策の検討を行う．

福島石炭ガス化複合発電（IGCC）プロジェクトにおける中長期的な電源競争力評価
特任教授 荻本 和彦

ステンレス鋼溶製におけるスラグ－メタル－鋳造鍋耐火物間の諸物性の相関に関する調査
教授 森田 一樹

東南アジアの水利用効率に関する研究
教授 沖 大幹

　東南アジアの大都市圏において現状の水需給バランスを評価し，特に農業分野における効率的な水利用方法につい
て検討することを目的とする．経済成長に伴う人口の都市集中，都市用水および工業用水需要の増加により，東南ア
ジアの大都市圏における水の需要は大きく変化している．本研究では，インドネシアのジャカルタおよびバンドンと
いう 2つのメガシティの水源となっているチタルム川流域をモデルとし，各セクターの水需要と現状の供給実態につ
いて評価する．さらに，水利用の大部分を占める農業分野を対象に，効率的な水利用方法のあり方について検討する．

サステナブル建築・不動産構築のための自然エネルギー・省エネルギー技術導入に関するアドバイス，
及び放射冷暖房システム等の導入に関する技術に関する調査・研究

特任講師 馬郡 文平
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1．研究課題とその概要

サステナブル建築・不動産構築のための安心・安全に関する情報利用技術導入に関するアドバイス，及
び振動センシング技術導入に関する調査・研究

特任講師 馬郡 文平

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　研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）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

（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）　鉄筋コンクリート架構と内
蔵組積造壁を一体化する革新的耐震補強工法の開発

教授 中埜 良昭，准教授 （大阪大）真田 靖士，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　日本とトルコ，ドイツの研究者で構成される本プロジェクトは，鉄筋コンクリート架構に内蔵された組積造壁が面
外転倒せず安定して面内方向の水平耐力に寄与できる革新的耐震補強工法の開発を主目的とする．日本の研究チーム
は，提案する耐震補強工法の検証に不可欠な振動台実験を主に担当し，本年度は昨年度に行った縮小試験体の設計に
基づき 1/4スケールの縮小試験体を製作し，面内方向の静的加力実験（これは後述するトルコの研究チームの静的加
力実験との整合性を確認するためのもの）や耐震補強の有無をパラメータとした面外方向の振動台実験を行った．ま
た，トルコの研究チームは主に静的加力実験を，ドイツの研究チームは有限要素法を用いた数値解析をそれぞれ担当
する．日本の耐震技術とトルコ，ドイツの組積造研究の長年の知見を組み合わせて，合理的に本耐震補強工法の開発
およびその設計法を確立する．世界的に広範囲に建築され，耐震脆弱性の改善が待たれる組積造壁を内蔵する建物の
飛躍的な耐震安全性の向上に繋がることが期待される．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　水素利用技術研究開発事業　燃料電池自動車及び水素供給
インフラの国内規制適正化，国際基準調和・国際標準化に関する研究開発，複合圧力容器蓄圧器の基準
整備等に関する研究開発

教授 吉川 暢宏

アルミニウム製ライナー複合蓄圧器の長寿命化と更なるコスト低減に関する研究開発
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）ファンデルワールス超格子構造の電気的
特性および界面物性の調査

准教授 町田 友樹

内閣府 戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）革新的構造材料 耐環境セラミックスコーティング
の構造最適化及び信頼性向上

准教授 梅野 宜崇

　航空機タービンブレードの高性能化をめざし，耐環境バリアコーティングの強度についての数値シミュレーション
を行う．

課題 1三陸沿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
特任教授 丸山 康樹

　三陸沿岸などの被災地では，電力系統の被害が大きく，復旧に時間がかかったことから，東北各地に豊富に存在す
る波力などの「海洋再生可能エネルギー」への期待が高まっている．本研究では，波力エネルギーが豊富な岩手県・
久慈湾において，岩手県・久慈市の協力のもと，多数のメーカーの部品を組み上げた独自の波力発電装置のプロトタ
イプ 43kWを開発し，地元企業の製作・設置により，海域実証試験（試験送電）を実施する．また，潮流エネルギー
が大きい宮城県・松島湾の浦戸諸島において，塩竈市の協力のもと，多数のメーカーの部品を組み上げた独自の潮流
発電装置のプロトタイプ 5kWを開発し，地元企業の製作・設置により，海域実証試験（試験送電）を実施する．
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油圧式潮流発電
特任教授 丸山 康樹

　上げ潮，下げ潮にそれぞれ対応したツインローターにより，潮流の流体エネルギーを回転運動に変換し，回転軸に
マウントした油圧ポンプでオイルエネルギーに変換し，油圧モータで同期発電機を駆動して発電する．

経済産業省 平成 26 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

文部科学省 海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」＜統合＞
教授 浅田 昭，教授 藤井 輝夫，准教授 巻 俊宏，特任准教授 ソーントン ブレア，特任講師 西田 周平， 

特別教授 （九州工業大）浦 環，特任研究員 （浅田研）杉松 治美， 
学術支援専門職員 （浅田研）山中 香織

　東京大学に中核拠点を形成し，これまでに開発した優れた技術をコアとして，熱水鉱床域海底地質の音響探査技術，
コバルトリッチクラストの賦存量調査技術，熱水鉱床形成構造の探査・解析技術，電磁探査技術， 熱水鉱床の化学計
測システム技術，海洋鉱物資源データの統合解析手法研究，実海域調査における調査船の運用技術等を実用化に向け
た技術開発課題に設定，各課題が連携協力して全体としてスムーズに目標成果が達成されるように統括指揮する．ま
た，各課題の成果や探査技術情報を一極集中管理し，統合的に鉱床探査情報を解析することで，より効果的な探査技
術開発を進める．さらに，各課題で開発したセンサーそれぞれの機能を活かしながら統合して観測を行うシステムを
構築し，そのための観測研究に必要な船舶機会を確保し，効率的な運航の計画調整，センサーのプラットフォームへ
の装備技術を高度化し，効果的な熱水鉱床広域探査手法を確立する．

文部科学省 海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」＜合成開口＞
分科①熱水鉱床域海底地質の音響探査技術の実用化

教授 浅田 昭，特別教授 （九州工業大）浦 環，特任助教 （浅田研）水野 勝紀，特任研究員 （浅田研）永橋 賢司， 
特任研究員 （浅田研）片瀬 冬樹，特任研究員 （浅田研）小島 光博， 

特任研究員 （ソーントン研）長野 和則，教授 （東大）飯笹 幸吉，助教 （東大）李 相均， 
学術支援専門職員 （浅田研）山中 香織，学術支援専門職員 （浅田研）中山 絢子

　広大な伊豆・小笠原海域，沖縄トラフ海域等に多数存在する小域の海底熱水鉱床を突き止めるためには，広域詳細
地形調査が重要である．先行課題で開発した合成開口インターフェロメトリソーナーは，熱水プリュームベント地形
のような活動中の熱水鉱床を効果的に探す最も有効な手法である．そこで，開発した合成開口インターフェロメトリ
ソーナーを無人探査機に装備して広域調査を実施しながら高度化を進めることで，活動中の熱水鉱床を効果的に探す
広域詳細地形調査システムを構築し，開発者ではない利用者が使える実用システムを実現する．また，5cm-10cm分
解能の詳細な海底地形及び音響画像情報取得のため，合成開口インターフェロメトリソーナーを搭載したボットムス
キマー （BS）システムを開発する．BSシステムを用いて取得したデータを解析して，活動域周辺域及び古活動域の
熱水鉱床の候補地点の絞り込みを行い，サブテーマ③に記載する地質・サブボットム探査等他の課題と連携・共同し
て，統合的に鉱床探査情報を解析する効果的な探査技術開発を進める．さらに，共同研究を主体としたシステム技術
の民間企業への技術移転を進める．

文部科学省 海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」＜熱水＞分科
③熱水鉱床形成構造の探査・解析技術の実用化

特別教授 （九州工業大）浦 環，教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀， 
特任研究員 （浅田研）杉松 治美，教授 （東大）飯笹 幸吉，助教 （東大）李 相均， 

特任研究員 （浅田研）永橋 賢司，特任研究員 （浅田研）片瀬 冬樹， 
特任研究員 （浅田研）小島 光博，特任研究員 （浅田研）三尾 有年

　海底付近を航行探査する SBP，BS，岩石コアサンプラを開発・高度化して，これまで我が国では存在しなかった
深海底直上 30～50mを航行し，1kHzの低周波音源を使い海底下 50m以上の深部を探査する SBPと地質調査を組み
合わせた熱水鉱床探査システムを開発してその実用化を目指す．熱水鉱床の可能性が高い複数の候補海域において運
用し，海底下構造を明らかにするとともに，他のセンサ技術などを利用した探査手法と組み合わせることで総合的な
熱水鉱床の探査システムを構築して運用を行い，情報を統合して鉱床探査の可能性評価，信頼度を向上させて実用化
を進める．調査には民間を巻き込み，開発した運用・解析技術の民間移転を行う．

平成 26年度伊豆沼・内沼水生植物 3次元分布調査業務
教授 浅田 昭

　伊豆沼・内沼で水生植物の 3次元分計測を行い，水生植物増殖・移植試験，水生植物沼内生育状況調査および生息
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1．研究課題とその概要

環境調査を行う．

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

教授 浅田 昭，特任准教授 ソーントン ブレア，准教授 巻 俊宏

　熱水地帯などに棲息する固有生物の生態系を観測し，生物多様性を把握し，変動予測を可能にすることを目的とし，
複数の熱水系において周辺環境への知見を基に最適なセンサと運用方式を検討，選定したモデルフォールドにおいて，
1）自律型海中ロボット（AUV）複数台を段階的に展開して広域を高精度でマッピングする効率的観測手法，2）マ
ルチレゾリューションな 3次元画像マッピングシステムおよび AUV経路自動形成による観測もれのない高精度 3次
元画像マッピングシステム，3）取得データ（3次元画像マッピング，周辺環境）の解析手法とデータ評価手法を開
発し，フィールドで複数回 /年度の計測を実施，技術的フィードバックとデータ解析を進めている．

文部科学省『「ポスト「京」で重点的に取り組むべき社会的・科学的課題に関するアプリケーション開発・
研究開発」重点課題』重点課題⑧近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの開発

教授 加藤 千幸

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　水素利用等先導研究開発事業／高効率水素製造技術の研究
／次世代水素製造システムの研究

特任教授 堤 敦司

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ALCA（先端的低炭素化技術開発））エクセルギー再
生反応・分離システムの開発

特任教授 堤 敦司

（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）　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

特任教授 堤 敦司

（独）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）エクセルギー
再生に基づく高効率石炭転換システム設計

特任教授 堤 敦司

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，教授 （東北大）鈴木 高宏，准教授 中野 公彦，准教授 大石 岳史， 

准教授 吉田 秀範，特任准教授 小野 晋太郎，教授 （東北大）長谷川 史彦，教授 （東北大）桑原 雅夫， 
准教授 （東北大）大野 和則，准教授 （東北大）西澤 真裕，准教授 （東北大）山邉 茂之

岩手県　三陸沿岸における海洋エネルギー活用等調査事業
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

（独）科学技術振興機構　再生医療実現拠点ネットワークプログラム（技術開発個別課題）　「幹細胞パッ
ケージングを用いた臓器再生技術と新規移植医療の開発」（肝臓細胞分離技術の改良と新鮮分離肝臓細胞
の供給）

特任教授 興津 輝
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VI.　研究および発表論文

（独）新エネルギー・産業技術総合研究機構　SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／革新的設計
生産技術　Additive Manufacturing を核とした新しいものづくり創出の研究開発

教授 新野 俊樹

（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
教授 竹内 昌治

ラム波を用いた航空機接着構造健全性診断技術の開発
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）久保 雅俊

　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，
CFRP積層板を対象とし，その接着構造の剥がれ損傷を検知，および複合材補修部の劣化を検知することを試みる．
本年度は接着構造における積層板の有限幅の影響を調べた．

（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 省エネ漁船用の革新
的波エネルギー吸収利用の技術開発

准教授 北澤 大輔， （株）マネージメント企画 前田 輝夫

　漁船は，燃油価格の高騰により，収益率が下がる等の問題が発生している．本研究では，波エネルギーを吸収でき
る漁船の開発を目指して，キャビンとフロートの相対運動から発生する波エネルギーを電気エネルギーに変換するシ
ステムの開発を行う．その結果，漁船は波エネルギーを吸収し，燃料消費を約 3割軽減できることが分かった．また，
波エネルギーの吸収とともに，揺れの低減も得られた．

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，助手 （北澤研）藤野 正俊，特任研究員 （北澤研）張 俊波，大学院学生 （北澤研）夛屋 早百合， 

シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　本研究では，潮・海流発電システムに関し，性能モデルと連動した生物影響モデルの基準モデルを構築し，適合性
評価に用いられるモデルとなることを目的とする．そこで，環境影響評価項目の選定とモニタリング計画の立案，潮・
海流発電装置の設置に伴う環境影響に関する数値計算法ガイドライン，海生動物のタービンブレードへの衝突リスク
に関する水槽試験法ガイドラインを作成し，数値計算例や水槽試験例を示した．

実海域における波力発電装置の動的解析システムの開発
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明，特任研究員 （北澤研）谷口 信雄

　本事業は，波力エネルギーを利用した機械式波力発電システムを確立することを目的として，実海域における実証
試験を実施する．機械式波力発電システムのフロート，係留，発電機等の動的解析を行う数値シミュレーションモデ
ルを検討し，発電量や設備利用率を推定する．また，波力エネルギーの地域受容性に関する調査を行う．

定置網漁業の操業支援システムの実証研究
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　定置漁業の箱網に取り付けた高密度ポリエチレンパイプへの給気により，自動的に揚網を行うシステムの開発を行
う．高密度ポリエチレンパイプを 3本用いて，順次浮上させることによって，魚を追い込む．水槽模型実験では，パ
イプ 3本を連結することによって，パイプの浮上位置が安定することが分かった．また，実海域において，既に設置
してある 1本目に加えて，2本目の高密度ポリエチレンパイプを設置し，揚網試験を実施した．

文部科学省東北マリンサイエンス拠点形成事業　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，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一，特任研究員 （北澤研）金平 誠，教授 （東大）潮 秀樹

　東北地方のギンザケ養殖は，北欧や南米の安価な養殖魚の流通により，規模が縮小してきた．また，近年は，水温
の上昇によって，ギンザケの養殖期間が短期化している．そこで，ギンザケ養殖の長期化と出荷調整を目的として，
夏季に浮沈式生簀を沈下させた状態で養殖を行い，8月中旬まで養殖することに成功した．また，沈下した状態で，
生簀内の映像を確認するための無線映像伝送システムを開発した．

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／リニア式波力発電
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明，教授 林 昌奎，教授 （東大）古関 隆章，教授 （東大）荒川 忠一， 
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1．研究課題とその概要

准教授 （東大）早稲田 卓爾

　本研究開発では，平成 32年（2020年）以降，事業化時に発電コスト 20円／kWh以下を実現するために必要な波
力発電デバイス及びそのアレイに関する次世代発電制御技術を開発する．本研究開発では，欧州で実証実験が始まっ
たリニア式波力発電のプロトタイプを参考に，日本での将来の商業利用を主眼として，次世代 PTOシステムの開発，
波力発電アレイ制御技術の開発，次世代波力発電システムの発電コスト評価を行う．

（独）科学技術振興機構　研究成果展開事業（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

准教授 梶原 優介

　本課題では，パッシブ THz近接場顕微技術を発展させて，機械式冷凍機を導入した超高感度・超高分解能パッシ
ブ型 THz近接場顕微鏡を開発する．空間分解能は探針作製技術向上によって 20 nmまで到達させる．測定速度は，
物質現象を追従するために 0.1秒 /画素を目標とする．測定波長は CSIPを作製する結晶の構造上，現在 14.5 μ m（±
0.7 μ m）に限られているが，分光も視野に入れ，物質現象のほとんどのスペクトルをカバーする 12-20 μ mを目標
として素子を改良する．

（独）科学技術振興機構　スーパーハイウェイ　低温SPMテラヘルツ顕微鏡の開発
准教授 梶原 優介

　本研究の目的は，これまでの蓄積技術をベースにパッシブ THz観測及びアクティブ THz観測（STM探針から電流
注入し発生するエバネッセント波観測）が可能な，今までに存在しない新概念の低温 SPMテラヘルツ顕微鏡を開発
することである．THzの超高感度検出器（CSIP）と THz集光系を，極低温動作の SPM（STMおよび AFM）制御装置
と組み合わせ，物質のエバネッセント波を 30nmの空間分解能でフォトンカウンティング計測する超高感度の装置を
開発する．

文部科学省＿海洋鉱物資源広域探査システム開発＿熱水鉱床の化学計測システムの実用化＿化学計測シ
ステムを搭載してマッピングを行う観測プラットフォームに関する研究開発及び実用化

准教授 巻 俊宏

　固定式プラットフォームによる定点連続計測と移動式プラットフォームによる広域計測，さらに流体シミュレー
ションを組み合わせることで，海底地形，画像，化学パラメータの時空間変動を密にマッピングする手法を開発する．

（独）海上技術安全研究所 海底土放射能測定機器の調整及び測定業務
特任准教授 ソーントン ブレア

海底土放射能分布測定ロボットの開発
特任准教授 ソーントン ブレア

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

特任准教授 ソーントン ブレア

文部科学省：海洋資源利用促進技術開発プログラム「海洋鉱物資源広域探査システム開発」レーザー誘
起破壊分光法による熱水鉱床の in-situ 成分分析技術の実用化

特任准教授 ソーントン ブレア

SIP 戦略的イノベーション創造プログラム「次世代海洋資源調査技術」海洋研究開発機構からの受託研
究としてケーブル式観測システムの開発~現場型分析システムの研究開発

特任准教授 ソーントン ブレア

SIP 戦略的イノベーション創造プログラム「次世代海洋資源調査技術」海上技術安全研究所からの受託
研究としてAUV複数運用手法等の研究開発における協調行動の研究開発に関する 3次元画像マッピング
システムのAUVへの実装と運用システムの研究開発

特任准教授 ソーントン ブレア



170

VI.　研究および発表論文

洋上風力導入促進に関する研究
特任教授 黒﨑 明

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ERATO）生体調和を維持できる回路設計
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）更田 裕司

脳型情報処理
教授 合原 一幸，准教授 河野 崇，准教授 鈴木 秀幸，助教 （合原研）奥 牧人

　本研究開発は，量子人工脳を実現するための脳型情報処理機構の数理的基盤の構築を目的とする．そのために，組
合せ最適化問題をはじめとした関連問題を解くための脳型情報処理とコヒーレントイジングマシーンの融合設計理論
およびその非線形ダイナミクス解析理論，さらには脳のシナプス可塑性を考慮した学習理論を開発するとともに，そ
れらを用いて脳型情報処理の観点から量子人工脳実現のための数理的基盤を構築し，量子人工脳の概念を確立する．

動的ネットワークバイオマーカーによる疾病早期診断技術の開発
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南

　動的ネットワークバイオマーカー（DNB）理論により，疾病の超早期診断や病態悪化の予兆検出が可能であるこ
とを既に明らかにしている．本研究は，現状の DNB解析理論の実用化に向け，（1）ビッグデータのノイズ問題にも
高い信頼性で予兆検出を可能とする解析手法と，実用上望まれる検体のサンプリング数の削減を検出精度の低下なく
実現する解析手法を検討・開発する．（2） 大腸ガンの遺伝子発現量データ或いは脳画像／脳波データから DNBが検
出可能なことを研究・検証する．

風力発電予測・制御高度化／予測技術系統運用シミュレーション
教授 合原 一幸，特任准教授 平田 祥人

　本事業では，電力の需給運用に影響を与える風力発電の急激な出力変動（以下，ランプ）に着目し，ランプ予測技
術，風車制御技術や蓄エネルギー制御技術（以下，出力変動制御技術）を確立する．また，再生可能エネルギーが電
力系統に大量導入された 2030 年頃を見据え，余剰電力の発生，周波数調整力の不足等の技術的課題とその課題解決
策を明らかにするために，ランプ予測技術や出力変動制御技術を考慮した需給シミュレーションシステムを開発し，
実際の電力系統によって課題解決策の検証を行う．これらの技術開発によって，出力が不安定な変動電源から，出力
を予測・制御・運用することが可能な変動電源に改善することで，再生可能エネルギーの連系拡大を目指す．

感染症対策における政策判断のための数理モデル研究基盤の構築と発展
教授 合原 一幸

　本研究の目的は，日本における感染症行政および予防接種行政に資する数理モデルの応用研究を実施するために，
多施設の同課題に関する専門家を結集して若手研究者の教育を共同で実施しつつ共同研究体制を構築し，統計学的推
定やシステム分析，数値計算などの研究結果を政策に役立てることである．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロ
ジェクト／研究開発項目①（10） 新世代 Si パワーデバイス技術開発／新世代Si-IGBT と応用基本技術の
研究開発

教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治，助手 （平本研）更屋 拓哉

　平成 26年度から企業 2社，5大学，産総研とシリコンパワーデバイスの NEDOプロジェクトを開始した．新世代
Si-IGBTと応用基本技術を開発することを目的とする．

高分解能数値シミュレーションの連携とデータ同化による革新的地震・津波減災ビッグデータ解析基盤
の創出

教授 （東北大）越村 俊一，教授 （東北大）桑原 雅夫，教授 （千葉大）山崎 文雄， 
主任研究員 （海洋研究開発機構）堀 高峰，教授 （東京工業大）大佛 俊泰，教授 瀬崎 薫， 

教授 （東大）岡田 真人，准教授 関本 義秀，教授 （名古屋大）石川 佳治， 
研究領域長 （防災科学技術研究所）藤原 広行

　東日本大震災の教訓を踏まえ，将来の巨大災害の減災にむけた課題は，如何に起こりうる災害事象のイメージを社
会の様々な主体が共有し，それぞれの事象における被害拡大の防止や被害の軽減に向けて具体的な対策を講じていく
かである．この社会的要請に応えるために，地震・津波による様々な現象・被害を対象として，大規模・高分解能数
値シミュレーションの連携と多様な観測から生じるビッグデータの効果的な処理・解析およびデータ同化により，定
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量的なデータに基づいた事前対策の立案，災害発生直後の災害対応を支援する世界初のリアルタイムシミュレーショ
ン・ビッグデータ解析基盤を創出する．

オープン・スマートシティを実現するソーシャル・ビッグデータ利活用・還流基盤
教授 （慶應義塾大）徳田 英幸，准教授 （東京電機大）岩井 将行， 

主席研究員 （日本電信電話（株））上田 修功，教授 瀬崎 薫，准教授 関本 義秀，教授 柴崎 亮介

　多種多様なセンサ等が生成する膨大なデータを，多数のサービスが同時に消費するソーシャル・ビッグデータ環境
において，データをオープンな通信プロトコルで流通させ，データ流通過程においてデータの融合や保護，増幅に加
えて未来推定や学習分析等の計算処理を複合適用して高度な解析・統合を可能とし，かつ，データそのものの品質，
時間，および空間を指定して実空間事象の高度な再現と未来事象の可視化を可能とする，ソーシャル・ビッグデータ
利活用・還流基盤を構築する．同基盤をリアルタイム都市マネジメントに応用し，高精度実世界イベント検知・分類，
都市の N次元解析・可視化・変化予測，都市流制御等のサービスにより実証する．

ETCカードのサービス多様化に伴うリスクの実証研究
教授 松浦 幹太

　クレジットカードや電子マネーカードがそうであるように，決済機能を持つカードの所有者へ多様なサービスを提
供し利用を促す手段として，利用実績に応じて付与したポイントやマイル等を利用するプログラム（LP: Loyalty Pro-
gram）への期待は大きい．多くの LPでは，サイバー空間に会員専用サイトを用意し，Webブラウザの暗号化通信モー
ドでパスワード認証を行っている．実世界における経済主体の活動とサイバー空間での付加的なサービスが結びつい
た場合，認証が破られるなどしてセキュリティの問題が生じかねず，経済活動と直結しているが故に具体的な金銭的
被害のリスクも大きい．ETCカードは，ユーザ層が幅広いため，LPを導入する意義が大きい．これは同時に，攻撃
者の立場から見て魅力的な攻撃対象ということでもあるので，そのリスクとセキュリティに関する研究は重要である．
本研究では，付随システムの用途を広げた時に生じるリスクを明らかにすることを目的とし，LPの実データを用い
て実証分析を行う．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業　複数ウェアラブルカメラ映像の統合によるグループ
の注意・行動解析

教授 佐藤 洋一

　複数の人々が装着するウェアラブルカメラとアイトラッカーを分散型センサとして利用する集合視により，さまざ
まな空間・時間スケールで起こる個人とグループの注視・行動を計測し理解する技術の開発に取り組む．さらに，人々
の注視・行動の蓄積・解析・可視化により，手術室における協働支援，視覚障がい者へのナビゲーション支援など各
種ライフイノベーション創出を目指す．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）注視推定技術および注視誘導技術の開発
教授 佐藤 洋一

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

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

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）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，教授 合原 一幸，特任准教授 平田 祥人

　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す．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すが，単純す
ぎて現実とは大きな乖離があります．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
難です．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します．

自然科学研究機構　イメージングデータからの 3D細胞分裂系譜の定量化に向けた画像解析技術の構築
准教授 小林 徹也
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（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

（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）農業・食品産業技術総合研究機構　食品総合研究所 LOX-1 リガンド簡易迅速評価システムの開発
とフードマトリクスにおける阻害物質探索（認識素子供給系の改良及びキット有効性の検証）

教授 畑中 研一

（独）農業・食品産業技術総合研究機構　ホメオスタシス維持機能をもつ農林水産物・食品中の機能性成
分多視点評価システムの開発と作用機序の解明

教授 畑中 研一

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）Ⅲ族窒化物薄膜エレクトロニクスの開発
教授 藤岡 洋

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ACCEL）PSD法によるフレキシブル窒化物半導体
デバイスの開発

教授 藤岡 洋

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　再生医療の産業化に向けた細胞製造・加工システムの開発，
ヒト多能性幹細胞由来の再生医療製品製造システムの開発，（網膜色素上皮・肝細胞），ヒト間葉系幹細
胞由来の再生医療製品製造システムの開発

教授 酒井 康行

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

教授 酒井 康行

（独）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

ゼオライト集約拠点形成による標準的NH3-SCR特性評価法の確立および次世代ゼオライト創製のシー
ズ探索

准教授 小倉 賢

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
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文部科学省研究開発局　国家課題対応型研究開発推進事業（原子力基礎基盤戦略研究イニシアティブ）
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，特任研究員 （加藤（信）研）大場 良二

　本研究では，原子力発電所事故時の緊急時放射能影響予測のための，早期の放出量推定手法の実現を目指し，航空
機及び車両などによる 4次元移動観測データを利用した放出量推定システムを開発するとともに，福島第一原子力発
電所の事故では，事故後長期間の被ばく評価が必要となったので，長期間にわたる線量評価システムを開発すること
を目的とする． 以上の目的に沿って，次の研究課題を再委託先の三菱重工と共同で実施する．①放出量推定手法の
開発②移動観測データ利用システムの開発（再委託先：三菱重工）③再飛散現象を考慮した内部被ばく評価手法開発．

公共複合文化施設における FM計画立案の為の手法開発
教授 野城 智也

公共複合文化施設の三次元情報マネジメントに関する研究
教授 野城 智也

H26 地球観測技術等調査研究委託事業「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

　宇宙インフラの利活用を前提とした社会基盤システムを開発・実現・運営するため，宇宙インフラ利用技術，社会
基盤サービス技術，そしてシステムを計画・開発・運営する技術を有し，国際的なスケールで構想・計画できる人材
を長期的な視点から育成する国際プログラムとそれを支える教材，教授法を世界で初めて開発することを目的とする．

ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発 課題 B 新たなソーシャル・ビックデータ利活用・
基盤技術の研究開発

教授 柴崎 亮介

　災害時の短期的な人々の流動予測を行う手法を確立するために，災害時の行動シミュレーションに基づくシナリオ
生成を，2つの同化手法によって実施することを目的とする．同化処理を併用することで，行動モデルのみのシミュ
レーションよりも高い精度を得られることが期待する．また，SNSデータとの重ね合わせにより，イベント（イン
シデント）発生の位置推定を時空間的に把握する．

発生位置情報を用いた交通事故の特性分析
教授 柴崎 亮介

　2012年から全ての人身事故について発生位置情報が附与されるようになったことを受け，地理情報システム (GIS)
を援用し位置情報の入力支援・品質管理から分析まで網羅できる，わが国初の総合的な全国事故分析システムを研究・
開発する．これは事故分析のもっとも基本的な情報基盤であり，地域を対象とした分析に加えて，関連する様々な情
報との分析を可能とし，幹線道路と生活道路における事故対策の展開に寄与する．

平成 26年度地理空間情報の提供・流通における個人情報等の取扱いに関する検討
教授 柴崎 亮介

　基盤情報となり得る地図や航空写真等を扱う地理空間情報に関連する業界，及び，近年，ビッグデータとして活用
が期待されている携帯電話や車両の移動履歴等を取り扱う移動体に関連する業界等において，地理空間情報に係る個
人情報等をどのように取り扱っているのかについての事例調査・分析を行う．

地球観測データ統融合連携研究機構
教授 柴崎 亮介

　学内の地球観測分野，情報科学技術分野，災害や農業などの公共的利益分野を担う部局が相互に協力し，不均質な
情報源からの多様で大容量の地球観測データを効果的に利用して，地球環境の理解を深め、予測能力を高め，危機管
理や資源管理等における健全な政策決定に資する情報の創出を目指す．
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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　再生可能熱エネルギー利用のための水循環・分散型ヒート
ポンプシステムの開発

教授 大岡 龍三

　再生可能エネルギーを利用して建物の熱需要を賄う革新的な技術の開発でコストダウンを促し，熱利用の普及拡大
に貢献することを目的とする．

（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かかる学術研究動向に関する調査研究
教授 岸 利治

情報・システム研究機構　都市型研究施設の将来計画に関するフィージビリティ・スタディ
教授 今井 公太郎

高知県佐川町における歴史的風致建造物事業化計画の伝統建築物調査研究
教授 腰原 幹雄

岩国市　錦帯橋経年変化ほか調査
教授 腰原 幹雄

将来の社会生活向上のための音響学に関する日本―ポーランド共同セミナー
准教授 坂本 慎一

国土交通省国土技術政策総合研究所 道路基盤地図情報の更新技術および関連情報の継承技術に関する研
究

准教授 関本 義秀

　本研究は，新しい道路工事図面が追加された場合，どのように整合性等の品質を確認し，以前のものと差替えるか
について，それらを仕分けるための判断基準を設定し，軽微な誤りがある場合などは，極力すぐに直せるようなクラ
イアントの CAD/GIS環境の選定と，それらと連動して全体を管理する DBとの同期技術等の導入などに重点を置い
て開発するものである．

総務省　G空間プラットフォームにおけるリアルタイム情報の利活用技術に関する研究開発
准教授 関本 義秀

　スマートフォンや通信カーナビなどから得られる移動体の G空間データと，それ以外のユーザ提供型 G空間デー
タを 2種類以上組み合わせて移動体分布をリアルタイムで推定する統合解析技術を開発し，各 G空間データに 5割
を超える欠落が発生した場合でも実用的な精度で移動体分布を推定できることを実証する．

（独）科学技術振興機構 _災害時の様々なシナリオに応じた人や車両の分布状況の把握とデータ同化によ
る短時間予測

准教授 関本 義秀

　本研究は，地震や津波の状態に連動した道路閉塞等や運行状況のシミュレーション結果を用いて，都市圏レベルの
人や車両の分布状況を様々なシナリオに応じて生成すると共に，実世界を観測したリアルタイムデータと比較し，デー
タ同化技術を都市圏レベルの大規模シーンに適用する手法を構築することが目的である．

（独）情報通信研究機構 _静的等のG空間プラットフォームの機能・システム実装の研究開発
准教授 関本 義秀

　本研究は，静的等の G空間情報の処理に係る G空間プラットフォームの開発を行うとともに，開発した G空間プ
ラットフォームを活用して具体的な利活用テーマに基づく実証を行うものである．これにより，G空間プラットフォー
ムの利用に向けた課題解決を図る．
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1．研究課題とその概要

（独）情報通信研究機構 _ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発 課題 B 新たなソーシャ
ル・ビックデータ利活用・基盤技術の研究開発

准教授 関本 義秀

　災害時の短期的な人々の流動予測を行う手法を確立するために，災害時の行動シミュレーションに基づくシナリオ
生成を，2つの同化手法によって実施することを目的とする．同化処理を併用することで，行動モデルのみのシミュ
レーションよりも高い精度を得られることが期待する．また，SNSデータとの重ね合わせにより，イベント（イン
シデント）発生の位置推定を時空間的に把握する．

（独）宇宙航空研究開発機構　地球観測研究センター 平成 26 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

（独）森林総合研究所 平成 26 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

准教授 竹内 渉

ジャンビ州荒廃泥炭地管理による二国間クレジットREDD+プロジェクト実現可能性調査
准教授 竹内 渉

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（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．

文部科学省　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 環境研究総合推進費（S-12）SLCPの環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進
研究

准教授 芳村 圭

　大気汚染はアジア・アフリカなど各国とも深刻な問題となっており，将来的な大気質の改善は人間社会にとって重
要な課題である．我が国でも，国内における短寿命気候因子（SLCP）の削減や大陸からの越境汚染問題への対処が
必要になっている．しかしながら IPCC-AR5評価活動でも示されているように，SLCPによる複雑な気候変動は十分
にわかっていない．この問題を解決するために本課題では，領域大気化学輸送モデルと逆推計手法を用いた SLCP排
出インベントリの高度化，統合評価モデルにおける SLCP過程の高度化，気候・環境モデルによる影響評価を行い，
政策立案者が参加して対策コストと影響を評価しながら能動的に最適パスを探査する仕組みを実現する．

文部科学省　国家課題対応型研究開発推進事業（宇宙利用促進調整委託費）　「大規模穀倉地帯における
土壌劣化マッピング手法の確立と情報提供ソフトウエアの開発」

准教授 沖 一雄
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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

（独）科学技術振興機構　神経細胞の培養と評価用CMOS-MEMS
教授 藤田 博之

　台湾の清華大学と国際共同研究を行い，CMOS回路とMEMS構造を作ったチップ上で神経細胞を培養して，その
活動の計測と評価を試みている．

（独）科学技術振興機構　国際科学技術基盤整備事業「日台研究交流」神経細胞の培養と評価用CMOS-
MEMS

教授 藤田 博之，准教授 ティクシエ三田 アニエス，准教授 河野 崇，講師 松永 行子

　JST戦略的国際科学技術協力推進事業の日台共同研究プログラムの支援を受け，2013年 1月より 3年間にわたり，
台湾国立精華大学と共同で CMOS回路とマイクロ流体システムを組み合わせたチップ上で，神経細胞を培養しその
活動を評価する研究を行っている．

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

教授 藤井 輝夫

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）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

オンチップ流体デバイスを用いた細胞培養に関する研究（小型培養液循環システム試作品の細胞培養実
験評価）

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，教授 川勝 英樹，教授 金 範埈，教授 竹内 昌治，准教授 ティクシエ三田 アニエス， 

教授 年吉 洋，教授 藤田 博之

　我が国の次世代エレクトロニクスへの高付加価値が期待されているバイオ融合マイクロ・ナノメカトロニクスの要
素技術を，EU圏内の研究拠点であるフランス国立科学研究センター（CNRS），スイス連邦工科大学ローザンヌ校
（EPFL），ドイツ・フライブルグ大学マイクロ工学研究所（IMTEK），フィンランド VTT技術研究所，およびオランダ・
トゥエンテ大学との国際共同研究として実施し，各研究項目において世界最先端の研究成果を実現するとともに，研
究ネットワーク全体の取り組みとして，研究者交流による共同研究を実施し当該技術を統合した細胞走査・融合のた
めのバイオ融合マイクロ・ナノメカトロニクス技術を構築することを目的とする．

実社会ビッグデータ利活用のためのデータ統合・解析技術の研究開発
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生，特任准教授 伊藤 正彦，特任准教授 鍜治 伸裕， 

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

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

文部科学省研究開発局　平成 26年度地球観測技術等調査研究委託事業　地球環境情報統融合プログラム
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘，特任准教授 （喜連川研）生駒 栄司，特任助教 （喜連川研）安川 雅紀， 
特任助教 （喜連川研）山本 昭夫，特任助教 （喜連川研）絹谷 弘子，特任研究員 （喜連川研）大柳 美佐， 

特任研究員 （喜連川研）佐野 仁美

　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
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1．研究課題とその概要

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．

三次元地図データとマルチGNSSを活用した urban canyon における測位精度向上
准教授 上條 俊介

（独）情報通信研究機構　ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発 新たなソーシャル・ビッ
クデータ利活用・基盤技術の研究開発副題　交通ビックデータに基づく運転者指向サービス基盤技術の
研究開発

准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生，助教 （喜連川研）横山 大作，特任研究員 （喜連川研）山田 浩之， 
特任研究員 （喜連川研）早水 悠斗

　大規模なドライブレコーダデータ等の交通ビッグデータを蓄積し，長期間にわたる運転挙動の観測に基づく運転者
マネジメント支援等の「運転者指向サービス」の実現を目的とした基盤技術の研究開発を実施する．GPS，加速度計，
静止画像，動画データを含む大規模かつ長期間の時空間・マルチメディアデータを効率的に蓄積し，解析を可能とす
るデータベース技術，および，長期間にわたる多数の運転者の運転挙動の観測に基づき安全運転の維持を支援する解
析・可視化技術を開発し，数千台・数千運転者規模の商用ドライブレコーダデータを用いた実証実験を実施する．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ALCA（先端的低炭素化技術開発））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

（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等実用化推進技術開発／固体酸化物
形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究

教授 鹿園 直毅，特任教授 横川 晴美

　これ迄の成果をもとに，三相界面微細構造解析による劣化機構解明，加速要因分析を実施する．当プロジェクトに
参加する各社のセルスタックについて，電気化学反応場となる三相界面の微構造と電池性能との関連性を明確化する．
またボタンセルを用いて，様々な条件下における性能変化を観察し，微構造変化との相関から，適した電極材料，電
極作製法，電極構造，運転条件等の提言を行う．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）固体酸化物形燃料電池電極の材料・構造
革新のためのマルチスケール連成解析基盤

特任講師 原 祥太郎，教授 鹿園 直毅，准教授 梅野 宜崇

　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させる為の研
究を行う．

（独）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）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

（公社）石油学会　新規分離技術および触媒技術の仕様決定のための最適プロセス設計
特任准教授 苷蔗 寂樹

　ペトロリオミクス技術は石油精製プロセスの設計，運転，制御の様々な分野に影響を与える技術である．しかしな
がら、個々の要素技術がプロセス革新にどの様な影響を与えるか，また，プロセス革新を目指すにはどの様な技術を
開発すべきかについてはまだわかっておらず，本研究にて新規分離技術及び触媒技術導入に向けた仕様を最適化の観
点から検討した．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　エネルギー・環境新技術先導プログラム 高品質 /高均質薄
膜を実現する非真空成膜プロセスの研究開発

特任准教授 苷蔗 寂樹

　制御性に優れた気相成長の概念を非真空成膜プロセスに導入した「ミストデポジション法」により，低コストかつ
省エネルギーに高品質 /高均質薄膜を成膜することができる非真空成膜プロセスの開発を行っている．
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ポーランド褐炭乾燥基礎試験とその応用
特任教授 金子 祥三，教授 鹿園 直毅

　昨年度と異なる炭種でのポーランド褐炭の乾燥基礎試験（所定の計上に整形した褐炭の乾燥重量と褐炭内温度分布
と同時オンライン計測）等を実施して，その乾燥特性を明らかにし，これまでの試験結果と比較検討するとともに，
乾燥特性シミュレーションモデルを作成し，様々な用途に活用できるよう研究を行う．

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　電力系統出力変動対応技術研究開発事業 風力発電予測・制
御高度化／予測技術系統運用シミュレーション

特任教授 荻本 和彦

平成 26年度エネルギー起源CO2 排出削減技術評価・検証事業等調査委託業務
特任教授 荻本 和彦

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

特任教授 荻本 和彦

国土交通省国土技術政策総合研究所 協調 ITS の中長期的なサービスの実現に向けた要素技術の評価に関
する研究

教授 大口 敬，次世代モビリティ研究センター（ITSセンター）

　新しい ITS概念の再構築を検討し，また個別課題として 4つのサブテーマに取り組んだ．

国土交通省国土技術政策総合研究所 首都圏 3環状道路の効率的な運用に関する研究開発
教授 大口 敬，助教 （大口研）和田 健太郎

　首都圏 3環状道路の整備による首都圏高速道路網の交通シミュレーションのプロトタイプモデルを作成し，大型貨
物車の経路選択特性やその交通需要の要因となる大規模施設・物流施設の立地特性に関する基礎分析を行った．

German Aerospace Center Mobility Trends in Cutting Edge Cities:Tokyo
教授 大口 敬

　ドイツの公的研究機関との共同研究として，東京を対象とした近年の交通トレンドの調査を担当し，自動車保有の
減少，居住の都心回帰，自転車利用の増加などの特徴を明らかにした．

柏市における生活活動情報提供システムの利活用
教授 大口 敬

協調 ITS の中長期的なサービスの実現に向けた要素技術の評価に関する研究
教授 大口 敬，助教（大口研）和田 健太郎，教授 須田 義大，教授 池内 克史，教授 （東北大）鈴木 高宏， 

准教授 中野 公彦，准教授 大石 岳史， 
特任准教授 小野 晋太郎，助教 （須田研）平沢 隆之，特任助教 （中野研）鄭 仁成

千葉工業大学 高濃度不純物を含有した銅アノードの電解精製に向けた基礎研究
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕

　経済産業省の事業である「超電力使用削減低品位銅電解精製プロセス技術開発」の一環として，千葉工業大学から
の委託を受け，高濃度不純物を含有した銅の電解精製実現にむけた基礎調査を行った．

溶融マグネシウム中への鉄の溶解挙動に関する基礎的研究および革新的脱鉄技術開発及び，Kroll 法の実
操業プロセスにおけるチタン還元反応の化学的解析

教授 岡部 徹
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（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構　超硬工具スクラップからレアメタルを回収する環境調和型の乾
式プロセスの開発

助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

（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）災害担当職員向け教育・訓練システムの開発

教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

（独）科学技術振興機構　日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）
教授 目黒 公郎

（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）ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築

教授 目黒 公郎

三井物産環境基金「持続可能性とWell-Being ―4 種の資本概念とその限界」に係る共同研究業務
教授 沖 大幹

　持続可能性について，環境的側面に限らず，より広く社会的，経済的側面に注目し，4つの資本（人的資本，社会
資本，自然資本，そして社会関係資本）及び “well-being” に着目し，理論面及び実践面の検討を行い，最終的には，
これらを統合することで，持続可能な新しい社会像を提示する．ミレニアム開発目標の指標と主観的幸福度との関係
に関するマクロ分析を行う．

水資源に関する気候変動リスク情報の創出　水資源・水循環の人為的改変を含めた評価研究
教授 沖 大幹

　本研究は，人間活動を明示的に組み込んだ全球水循環水資源モデルによる不確実性を考慮した将来の水資源・水循
環のシミュレーションを実現し，水循環を介した気候変動による社会的影響を包括的に評価することを可能にする技
術の開発を行い，気候変動下での水資源・水循環の脆弱性及び頑強性の評価及びそれらの不確実性を求めることを目
的とする．このうち，水資源・水循環モデルの人間活動モジュールの高度化の推進及び将来シナリオの準備を担当す
る．

（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・発生源解
析および曝露量評価

教授 沖 大幹，特任准教授 守利 悟朗，准教授 芳村 圭，准教授 （福島県立医科大）村上 道夫， 
教授 （筑波大）末木 啓介

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

クリティカルな気候変動リスクの分析に関する研究
教授 沖 大幹

　本研究は，地球物理学的な臨界現象の影響について，気候モデル結果と過去の社会影響などに基づいて開発した推
計手法を用いた解析を実施する．

気候変動による水資源への影響評価と適応策に関する研究（1）水循環評価に関する研究①水循環評価
教授 沖 大幹，特任准教授 守利 悟朗

　本受託研究は，競争的資金である環境省地球環境研究総合推進費 H22戦略研究プロジェクト構成研究課題の研究
課題枠に採択された「気候変動による水資源への影響評価と適応策に関する研究」の研究課題に設定された領域のう
ち，公募対象領域 3「気候変動による水資源への影響評価と適応策に関する研究」に対して応募した課題「水循環評
価（FY2010-FY2014）」を分担するものである．分担内容は，ボトムアップ型モデルのバージョンアップを行うとと
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もに，全国レベルでの森林樹種を考慮した将来の土地利用変化，流況および土砂流出にともなう濁度成分流出量の推
計を行い，総括班，森林班および農業班への情報提供を行う．更に当該分野において特に重要な水道事業への適応策
についても各分担との協働により検討を行う．すでに温暖化影響評価を実際に用いてこうした水分野において土地利
用の将来変化を考慮した水資源アセスメントを通じた影響評価に関して我々のグループが日本をリードしているの
で，実質的には影響評価および適応策の立案支援を含めて担当する．

気候変動の緩和策と適応策の統合的実施研究に関する検討
教授 沖 大幹

　様々な環境変動に対して復元力に富み，しかも持続可能な社会を国内外で構築する目的で，緩和策と適応策の統合
的な気候変動対策を実施するために必要な施策や制度を検討し，その施策実現に向かう手順と進め方，ロードマップ
を提案するための研究開発を進めるためのあるべき体制に関する予備調査を行う．

水・食料・エネルギーネクサスを考慮した地域の持続可能性構築に関する予備研究
教授 沖 大幹

　本予備研究では，非大都市コミュニティに持続可能性を構築するために，水・食料・エネルギーの三位一体の相互
関係の観点や適切な土地利用，そしてどのような規制的，誘導的，技術的な取り組みが必要かについて，日本を含む
モンスーンアジア領域の非大都市を対象とした研究構想を固める．

（独）宇宙航空研究開発機構　陸域水文過程および降水システムに着目した衛星プロダクトの検証
助教 （沖（大）研）金 炯俊

　以下のように複数の観点から，TRMMおよび GPM標準衛星降水プロダクトの検証を行う．・地上観測に基づく降
水量データとの比較によって衛星降水プロダクトの検証を行う．・衛星降水プロダクトを陸域水文モデルへ入力して
全球の河川流量および陸域貯水量変化を推定する．また推定した水文量を観測値と比較することで衛星降水プロダク
トの検証を行う．・台風，前線など様々な降水システムに伴う降水量を，治水面で重要な河川流量変動が十分に表現
できる精度での衛星プロダクトが補足しているかどうか降水システムごとに検証する．

文部科学省　「地域防災支援技術パッケージ」を活用した「地域が進める防災まちづくり」の推進
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

（独）海洋研究開発機構　科学技術試験研究委託事業「南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト」
准教授 加藤 孝明

消防庁　市街地における大規模人間行動シミュレーションによる災害時に発生し得る極端現象の解明と
その対処の検討

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．
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（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

総務省　戦略的情報通信研究開発推進事業 準静電界センシングによる路面状態推定技術を利用した交通
問題対策の研究開発

特任准教授 滝口 清昭

小規模建築物を対象とした省エネルギーポテンシャル分析モデル及び対策促進ツールの開発
特任講師 馬郡 文平

D.  所内措置研究費

1.  展開研究

協調型マルチモーダルモビリティ実験フィールドの構築
准教授 中野 公彦

含フッ素ゲルを用いる酸素透過性細胞培養基質の開発－臓器保存に向けて－
教授 畑中 研一

化学コントラストを有する原子間力顕微鏡（カラーAFM）の実現
教授 川勝 英樹

2.  選定研究

中赤外光シンセサイザーによるプロトン移動反応の制御
准教授 芦原 聡

予測医療を目指した血流シミュレーション・システムの開発
教授 大島 まり

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

最先端工学研究を活用した中学生・高校生向け工学学習教材の研究開発と教材活用・普及方法の研究
講師 川越 至桜，准教授 中野 公彦

　本研究では，「科学技術と社会とのつながり」に着目し，生研で行われている研究を題材として，科学技術に基づ
いた製品開発などを通して社会との接点を有する産業界と協力することで，新たな科学技術教育・工学教育のための
教材を研究開発していくことを目的とする．また，教材を活用・普及させる方法を調査し，このような教材を利用し
た科学技術教育・工学教育方法を確立させていくことも目的とする．具体的には，初等・中等教育の現場で使用する
ことができる実験教材と，それらと関連した映像教材を開発する．また，開発した教材を中学校・高等学校で使用し
てもらうことで工学リテラシー向上を目指すとともに，使用した教諭からフィードバッグを受けることで，どのよう
に普及させるのが効果的なのかを調査する．そして，生研としての科学技術教育・工学教育の効果的な方法を明らか
にしていく．

次世代シーケンスデータに基づく，免疫レパートリ情報の統計的判別・推定手法の構築
准教授 小林 徹也
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仮想空間を用いた遠隔ヒューマノイド操作システムの開発
准教授 大石 岳史

成長界面その場観察に基づく高品質SiC 結晶の溶液成長法の開発
准教授 吉川 健

3.  グループ研究

OETR（海洋エネルギー東北再生）連携研究グループ
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明，講師 太田 浩史，教授 林 昌奎

　本研究は，沿岸都市再生において，「海洋空間と海洋再生可能エネルギーをいかに利用するか」という視点によって，
低炭素型都市・地域のあり方を分野融合的に示し，震災復興で関心の高まっている海洋エネルギー実証実験フィール
ドの実現に資する．本年度は，第 5回 OETRシンポジウムを開催し，風力発電に関する最新動向，海洋エネルギー
を用いた港湾都市再生について検討を行った．

4.  所長裁量経費

繰り返し利用可能な教育用振動実験のための簡易試験モデルとその可視化設備の充実
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，既採択された本支援研究費を用い，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．一方，3年前に発
生した東日本大震災の経験から，建物における代表的な耐震改修手法である「耐震・制振・免震」に関する関心が極
めて高まっており，これらの改修手法が建物の振動やその波形にどのように影響を与えるかについて表示・観察でき
ればより具体的に理解が深まる．そこで，既製作・整備した簡易試験モデルを用い，耐震改修手法の違いによる振動
性状のより具体的な可視化表示を実現すべく，簡単に取り付け可能な「耐震・制振・免震」装置の製作やこれに必要
な計測ユニットを追加購入し，教育用振動実験設備を充実させた．

「原子層作製講習会」の開催
准教授 町田 友樹

半導体Ge二次元ホール系におけるスピン軌道相互作用制御
准教授 町田 友樹，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎

赤外域超高速プラズモニクスの開拓
准教授 芦原 聡

学内研究室と連携したプロトタイプ展示デザイン
教授 山中 俊治

アウトリーチ活動の浸透を目指した出張授業の分析と検証
教授 大島 まり

操舵反力がドライバの操舵に与える影響
准教授 中野 公彦，教授 （東京都市大）槇 徹雄

がん診断・治療のための微小血管チップ
講師 松永 行子
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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，客員教授 堀田 正生，准教授 （東京都市大）傘 昊

　複雑数理モデルであるβ変換をアナログ－デジタル変換器（AD変換器）に適用することが提案した．このβ変換
を適用したサイクリック形 AD変換器を集積回路で実現し，β値推定手法等を開発することで，環境変化や素子変動
に極めて強く小型でかつ設計が容易な AD変換器が実現できることを実証した．これらの成果を産業界へ展開するた
めに，複雑数理モデル学に基づく性能の理論的解析や設計容易性を活かした新しい設計論の確立を目指す．

レドックス試験紙の開発
教授 石井 和之

車内の空気質・温熱快適性を考慮した最適空調設計
教授 加藤 信介，講師 （東京都市大）永野 秀明

「ぼくらはまちの探検隊」第 2期に向かっての準備：渋谷区上原小学校とのまちリテラシイ概念の構築と
その実践

教授 村松 伸

宇宙構造物の構造動力学と宇宙建築に関する研究
教授 川口 健一，教授 （東京都市大）宮坂 明宏，准教授 （東京都市大）渡邉 力夫

高圧高温を受けるコンクリートに関する共同研究
助教 （岸研）酒井 雄也

建物間の連絡通路を構造的に自立させる手法に関する研究
教授 今井 公太郎

東南アジアにおける生態系サービス支払制度の適用可能性に関する予備調査
准教授 沖 一雄

マイクロ流体デバイス製作のための厚膜成型技術の確立
教授 藤井 輝夫，教授 （東京都市大）大上 浩，准教授 （東京都市大）冨士原 民雄，助教 （東京都市大）西部 光一

アブダビ石油大学との研究教育連携
教授 鹿園 直毅

フォノニクスの学理形成に向けた実験・理論連携体制の構築
准教授 野村 政宏，准教授 （東大）塩見 淳一郎

　光や電子と異なり，熱の量子であるフォノンの輸送特性は複雑であるため，未解明な部分を多く残している．フォ
ノニクスの学理形成に貢献すべく，ナノスケールでの熱伝導現象の理解とナノ構造化による熱流制御技術の開発を
行っている．様々な形状のシリコンフォノニック結晶ナノ構造を作製して低温で熱伝導率測定を行い，理論計算と合
わせることでナノ構造特有の複雑な熱輸送メカニズムを解明し，熱電変換応用などに展開できるよう研究を進めてい
る．実験データを基に行った理論計算でより価値の高い知見を得るため，理論グループとの共同研究を密に行い，大
型計算機を使用した高度なナノスケール伝熱の理論計算を得意とする工学系研究科の塩見准教授との連携体制の構築
を行った．

SiGe フォノニック結晶ナノ構造による熱伝導制御と熱電変換応用
准教授 野村 政宏，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎

　本研究は，SiGeを材料に用いてフォノニック結晶などのナノ構造におけるフォノン伝導の物理と熱伝導制御およ
びその熱電変換材料への応用を目的としたものである．SiGeの合金散乱とナノ加工による散乱により，ハイブリッ



184

VI.　研究および発表論文

ド系に特徴的な熱特性を研究し，熱電変換材料としてのポテンシャルを探求している．

次世代のレアメタルの製錬・リサイクルに関するグローバルコンソーシアムの構築
助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

タイ国における統合的な気候変動適応戦略の共創推進に関する予備調査
教授 沖 大幹

　気候変動適応策では，防災計画や総合的水資源管理，農業開発計画など既存の国家戦略と一体化されるべきである
が，実施事例は少ない（IPCC WGII AR5）．本予備調査ではタイ国を対象とし，適応オプションごとの費用対効果の
推計を行う際に必要となる社会経済情報についてとりまとめつつ，先進国途上国における気候変動適応策の事例を収
集する．さらに，大型プロジェクトへの展開に向け，現地研究および行政機関との調整を行う．

ビッグデータを用いた水災害予測およびリスク評価のための日米共同研究枠組みの構築
助教 （沖（大）研）金 炯俊，教授 沖 大幹

　本研究は日本（東京大学生産技術研究所，宇宙航空研究開発機構）と米国（カリフォルニア大学ロサンゼルス校，
ヴァージニア大学，米国航空宇宙局）が水文シミュレーションや予測に関してそれぞれ蓄積してきた知見や技術を統
合し，ビッグデータを用いた実時間洪水・干ばつ予測システムを共同で構築するものである．現在，科学技術振興機
構と米国国立科学財団の共同研究支援プログラムに研究支援申請する（研究代表者）と共に，申請者が主導して日米
共同研究枠組みの構築に向けて準備を進めているところである．

5.  助教研究支援

骨格筋アクチュエータによる物体把持
助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

近赤外光エネルギー変換を指向したプラズモニック半導体デバイスの構築
助教 （立間研）西 弘泰

天然を超える抗酸化機能の発現をめざしたポリフェノール模倣高分子の精密重合
助教 （吉江研）江島 広貴

E.  その他

1.  その他（公的資金）

SiC・GaN半導体の熱応力歪による内部クラッキング発生メカニズムの原子論的解析
准教授 梅野 宜崇

　多軸応力に対する理想強度の第一原理結果を再現する高精度な原子間ポテンシャルの構築を行うとともに，それを
用いた分子動力学解析によりパワー半導体デバイスの変形・破壊メカニズムを原子レベルから明らかにする．

Application of 3D visual mapping to monitor fisheries in the earthquake and tsunami affected regions 
off Tohoku， Japan

特任准教授 ソーントン ブレア

複雑生命システム動態研究教育拠点
教授 合原 一幸，准教授 小林 徹也，特任准教授 平田 祥人

　「生命とは何か？」．この難問に応えるべく，「複雑系生命科学」という分野横断的研究を発展させて，拠点の構築
を行う．その現場に大学 1年生からコミットさせることで，数理と生命の壁を超えた，柔軟で頑強な学生を育てる場
をつくる．
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（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構 NEDO超高効率太陽光発電国際研究拠点 ナノ光吸収材料を
用いた光電変換素子の研究開発

教授 立間 徹

データ統合・解析システム利用支援・分野連携実現プログラム
教授 柴崎 亮介

　データ統合・解析システム DIAS（Data Integration and Analysis System）は，地球規模／各地域の観測で得られたデー
タを収集，蓄積，統合，解析するとともに，社会経済情報などとの融合を通じて，地球規模の環境問題や大規模自然
災害等の脅威に対する危機管理に有益な情報へ変換し，国内外に提供することを目的に 2006年度にスタートした．
研究分野間の連携支援を通じた研究フロンティアを開拓し，国内・国際的なアウトリーチを通じて研究成果の海外貢
献支援を行う．

官民協働危機管理クラウドシステム
教授 柴崎 亮介

　インターネット上で，地図と表を用いて災害情報を集約し，地方公共団体などの防災関係機関で共有するための情
報共有プラットフォームを研究・開発し，オープンソースとして随時公開している．平成 26年 10月に，内閣府 SIP（戦
略的イノベーション創造プログラム）の『レジリエントな防災・減災機能の強化』に位置づけられ，更なる高度化を
進めている．

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，准教授 （東大）今須 良一，教授 （奈良女子大）林田 佐智子， 

教授 （名古屋大）松見 豊，助教 （千葉大）齋藤 尚子，客員教授 （名古屋大）川崎 昌博

　MODIS センサーなどからの地表面・植生データ（ボトムアップ解析用データ）と，GOSAT などの温室効果気体濃
度データ（トップダウン解析用データ），および気球ゾンデや地上計測器などのデータの複合利用により，東アジア
における二酸化炭素発生量について，整合の取れた新たなデータベースを作成する．東アジアでは焼畑，泥炭火災，
森林火災などのバイオマスバーニング起源の二酸化炭素の寄与が大きいにもかかわらず，その不確定性が大きいので，
これに関する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，CO2ゾンデにより把握された鉛直濃度分布との複合解析により，物質輸送の 3次元的な構造に関するプロセス
スタディーを行う．また，地上設置したリモートセンシング機器による連続観測を実施し，これ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．

既存の培養プレートを利用した自動培地交換ユニットの開発
教授 藤井 輝夫

日本学術振興会外国人招へい研究者事業 外国人招へい研究者受入協力費 バイオマス利用の統合化：ネッ
トワーク構築とそのエクセルギー解析

特任准教授 苷蔗 寂樹

　地球温暖化防止のための二酸化炭素排出削減策のひとつとしてバイオ燃料の導入が考えられる．そこで，ノッティ
ンガム大学マレーシアキャンパスの Hon Loong Lam准教授を招へいして，バイオマスの燃料化の方法とその利用先
についての検討を行った．同時に，日本の各研究機関において進められている研究と実験の手法について見学すると
ともに意見交換を行った．

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

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

特任教授 ボスブフ アラン

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

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

特任教授 ボスブフ アラン

　The effect of tensile stress, vibration modes and Si nanowire strain gages on the thermoelastic damping （TED） of a Si 
clamped-clamped beam microresonator with a central paddle has been investigated by finite element simulations. We concluded 
that the main point to consider is the balance between the strain energy stored by tension versus the stored energy by bending. It 
was found that in some cases, the TED is quite different from its values predicted by published models for weakly stressed or 
highly stressed resonators. A modified Zener’s formula with parameters depending on tensile stress  is then proposed for the mod-
eling of TED in stressed resonators.

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，革新的シミュレーション研究センター

　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
構築を図ることを目的とする．

2.  その他（公的資金以外）

総合地球環境学研究所文明環境史領域プログラム 高分解能古気候学と歴史・考古学の連携による気候変
動に強い社会システムの探索

准教授 芳村 圭

　気候の大きな変動に対して，歴史上，人間社会はどのように対応してきたのか．その経験は，これからの社会の設
計にどのように生かされるべきか．本研究では，縄文時代から現在までの日本の歴史を対象にして，高分解能古気候
学の最新の研究成果を，歴史学・考古学の膨大な知見に結びつけ，過去のさまざまな時代に起きた気候変動の実態を
明らかにするとともに，気候変動に対する社会の応答のあり方を詳細に解析する．

熱電発電を用いた，高密度・広範囲なスマート社会化を実現するデバイスの開発
准教授 野村 政宏

　温度差で発電する熱電発電技術を応用し，高密度で広範囲なネットワーク網に支えられたスマート社会を実現する
ための自立電源型デバイスを開発することを目的とする．材料には，低環境負荷なシリコンを用い，ナノ加工によっ
て熱電変換効率の向上を図り，低消費電力デバイス用のエネルギーハーベスターとして実用的な性能に到達させるこ
とを目指す．

3.  平成 26 年度住宅市場整備推進等事業費補助金

津波避難ビル等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，平成 25年度までに行った開口による津波波圧・
波力の低減効果に対する水理模型実験や数値シミュレーションの研究成果を踏まえ，開口率や建物内部の壁の影響等
を数値シミュレーションによりパラメータ計算を行い，開口による低減に関する基準案を提案した．また，津波波圧・
波力に及ぼす遮蔽物等の影響について，水理模型実験や数値シミュレーションを行い，建築物に作用する津波荷重に
対する遮蔽物の影響について基準案を提案した．さらに，上記検討結果や平成 25年度までに行った水理模型実験や
数値シミュレーションから得られたデータ等から，津波流速を用いた荷重の算定法の適用性について確認し試案とし
てまとめた．



187

1．研究課題とその概要

4.  厚生労働科学研究費

厚生労働省 _希少がんの定義と集約化に向けたデータ収集と試行のための研究
准教授 関本 義秀

　本研究は，希少がんに関する地理空間情報および地理情報システムを用いた患者負担を中心とするシミュレーショ
ンについて研究を行っている．

5.  戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

次世代海洋資源調査技術，生態調査・長期監視技術開発，ケーブル式観測システムの開発
客員教授 川口 勝義，特任准教授 ソーントン ブレア， 海洋研究開発機構 山本 啓之， 

海洋研究開発機構 荒木 英一郎， 海洋研究開発機構 笠谷 貴史， 海洋研究開発機構 吉田 弘

　資源開発においては，その賦存量や品位の調査，環境影響評価，さらに実際の生産管理を目的とした，対象海域の
多様なモニタリングが不可欠である．特に海底では容易に電源が確保できず，大規模なモニタリングが不可能であっ
た．これらを実現するためには，海中での安定した電力供給とリアルタイムなデータ回収が必要となり，これを確実
に実現するために有力なプラットフォーム技術を開発する．

アセットマネジメントの戦略的国際展開
准教授 長井 宏平

6.  政府系委託費

開発途上国のニーズを踏まえた防災に関する研究，ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携
プラットフォームの構築

都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）

7.  奨学寄附金

鉄筋コンクリート造建築物の耐震性能に関する研究
教授 中埜 良昭

　本研究は，鉄筋コンクリート造建築物の強震時における安全性の検討および耐震設計法に関するものである．

F.  寄付金（公募によるもの）

（公財）前田記念工学振興財団　平成 26年度（第 22 回）研究助成　非構造壁を含む鉄筋コンクリート造
構造物の地震被災度判定の実用化研究

助教 （中埜研）崔 琥

　現在の地震保険損害査定指針では，主要構造部（柱，梁，耐震壁およびスラブ）の損傷のみで損害割合の判定を行っ
ているため，非構造壁の損傷が著しい建物については本指針の適用が困難である．非構造壁を有する中高層 RC造マ
ンションが数多く建てられている現状を考えると，非構造壁の損害程度の判断基準の整備が急がれている．そこで，
非構造 RC造壁の破壊メカニズムを含む RC造フレームの耐震性能を明らかにするとともに，その損害割合を解析的
に調べることを目的に，既実施した非構造壁の有無や長さをパラメータとした 1層 1スパン RC造架構の静的載荷実
験データを用い，その荷重－変形関係，崩壊メカニズムや損傷程度を解析的に明らかにするとともに，多層 RC造建
物への適用を試みた．

（一財）生産技術研究奨励会　特定研究奨励助成　合理的な液状化予測手法と，新しい液状化地盤改良技
術の開発

准教授 清田 隆

（公財）天田財団　一般研究開発助成 難加工材の超音波インクリメンタル・マイクロフォーミング
教授 帯川 利之
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（公財）村田学術振興財団 第 30 回（平成 25 年度）研究助成　多孔媒質内の三次元音響コアリングシス
テムを用いたベントスの動態解明

特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　本研究では，多孔体音響技術と，高いロバスト性を備えた現場型自動計測を実現する制御エレクトロニクスを融合
し，海底堆積層内を高分解能で三次元に可視化することにより，海底下の生物相を時空間的にモニタリング可能な「三
次元音響コアリングシステム（Acoustic Coring system）」を開発することを目的としている．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 26年度特定研究奨励助成 高含水率廃棄物の物質・エネルギー再生（コ
プロダクション）

特任教授 堤 敦司

RoboCup Federation CALL FOR PROJECT PROPOSALS PROMOTING ROBOCUP Open Web De-
velopment Platform for Robocup @Home Simulation

特任助教 （須田研）Jeffrey Too Chuan Tan

（一社）日本塑性加工学会　26年度若手研究者研究助成 Cr-V-Mo 鋼の半溶融処理による組織制御
特任助教（柳本研）孟 毅

　①半溶融処理技術に基づき，新しい工具鋼生産方法を開発する．②熱間ダイス鋼 SKD61鋼について，鋳造材を出
発点として，3時間程度の予加工⇒半溶融処理によって，従前の 24時間の高温加熱・20パス以上の熱間圧延，を代
替し得ることを見出す．

（公財）天田財団　研究助成 半溶融プロセシングによる高合金工具鋼の省エネルギー製造の学問体系化と
技術開発に関する研究

特任助教 （柳本研）孟 毅

　① RAP処理に基づき，鋳造 Cr-V-Mo鉄鋼材料（熱間工具鋼 SKD61）を対象とし，処理後の組織の微細化と機械的
特性の改善の鋳造条件依存性，熱間加工条件依存性を体系的に明らかにする．② RAP（再結晶と部分溶融）方法により，
新しい高品質工具鋼の生産方法を開発する．③他の鉄鋼材料（冷間工具鋼 SKD11や Nb合金鋼）を対象とし，提案
された方法の適用性を検証する．

（公財）三菱財団 デジタルホログラフィックを用いた血球挙動のマイクロ 3次元計測
教授 大島 まり

（公財）マツダ財団 第 30 回（2014 年度）マツダ研究助成　皮膚を有する骨格筋アクチュエータの構築
助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

（公財）カシオ科学振興財団　第 32回（平成 26 年度）研究助成　空気中で駆動可能な拮抗筋アクチュエー
タの創出

助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

（一社）水産資源・海域環境保全研究会　研究助成　数値解析による複合養殖システムの提案
准教授 北澤 大輔，大学院学生 （北澤研）張 俊波

　複合養殖は，養殖場の環境保全のための方法として有効な方法の一つである．養殖魚の排泄物は，生簀周辺の流れ
によって拡散するため，海藻類や底生動物の生産量は，排泄物のうち溶存栄養物質の拡散速度と海藻類の栄養塩摂取
速度，あるいは排泄物のうち懸濁態有機物の沈降範囲と底生動物の養殖位置に依存する．本研究では，三重県五ヶ所
湾をモデル海域として，流れ場－生態系結合数値モデルを用いた数値シミュレーションによって，養殖事業による水
質の変化を再現するとともに，複合養殖の効果を予測した．

（一財）生産技術研究奨励会 特定研究奨励助成  日本型次世代洋上風力発電の基礎研究
准教授 北澤 大輔，特任教授 黒﨑 明，講師 太田 浩史

　本研究では，水平軸型タービンの大型化を中心に組み立てられた従来の発想を転換し，日本の地相，海相により適
した浮体式洋上風力発電システムのコンセプトを研究する．本研究の目標は，洋上風車先進国の後追い戦略を転換し
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うる技術革新の選択肢が存在することを示すことにある．そこで，スペインの海洋エネルギー実証サイトである
PLOCANを訪問して，最新型の洋上風車の調査を行うとともに，シンポジウムを開催して国内の革新的洋上風車の
専門家との意見交換を行った．

表面ナノ構造を利用した金属－樹脂異材接合の開拓
准教授 梶原 優介

（一財）生産技術研究奨励会　特定研究奨励助成　自律プラットフォーム技術とデータ処理手法の融合に
よる海底探査技術の高度化

准教授 巻 俊宏

　本研究では自律型水中ロボット（AUV）による画期的な海底観測手法を提案している米国ウッズホール海洋研究
所 Hanumant Singh博士のもとで，申請者の持つ技術との融合により新たな海中探査システムの研究開発を行うとと
もに，観測航海に参加し，マルチ AUV，氷海域といった難条件での運用ノウハウを習得する． 

（公財）日本科学協会　平成 26年度研究助成　エジプトのクフ王『太陽の船』の 3次元デジタルデータ
による制作工程の考察

特任研究員 （池内（克）研）鎌倉 真音

（公財）小田急財団 2013 年度研究助成　屋内経路情報共有システムの開発
助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

　本研究では，都市の駅構内など複雑な屋内の移動経路をスマートフォンを用いて記録し，多くの人で共有するシス
テムを開発する．こうした経路は複雑なだけでなく，雨天時や車いす向けの経路など，人や状況によって最適な移動
経路も異なる．本研究では，スマートフォンの画像，気圧，加速度，ジャイロセンサなど複数のセンサで多元的に記
録した経路情報を予め多数用意し，目的となる経路情報を「再生」しながら移動する，新しい屋内ナビゲーション手
法を開発する．この記録を再生しながら実際の状況と照らし合わせて移動することで，迷うことなく目的地へ移動で
きる．

ディスプレイを光源として用いた視線計測技術に関する研究
教授 佐藤 洋一，助教 （ソシオグローバル情報工学研究センター）米谷 竜

複数装着型カメラ映像からのインタラクション認識技術の開発
教授 佐藤 洋一，助教 （ソシオグローバル情報工学研究センター）米谷 竜

Beyond 3D Point Clouds: Understanding the Physical Risks for Objects
特任准教授 鄭 波，ポスドク （米 UCLA大）Yibiao Zhao

　Beyond the point cloud captured by Kinect sensor, we propose a method that can detect the potential physical risks for the ob-
jects. For example, how risky it is if the teapot falls off the table and onto the child! To understand the physical risk of objects is 
important but still not well considered in computer vision, although there already exist many high-level scene understanding ap-
proaches such as classification and semantic segmentation. We are proposing a novel method to infer, evaluate and detect the 
risky objects which have high possibility to be kicked off, fall down, or drop off a table, etc.

（公財）住友財団 2014 年度環境研究助成　フルオロカーボン化合物の細胞内蓄積性に関する研究
教授 畑中 研一

流体運動を利用した光機能性高分子の光物性制御
教授 石井 和之

（公財）コスメトロジー研究振興財団　第 25回（平成 26 年度）研究助成　天然を超える抗酸化&抗菌
活性の発現をめざしたポリフェノール模倣高分子の精密重合

助教 （吉江研）江島 広貴
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（公財）内藤記念科学振興財団 2014 年度内藤記念科学奨励金・研究助成 炎症性メディエーターHMGB1
の炎症応答・病態における役割の解析

特任准教授 柳井 秀元

（一財）生産技術研究奨励会　平成 26年度国際交流集会助成　FIRST SYMPOSIUM OF THE MAX 
PLANCK-THE UNIVERSITY OF TOKYO CENTER FOR INTEGRATIVE INFLAMMOLOGY

特任教授 谷口 維紹

（公財）国際科学技術財団　2014 年度研究助成　自然免疫受容体によるがん監視機構の解明
特任助教 （谷口研）生島 弘彬

（公財）安田記念医学財団 2014 年度研究助成　がん関連分子パターンによる抗腫瘍自然免疫応答惹起機
構の解明と制御

特任助教 （谷口研）生島 弘彬

（公財）持田記念医学薬学振興財団　第 32回（平成 26 年度）研究助成金　神経細胞内タンパク質合成制
御異常による自閉症発症機構の解析

講師 池内 与志穂

（公財）上原記念生命科学財団 平成 26 年度研究奨励金 結節性硬化症の発症分子機構の解析
講師 池内 与志穂

（一財）生産技術研究奨励会　平成 26年度国際交流集会助成　INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
ARCHITECTUAL HISTORY OF EAST ASIA

教授 村松 伸

（公財）生協総合研究所 2014 年度（第 12 回）生協総研賞助成事業研究助成　昭和三陸津波後の復興過
程における産業組合に関する研究（農山漁村経済更生運動と三陸沿岸被災集落）

助教 （村松研）岡村 健太郎

（公財）鹿島学術振興財団 2013 年度研究助成　地中熱利用ヒートポンプシステムの設計精度向上のため
の熱応答試験に関する研究

教授 大岡 龍三

　地中熱利用ヒートポンプシステムの設計精度向上のための熱応答試験に関する研究．

（一財）第一生命財団 平成 25 年度研究助成　シェア型居住の実態調査に基づくプライベートとコモンを
両立する住空間の提案～何をシェアすべきか

助教 （今井研）本間 健太郎

公益信託　小野音響学研究助成基金平成 26年度研究助成　スピーチプライバシーが確保できる空間計画
を目的とした日本語の発話レベルに関する研究

特任助教 （坂本研）李 孝珍

（一財）日本建設情報総合センター　2013 年度小委員会検討テーマ　電子納品データのサステナブルな
流通環境の整備・実証（フェイズ 1）

准教授 関本 義秀

　地理空間情報の利活用促進や国土保全の観点から，電子納品成果の適切な管理コストを効果的に軽減させ，安定的
な運用形式として注目されているクラウドプラットフォームを最大限に活用し，低コストに運用できる手法を確立す
る．また，受注者側にもインセンティブが上がる仕組みを検討する．
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（一財）日本建設情報総合センター　2014 年度小委員会検討テーマ　電子納品データのサステナブルな
流通環境の整備・実証（フェイズ 2）

准教授 関本 義秀

　本研究は，既存の工事システム（工事実績情報）と連携するオンライン型電子納品を検討するとともに，Time-
Mapper等を用いた簡易的な視覚化等の検討を通して，電子納品成果の流通に向けたガイドラインの素案づくりを行
い，その汎用性・有効性について自治体を対象に調査する．

（公財）クリタ水・環境科学振興財団 2014 年度研究助成　東南アジアにおける持続可能な水資源管理に
むけた生態系サービス支払制度の適用可能性

特任助教 （沖（一）研）乃田 啓吾

（一財）材料科学技術振興財団 第 13 回（平成 25 年度）山﨑貞一賞　マイクロマシン技術のバイオ・ナ
ノ計測への展開

教授 藤田 博之

　マイクロマシン技術を用いて一分子バイオ計測やナノ物体の特性評価を行った研究に対して，山﨑賞を受賞した．
本寄付金はその賞金である．

（公財）矢崎科学技術振興記念財団　2013 年度奨励研究助成 流動層蒸発器におけるエクセルギー損失最
小化のための基礎研究

特任准教授 苷蔗 寂樹

　流動層蒸発器においては，熱のエクセルギー損失は小さくなることがわかっているが，層内の粒子を流動化するた
めの流動化ガスが必要となること，層内粒子の量を増やすことで伝熱は良くなるが，粒子の重量が圧力として層の底
部にかかることが知られている．そこで，本研究では，熱と圧力のエクセルギー損失をともに考慮し，流動層蒸発器
のさらなる省エネルギー化のための基礎研究を行った．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 26年度国際交流集会助成　INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ITS 
RESEARCHES

准教授 大石 岳史

（一財）生産技術研究奨励会　特定研究奨励助成（海外研究調査） ナノ構造化による高効率熱電変換デバ
イスの実現

准教授 野村 政宏

（一財）生産技術研究奨励会　平成 26年度国際交流集会助成　13th  International Symposium on New 
Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia（USMCA2014）

教授 目黒 公郎

（公財）クリタ水・環境科学振興財団 2014 年度研究助成　中山間地域の衰退に大水害が与える影響評価
－兵庫県佐用町を対象として－ Impact assessment of flood disaster on the semimountainous area de-
cline － In case of Sayo town， Hyogo．－

特任助教 （沖（大）研）中村 晋一郎

（公財）鹿島学術振興財団 2013 年度研究助成　木造密集市街地の防災性向上に資する防火・耐震化改修
技術の研究

准教授 加藤 孝明

（公財）東京都都市づくり公社 平成 26 年度都市づくりに関する研究支援 広域ゼロメートル市街地におけ
る大規模災害に備えるまちづくり活動の総括と展望

准教授 加藤 孝明
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筑波大学　優先配慮行動を促す道路上のコミュニケーションと交通安全に関する研究
講師 井料 美帆

　自動車が歩行者に対して「譲る」行動が発生する要因を，アンケートと実道実験を通じて分析した．

（公財）放送文化基金　平成 25年度人文社会・文化助成　効果的な原子力発電所の事故対応に貢献する『原
発事故対応モデル』の構築

講師 沼田 宗純

（一財）キヤノン財団 2013 年度研究助成プログラム　単一分子をテラヘルツ電磁波で見る技術の開拓
教授 平川 一彦

　分子振動など様々なエネルギースケールはテラヘルツ領域に存在し，テラヘルツ電磁波により様々な分子の情報が
読み取れる．しかし，テラヘルツ電磁波の波長は 100ミクロン程度であり，従来は mmオーダーの平均値しか読み
出すことができなかった．本研究では，ナノメートルの極微細ギャップを有する電極を単一分子に作製して単一分子
トランジスタ構造とし，さらにナノギャップ電極をテラヘルツ電磁波に対するアンテナとして用いることにより，回
折限界を大きく超えて，単一分子のテラヘルツ分光を行おうというものである．
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