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1．研究課題とその概要

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．

量子ドット - ナノ共振器多重量子結合系における固体量子電気力学探究と新ナノ光源創成
教授 荒川 泰彦

2.  科学研究費：新学術領域研究

表面水素の分極・荷電状態
教授 福谷 克之，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三

　ミュオンは質量が水素の 1/9の粒子で，物質中で水素の同位体として振る舞う．ミュオンのスピン緩和を測定する
ことで物質中の水素の電子状態と運動状態を調べることが可能である．本年度は，アモルファス氷試料についてのμ
SR実験結果の解析を行い，反磁性成分の早い緩和とMuのMissing Fractionが局在スピン起源で生じていることを導
いた．また，重水によるアモルファス氷作製の準備を進めた．

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

ファンデルワールスヘテロ構造におけるスピン変換技術の確立
特任助教 （町田研）守谷 頼

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
准教授 古川 亮

　ガラス転移に伴う劇的な諸現象の解明は統計力学，物性物理学に残された未踏の大問題であると言っても過言では
ない．これまで，世界的に多くの研究者により様々な視点からの実験や数値計算が行われ，幾多の理論や概念が提案
されてきたが，この現象が有する高度な非線形性・非平衡性は我々の理解を強く阻んでいる．この問題に対する従来
のシミュレーション研究では，特に粒子運動とその相関の解析に主眼が置かれたが，そこに見られる揺らぎの相関と
流体輸送の関係は明らかでない．研究代表者は，これまでソフトマター物理的な概念を強く意識した立場から，特に
流体輸送異常の時空階層的な起源に焦点を当てて研究を進め，協同性とメソスコピック流体輸送，さらにはストレス
緩和との強い相関について数値実験的に明らかにしてきた．流体輸送の異常それ自体がガラス化を定義する上で中心
的な役割を果たすにも関わらず，従来，その不均一性や時空階層性に直接的にアクセスした研究はなかった．その意
味で，代表者の一連の研究はガラス研究に新しい視点を提案したと考えている．本研究課題では，代表者のこれまで
の研究結果を踏まえて，ガラス転移の起源の理解に向けたさらなる理論的・数値的研究の展開を目的とする．特に揺
らぎの相関構造はガラス状物質において特徴的に発現する事象であり，その様態も含めてガラス化の本質と密接に関
係すると考えられている．この背後にある物理的なメカニズムとその異常流体輸送に果たす役割について，単なる数
値的な示唆を超えた証左を得るべく，数値実験と現象論の併用による正攻法で問題の解決を図る．
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MEMSを利用した細胞の 3次元組織構築
教授 竹内 昌治

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

コンピュータビジョンで実現する多様で複雑な質感の認識機構

教授 佐藤 洋一

確率変動にロバスト性を有する演算素子の設計理論と分子実装
准教授 小林 徹也

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

　ペプチド触媒はユニークな機能を示すが，大量生産には難点がある。そこで，ペプチド分子の三次元構造要素を抽
出しこれを再構築することで，大量生産可能な人工分子でペプチド触媒同様の機能をもつものの開発を目指す．本年
はペプチド触媒中のβターン構造を構成する D-Pro-Aibのミミック（模倣）について検討を行った。種々検討の結果，
単純に折り返し構造を持つ分子というだけではミミックとして機能しないことが分かった．そこで，βターン構造を
忠実に模倣した既知のミミック分子を適用した．βターンにはいくつかのサブタイプがあり，D-Pro-Aibはそのうち
の type II’ に該当する．そこで，type II’ β -ターンミミック化合物を用いたところ，オリジナルのペプチド触媒に近
い触媒能を示した。このように，ペプチド分子の詳細な三次元構造の再現が触媒機能の発現に重要であることが分かっ
た．

プラズモニック光捕集アンテナ界面による反応増強
助教 （立間研）西 弘泰

神経発生を司るmTORシグナル伝達経路依存的新生鎖合成制御機構の解析
講師 池内 与志穂

フォノンハイブリッド量子科学に関する研究
准教授 野村 政宏

フォトンハイブリッド量子科学の研究
教授 平川 一彦，准教授 岩本 敏，教授 （京都大）水落 憲和， 

准教授 （慶應義塾大）早瀬 潤子，主任研究員 （（国研）情報通信研究機構）赤羽 浩一

　“Quantum Enabled Technology” の実現においては，固体内の量子情報を遠方に伝送するために，フォトンとその他
の物理系（電子・スピン，フォノン）との相互作用の解明と制御は極めて重要である．本年度は，特に以下のような
成果が挙がった．1）原子スケールのギャップを有する電極間に単一分子を捕獲し，テラヘルツ分光を行うことに成
功した．まだ，S/N比，分解能はよくないものの，分子の重心運動やフラーレン分子内単一金属原子のダイナミック
な動きなどに起因する信号を観測することに成功した．2）三次元カイラルフォトニック結晶に面欠陥を導入した構
造について，数値計算により円偏光バンドギャップ中に円偏光共振器モードが存在することを示すとともに，マイク
ロマニピュレーション法を用いて実際に試料を作製し円偏光度の測定などを行った．その結果．共振器モードを観測
することに成功した．3）ダイヤモンド nin構造を用いた試料において，NV中心の電荷状態の安定化に取り組み，n
型膜からの距離依存性を得られ，今後につながる成果を得られた．また，液体ヘリウムを用いた低温下での磁気共鳴
が可能な共焦点レーザー顕微鏡装置の構築ため，機種選定や設計等の準備，実験室の整備を行った．4）基板微細加
工と化学気相成長を組み合わせることで，位置・配向が制御されたダイヤモンド中 NV中心集合体を生成し，交流磁
場センシングのデモンストレーションを行なった．また InAs積層量子ドット集合体からのフォトンエコー光の生成
効率および帯域が，チャープパルスを用いることで改善できることを見出した．5）半導体量子ドットの低温評価系
の整備を行うとともに新規ナノ構造を既存の分子線エピタキシー装置を利用して行った．半導体量子ドットと半導体
超格子をハイブリッドに積層させる構造を提案し，構造劣化を起こすことなく結晶成長させることに成功した．
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3.  科学研究費：基盤研究（S）

生命病態システムの数理モデリングとその個別化医療への応用のための数理的基盤の確立
教授 合原 一幸

　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．

免疫系の制御による生体恒常性維持システムの解明と疾患の予防・治療基盤の確立
特任教授 谷口 維紹

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

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 冲 大幹，准教授 芳村 圭

　より一層現実に即した実用的な水資源需給評価を可能とするため，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，高性能化すると共に，全球水循環・水資源モデル比較の国際共同研究計画（GSWP3）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．この成果をWebで公開すると共に，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．

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

「国難」となる最悪のシナリオと減災対策
教授 目黒 公郎

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 （（国研）国立環境研究所）花崎 直太，准教授 （京都大）田中 賢治， 

研究員 （（国研）海洋研究開発機構）山崎 大

　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．

4.  科学研究費：基盤研究（A）

水素分子形成におけるスピン機構の解明
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，講師 （筑波大）関場 大一郎

　2つの水素原子から水素分子を形成する反応は，孤立した気相では起こらず，固体表面でのみ起こることが知られ
ている．本研究では，スピン偏極水素源を開発し，水素分子生成メカニズムの解明を目指している．分子線散乱装置
の改良を行い，分子線のパルス幅，並進温度，回転温度の解析を行った．散乱角度分布を測定できるように REMPI
測定系角度制限スリットなどの開発を行い，TiO2表面で回転状態によって散乱角度分布が異なることを見いだした．
これが分子の異方性ポテンシャルに起因することを理論的に示し，散乱シミュレーションを行うことで実験結果を定
性的に説明できることを明らかにした．
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ネパール・ポカラの地理特性が地盤災害リスクに及ぼす影響評価と防災への反映
准教授 清田 隆

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．

第 3世代密度汎関数法の展開とタンパク質ボルン - オッペンハイマー分子動力学法の研究
教授 佐藤 文俊

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，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回路と単電子トランジスタの集積
化を行った．

室温動作シリコン単電子トランジスタとナノワイヤCMOSによる新機能回路の低電圧化
教授 平本 俊郎

　本研究の目的は，いわゆる Beyond CMOSデバイスと既存の大規模 CMOS回路を融合させて創出する新機能回路を
低電圧において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，CMOS回路はナノワイヤトランジスタで構成する．

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

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

環境マイクロバイオームの動態計測に基づく集団感染機構の解明と制御
教授 加藤 信介

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
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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

鍾乳石の流体包有物同位体分析による第四紀古気候学の新展開
准教授 芳村 圭

　地球の気候変動のメカニズムを理解するため，鍾乳洞内の鍾乳石（石筍）に閉じ込められた「過去の降水」の同位
体比に注目し，気候学的に重要な時代（最終氷期～現在）と場所（アジアモンスーン域）における水循環・気温変動
の復元・解析を試みる．

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

　試料溶液を数十 nm厚の薄膜で封止した液体セルをMEMS技術で作り，透過電子顕微鏡に入れ，5nm程度の分解
能で水中の物体を観察する研究を行っている．

マイクロハイドローリクスの基盤構築
教授 藤井 輝夫

平面交差点の信号制御システム設計最適化に関する実証研究
教授 大口 敬

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，研究員 （（独）国立文化財機構東京文化財研究所）佐藤 桂，  
（独）国立文化財機構奈良文化財研究所 杉山 洋，教授 （東京外語大）小川 英文， 
教授 （サイバー大）小野 邦彦，教授 （早稲田大）中川 武，助教 （筑波大）下田 一太， 

教授 （早稲田大）内田 悦生，名誉教授 （東大）池内 克史，准教授 大石 岳史， 
教授 （早稲田大）久保 純子

東日本大震災復興システムのレジリアンスと沿岸地域における津波に対する脆弱性評価
教授 目黒 公郎

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

　本研究で，我々は単一量子ドットを活性層とするトランジスタ構造において，量子ドットにアクセスするナノギャッ
プ電極をテラヘルツアンテナと集積化することにより，量子ドット内のサブレベル間遷移をテラヘルツ電磁波で誘起
された光電流の変化として検出することに成功した．

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

津波漂流物の衝突が建築物の応答に及ぼす影響とその作用荷重評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　2011年東北地方太平洋沖地震に際し，その発生直後から被害調査を行うとともに，津波避難ビルを対象に，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，その設計荷重暫定案では未検討項目がいくつかあり（漂流物の衝突，開口形状，浮力など），それらについてよ
り詳細な実験的・解析的検討が必要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，建
築構造の立場から具体的・系統的検討が未着手である「漂流物の衝突」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を提示し，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，



120

VI.　研究および発表論文

今年度は，漂流物衝突時の衝撃外力の特性を検討するとともに，これに対する建物の最大応答を推定する簡便な手法
を提案し，その適用性について議論した．

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．

ナノ構造体の座屈変形を積極利用した革新的ナノデバイスの最適設計
准教授 梅野 宜崇

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 浅田 昭，教授 （海上保安大学校）倉本 和興

　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．

エクセルギー再生ガス化とインテグレーションした超高効率SOFC発電システムの開発
特任教授 堤 敦司

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

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

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

ドライバの状態監視を行うハプティック・ステアリング・ガイダンス制御
准教授 中野 公彦

　ハプティック・ステアリング・ガイダンスとは，制御システムが自動車のハンドルにドライバがハンドル操作をし
ている際に，そのトルクよりも小さい操舵トルクを発生させることにより，ドライバの操舵を誘導し，より安全で，
滑らかな操舵を実現する運転支援システムである．ドライビングシミュレータを用いて，この制御の制御器設計を行
うとともに，ドライバの操舵トルクを計測することにより，状態監視も行うシステムを提案する．これにより，ドラ
イバの特性に応じた制御を行うことができ，集中力を欠いた時などには警報を出すなどの，事故防止に役立つ運転支
援を行うことができるようになる．

海中浮沈装置の流体・構造連成解析
准教授 北澤 大輔

革新的対流伝熱促進の数理と実践
准教授 長谷川 洋介
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走査型電子顕微鏡下における微小構造体の疲労試験・観察の一貫システムの構築
准教授 土屋 健介

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

電源・情報インフラが存在しない森林環境に最適化した統合型の空間情報センシング気候
教授 瀬崎 薫，助教 （東大）藤原 章雄，助教 （東大）小林 博樹

　本研究は「電源・情報インフラが存在しない森林環境に最適化した統合型の空間情報センシング機構」の実現を目
的とする．従来の電源・情報インフラの存在しない森林環境の空間情報センシングでは，固定型センサ設置のために，
国立公園やの所有者や行政等ステークホルダーとの調整に多大な労力が必要である．また屋外設置のセンサであるた
め，設置・運用コストも莫大になる．そこで本研究では，実際の森林環境で長期・自律運用可能な必要最小限の固定
型マイクセンサ機構，野生動物装着マイクセンサによる参加者センシング機構，固定型センサでの計測結果を元に，
参加型センシングだけで固定型センサと同等以上の空間・密度で空間情報センシングを行う校正処理手法を明らかに
して目的を実現する．

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

PCP因子による卵管上皮における多階層をつなぐ極性形成機構の解明
准教授 小林 徹也

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

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

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

視覚情報に基づく快適・安全・有用な都市空間の設計に関する数理的研究
教授 （慶應義塾大）栗田 治，教授 今井 公太郎，講師 本間 裕大， 

助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （東海大）鵜飼 孝盛

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

　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．
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補修後のRC部材に生じる再劣化の機構解明と維持管理体系への応用
特任准教授 田中 泰司

インドシナ半島中央部における極端現象を対象とした農業被害関数の推計と気候変動予測
准教授 沖 一雄

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
特任助教 （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．

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

LSCF-GDCコンポジット空気極の性能向上メカニズムの解明
教授 鹿園 直毅

3 次元フォトニック準結晶における光禁制帯形成と光臨界状態
教授 枝川 圭一

界面直接観察と分子動力学法によるSiC 溶液成長界面のステップ構造形成機構の解明
准教授 吉川 健

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

　盛土や地中構造物の埋設土および自然斜面内に，雨水浸透の繰返しや地震時の地盤の液状化などにより生成する水
みちや内部侵食の形成・進展メカニズムを解明する．また，内部侵食によってできた空洞やゆるみなど地盤内の局所
的脆弱部が土構造物や地中構造物全体の安定性へ及ぼす影響を検討する．すなわち，斜面崩壊，道路陥没，河川堤防
の浸透破壊などに対する危険度評価を試み，近年の気候変動による気象の激甚化や土地利用・社会情勢の変化に適応
可能な，維持管理性や長期耐久性を考慮した土構造物・地中構造物の合理的構築・埋設・補修・維持管理方法を検討
する． 

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

視覚情報に基づく快適・安全・有用な都市空間の設計に関する数理的研究
講師 本間 裕大

　本研究では，都市・建築空間の中で生活する人々が目から取り入れる視覚情報を利用して，これらの空間を評価し，
設計に役立てるための数理的基盤を構築する．多くの人々が住み暮らす都市では，上方へと広がることで容量を拡大
し，限られた地面を有効に利用しようとする．多くの建築物が産み出され，三次元的な広がりを見せる一方，それら
自身が障害となり視覚的な広がりは却って小さくなっている．視覚的広がりが制限され，可視性が損なわれることは，
恐怖などの心理的ストレスとなろう．これに対し，OR，都市解析，計算幾何学などの手法によって視覚的な広がり
を数量的，実証的に分析し，建築などの現場で空間を数値的に評価，設計するための基礎を提供する．
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6.  科学研究費：基盤研究（C）

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．昨年度は，1/4スケールの連層・連スパン縮小試験体を用い
た面内方向への静的加力実験を実施し，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面内方向への負担せん断力が明らかになった．本年度は，1/4スケー
ルの 1層 1スパンの面外方向への振動台実験を行い，現在，その実験結果を分析中である．

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

反射電子回折図形測定から結晶成長中の実空間その場観察を可能にする方法の理論的研究
シニア協力員 （福谷研）川村 隆明

メゾスコピック系における非平衡輸送現象の熱力学の構築と熱機関の設計
准教授 羽田野 直道，教授 （山梨大）内山 智香子，教授 （核融合科学研究所）中村 浩章， 

准教授 （横浜国立大）白﨑 良演，准教授 （埼玉大）長谷川 靖洋

　メゾスコピック系による熱機関の研究は学術的にも応用上も非常に重要である．それに対応して本研究の目的は 2
つある．まず学術的には，これまでメゾ系の研究は電流やスピン流の線形応答を中心に行われてきた．それに対して
本研究ではメゾ系による熱機関を舞台として平衡から大きく離れた系の熱力学を構築し，新たな学問領域を創成する．
次に応用上は，熱機関の熱効率を上げる実験的研究が非常に古くから行われているが，近年は格子振動の少ないメゾ
系が有力候補になっている．そこで本研究ではメゾ系による熱機関の熱効率の上限を追求し，性能指数 ZTが高い熱
機関を開発する指導原理となる理論的基礎を築く．

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
准教授 古川 亮

　自己推進性を有する代表的なアクティブマターである微生物系では，詳細釣り合いの破れという生体の能動性に根
差した本質的な非平衡性により，従来の平衡系では見出しえない多様な集団運動や秩序構造が発現しうることが近年
の実験的研究により明らかにされてきた．アクティブマター研究は未だ勃興期にあり，真に新しいパラダイムがあり
うるかという根源的な疑問に対する解答は現段階において判然としない．しかしながら，構成要素そのものが能動性
を有するアクティブマターの新奇性は，ソフトマター物理の一研究分野という枠組みを超えて，非平衡物理や生物物
理などの学際領域に展開する新しい学問分野を創出しうる可能性を十分に持つ．このような系で，流体力学的相互作
用はその動的特性を理解する上で重要であることが期待されてきたが，その長距離性，多体性，非定常性といった本
質的な困難さは数値計算によるアプローチすら困難にしてきた．研究代表者は，近年発展したハイブリッドシミュレー
ション法を用いることで，流体力学的相互作用に起因する困難を克服し，泳動メカニズムの基本的特性を備えたミニ
マルモデルの系統的な数値実験を通じて，集団運動におよぼす多体の流体効果を検討してきた．特に，流体力学的相
互作用がある場合，アクティブ粒子は相互に影響し合い，自己推進性そのものが強く影響を受ける．特に，（多くの
バクテリアで見られる）双極子的な自己推進力を備えたアクティブ粒子系では，流体力学的相互作用による自己トラッ
プにより，引力的なポテンシャル相互作用のない場合でも，過渡的な巨大構造形成が促進されうる．このような流体
効果を反映したアクティブ粒子のモビリティは密度や泳動メカニズムに強く依存することも併せて示した．

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

CMCの超高温環境下での損傷挙動を把握する光ファイバAEセンサシステム
准教授 岡部 洋二

　セラミックス基複合材（CMC）は，耐熱性に優れた軽量な構造材料である．その実用化を進めるためには，複雑
な損傷進展挙動を解明する必要があるが，実使用の超高温環境下で損傷進展を観察することが困難である．そこで，
光ファイバセンサを用いて遠隔で AE信号を計測可能なシステムを構築し，超高温下での CMCの損傷進展を観察可
能にすることを目指す．
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氷海域で構造物と干渉する氷片群に作用する流体力の把握とモデル構築
准教授 北澤 大輔

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腹分化過程の解析
教授 佐藤 洋一

脱濡れ現象による自己組織化を用いた機能性ナノ薄膜材料の創製
助教 （光田研）神子 公男

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

「遠隔基関与」を利用した有機分子不斉触媒の開発
教授 工藤 一秋

　我々は最近，Pro-D-Pro-Aib-Tyr-His-Xという構造のペプチドが，N末端プロリンと 5番目のヒスチジンで同時に基
質を活性化することで反応を促進することを見出し，このように互いに離れた位置にある 2種のアミノ酸が共同的に
機能することを「遠隔基関与」と名付けた．この遠隔基関与の機構を解明し，その一般性を明らかにすることを目的
としている．今回，上記のペプチドをこれまでとは全く異なる構造の基質を用いた加水分解反応に用いたところ，そ
こでも遠隔基関与が存在することを明らかにできた．今後，これを速度論的光学分割などに拡張していく予定である．

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

MEMS静電駆動マイクロシャッタのマルチスリット多天体分光器応用
技術専門職員 （年吉研）髙橋 巧也

　本研究は，「MEMS静電駆動マイクロシャッタのマルチスリット多天体分光器応用」と称し，東京大学が南米チリ
共和国アタカマ高地に建設中の遠方銀河観測用天体望遠の分光器を，MEMS技術を用いて可変マルチスリット化す
ることを目的とする．これにより，限られた時間内で効率よく多数の銀河スペクトルを観測する遠隔操作・自動シス
テムの構築に寄与し，分光天文学の発展に貢献する．また，研究の具体的な方策として，研究期間内に，（1）MEMS
シャッタアレイ数を現在の最大 400素子から 8000素子に拡大，（2）任意位置シャッタの静電駆動開閉動作の実現，
クライオ真空チャンバを用いた温度 100K環境におけるMEMSシャッタ動作特性の評価，の 3点を実施する．

流動層流動特性モデル化における基礎研究
特任准教授 苷蔗 寂樹，特任研究員 （堤研）石束 真典

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

7.  科学研究費：挑戦的萌芽研究

選択的水和効果・解離現象・化学反応の研究
名誉教授 （京都大）小貫 明，特任研究員 （田中（肇）研）高江 恭平
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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

光硬化法を用いた革新的な血管内液体塞栓術の研究開発
技術専門職員 （大島研）大石 正道

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

皮膚組織の保護による拮抗筋アクチュエータの空気中での駆動
助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

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

THz 偏光計測を利用した樹脂成形品の内部物性評価手法の開発
准教授 梶原 優介

しきい値電圧自己調整機構を有する超低電圧動作シリコンナノワイヤトランジスタ
教授 平本 俊郎

　本研究は，本研究室で提案しているしきい値電圧自己調整機構を有するトランジスタをナノワイヤ構造で実現し，
動作の低電圧化とデバイスの微細化を図ることである．チャネル幅 30nm以下のナノワイヤトランジスタにてしきい
値自己調整機構が現れることを実測により実証した．

生体相互作用と融合した省電力型な動物装着型センサ・ネットワーク機構
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）小林 博樹，特任研究員 （東大）工藤 宏美

　本研究は「生態相互作用と融合した省電力型な動物装着型センサ・ネットワーク機構」の実現を目的とする．従来
の動物装着型センサノードは，生息地特有の電源・情報インフラの制限やセンサ搭載可能重量の限界から，ノード間
通信等を長期的に行うことが困難だった．そこで本研究では，動物の生態相互作用に着目した．具体的には，複数個
体間の生態行動学的な相互作用を「検知」した場合にのみノード間通信をアクティブにし，それ以外の時は常にスリー
プ状態とするシステムを設計・開発する．本提案により「野生動物自身がセンサを持ち歩き，単独行動時に取得した
データを，集団行動時に省電力で共有・回収するシステム」を実現する．これにより，高線量地域の計測空白域の生
物多様性情報を長期・自律的に取得する基盤が実現する．

カメラレスポンス関数未知の単一画像の理解
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
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シーケンスデータに基づく，免疫レパートリ構造の統計的解析手法の構築
准教授 小林 徹也

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

終端構造制御を利用したダイヤモンド表面の超精密研磨技術の開発
教授 光田 好孝

　試料として CVD合成されたダイヤモンド（100）単結晶（自立膜），比較試料として Siウエハ上に堆積されたダイ
ヤモンド多結晶膜を用いて，1）ダイヤモンド表面構造の制御と決定，2）ダイヤモンド表面の力学的評価，3）ダイ
ヤモンドの研磨の 3段階の研究を行うものとして，初年度の研究を推進した．これまでに，ダイヤモンド表面の終端
元素を，Hや O，あるいは無終端の緩和構造に変化させることを実現した．酸洗浄後の試料表面を超高真空環境にお
いて 1400℃まで加熱することにより，全ての終端元素を脱離させ，無終端の表面緩和構造を得る．1000℃に加熱し
た無終端の表面に，D2分子を吹き付けることにより，D終端構造が得られる．あるいは，600℃に加熱した無終端の
表面に，O2分子を吹き付けることにより，O終端構造が得られる．これら 3種類の表面のナノレベルの力学特性を，
ナノインデンターを利用して表面摩擦係数の測定を試みた．平坦度が低いため，精度のある摩擦係数の測定には至っ
ていないが，研磨方向を決定するために，各方位での摩擦測定を行おうとしている．

高速キャリア分離を実現するワイドギャップ半導体ヘテロバレント界面の作製
特任助教 （藤岡研）小林 篤

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

原子分解能計測による非晶質物質設計
准教授 溝口 照康

金属ナノシート分子の精密自在合成
准教授 砂田 祐輔

　多数の金属が平面状に配置された金属ナノシートは，高い触媒機能や特異な物性の発現など，機能材料としての応
用が期待されている化合物群である．本研究では，構造・機能が精緻に制御された金属ナノシートの新合成法として，
鋳型分子を用いた手法を開発し，様々な金属ナノシート分子の合成法の確立と，それらの特異な機能・反応性を開拓
する．

生体内神経イメージングへの応用を目指したタンパク質合成レポーターの開発
講師 池内 与志穂

建築設備の健全な技術開発競争を促すBIMの制約条件
教授 加藤 信介

セメント系材料のレオロジー挙動の焦点性に基づくビンガム流動特性の実態解明
教授 岸 利治

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 ,道路ネットワークデータや交通量データ等かなり充実してきているものの ,途上国は基礎的なデータは多く
ない .一方 ,様々な Web 技術等によるクラウドソーシング技術は進展してきており ,大きな情報インフラになってい
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1．研究課題とその概要

る本研究は，クラウドソーシングによるデータ収集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
現地計測を行うための方法論を構築する .

古天気情報データ同化システムの構築
准教授 芳村 圭

　我が国では，明治期の近代化以前の気象観測データはあまり存在しないが，古日記に記載された天気情報が長期間
にわたって存在している．本研究ではそれらの天気情報を最新のデータ同化システムに投入する手法を開発し，大気
状態の拘束条件としての効果を調べ，既存の再解析データをより過去に延長する．

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

マイクロ流体緑内障インプラントデバイスの開発
特任助教 （藤井研）木下 晴之

光波制御技術の伝熱工学への応用可能性の探求
准教授 野村 政宏

酸化物と複合化された貴金属触媒の高度リサイクル
教授 前田 正史

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

酸化チタンの電気化学的還元によるチタン板および合金の新規製造方法の開発
助教 （前田研）佐々木 秀顕

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

超硬工具の新規リサイクルプロセスの実現に向けた高温塩化反応に関する基礎的研究
助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

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

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

MEMS共振器構造を用いた非冷却高感度テラヘルツボロメータの開拓
教授 平川 一彦

　本研究では，テラヘルツ入射光で誘起される発熱によるわずかな温度上昇を，MEMS両持ち梁構造の共振周波数
のシフトとして高感度に読み取ることを原理とする高感度・非冷却のテラヘルツ検出用ボロメータの原理実証と試作
を行うことを目的としている．

8.  科学研究費：若手研究（A）

極低温テラヘルツSNOM/STMの開発
准教授 梶原 優介
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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

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

キレート型ケイ素配位子を持つ高反応性鉄錯体による不活性結合・分子の活性化
准教授 砂田 祐輔

　不活性な結合・分子を活性化し変換する反応の開発は，単純な化学原料から直截的に有用物質を合成する方法論を
与えるため，近年世界的な注目を集めている．従来法では貴金属化合物が触媒として用いられていたが，貴金属の枯
渇や生体に対する毒性の問題から，貴金属代替触媒の開発が強く望まれている．本研究では，地殻中に豊富に存在す
るため安価で，かつ人体をはじめとする生体に対し比較的低毒性を示す鉄に注目し，キレート型ケイ素配位子の鉄中
心への導入を基盤とした高反応性鉄錯体の開発を基軸として，不活性な結合・分子の活性化と変換を達成する．

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

安全で円滑な交差点構造設計のためのミクロ交通流理論
准教授 井料 美帆

　道路幾何構造や信号制御状態に対応した歩行者・自動車の挙動モデルを構築した．道路構造や交通運用状態の改良
に伴う安全性・円滑性の評価や，ドライビングシミュレータ実験における周辺歩行者・自動車モデルの改良に資する．

循環流動層を用いた省エネルギーなガス吸収分離装置の基礎研究
特任准教授 苷蔗 寂樹

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

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

9.  科学研究費：若手研究（B）

回転可視コロイドの実現と応用
特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

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

ファンデールワールス強磁性体を利用したグラフェンへのスピン注入
特任研究員 （町田研）荒井 美穂

位相サイクリングを用いたシングルショット赤外非線形分光法の開発
特任助教 （志村研）田山 純平

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，
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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

三重項 - 三重項消滅によるアップコンバージョン蛍光を利用した有機薄膜太陽電池の研究
特任研究員 （竹内（昌）研）澤山 淳

再プログラム化技術による人工β細胞ファイバーの作製
特任研究員 （竹内（昌）研）長田 翔伍

タンパク質電子構造DBシステムの構築
助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

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

　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．

表面微細構造を利用した金属・樹脂直接接合の接合力発現メカニズムの解明
助教 （梶原研）木村 文信

AUVの撮影度評価に基づく観測経路生成の広域調査実用化
特任研究員 （巻研）佐藤 芳紀

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．

映像コンテンツの顕著性変動解析による特徴ベース視線推定
助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜

プルシアンブルーのセシウム吸着特性の体系的整理とそれを考慮した新規吸着材の開発
助教 （迫田研）藤田 洋崇

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

ライブラリスクリーニング法による高活性ペプチド触媒の創製
助教 （工藤研）赤川 賢吾
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VI.　研究および発表論文

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

ポリフェノール模倣高分子の精密重合と天然を超える機能創出
助教 （吉江研）江島 広貴

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 （溝口研）川西 咲子

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

携帯電話基地局通信履歴を利用した鉄道利用区間の判定
特任研究員 （柴崎研）金杉 洋

On Chip Detection of Tau Protein Using Microtubule Based Bioassay
特任研究員 （藤田研）TARHAN Mehmet・C

　アルツハイマー病などの脳神経疾患のバイオマーカとして注目されているタウタンパクについて，病変との関連が
深い微小管との結合能力を測定するバイオチップを研究している．

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
特任助教 （藤田研）佐藤 隆昭

　摩擦面の両側の微小な突起が接触し，接合ができることが摩擦の原因と考えられている．微小な接合の形成と破壊
を実時間で観察し，同時に接合に働く押付け力や摩擦力の時間変化を測定する実験系を解発して，摩擦現象の微視的
な解明を目指している．

CTC分離検出用マイクロ流体ウェルプレート
助教 （藤井研）金田 祥平

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

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．
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1．研究課題とその概要

10.  科学研究費：研究活動スタート支援

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

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

天井落下時に発生する頭部衝撃荷重の評価に関する研究
助教 （川口（健）研）中楚 洋介

L- バンド合成開口レーダによる大規模自然災害の早期被害把握システムの構築
助教 （目黒研）郷右近 英臣

11.  科学研究費：奨励研究

赤外線放射温度計では測定不可能な水中で温度変化をする物体の可視光による温度測定
技術専門員 （白樫研）上村 光宏

12.  特別研究員奨励費（DC）

ソフトな非晶固体における破壊機構の解明
大学院学生 （田中（肇）研）黒谷 雄司

コロイド懸濁液におけるシックニングレオロジーとその微視的機構の解明
大学院学生 （田中（肇）研）山中 貞人

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

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

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

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

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
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再生可能エネルギー電源大量導入時の安定供給を実現する手法の構築
大学院学生 （合原研）永田 基樹

　研究の目的は，送電系統に適した不安定化の予兆検出の手法を構築し，その手法を実際の系統の運用に適用して実
際の送電系統で不安定化を防止することである．送電系統においては，病気の予兆と違い系の挙動を記述する式が既
知であるという点と，再生可能エネルギーの発電量が予測できるという点が異なり，それらの情報を以下のように用
いることで，既存手法の問題を解決する．まず，固有値解析により，ドミナントグループの特定を行う．次に，発電
量の予測データを用いて安定度の算出を行い，それによる指標の閾値を算出する．そして，他の手法の性能と比較し，
本研究の手法の有効性を明らかにする．手法の構築を行った後は，予兆検出の技術を実際の系統で活用するために，
検出した情報を発電量や蓄電量の制御に反映させることで不安定化を防止する手法を構築する．どのようなネット
ワーク特性を持ったノードで制御すると安定化に向かうかを求める．

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決定論的数
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確率論的アプローチによって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．

SRAMセルにおけるばらつきの影響とその抑制方法
大学院学生 （平本研）Qiu Hao

　本研究は，トランジスタのランダムな特性ばらつきが SRAMの安定動作に与える影響を実測により定量的に評価
し，その抑制方法を開発することを目的とする．

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

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
博士研究員 （立間研）川脇 徳久

液体の原子分解能解析技術の確立と機能設計
大学院学生 （溝口研）宮田 智衆

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

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

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



133

1．研究課題とその概要

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

LES データベースに基づく都市空間に適用可能な高精度かつ簡易な乱流モデルの開発
大学院学生 （大岡研）中島 慶悟

防災・地域特性を考慮した都市全体のエネルギーシステム最適設計・運用手法の開発
大学院学生 （大岡研）池田 伸太郎

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

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

13.  特別研究員奨励費（PD）

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．特に本研究課題ではその重要な応用例として高精度余震予測手法の開発に重
点をおいた研究を行う．

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

超高品質SiC の実現を目指した溶液成長界面の In-situ 観察と原子分解能解析
特任研究員 （溝口研）川西 咲子

14.  特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

乱れを制御可能な系におけるガラス転移・ジャミングの研究
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）TONG Hua

　我々のグループでは，過冷却液体の遅いダイナミクスと粘性輸送異常の起源に迫るべく，熱揺らぎの中に隠れた構
造的な秩序の発達とダイナミクス，振動状態密度異常（いわゆるボゾンピークの出現）との関係に着目して研究を行っ
てきた．一方，Tong氏は，非熱系である粉体系の構造秩序の乱れとその力学的性質，振動状態密度の異常との関連
について研究を行ってきた．構造の秩序度を系統的に制御する手段として，我々，Tong氏はともに，剛体球系にお
いて粒子の大きさの多分散性を制御するという方法をとってきた．そこで本研究では，この二つの無秩序な熱系・非
熱系についてのそれぞれの研究成果をベースにそれらを融合することで，多分散剛体球系に焦点を当て，アモルファ
ス物質の熱力学的・力学的性質と構造の関係を明らかにすることを目指す．
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実験統計物理：臨界カシミア力の微視的研究
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）THEURKAUFF ISAAC

　2成分臨界混合液体の臨界点近傍では，巨大な濃度揺らぎがあらわれることが広く知られている．このような液体
にコロイドを分散させると，コロイドと液体を構成する 2成分の濡れ性のコントラストにより，コロイドは一つの液
体の濃度場をまとうようになり，その結果臨界カシミア力と呼ばれる相互作用によりコロイド間に引力相互作用が働
くようになる．本研究では，この現象の物理的な機構に迫るために臨界現象としてコロイドの気体・液体転移を用い，
その中に粒子径のはるかに大きいコロイドを分散させ，全粒子の位置情報を共焦点顕微鏡により把握することで，臨
界カシミア力の起源とダイナミクスに微視的な観点から迫ることを目的としている．臨界カシミア力は，臨界点への
距離を制御することで，相互作用の強さ・相互作用を操ることが可能であり，従来不可能であった相互作用の意図的
な制御を行うことで様々な応用が開かれると期待される．

非平衡なアクティブ系における相互作用の測定
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）BROUT Nicolas

　アクティブマターは，生物系の集団運動の背景にある物理的機構を理解するという観点から近年大きな注目を集め
ている分野である．しかしながら，このような自己駆動粒子間にどのような物理的相互作用が働いているかについて
はいまだ十分な理解が進んでいない．その原因は，通常の静的な物理相互作用と異なり，流体の流れをはじめとした
動的な因子が相互作用に直接影響与えることにある．そこで，本研究では，プラチナコートを用いたヤヌス粒子を用
い，化学反応下で自己推進する粒子間の相互作用を光トラッピング技術を駆使し直接実験的に測定するとともに，我々
の研究室で開発してきた流体粒子ダイナミクス法による数値シミュレーションを行い，両者を比較することで，アク
ティブマターの集団運動における粒子間相互作用に及ぼす流体力学的相互作用の影響，さらには他の自由度との結合
の役割を解明することを目指す．

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 TROND

　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 GABRIELE

移植医療を標的とした細胞組織を封入するためのマイクロ流体システムの開発
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）MAZARI-ARRIGHI ELSA

マイクロ工学によるがん微小環境モデルの構築
講師 松永 行子，日本学術振興会外国人特別研究員 （松永研）PAUTY Joris

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 Young-Jin

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）TAN Angel

炎症性疾患・感染における細胞外HMGB1 役割
特任教授 谷口 維紹，日本学術振興会外国人特別研究員 （谷口研）AN JIANBO
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1．研究課題とその概要

インドのオフィスビルにおける熱的快適性の適応モデルの開発
教授 大岡 龍三，日本学術振興会外国人特別研究員 （大岡研）SINGH Manoj

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 JONGYEON

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 BERTRAND-DAVID

　培養細胞を利用して，筋ジストロフィーなどの病態モデル細胞を作り，伸縮能力などの拡域的特性を測る手法を研
究している．

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 DENIS

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）GINES GUILLAUME

GNSS測位の高度化と自動運転への応用
准教授 上條 俊介，東京大学特別研究員 （上條研）許 立達

極低温におけるシリコンフォノニック結晶中の熱伝導に関する研究
准教授 野村 政宏，日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）RAMIERE AYMERIC

B.  民間等との共同研究

1.  民間等との共同研究

Phase Field 法による高分子混合溶体における相分離解析技術の開発
教授 田中 肇

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

新規粘度計測技術の研究開発
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

核反応分析（NRA）によるガラス中OH濃度定量
教授 福谷 克之
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VI.　研究および発表論文

超高圧水素容器の強度評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

CFRP製高圧水素容器の熱硬化プロセス最適化に関する研究
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

ポーラス材料を活用したパイプの高機能化に関する研究
教授 吉川 暢宏

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

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

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）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．

超音波映像ソーナー画像 3次元化の高度化研究
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．

イルカ類の長期生態環境音響モニタリング
教授 浅田 昭
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1．研究課題とその概要

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．

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

二次電池向け水系導電性バインダーの開発
特任教授 堤 敦司

AM（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

タイヤ回転・地面移動の影響を考慮した車両表面の境界層および剥離せん断層内の乱流構造解明および
制御技術開発

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

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

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

準静電界通信用受信電極の要求仕様策定に向けた調査研究
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（スケール模型実験による仮説モデルの検証及び
実台車実験）

教授 須田 義大

独立回転駆動・操舵台車システムの実験検証
教授 須田 義大

意のままの走りを実現する車両特性に関する研究
教授 須田 義大

乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究（検知手法の深度化と台車の挙動の把握）
教授 須田 義大
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VI.　研究および発表論文

準静電界技術を用いた通信機器開発における共同研究
教授 須田 義大

高速道路における交通安全対策に関する研究
教授 須田 義大

自動車運転者の脳機能研究
教授 須田 義大

乗降位置可変型次世代ホーム柵の研究開発
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

硬質へき開性物質添加アモルファス溶射皮膜の開発
教授 柳本 潤

難加工材の線材圧延における加工効率向上
教授 柳本 潤

　難加工性線材の圧延を行うためには，孔型に代表される工程設計の高精度化が必要である．ここでは，有限要素法
による 3次元解析システムを利用して，線材圧延工程のデジタルデザインを目指す．

熱間圧延における材質予測技術の開発
教授 柳本 潤

　熱間圧延時の組織予測は，製品特性に影響するのみならず，タンデム薄板圧延時の荷重の予測精度，板厚の制御精
度に大きく影響する要因である．本研究では，多パス高速タンデム圧延機に適用が可能な，熱間圧延における材質予
測技術の開発を目指して，研究を行っている．

リングローリングミルの新制御方式の研究
教授 柳本 潤

　リング圧延は風車，エンジン用部品などの大径大型部品の製造に利用される加工技術であるが，典型的なセンター
レス加工であるため圧延時の安定性が悪く，圧延時の安定性と必要な断面形状，半径を両立させる工程設計と制御方
式の開発が必要である．ここでは，圧延時の安定性と必要な形状の造形を両立させるための研究を行っている．

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．

Mg合金の幅拘束大圧下制御圧延
教授 柳本 潤

　マグネシウム合金は軽量であることに特徴があるが，六方晶であるため加工性が悪く，また熱間圧延時の組織制御
により冷間成形性を改善することは重要な技術課題となっている．本研究では，マグネシウム合金の熱間大圧下圧延
のマクロな圧延特性と，ミクロな組織変化を実験により解明する．

高導電性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．
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1．研究課題とその概要

共焦点マイクロPIV を用いた粘性流体プロセスでの現象解明とデジタルホログラフィックPTVの適用性
検証

教授 大島 まり

マイクロ波レーダによる波浪観測
教授 林 昌奎

　商用レーダによる波浪観測の実用化を目指す．

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

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

食品の機能性の検討
教授 竹内 昌治

Development of vascularized dermis mode
教授 竹内 昌治

マイクロファイバの作製および応用に関する研究
教授 竹内 昌治

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，大学院学生 （岡部（洋）研）于 豊銘，特任研究員 （岡部（洋）研）呉 奇

　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（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．今年度は特に，超高温
環境下での計測を可能にするための AEセンサ遠隔設置法を構築し，さらに，得られた信号から損傷形態を判断する
ための基礎的検討を行なった．

ピエゾ素子を用いたCFRP損傷センサーシステムの研究開発
准教授 岡部 洋二

　CFRP複合材料は，今後，一般的な大衆車まで使用されることが期待されている．その際，CFRP筐体の健全性を
診断することができるモニタリングシステムを，可能な限り低コストで構築する必要がある．そこで，ピエゾ素子を
超音波ガイド波の送受信に用い，複雑な形状を有する CFRP構造部材にも適用できる動的診断システムを検討する．

折り紙を応用した新しい放電加工機用フィルターの研究
助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉，准教授 岡部 洋二

　折紙の幾何学を応用することでフィルター用濾紙の新しい折り畳みパターンを研究し，蛇腹製造技術を応用して製
品化を実現することで，高性能かつ安価な製造放電加工機用フィルターを開発する．

曲面に設置可能なガイド波送受信システムによる多層配管の剥離損傷検知
准教授 岡部 洋二

　これまで当研究室で構築してきた，ラム波の分散性変化に基づく薄板中の損傷検知手法を，水道用の多層配管にお
ける剥離損傷の検知に適用することを試みる．

沖合養殖生簀の挙動解析
准教授 北澤 大輔

　沖合養殖生簀の挙動解析を行うために，水槽模型実験を実施した．
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VI.　研究および発表論文

ガスタービン冷却翼の形状最適化研究
准教授 長谷川 洋介

フィン形状最適化計算によるウエーブフィン性能向上検討
准教授 長谷川 洋介

水中点検ロボットシステム「HAL-MAQI」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．

着底可能な海中ロボットによる海底重力測定に関する研究
准教授 巻 俊宏

　ホバリング型 AUVにより，海底に着底して高品質な海底重力探査を行う手法を開発する．

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

新型リチウムイオン電池の量産プロセスに関する基礎研究
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

血管新生の定量評価を目的とした三次元微小血管モデルのOCT観察
講師 松永 行子

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

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．

時系列データ解析基盤の研究開発
教授 合原 一幸

　ログ解析などに応用可能な時系列データ解析技術を開発する．

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，准教授 小林 正治

　本研究は，SRAMへの一括高電圧ストレス印加により不揮発性書き込みを行う技術を開発することを目的とする．
既存の CMOSロジックプロセスにプロセスを追加することなく，不揮発性メモリを実現することができる．（株）半
導体理工学研究センターと共同研究を行っている．
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1．研究課題とその概要

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

　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．

スマートフォンを用いた実空間人間関係抽出とその応用技術に関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

　スマートフォンに搭載されたセンサ群を利用して，実空間における人間関係を抽出する手法を開発する．本年度は，
昨年度の成果からの精度向上と応用技術の研究開発を行う．

視覚刺激による注視および注意の誘導
教授 佐藤 洋一

高効率エネルギーハーベスティング回路に関する研究
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真

細粒度プロセッサ内蔵電源（IVR）の研究
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真

液体・非晶質材料の構造解析に関する研究
教授 井上 博之

無容器浮遊法を用いたガラスの作製技術およびガラス
教授 井上 博之

ガラスの高温下の挙動に関する研究
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

酸素透過膜による細胞機能発現の研究
教授 酒井 康行

高分子材料の細胞培養に及ぼす影響の研究
教授 酒井 康行

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
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自己修復機能を有する塗料の開発に関する基礎研究（その 1）
教授 吉江 尚子

機能性分子の設計と構造評価
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

ディーゼル排気ガス浄化SCR触媒に関する研究
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

酸化物薄膜の構造解析
准教授 溝口 照康

第一原理計算および動力学計算による電池材料の解析
准教授 溝口 照康

トロンボモジュリンによる敗血症抑制作用におけるHMGB1 の役割の解析
特任准教授 柳井 秀元

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

ダイナミックストレージシステムを活用する住宅の省エネに関する技術開発
教授 加藤 信介

液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

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

教授 野城 智也

トルコCDRデータを利用した流動人口分析
教授 柴崎 亮介

レーザ応用技術の研究
教授 柴崎 亮介
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1．研究課題とその概要

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

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

歩行軌跡データの多層化に向けた基礎検討
教授 柴崎 亮介

ビッグデータを活用した広域流動分析の研究
教授 柴崎 亮介

レーザセンサを用いた計測技術のリアルタイム化に向けた基礎検討
教授 柴崎 亮介

人流ビッグデータ解析技術の研究
教授 柴崎 亮介

モバイルデータによる交通量推計結果を用いた交通事故分析
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

数値流体解析の高速化に関する研究（その 2）
教授 大岡 龍三

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

音楽大学における練習室等の設計に関する研究開発（波動音響ソフト開発）
准教授 坂本 慎一

人の流れにおける普遍性と特殊性に関する研究
准教授 関本 義秀

　人の流れには普遍的な成分と特殊性による成分があると仮定し，異なる時空間軌道を関連付ける枠組みを提案する．
これに立脚して人間属性ベースのデータ同化機構を構築する．

アプリログの位置情報を用いた人々の行動パターンの解析
准教授 関本 義秀

　本研究は携帯電話から取得される長期間の GPS情報と多様な地理空間情報を用いて ,特に避難行動の実施に影響
する様々な要素との関係性を定量的にモデル化し，災害対応への適用を目的とする .

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WebAPI による基盤開発
准教授 関本 義秀

　本研究では，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
を構築していく中で，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
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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．

地域の構法・材料を活用したスマートホテルの研究・開発
准教授 川添 善行

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田 博之

　MEMS技術を利用した微小センサや機械デバイスの設計，製作，自動制御機器への応用を検討している．

MEMS技術のナノインプリントリソグラフィーの応用
教授 藤田 博之

　微小パターンの一括転写が可能なナノインプリントリソグラフィーに用いる微小な立体母型をMEMS技術によっ
て作り，その有用性を検討している．

次世代医療機器の研究
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

マイクロ流体デバイスの送液特性評価
教授 藤井 輝夫

ヒト iPS細胞由来運動神経を用いた機能評価系構築
教授 藤井 輝夫，講師 池内 与志穂

次世代型免疫測定用マイクロ TAS測定装置の仕様検討
教授 藤井 輝夫

Microfluidic Skin Penetration Analysis
教授 藤井 輝夫

集積化MEMS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

光マイクロマシンニングに関する研究
教授 年吉 洋

衛星搭載中継機用RF-MEMS SWITCH開発
教授 年吉 洋
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1．研究課題とその概要

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

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
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

ETC2.0 プローブデータの信頼性評価手法に関する検討業務
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性に関する研究
特任教授 横川 晴美

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 小林 由則

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

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

細管内振動流を用いた蒸気サイクル冷却器の始動性向上
教授 鹿園 直毅
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微細構造形態変化の高速高精度予測技術開発
教授 鹿園 直毅

コンパクト熱交換器の設計に関する研究
教授 鹿園 直毅

二次電池の電極ミクロ構造解析に関する基礎研究
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

筒状横縞形固形酸化物形燃料電池材料に関する研究
教授 鹿園 直毅，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．

エコキュートを使った余剰電力吸収システムの検討
特任教授 岩船 由美子

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

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，特任教授 小林 由則

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

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

ユーザー快適性までを考慮した需給協調のための需要側機器操作許容度の検証
特任教授 荻本 和彦

需給協調機能のスマート機器接続基盤への組込検証
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におけるエネルギーストレージ（ES）を用いた調整力創出に関す
る研究

特任教授 荻本 和彦



147

1．研究課題とその概要

COMMAハウス実証実験
特任教授 荻本 和彦

分散型エネルギーシステムの構築に関する研究
特任教授 荻本 和彦

ドライバ運転行動モデル化
教授 大口 敬

都市圏の交通管理に関する研究
教授 大口 敬

先進モビリティに関する研究
教授 大口 敬

商用車の行動特性のモデル化に関する研究
教授 大口 敬

勾配・曲率変化に富む幹線道路の交通安全対策に関する研究
准教授 大石 岳史，准教授 中野 公彦，特任准教授 小野 晋太郎， 

助教 （中野研）貝塚 勉，特任助教 （須田研）杉町 敏之，特任研究員 （中野研）霜野 慧亮

　東京大学の保有する実空間計測技術やドライビングシミュレータと，（株）ステュディオ ハン デザインの設計する
道路インフラ視覚効果デザイン（路面標示等）を活用して，勾配・曲率変化に富んだ幹線道路の交通安全対策手法を
開発・評価する．

無機ケイ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

チタン脱酸技術の開発
教授 岡部 徹

白金族金属のリサイクルプロセスの開発
客員教授 山口 勉功

銅製錬工程からのBi の除去
客員教授 山口 勉功
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室内地盤材料試験の高度化に関する研究（その 4）
教授 桑野 玲子

　地盤材料の，高精度で信頼性の高い室内試験を目指すための技術および手法の開発．

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

　路面下の空洞が地震によりどのように拡大・顕在化するかを検討するために，現地調査及び模型実験を実施する．

飲料水のイノベート
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．

Development of rational design method and failure simulation of connection part of precast panel and 
slab

准教授 長井 宏平

服飾分野におけるコレクション写真データに関する数理的分析
講師 本間 裕大

　ファッション業界における，最先端デザインのトレンド傾向を分析することは，ビジネス的観点からも極めて重要
なテーマである．本研究では，日本で有数のファッションポータルサイトである「FASHION PRESS」を運営・管理
する「（株）カーリン」と共同で，上述の目的を達すべく，新たなる数理技術の開発ならびにデータ解析を行う．（株）
カーリンは，最先端デザインの発信市場である，海外有名コレクション発表会の写真データを数万枚規模で保有して
おり，当該写真へのキーワードタグ付けを行ったビッグデータを基に，オペレーションズ・リサーチ手法に基づき解
析を行う．

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

　物理環境および仮想化環境を問わず，データセンタのパフォーマンス監視は，大きな課題となっている．本研究で
は，データセンタネットワークにおける性能劣化箇所の特定を行うための，新たなるモニタリング手法を提案する．
具体的には，リンクの帯域使用量やいくつかの試験アクティブパケットによる観測結果を制約条件とした，統計的最
適化問題を定式化することによって，各リンクのパフォーマンスを推定する．また，Closネットワークを用いた数
値実験結果も示す．

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．
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1．研究課題とその概要

量子ドット型赤外線検出器に関する研究
教授 荒川 泰彦

　高感度量子ドット型赤外線検出器の実現を図る．

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する．

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

高密度大容量記録に向けたホログラフィックメモリのノイズ解析
教授 志村 努

省エネルギー，情報利用及び環境に配慮したサステナブル空間デザインに関する研究
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）

軽量ファンブレード衝撃解析技術の研究（その 1）
教授 吉川 暢宏

hBN単結晶のグラフェンデバイス用基板，絶縁層としての評価
准教授 町田 友樹

“ 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）石川 勝啓，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）高木 啓行，民間等共同研究員 （横井研）高松 亮平， 

民間等共同研究員 （横井研）田中 啓祐，民間等共同研究員 （梶原研）江波 翔，大学院学生 （横井研）馬 賽， 
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 （横井研）森 哲，大学院学生 （横井研）

郭 婧儒，大学院学生 （横井研）王 晨阳，大学院学生 （梶原研）門屋 祥太郎，大学院学生 （梶原研）田村 勇太

　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）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，（2）フローフロント追従装置による長繊維強化樹脂の
充填挙動可視化解析，（3）新規に開発した傾斜離型装置によるシボ転写面傾斜離型の離型抵抗計測，（4）集積熱電対
センサによるキャビティ流動樹脂内部の 3次元温度分布計測，（5）金属と樹脂との型内直接融合の研究，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）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．

音響機器を活用した浜名湖の水産生物の生態調査技術に関する研究
教授 浅田 昭
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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タイ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．

CFDによる船舶性能推定精度向上に関する研究
教授 加藤 千幸

隊列走行の受容性に関する研究
教授 須田 義大

流体構造連成解析のための血管壁力学モデル
教授 大島 まり

掘削中のドリルパイプのStick-Slip の把握に関する研究
教授 林 昌奎

人工細胞膜システムに関する共同研究
教授 竹内 昌治

車輪・レール間の摩擦状態推定法の研究
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

　池田湖の底層溶存酸素濃度改善手法に関する数値シミュレーションを実施した．

3D visual mapping of marine habitats off Tohoku using underwater robots
特任准教授 ソーントン ブレア

　オーストラリアのシドニー大学と共同で，日本近海の海底の生物分布調査を実施．

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



151

1．研究課題とその概要

深海掘削孔内部のその場化学分析ツールの研究開発
特任准教授 ソーントン ブレア

　メタンハイドレートの成分をその場で計測する 2000m仕様のレーザーラマン装置の開発．

海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　戦略的創造研究推進事業（CREST）

客員教授 川口 勝義

　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，助手 （平本研）更屋 拓哉

　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．

Generic and Dedicated Techniques  for Security Evaluation of Advanced Cryptographic Techniques 
for Internet of Things and Cloud Computing

教授 松浦 幹太

　IoT（モノのインターネット）やクラウドコンピューティングにおける安全性を高めるために，軽量暗号技術の高度
な評価技法を研究し，新たな設計に活用することを目的とする．とくに，計算機資源の豊かな装置から貧弱なデバイ
スへの通信とその逆向きの通信の両方を統一した枠組みで実現できる方式を研究する．

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

ソーシャル・ビックデータに関する研究
教授 佐藤 洋一

大規模な駅コンコースを対象とした音響シミュレーションに関する研究
准教授 坂本 慎一

認知・経路選択の多様性に対応した情報提供手法に関する研究
准教授 井料 美帆

　個人の空間認知特性や高齢による認知能力の違いを踏まえた，車載器による経路案内情報提供方法の検討を行った．

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

集積化マイクロナノメカニカルシステムに関する研究
教授 川勝 英樹

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
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フロー式海洋環境計測システムの高度化に関する研究開発
教授 藤井 輝夫

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

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

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

平成 27年度「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

ITS 技術を活用した社会基盤支援に関する研究
教授 大口 敬

スケールの伝熱特性支配因子
准教授 吉川 健

都市防災の再定義と新たな展開
准教授 加藤 孝明

（国研）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

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．

C.  受託研究

1.  受託研究（公的資金以外）

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．

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）
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1．研究課題とその概要

次世代ライフサイエンス機器のデザインに関する研究
教授 山中 俊治

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

携帯電話データ（CDR）からの人流統計作成システムの開発
教授 柴崎 亮介

平成 27年度G空間情報センター構築に向けた運営体制に関する検討業務
教授 柴崎 亮介

北九州市大阪商船の耐震性能評価に関する研究
教授 腰原 幹雄

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．

石炭発電技術の高度化と海外展開
教授 鹿園 直毅，特任教授 金子 祥三

石炭火力の高度化と海外展開
特任教授 金子 祥三

再生可能エネルギーの発電変動を調整する技術開発
特任教授 荻本 和彦

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，特任准教授 小野 晋太郎

　柏市および周辺部において，路側カメラやプローブ情報などから断片的に収集される情報を統合して地域の網羅的
な交通状況や CO2排出状況などを算出し，Webを通じて市民に分かりやすく可視化して提示するシステムを運用す
る．収集・生成したデータを基に柏地域の道路交通問題の解決，地域経済の活性化などを推進する方策を検討する．

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の関係に
関するマクロ分析を行う．

東南アジアにおける食生活とそれに伴う窒素フローに関する研究
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の方法につ
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
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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．

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，教授 （東大）佐藤 慎司，准教授 川添 善行

地震観測記録の分析結果に基づく設計地震動の同定に関する研究
講師 沼田 宗純

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

　製品設計の超上流で活用する，これまでにない設計ツールを研究開発し，その実証・展開を行う．開発システムは，
1）市場動向，性能，コストなど異なる評価軸を俯瞰した全体設計による意思決定支援，2）設計アイデアの発想を促
すデータの多角的分析，の 2つの主要な機能を持ち，CAEの設計適用高価を最大化することを目的とする．

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）

2.  公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）

（国研）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

（国研）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（SATREPS））　都市の急激な高密度化に伴う災害脆弱性を克服する技術開発と都市政策への戦略的
展開プロジェクト

教授 中埜 良昭，教授 （東北大）前田 匡樹，准教授 （大阪大）真田 靖士，准教授 （東北大）姥浦 道生

　本プロジェクトは，バングラデシュ国首都ダッカにおいて，地震や重力などの自然外力に対する建物の強靭化のた
めに同国の材料特性や施工技術を踏まえて新たな建物補強技術を開発するとともに，これを実装することにより，同
市の災害レジリエンス向上を実現しようとするものである．本年度は，本プロジェクトを実施する上での基礎的情報
収集を目的として，ダッカの都市・建築の実態把握と課題抽出に対応する予備的な現地調査を実施するとともに，プ
ロジェクトを円滑にスタートさせるべく，カウンターパートとの共同ワークショップにより，双方が保有する要素技
術や研究資源，研究方針やアイデアに関する情報交換，等を行った．

（国研）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／量子ダイナミ
クス理論に基づく革新的省エネルギー水素社会実現の研究開発

教授 福谷 克之

固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業（普及拡大化基盤技術開発）　金属原子直接担持による触
媒高性能化コンセプトの提案

教授 福谷 克之

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

（国研）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　複合圧力容器の基準整備等
に関する研究開発

教授 吉川 暢宏
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自動車用圧縮水素容器の基準整備・国際基準調和に関する研究開発
教授 吉川 暢宏

水素利用技術研究開発事業／燃料電池自動車及び水素ステーション用低コスト機器・システム等に関す
る研究開発／多給糸フィラメントワインディングによる複合容器の設計高度化に関する研究開発

教授 吉川 暢宏

（国研）科学技術振興機構　「鋼材／潤滑油」界面における新機能ヘテロナノ構造制御に基づく転動疲労
高特性化のための指導原理の確立

助教 （吉川（暢）研）椎原 良典

（国研）科学技術振興機構　ファンデルワールス超格子の作製と光機能素子の実現
准教授 町田 友樹

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　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／EBCの熱機械的負荷損傷シミュレーション

准教授 梅野 宜崇

（国研）科学技術振興機構　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）　構造用樹
脂材料と複合材料の強靭化のためのボトムアップ型マルチスケール解析

准教授 梅野 宜崇

（国研）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

准教授 梅野 宜崇

（国研）新エネルギー・産業技術総合研究機構　平成 27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開発））

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，特任教授 （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，特任教授 （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， 

特任教授 飯笹 幸吉，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



156

VI.　研究および発表論文

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

特任教授 （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， 
特任教授 飯笹 幸吉，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

　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．

（国研）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

（公財）宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団　平成 27年度伊豆沼・内沼水生生物 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
環境調査を行う．

（国研）海上技術安全研究所　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／
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

特任研究員 （浅田研）杉松 治美

（国研）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（SICP）（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

（国研）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

（国研）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

（国研）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（SICORP））
　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

（国研）科学技術振興機構　平成 27年度　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）

特任教授 堤 敦司
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（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　全体俯瞰設計技術の研究開発
教授 加藤 千幸

文部科学省　平成 27年度科学技術試験研究委託事業　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

隊列走行の受容性に関する研究
教授 須田 義大

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 大口 敬，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）鈴木 高宏， 
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

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　加工熱処理シミュレータによ
る荷重変位曲線取得と荷重におよぼす冶金現象のモデリング

教授 柳本 潤

　ニッケル基超合金の大型部材の型鍛造には高荷重が必要であり，超大型鍛造プレス（50000トンクラス）での鍛造
が可能な温度，速度など条件範囲を見出すためには，高精度な流動応力式が必要である．本課題では高精度な流動応
力式を，冶金因子を簡易に含んだ形で得てデータベース化を行う．そのためには，1）熱間圧縮試験での荷重曲線デー
タの取得，2）荷重曲線データにおよぼす冶金現象の把握，3）逆解析による一軸流動応力曲線の抽出，4）流動応力
曲線のデータベース化が必要であるが，ここでは，1）熱間圧縮試験での荷重曲線データの取得，2）荷重曲線データ
におよぼす冶金現象の把握，を目的として実験研究を実施する．　ニッケル基耐熱合金について，熱間加工シミュレー
タ試験（東大既設設備／5トンおよび 15トン）により荷重曲線を取得する．またこの荷重曲線には，塑性変形誘起
の組織変化，第二相の析出挙動が深くかかわっていることが予想されるので，これらの現象を把握し簡易なモデルと
して定量化する．

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　風力発電等技術研究開発　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，特任教授 丸山 康樹

　我が国の条件に適した油圧潮流発電装置の要素技術を開発し，設計図として取りまとめる．

（国研）日本医療研究開発機構　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」

特任教授 興津 輝

（国研）新エネルギー・産業技術総合研究機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　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

（国研）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

（国研）日本医療研究開発機構　医療機器開発推進研究事業　24時間機能可能な携帯型人工膵臓の開発
教授 竹内 昌治

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　次世代ロボット中核技術開発／革新的ロボット要素技術
分野／人検知ロボットのための嗅覚受容体を用いた匂いセンサの開発

教授 竹内 昌治
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次世代構造部材創製・加工技術開発（次世代複合材及び軽金属構造部材創製・加工技術開発）　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

　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および衝撃損傷を検知することを試みる．本年度は，積層板の
有限幅の影響を考慮した上での，内部損傷の検知方法を考案した．さらに，複雑形状の接着構造における超音波伝播
挙動を有限要素解析によって明らかにした．

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業　研究成果最適展開支援プログラムシーズ育成タイプ　折
紙工法ハニカムコアパネルの量産化技術開発

助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉，准教授 岡部 洋二

　任意に断面が変化するハニカムコアを製作する革新的な工法を，前プロジェクト（平成 25年度 A-stepシーズ顕在
化タイプ）で具現化したが，さらに新発想のアイデアを付加して量産化につながる合理的な工法として確立し，高品
質の可変断面ハニカムコアパネルを現行品より廉価で提供可能な新しい技術開発を行う．

（国研）農業・食品産業技術総合研究機構　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

　高密度ポリエチレンパイプへの給気による定置漁業の自動揚網装置の開発を行った．

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　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

　リニア式波力発電装置の出力最大化技術の開発を行った．

（国研）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

　波エネルギー吸収船のサブスケールモデルを製作し，実海域で性能試験を実施した．

岩手県　海洋再生可能エネルギー実証フィールド漁業協調調査
准教授 北澤 大輔

　岩手県釜石沖海洋再生可能エネルギー実証フィールドにおいて，漁業協調のための漁業資源調査やワークショップ
を実施した．

（国研）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（SICORP））
　乱流中におけるスカラー源探索アルゴリズム最適化のためのビックデータ数値実験室

准教授 長谷川 洋介

（国研）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 20nm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 14.5μ 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 12-20μ mを目標と
して素子を改良する．

（国研）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
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1．研究課題とその概要

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業 産学共創基礎基盤研究プログラム　エバネッセント波のナ
ノスコピーによる新規物質計測法の開拓

准教授 梶原 優介

横浜市中小企業新技術・新製品開発促進助成　（株）キュー・アイ　ネットワーク対応・高機能水中ロボッ
ト（ROV）システムの開発

准教授 巻 俊宏

　ネットワークに対応が可能な高機能水中ロボット（ROV）システムを開発する．

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

（国研）海洋研究開発機構　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　ケー
ブル式観測システムの開発に関する現場型分析システム開発

特任准教授 ソーントン ブレア

（国研）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補助業務
特任准教授 ソーントン ブレア

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　灌流可能な機能する毛細血管網デバイ
スの開発

講師 松永 行子

（国研）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

（国研）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／トリリオンノー
ドの実現に向けての先導研究

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）　脳型情報処理
教授 合原 一幸，准教授 河野 崇，准教授 羽田野 直道，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．

（国研）科学技術振興機構　スーパーハイウェイ　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．
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（国研）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，教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，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．

（国研）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／ULPセンサモ
ジュールの研究開発

教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治

　IoT時代の ULPセンサモジュールに向けて，超低消費電力・低電圧動作トランジスタおよびメモリの研究開発を
行うことを目的とする．

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 （（国研）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 （（国研）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
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，教授 柴崎 亮介，准教授 関本 義秀

　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カードの多目的利用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．さらに，ヒアリングによる事例研究も行う．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　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

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）　定性的モデリングに基づいたシリコ
ン神経ネットワークプラットフォーム

准教授 河野 崇
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1．研究課題とその概要

（国研）科学技術振興機構　増殖系に内在する変分構造とその増殖制御問題への応用
准教授 小林 徹也

（国研）科学技術振興機構　超低消費電力動作に向けたゲート絶縁膜の負性容量による急峻スロープトラ
ンジスタ技術の開発とナノワイヤ構造への応用

准教授 小林 正治

　超低消費電力動作が期待される負性容量トランジスタに新材料と新チャネル構造を導入し革新的なデバイスの提
案・設計・実証を行うことが目的．本年度は研究設備の立ち上げとデバイス設計，強誘電性薄膜プロセスの立ち上げ
を行った．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ERATO）　万有情報網プロジェクト
准教授 （東大）川原 圭博，准教授 高宮 真，講師 （東大）新山 龍馬，教授 桜井 貴康

（国研）農業・食品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）／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評価手法の開発と作用機序の解明

教授 畑中 研一

（国研）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

大阪大学　平成 27 年度未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業　高品
質GaN基板を用いた超高効率GaNパワー・光デバイスの技術開発とその実証

教授 藤岡 洋

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）　二次元窒化物半導体を用いたエピタ
キシャル積層構造の創出と光電子機能デバイス応用

助教 （藤岡研）太田 実雄

（国研）日本医療研究開発機構　再生医療の産業化に向けた評価基盤技術開発事業「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，
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

（国研）日本医療研究開発機構　革新的先端研究開発支援事業　肝分化指向性 iPS細胞からの高機能性肝
組織の構築

教授 酒井 康行

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

自動車排ガスの in vitro 曝露手法に関する調査
教授 酒井 康行

自動車用内燃機関技術研究組合　革新的排気低減技術研究　多成分浄化機能研究でのSCR/DPF の内部
現象解析（内部状態解析）　革新的NOx低減触媒研究でのゼオライトの特性向上，シミュレーションモ
デルの構築および将来ゼオライト創製のシーズ探索

准教授 小倉 賢
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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．

（国研）科学技術振興機構　スーパーハイウェイ　HMGBタンパクによって仲介される免疫応答の活性化
の抑制剤（オリゴの改良）

特任教授 谷口 維紹

（国研）日本医療研究開発機構　難治性疾患実用化研究事業　免疫活性化分子の標的薬剤による全身性エ
リテマトーデス，多発性硬化症の病態抑制機構の解明と治療法の確立

特任教授 谷口 維紹

被災官民ネットワークにおけるデータ駆動型の重要情報交換システムの開発
教授 柴崎 亮介

平成 27年度「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）」実施業務
教授 柴崎 亮介

（国研）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

建築の“軽量性”に着目した都市型研究施設のデザイン
教授 今井 公太郎

　一般に快適で生産性を高めるには多くのエネルギーが必要となる．しかし，次世代の都市型研究施設は，利用者の
生産性，快適性，省エネルギー性を両立させる必要がある．そこで本研究は，建築の“軽量化”に着目し，省エネル
ギー性を追及しつつ快適性，生産性の高い研究施設のあり方を提案する．

岩国市　錦帯橋経年変化ほか調査
教授 腰原 幹雄

ネパール被災文化遺産建造物の構造学的調査分析
教授 腰原 幹雄

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　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
　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．

ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の開発　課題A　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

准教授 関本 義秀

　公用車等の活用によるビックデータ利活用モデル公用車にセンサーを設置し，GPSや加速度等のデータを取得す
ることで，自治体の業務高度化だけでなく，市民生活を向上するデータ活用モデルを構築することを目指す．
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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．

（国研）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．

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
准教授 関本 義秀

　数百万人レベルの携帯電話の利用履歴データ（CDR）からミャンマー，特にヤンゴン市内の人の流動状況を推定
することと，ヤンゴン市内のバス数百台にスマートフォンを搭載しリアルタイムベースのバスオペレーションシステ
ムを構築する．

（国研）宇宙航空研究開発機構　地球観測研究センター　平成 27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

気象衛星ひまわりを活用したアジア太平洋地域の林野火災準実時間観測
准教授 竹内 渉

文部科学省北極域研究推進プロジェクト（ArCS）　北極域環境における多圏相互作用の実態解明と気候
予測への応用

准教授 芳村 圭

　北極域環境を構成する様々な要素の複雑な相互作用を調べるため，特に雲・海洋混合・海氷・陸域水文過程に着目
し，それらの精緻なモデル化を通して，北極域環境における多圏相互作用の実態を明らかにする．

環境省環境研究総合推進費 地球温暖化に伴う気候変動と日本・東アジア域の降水現象の変化に関する研
究

准教授 芳村 圭

　本研究は，地球規模の大気循環の変化と日本・東アジア域での降水特性・極端降水変化との関係について科学的知
見を得るため，気候モデル，気象・衛星観測，水同位体観測，全球雲解像モデル等を用い，データ解析とモデル研究
を行う．

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

　領域大気化学輸送モデルと逆推計手法を用いた SLCP（Short Lived Climate Pollutants）排出インベントリの高度化，
アジア太平洋統合評価モデル（Asia-Pacific Integrated Model;AIM）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，この 3つのシステムを組み合わせて SLCP削減施策の探査を行う．

文部科学省気候変動リスク情報創生プログラム　領域Cサブ課題　アンサンブルデータの効率的な力学
的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
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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．

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

准教授 芳村 圭

　ヨウ素 131やセシウム 137等の放射性物質が大気の流れによって移動し，雨などに伴って地表面に降下し，土砂等
とともに水の流れに沿って川を流下して，どういうタイミングでどの程度の濃度で水道取水源に到達するかを推計で
きるシミュレータを構築する．

道路インフラマネジメントサイクルの展開と国内外への実装を目指した統括的研究
特任准教授 田中 泰司

和歌山市　和歌山市加太地区における古民家等を活用した地域活性化に向けた活動研究
准教授 川添 善行

和歌山市加太地区における古民家等を活用した地域活性化に向けた具体的な実施内容についての活動研
究

准教授 川添 善行

文部科学省　国家課題対応型研究開発推進事業（地球観測技術等調査研究委託事業）　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

気候変動に伴う福島県の温暖化影響評価
特任准教授 守利 悟朗

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術基盤整備事業　神経細胞の培養と評価用CMOS-MEMS
教授 藤田 博之

　台湾の精華大学と共同で，CMOS技術で作った電極アレイの上に神経細胞を培養し，そのネットワークからの電
気信号を検出する研究を行っている．

（独）日本学術振興会　研究拠点形成事業　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 川勝 英樹

（国研）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

（国研）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

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（海のジパング計画）「潜頭性熱水鉱床
の規模・品位探査に資する物理化学・生物観測技術の創出」

教授 藤井 輝夫，特任講師 西田 周平，特任准教授 ソーントン ブレア

　本研究では，熱水鉱床の資源利用に向けて，熱水活動域の全体像を具現化する観測網の開発を進める．具体的には，
（1）海底下の流体観測技術開発（間隙水圧・地温計・物理化学センシング技術），（2）熱水噴出孔観測技術開発（原
子間力顕微鏡・ラマン分光・ホログラフィック顕微鏡），（3）海底近傍の広域物理環境計測（音響トモグラフィー）
技術を開発する．本手法を SIPの集中観測域である沖縄トラフ伊平屋北部海丘の人工熱水噴出孔観測ステーションを
モデルサイトとして展開・運用し，海底下の熱水溜り（潜頭性鉱床萌芽可能性範囲）のモデル調査手法を確立する．
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これによって，海底下の物理化学・生物観測手法を確立し，熱水活動域海底下に広がる潜頭性鉱床帯の探査，および
成因解明に資する観測データを獲得する．

エネルギー・環境新技術先導プログラム／トリリオンセンサ社会を支える高効率MEMS振動発電デバイ
スの研究／高効率エナジーハーベスタの開発

教授 年吉 洋

　我が国がエネルギー・環境分野の中長期的な課題を解決していくために，原則 2030年以降の実用化を見据えた必
要となる技術シーズ，特に既存技術の延長とは異なる飛躍的なエネルギー効率の向上や低炭素社会の実現に資する有
望な技術の原石を発掘し，将来の国家プロジェクトに繋げて行くことを目的としている．高効率MEMS振動発電デ
バイスの先導研究においては，次世代トリリオンセンサ社会に必要不可欠な超高効率の環境振動型発電素子（再生可
能エネルギー）の実現を目指し，MEMS振動発電の製作・マイクロマシン技術の新設計・新工法を新たに導入する
ことで，直径 20mm程度の一円玉サイズの面積で発電効率を従来比 2桁以上に飛躍的に高めた 10mW級の環境発電
素子の設計・製作・評価技術を確立する．

研究領域『微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の創出』／エレクトレットMEMS振動・ト
ライボ発電／MEMS振動発電素子の製作と評価に関する研究

教授 年吉 洋

　本研究では，次世代の無線センサノードに必要な 10mW級の自立電源を実現するために，MEMS（Micro Electro 
Mechanical Systems，微小電気機械システム）技術とイオン材料技術を駆使して，環境振動から未利用エネルギーを
回収し発電する振動発電素子（エナジーハーベスタ）の研究に取り組む．特に，固体中のイオンを用いたエレクトレッ
ト（永久電荷）による静電誘導を，イオン液体電気二重層による大容量キャパシタで結合した新規発電デバイスを開
発する．

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）（インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術）　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．

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， 

特任助教 （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 （東大）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．

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 （東大）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
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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．

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

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　地熱発電技術研究開発／水を作動媒体とする小型バイナ
リー発電の研究開発／熱交換器の高性能化の研究

教授 鹿園 直毅，准教授 長谷川 洋介

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

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

（国研）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．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　需要データプラットフォームの構築と
HEMS実装に向けた研究

特任教授 岩船 由美子

みずほ情報総研（株）　米国の家庭部門のエネルギー消費データの分析を通じた家庭CO2 統計の分析方
法検討業務

特任教授 岩船 由美子

（国研）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

（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

（国研）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

低酸素技術のモニタリング，データ分析による地球温暖化対策実施効果把握事業
特任教授 荻本 和彦
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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

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

パシフィックコンサルタンツ（株）　SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）・自動走行システム／
次世代都市交通システムのシステム要件の基礎検討

教授 大口 敬

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，教授 須田 義大，准教授 吉田 秀範，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 （大口研）和田 健太郎，助教 （須田研）平沢 隆之，助教 （中野研）貝塚 勉， 
特任助教 （須田研）杉町 敏之，特任助教 （中野研）鄭 仁成，特任研究員 （中野研）霜野 慧亮

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

鉄鋼精錬プロセスにおける軽希土類金属利用の検討
教授 森田 一樹

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，Kroll 法の実操業
プロセスにおけるチタン還元反応の科学的解析

教授 岡部 徹

（国研）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（SATREPS））　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

（独）国際協力機構　地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）　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プロジェクト

教授 目黒 公郎

リアルタイム津波予測システムと Lアラートの連携による「津波 Lアラート」の構築と災害対応の高度
化実証事業

教授 目黒 公郎

（独）国際協力機構　安価で簡便なPPバンドメッシュ工法を用いた組積造建物の耐震性能強化により地
震安全社会を目指す地震防災事業

教授 目黒 公郎

（国研）科学技術振興機構　2015 年ネパール・グルカ地震の被害実態に基づく被災地の脆弱性評価
教授 目黒 公郎
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（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

ジオ・サーチ（株）　タイ国における道路陥没に関する研究
教授 桑野 玲子

　バンコク周辺で頻発する道路陥没事例と，それらを引き起こす路面下空洞の調査を行う共同研究

（国研）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，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定し，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研究に大きく貢献する．

（国研）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（SATREPS））　研究題目 1：社会実装に向けた適応策ポートフォリオとマニュアル開発　研究題目
2：気象水文基盤情報システム開発構築

教授 沖 大幹

　本受託研究は，科学技術と外交を連携し，相互に発展させる「科学技術外交」の強化の一環として，文部科学省・
外務省の支援のもと，（独）科学技術振興機構と（独）国際協力機構が連携して実施する，「平成 27年度地球規模課
題対応国際科学技術協力事業　環境・エネルギー分野」に応募して採択されたものである．本事業は開発途上国など
のニーズをもとに，地球規模課題を対象とし，将来的な社会実装の構想を有する国際共同研究を政府開発援助と連携
して推進することによって，地球規模課題の解決および科学技術水準の向上につながる新たな知見を獲得することを
目的としている．本受託研究では，タイ国カセサート大学らと連携して，統合的な適応策に資する技術開発および適
応戦略共創の手法開発を行う．さらに，開発した手法がタイ国政府に利活用され，優良事例の実現，適応分野の人材
育成を通じ，タイ国における気候変動適応策のスムースな実現に貢献し，気候変動に対する強靭かつ持続可能な解決
策の提示を目標とする．

課題（ii）水資源に関する気候変動リスク情報の創出　サブ課題 b．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．

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．

多様な指標による気候変動対策の統合的多面的な評価
教授 沖 大幹

　’IPCC AR5を中心に論文渉猟し，その統合的多面的評価の手法整理とその類型化を実施する．更にその結果を統合
し，既存手法による統合的戦略評価の現状と限界を評価する．
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（国研）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の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．

草加市　地震被害想定調査
准教授 加藤 孝明

消防庁　消防防災科学技術研究推進制度　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　科学技術試験委託事業　「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

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 加藤 孝明

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）（インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術）　道路インフラマネジメントサイクルの展開と国内外への実装を目指した統括的研究

准教授 長井 宏平

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術／インフラ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

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業 産学共創基礎基盤研究プログラム　MEMS共振器構造を
用いた非冷却・高感度・高速テラヘルツボロメータの開発

教授 平川 一彦

　本研究では，従来のテラヘルツ検出器の動作原理とは全く異なり，テラヘルツ入射光で誘起される発熱によるわず
かな温度上昇を，MEMS両持ち梁構造の共振周波数のシフトとして高感度に読み取ることを原理とする非冷却・高
感度・高速なテラヘルツ検出用ボロメータを実現する．

（国研）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　東北総合通信局　戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）　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
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みずほ情報総研（株）　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（環境省からの再委託）

特任講師 馬郡 文平

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）

Ｄ．所内措置研究費

1．　展開研究

ファンデルワールス超構造の作製と新機能素子の実現
准教授 町田 友樹

熱間大圧下圧延による治療機器用（ステント）用Ni フリーCo-Cr-Mo 合金薄板の創製
教授 柳本 潤

　ステントは，冠動脈狭窄などを治療するための治療用医療機器として広く普及し，利用されている．厚生労働省中
央社会保険医療協議会総会資料（H22）で示されている通り，ステントなど治療系医療機器は年間 0.5兆円程度かそ
れ以上を輸入に頼っている．経済産業省医療・福祉機器産業室資料（H25）によれば，治療系医療機器は国内メーカー
の競争力が他の産業（例：自動車など）と比べて極端に弱く，必然的に，産業界単独ではイノベーションが起きにく
い構造（あるいは産業技術分野）となっている．ステントなど治療系医療機器は薄板より加工され，冷間（常温）で
の塑性加工性を上げるために Niが添加されている．Niは生体に有毒であるため，Niを含まない Niフリーの合金の
利用が多くなっているが，これはオーステナイトフォーマーである Niの減少による冷間加工性（冷間圧延性）の低
下をもたらす．冷間圧延で，ステント製品の厚さの 0.1mm（100ミクロン）への薄板化を可能とするためには，冷間
圧延での入り口板厚を薄くせねばならない．つまり，生体親和性の向上のための Niフリー化の必然として熱間圧延
での薄板化が必要で，大圧下圧延が必須になる．本研究は，Niフリーである Co-Cr-Mo合金に着目し，ステントの純
国産化への基礎研究を意図している．熱間（1200℃まで）での大圧下圧延による薄板化の基礎試験を実施した．

創薬プロセスの加速を志向した合成プラットフォームの開発
教授 工藤 一秋

　20世紀初頭の抗生物質の発見以降，人類の平均寿命は飛躍的にのびた．しかし耐性菌の発生とそのための抗生物
質の開発といういたちごっこが繰り返され，これは原理的に終わりがない．さらに希少疾病用薬，未知の感染性ウィ
ルス性疾患の薬など，新薬の開発ニーズは常にあり続け，それらをいかに迅速に供給するかが課題となっている．こ
れに関して，製薬に携わる人から，｢論文で報告されている触媒を使ってみたところ，自分の反応させたい物質に対
してはうまくいかず，多段階合成プロセス全体の見直しをせざるをえなくなった｣ という話を耳にする．どんな触媒
でも，何にでも適用可能とわけにはいかない．ある物質についてうまくいかなかったときに，その情報をフィードバッ
クして少しの改良でうまくいくように改変するという，いわばオンデマンド触媒開発が可能となれば，創薬や製薬の
プロセスが大いに効率化する．一方我々は，これまでペプチド触媒の開発を推し進めてきた．本研究では，ペプチド
ライブラリからのハイスループットスクリーニングによって，与えられた反応基質に対して最適な触媒を短期間で開
発する方法の確立を目指す．異なる条件でライブラリスクリーニングを行うことで，不斉共役付加反応に適用可能な
全く新しい 3種類の独立なペプチド触媒を見出すことに成功した．

2．　選定研究

粉体分散液のレオロジー特性の解明に向けて：流体力学的相互作用の役割について
准教授 古川 亮

　【粉体分散系】が示すシアシックニング等の劇的なレオロジー効果は通常の液体の振る舞いとは明確な差異を示す．
しかしながら，このような顕著な動的効果に至る物理的なメカニズムについては十分に理解されていない．分散媒質
である流体を介した非接触相互作用（＝【流体力学的相互作用】）の役割については，その重要性が期待されてきた
にも関わらず，付随する本質的な複雑さ（時間依存性＋多体性など）のために，これまで明らかにされてこなかった．
非圧縮性に由来する多体の流体力学的相互作用は協同性を増幅させると考えられるが，「粒子の運動に付随して周囲
の流体場がどのように励起され，レオロジー現象にいかなる影響を与えうるか」について，十分な理解がないのが現
状である．本研究課題では，近年，急速に発展したハイブリッドシミュレーション手法を適切に援用することで，流
体力学的相互作用を適切に取り入れた高密度の粉体分散系のシミュレーションを行い，これらの系の複雑なレオロ
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ジー特性の背後にあるメカニズムについて数値シミュレーションを主体とした研究によりに明らかにすることを目的
とする．上記のような現象の理解は，地震発生時の液状化現象を含む様々な自然現象，粉粒体のプロセシングなど物
理学を超えた広汎な分野で重要であり，工学的な意義も極めて大きいと考える．

電場援用ブラストを利用した金属／樹脂直接接合法の開拓
准教授 梶原 優介

強誘電性HfO2 薄膜の負性容量を利用した急峻スロープトランジスタNCFETで切り拓く超低消費電力エ
レクトロニクス

准教授 小林 正治

　超低消費電力動作の期待される次世代急峻スロープトランジスタである負性容量トランジスタの実現を目指して，
新材料である強誘電性 HfO2ナノ薄膜を導入するための材料開発を行うことが目的．本年度は材料開発に必須である
強誘電体薄膜評価装置を導入し，実際に試作サンプルの評価プロセスを立上げた．

ヒト iPS細胞由来人工組織の内腔の加圧と刺激による脳組織の構築
講師 池内 与志穂

高効率熱電変換材料実現のためのトポロジカル絶縁体の転位物性に関する研究
講師 徳本 有紀

次世代車両の普及に向けた走行性能・インフラ要件に関する実験的研究
准教授 井料 美帆，准教授 中野 公彦

　パーソナルモビリティが歩行者や自転車と混在して安定して走行ができるための条件を明らかにすることを目的と
して，走行実験を通じた挙動解析を行った．

国内外の損傷事例を活用した鉄筋コンクリートの残存性能評価プログラムの開発
准教授 長井 宏平

3.  所長裁量経費

繰り返し利用可能な簡易振動モデルを用いた教育・啓発用振動実験装置の拡充
教授 中埜 良昭

　千葉実験所公開時や教養前期課程学生への大型実験施設見学を目的とした全学体験ゼミ，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，
H22年度および H23年度の本支援研究費により製作・整備した簡易試験モデルをベースに，腰壁や垂れ壁などの 2
次部材や実際の耐震改修要素を模した装置の開発とその容易な着脱が可能となる改良を加えることにより，耐震改修
手法の違いによる振動性状をより具体的・直感的に理解・把握できるよう，教育用振動実験設備の拡張・充実を図っ
た．

直接数値計算を用いた乱流中の構造形成およびヘリシティ乱流モデルの検証
助教 （半場研）横井 喜充

　最近になって大規模直接数値計算によって，三次元流体乱流でも回転と密度勾配が共存すればエネルギーの逆カス
ケードが生じ小スケール運動から大スケール運動が誘起されることが示された．逆カスケードの条件を特定すること
は理論のみならず実用上も大きな意義がある．系の対称性破れの指標であるヘリシティ（速度と渦度の相関）と逆カ
スケードおよび大規模流れの自発的生成との関係について大規模直接数値計算を用いて調べ，ヘリシティを通じて構
造効果を組み入れた乱流モデルを構築・検証した．

半導体Si/SiGe 二次元ホール系におけるランダウ準位交差・反交差の観測
准教授 町田 友樹，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎
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ケンブリッジ大学におけるグラフェン量子輸送現象の空間分布検出
准教授 町田 友樹

「原子層作製講習会」の開催
准教授 町田 友樹

赤外超高速プラズモニクスの開拓～光科学分野におけるドイツとのネットワーク強化～
准教授 芦原 聡

ネパール・カトマンズ，ポカラの地盤災害リスク評価と防災への反映
准教授 清田 隆

二次元層状物質を利用したファンデルワールスヘテロ構造の光学特性
講師 星 裕介

　カルコゲナイド系層状物質によるファンデルワールス（vdW）ヘテロ構造を作製し，その光学特性を調べることを
目的としている．バンドギャップの異なる SnS2，MoS2，MoSe2，MoTe2といった半導体二次元結晶を Stamp法で積層
させる．10K以下の低温下でフォトルミネッセンス（PL）測定を行い，vdWヘテロ構造のそれぞれの界面における
再結合過程について検討を行う．本申請課題は vdWヘテロ構造太陽電池開発を目指しており，その実現に向けた重
要な研究になる．

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

全身循環を考慮したマルチスケール統合シミュレーション・システムの開発
教授 大島 まり，教授 （東京都市大）向井 信彦

日仏国際混成研究ユニットSMMiL-E プロジェクト推進強化のための活動支援経費
講師 松永 行子

女子高校生のための「科学技術を英語で楽しもう」ワークショップ活動支援経費
講師 川越 至桜，講師 松永 行子

　生産技術研究所で研究されている科学技術に触れてもらうことに加え，国際的に活躍できる女性を育成することを
目的とし，松永研究室の JSPS外国人特別研究員および準博士研究員をはじめ，生研内の外国人研究員の協力を得て，
女子高校生向けワークショップ「科学技術を英語で楽しもう」を実施する．具体的には，外国人研究者が講師となり，
講義は基本的に英語で実施するが，実験を織り交ぜ，高校生が理解できる内容とする．科学技術に興味のある生徒の
みならず，英語に興味のある生徒に対しても，国際性を養い，科学技術への興味・関心の向上を目指す．

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

　従来の 2進展開を拡張するβ変換を適用したサイクリック形アナログ－デジタル変換器（ADC）を集積回路で実
現し，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 ADCの実現を実証した．昨年度から産業界での製
品適用を目指した実用化研究を半導体理工学研究センターとのプロジェクト研究で推進しているが，さらなる変換精
度や変換速度の向上が求められ，それに対応すべくパイプラインドサイクリック形など新しいβ変換 ADCアーキテ
クチャの研究が必要となっている．それに伴い，複雑数理モデル学に基づく性能の理論的解析や新しい誤差補正方式
の確立を目指す．

建造物のデジタルアーカイブ化
教授 瀬崎 薫，教授 （東京都市大）小見 康夫
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1．研究課題とその概要

都市環境リテラシイ教育の実践とその深化への模索：渋谷区上原小学校との「ぼくらはまちの探検隊」
活動 11年目と今後への展開

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

日本のオフィスビルにおける熱的適応モデル構築に関する研究
教授 大岡 龍三，准教授 （東京都市大）リジャルホム・バハドゥル

コンクリートの食品添加物としてのリサイクル
助教 （岸研）酒井 雄也

タンジブルな設計支援ツールの開発－フィジカルモデルのリアルタイムな解析
教授 今井 公太郎

気候変動に伴うアジアモンスーン変化に関する共同研究
准教授 芳村 圭

マルチフレーミングアプローチによる経済のグローバル化と地域環境の因果関係に関する研究
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

SiGe 熱電変換ナノ材料の開発
准教授 野村 政宏，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎

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

　気候変動適応策は，防災計画や総合的水資源管理，農村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，
先進国を含め，その実施事例は少ない．本予備調査では，タイ国での統合的な気候変動適応戦略の共創を推進するた
め，水を中心とする 6セクターにおける既存の制度・政策やその経済的・社会的波及効果に関する情報を収集する．
さらに，次年度より研究プロジェクトを円滑に始めるため，現地研究および行政機関との最終調整を行う．

最先端の全球河川モデルと次世代水位観測衛星ミッションの融合に向けた国際共同研究枠組みの構築
助教 （沖（大）研）金 炯俊

　近年になって河川及び氾濫水位の表現が可能になった各国の全球河川モデルの国際共同シミュレーションを行うと
共に，2020年打ち上げ予定の全球水位観測衛星の活用に事前に対応するため，国際共同研究枠組み立ち上げに向け
たネットワーク構築を行う．また，各国の全球河川モデルで共通して利用する河道網と河川形状を人工衛星画像から
抽出する自動処理アルゴリズムを新たに開発する．

タイ国におけるインフラ劣化調査と検査・補修補強技術及び制度の適用の検討
准教授 長井 宏平

21 世紀型産学連携を見据えたものづくりデザイン創出に関する数理解析手法の確立
講師 本間 裕大

　本研究活動では，21世紀型の産学連携スタイルを見据え，ものづくり「デザイン」の創出プロセス・トレンド・
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コンバージョン等を追及するための数理解析手法の確立を試みる．従来は感性的アプローチが主であった「デザイン
の創出」に対し，数理工学手法に基づく，（a）デザインのベクトルデータ化と，（b）デザイントレンドのデータマイ
ニング，（c）最先端プロダクトデザインの定量的アウトプット，を行うことによって，芸術的感性と工学的知見の融
合による新分野の創出を目指す．

4.  助教研究支援

確率共鳴を用いた金属原子接点素子の高感度・低消費電力動作の実現
助教 （平川研）吉田 健治

デザインされたプラズモニックナノモーターによる運動駆動・制御
助教 （志村研）田中 嘉人

D. 

E.  その他

1.  その他（公的資金）

文部科学省　高性能汎用計算機高度利用事業費補助金（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

文部科学省　環境技術等研究開発推進事業費補助金（東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト
「東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進事業」）　エネルギーモビリティマネジメントシステ
ムの研究開発

教授 須田 義大

文部科学省　環境技術等研究開発推進事業費補助金（東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト
「東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進事業」）　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

教授 林 昌奎

　東北復興に貢献するため，久慈市において波力発電装置（43kW），塩竈市において潮流発電装置（5kW）を開発し，
発電した電気を地元に供給し，地産地消をめざす．

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

准教授 北澤 大輔

　浮沈式生簀が沈下している状態の水中給餌システムの実海域試験を実施した．

経済産業省　中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）　成形技術の高度化に
よる LED照明用厚肉プラスチックレンズの高生産性システムの開発

准教授 土屋 健介

日本医療研究開発機構　医療研究開発推進事業費補助金（創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業）　
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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1．研究課題とその概要

（独）新エネルギー・産業技術総合開発機構　NEDO超高効率・低コスト III － V化合物太陽電池の技術
開発　量子ドット・マルチバンドセル効率のナノ粒子による増強

教授 立間 徹

文部科学省　環境技術等研究開発推進事業費補助金（大学発グリーンイノベーション創出事業「グリーン・
ネットワーク・オブ・エクセレンス（GRENE）」（環境情報分野））　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

教授 柴崎 亮介

文部科学省　環境技術等研究開発推進事業費補助金（大学発グリーンイノベーション創出事業「グリーン・
ネットワーク・オブ・エクセレンス（GRENE）」（環境情報分野））　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

文部科学省　環境技術等研究開発推進事業費補助金（大学発グリーンイノベーション創出事業「グリーン・
ネットワーク・オブ・エクセレンス（GRENE）」（環境情報分野））　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

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

　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．

マイクロ流体緑内障インプラントデバイスの開発
教授 藤井 輝夫

　橋渡し研究加速ネットワークプログラム．

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
特任教授 畑田 敏夫

　京速コンピュータ「京」の能力を最大限に活用し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事業．2015年度は本事業の最終年度であり，当初計画した
目標の完遂を図るとともに，成果の社会還元を可能とする取り組みの強化を図った．その結果，各種事後評価会議等
において高い達成度判定を獲得することができた．

文部科学省 - 科学技術試験研究委託事業（ポスト京）「革新的クリーンエネルギーシステムの実用化」
教授 鹿園 直毅

Pressure sensor with nanowire strain gages
特任教授 ボスブフ アラン

　The performances of top down fabricated silicon nanowires piezoresistive strain gages for integrated motion in a resonant pres-
sure sensor was investigated both theoretically and experimentally in collaboration with CEA-ETI and SAGEM company. It was 
first shown that the non linear and hysteretic I-V response for large self heating can be attributed to thermal conductivity variation 
and electric carrier depletion with temperature. Then it was demonstrated that the contribution of nanogages to resonator damping 
could be  modelled by considering the nanogages as a damped spring. Finally the transduction performances of Si nanowire strain 
gages， notably its impact on frequency resolution were investigated in details from modelling and Allan variance measurements．
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Getter films for vacuum wafer level packaging
特任教授 ボスブフ アラン

　Activation of getter films based on evaporated Ti， V and Zr layers protected by an ultrathin film was investigated by various 
measurement techniques including SEM cross sections， EDS， Four probe resistivity measurements， XPS， SIMS， X-Ray dif-
fraction， conductive AFM， and mechanical stress. It was notably shown that Au/Ti and Au/V getter films can be activated at tem-
peratures as low as 250 C owing to outdiffusion of Ti or V through the Au If its thickness is sufficiently thin ( ≤ 5nm). In the case 
of Zr film activation proceeds by dewetting of the Au film. The gettering ability for oxygen of these Au coated getter films is 
compatible with long term wafer vacuum packaging provided that wafer bonding with state of the art hermeticity value can be 
achieved．

Triaxial planar piezoelectric microgyrometer in GaAs
特任教授 ボスブフ アラン

　A piezoelectric Triaxial microgyrometer having theoretically high and similar performances along the 3 rotation axes has been 
designed an modelled. Deep GaAs ICP-RIE etching in chlorinated plasma and electrode deposition and patterning on vertical side 
walls was investigated for this gyrometer. It was shown that anisotropic etching of semi-insulating GaAs up to 400 µm depth 
could be achieved with good selectivity and a reasonably high etch rate. A systematic investigation of etching kinetics， macro 
and micro loading effects， and Aspect Ration Dependent Etching is underway. The ability to pattern Au/Ti electrodes on vertical 
walls of deep trenches was demonstrated by using tilted evaporation through a dry film shadow mask. The quality of electrodes is 
currently investigated.

経済産業省　中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業）　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

日本学術振興会　若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金（頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネット
ワーク推進プログラム）　次世代のレアメタル製錬技術の創出に向けた若手人材育成と国際ネットワーク
の形成

教授 岡部 徹

文部科学省　地域産学官連携科学技術振興事業費補助金（先端融合領域イノベーション創出拠点形成プ
ログラム）　ナノ量子情報エレクトロニクス連携研究拠点

教授 荒川 泰彦

　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．

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

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

文部科学省　ポスト「京」重点課題 8　「近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの開発」

教授 加藤 千幸

　ものづくりの上流における製品・技術コンセプト創出力とそれを具現化する完成度の高い設計力の抜本的強化，お
よび信頼性，経済性に優れる製品化を可能にする革新的製造プロセスの開発をする手段である，最先端スパコンの能
力を最大限に引き出せるアプリケーションソフトウェア群ならびにそれらを統合して設計・製造支援を行うための超
高速シミュレーションシステムの開発・戦力化を目的とする．
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2.  文部科学省補助事業（地球観測システム研究開発費補助金）

地震・津波観測監視システムの開発
客員教授 川口 勝義

　高精度な海底地震計や津波計（圧力計）などを組み込んだ地震・津波観測監視システムの開発を行い，当該システ
ムを南海地震の想定震源域である紀伊水道沖に設置する．

3.  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

　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．

4.  厚生労働科学研究費補助金

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．

政府系委託費

複数ウェアラブルカメラ映像の統合
教授 佐藤 洋一

5.  女性研究者養成システム改革加速事業

最先端工学研究を取り入れた産学連携による新しい工学教育活動・アウトリーチ活動の研究開発
講師 川越 至桜

　最先端科学技術の研究を活用した，新しい工学教育やアウトリーチ活動について研究開発を行う．特に，産学連携
による工学教育を通し，工学リテラシーを向上させ，更には，次世代の研究者・技術者を育成していく仕組みについ
て明らかにしていく．

Ｆ．寄付金（公募によるもの）

（公財）日本科学協会　平成 27年度笹川科学研究助成　平面からの不均一核形成－表面直近からコロイ
ド分散系の動的結晶化挙動の検証

特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

（公財）村田学術振興財団 研究助成　ファンデルワールスヘテロ構造の作製と量子輸送現象
准教授 町田 友樹

（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）日産財団 理系女子育成助成金　理系女子育成のための理数教科を中心とした分野横断型の新しい
教育モデルの創成にむけて

教授 大島 まり
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（公財）中島記念国際交流財団　平成 27年度日本人若手研究者研究助成金　生体の駆動系を模倣した骨
格筋を駆動源とするロボットアクチュエータの創出

助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

（一財）生産技術研究奨励会　平成 27年度国際交流集会助成　SEIKEN INTERNATIONAL SYMPO-
SIUM ON ITS RESEARCHES

准教授 中野 公彦

積水化学工業（株）　2015 年度「積水化学 自然に学ぶものづくり」研究助成プログラム　ヤブガラシの
巻き付きパターン分岐に学ぶ自己組織化指向のスマート構造

助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

　つる植物の一種であるヤブガラシの巻きひげは，掴む対象物の全体像を知らないはずなのに，適切に巻きひげを変
形させ，最適なパターンで把持している．本研究はこれまで謎であったこの把持パターンの分岐システムを機械工学
と植物生態学の両面から研究することで，複雑なセンシングシステムや情報処理系を必要としない自己組織化指向の
スマート構造を開発することを目的とする．

（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

　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博士と連携し，新たな海中探査システムの研究開発を行う．また，同研究所で行われる観測航海等に参加し，
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．

自律型水中ロボットと海底ステーションによる水中構造物の全自動・長期モニタリングシステム
准教授 巻 俊宏

　岸壁や桟橋等の港湾施設の定期点検を目的に，AUVの充電・データ転送を行う海底ステーションと AUVを組み
合わせることで，全自動かつ長期展開が可能な水中構造物のモニタリングシステムを開発する．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 27年度（追加）特定研究奨励助成 がん微小環境を再現した臓器チッ
プの開発

講師 松永 行子

（公財）立石科学技術振興財団　2015 年度研究助成　医療診断用分光映像の高時間分解能化の研究
特任助教 （佐藤（洋）研）島野 美保子

日本マイクロソフト（株）　2015 Microsoft Research Asia Fellowship Award　画像に対する前景領域と
密対応点の同時推定

大学院学生 （佐藤（洋）研）谷合 竜典

公益信託　小野音響学研究助成基金　平成 27年度研究助成金　高効率音響光学変調器の実現とその応用
に関する研究

准教授 岩本 敏

（公社）新化学技術推進協会　第 4回新化学技術研究奨励賞　準秩序構造を有する高充填密度ガラスの合
成と機能開発

助教 （井上研）増野 敦信

（公財）三菱財団　平成 27年度自然科学研究助成　原子分解能液体計測法の基盤構築
准教授 溝口 照康
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（一財）生産技術研究奨励会　平成 27年度国際交流集会助成　SECOND SYMPOSIUM OF THE MAX 
PLANCK-THE UNIVERSITY OF TOKYO CENTER FOR INTEGRATIVE INFLAMMOLOGY

特任教授 谷口 維紹

（公財）大林財団　平成 26年度研究助成　市街地での突発的危険物質放出時の排出性状評価に関する研
究

教授 加藤 信介

（一財）生産技術研究奨励会　平成 27年度国際交流集会助成　THE 2ND ROUNDTABLE OF PRE-
MODERN ARCHITECTURAL AND URBAN HISTORY IN EAST ASIA

教授 村松 伸

地域生態圏から見た住宅の全球史：構造，材料，環境，意匠
教授 村松 伸

公益財団法人鹿島学術振興財団　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

（公財）鉄鋼環境基金　2015 年度環境研究助成　鉄鋼スラグを混合したセメント硬化体の高圧環境下で
のパフォーマンス

助教 （岸研）酒井 雄也

（一財）日本建築情報総合センター　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．

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
准教授 井料 美帆

　無信号横断歩道の歩行者―自動車交錯において，コミュニケーションの有無が自動車の譲り率や停止・通過挙動の
安全性に与える影響について，観測調査を通じて検証を行った．

（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

准教授 沖 一雄

（一財）生産技術研究奨励会　平成 27年度国際交流集会助成　THE 21stINTERNATIONAL SYMPO-
SIUM ON TRANSPORTATION AND TRAFFIC THEORY

教授 大口 敬

（公財）大川情報通信基金　大川賞記念コンピュータビジョンシンポジウム開催助成金
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
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（公財）マツダ財団　第 31回（2015 年度）マツダ研究助成　マルチスケール階層構造を用いた高効率
SiGe 熱電変換ナノ材料の開発

准教授 野村 政宏

（公財）軽金属奨学会　海外交流補助金　第 13回チタン世界会議（Ti-2015）塩化物廃棄物を利用した塩
化反応によるチタンのリサイクルプロセス

助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

（一財）生産技術研究奨励会　平成 27年度国際交流集会助成　14th International Symposium on New 
Technologies for Urban Safety of Mega Cities in Asia(USMCA2014)

教授 目黒 公郎

（公財）放送文化基金　平成 26年度人文社会・文化助成　効率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（2）

講師 沼田 宗純

（公財）村田学術振興財団　第 30回（平成 27 年度）海外派遣助成 サブ nmギャップ電極による THz 電
磁波の増強及び単一電子における光子支援トンネル効果のの観測

助教 （平川研）吉田 健治

積水化学工業（株）　2015 年度「積水化学　自然に学ぶものづくり」研究助成プログラム　モータータ
ンパク質に学ぶナノマシンの新奇光駆動・操作技術の創製

助教 （志村研）田中 嘉人
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