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2.	 研究部・センターの各研究室における研究

基礎系部門
1.	 液体の中距離構造の定量観測に基づく水の特異性とガラス形成能の統一的理解

教授 田中 肇，特任助教 （田中（肇）研）小林美加

　水は地球上において最も重要な物質のひとつであるが，氷への結晶化の際の体積膨脹など分子性液体としては極め
て特異な性質を示す物質であり，また，通常の冷却方法でガラス状態を実現することは不可能とされている．ところ
が，このような特異性は，塩添加や圧力印可に強く依存し，これらの外的要因によって変化する構造要素が，水の特
異性，さらには，ガラス転移の起源にせまる鍵を握っていると考えられる．本研究の目的は，上記の外的要因が液体
の短・中距離構造に与える影響について定量的に調べ，水の特異性やガラス形成能の起源について統一的に理解する
ことである．本研究で得られる知見は，水系にとどまらず，金属ガラス，イオン導電体など，広く一般の系に普遍的
に成り立つものと期待される．

2.	 The	origin	of	glass	forming	ability	in	a	system	with	competing	orderings
教授 田中 肇，講師 （ブリストル大）John Russo

　Glasses are formed when the transition to the stable equilibrium phase is avoided and the relaxation time of the disordered state 
drastically increases. In order to gain precise insights on the origin of glass forming ability, we run computer simulations of a 
model system with tetrahedral interactions in which a tendency to form locally open structures competes with that to form com-
pact structures. We show that the glass forming ability originates from a steep increase of the surface tension in the glass forming 
region, and that it is not due to a slowing down of mass transport or thermodynamic driving force to crystallization. Our study 
provides a consistent thermodynamic description of the glass forming ability for a broad class of glass formers, i.e. the so-called 
tetrahedral liquids such as Si, Ge, C, water, and SiO2, all of which are extremely important in nature and materials science.

3.	 過冷却液体の結晶化ダイナミクスの研究・数値計算とコロイド分散系による実験
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

　「結晶」とはその構成要素の配列に秩序を持つ固体物質を指す．半導体シリコン，最新鋭の太陽光発電パネルのゲ
ルマニウムフィルム，高速通信にも用いられる光学素子等，幅広い応用分野で結晶構造が利用されている．しかし結
晶形成過程おいて，乱雑な状態からどのように秩序が生まれるかは未だ解明されていない．そこでブラウン動力学シ
ミュレーション法による数値計算とコロイドを原子・粒子等のモデル系として用いた「コロイド溶液」の秩序化の一
粒子レベル実時間観察を通じて，その解明に努めている．最近，体積分率がきわめて高く，個々の粒子が周りの粒子
に囲まれて動きにくい「ガラス」状態から急に微結晶が生まれる現象とその際の粒子配置との間に関連があることが
示された．これらの研究成果により，人工結晶のデザイン原理等への応用が期待される．

4.	 Origin	of	water’s	anomalies
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）Rui Shi

　Water has many unusual properties, known as water’s anomalies. The density maximum at 277 K （at 1 bar） upon cooling and 
the diffusion coefficient maximum at 1000 bar （at 278 K） under compressing, are well known as water’s thermodynamic and dy-
namic anomalies. However, the origin of water’s anomalies is still under hot debate, and many competing scenarios exist until to-
day. One popular scenario  proposes that water’s anomalies come from a first-order liquid-liquid transition between two forms of 
water, which ends at a second critical point below the homogeneous nucleation temperature. On the other hand, upon cooling wa-
ter’s dynamics slows down rapidly, seeming to diverge at 228 K following the power law. It’s thus widely accepted that water’s 
dynamic slowing down is related to its glass transition. However, both scenarios suffer from the fact that the anomalous behaviors 
are fairly far away from their hypothesized origins, where neither the glass transition nor the second critical point, if it exists, can 
play a major role. Moreover the explanations for thermodynamic and dynamic anomalies are usually developed separately, and a 
unified picture behind water’s anomalies is still lacking. Here we show, by computer simulations of two water models, i.e. TIP5P 
and ST2, that water’s thermodynamic and dynamic anomalies are all originated from two distinct local structures （two states） de-
fined by a second-shell translational order parameter. The two states also explains water’s heterogeneous dynamics. In a unified 
picture, water’s thermodynamic and dynamic anomalies, as well as its anomalous “glassy-like” behaviors, such as dynamic slow-
ing down upon cooling, “strong-to-fragile” transition, dynamic heterogeneity and breakdown of Stokes-Einstein-Debye relation 
are all interpreted by a two-state mechanism.

5.	 コロイド系相分離の実空間解析
教授 田中 肇，講師 （ブリストル大）Paddy Royall
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6.	 コロイド分散系におけるゲル化のメカニズム
教授 田中 肇，博士研究員 （田中（肇）研）鶴沢 英世， 

CNRS Researcher （Institut Lumière Matière， Lyon University）Mathieu Leocmach， 
大学院学生 （田中（肇）研）館野 道雄，講師 （ブリストル大）Paddy Royall

　ゲルとは溶液中で粒子が全空間のネットワークを形成した状態である．本研究室での数値計算から，ゲル化には粒
子間に働く流体力学的相互作用が重要であると考えられており，これを実験的に検証することでゲル化の理解が進む
と期待される．実験系にはコロイド分散系が用いられ，共焦点レーザー顕微鏡で観察することでコロイドの構造と運
動を単一粒子レベルで調べることが可能である．本研究では，ゲル化の過程を直接観察するために，ゲル化に必要な
物質が半透膜を介して観察セル内に取り込まれる実験系を新しく構築した．その結果，セル作製直後においてコロイ
ドは液体状態だったが，時間が経過するとネットワーク構造を作り，ゲル化の過程を直接観察することに成功した．
今後，単一粒子レベルでの解析により，ゲル化における流体力学的相互作用の役割を明らかにしていきたい．

7.	 Investigation	of	the	link	between	dynamics	and	structure	in	colloidal	glasses	by	confocal	micros-
copy

教授 田中 肇，CNRS Researcher （Institut Lumière Matière， Lyon University）Mathieu Leocmach， 
講師 （ブリストル大）Paddy Royall

　A glassy state of matter results if crystallization is avoided upon cooling or increasing density. However, the physical factors 
controlling the ease of vitrification and nature of the glass transition remain elusive. The possibility of a correlation between me-
dium range crystalline ordering and the dynamic heterogeneities which characterizes the glass transition was brought to light by 
recent simulations and 2D driven granular matter experiments in our laboratory. In such systems, the transient slow regions tend 
to correspond in space and time to ephemeral crystal-like regions. The local ordering gets averaged out in large scale experimen-
tal measurements. Tracking colloids in real space by confocal microscopy, we extract each particle coordinate and obtain mean-
ingful statistics at the medium range, like bond orientational order, relaxation time, etc.

8.	 位相コヒーレント光散乱法による複雑流体の測定
教授 田中 肇，講師 （東京都市大）高木 晋作

　コロイド溶液や高分子・液晶などの複雑流体（ソフトマター）を研究する手段として広く用いられている動的光散
乱法は，白濁した試料中で起こる多重散乱がスペクトルを歪ませるため，濃厚系での使用が制限されてきた．われわ
れが開発した位相コヒーレント光散乱法では，2本のレーザー光を用いて試料中の光に干渉縞を作り，散乱光を位相
も含めて検波するため，従来法で見られた多重散乱の影響を完全に除去できる．白濁したコロイド溶液中にゲルなど
の網目構造を構築し，障害中でのコロイド粒子の拡散挙動を，位相コヒーレント光散乱法を用いて調べることで，例
えば生体中での微粒子の挙動に関する新たな知見が得られると考えられ，現在研究を進めている．

9.	 コロイドの凝集過程における流体力学的相互作用の役割に関する研究
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）清水 涼太郎

　コロイドとは，一般的に 1nmから 1μm程度の固体微粒子が液体に分散している状態をいう．相互作用をしない粒
子が液体に分散しただけの単純な系でも，系全体は複雑で豊富なレオロジーを示すことが知られており，その起源と
なる粒子間の流体力学的相互作用はコロイドのダイナミクスを考える上で極めて重要な問題である．また，荷電コロ
イドに塩を添加すると分散状態を安定化させていた粒子間の静電斥力が遮蔽され，粒子自体が持つ van der Waals力
によって粒子は凝集するようになる．この凝集状態がどのような構造を取るか，例えば全体がネットワーク構造（ゲ
ル状態）を形成しているか否か，またその境界となるコロイドの体積分率，イオン強度はどれくらいか，という問題
はコロイド科学において極めて重要である．そのため，これまで多くの理論・数値的研究がなされてきたが，それら
の多くは拡散モデルに基づくものであった．我々は，これまで粒子間の流体力学的相互作用を取り入れたコロイドの
数値シミュレーション法を開発し，二次元系において凝集構造が流体力学的相互作用の有無によってどのように変わ
るか研究を行ってきた．その結果，コロイドが凝集する際，流体力学的相互作用という動的要因により，ネットワー
ク構造を形成することが分かった．これは，流体力学的効果により凝集ダイナミクスの運動学的経路が変わったこと
を示している．しかしながら，予備的な三次元数値シミュレーションを行ったところ，より現実的な三次元系では溶
媒の流れる自由度が二次元より高く，そのため流体力学的相互作用が二次元系ほど顕著でないことを示唆する結果が
得られた．そこで本研究では，これまで二次元系中心に行っていた研究を三次元系で行い，コロイドの凝集過程にお
ける流体力学的相互作用の役割について明らかにし，コロイドの凝集構造に関するより詳細な相図の作成を行うこと
を主な目的としている．さらに，より現実的に扱うためにはイオンの空間分布を独立な自由度として扱うことが必要
であり，この導入によって DLVOポテンシャル粒子系と比べどういった違いが生じるかについても調べたい．

10.	 応用要素法（AEM）を用いた無補強組積造壁を有するRC造建物の耐震性能評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）李 煥九

　応用要素法（AEM）は崩壊に至るまでの破壊現象が，要素間の軸ばねおよびせん断ばねで構成される簡単なばね
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モデルで解析できる構造解析手法である．本研究では，この AEMを用いて，無補強組積造（URM）壁の面外転倒を
考慮した RC造建物の耐震性能評価を解析的に検討することを主目的としている．今年度は，URM壁を含む RC造
架構の検討を行うための前段階として，RC造架構を対象に，歪の局所的集中を考慮しうる AEM解析による非線形
荷重－変形関係の推定を試みるとともに，無補強組積造壁のモデル化手法について検討を行った．

11.	 せん断破壊型鉄筋コンクリート造柱の残存軸耐力評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）松川 和人，助教 （中埜研）崔 琥，大学院学生 （中埜研）楊 勇

　新耐震基準が適用される前に建設された RC造建物では，柱の両側に腰壁・垂れ壁が存在する事例が多く，これら
により柱が短柱化し，地震時にせん断破壊するケースが多発している．このようなせん断破壊が生じやすい短柱に対
し，建物の軸崩壊を防ぐためにはせん断破壊後の残存軸耐力を合理的に評価し安全性を確認することが極めて重要で
ある．そこで本研究では，せん断破壊した RC造柱の残存軸耐力評価手法を提案することを主目的に，本年度は，
RC造試験体の加力実験を行い，昨年度に提案した柱の残存軸耐力評価手法の妥当性を検証した．また，耐震診断や
耐震設計への適用を視野において，本評価手法の簡略化を行い，その適用性を確認した．

12.	 津波漂流物衝突時の衝撃外力が作用する建築物の応答評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）浅井 竜也

　津波来襲時には，船舶などの大型の漂流物の衝突により，建物に衝撃的な荷重が作用することがあるが，これらが
建物全体の挙動に及ぼす影響については十分に把握されていない．そこで本研究では，津波漂流物が衝突する建物の
応答評価手法の提案と，その適用性を検証するとともに，津波漂流物の衝突に対する津波避難ビルの構造設計法を確
立することを目的に，本年度は，まず，津波来襲時の記録映像により漂流物の漂流挙動を分析し，それに基づき漂流
物衝突時の衝撃外力形状を検討した．次に，この衝撃外力に対する建物の応答特性を検討し，これに基づいて導出し
た最大応答層間変形の推定式が，津波漂流物の衝突において実務上想定し得る荷重作用継続時間の範囲内で，精度良
いことを明らかにした．

13.	 地震時修復コストに着目したRC造建物における方立壁の有効性に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）宋 在璟

　東日本大震災では，中層 RC造集合住宅の方立壁が大きな損傷を受けた．方立壁は，その両端が主架構と接続され
ている場合，構造耐力にある程度寄与する一方で，損傷が方立壁に集中することにより建築物の修復費用を増大させ
る要因となる．そこで本研究では，地震時修復コストに着目した RC造建物における方立壁の有効性の把握を主目的
に，方立壁を含む RC造架構の静的載荷実験を行い，実験から得られた損傷量（ひび割れ長さ，ひび割れ幅およびひ
び割れ本数）に基づき，修復費用評価モデルを構築した．また，方立壁を有する RC造多層架構の静的漸増載荷解析
および等価線形化法による応答評価から，ベースシア 0.3～0.4程度の主架構に方立壁を設置した場合，中小地震動レ
ベルであっても，方立壁がない場合よりも修復費用が増大する恐れがあることが確認された．

14.	 RC 造架構に内蔵された無補強組積造壁の面内負担せん断力の評価および面外転倒メカニズムに関す
る実験的研究

教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）Devjyoti Paul

　近年世界各地で無補強組積造壁を含む RC造建物が大きな被害を受けており，特にその壁体の面外方向への転倒破
壊が多発している．本研究では，無補強組積造壁の耐震性能の把握のための面内方向への静的実験と，面外転倒メカ
ニズムの評価ための振動台実験をそれぞれ計画した．本年度はまず，無補強組積造壁を内蔵する 1/4スケールの連層
および連スパン縮小 RC試験体をそれぞれ製作し，その静的加力実験を実施した．全組積ユニットに貼付した 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－変形関係を精度よく再現することができた．
また，面外方向への振動台実験を行っており，現在，その実験結果を分析中である．

15.	 梁降伏型で設計されたRC造建物の大変形時における崩壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）松川 和人，助教 （中埜研）崔 琥，大学院学生 （中埜研）鈴木 彩夏

　梁降伏型全体崩壊機構を想定して設計された RC造建物であっても，柱梁耐力比が小さい等の要因により，崩壊機
構形成前後に柱に塑性ヒンジが生じ層崩壊あるいは過崩壊機構を形成する場合がある．そこで本研究では，梁降伏型
の建物の倒壊に対する安全性評価を明らかにすることを目的とし，部材の強度，階高，外力分布形状から簡便に崩壊
機構とその形成層を予測する手法を提案するとともに，地震応答解析を用いて提案手法の予測精度の確認，柱梁耐力
比による崩壊機構形成層への影響，および本手法の適用範囲について検討を行った．

16.	 津波漂流物がRC造建物に衝突した際のねじれを考慮した応答評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）根本 雄平

　東日本大震災で津波被害が大きな注目を集めたが，津波荷重の評価に関しては研究がなされているものの，津波襲
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来時に漂流した船舶やコンテナの衝突により建物に作用する外力やそれによる建物の応答性状に関する研究は十分に
なされていないのが現状である．そこで本研究では，漂流物が建物に衝突する際の建物平面上の衝突位置に着目し，
これに起因するねじれ挙動を含む建物の応答性状の評価を主目的とする．本年度はまず，漂流物による外力の適切な
設定を目的として，静岡県内の港湾に停泊している船舶の重量や停泊期間などの調査を行うとともに，弾性範囲内に
おいてねじれ挙動を含む建物の応答性状について検討を行った．

17.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　千葉実験所の地震応答実験棟および構造物動的破壊実験棟に設置されている静的破壊実験装置および二次元振動台
を用いて構造物の地震時における挙動を把握するための各種耐震実験を行う．また，弱小モデルによる地震応答観測
も行う．

18.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　千葉実験所内の大型耐震機構実験施設で行う大型実験，ならびに弱小モデルなどを用いた地震応答観測の打ち合わ
せ，データ処理解析，および大型耐震実験に伴う準備や小規模予備実験（材料性能確認試験など）を実施する．

19.	 弱小モデルによる地震応答観測
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　小さな地震でも損傷が生じるように，通常の建物より意図的に弱く設計された縮尺率 1/4程度の鉄筋コンクリート
造 5階建て建物 2体（柱崩壊型モデル，梁崩壊型モデル）を千葉実験所に設置し，地震応答観測を行っている．1983
年 8月の観測開始以来，千葉県東方沖地震をはじめ，200以上の地震動に対する建物の応答を観測することができた．
本年度は観測システムの内，計測装置の更新を行った．また，これらの蓄積された観測結果の分析・解析を行うとと
もに，ニューラルネットワークを利用した履歴推定手法の教師データ等としてこれを利用している．

20.	 水素の物理吸着とオルソーパラ転換・分離
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，特任研究員 （福谷研）大野 哲， 

特任研究員 （福谷研）Dmitry Ivanov，大学院学生 （福谷研）中村 研貴

　固体の表面では水素分子の核スピン状態が転換することが知られており，本研究ではその微視的な機構解明と新た
なスピン計測法の開発を目指して研究を進めている．今年度は，Pd（210）表面で見られる，分子状化学吸着状態に
ついて，共鳴イオン化法を用いて回転状態別熱脱離分光測定を行った．回転量子数が 1と 0の状態について詳細な測
定を行い，脱離温度に約 5Kの差があることを見いだした．吸着エネルギーの吸着量依存性を明らかにすることで，
1次摂動の範囲で吸着ポテンシャルを解析し，吸着ポテンシャルの異方性が +50meV程度であることを明らかにした．

21.	 多孔質材料表面への分子吸着と振動状態
教授 福谷 克之，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三，助教 （福谷研）小倉 正平

　多孔質の材料は，吸着材料として利用される一方，特異なナノ空間を有するため，そこでの分子の凝縮相が興味を
持たれている．今年度は，これまで測定を行った氷のクラスターの赤外吸収分光とアモルファス状態に関するμSR
の結果，さらに酸化チタンナノチューブへの CO2吸着の赤外吸収分光の結果を解析した．氷クラスターについては，
曝露量依存性と温度依存性からクラスター形成のメカニズムを明らかにした．一方アモルファス状態の氷に関して，
μ+の反磁性成分の早い緩和機構とMuのMissing Fractionについて，氷の構造の観点からメカニズムを議論した．

22.	 遷移金属酸化物表面の電子状態・表面伝導
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三， 

大学院学生 （福谷研）浅川 寛太，大学院学生 （福谷研）長塚 直樹，大学院学生 （福谷研）小川 翔平

　酸化物表面は光触媒や新規電子・磁気デバイスとして注目される．今年度は，これまで行ってきたアナターゼ型
TiO2について光電子分光による電子状態測定を進めるとともに，新たに SrTiO3について SrO終端表面の作成に着手
した．アナターゼ型 TiO2に窒素イオンを照射し加熱処理を行うと，新たにギャップ中に電子状態が形成されること
を明らかにした．これは TiO2の可視光活性の要因となっていると考えられる．一方，SrTiO3について，文献に従い種々
の温度で加熱処理を行い，そのときの表面を AFMと AESで評価した．AFMで平坦な表面が観測された試料につい
て AESで評価し，8割以上が SrO終端表面となっていることを明らかにした．この表面について UPSを行い，価電
子帯の構造に変化が生じることを見いだした．
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23.	 スピン偏極水素源の開発と応用
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，特任研究員 （福谷研）大野 哲， 

特任研究員 （福谷研）Dmitry Ivanov，大学院学生 （福谷研）中村 研貴

　水素原子はスピン 1/2を持つ電子と陽子からなる複合ボゾンであり，超微細相互作用により全スピン 1と 0の 2つ
の状態が存在する．一方，水素分子には合成核スピンが 1と 0のオルソ水素とパラ水素が存在する．本研究では，こ
れらのスピン状態が偏極した水素ビームを作成し，スピンダイナミクス解明と散乱を利用した表面磁性プローブを開
発することを目的として研究を進めている．今年度は，水素原子を検出するための共鳴イオン化法と，高効率パラ水
素作成を行った．新たに低温セルに転換触媒を導入し，高効率にパラ水素を作製することに成功した．一方ノーマル
水素を分子源とする分子散乱の実験を行い，TiO2表面から散乱される水素分子の角度分布を回転量子数を弁別して
測定し，両者に違いがあることを明らかにした．

24.	 分子の吸着・脱離と真空工学応用
教授 福谷 克之，助教 （京都大）杉本 敏樹

　水をはじめとする分子の表面吸着は，真空工学や表面反応科学において重要な現象である．本年度は，種々の金属
酸化物表面での，水素，水，一酸化炭素，酸素，の吸着状態について検討を行った．

25.	 金属の水素吸着・吸蔵と表面反応
教授 福谷 克之，准教授 ビルデ マーカス，助教 （福谷研）小倉 正平，特任研究員 （福谷研）大野 哲， 

大学院学生 （福谷研）小林 達也，准教授 （東京学芸大）松本 益明

　金属には水素を自発的に解離吸着し，さらに吸蔵する金属があり，触媒活性や吸蔵金属として注目される．本研究
では，水素吸着・吸蔵における表面効果・歪効果と表面触媒反応に関する研究を行っている．本年度は，AuPd合金
表面における一酸化炭素の赤外吸収分光による詳細な実験を進め，熱脱離分光シミュレーションとあわせて分子
キャップ効果の詳細なメカニズムを明らかにした．また Pd（111）における水素吸収を調べ，高温ではテラスを介し
て吸収が起こる可能性を見いだした．また燃料電池触媒として用いられる Ptナノ粒子について，電子状態と水素吸
着特性を調べるための試料作製および解析装置の開発を行った．

26.	 磁性体表面・界面の磁気構造
教授 福谷 克之，准教授 羽田野 直道，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三， 

大学院学生 （福谷研）浅川 寛太，准教授 （京都工芸繊維大）三浦 良雄

　磁性体薄膜は，磁気記録媒体やスピントロニクスへの応用が期待される．バルク磁性体の磁化方向は，結晶構造に
由来するスピン―軌道相互作用で決まるが，表面や界面では対称性の低下による軌道自由度の変調により特異な磁化
が出現する可能性が指摘されている．本年度は，Fe3O4表面に関する核共鳴散乱とメスバウアー分光の結果を解析し，
表面近傍で磁気キャンティングが生じていることを明らかにした．また鉄薄膜の磁気相転移について，界面近傍で相
転移温度が変化していることを実験的に明らかにし，さらにモデルに基づく相転移挙動の解析を進めた．

27.	 エピタキシャルのエルビウム酸化物薄膜の作成と水素透過特性
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，教授 （東大）松崎 浩之，博士研究員 （東大）Wei Mao

　Hydrogen permeation into structural metals and the potentially resulting embrittlement is a common problem relevant in many 
fields of engineering. Likewise, the retention of hydrogen isotopes in reactor wall material is a very serious concern in nuclear 
（fusion） energy technology. One strategy to reduce hydrogen permeation into materials involves the application of protective 
surface layers that act as a hydrogen permeation barrier. Since erbium oxide （Er2O3） has favorable properties in terms of high 
thermal stability and low bulk H solubility, we evaluated in this year’s research the prospect of thin Er2O3 films as potential H per-
meation barriers. To obtain single crystalline material that would ideally be free of H diffusion-enhancing grain boundaries and 
other defects, we produced the epitaxial Er2O3 films with a newly developed deposition technique, i.e., through ion beam sputter-
ing and post-deposition annealing, onto Si（100） substrates. We characterized the morphology and crystal structure of the Er2O3 
films with scanning electron microscopy （SEM） and X-ray diffraction （XRD） and thereby determined the optimum fabrication 
parameters to obtain single crystalline material. On investigating the solution and diffusion behavior of hydrogen in these Er2O3 
films after high-temperature （873 K） annealing in H2 gas by means of H depth profiling with1H（15N,<alpha><gamma>）12C nu-
clear reaction analysis （NRA）, we found promising properties （a high permeation reducing factor） for potential applications as 
hydrogen permeation barriers.

28.	 多自由度が競合する複雑流体における分子緩和現象の研究
教授 酒井 啓司，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一，特別研究員 （酒井（啓）研）下河 有司， 

協力研究員 （酒井（啓）研）細田 真妃子

　流れ場に加えて濃度場や分子配向，温度勾配などの自由度が相互にカップルする複雑流体においては，各自由度の
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緩和過程が他の自由度からの影響を受けて特異なスペクトルを示す．この緩和スペクトルを精密に測定することによ
り，各自由度間の結合の起源を分子レベルで明らかにする試みを行っている．本年度は異種液体微粒子の生成により
カプセル構造をもつ微粒子の形成技術の開発を行った．

29.	 複雑流体表面の超高分解能マイクロスペクトロスコピー
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，準博士研究員 （酒井（啓）研）永島 嵩之

　液体表面の力学的物性，特に分子吸着に伴う表面エネルギーと表面粘弾性の動的変化を調べる新しい手法の開発を
行っている．本年度は局所的な電場印加によって液体表面の変形を励起し，その応答から表面の力学物性を調べる電
界ピンセット技術を応用した，薄膜状態試料のレオロジー計測が可能な新たな材料評価技術を開発した．また，遠心
力によりミクロな液滴を大きく変形させることで表面張力の測定精度を向上させるレボルビングドロップ技術を開発
し，高粘性ポリマーの表面張力を短時間で測定することに成功した．

30.	 フォトン・フォノンによる分子操作と分子配向素過程の研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一

　異方形状分子からなる液体について，レーザー光を用いた分子配向制御を試みている．熱平衡状態ではランダムに
配向する分子の集団に偏光制御されたレーザーを導入して分子配向秩序をもたらし，その秩序の程度を複屈折計測に
より定量評価する．本年度は，ずり歪場中で回転する複数の球の間に作用する引力―斥力相互作用を用いた動的結晶
化モデルの研究を行った．この技術はフォトニック結晶などの自己組織化的な形成などに応用が可能である．

31.	 ナノ・マイクロ流体ダイナミクスの研究
教授 酒井 啓司，大学院学生 （酒井（啓）研）浜口 透子，大学院学生 （酒井（啓）研）早川 大智

　近年，直径数μm程度の微小流体粒を用いた新たなデバイス作製技術の研究が盛んに行われている．この程度の粒
径では，マクロスケールに比べて無視できなくなる表面エネルギーや表面粘弾性，あるいは流体内イオンによる静電
相互作用により，そのダイナミクスはマクロな液滴とは極めて異なったものとなることが予想される．本研究では，
これまで精密な測定が困難であった微小複雑流体粒の静的構造や粒子運動を観測する新たな手法の開発を行ってい
る．本年度は界面活性剤溶液滴の高速射出・衝突によりマイクロ秒オーダーで起こる界面活性剤分子の表面吸着現象
の観察，及び極小領域での動的濡れ現象の観察を行った．さらに，空中を飛翔する微小液滴のサイズを計測する全く
新しい技術の開発に成功した．

32.	 2 次元凝集体の相転移と臨界現象の研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，博士研究員 （酒井（啓）研）古賀 俊行

　界面活性剤分子や液晶性分子が液体表面に形成する薄膜は，環境に応じて相転移を起す．この相転移について，レー
ザー光による非接触・非破壊観察を行うとともに，薄膜を 2次元流体とみなすモデルによる説明を試みている．本年
度は微小液滴の表面構造を調べる手法の開発を目的として，100ミクロン程度の領域に制限された液体表面を伝搬す
るリプロンの共鳴スペクトルを測定し，これを新たに構築した理論と比較・検討した．

33.	 液体表・界面構造と動的分子物性
教授 酒井 啓司，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一，協力研究員 （酒井（啓）研）細田 真妃子， 

特別研究員 （酒井（啓）研）下河 有司，大学院学生 （酒井（啓）研）松浦 有祐，技術補佐員 （酒井（啓）研）平野 美希

　液体表面や液液界面など異なる相が接する境界領域での，特異的な分子集合体の構造や現象に関する研究を行って
いる．本年度はゲル表面における振動モードの顕微直接観察手法の研究に着手した．これにより，表面張力及びずり
弾性率を復元力として伝搬する複雑流体上の表面振動モードの定量的解析が可能になる．さらに当研究室で開発した
EMS粘度計を，複雑流体の粘弾性スペクトル計測に応用する試みを進めた．また，EMSシステムを超高粘性試料の
レオロジー測定へ応用する試みを開始した．

34.	 フォノンスペクトロスコピーと物性研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一

　光散乱手法を用いて物質中のフォノンの位相速度と減衰を測定し，液晶・溶液・ゲル・生体系など複雑流体の動的
物性の研究を行っている．今年度はフォノン共鳴観察により，散乱能の小さい固体ならびに気体試料中においても超
音波測定に匹敵するフォノン位相速度・吸収測定精度を実現した．さらに，ゆらぎ信号の実時間補足によるフォノン
スペクトルの迅速測定に成功した．

35.	 ハイブリッド乱流モデルの研究
教授 半場 藤弘

　高レイノルズ数の壁乱流のラージ・エディー・シミュレーションを行うには，格子点数の制約から滑りなし条件が
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困難なため壁面モデルが必要となる．レイノルズ平均モデルと組み合わせるハイブリッド計算が精度のよい壁面モデ
ルとして期待される．本研究では，二つのモデルの統合をめざして，スケール空間のエネルギー密度を定義し輸送方
程式を導出し，一様等方乱流やチャネル乱流でのエネルギー輸送について調べた．

36.	 電磁流体乱流のダイナモ機構
教授 半場 藤弘，助教 （半場研）横井 喜充

　地球や太陽などの天体で見られる磁場はダイナモ機構すなわち天体内部の電導性流体の運動によって駆動され維持
されていると期待される．また磁力線がつなぎかわる現象である磁気リコネクションは，天体・宇宙・実験室のプラ
ズマ現象で重要な役割を果たす．本研究では乱流の統計理論を用いて電磁流体のクロスヘリシティーの乱流モデルを
導き，太陽ダイナモ現象や乱流磁気リコネクションなどに適用して考察した．

37.	 回転・熱対流乱流の解析と LESのモデリング
教授 半場 藤弘，助教 （半場研）横井 喜充，技術専門職員 （半場研）小山 省司，大学院学生 （半場研）稲垣 和寛

　円管内の流れに旋回を加えると中心軸付近で主流分布が凹んだり逆流が生じる，また浮力の効果により乱流の乱れ
や主流が駆動されるなど，回転や浮力の効果を受けた乱流は興味深い性質を示す．本研究では座標系の回転と非一様
なヘリシティーの効果によって平均流が駆動される現象を数値的に解析し，乱流モデルの観点から考察した．

38.	 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
特任教授 木村 光男

　燃料電池自動車用圧縮水素容器が晒される高圧水素環境における合理的な水素適合試験法の確立に当たり，対象材
成分範囲の位置づけと，今後の調査で重視するポイントを明らかにし，合理的な判断基準の策定を進めた．

39.	 量子力学における時間の矢
准教授 羽田野 直道，准教授 （バトラー大）Gonzalo Ordonez，上級研究員 （テキサス大）Tomio Petrosky

　我々の世界は（「弱い相互作用」を除いて）時間反転対称性を持つ運動方程式で支配されている．ところが我々は
励起状態が崩壊する様子ばかり目にする．このように時間に向きがあるように見える現象を時間の矢と呼ぶ．時間反
転対称な運動方程式から，どのように時間の矢が現れるのかは古くからの大問題である．近年は特に正統的な非平衡
統計物理学の立場から量子系の時間発展を改めて議論しようという気運が高まっており，古くからの「時間の矢」の
問題が再び重要性を増している．我々は量子力学における時間の矢の出現を 2段階で説明した．まず，シュレーディ
ンガー方程式には時間反転対称性があるが，開放系では時間反転対称性を破る解が存在しても良いことを示した．た
だし，解は必ず互いに時間反転対称な崩壊解と成長解のペアで出現するので，解の系全体としては時間反転対称性を
保っており，矛盾はない．次に，初期条件問題を解くと常に崩壊解が選ばれること，逆に終末条件問題を解くと常に
成長解が選ばれることを示した．以上から，時間の矢は，開放系において時間反転対称性を破る解が出現し，かつ，
初期状態問題に注目するために常に崩壊する現象を目にするという筋書きを明らかにした．

40.	 PT 対称な非エルミート量子系
准教授 羽田野 直道，特別研究員 （羽田野研）Mariagiovanna Gianfreda， 

助教 （大阪府立大）Savannah Garmon，教授 （イスラエル工科大）Nimrod Moiseyev

　PT対称性とは空間的に反転する操作 Pと時間的に反転する操作 Tを同時に行ったときに系が不変になるという対
称性である．例えば，系の左方に粒子の湧き出しがあり，右方に粒子の沈み込みがある場合である．このような系は
粒子の出入りがあるので一般にハミルトニアンが非エルミートになるが，左から湧き出た粒子が定常的に右に沈み込
むような状態に対しては実数固有値を与える．1998年に理論的に提案された当時は学術的な興味しか持たれなかっ
たが，最近になって幾つも実験が出現し，新しいデバイスへの応用も期待されるようになった．我々はこのような系
を何種類か考え，それらの基本的性質を明らかにした．

41.	 エルミートおよび非エルミートなランダム鎖の局在長の多項式展開による計算アルゴリズム
准教授 羽田野 直道，准教授 （ハイファ大）Joshua Feinberg

　1次元ランダム系の局在長の逆数を多項式展開によって数値計算するアルゴリズムを開発した．エルミート系と非
エルミート系のそれぞれに対して多項式展開の公式を与えた．エルミート系では局在長の逆数をエネルギーの関数と
して得られる．非エルミート系に対しては，状態密度も併せて計算できる．

42.	 複雑ネットワークの静的および動的解析
教授 （Strathclyde大） Ernesto Estrada，大学院学生 （ESPCI-ParisTech）Ruben Bueno，准教授 羽田野 直道

　人間社会やコンピュータ・ネットワーク，生体内のタンパク質ネットワークなどは，共通の性質を持っており，そ
れらをまとめて「複雑ネットワーク」と呼んで，世界的に研究されている．我々のグループでは，ネットワークの中
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でどのノードが中心性を強く持っているか，あるノードと別のノードはどれくらい強く通信性を持っているかなどを
定量的に議論するための指標を，統計力学の原理に基づいて導入した．特に後者を用いて，複雑ネットワークの中で
どのようなコミュニティーが存在するかを検出するアルゴリズムを提案した．また，複雑ネットワークにおける隣接
行列では，大量にゼロ固有値が縮退しており，それらに対応する固有ベクトルはネットワークの局所的構造に強く局
在していることを示した．

43.	 測定による仕事取り出しに基づく量子 Jarzynski 等式
大学院学生 （羽田野研）森國 洋平，大学院学生 （羽田野研）田島 裕康，准教授 羽田野 直道

　これまで統計物理学では，熱力学的な系がする仕事は系のエネルギー減少と同一視され，そのプロセスはユニタリー
時間発展で記述されてきた．しかし近年，このような方法で取り出した仕事を精度よく知ることができないことが指
摘され，新たな定式化として，仕事の取り出しのプロセスを量子測定プロセスとして記述することが提案されている．
本研究では，この測定プロセスによる仕事取り出しに基づいて量子 Jarzynski等式を導き，従来の結果に補正が必要
なことを示した．

44.	 メゾスコピック系定常熱機関の熱力学
大学院学生 （羽田野研）山本 薫，教授 （Ben Gurion大） Ora Entin-Wohlman， 

教授 （Ben Gurion大） Amnon Aharony，准教授 羽田野 直道

　ランダウアー公式が成り立つような，メゾスコピック系量子輸送モデルを考える．最近では，特にパワー最大時最
大効率の研究の文脈で，このようなメゾスコピック系を熱機関として捉える見方がされている．そこで我々は，まず
熱力学を用いて熱流を明確に導出し，その熱力学的妥当性を示した．さらに，導出した熱流の式にランダウアー公式
を適用することで，エントロピー生成が正であること，さらに効率の上限がカルノー効率であること，透過関数が特
定のエネルギーでのデルタ関数である場合にのみカルノー効率が達成可能であることを示した．

45.	 非エルミート系における例外点周りの量子ダイナミクスの厳密計算
大学院学生 （羽田野研）高木 六玄，准教授 羽田野 直道

　非エルミートハミルトニアンで記述される系では，ハミルトニアンのパラメータを変化させると，2つ以上の固有
値と固有状態が同一になりハミルトニアンが対角化できなくなることがある．このようなパラメータを例外点と呼ぶ．
Gilaryらの数値実験によれば，2次正方行列の非エルミートハミルトニアンで表される系で，例外点を中心にパラメー
タを特定の方向で一周させると，どんな初期状態からでも特定の終状態になることが示唆された．我々はこの問題を
解析的な計算によって考えた．時間発展演算子が厳密に計算できるモデルを発見し，このモデルでの計算で前述の結
果を再現することができた．

46.	 量子熱機関における熱浴との非マルコフ接触の効果
大学院学生 （羽田野研）白井 佑治，准教授 羽田野 直道

　古典熱力学機関に対し，系の有限サイズ効果，各種量子効果を取り入れたものが量子熱機関である．そのような効
果による古典系とは異なった振る舞いの探求は，非平衡・統計力学分野の問題提起や，そのさらなる理解を促してき
た．これまでの量子熱機関では多くの場合熱浴との接触が比較的穏やかなマルコフ近似の元で発展してきた．我々は
そのような領域から外れた非マルコフ接触を調べていく中で，系のダイナミクスのみならず，第 0法則の破れ，系と
熱浴とのエンタングルメントの発生などを見出した．またこのようなリソースをエンジンサイクルの中でどのように
役立てられるか研究している．

47.	 テンソルネットワークによる古典スピン系の計算
大学院学生 （羽田野研）堀田 義仁

　グラフ上の古典スピンは従来の格子上の古典スピンの一般化である．量子スピン系の数値計算で発展した密度行列
繰り込み法に量子情報のアイデアが取り込まれ，テンソルネットワークというグラフ上のスピンを対象にしたアルゴ
リズムが近年盛んに研究されている．テンソルネットワークは繰り込み群・場の理論的な解析的手法等の既存の研究
手法との相乗効果で活躍の場を広げている．我々はその中でも特にテンソルネットワークによる古典スピン系の数値
計算を研究している．昨年度はテンソルネットワークを用いた確率過程の数値計算手法を提案した．

48.	 可積分周期駆動系におけるヒーティング
大学院学生 （羽田野研）石井 隆志，特任助教 （東北大）桑原 知剛，助教 （東大）森 貴司

　ハミルトニアンが時間周期的に変化する系が長時間後に到達する状態の解明は非平衡統計力学の一般的問題として
古くから研究がなされている．可積分時間周期量子多体系の長時間後の状態は初期状態依存の一般化ギブスアンサン
ブルで与えられることが Lazaridesらによって示唆されており，可積分周期系では無限温度へのヒーティングは起こ
らないとの認識が広く持たれていたが，我々は可積分周期系においてもヒーティングが起こりうることを示した．
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49.	 低温パラジウム表面における水素吸着・吸収ダイナミクス
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，特任研究員 （福谷研）大野 哲

　The understanding and control of the hydrogen transportation process across palladium （Pd） surfaces （e.g., from H2 molecules 
in the gas phase, through surface-adsorbed H atoms, to Pd-dissolved H atoms in the metal interior during absorption） is crucial 
for hydrogen storage and purification applications as well as for hydrogenation catalysis. Our previous research with Pd single 
crystals has evidenced that hydrogen absorption kinetics are sensitive to the surface atomic structure, which is determined by the 
crystallographic surface orientation. We revealed that rather than the densely packed and atomically flat （111） and （100） surfac-
es, the more open and atomically corrugated （110） and （210） surfaces of Pd are especially active for H2 absorption. In this year’s 
research we confirmed experimentally （through thermal desorption spectroscopy, TDS） that theoretically predicted molecularly 
chemisorbed H2 states actually do exist on these surfaces at low temperatures. Such molecularly bound chemisorption states are 
discussed as precursors for the dissociation of H2, which is the essential first step in the absorption mechanism. We were also able 
to detect the chemisorbed H2 species on Pd（210） with hydrogen depth profiling via1H （15N,<alpha><gamma>）12C nuclear reso-
nance analysis, yet the theoretically expected orientation of the H2 molecular axis parallel to the surface could not be confirmed, 
presumably due to perturbation of the adsorption state by the energetic 15N ion beam. Instead, we obtained clear evidence that the 
Pd （210） surface remains active for hydrogen absorption even at 30 K, which suggests that tunneling effects may play an impor-
tant role in the low temperature absorption mechanism.

50.	 パラジウム表面における水素化触媒反応機構の解明
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，特任研究員 （福谷研）大野 哲， 

教授 （東大）吉信 淳，技術専門職員 （東大）向井 孝三

　Palladium （Pd） is the most efficient catalyst to selectively add two hydrogen atoms to the C=C double bond of unsaturated hy-
drocarbon molecules （such as olefins）. We demonstrated earlier that this industrially highly important catalytic reaction critically 
depends on the availability of hydrogen dissolved inside the palladium metal. On the other hand, the Pd catalyst surface is also 
fully covered with chemisorbed hydrogen during the catalysis. The respective roles of this surface hydrogen and of the Pd-dis-
solved hydrogen in the catalytic reaction had not been fully understood so far. To clarify this fundamental question, our research 
in this year complemented our earlier thermal desorption spectroscopy （TDS） investigation of a typical catalytic olefin hydroge-
nation reaction （2-butene （C4H8） to butane （C4H10） on a Pd（110） single crystal model catalyst） with the vibrational analysis of 
the adsorbed butene reactant states using high-resolution electron energy loss spectroscopy （HREELS）. Results of TDS and nu-
clear reaction analysis （NRA） demonstrated that the role of the Pd-dissolved hydrogen is to supply reactive surface H species for 
the hydrogenation reaction by enabling H atoms to re-emerge from the Pd bulk onto the Pd catalyst surface that remains saturated 
with chemisorbed hydrogen. The HREELS data now additionally clarify that the C=C double bond of the reactive butene adsor-
bate remains intact during this reaction. The results reveal furthermore that surface-adsorbed hydrogen functions as a modifier for 
the butene adsorption state. The surface hydrogen weakens the butene interaction with the Pd surface and strongly suppresses the 
decomposition of the olefin. These latter two effects substantially enhance the selectivity of the catalyst for the hydrogenation re-
action. A manuscript reporting the study has been accepted for publication in J. Phys. Chem. C. We also performed HREELS 
measurements of butene molecules at PdAu alloy model catalyst surfaces.

51.	 セリウム酸化物薄膜の表面水素終端と水素吸収特性
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，Prof. （Fritz-Haber-Institute）Hans-Joachim Freund， 

Dr. （Fritz-Haber-Institute）Florencia Calaza

　Cerium oxide （CeO2） is an insulating ionic material with a reducible surface that shows high efficiency as a catalyst for several 
selective hydrogenation reactions of organic molecules. The catalytic activity has been shown to correlate with the oxidation state 
of surface Ce ions. Highest reactivity is found for fully oxidized CeO2（Ce4+）. Hydrogen as a surface hydroxyl （OH） group or 
bulk impurity in the CeO2 material is being discussed as a potentially reactive species that may influence the catalytic property of 
the CeO2 surface. To verify or challenge this hypothesis in this year’s research, we successfully fabricated a few nanometer thin 
epitaxial CeO2 films on a Ru（0001） substrate using a well-controlled ultrahigh vacuum （UHV） deposition technique and evalu-
ated the H content on the surface and in the film volume after annealing in 0.1 Pa H2 at 200oC with quantitative hydrogen depth 
profiling via1H（15N,<alpha><gamma>）12C nuclear reaction analysis （NRA）. The results establish a correlation between the sur-
face oxidation condition and the surface H coverage, which presumably reflects the presence of OH. At room temperature and H2 
pressures below 0.1 Pa, fully oxidized CeO2 surfaces bind the highest H coverage in the order of one monolayer, whereas reduced 
or defective CeO2 films only stabilize a fraction of this surface layer density. Under UHV, we found measureable, yet still rather 
small H concentrations （less than one percent of the CeO2 atomic density） only in highly defective CeO2 films.

52.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆
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53.	 岩の風化と斜面災害に関する研究
准教授 清田 隆

　極端な干ばつと豪雨の繰り返しが地盤の風化や斜面の安定性に及ぼす影響を，原位置試料を用いた改良型一面せん
断試験により検討している．本試験機では，せん断クリープ状態において供試体の乾燥・湿潤および温度調節が可能
である．

54.	 液状化地盤の強度変形特性に及ぼす地盤の微視的構造の影響
准教授 清田 隆

　砂地盤の液状化特性は密度や粒度特性だけでなく，その微視的構造の影響を受ける．これらの関係を総合的に理解
することは，年代効果も考慮できる合理的な液状化予測手法の確立，液状化試験用の不撹乱試料の品質評価にもつな
がる．本研究では室内試験における微小せん断剛性率の計測を併用した三軸・中空ねじりせん断試験，および様々な
現場調査により，この課題に取り組んでいる．

55.	 ジオセルを用いた補強土擁壁の地震時安定性に関する研究
准教授 清田 隆

　支持力向上を目的としたハニカム構造ジオセルを，盛土内の引張補強材としても利用できるよう開発した．本研究
では，これを用いた土中引き抜き試験，振動台模型実験により，ジオセル補強土擁壁の地震時安定性の検討を行って
いる．

56.	 金ナノロッドのアレイ構造の設計とそれを用いた表面増強赤外分光法
准教授 芦原 聡，研究実習生 （芦原研）竹上 明伸

　赤外分光の高感度化に適した金ナノロッドアレイ構造の探索を行った．金ナノロッドはその長さを調整することで
中赤外域に共鳴をもたせることができるが，アレイ構造になると，孤立系とは異なる電場増強特性を示す．アレイ構
造では，ナノロッドを適切に配列させることで，孤立ナノロッドよりも大きな電場増強効果を得ることができる．周
期間隔を調整し電場増強度が最大になる構造を用いた際に，分子振動信号の増強効果も大きくなることがわかった．
さらに，基板によって，孤立ナノロッドからの電場増強度の伸びが異なることもわかり，ZnS基板と CaF2基板とで
電場増強，分子振動信号の増強効果の比較を試みた．

57.	 固体中プロトン移動反応の観測・制御
准教授 芦原 聡，特任研究員 （芦原研）櫻井 敦教

　高度に波形整形されたレーザーパルスを用いて，物質の量子状態を制御すれば，反応ダイナミクスを自在に操るこ
とが可能になると考えられている．われわれはとくに中赤外域の波形整形を通じて，固体中のプロトン移動反応を観
測・制御することを目指している．本年度はその予備実験として，高濃度に水素がドープされた試料を作成し，その
赤外吸収スペクトルのピークを観測した．これは固体酸化物中に存在する水素の OH振動吸収に由来するものである．
さらにポンプ・プローブ実験を行い，この OH振動に由来すると考えられるピークを捉えることもできた．今後はそ
の詳細なダイナミクスを明らかにする．

58.	 表面増強赤外非線形分光
准教授 芦原 聡，特別研究学生 （芦原研）草 史野

　金ナノロッドにおけるプラズモン共鳴と，中赤外長短パルスを組み合わせることにより，時間的にも空間的にも局
在した電場を創りだすことができる．この局在赤外電磁場を用いた高感度な赤外非線形分光の実現が本研究の目的で
ある．フッ化カルシウム基板上にナノロッドアレイを作製し，タングステンカルボニル分子を混ぜたアクリル樹脂を
スピンコートした．このサンプルを用いてポンプ・プローブ測定を行ったところ，10nJという低いパルスエネルギー
でタングステンヘキサカルボニル分子の赤外非線形信号を観測することができた．本手法は，単分子膜などの極めて
薄い試料の計測や界面での反応の計測に応用できるだろう．

59.	 複雑流体物理学
准教授 古川 亮

　ガラス・過冷却液体のダイナミクスからコロイド分散系，微生物の協同運動まで幅広く研究を行った．主にはガラ
ス転移の物理機構の理論的な予測・解明に向けた努力を展開しているが，2015年度の成果は以下の通りである：（i）
粘性係数の温度依存性の違いから，ガラス形成物質は“strong”と“fragile”に大別されるが，そのカテゴリ分けの
背後にある緩和機構の明確な違いを初めて見出した．（ii）過冷却液体の輸送・レオロジー特性と空間相関・構造の
関係性を理解する手段としてのマイクロレオロジー的アプローチについて，その妥当性について分子動力学シミュ
レーションにより詳細に検討した．（iii）高密度分散液中の粒子抵抗について，シミュレーションを主とする研究を
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行い，（近接）流体相互作用による協同性の増幅が，抵抗係数の発散の様態に強く関与していることを見出した．

機械・生体系部門
1.	 超耐熱合金の高速切削における高性能工具の開発

教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）方 正隆

　超耐熱合金やステンレス鋼などの難削材を高速・高能率で切削するため，切削工具の寿命を飛躍的に延ばす高性能
工具の開発を行っている．

2.	 ロボット切削システムの開発および性能評価
教授 帯川 利之，先進ものづくりシステム連携研究センター，特任研究員 （帯川研）林 遵

3.	 レーザ加熱併用超音波振動マイクロインクリメンタル・フォーミング
教授 帯川 利之，学部学生 （東京電機大）齊藤 揚，特任研究員 （帯川研）林 遵

　インクリメンタル・フォーミングはシートメタルのラピッドプロトタイピングとして使用されているが，本研究で
は，微小工具を使用したマイクロ・インクリメンタル・フォーミングに及ぼす超音波振動と加熱の影響を検討してい
る．

4.	 難削材の高速切削における高圧クーラントの効果
教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）松本 航

　高速切削では，工具冷却のためのクーラントが不可欠である．本研究では数値流体解析により，刃先近傍のクーラ
ントの流れを可視化するとともに，クーラントが刃先近くへ侵入する条件について検討した．

5.	 高速・高能率・高精度加工のための工具経路の選定
教授 帯川 利之，東海大 関根 勉

　ラジアスエンドミルやフラットエンドミルによる高速・高能率・高精度加工を目的として，工具経路の選定，特に
工具経路の間隔の設定に関する幾何学的な切削モデルの構築を行った．

6.	 形状記憶合金アクチュエータ素子の計算モデリングに関する研究
教授 都井 裕，大学院学生 （都井研）成田 律太

　形状記憶合金（SMA）アクチュエータ素子の超弾性変形挙動，形状記憶挙動に対する材料モデルおよび有限要素
解析ソフトの開発を進めている．本年度は，SMAを用いた平面骨組構造の超弾性変形挙動の有限要素解析に，有効
要素長を考慮した順応型 Shifted Ingegration法（ASI法）を適用した．SMAを用いたハニカム構造への応用計算を実
施し，文献の実験結果との比較により，計算効率と計算精度に優れていることを実証した．

7.	 導電性高分子アクチュエータ／センサ素子の計算モデリングに関する研究
教授 都井 裕

　イオン導電性高分子材料（Nafion，Flemionなど）および導電性高分子材料（Polypyrrol，Polyanilineなど）による
アクチュエータ／センサ素子の電気化学・力学連成挙動の有限要素解析に関する研究を進めている．本年度は，これ
らのイオン性電気活性ポリマー（Ionic Electro-Active Polymer）を用いたアクチュエータと力学センサに対し，同じ支
配方程式系に基づく統合化モデリングについて検討した．

8.	 工学構造体の計算損傷力学に関する研究
教授 都井 裕，学術支援職員 （都井研）線 延飛，大学院学生 （都井研）升岡 正

　連続体損傷力学に基づく構成式モデルと有限要素法による局所的破壊解析法を各種の工学構造体の損傷破壊挙動に
応用するための基礎研究を行っている．本年度は，衛星用スラスタ燃焼器のクリープ疲労挙動に対する部分連成解析
を実施するとともに，同じく部分蓮成解析法により，自動車用多層塗膜の 2種類の衝撃損傷解析，すなわち引張破壊
解析と横衝撃破壊解析を行い，実験結果との比較により，材料モデルを検証した．

9.	 数値材料試験と構造物の疲労寿命評価への応用に関する研究
教授 都井 裕，研究員 （都井研）岡 正徳

　材料の損傷・破断を含む構成式挙動をシミュレートするための連続体損傷力学モデルによる数値材料試験，および
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有限要素法を併用した完全／部分連成解析法の構造要素・疲労寿命評価への応用に関する研究を行っている．本年度
は，鋼材熱処理時の高精度相変態予測解析とクランクシャフトの高周波焼入れ過程への応用計算を実施し，残留応力
の実測対比による有用性の検証を行った．

10.	 自己修復材料のモデリングと有限要素シミュレーションに関する研究
教授 都井 裕，学術支援職員 （都井研）線 延飛

　材料あるいは構造の安全性，信頼性，経済性を一層向上させることを目的として，生物と同様の自己修復機能を付
与した自己修復材料の開発が活発化している．本研究は，高分子，金属，セラミックス，コンクリート，複合材料な
どの様々な材料分野における自己修復材料のモデリングおよび構造挙動の有限要素解析法の確立を目的としている．
本年度は，水和を考慮したコンクリートおよびモルタルの損傷力学モデリングにおいて，自己修復の影響を検討した．

11.	 空間骨組構造の順応型有限要素解析手法に関する研究
教授 都井 裕

　海洋構造物，機械構造物，土木・建築構造物などに見られる大規模・空間骨組構造の様々な崩壊問題に対し，順応
型 Shifted Integration法（ASI法と略称）に基づく合理的かつ効率的な有限要素解析手法を開発し，静的・動的崩壊を
含む各種の非線形問題に応用している．今年度は，形状記憶合金を用いた平面骨組構造の超弾性挙動に対する計算ア
ルゴリズムを構築し，ハニカム解析における有用性について検討した．

12.	 射出成形におけるホットランナーの研究
教授 横井 秀俊，特任研究員 （横井研）大和田 茂

　本研究では，射出成形においてランナーレス技術として使用されるホットランナーシステムに着目し，ホットラン
ナー組込金型によるキャビティ内流動現象およびホットランナーマニホールド内の樹脂流動挙動，これらを明らかに
することを目的としている．本年度は，ホットランナー特有のゲート周りに形成される同心円状フローマークの生成
過程について，フローフロント追従可視化により検討した．樹脂流動挙動とフローマーク生成位置との相関を明らか
にし，生成メカニズムを提示した．

13.	 加熱シリンダ内可塑化樹脂のインプロセス多点サンプリング装置の開発と繊維折損の評価
教授 横井 秀俊，大学院学生 （横井研）馬 賽

　本研究では，ガラス繊維強化樹脂の繊維長分布の評価を目的として，新たに加熱シリンダの側壁部からインプロセ
スで内部樹脂を抽出できるサンプリング装置を開発した．同装置を用いてチェックリング形状がガラス繊維折損に与
える影響について検討し，繊維折損を抑制するチェックリング形状の具体的な指針を示した．

14.	 超臨界流体を用いた微細発砲射出成形における発泡層構造形成過程の解析
教授 横井 秀俊，協力研究員 （横井研）山田 岳大

　本研究では，超臨界流体を利用した微細発泡射出成形における成形品の発泡構造及びその形成過程を明らかにする
ことを目的としている．本年度では，成形品表面に形成される無発泡層と，成形品中心領域に形成される発泡層との
境界領域に形成される扁平化した大きな気泡が分布する層（コア層Ⅰ）の形成過程を解析した．動的可視化により，キャ
ビティ壁面近傍のせん断ひずみ速度が高い領域において（1）速度差の生じた扁平化した気泡同士の接触による合一
と（2）気泡径の急激な拡大を確認した．この観察結果をもとに，コア層Ⅰが形成されるモデルを提示した．

15.	 赤外線放射式温度センサを用いた型内離型の計測
教授 横井 秀俊，技術専門職員 （横井研）増田 範通，研究実習生 （横井研）木暮 友寛

　本研究では，ひけやそり等不良現象の生成と密接に関係している型内離型の計測手法確立を目的として，赤外線放
射式温度センサを用いて型内離型の発生タイミングを検出する方法を提案した．赤外線放射温度式センサの波形変化
に注目することで型内離型タイミングを特定できることが可視化実験を通して具体的に明らかになった．また，本手
法を各種条件に適用し，本手法の有効性を実証的に明らかにした．

16.	 Bio-Likeness ロボットの研究
教授 山中 俊治

　本研究では人に生命感を想起させるロボットを制作する．一般的にロボットは産業用ロボットを除くと生体模倣を
基軸とした設計が主であるが，特にそれらにおいては構造と外装の設計を分けて考えがちである．制御部品やモータ
は覆い隠される傾向にあるが，構造によるふるまいと外観は同時にデザインされるべきであると考えている．このよ
うなデザイン・エンジニアリング手法を取り入れた設計は，ブラックボックス化を防ぐだけでなく，メンテナンス性
の向上にもつながる．
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17.	 AM（Additive	Manufacturing）を用いた新しいもの作りの研究
教授 山中 俊治

　近年，3Dプリンタの普及によって生産技術の現場は大きく変革しているが，その反面で，AMの効果を最大限活
かしたコンテンツの発見にはまだ至っていない．本研究では，AMの製造技術を理解したうえで可能となるものづく
りの方向性を示すことを目的としている．

18.	 アスリート用義足のデザイン
教授 山中 俊治

　主に陸上競技用の義足の開発を行う．2008年から始まったプロジェクトの一貫として，身体のラインに沿うデザ
インの機能的かつ美しい義足の開発を行っている．断端に合わせて作成するソケットは，従来義肢装具士の手作業で
作られており，重量の最適化や外観のデザインは十分になされていなかった．本研究では，3次元計測とドライカー
ボンの製造技術を用い，軽く，強度に優れ且つ美しい義足を開発する．

19.	 AM技術を用いた義足のデザイン
教授 山中 俊治

　現在，義肢装具士の手づくりで行われている義足のソケット製作のプロセスに AM技術を導入することで，美し
い外観を持ち且つひとりひとりにフィットするソケットをデザインする．3次元計測による義肢装具士が行っている
ソケット製作のノウハウを定量化，積層造形技術の特性を活かした美しい外観と機械特性を両立するデザイン手法の
開発を行う．

20.	 細胞を用いたものづくりの研究
教授 山中 俊治

　細胞を生体素材として扱う研究をもとに，細胞を用いたものづくりの可能性を探る研究．人工的に生体機能を再現
しようとする際に生じるであろう美学的問題や人の認知に関係すると思われる事象を取り上げる．また，生体科学に
おける実験環境そのものにも着目し，バイオメディカ機器のデザインも行う．

21.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）丁 晟

　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，熱間圧延における材質予測技術の開発を目指して，鉄鋼材料，非鉄金
属材料，生体材料などを対象とした研究を行っている．

22.	 超軽量薄肉構造を実現する高比強度材料の精密スプリングバックフリー成形
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）瓜屋 祐，大学院学生 （柳本研）何 羽健，大学院学生 （柳本研）姚 秋陽

　薄板プレス成形後のスプリングバックは，この技術分野における永遠の課題であり，その低減技術の学術的・経済
的効果は非常に大きい．近年，地球環境維持のための車両軽量化のために比強度の高い金属素材の利用が増加してい
るが，これらの素材のスプリングバックは大きく，製造加工において大きな問題となっている．本研究の過程で，高
張力鋼板でも 500℃といった温間温度域でスプリングバックをゼロにできることを，世界で初めて見出した．高温多
段圧縮試験設備に水冷設備を内蔵した金型を設置し，高精度にプレス焼入れ時の温度履歴を制御できる試験を行うこ
とで，ホットスタンピング時の諸特性の解明を可能とした．更に熱硬化性 CFRPの成形と構造最適化に取り組んでい
る．

23.	 高温変形加工時の降伏応力と材料組織変化に関する研究
教授 柳本 潤，技術専門員 （柳本研）小峰 久直，大学院学生 （柳本研）永井 彩未， 

大学院学生 （柳本研）垣内 蒼生，大学院学生 （柳本研）下村 勇貴

　熱間加工時の降伏応力は，負荷特性に影響する主たる要因であり，また CAE解析における材料条件ともなるため，
定量的な把握とデータベース化が強く求められている．熱間加工においては塑性変形により誘起される再結晶を利用
した結晶構造制御が行われる．この分野は，加工技術（機械工学）と材料技術（材料工学）の境界に位置してるため，
重要度は古くから認知されてはいたものの，理論を核とした系統的な研究が極めて少ない状況にあった．本研究室で
は，再結晶過程についての実験的研究と，FEMを核とした理論の両面からこの問題に取り組んでおり，既に数多く
の成果を得ている．
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24.	 半凝固処理金属の製造技術に関する研究
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）テ テチョ

　金属溶湯にせん断攪拌および急速冷却を加えて半凝固スラリーを連続的に製造する新しい方法として，せん断冷却
ロール法（SCR法）を提案し，各種条件下での製造実験を繰り返しつつ，プロセスの特性解明を進め，所要の半凝
固スラリーを得るのに要する加工条件を探索している．併せて，得られた半凝固スラリーの内部構造や凝固終了後の
機械的特性について調査を進めている．

25.	 超軽量構造を実現するための複層鋼板のプレス加工
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）呉 博尋

　高強度鋼板のサンドイッチ構造である複層鋼板のプレス成形性について研究を行っている．高強度・低延性である
たとえばマルテンサイト系鋼板と高延性であるオーステナイト系ステンレス鋼板を複層化することで，広い成形可能
範囲をもった高強度鋼板を実現できること，たとえば伸びわずか 1.5％の SUS420J2を含む複層鋼板は，150程度の曲
げ加工に耐えることができること，などを明らかにしてきた．今後は各種複層鋼板のプレス成形性について明らかに
していく予定である．

26.	 幅拘束大圧下制御圧延による易成形高強度バイモーダル薄鋼板の製造基盤研究
教授 柳本 潤，日本金属（株）平松 周祐

　易成形高強度バイモーダル薄鋼板を，添加合金元素を最小化した軽元素組成にて，1パス圧下率 70～90％の範囲で
の幅拘束大圧下制御圧延により製造するための基盤研究を行う．幅拘束大圧下制御圧延とは，幅方向変形を束縛する
ことで，圧延時の応力状態を 3軸圧縮応力に近い状態を保ちつつ強加工を与える圧延プロセスである．これをスタン
ド前後の加熱冷却装置と直結することで，a）α域あるいはα＋γ二相域からの自己発熱（加工発熱）による逆変態，b）
圧下率 70～90％の範囲での幅広がりなしでの大圧下圧延，c）圧延直後冷却による加速変態を組み合わせた，鋼板の
革新的制御圧延プロセスを実現する．

27.	 マイクロ 3次元光造形法の開発
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　本研究では，赤血球のマイクロ挙動解明に向けたモデル実験に用いる，3次元特殊形状マイクロビーズの造形を念
頭においた，マイクロ流路内に複雑な 3次元形状の構造物を高速造形する手法の開発を目的とする．本手法で作成す
る赤血球モデルの混相流計測を行うとともに，本手法が持つ高速性，製作精度，生産性，造形できる形状および機能
の自由度の高さといったアドバンテージを生かし，マイクロ流体デバイスの開発手法に強力な造形ツールとして提案
する．

28.	 色収差を利用した 3次元マイクロ速度場計測法の開発
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道，研究実習生 （大島研）松浦 佑樹，研究員 （大島研）向井 信彦

　本研究では，共焦点マイクロ PIV（Particle Image Velocimetry：粒子画像流速測定法）の欠点であった 3次元計測に
向けて，クロマティック（色収差）レンズを利用した，3次元マイクロ速度場計測法の開発を行っている．本手法は
面倒なキャリブレーション作業を必要とせず，シンプルな機器構成で実現できるアドバンテージがあり，従来の手法
よりも高倍率・高解像な計測が可能である．本手法においては光学設計とともに高精度な画像処理技術と 3次元速度
算出アルゴリズムの開発が重要な要素である．

29.	 デジタルホログラフィック計測によるマイクロ流動現象の 3次元計測
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　血液診断チップに代表されるマイクロ流体デバイスは，多くの利点から爆発的な普及が期待されているものの，デ
バイス内で起きている 3次元的で複数の物理現象が重複した流れを定量的に計測する手法が確立されていないこと
が，実用化に向けた障害となっている．本研究では，対象の 3次元情報を 2次元のホログラム画像に記録できるデジ
タルホログラフィック顕微鏡（DHM）を用いて，これらマイクロスケールにおけるマルチフィジックス現象の定量
的な計測を目指す．特に，本計測手法を用いて，マイクロ流体デバイスで頻繁に用いられるマイクロ液滴の流動挙動
計測を行う．

30.	 樹脂を用いた動脈瘤塞栓術の開発
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道，准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治

　本研究は，動脈瘤内部に塞栓物質を充填させて瘤の破裂を防ぐ，「塞栓術」と呼ばれる血管内治療法に対し，塞栓
材料として新たに液体樹脂を用い，血管内で硬化させる新たな手法の開発を目的としている．本手法は，硬化のタイ
ミングと位置を制御可能とする画期的な技術で，手術失敗のリスクを低減させるだけでなく，より安価で安全な塞栓



195

２．研究部・センターの各研究室における研究

物質を用いて患者の負担を減らし，また塞栓術市場における国際競争力を奪還する経済的効果も期待できる．

31.	 多波長共焦点マイクロPIV によるマイクロ混相流の可視化計測
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　近年，発展の目覚しいマイクロ TASの分野においては，混合や分離，化学反応，運搬といった様々な機能を，微
少流体の正確な操作により実現することを目的としている．主なアプリケーションとして，マイクロ液滴を用いたデッ
ドボリュームの少なさによる混合や反応の高速化，生体細胞や DNAを内包しての運搬などが開発されている．これ
ら主な機能を果たすのは液滴や固体粒子が混在する液液混相流もしくは固液混相流である．そのため，マイクロスケー
ルにおける各相の相互作用の解明が重要である．本研究では本研究室で開発された共焦点マイクロ PIVの技術を応
用し，マイクロ混相流の計測が可能な 2波長分離ユニットを組み込んだ．これにより，マイクロ液滴の内部および外
部流速の同時計測や，マイクロジャンクションにおける water in oil液滴生成機構の計測，マイクロビーズを含む固
液混相流の計測を行なっている．

32.	 マイクロ PIV による微小流路内を流れる血液の可視化計測
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　我が国の医療費は年々上昇しており，その 50％以上が 65歳以上の医療費であり，高齢化社会へと移行する現在，
高齢者の医療への対策が社会的，経済的重要性を増している．対策の一貫として極微量の血液分析から健康診断でき
るバイオチップを用いた在宅診断がある．バイオチップの流路設計，血液成分の能動的なハンドリングや再現性の評
価には微小流路内での血液の流れを定量的に把握する必要がある．バイオチップの流路幅は数μm～数百μmである
が，血液は 45％もの細胞成分を含む混相流であるため，細胞が相対的に大きくなる 100μm以下の微小流路では特殊
なレオロジーを示す．その中でも細胞成分の 96％を占める赤血球は流れに大きな影響を与えるが，赤血球は軸集中・
変形を介して血液の見かけ粘度を変えることが知られており，この現象の解明は流路チップを作製するに当たって極
めて重要になると考えられる．本研究では非侵襲的，かつ高精度に流れを計測可能なマイクロ PIV（PIV：Particle Im-
age Velocimetry）を用いて，赤血球と流れの同時可視化計測により赤血球と流れの相互作用を定量的に評価する．

33.	 腹部大動脈瘤におけるステントグラフトの 3次元形状の経時変化の定量化
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）小林 匡治，教授 （東大）高木 周， 

大学院学生 （東大）根元 洋光，講師 （東大）保科 克行

　腹部大動脈瘤におけるステントグラフトを用いた血管内治療は，開腹手術に比べて患者への負担が小さいため広
まっている．一方で，ステントグラフトのマイグレーションに起因した有害事象が発生しており，原因調査や対策が
研究されている．本研究は，医用画像から得られたステントグラフトの中心線を抽出し，曲率や捩れ率等の形状パラ
メータとして定量化することで，ステントグラフトのマイグレーションによる有害事象の予兆を定量的に把握するた
めの手法を開発する．医用画像から得られた中心線は画像ノイズを持つため，ペナルティ項付のスプラインフィッティ
ング手法を適用することで，曲線の特徴を消さない平滑化を行う．

34.	 全身循環 1D-0D 血流シミュレーションの可視化
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）小林 匡治，大学院学生 （大島研）張 浩， 

研究実習生 （大島研）渡辺 祐也，研究員 （大島研）向井 信彦，研究員 （大島研）山田 茂樹， 
准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治

　3次元の血流シミュレーションに対しては様々な可視化ツールが存在するが，1D-0D血流シミュレーションの可視
化ツールは存在しない．患者の 3次元血管形状に対して，1D-0D血流シミュレーション結果をマッピングする必要が
ある．特に，脳血管におけるウィリス動脈輪は，血流の向きが患者によっても変わるので，流れの方向や流量をいか
に表現するかが求められている．全身循環 1D-0D血流シミュレーションの有効な可視化手法について開発を行う．

35.	 Development	of	a	numerical	method	for	patient-specific	cerebral	circulation	using	1D-0D	simula-
tion	of	the	entire	cardiovascular	system	with	SPECT	data

教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）張 浩，助教 （東大）藤原 直哉，大学院学生 （大島研）小林 匡治， 
研究員 （大島研）山田 茂樹，特別研究員 （上海交通大）Fuyou LIANG，教授 （東大）高木 周

　The detailed flow information in the Circle of Willis （CoW） can facilitate a better understanding of disease progression, and 
provide useful references for disease treatment. We have been developing a one-dimensional-zero-dimensional （1D-0D） simula-
tion method for the entire cardiovascular system to obtain hemodynamics information in the CoW. A new method was proposed 
to apply 1D-0D simulation to an individual patient using patient-specific data. The key issue is how to adjust the deviation of 
physiological parameters, such as peripheral resistance, from literature data when patient-specific geometry is used. In order to 
overcome this problem, we utilized flow information from single photon emission computed tomography （SPECT） data. A nu-
merical method was developed to optimize physiological parameters by adjusting peripheral cerebral resistance to minimize the 
difference between the resulting flow rate and the SPECT data in the efferent arteries of the CoW.
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VI.　研究および発表論文

36.	 血流のマイクロ流動メカニズム解明のためのDigital	Holographic	Microscopy の開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）森田 佳士之，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　赤血球は血液中の 45％を占め，流動特性を決定する要因の 1つであるが，流体中での挙動については不明な点が
多い．本研究ではホログラフィの技術を顕微鏡に応用した DHM（Digital Holographic Microscopy）を用いて流れ場中
の赤血球の三次元動態を周囲流れ場と共に，巨視的，微視的視点から観察，計測することを目指す．

37.	 患者別血管モデリングにおける血圧無負荷形状推定法の開発と検証
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）夏川 理央，研究員 （大島研）山本 創太，研究実習生 （大島研）余 明

　動脈瘤や動脈硬化等の血管病変による死者数は日本国内で 4番目に多く，病変メカニズムの解明によって，疾患の
早期発見や適切な治療の選定につながると期待されている．そのため，CTやMRIで撮影された医用画像形状を用い
た流体解析や FSI解析により，in vivo環境における血行動態を再現する研究が行われてきた．しかし，撮影された医
用画像からは応力－ひずみ分布が不明であるため，解析における適切な初期条件を与える工夫が必要である．本研究
では医用画像撮影時の血圧と同等の負圧を医用画像モデルに加えることよって血圧負荷を相殺し， zero pressure state
（ZPS）を推定する手法開発し，検証を行っている．また，ZPSを考慮した場合に FSI解析による血行動態の予測結
果にどのような差が生じるかを比較し，評価を行っている．

38.	 Image-Based	Simulation における脳血管形状の血行力学に与える影響の考察
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）小林 匡治，大学院学生 （大島研）張 浩， 

研究実習生 （大島研）余 明，協力研究員 （大島研）庄島 正明，研究員 （大島研）高木 清， 
准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治，研究員 （大島研）山田 茂樹

　重大な脳血管疾患であるくも膜下出血に対して，その主要因の脳動脈瘤の破裂に関連する手術ガイドライン作成が
求められている．そこで，本研究では脳血管の血流を数値シミュレーションし，動脈瘤の発生，破裂のメカニズムの
解明を目指している．シミュレーションに用いる 3次元血管モデルについて，医用画像から血管抽出および，3次元
構築の手法の問題点と解決法を述べる．さらに，モデルの中心線を抽出することにより形状をパラメータ化し，モデ
ルをパラメトリックに変形して血管形状の血行力学に与える影響を考察する．

39.	 血流 - 血管壁の相互作用を考慮した数値解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）夏川 理央，研究実習生 （大島研）余 明， 

准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治

　心疾患あるいは脳血管障害などの循環器系疾患においては，血流が血管壁に与える機械的なストレスが重要な要因
と言われている．本研究においては血流が血管壁に与える機械的なストレスに対して血管壁の変形が与える影響を解
析するため，血流 -血管壁の連成問題に対する数値解析手法の開発を行ってきた．開発した数値解析手法を用いて実
形状の脳動脈瘤をはじめ，幾通りかの血管形状について数値解析を行い，血管壁の変形が血管内の血流および血管壁
面上のストレスの分布に影響を与えるメカニズムを解析している．

40.	 脳動脈瘤におけるマルチスケール・マルチフィジックスを考慮した三次元詳細解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）張 浩，研究実習生 （大島研）余 明，准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治

　医用画像を用いた in vivoシミュレーションにおいて，境界条件，特に流出境界条件を実際の現象を模擬するよう
にモデル化することは重要な課題である．本研究では，医用画像では解像することのできない末梢の血管の影響を，
一次元とゼロ次元モデルと組み合わせるマルチスケールモデルとして開発し，医用画像より抽出した三次元形状の詳
細解析に圧力の境界条件としてフィードバックする手法を開発する．そして，本手法の境界条件のモデルを実際の患
者の例に適用し，本手法を検証する．

41.	 CT 画像からの 3次元血管形状自動抽出手法の開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）小林 匡治，研究員 （大島研）山田 茂樹， 

准教授 （藤田保健衛生大）早川 基治，協力研究員 （大島研）庄島 正明，講師 （東大）保科 克行

　CTのスライス画像を重ねて 3次元血管形状を構築する際には，隣り合う血管の合一や，突起を分岐と見なしてし
まうなどの不具合が多発し，医学的知見に基づいて画像エラーを手動で取り除かねばならない．本研究ではそれらの
作業を自動で行うことのできるアルゴリズムの開発を目指す．

42.	 共焦点マイクロPIV によるマイクロチャネル内混相流断層画像の 3次元界面形状の再構築
教授 大島 まり，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　バイオテクノロジーや化学分析などで用いられるマイクロ流体デバイスでは，流路内に液滴やせん断流れを生成さ
せることで溶液の混合，反応，分離，および精製などを効率的に行うことができる．今までの研究では，流動現象を
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定量的に把握するために，流体に微小な粒子を混入させて撮影した画像から流速を測定する PIV（Particle Image Velo-
cimetry：粒子画像流速測定法）を用いて速度場を計測してきたが，反応に重要な液滴界面の形状については粒子画
像から精密に抽出することが困難であった．そこで本研究では，様々な画像処理手法を駆使して液滴の高精度な界面
抽出，および界面の 3次元形状の生成を目的としている．

43.	 Advanced	Finite	Element	Modeling	of	Arterial	Stent	Placement	Procedures
教授 大島 まり，外国人協力研究員 （大島研）Alexander Popp，講師 （東大）保科 克行，研究員 （大島研）山本 創太

　Arterial stent placement has become a very important and successful intervention in vascular surgery. Stent grafts are used in 
endovascular aortic repair （EVAR） to support weak localized bulges （aneurysms） in an artery being at risk of rupture, most com-
monly for abdominal aortic aneurysms （AAA）. Over the last decade, an enormous thrust of research regarding the computational 
analysis of biomedical engineering problems in general, and regarding vascular mechanics and AAA in particular has taken place. 
While significant progress has been made, the computational analysis of AAA stent grafts using finite element methods （FEM） is 
still not predictive enough to give specific advice to vascular surgeons on how to optimally place the device during EVAR. Possi-
ble risks, which are still far from being fully understood, include a movement of stents away from the desired location （migra-
tion）, leaking of blood around stent grafts （endoleakage） and damage of the arterial wall caused by the stent itself.The main ob-
jective of this still ongoing project is the development, implementation and validation of new innovative FEM simulation tools 
for AAA stent grafts based on a bottom-up modeling approach.

44.	 Experimental	investigation	of	red	blood	cells	via	digital	holographic	microscopy
教授 大島 まり，外国人協力研究員 （大島研）Andrea Winzen

　Red blood cells （RBC） are of special interest in the investigation of blood flow in microcirculation due to the large percentage 
of these cells on the total blood volume and their relatively large size.The research aims at the measurement of the three-dimen-
sional （3D） motion of RBCs in micro channels with a high spatial and temporal resolution via digital holographic microscopy 
（DHM）. Additionally, the applicability of this measurement technique for the detection of the shape of RBCs will be investigat-
ed. To be able to analyze the interaction of the RBCs with the surrounding flow field, simultaneous measurement of the RBCs’ 
motion and the flow field of the carrier fluid are performed. The axial motion of the RBCs are investigated under various fluid 
mechanical boundary conditions, i.e., concerning the fluid mechanical specifications, the flow velocity and shear rate are varied in 
a physiological range, whereas for the geometric constrains, the ratio of the diameter of the RBCs to the diameter of the channel 
is varied to produce a wide spectrum of shear stresses that will considerably influence the motion of the RBCs.

45.	 顎顔面領域の外科治療による気道の形態的変化が及ぼす影響の解析
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）矢島 康治，研究実習生 （大島研）喜田 壮馬

　不正咬合や咀嚼機能の改善に顎顔面領域の外科治療が多く行われており，主として咬合関係や顔貌形態を基準に手
術計画が作られる．しかし，術後に気道形態が変化することが指摘され，睡眠時無呼吸症候群などの呼吸障害が生じ
るおそれがある．そこで，医用画像から気道の 3次元モデルを構築し，外科治療が呼吸に与える影響について解析を
行っている．

46.	 口腔癌に対する動注化学療法の抗癌剤至適投与量の解明
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）北島 大朗，大学院学生 （横浜市立大）大原 良仁

　口腔癌（口の中にできるがん）に対する超選択的動注化学療法は，腫瘍栄養動脈である外頸動脈の分枝にカテーテ
ルを留置することで高濃度の抗癌剤を腫瘍組織に供給できる．カテーテルから投与される抗癌剤がどの程度，腫瘍栄
養動脈に流入するのかがカテーテル留置術前に分かれば有用である．本研究では口腔癌患者の CT angiographyのデー
タから外頸動脈およびその分枝を抽出，外頸動脈内にカテーテルを留置した 3次元解析モデルをコンピュータ上で作
製し，流体解析により各分枝に流入する抗癌剤の流量についてシミュレーションを行っている．

47.	 梨状孔下縁切削を併用した上下顎移動術前後における鼻呼吸機能の流体解析
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）喜田 壮馬，研究実習生 （大島研）矢島 康治

　上顎骨の移動が呼吸に与える影響は大きく機能的評価が必要であるが，上顎骨上方移動に伴う鼻腔の狭窄に関する
報告は認められない．そこで，医用画像から気道の 3次元モデルを構築し，上顎骨上方移動を伴う顎矯正手術が鼻呼
吸機能に与える影響を機能的に明らかにすることを目的に解析を行っている．

48.	 全身循環シミュレーションを用いた四肢動脈の血流解析
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）矢内 紫織，大学院学生 （大島研）張 浩，研究員 （大島研）仁木 清美

　循環器系疾患の診断には血流評価が有効とされている．近年では，一般的に超音波計測による血流解析が用いられ
ているが，同手法は計測部位に制限があり，全身血流の評価が行えない．そこで，解析部位に制限がなく全身血流の
評価が可能である手法として，数値計算を用いた血流シミュレーション解析に着目する．本研究では，超音波計測に
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よる実測値を基にシミュレーション解析を行い，各被験者における全身循環を考慮した四肢動脈の血流再現を行う．

49.	 足の末梢血管抵抗変化時による血流解析
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）赤間 祐介，研究実習生 （大島研）矢内 紫織， 

大学院学生 （大島研）張 浩，研究員 （大島研）仁木 清美

　60代以上では 2人に 1人は高血圧であると言われている．高血圧は動脈硬化を促進し心疾患，脳血管疾患などを
引き起こす．また高齢者の血圧は変動が大きく，高血圧治療に苦慮することが多いとされている．原因として心臓の
心拍数，拍出量など器官をコントロールする自律神経の機能障害も考えられるが，血管スティッフネスの上昇による
末梢血管抵抗の上昇も考えられることから，自律神経反射がない生体の血流シミュレーションモデルを用いて足の末
梢血管抵抗を上昇させていき各血管への血流の影響を調べる．また足を実際に冷やすことで末梢血管抵抗を変化させ
ていきシミュレーションモデルと実測ではどのような違いが発生するかを調べる．

50.	 腹部大動脈瘤ステントグラフトの力学特的特性および有限要素モデル
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）佐藤 祐也，研究員 （大島研）山本 創太，講師 （東大）保科 克行

　腹部大動脈が紡錘状に膨らむ腹部大動脈瘤（AAA：Abdominal Aortic Aneurysm）の治療法として，患者への負担が
少ないステントグラフト内挿術が行われるが，下部の腸骨動脈分岐部に挿入した部位が術後に外れる不具合が起きる
ことがある．本研究では血流による内壁へのせん断応力の影響と，ステントと血管内壁との接触問題の 2つの観点か
ら，ステントが外れるメカニズムの解明を目指している．

51.	 腹部大動脈瘤破裂簡易予測法の実患者形状モデルによる検証
教授 大島 まり，研修実習生 （大島研）前田 渓太，研究員 （大島研）山本 創太

　腹部大動脈が紡錘状に膨らむ腹部大動脈瘤（AAA：Abdominal Aortic Aneurysm）の破裂予測は現在医師の経験によ
るものが大きい．本研究は AAAの形状によって破裂危険性を予測できるよう，簡易形状及び実患者形状 AAAの有
限要素構造解析を行い，破裂危険性の簡易予測法の導出を目的としている．

52.	 力学刺激に対する血管内皮組織観察手法の検討
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）中村 祐太，研究実習生 （大島研）三輪 拓弥， 

研究員 （大島研）山本 創太，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　本研究は，血流による機械的刺激が血管壁に与える損傷を定量的に評価するシステムを開発し，血流による壁面せ
ん断応力と動脈瘤発症との因果関係を実験的に解明することを目的とする．血管損傷評価システムは，生体内を模擬
した培養環境下で，動物から摘出した血管組織を実験対象として扱えるものとする．加えて，生体内よりも流れ場を
精度良く制御することができ，かつ検討の対象としない生理学的要因の影響を排除し，力学的要因が動脈瘤発症に及
ぼす影響を詳細に検討可能であることを目指す．開発されたシステムにより，培養環境下の血管組織について壁面せ
ん断応力と内皮細胞の剥離などの血管壁変性との相関を定量的に明らかにする．

53.	 全身循環シミュレーションを用いた腹部大動脈狭窄と反射波の解析
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）平山 貢大，大学院学生 （大島研）張 浩，研究員 （大島研）仁木 清美

　心臓から血液が拍出される際に血管壁に生じる脈波は，全身へ伝播する過程で反射を起こす性質を持つ．反射波は
血流に対し逆行方向に伝播し心臓へと伝播するため，心臓への負荷に関わりがある．反射を起こす部位はいくつか推
測されているが，特定は出来ていない．全身の血流を再現したシミュレーションを用いて，反射を起こす部位と推測
されている腎動脈分岐下の腹部大動脈に狭窄を再現し，上行大動脈における血行動態を求め正常時と比較することで，
同箇所が脈波の反射を起こす部位であるか明らかにするものである．

54.	 A	Robust	and	Efficient	Finite	Element	Approach	for	Stent	Graft	Modelling
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）Sebastian Buchner，外国人協力研究員 （大島研）Alexander Popp， 

研究実習生 （大島研）佐藤 祐也，研究員 （大島研）山本 創太，講師 （東大）保科 克行

　The bending of two Zenith stent graft parts was simulated using the finite element method. We compared to measured force 
plots over bending angles. We followed two approaches. Both use a smoothed geometry approximation where the stent graft is 
split macroscopically in fabric and stent section （graft and stent wire）. In the first approach a mesh study was performed using a 
standard formulation. The results of the calculations were significantly different to the measurements and showed a typical buck-
ling behavior while this was not present in the measurements. In a second approach a model for buckling was derived. The strain 
tensor is split in bending and remaining strains and the bending part is scaled using a factor. With this splitting a new element 
stiffness matrix can be derived. The simulations showed a lack of buckling with the right factor but showed a divergence at 12  
bending angle which is less than the desired angle of at least 30. Until a bending angle of 12 the measured curve could be repro-
duced in the simulation.
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55.	 密度汎関数法に基づく第 3世代カノニカル分子軌道法の開発
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　グリッドフリー法とコレスキー分解法を組み合わせて，スパコンで十分な性能を引き出すことができる第 3世代法
を開発した．今年度は特にグリッドフリー法の高精度化に注力した．

56.	 線形回帰法を用いたタンパク質カノニカル分子軌道計算に基づく新しい原子電荷の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　タンパク質のカノニカル分子軌道計算に基づく真の RESP電荷の作成に成功した．これを発展させ，線形回帰法を
用いて精密な静電ポテンシャル分布を再現しつつ様々な特徴を持つ原子電荷を作成することに成功した．

57.	 オキシトシンの量子化学計算による構造最適化の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　オキシトシンペプチドを使い，大規模な量子化学計算に基づく分子構造最適化の研究を行った．その結果，特徴の
あるポテンシャルエネルギー曲面を発見した．

58.	 能動型マイクロ波センサーによる海面観測システムの開発
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）永田 隆一，大学院学生 （林研）矢野 由祐

　マイクロ波パルスドップラーレーダを用いる海面観測システムの開発を行っている．海面から散乱するマイクロ波
は，海面付近水粒子の運動特性によって周波数が変化し，海面から散乱強度には使用するアンテナの特性が含まれる．
その特性を解析することで，海洋波浪の進行方向，波高，周期及び位相，海上風の風速と風向，海面高さの情報を得
ることができる．相模湾平塚沖での海面観測を行っている．

59.	 水中線状構造物の挙動に関する研究
教授 林 昌奎，研究員 （JAMSTEC）井上 朝哉，准教授 （神戸大）勝井 辰博，大学院学生 （林研）CHEN Wei

　海洋掘削用ドリルパイプは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も
一般に非線形である．また，海流など流れを有する海域で作業するドリルパイプには，回転による振動に流れによる
振動が加わり，より複雑な応答を示す．これらの問題は，対象となる水深が深くなりパイプが長大になるに従い，強
度が相対的に低下したり，水深ごとの流れの流速が変化したりすると，強度設計，安全性確保の観点からより重要に
なる．

60.	 リアルタイム波浪観測とエアクッションによる浮体応答制御に関する研究
教授 林 昌奎，教授 （日本大）増田 光一，教授 （日本大）居駒 智樹

　波浪に起因する浮体式海洋構造物の動揺，弾性変形，波漂流力などを，海洋波浪レーダによるリアルタイム波浪観
測技術とエアクッションを用いた浮力制御技術により，制御する方法について研究を行っている．

61.	 再生可能海洋エネルギー開発に関する研究三陸海岸へ導入可能な波力及び潮流発電システムの研究
開発

教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹，特任研究員 （林研）小林 豪毅， 
特任研究員 （林研）永田 隆一，特任研究員 （林研）広部 智之

　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，独自の波力発電装置のプロトタイプ（40kW× 2台）を開発し，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，独自の潮流発電装置のプロトタイプ（5kW
× 1台）を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施する．

62.	 次世代油圧式潮流発電技術研究開発
教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）広部 智之

　数年後，商用電源化（合計出力 1MW以上）を想定し，我が国の低速な潮流に対して，高い年間設備利用率が期待
でき，維持管理も容易な次世代の油圧連結潮流発電システムの開発を目指して研究を行っている．定格 100kWのプ
ロトタイプ（水中ナセル 1台にツインロータ艤装× 2セット（双発形状）+発電機 1台の構成）について，水槽模型
実験，フルスケールベンチ試験等を行い，要素技術を開発する．
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63.	 リアルタイム海氷観測システムの研究開発
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）永田 隆一，大学院学生 （林研）高橋 東馬

　マイクロ波パスルドップラーレーダを用いた海氷観測システムの開発を行っている．マイクロ波の海氷からの後方
散乱と開水面等からの後方散乱の特性を利用して，高感度の海氷観測を可能にするデータ処理アルゴリズムを開発す
る．

64.	 マイクロ波レーダによる河川水位のリアルタイム計測及び河川流量変動予測に関する研究
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）永田 隆一

　近年増加している集中降雨等による洪水氾濫対策，特に急激な流量増加による水害の軽減を目的として，水平照射
方式マイクロ波レーダを用いる河川水位のリアルタイム計測方法と，計測した水位情報を用いる河川流量変動予測方
法を開発している．河川の水位計測に適したレーダシステムを提案し，神奈川県相模川においてマイクロ波パルスレー
ダによる水位計測の実証実験を行っている．

65.	 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
教授 藤井 輝夫，特任講師 西田 周平，特任助教 （藤井研）木下 晴之，准教授 （高知大）岡村 慶， 

准教授 （九州大）下島 公紀，上席技術研究員 （（国研）海洋研究開発機構）許 正憲， 
技術研究員 （（国研）海洋研究開発機構）福場 辰洋，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

　本研究は，ISFET（Ion Sensitive Field Effect Transistor：イオン感応性電界効果型トランジスタ）を応用した高精度な
海洋多項目複合計測のための基盤技術の確立と実応用展開を目的としている．海水の pHや pCO2（二酸化炭素分圧），
各種イオンの濃度等の化学組成や生体関連成分を簡便かつ高精度に計測するために「高感度 CMOS型 ISFET」をセ
ンサとして採用し，評価している．また，それに「マイクロ流体デバイス」を集積化することによって，現場センサ
校正機能やサンプル前処理機能を有する「多項目複合計測センサ」を実現し，精度に加えて機能性・信頼性の向上も
目指している．センサを実運用するための電装・制御系についても開発を行った上で実機の製作を行う予定である．
最終的には小型の海中探査機や海中ロボットに搭載するなどして実運用を行うことで，海洋計測分野における新たな
展開を目指している．

66.	 細胞内への高効率物質輸送に関する研究
教授 白樫 了，Associate Professor （Universitaet Wuerzburg）V. L. Soukhoroukov

　耐凍性保護物質を大量に細胞内および魚卵，胚等に導入することで，種々の細胞を凍結乾燥して高品位で保存する
ことが可能であることが知られている．しかしながら，このような保護物質を大量・高校率に細胞内に導入する確実・
簡便な手法が存在しないことが実用化の障害となっている．本研究では，制御性の高い電場を用いたいくつかの細胞
膜輸送促進法について研究している．

67.	 小型熱輸送デバイスの熱輸送特性の解明と設計に関する研究
教授 白樫 了，大学院学生 （白樫研）川島 穂高，技術専門員 （白樫研）上村 光宏

　パワーエレクトロニクスや集積回路では，3次元実装等による高集積化にともない，発熱密度の上昇や微小空間に
おけるホットスポットによる温度上昇が問題となりつつある．本研究では，マイクログルーブ・チャネル内の相変化
を用いた高解像度・低加熱度のヒートシンクの熱輸送特性を実験・解析的に明らかにすることで，限定された微小空
間の冷却や高熱流処理の設計指針を提供することを目指している．

68.	 皮膚の保湿性評価に関する研究
教授 白樫 了，教授 （芝浦工業大）山田 純

　生命活動をする人がもっとも過酷な環境にさらされている臓器である皮膚は，体内の水分の過度な蒸発を抑制する
機能を最表層の数 10μmの角質層でおこなっている．本研究では生体の鮮度の保持に関する研究の一環として，こ
の皮膚の角質層・表皮細胞・真皮細胞層の含水率や保水性を的確に測定する手法や化粧品の保水能力を評価する理論
の構築を目的としている．

69.	 医療検体試料の高品位保存に関する研究
教授 白樫 了，医長 （国立がん研究センター中央病院）古田 耕，助教 （白樫研）高野 清， 

教授 （東京工業大）櫻井 実，主任研究員 （農業生物資源研究所）黄川田 隆洋

　血液や組織等の臨床検体に含まれるバイオマーカ，DNA，RNA等には，検体を取り出した個体特有の生物学的状
態を反映した情報が，多く含まれている．この様な生体分子を劣化することなく保存することは，個別医療のための
重要な情報を保存することに他ならない．本研究では，これら臨床検体を高品位且つ簡便に凍結や常温乾燥すること
で保存する手法の開発を行う．
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70.	 生体由来物質内の結合水の定量化に関する研究
教授 白樫 了，教授 平川 一彦，教授 工藤 一秋，助教 （平川研）大塚 由紀子，助教 （白樫研）高野 清

　生体をはじめとする様々な材料内に存在する結合水は，誘電分光や赤外分光等により検出することができるが，そ
れらの測定値の相互の関係は必ずしも明らかではない．また，定量化された値が材料の物性に及ぼす影響も明確では
ない．本研究では，特に生体由来物質や生体保護物質を対象材料として，内部の結合水の定量測定する測定・解析手
法を開発すると共に，実験データを通じて上記の点を明らかにする理論の構築を目的としている．

71.	 総合海底観測工学
客員教授 川口 勝義

　海底ケーブルを用いた観測プラットフォーム技術と多様な海中の観測技術との融合を進め，新しい観測手法の確立
とその社会実装を進めている．

72.	 高性能光ファイバ超音波センサシステムの構築と複合材損傷検知への応用
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， 

大学院学生 （岡部（洋）研）孔 文勝

　PS-FBGをセンサとして用いることで，感度・広帯域性・安定性を兼ね備えた数種類の光ファイバ超音波センサシ
ステムを提案・構築している．そして，複合材料中の AE信号を遠隔計測し，受信波形を解析することで，新たなリ
アルタイム損傷診断手法の確立を行なっている．さらには，その広帯域性を利用して高調波を計測し，ラム波の非線
形応答を求めることで，薄板中の接触亀裂を検知することも試みている．

73.	 レーザ超音波を用いたCFRP積層板の非破壊検査手法に関する研究
准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）斎藤 理

　航空機用構造部材を作製した際，その製造品質を保証するための非破壊検査が必要となる．しかし新規材料である
CFRP複合材に適した検査手法は，十分に確立されていない．そこで，レーザ超音波検査システムを対象とし，その
波動励起・伝播の理論的解析を行うことで，適切な検査条件を研究する．

74.	 ラム波モード変換に基づく複合材料構造内の剥がれ損傷検知
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）郭 歓，特任研究員 （岡部（洋）研）斎藤 理， 

大学院学生 （岡部（洋）研）鄧 培文

　これまで，ラム波のモード変換に基づく，複合材料積層板内の剥離損傷検知手法の構築を行なってきた．本研究で
は，この手法を複合材接着構造にも適用するため，接着部材の有限幅がラム波の伝播挙動に及ぼす影響を調べた．さ
らには，複雑形状の複合材構造における超音波伝播挙動を数値解析により明らかにすることを試みている．

75.	 自動車用CFRP構造部材の低コストな損傷診断システムの構築
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）蔡 佳恒，大学院学生 （岡部（洋）研）于 豊銘

　CFRP複合材料は，自動車への適用も期待される．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ことが望まれる．しかも，複雑形状の部材に適用できなければなら
ない．そのようなシステムを，実験および理論解析に基づいて検討している．

76.	 潮流発電用タービンブレードへの応用を想定した 3次元翼型ハニカムの新設計法
准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉，大学院学生 （岡部（洋）研）藤本 明伸

　潮流発電用タービンブレードは，十分な強度と形状保持性能を有した上で，可能な限りの軽量化が望まれる．その
ためブレードの内部構造として，ハニカムコアの適用が挙げられる．その際，ハニカムの製造における低コスト・高
効率化を図るため，折紙の数理に基づいた設計法を，3次元翼型に適用可能にするための理論拡張を試みている．

77.	 複合養殖における物質循環の数値解析
准教授 北澤 大輔

　養殖では，餌や飼料の 2割程度は魚の成長に用いられるが，残りは環境中に排泄される．餌，飼料代は，魚の売り
上げの半分以上を占めることもあり，排泄物の有効活用が求められている．また，排泄物は環境汚染の原因となるた
め，排泄物の利用は養殖場の環境保全にも寄与する．流れ場・生態系結合数値モデルを開発し，数値シミュレーショ
ンを行った結果，対象海域は，近傍で赤潮の発生し，底層が貧酸素化するリスクの高い海域であることが分かった．
また，海藻類は，植物プランクトンの濃度減少に効果があるが，ナマコは，夏眠のため，貧酸素水塊解消の効果は限
定的であることが分かった．今後は，実海域でのフィージビリティ試験を行う必要がある．
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78.	 電気化学的手法による漁網への生物付着防止
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　漁網に生物が付着すると，漁網への流体力が増加して網の破れが発生する．また，生簀の場合は，海水交換が少な
くなり，溶存酸素濃度が低下するなどの問題が発生する．現在は，人手で付着生物を落としているが，労力のかかる
作業である．掃除用ロボットも開発されているが，高価で高度な作業を要することもあり，普及には至っていない．
平成 26年度は，電気分解の際の直流電源や交流電源などの条件を変えた実海域実験を実施し，効率的に生物付着を
防止できる条件を模索した．

79.	 炭電極を用いた汚水の電気化学的処理技術の開発
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊，准教授 （日本大）岡本 強一，研究実習生 （北澤研）片桐 健仁

　汚水処理技術の一つとして，電気分解が注目されている．電気分解によって発生した酸素は貧酸素水に供給され，
水素はエネルギーとして利用される．また，富栄養化，赤潮の原因となる無機態窒素化合物を分解することもできる．
電気分解では，一般に金属製の電極が用いられるが，使用中にイオン化し，水生生物に影響を及ぼす可能性があるた
め，当研究室では炭電極を用いた電気分解による汚水処理技術の開発を行っている．炭電極の性能を標準化するため，
炭電極の製作方法を規格化し，安定した性能を示すようにした．今後は，試水の pH等のパラメータを安定化させる
ため，交番電源等の電源の与え方について検討する．

80.	 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，特任研究員 （北澤研）張 俊波

　海洋エネルギー施設を設置する場合は，海洋環境への影響を評価し，社会的受容性を高める必要がある．本研究で
は，海流・潮流発電のブレードへの魚類の衝突に着目し，縮尺比 1/100の水槽実験を実施した．その結果，ブレード
に衝突する魚類は見られなかったものの，ブレードの回転数によって，ブレードを通過する魚類の行動に違いが見ら
れた．今後は，明暗条件等のパラメータを変化させた実験を行うとともに，実海域での計測手法について検討する必
要がある．

81.	 琵琶湖の貧酸素化リスクに関する研究
教授 （滋賀大）久保 英也，准教授 （滋賀大）菊池 健太郎，准教授 北澤 大輔

82.	 乱流輸送現象の最適制御
准教授 長谷川 洋介

83.	 熱流体システムの形状・トポロジー最適化
准教授 長谷川 洋介

84.	 毛細血管網形成プロセスの血行学的解釈
准教授 長谷川 洋介

85.	 熱流動場の状態推定のためのデータ同化手法の開発
准教授 長谷川 洋介

86.	 複雑溶媒の蒸発プロセスにおけるマイクロ粒子自己集積化
准教授 長谷川 洋介

87.	 パッシブ THz 近接場顕微技術の開拓
准教授 梶原 優介，特任研究員 （梶原研）林 冠廷，特任研究員 （梶原研）根間 裕史， 

大学院学生 （梶原研）横山 貴文

　テラヘルツ波（波長 10μm～1mm）は，分子運動や格子振動など物質現象のモードがほとんど含まれる極めて重要
なスペクトル領域である．本研究では試料自身の局所挙動にともなって僅かに生じるテラヘルツエバネッセント波を，
外部から光を照射せずに「パッシブ」かつ「ナノスケール」で可視化する顕微鏡を開発している．使用する検出器は
単一光子レベルの感度を持つ CSIP（Charge Sensitive Infrared Phototransitor）であり，近接場光学系導入により空間分解
能 20nm（検出波長：14.5μm）を達成している．最近では誘電体上の表面フォノン等の検出・解析や，極低温試料測
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定への拡張を試みている．

88.	 赤外 /THz 検出器の開発
准教授 梶原 優介，特任助教 （梶原研）金 鮮美， （（国研）情報通信研究機構）Mikhail Patrashin

　GaAs/AlGaAs二重量子井戸構造を利用し，10～50μm帯で圧倒的な感度を持つ検出器 CSIP（Charge Sensitive Infrared 
Phototransitor）の開発を行っている．最近では，検出波長領域拡大へ向けた三重量子井戸構造を持つ 2色 CSIPの開発，
量子効率向上に向けた金ナノギャップ受光アンテナの導入を行っている．

89.	 非侵襲な樹脂成形内部物性評価法の開拓
准教授 梶原 優介

　赤外 /THz計測を利用した樹脂内物性（結晶化度，配向，残留応力など）の評価法を開拓している．

90.	 表面微細構造を利用した金属／樹脂直接接合技術の開拓
准教授 梶原 優介，助教 （梶原研）木村 文信，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， （国研）物質・材料研究機構 重藤 暁津

　金属表面にマイクロ微細構造を創製し，インサート射出成形を行うことによって強固な金属／樹脂接合について，
表面処理や成形条件の最適化，および接合メカニズムの解明を進めている．現在は化学エッチングによって表面処理
を行ったアルミニウムと PBTの直接接合に成功し，射出圧や保圧，アニール条件の最適化，および SEM，TEMによ
る断面観察を通した接合指導原理の解明を進めている．

91.	 海底の広域 3D画像マッピング技術の開発
特任准教授 ソーントン ブレア

92.	 海底の現場化学分析技術の研究開発
特任准教授 ソーントン ブレア

93.	 海底泥放射能調査に関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

94.	 コバルトリッチクラストの調査技術の研究開発
特任准教授 ソーントン ブレア

95.	 産業界との協働による新しい科学技術教育を基にした教材開発と出張授業の実践
講師 川越 至桜，教授 大島 まり，教授 石井 和之

　産業界と大学とが協働した新しい科学技術教育として，東京大学生産技術研究所の次世代育成オフィスが中心と
なって出張授業を実施し，その授業を基に，初等・中等教育で使用できる実験教材ならびに映像教材を開発した．ま
た，開発した実験教材を使用して出張授業を実施した．その結果，実験教材を用いた出張授業は，科学技術や産業界
への興味・関心を喚起し，理科や科学の学習に有効であった．また科学技術の社会的な役割や意義を理解する上でも
有効だと考えられる．

96.	 超新星コアにおけるニュートリノ振動の効果とニュートリノ観測
講師 川越 至桜，准教授 （福岡大）固武 慶，助教 （国立天文台）滝脇 知也

　超新星爆発から放射されるニュートリノシグナルの定量的評価には，ニュートリノ振動を考慮することが不可欠で
ある．本研究では，様々な超新星コアのモデルを初期条件にとり，ニュートリノ自己相互作用ならびにMSW物質効
果も考慮したニュートリノ振動計算を行い，観測シグナルの違いを調べた．その結果，超新星コア内で自己相互作用
が起こる領域は親星モデルによって異なり，ニュートリノの観測シグナルの振る舞いも，ニュートリノ自己相互作用
やMSW物質効果の影響を受け変化することが確認できた．

97.	 海中ナノセンシングに向けた現場型原子間力顕微鏡の開発
特任講師 西田 周平，教授 藤井 輝夫

　本研究では，原子間力顕微鏡（AFM）を主とするナノプローブ技術を応用し，海水に存在するウイルスや鉱物微
粒子等のナノスケールの微小物に対して，海洋計測の現場環境で可視化する技術およびその実現に必要なプラット
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フォームの開発を行っている．このために，1）小型で耐水・耐圧構造を備えた「海中 AFM」，2）海中で試料を採取
し固定するための機構，3）海中探査機に実装し現場環境で安定にに動作させるためのプラットフォーム，等の総合
的な技術開発を行っている．現在，浅海や深海において動作テストを行っている．今後，水産現場や外洋船舶のバラ
スト水など，様々な実環境で測定・評価を進める予定である．

98.	 原子間力顕微鏡による海洋微生物のナノ構造解析
特任講師 西田 周平，教授 藤井 輝夫，准教授 （京都大）中川 聡

　本研究では，原子間力顕微鏡を用いて海洋微生物の微細構造をナノスケールで観察し，その構造を詳細に解析する
ことを目的とする．現在，沖縄トラフ熱水活動域で採取したゴエモンコシオリエビに付着した微生物を観察対象とし
ている．今後，フォースカーブ測定による力学的特性解析を行うことにより，微生物の機能も詳細に解析する予定で
ある．現場計測技術と合わせて，微生物・宿主・環境の相互関係を総合的に把握することを目指している．

情報・エレクトロニクス系部門
1.	 IoT デバイスに向けた低電力・高効率回路

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真

　モノのインターネット（Internet of Things : IoT）を実現するためには LSIの高エネルギー効率動作が必要である．
高エネルギー効率動作を実現するためには，電源電圧の低電圧化と電源電圧の時空間の細粒度制御が必要なため，1
チップ上に複数個の電源回路が必要となる．また，近年，エネルギーハーベスティングで動作する IoTデバイスへの
ニーズが高いため，エネルギーハーベスティング向けの電源回路も重要となっている．そこで，（1） 電源コード外皮
からの容量性結合エネルギーハーベスティング，（2） RFエネルギーハーベスティング回路の高感度化，（3） 低消費電
力と低位相ノイズを両立した 39MHz水晶発振回路の研究を行った．

2.	 有機トランジスタを用いた大面積・フレキシブルエレクトロニクスの新アプリケーション提案と実
証

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真

　電子機器を身にまとうウエアラブル型デバイスや電子機器を体内に埋め込むインプラント型デバイスではフレキシ
ブルで大面積なエレクトロニクスが求められる．そこで，薄いフィルム上に印刷で作成可能な有機トランジスタを用
いた大面積・フレキシブルエレクトロニクスのアプリケーション提案と実証を染谷研究室と共同で行っている．最近
では「義手の制御用の筋電測定シート」「おむつ用ワイヤレス尿漏れ検出センサシート」「音で発熱を知らせる腕章型
発熱アラーム」の提案と実証を行った．

3.	 脳・神経システムの情報処理に関する数理的研究
教授 合原 一幸，准教授 河野 崇，特任准教授 平田 祥人，准教授 （東大）鈴木 秀幸，特任准教授 （東大）田中 剛平

　脳における情報処理の仕組みを理解するため，神経ネットワークの数理モデル研究および実験データ解析を行って
いる．例えば，神経ダイナミクスやその背後にある認知過程の数理モデル化，情報理論の観点から最適なシナプス学
習則の導出，非線形システム理論に基づく神経ネットワークモデルの解析等を行ってきた．また，神経の実験データ
を解析するための新しい時系列解析手法や統計解析手法を提案し，脳の高次機能の一端を明らかにしてきた．さらに，
神経モデルの情報処理原理を利用したアナログ計算デバイスの開発にも取り組んでいる．

4.	 非線形システム解析とリアルワールドシステムへの応用
教授 合原 一幸，特任准教授 平田 祥人，准教授 （東大）鈴木 秀幸，特任准教授 （東大）田中 剛平

　実世界に見られる様々な複雑現象を理解するため，数理モデリングを通して現象を再現し，非線形力学系理論や時
系列解析手法などを適用して複雑さの本質を明らかにすることを目指している．最近では，ハイブリッド力学系，結
合振動子系，ゲーム理論，複雑ネットワーク，リカレンスプロット，画像連想記憶，などに関する基礎数理的な研究
を行ってきている．また，実世界への応用として，風速・風向，神経膜応答，経済，地震等の実データ解析にも取り
組んできた．

5.	 疾病の数理モデリング
教授 合原 一幸，特任准教授 平田 祥人，准教授 （東大）鈴木 秀幸，特任准教授 （東大）田中 剛平

　効果的な予防法や治療法が十分に確立されていない，がんや感染症などの疾病に対し，数理モデリングを通じて病
気の進行や感染の拡大を理解し，実効的な治療法や対策を提案することを目指している．前立腺がんの数理モデル研
究では，がんの再燃に対する間欠的ホルモン療法の有効性を時系列解析や分岐解析によって調べた．また，感染症に
対しては，季節型および新型インフルエンザの同時流行時のワクチン最適配分問題やパーソントリップデータを用い
た新型インフルエンザ伝播の大規模解析システムの開発に取り組んできた．
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6.	 動的ネットワークマーカーを用いた複雑系における臨界遷移の予兆検出法の開発と応用
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南，助教 （合原研）奥 牧人

　動的ネットワークマーカーとは，病気の発症や工学システムの障害発生など，複雑なシステムにおける急激な変化
の発生に関して，それらの予兆を捉えるための汎用的な新しい手法である．我々は，理論的解析によりこれらの臨界
遷移前状態が共通して有する性質を同定し，これに基づいてシステムの詳細なモデルが不明であっても適用可能なモ
デルフリーの検出手法を提案した．現在，本手法をさまざまな分野に応用すべく，新規応用現象の探索や手法の改善
などに積極的に取り組んでいる．

7.	 0.1V 動作を目指した超低電圧・超低消費電力デバイスの研究
教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治，助手 （平本研）更屋 拓哉，大学院学生 （平本研）鄭 承旻

　医療応用やセンサネットワーク用途向けに，バッテリーレスの超低消費電力デバイスの要求が高まってきている．
本研究では，0.1V程度の超低電圧で動作する超低消費電力トランジスタの研究を行っている．これまでに，しきい
値電圧をゲート電圧の変化により自己調整するトランジスタを提案・試作し，しきい値電圧自己調整機構は 0.1Vと
いう超低電圧でもはたらくことをあきらかにするとともに，スタティックメモリ（SRAM）動作が 0.1Vにおいてし
きい値電圧自己調整機構により安定化することを世界で初めて実証した．今年度は，しきい値自己調整機構を有する
シリコンナノワイヤ構造のトランジスタを試作し，その動作を電源電圧 0.1Vで確認した．

8.	 ナノスケールCMOSデバイスの特性ばらつきに関する研究
教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治，助手 （平本研）更屋 拓哉， 
特任研究員 （平本研）水谷 朋子，大学院学生 （平本研）邱 浩

　MOSトランジスタが微細化されるとともに，ランダムな特性ばらつきの影響が無視できないほど大きくなってき
ている．その原因は主にチャネル中の不純物数の揺らぎであるが，ばらつき原因は定量的にはまだ明らかとなってい
ない．本研究では，ランダムな特性ばらつきの評価と，そのデバイス・回路特性への影響について検討している．本
年度は，シリコンナノワイヤトランジスタにおける特性ばらつきを実測により詳細に評価し，5nm以上のワイヤ幅を
もつトランジスタでは，サイズにより正規化した特性ばらつきが完全空乏型 SOIトランジスタより小さいことを示
した．また，ワイヤ幅が 4nm以下では量子閉じ込め効果に起因する特性ばらつきが増大することも実験により示した．

9.	 強誘電体ゲート絶縁膜における負性容量を利用した超低電圧動作トランジスタの研究
教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治，助手 （平本研）更屋 拓哉

　IoT時代における超低消費電力センサーノードの実現のため，LSIチップの更なる低消費電力化が要求されている．
特にバッテリーを頻繁に交換できない環境では自然エネルギーを用いることになり，その要求は更に強くなる．LSI
の低消費電力化はこれまでスケーリング則や回路技術によって実現してきたが，今後は電源電圧を積極的に引き下げ
ていくことが極めて重要になる．電源電圧の引き下げで特に問題になるのは電流駆動力の低下である．本研究では，
0.2V以下の超低電圧において従来のMOSFETより大きな電流駆動力を実現するため，強誘電体ゲート絶縁膜におけ
る負性容量を利用したMOSFET（NCFET）について，デバイス設計，材料開発，デバイス実証を行っている．NCFET
は従来の CMOSプロセスとの整合性もよいため，将来の IoT向け LSIのプラットフォームとして期待される．本年
度は NCFETのデバイス設計を新チャネル構造に拡張し，先端 CMOSデバイスとの整合性の高さを有しつつ低消費電
力動作を示した．また，強誘電体薄膜を用いたデバイス試作の環境を立上げ，強誘電性 HfO2薄膜を試作・評価し優
れた強誘電性を実現した．

10.	 無線センサネットワークによる都市空間センシング
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）Niu Hao，大学院学生 （瀬崎研）Dunstan Matekenya， 

大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介，大学院学生 （瀬崎研）江 甜甜，大学院学生 （瀬崎研）中村 直人， 
大学院学生 （瀬崎研）稲葉 瞳，大学院学生 （瀬崎研）松野 有弥，大学院学生 （瀬崎研）森 英記， 

大学院学生 （瀬崎研）山本 直人，大学院学生 （瀬崎研）鈴木 孝男，大学院学生 （瀬崎研）星野 光玖， 
大学院学生 （瀬崎研）西井 香織

　無線センサネットワークやアドホックネットワークの研究を継続的に行っている．本年度は，地震など災害状況で
の，火災のセンシングやその収集技術，ジオキャストによる情報伝達技術などを，北千住における地震発生時の避難
状況シミュレーションを用い，実環境に近い状況での評価を行った．また，スマートフォンの Bluetoothをセンサと
して用いた人流把握技術を，フィールド実験などを通して研究した．

11.	 ユーザ参加型センシングとセキュリティ
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）Niu Hao，大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介， 

大学院学生 （瀬崎研）加藤 弘肖，大学院学生 （瀬崎研）松野 有弥，大学院学生 （瀬崎研）鈴木 孝男

　スマートフォン等の高機能端末を多数の人間が常時携帯している中，従来のように専用の固定センサや，無線セン



206

VI.　研究および発表論文

サネットワークによって環境やコンテクストをセンシングするのではなく，これら携帯端末に具備されたセンサを用
いて安価かつリアルタイムなセンシングを行う「ユーザ参加型センシング」が注目されている．本年度は，多数のス
マートフォンが参加しているときに，センサの観測領域と品質を考慮しながら最適なノードを選択する手法や，セン
サデータのプライバシ保護手法などを研究した．

12.	 天津租界地区のデジタルアーカイブ
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）孫 堯，大学院学生 （瀬崎研）鵜飼 祐太

　天津大学建築学院の青木教授らの研究グループを中心とする，20世紀初頭の各国の近代建築が残る，中国天津租
界地区のデジタルアーカイブに関する研究に，モバイルセンシング技術の観点から共同研究している．建築調査を行
うツールを IT化し，迅速な情報収集や，多様なセンサを用いたこれまでにないデータ収集の実現を目指している．

13.	 セキュアな無線通信技術の研究
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）Niu Hao

　無線通信のMAC層において，セキュアな通信を実現する手法を研究している．本年度はパケットごとの通信順序
を入れ替えるファウンテンコードなどの手法を開発し，評価を行った．

14.	 CDRデータからのライフイベント検出手法の研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）Dunstan Matekenya

　携帯電話の通話履歴である CDR（Call detail record）を分析し，人の転居などのライフイベントを検出する技術を研
究している．CDRは，時間，空間的にまばらなデータではあるものの，大量のデータを取得でき，そこから人口動
態や交通など都市のアクティビティを抽出する研究が活発になっている．本年度は，CDR分析のアルゴリズムや
Hadoopを利用した解析システムを構築し，柴崎研究室と共同でバングラデシュの CDRデータを用いた分析を行った．

15.	 動物を利用したセンシングに関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （東大）小林 博樹， 

大学院学生 （瀬崎研）牧山 紘，大学院学生 （瀬崎研）合間 優陽

　人が入れない場所の環境情報のセンシングを，動物に持たせたセンサネットワーク機器によって収集する動物セン
シングの研究を進めている．DTN技術という高遅延環境での通信技術を応用し，動物同士がすれ違った時にお互い
のセンサデータを交換することで，遠方での観測データもマルチホップで収集場所にまで届け，領域を網羅した観測
を実現する，すれ違い通信技術の開発を行っている．動物同士がすれ違ったときの特徴的な動きを省電力な加速度計
で検出することで，消費電力の大きい通信機器の動作を制御するという，動物の性質を利用した技術となっている．
本年度は，麻布大学の協力を得て開発中の技術の検証や改良を進めた．

16.	 公共交通情報化に関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

　スマートフォンの普及，政策としてのオープンデータの推進，ビッグデータ解析の普及などを背景として，公共交
通の利用を支援する情報システムの構築手法やサービスの形が進化している．こうした背景に基づいて，バスを中心
とした公共交通の情報化の研究を進めている．本年度は，コミュニティバスデータのオープンデータ化のためのシス
テム運用を静岡県の自治体などと協力して実施したほか，オープンデータの推進を議論するシンポジウムを開催した．
また GPSが使えない地下鉄のために，スマートフォンの気圧計を用いた位置情報技術の開発を行った．

17.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
准教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）龍 顯得

　変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFMを用いて，CIS系化合物半導体太陽電池材料系の
評価を行っている．太陽電池の重要な特性である開放光起電力やそれから導かれる少数キャリアダイナミクスなどを
局所的に測定し，各種材料系に存在する結晶粒やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目
指している．

18.	 静電引力検出モードAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
准教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志， 

大学院学生 （髙橋研）石井 智章，大学院学生 （髙橋研）潘 鎮海

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード AFMにより，CIS系化合物半導体太陽電池材料系での表面電位
分布の観測や表面空乏層容量の計測を行い，太陽電池特性劣化の要因となりうる不純物・欠陥準位の影響や，各種材
料系に存在する結晶粒や粒界との関連性を明らかにすることを目指している．
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19.	 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発と太陽電池材料評価への応用
准教授 髙橋 琢二，大学院学生 （髙橋研）小松 里紗

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．

20.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
准教授 髙橋 琢二，技術専門職員 （髙橋研）島田 祐二

　走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するとともに，
自己形成 InAs量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．

21.	 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光
准教授 髙橋 琢二，技術専門職員 （髙橋研）島田 祐二

　表面近傍に二重障壁や量子ドット構造などの量子ナノ構造を有する半導体試料において，走査トンネル顕微鏡／分
光（STM/STS）計測を行い，二重障壁による共鳴電流や量子ドットを介して流れる電流などをナノメートルスケー
ルの分解能で測定して，それらナノ構造に起因する電子状態変調効果を調べている．さらに，光照射下での STS計
測を通じて，ナノ構造の光学的特性を明らかにすることを目指している．

22.	 非対称計算機資源環境に最適な軽量暗号方式
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　メモリーや処理能力といった計算機資源を節約して計算機が暗号通信を行う場合，複雑な鍵系列生成器を用いたス
トリーム暗号が用いられてきた．しかし，もののインターネット（IoT: Internet of Things）が注目される中，センサー
などのさらに計算機資源の乏しいデバイス（以下では単にデバイスと呼ぶ）が資源豊かな計算機と暗号通信を行う環
境（非対称計算機資源環境）では，ストリーム暗号でも処理が重過ぎる．この課題を解決すべく研究されてきた従来
技術では，デバイスが受信者である時は安全で動作コストが低いものの，送信者である時には安全性に問題があるか
または動作コストが高過ぎるという問題があった．本研究では，暗号理論と符号理論とくに誤り訂正符号を応用して，
この問題を解決する方式を考案した．

23.	 非対称計算機資源環境における軽量認証プロトコル
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　もののインターネット（IoT: Internet of Things）が注目される中，センサーなどの極めて計算機資源の乏しいデバ
イスが資源豊かな計算機に対して「自分は確かに自分である」と証明する認証プロトコル（非対称計算機資源環境の
軽量認証プロトコル）が重要性を増している．本研究では，（i）非対称性を考慮し，（ii）証明者がセンサーやタグで
あっても問題にならないほど十分軽量で，しかも（iii）暗号理論的に十分な安全性を達成する，という 3つの要求を
全て満たす世界で初めてのプロトコルを複数開発した．とくに，ランダムセレクションと呼ばれる技法を用いて，軽
量性と安全性を両立させた．

24.	 ロイヤルティプログラムのセキュリティインシデントに関する脅威に着目した実証分析
大学院学生 （松浦研）篠田 詩織，教授 松浦 幹太

　コンビニエンスストアのポイント制度や航空会社のマイレージプログラムなど，顧客誘因策としての Loyalty Pro-
gram（LP）は，他の LPとの相互交換ネットワークが広がり，広義の仮想通貨として利便性と価値が高まっている．
一方で，LPは犯罪者にも狙われ，実際にマイレージプログラムのアカウントが乗っ取られるなどの事件も多発して
いる．本研究では，LPの狙われやすさに関する指標である脅威（攻撃生起確率）に着目して実証分析を行った．と
くに，脅威を代弁する実測可能な量（代理変数）として多様な候補を試し，実務に有益な知見を導出した．例えば，
LP登録会員数，発行済みポイント総数，犯罪者が利益確定に悪用しやすいバウチャーへの交換可能性などに関して，
LP運営者が教訓とすべき仮説検定に成功した．

25.	 証明可能安全性を持つパスワード再発行プロトコル
大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢， （国研）産業技術総合研究所 松田 隆宏，教授 松浦 幹太

　パスワードに基づくオンラインユーザ認証は現在でも広く用いられているが，ユーザがパスワードを忘れてしまう
とサービスを利用できなくなってしまうという問題があり，多くのウェブサイトにおいては何らかの方法でパスワー
ドを再発行するためのプロトコルが用意されている．我々は，従来は経験的に安全性を期待していただけのパスワー
ド再発行プロトコルに関して，厳密なモデルと安全性定義の理論的枠組みを構築した．さらに，その枠組みのもとで，
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厳密に安全性を証明できるプロトコルを一般的構成法と呼ばれる形式で考案した．

26.	 適応的述語安全な暗号文ポリシー型属性ベースサインクリプション
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　属性情報を利用した公開鍵暗号技術（例えば「執行役員かつ着任後 2年以上」などの一連の属性を満たす主体のみ
が暗号文を復号できたり，電子署名を生成できたりする技術）である暗号文ポリシー型属性ベース暗号と署名ポリシー
型属性ベース署名に関して，活発な研究が行われている．また，両機能を実現可能な暗号文ポリシー型属性ベースサ
インクリプション（Ciphertext-Policy Attribute-Based Signcryption， CP-ABSC）と呼ばれる暗号技術に関して，様々な構
成法の提案が現在までになされている．本研究では，適応的述語安全性モデルという高度なモデルにおいて，適応的
選択暗号文攻撃に対する識別不可能性を持ち，かつ，適応的選択文書攻撃に対する強偽造不可能性を持つ CP-ABSC
方式を開発し，厳密に安全性を証明した．提案方式は，構成要素として，暗号文ポリシー型属性ベース鍵カプセル化
方式，署名ポリシー型属性ベース署名方式，データカプセル化方式を用いた一般的構成法となっている．

27.	 匿名通信システム Tor への指紋攻撃に関する判定評価の拡張
大学院学生 （松浦研）中田 謙二郎，教授 松浦 幹太

　匿名通信システムは，通信経路を秘匿する目的で考案されたプラバシー保護技術である．中でも現在最も有名かつ
普及しているトア（Tor: The onion routing）は，民主化運動や善意の告発への利用，また，犯罪への悪用などで注目
されている．本研究では，Torの安全性を脅かす代表的な攻撃手法である指紋攻撃に着目し，従来の安全性評価の考
え方では不十分であることを明らかにした．とくに，攻撃者（例えば，ユーザを監視する立場の人）が，ユーザのア
クセス先を必ずしも一意的に特定する必要はないという状況も考慮することを提案し，体系的な評価の枠組みを示し
た．さらに，実際の通信データで実験を行い，指紋攻撃は従来の評価結果よりも強力な脅威であること，また，対策
としてダミーブラウジング技法の適切な実装が研究に値することなどを明らかにした．

28.	 産業用制御システムにおけるネットワークのグラフ構造を利用した事案対処手法
協力研究員 （松浦研）田村 研輔，教授 松浦 幹太

　重要インフラ事業者等が運用する産業用制御システムに対するサイバー攻撃が行われていることが明らかとなり，
我が国においても当該システムの防御及び攻撃認知時の迅速な対処が喫緊の課題となっている．特に，インターネッ
ト等の外部ネットワークからの脅威だけでなく，保守用端末や外部記録媒体を経由した不正プログラム感染等も考慮
する必要があり，事案発生時の効果的な対処手法の確立が求められる．適切な事案対処には，対処対象端末の優先順
位や対処手順を定めた対処プランが不可欠である．本研究では，より効果的な事案対処手法を確立するため，制御シ
ステムのネットワークに関するグラフ構造に着目し，被害端末からの距離に基づいて優先順位を定める手法を提案す
る．

29.	 細胞における生体分子ネットワークのモデリング―構造とダイナミクス
客員教授 陳 洛南，教授 合原 一幸

　本研究は，システム工学の観点から，分子レベルの生体システムのモデリングと生体ネットワークの非線形解析を
行っている．まず，一般的な確定モデルと確率モデルの数理理論を導出した．そして，非線形力学と制御理論により
生物学的システムの安定性と分岐を含む動的な性質を明らかにした．計測されたデータのテスト計算により本研究の
モデルの有効性が確認された．

30.	 β変換に基づくサイクリック形 10ビット AD変換 LSI
客員教授 堀田 正生，教授 合原 一幸

　数学におけるβ（1<β <2）を基数としたβ展開をサイクリック形 ADCに適用することにより冗長性が得られ，
高利得の増幅器や高精度な受動素子を用いなくとも高精度な ADCの実現できる．また，提案する実効β値推定方法
を用いることで正確にβ進－ 2進変換が可能となる．これにより，微細化 CMOS技術での素子バラツキが増大し，
真性利得が低下しても高精度 ADCの設計が容易となり，温度変化の大きい極めて使用環境が厳しいところで使える
AD変換器として期待できる．

31.	 シリコン神経ネットワークの構築
准教授 河野 崇

　脳神経系の情報処理を，神経細胞・シナプスのレベルで模倣することによって，脳神経系と同等あるいはそれ以上
の速度で動作する電子回路システムを構築する．

32.	 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
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33.	 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

34.	 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

35.	 ITS におけるコンピュータビジョン，グラフィクス技術の応用
特任准教授 小野 晋太郎

36.	 実世界空間のセンシングとモデリング
特任准教授 小野 晋太郎

37.	 動画像・動距離画像の時空間解析
特任准教授 小野 晋太郎，教授 （鹿児島大）川崎 洋，名誉教授 （東大）池内 克史

38.	 非線形時系列解析とその分野横断的応用
特任准教授 平田 祥人

　この研究室では，非線形時系列解析の手法を開発するとともに，重要な課題である脳，経済，癌，地震，気象など
から取られた実データに対して開発した手法を応用している．現在の主な興味は，（i）観測が不規則な時間間隔で得
られるような点過程時系列データの解析手法の開発と，（ii）癌治療のオーダーメイド化である．

物質・環境系部門
1.	 デュアル収束イオンビームによる表面・局所分析法の開発

教授 尾張 眞則，研究員 （尾張研）坂本 哲夫，大学院学生 （尾張研）浅倉 浩之

　固体材料の微小領域や粒径数ミクロン以下の単一微粒子に対する三次元分析法の確立を目的として，複数の Ga収
束イオンビーム（Ga-FIB）を用いた，新しい表面局所分析法を開発した．具体的には，Ga-FIB加工断面の飛行時間
型二次イオン質量分析（TOF-SIMS）法による微小領域三次元分析などが挙げられる．また，本法を高分子複合材料
などに適用し，固体内部の精密な三次元構造を明らかにした．

2.	 局所分析法を用いた大気浮遊粒子状物質の起源解析
教授 尾張 眞則，研究員 （尾張研）坂本 哲夫，協力研究員 （尾張研）野島 雅， 

協力研究員 （尾張研）冨安 文武之進，大学院学生 （尾張研）白倉 大地

　都市大気中の浮遊粒子状物質（SPM）に関する環境・健康影響評価のためには，発生起源や輸送経路の解明が重要
となる．また SPM粒子個々の大きさや形，化学組成，粒内元素分布などの情報が必要となる．本研究では沿道や都
市人工空間などで捕集された SPMに対して，マイクロビームアナリシス法を用いて粒別分析し，得られた粒別平均
化学組成に基づくクラスター分析を行ない，起源解析・環境評価などを行なっている．さらに，SPM表面に吸着し
た有害有機物の評価法に関する検討や，大気環境中で異なる起源の粒子が複合した複合微粒子に対する分析法の検討，
あるいはガソリン車の白金触媒を起源とする極めて稀な環境微粒子に対する精密な分析法の開発などを行なった．

3.	 ナノスケール二次イオン質量分析（SIMS）装置の試作
教授 尾張 眞則，協力研究員 （尾張研）野島 雅，大学院学生 （尾張研）古島 弥来

　二次イオン質量分析（SIMS）法は，深さ方向分析が可能な高感度固体表面分析法である．本研究では Ga収束イオ
ンビーム（Ga-FIB）を SIMS装置の一次ビームに採用し，0.1ミクロン以下の高い面方向分解能を実現した．またマ
ルチチャンネル並列検出システムの開発により，迅速で正確な SIMS分析を可能とした．さらに shave-off分析なる
独自の微粒子定量分析法や，Ga-FIBの加工機能を利用した新しい三次元分析法ならびに高精度 shave-off深さ方向分
析法を確立した．現在は，三次元分析の高速化に関する検討・装置化を行っている．
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4.	 汎用三次元アトムプローブの開発
教授 尾張 眞則，協力研究員 （尾張研）野島 雅，大学院学生 （尾張研）金 潤， 

大学院学生 （尾張研）湯川 豪，大学院学生 （尾張研）平井 悠太郎

　針状金属試料の先端部について，元素を区別した上で原子配列を三次元で可視化することのできる三次元アトムプ
ローブは，究極の原子レベル分析手法として汎用化への期待がされている．しかしながら，現状では金属以外の試料
について安定した測定法が確立されていない，検出効率が 100％に満たないため検出できない原子が存在する，複数
原子がクラスターとして検出された場合に適切な三次元可視化の技術がないなどの問題のため，応用範囲が限られて
いる．本研究では，各種シミュレーションを用いてこれらの問題の解決を目指している．

5.	 バイオマスリファイナリーによる自律持続社会システムの開発
教授 迫田 章義

6.	 バイオマス資源化のための物質変換技術の開発
教授 迫田 章義

7.	 ZIF-8 の水溶液吸着特性
教授 迫田 章義

8.	 孟宗竹からの分子ふるい炭の調製と機能性向上
教授 迫田 章義

9.	 細胞を用いる糖鎖生産
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）辻 峻太郎， 

大学院学生 （埼玉大）木村 珠美，教授 （埼玉大）松岡 浩司

　長鎖アルキルアルコールのグリコシド（糖鎖プライマー）を培地中に添加して細胞を培養すると，糖鎖プライマー
は細胞の中に取り込まれ，糖鎖伸長を受けた後に培地中に出てくる．本研究では，長鎖アルキルの末端にアジド基を
導入した誘導体を用いて細胞による糖鎖生産を行い，得られた糖鎖の機能性分子化や細胞間シグナル伝達を試みてい
る．

10.	 含フッ素溶媒を用いる細胞培養
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）宮島 浩樹， 

大学院学生 （畑中研）須藤 周，大学院学生 （畑中研）伊藤 稜哉， 
教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）Jean-Mark Vincent， 
教授 （CNRS・University of Bordeaux 1）André Del Guerzo

　フッ素を多く含む溶媒（フルオラス溶媒）中における細胞培養を行っている．また，フルオラス溶媒のゲルを用い
た新規細胞培養系を開発している．

11.	 細胞老化に伴う糖代謝
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）須藤 周

　細胞を継代していくと，糖鎖の生合成が変わってくる．細胞老化に伴って糖鎖合成がどのように変わってくるのか
について，独自の方法によって解析している．

12.	 悪性腫瘍の糖代謝解析
教授 畑中 研一，助教 （畑中研）粕谷 マリアカルメリタ，大学院学生 （畑中研）菊池 智佳

　悪性化したガン細胞における微細な糖代謝異常を糖鎖プライマー法の用いて解析している．また，悪性化を阻害す
る分子の開発も試みている．

13.	 無容器浮遊法によるガラス及び準安定酸化物の合成と物性
教授 井上 博之，助教 （井上研）増野 敦信，助手 （井上研）渡辺 康裕

　無容器浮遊法で達成される大過冷却液体状態から，熱力学的に非平衡なガラスや準安定相を室温まで保持すること
ができる．無容器浮遊法のひとつであるガス浮遊炉を用いて既存の方法では得られない物質の創出，物性の発現を目
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指している．

14.	 ガラス・非晶質の構造解析
教授 井上 博之，助教 （井上研）増野 敦信，助手 （井上研）渡辺 康裕

　種々の作製方法により多種多様な非晶質・ガラス材料が作製されている．その原子配列に関する情報を収集し，非
晶質状態の原子レベルの構造を探ることを目指している．放射光を用いた回折，Raman散乱スペクトルを基礎に，
計算機シミュレーションにより構造モデルを作成している．

15.	 遷移金属あるいは希土類元素含有ガラスの合成と物性
教授 井上 博之，助教 （井上研）増野 敦信，助手 （井上研）渡辺 康裕

　タングステン含有リン酸塩ガラスや鉄リン酸塩ガラスは，アルカリイオンによるイオン伝導性とともに，電子伝導
性を示す．さらに，その作製条件や熱処理条件によって，特性が大きく変化することが明らかとなってきた．さらに，
希土類イオンを含有するガラスは光学材料としての応用が期待されている．これらガラスを作製し，その物性と構造
の関係を解明することをを目指している．

16.	 PED法によるⅢ族窒化物の成長
教授 藤岡 洋，助教 （藤岡研）太田 実雄

　パルス電子線源を励起源として用いて結晶成長を行うことによって高品質Ⅲ族窒素化物薄膜を低温かつ高いスルー
プットで成長する．この手法により，従来手法では実現できなかった金属上半導体単結晶の高速成膜を実現する．

17.	 フレキシブルデバイスの開発
教授 藤岡 洋，助教 （藤岡研）太田 実雄

　大面積金属基板上へ半導体単結晶を成長し受発光素子や電子素子などのエレクトロニクス素子を作製する．その後，
作製した素子をポリマーへ転写することによって透明かつ柔軟，大面積のフレキシブルデバイスを作製する．

18.	 PLD 法による高品質Ⅲ族窒化物の成長
教授 藤岡 洋，助教 （藤岡研）太田 実雄

　従来のⅢ族窒化物成長技術では基板を加熱し熱エネルギーを与えることによって単結晶成長を実現していたが，本
研究ではⅢ族原子にパルスレーザーのエネルギーを与えることで室温でⅢ族窒化物の成長を実現する．この技術に
よって従来使用することのできなかった化学的に脆弱な格子整合基板を利用することが可能となり，結晶の品質が大
いに向上する．

19.	 ペプチド有機触媒の開発
教授 工藤 一秋，助教 （工藤研）赤川 賢吾，大学院学生 （工藤研）佐藤 潤一，大学院学生 （工藤研）杜 肇南

　ペプチド触媒は，酵素，有機低分子化合物に次ぐ第三の分子触媒として，独自の機能が期待される．これに関して
コンビナトリアル化学的手法について，大規模ライブラリを構築し，予断なしに新規な触媒活性ペプチドを見出すこ
とに成功した．一方で，これまでのアミン触媒の範疇から脱却して，システイン側鎖のチオール基を活性中心とする
反応の開発も行った．

20.	 セシウム吸収材を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井 和之

21.	 ビタミンCバイオイメージング用蛍光プローブの開発
教授 石井 和之

22.	 分子磁気光学材料の開発
教授 石井 和之

23.	 光機能分子担持ナノファイバー性薄膜の開発
教授 石井 和之
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24.	 液晶－光機能性分子の複合化による光分子メモリの開発
教授 石井 和之

25.	 機械的回転で誘起される流体運動を用いた不斉合成法の開発
教授 石井 和之

26.	 フタロシアンニンの光機能化に関する研究
教授 石井 和之

27.	 抗酸化物質の検出・定量分析法の開発
教授 石井 和之

28.	 超分子化を利用する光学活性ペプチドの絶対構造決定法の開発
教授 石井 和之

29.	 近赤外発光性分子の開発
教授 石井 和之

30.	 機能／構造設計に基づく含金属ポリマーの開発
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）阿知良 浩人， 

大学院学生 （北條研）高橋 礼，大学院学生 （芝浦工業大）法元 優希

　特定の組成・構造に由来する有機分子の機能は，その機能性ユニットの空間的配置や構造的な連結トポロジーに依
存して増強されたり，変調されたりする．我々は機能性分子であるサレン型錯体をモチーフとした含金属ポリマー（メ
タロポリマー）を中心に，π共役鎖でつながった多核錯体分子の電気的，光学的性質を調べるとともに，機能材料と
しての応用を探索した．

31.	 集積型金属錯体をもちいた高機能光学材料開発
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）坂井 洋子， 

大学院学生 （北條研）加藤 拓，大学院学生 （北條研）Qianwen Shen

　配位座を複数個もつ有機分子と種々の遷移金属イオンを錯形成させることにより，多核クラスター型錯体が高密度
に集積した構造，あるいは錯体中心が高秩序に配列した構造を作り出し，偏光二色性吸収や偏光二色性発光などの高
い機能を有する有機材料を開発する．

32.	 理論化学的手法による超分子材料の機能設計
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）磯貝 実， 

助教 （酒井（康）研）務台 俊樹，研究員 （北條研）重光 保博

　高精度第一原理計算に基づいて，分子間に働く異方的で弱い相互作用を評価し，分子の構造と分子間力との関係を
明らかにする．さらに分子構造を粗視化することによって大規模分子集積体のエネルギー状態を計算する手法を開発
し，分子の低周波振動モードと結晶多形，熱力学諸量の関係を明らかにし，物性予測や材料設計に役立てる．また，
既存の光機能性有機結晶の作用機構について計算化学的側面から説明を試みる．

33.	 三元触媒中の貴金属使用量の低減を目指したHC	reformer	trap 触媒システムの構築
准教授 小倉 賢

　コールドスタート時の HCを貯蔵し反応性を付与して放出させる HC reformer trapシステムにより，後段に配置さ
れる三元触媒の負担を軽減することで，三元触媒に使用されている貴金属の量を低減させる．

34.	 窒素酸化物直接分解を実現するナノ空間材料の設計
准教授 小倉 賢

　「表面吸着を利用しない」新しいタイプの“触媒”反応を窒素酸化物直接分解で実現するため，理論的なナノ空間
材料を構築することを目的とした．理論計算化学および低濃度 NOの酸素過剰条件での選択吸着を検討し，細孔径の
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小さい cageタイプのゼオライトの低濃度 NO濃縮に対する有効性を見出した．

35.	 メチル窒素化メソポーラスシリカ塩基・求核触媒による二酸化炭素を原料とする化学反応開拓
准教授 小倉 賢

　二酸化炭素を化学反応の左側（反応物側）へ持っていけないか？というリクエストに対して，コスト・エネルギー
効率の高い化学反応を開拓することを究極の目的に，我々が独自に開拓してきたメチル化された窒素化メソポーラス
シリカ塩基・求核触媒の新しい利用方法を摸索する．

36.	 電気化学アシスト酸化還元触媒を目指したカーボン・ゼオライト複合体調製
准教授 小倉 賢

　絶縁体であるシリカで骨格が形成されるゼオライトに電気が通じれば，応用範囲が拡大することが容易に想像され
る．本研究では，ゼオライトをテンプレートとした規則性ミクロポーラスカーボン製造方法を利用し，ゼオライトの
特性を残したままカーボンによる通電が可能な複合体を調製することを大目標としている．

37.	 アンモニアを選択還元剤とする窒素酸化物の選択還元除去に資するゼオライト触媒の開拓（AICEプ
ロジェクト）

准教授 小倉 賢

　自動車用内燃機関技術研究組合（AICE）の大学拠点形成プロジェクトで，ゼオライト合成チームから授受される
新しい構造のゼオライトを受け入れ，触媒化し，NH3-SCR触媒特性およびキャラクタリゼーションを行うプロジェ
クト．

38.	 一酸化炭素酸化に有効な新規触媒系の開拓
准教授 小倉 賢

　京都大学 ESICB元素戦略プロジェクトの一環で，貴金属を使用すること無く一酸化炭素を酸化可能な触媒系の探
索．以前アルカリ金属をドープしたコバルト酸化物が，表面に特異点を形成するために本系に有効であることを見い
だした．それを継承し，表面特性の一般性を見いだすことを主目的としている．

39.	 固相イオン交換法を利用したゼオライトへの金属イオン導入
准教授 小倉 賢

　通常液相イオン交換により金属イオンをイオン交換サイトへと導入するゼオライト触媒の他の有効な調製方法とし
て，蒸気圧の高い金属塩とゼオライトを混合し熱処理することでイオン交換サイトへ導入する固相イオン交換法が知
られている．本研究では，多価カチオンの導入や細孔径の小さいゼオライトへの比較的大きなカチオン導入の効率化
を目指している．

40.	 遷移金属中心ラジカルの捕捉・合成・応用
准教授 砂田 祐輔

　金属―金属間結合のホモリティックな開裂は，金属中心ラジカルを与える．この化学種はラジカルに由来した特異
な反応性を示すのみでなく，可逆なラジカルの生成を活用した物性制御も可能である．本研究では，典型元素中心性
ラジカルと適切な遷移金属種との反応から，遷移金属中心ラジカル種を与えうる化合物を創出し，その機能を開発す
る．

41.	 遷移金属と典型元素が協働するクラスター開発
准教授 砂田 祐輔

　典型元素を持つ遷移金属化合物は特異な反応性や触媒作用を示す．本研究では，多数の遷移金属と典型元素から構
成されるクラスターを開発し，元素間協働作用に基づく特異な反応性や新規物性の発現を指向した研究を行う．

42.	 トポロジカル絶縁体の塑性変形による転位導入および電気伝導測定
講師 徳本 有紀

　トポロジカル絶縁体中の転位においてヘリカルなスピン流を持つ金属状態が生じることが理論的に予測されてい
る．この金属状態の実験的な検証に向けて，トポロジカル絶縁体であることが知られている Bi-Sb合金を作製し，塑
性変形による転位の導入，転位の構造解析を行っている．さらに，転位の金属状態を検出するために，転位を導入し
た試料の電気抵抗測定を行っている．
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43.	 トポロジカル絶縁体の構造解析
講師 徳本 有紀

　PbBi2Te4はトポロジカル絶縁体であることが検証されている．しかし実際にはフェルミ準位がバルクの伝導帯に
入っており，絶縁体とはなっていない．Sbや Seを添加することによりフェルミ準位を変化させ，PbBi2Te4の絶縁性
を向上させることを目指している．作製した結晶の原子レベルでの構造解析と電気伝導性評価を行っている．

人間・社会系部門
1.	 省エネルギーと IAQ向上を実現する非結露型空調方式の開発

教授 加藤 信介

2.	 室内の換気・空調効率に関する研究
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，研究員 （加藤（信）研）伊藤 一秀，海外研究員 （加藤（信）研）金 泰延

　室内の空気温熱環境の形成に預かっている各種要因とその寄与（感度）を放射および室内気流シミュレーションに
より解析する．これにより一つの空調吹出口や排気口，また温熱源などが，どのように室内の気流・温度分布の形成
に関わっているか，またこれらの要素が多少変化した際，室内の気流・温度分布がどのように変化するかを解析する．
本年度は，人の活動の有無が室内気流に与える影響に着目し，人の移動を伴う汚染室から非汚染室への汚染物質輸送
性状について検討した．人の動きによって成立する気流とその二酸化炭素濃度分布への寄与について検討した．

3.	 都市に関する文明史的研究
教授 村松 伸

　世界の都市の 5000年にわたる歴史を生態的，文明史的に類型化し，その変容を考究する．

4.	 都市環境文化資源の開発に関する研究
教授 村松 伸

　現存する都市資源をいかに評価し再利用するかを考案し，実際の都市の再生に資する．

5.	 都市環境文化資源の社会還元に関する研究
教授 村松 伸

　小学生，高校生等に都市を理解するための教育を行う手法を開発し，それを実施する．

6.	 戦後アジア都市，建築に関する研究
教授 村松 伸

　日本を含むアジアの第二次世界大戦後の都市と建築について，歴史的なフレームを構築する．

7.	 アジア近代の都市と建築の歴史的研究
教授 村松 伸

　19～20世紀アジアにおける都市と建築の変遷をフィールドワーク，文献をもとに明らかにする．

8.	 福島県矢吹町との復興まちづくりの共同研究
教授 村松 伸

　矢吹町の諸団体とともに，異なる学問領域を統合することによって，まちの評価および復興まちづくりの方法を確
立する．

9.	 マド空間の全球全史
教授 村松 伸

　窓が地球上の各地点，各時代でどのように，どんな機能をもって成立してきたかを実地研究・文献研究によって明
らかにする．
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10.	 建築計画・建築生産における 3D技術の活用手法に関する研究
教授 野城 智也

　建築計画，建築生産プロセスにおける 3次元スキャナー技術の活用手法を開発する．

11.	 住宅履歴書データの利活用
教授 野城 智也

　住宅履歴書に格納された情報を利活用するためのシステム開発．

12.	 就労履歴管理システムの構築
教授 野城 智也

　夥しい数の生産現場を渡り歩きながら働く建設技能者の就労履歴や保有資格にかかわる情報を一元管理することに
より，技能者の福利厚生向上，労働安全衛生水準の向上，産業人材の育成確保を図るための情報システム及び制度シ
ステムを産学官連携により実現する．

13.	 ものづくりアーキテクチャに関する比較研究
教授 野城 智也

　東京大学ものつくり研究センターと共同で，建築生産と，自動車をはじめとする製造業分野のものづくり構造の相
違点・類似点を比較研究する．

14.	 巨大都市の脆弱性及びResilience 評価に関する研究
教授 野城 智也

　国際共同研究により巨大都市の脆弱性及び Resilience評価のための概念枠組みを構成することをめざす．

15.	 環境不動産に関する研究
教授 野城 智也

　Sustainable buildingに対する投資を促すための情報表示法について検討する．

16.	 イノベーション・マネジメントに関する研究
教授 野城 智也

　共通のメタモデルを下敷きに，多様化する現代のイノベーションを分析し，マネジメントにかかわる知見を得てい
く．

17.	 携帯電話データを利用した開発途上国におけるダイナミックな人口センサスの構築
教授 柴崎 亮介

　携帯電話システムから得られる CDR（Call Detail Record）データを匿名化した上で時空間内挿等の解析を施し，現
地調査データと組み合わせることで，時間毎の人口移動情報も含んだダイナミックなセンサスを構築する方法を研究
しており，開発途上国での実証実験を実施している．

18.	 携帯電話や衛星観測・測位システムを統合した社会サービスシステムの海外展開戦略に関する研究
教授 柴崎 亮介

　衛星観測から災害や環境変化に関する情報を得て，それを基に生成したサービス（例えば，洪水警報情報や避難誘
導情報の提供）を携帯電話に対して行う．同時に携帯電話からのデータ収集を行い，サービスの改善や衛星から得ら
れる情報の補正・補間等に用いるサービスを実現する技術開発を行う．更に，適用対象となる開発途上国の技術環境，
政策・政治環境等を調査・整理する手法・システムについても研究・検討する．

19.	 個人情報の自己管理を支援する社会システム：　情報銀行に関する研究
教授 柴崎 亮介

　個人情報を自己管理することで，本人管理による個人情報の名寄せと利活用促進，安全な情報管理を実現する社会
システムとして情報銀行を構想し，情報銀行を社会システムとして実装するための研究開発を行っている．
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20.	 都市全体を対象とした人やモノの分布・移動をリアルタイムに把握するデータ同化技術の開発
教授 柴崎 亮介

　センサー情報，GPS情報と人やモノの移動に関するシミュレーションモデルを統合することにより，都市全体を
対象として人・モノの移動・分布変化をリアルタイムに推定する技術を開発する．

21.	 マネー・モノ・人の流動と活動を表現するマイクロジオデータの開発
教授 柴崎 亮介

　詳細なデジタル地図や電子電話帳データ，企業間取引データ，地域統計情報を統合し，ダウンスケーリングするこ
とで全国を時系列的にカバーし，同時に個々の建物スケールの人の分布・流動，個別企業スケールのマネーやモノの
流動等を表現するマイクロジオデータを開発し，それを利用した国土・都市・社会解析を実現する．

22.	 衛星画像を利用した全球・詳細マッピング
教授 柴崎 亮介

　高分解能・中分解能衛星を組み合わせ，深層学習等を利用することで個別の建物，道路などを全球スケールでマッ
ピングすること可能にするマッピングシステムを開発している．

23.	 地震による構造物の破壊機構解析（共同研究）
教授 川口 健一

24.	 テンセグリティ構造物の応力測定システム
教授 川口 健一

25.	 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口 健一

26.	 立体構造物の野外実験
教授 川口 健一

27.	 柔軟型屋外スクリーンの構造設計に関する研究
教授 川口 健一

28.	 自然エネルギー利用マルチソース・マルチユースヒートポンプシステムの開発
教授 大岡 龍三，特任研究員 （大岡研）日野 俊之，特別研究員 （大岡研）崔 元準

　気象環境や地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを利用し，熱融通と蓄熱を組み合わせて，暖房，冷房，給
湯，冷凍など多彩な熱利用を高効率に実現する分散型ヒートポンプ熱利用ネットワークシステムを開発し，建物にお
ける温室効果ガス排出量の大幅な削減を行う．具体的には，高密度地中熱交換コイルユニットを作製・埋設し，暖冷
房・給湯設備を導入した実大実験を行っている．今年度は戸建住宅におけるMMHPシステム導入の結果を，空気熱
源を用いた従来システムと比較することで明らかにした．

29.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	①
教授 岸 利治

30.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	②
教授 岸 利治

31.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸 利治
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32.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸 利治

33.	 建設複合材料における内部組織構造の定量的評価に関する研究
教授 岸 利治

34.	 耐久性能検証技術の構築を柱としたRC構造物の合理的維持管理体系へのパラダイムシフト
教授 岸 利治

35.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 今井 公太郎

36.	 プレキャスト・ポストテンション・コンクリートシェルシステム
教授 今井 公太郎

37.	 空間の集合体に関する計画手法の研究と建築設計
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，特任研究員 （今井研）高濱 史子，大学院学生 （今井研）小松 智彦

　本研究の目的は，新しい空間のシステムを効果的に計画するための手法を考案・研究し，設計として実践すること
にある．本年度は，集合した居住空間（とくに学生寮・シェアハウス・フラットシェア）に着目し，その事例収集・
分析を行っている．またシェア型学生寮の計画・設計を行っている．

38.	 都市・建築空間における幾何学的分析手法に関する研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊

　本研究は，都市・建築空間における幾何学的な分析モデルを考案し，実証的に分析する方法を考案することを目的
としている．本年度は，時間距離に着目することで有向街路ネットワークを評価する手法を開発するとともに，都市
における地理的なポテンシャル分布を理論的に明らかにした．

39.	 地域分析の手法に関する研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

特任研究員 （今井研）大井 鉄也，特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，特任研究員 （今井研）櫻井 雄大， 
大学院学生 （今井研）太田 圭介，大学院学生 （今井研）富田 潤

　地域空間の構造を的確に把握することは，地域性を積極的に組み入れるという計画学的な視点からも非常に重要で
ある．本年度は Twitterから地域の魅力度を定量化するとともに，ニューヨークにおけるシェア・バイク移動データ
及びアンケート調査から，ニューヨークの地域性を明らかにした．

40.	 施設配置計画に関する研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊，特任研究員 （今井研）櫻井 雄大

　本研究の目的は，都市空間における施設配置の特性を把握するとともに，配置の最適化について理論的検討および
実装を行うことである．本年度は，東京都区部において，消費者の選択行動モデルに基づき購買地の勢力圏を明らか
にした．

41.	 数理的アプローチによる設計手法に関する実践的研究
教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

特任研究員 （今井研）櫻井 雄大，特任研究員 （今井研）大井 鉄也

　本研究は，ある種の設計対象は数理的デザイン手法と相性が良いことに着目し，適切な問題定式を通じてそれを実
践的に解くことを試みるものである．本年度は，建築物のビジビリティを定量的に評価する手法を開発するとともに，
本手法を建築設計に応用した．

42.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄
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43.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

44.	 エコサイトハウスの耐候性実験
教授 腰原 幹雄

45.	 室内音響に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博，大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

　ホール・劇場や各種空間の室内音響に関する研究を継続的に行っている．今年度は，会議室や医療施設等，プライ
バシー確保が必要な空間計画のためのスピーチレベルの調査を行い，室内音環境とスピーチレベルとの関係を実験的
に検討した．材料の音響特性をより精度よく把握することを目的に超指向性スピーカを用いた測定法の有効性に関す
る実験的研究を行った．

46.	 音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博，大学院学生 （坂本研）田中 直樹

　室内音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3次元音場シミュレーションシステムの開
発および応用に関して研究を行っている．今年度は，スピーチプライバシの確保を目的としたスピーチレベルに関す
る評価実験を行った．また，個人の耳形状による受聴特性を反映したバイノーラル再生システムの開発に関する研究
を行い，その有効性を実験的に検討した．

47.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）趙 静

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は，FDTD法における吸音境界条件に関して，Z変換を用いた効率的な境界
条件の入力方法について基礎的な検討を行った．また，GUIpを組み込んだユーザーフレンドリーな解析ソフトの開
発に取り組んだ．

48.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）趙 静，大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

　室内外の音響伝搬特性，室間遮音特性，音響材料音反射・吸音特性を精度よく計測する手法について継続的に研究
を行っている．今年度は，超指向性スピーカを用いて拡散壁の音波散乱性能を測定する新たな方法について実験室に
おける基礎的な検討を行った．また，インパルス応答を計測するための Swept sine methodをトンネル空間の音響特
性の把握に応用した．各種音響材料の音響インピーダンス測定方法に関しては，PUセンサを用いた手法に関する検
討を行った．

49.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）米村 美紀

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，一般道を走行する自動車の音響パワーレベルの現場測定を行い，データの収集に努めた．我が国において標準
的に用いられる道路交通騒音予測法の更新に際しては，最近の自動車の音響出力原単位である自動車の音響パワーレ
ベルデータの収集が急務となっている．このパワーレベルデータ収集は今後継続して行う予定である．

50.	 人々の流動を計測し，行動モデルと組合せて全体流動を推定するデータ同化技術の開発
准教授 関本 義秀

　多様な観測方法に基づく性質の異なる移動データを，均質なデータとして整理すると共に，特に災害を中心とする
平常時とは異なる人の流動について，行動モデルを適用させ推定する人流データ同化技術の開発を行なう．

51.	 商業，交通，観光，災害等のコンテクストにおける人々の流動の生態の解明
准教授 関本 義秀

　人々の流動を様々な分野に適用するために，災害時のみならず観光行動や交通モードの推定によるモビリティ分析
を行なう．
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52.	 国や地域のサステナブルな情報流通を支える基盤技術の開発
准教授 関本 義秀

　官民が保有するさまざまな社会基盤情報をワンストップで入手できるようなオープンなプラットフォームを開発す
るとともに，データを利用した視覚化・地図アプリなどの機能を提供し，データのショーケース化を図る．

53.	 国内外の地域の課題をデータと結びつけることによる実証研究的アプローチの開発
准教授 関本 義秀

　国内の社会基盤情報の整備を進めるとともに，国外においても簡易で継続的なデータ収集手法を構築し，データの
質を評価するとともに，交通渋滞の解決や都市計画等の基礎データとしての活用を目指す．

54.	 建築の時間論
准教授 川添 善行

55.	 然形学の体系
准教授 川添 善行

56.	 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

　次世代モビリティが，既存交通である歩行者や自転車等の円滑・安全性を阻害することなく協調できるための，車
両およびインフラの性能要件検討に関する研究である．千葉実験所内道路において，歩道に見立てた狭幅員の道路区
間を設け，その区間においてパーソナルモビリティが歩行者・自転車を回避・追従して通行する被験者実験を実施し
た．ここから，パーソナルモビリティの回避行動モデルを構築している．

57.	 信号交差点の設計・運用と道路利用者行動の国際比較
准教授 井料 美帆，Assistant Professor （Qatar University）Wael Alhajyaseen， 

Project Manager （New York City Department of Transportation）H. Joon Park

　New York Department of Transportおよび Qatar Universityとの協同で，信号交差点における横断歩行者と車両の安全
性に関する国際比較研究を実施している．主に名古屋市とニューヨーク市で観測した信号交差点周辺の横断歩行者・
車両挙動を詳細に分析することで，交差点の設計・制御の違いが横断歩行者の信号遵守傾向や車両の速度，走行安定
性に与える影響の検証に取り組んでいる．

58.	 平面交差部における車両挙動の時空間モデル
准教授 井料 美帆

　平面交差部では単路部と異なり，車両の走行位置が車線に限定されず，より自由度の高い二次元的な位置選択が可
能である．車両の走行位置や速度等の挙動は，交差点の物理的な幾何構造や路面標示等に左右され，結果として安全
性への影響を与える．本研究では，車両の交差点内での位置，速度等を，物理法則との整合性を保ちつつ構造等の影
響を加味しながら説明するモデルの構築に取り組んでいる．

59.	 方向変化を考慮した歩行者の先読み挙動モデル
准教授 井料 美帆

　動線が交錯し，かつ高密度な状態における歩行者交通のパフォーマンス評価を行うための歩行者交通流シミュレー
ションの改良を行った．既存の挙動モデルでは，歩行者同士の回避行動において，相手の近未来の予測挙動を直線的
に記述しており，高密度下での頻繁な方向変化による回避を表現できない．本研究では歩行者の回避戦略を 3次元の
時空間ネットワーク上の最短経路として表すことで，高密度下でも安定して旅行速度の再現性が得られることを示し
た．

60.	 空間認知・経路選択の個人差に対応した情報提供手法の検討
准教授 井料 美帆

　カーナビゲーションシステムは地図情報を主体として情報提供を行っているが，地図から空間情報を認知し，経路
を判断する能力は年齢や性別によって有意差があるとされている．本研究では，音声案内やランドマークを多用した
案内など，空間認知特性の個人差に合わせた効果的な経路案内方法について検討を行っている．
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61.	 広域土地被覆計測に関する研究
准教授 沖 一雄

62.	 衛星画像による河川流量推定手法の開発
准教授 沖 一雄

63.	 衛星画像による洪水・渇水評価システムの開発
准教授 沖 一雄

64.	 水・食糧・エネルギーバランスを考慮した流域圏の構築
准教授 沖 一雄

65.	 流出シミュレータの開発
特任准教授 守利 悟朗

66.	 カムチャツカ火山群における環境動態調査
特任准教授 守利 悟朗

67.	 インド亜大陸東北部における大気鉛直構造の解明
特任講師 木口 雅司

　バングラデシュ気象局の高層気象観測やインド亜大陸北東部に展開されている官署の雨量観測データ，レーダ観測
データなど地上観測データを用いて，プレモンスーン期とモンスーン期における擾乱現象を捉え，積乱雲の存在の有
無が分かる全球雷データ（WWLL，http://webflash.ess.washington.edu/）を用いて，その要因が積乱雲によるものかど
うかを判定する．2007年に集中高層気象観測で取得された 6時間データや通常用いられているゾンデより上層の湿
度測定が可能である Snow Whiteを用いて取得された水蒸気データ，衛星データ（EOS MLS，AIRS等）を用いて，
プレモンスーン期とモンスーン期の擾乱現象が発現しているときとそうでないときの詳細な大気鉛直構造を明らかに
する．さらに，擾乱現象が発現しているときとそうでないときの総観気象場を，NCEP/NCARや ERA40，JRA55を
用いて示し，その大気鉛直構造がどのように形成されるのかを解明する．

68.	 インド亜大陸北東部地域の降水変動に関する地上観測と領域数値モデル・広域気象解析との比較研
究

特任講師 木口 雅司

　日変化～季節内変動スケールの降水変動を対象とする．メガラヤ高原南部からバングラデシュ北東部にかけて深夜
から朝に多く雨が降る原因について，境界層の日変化と慣性振動による夜間ジェットによる効果や冷気プールによる
大気の安定化などが指摘されている．本研究グループの観測データから得られる日変化が解像できるデータと夜雨を
再現した北大のモデル結果を比較検討する．2度モデルグループと議論を行いたい．1度目は観測・モデル双方から
の興味深い結果・疑問点について意見交換を行い，観測とモデル双方で比較する対象（気象要素・季節内変動のモー
ド等）を決める．2度目の研究打合せで解析結果を比較し，観測とモデルが良く合っている点，再現できていない点
について明らかにする．

69.	 災害をいかに地域に伝えるか－南アジアにおける気象学と地域研究との協働
特任講師 木口 雅司

　本企画では，南アジア地域をフィールドとしている気象学・気候学・水文学と，地域研究とを専門とする若手研究
者同士で，「伝える」をキーワードに学際的な議論を行いたい．この「伝える」には，1）専門分野の最新の知見を他
分野の研究者へ伝える，2）外部の研究者が有する専門知識を地域住民に伝える，3）バングラデシュ，インド北東部，
ブータンの間で地域の現状を相互に伝える，の 3つの意味が込められている．1）は所属学会などで発表する場合と
は異なり，なるべく専門用語を使用せずに説明する工夫が求められる．2）は難解な専門知識でも住民が理解可能な
ように翻訳して伝える手法の提示が求められる．3）は大局的には共通する気候環境の下で，各地域で個別に現われ
る気象災害の性質と対処法の差異を事例を挙げて明らかにし，新たな視点の獲得を目指すものである．
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大規模複雑システムマネジメント部門
1.	 室内温熱環境と空調システムに関する研究

教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，研究員 （加藤（信）研）近本 智行，海外研究員 （加藤（信）研）金 泰延

　良好な室内環境を得るための最適な空調システムに関して，模型実験・数値シミュレーションにより研究している．
本年度は戸建て住宅の壁体内部に連続した通気層を設けて躯体全体の通気を行う壁体内通風システムシミュレーショ
ンにより通気部仕様の設計上の妥当性を検証した．

2.	 室内気流の乱流シミュレーションとレーザー可視化，画像処理計測手法の開発研究
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，研究員 （加藤（信）研）伊藤 一秀

　室内気流を対象とした乱流シミュレーション・可視化計測による流れ場，拡散場の予測，解析，制御のための手法
の開発を行う．特に，レーザー光を用いた流れの可視化による定性的な把握とともに，定量的な計測を行うシステム
の開発研究に重点を置く．模型実験での可視化により得られた流れ性状を数値化してシミュレーション結果と比較し，
その精度向上に務めた．

3.	 室内空気感染の解明と健康居住空間の開発
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，研究員 （大岡研）伊香賀 俊治， 
研究員 （加藤（信）研）田辺 新一，研究員 （加藤（信）研）伊藤 一秀

　空調システム内の微生物汚染を制御する目的で空調用加湿フィルター上の細菌等を対象としたマイクロ波の殺菌性
能を検討し，マイクロ派照射による加湿器エレメントの電力損失密度，加湿器内部の電解分布に関して検討した．

4.	 風洞実験・室内気流実験で用いる風速並びに風圧変動測定方法の開発に関する研究
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三

　建物周辺気流に関する風洞実験や室内気流実験で用いる平均風速，風速変動の 3次元計測が可能な風速測定器の開
発・実用化および変動風圧の測定法等の開発に関し，研究を進めている．本年度も前年度に引き続き，PIV流速計に
より等温室内気流，および非等温室内気流の乱流統計量を測定し，その特性を解析した．

5.	 CFD解析に基づく室内温熱環境の自動最適設計手法の開発
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，海外研究員 （加藤（信）研）金 泰延

　本研究は，室内環境 CFD（Computational Fluid Dynamics）解析シミュレーションに基づく室内温熱・空気環境の自
動最適設計手法を開発することを目的とする．これは室内の環境性状を設計目標値に最大限近づけさせるための室内
の物理的な境界条件を求める手法，すなわち逆問題解析による環境の自動最適化設計手法の基礎的な検討を行うもの
である．本年度は空調消費および昼光利用により削減される照明消費の一次エネルギー消費量を削減することを目的
とした形状・ゾーニングの最適化計算を行った．最適化計算にはこのような多目的最適化問題に適するアルゴリズム
である NSGA-Ⅱを用いた．GA（遺伝的アルゴリズム Genetic Algorithm）を導入し，より少ない計算量で広範な条件
から複数の最適条件候補を探索する手法を検討した．空調負荷および昼光利用により照明負荷を削減する建物形状を
導出することを目的とする最適化計算を行った．

6.	 数値サーマルマネキンの開発
教授 加藤 信介，教授 大岡 龍三，協力研究員 （加藤（信）研）大森 敏明， 
協力研究員 （加藤（信）研）佐古井 智紀，研究員 （加藤（信）研）田辺 新一

　本研究は，サーマルマネキン等を用いた実験に基づいて行われている人体とその周辺の環境場との熱輸送解析を，
対流放射連成シミュレーション，さらには湿気輸送シミュレーションとの連成により，数値的に精度良くシミュレー
トすることを目的とする．本年度も昨年に引き続き四肢と顎部，胸部などの局部形状を詳細にモデル化した人体モデ
ルを作成し，この人体モデルを用いた CFD解析により，人体局所形状の影響を考慮して，人体吸気領域の検討を行っ
た．

高次協調モデリング客員部門
1.	 メラニン合成制御に関する理論的研究

客員教授 笠井 秀明

　メラニンには，黒のユーメラニンと黄・赤のフェオメラニンがある．その反応過程を理論的解析する．ドーパキノ
ンからユーメラニンとフェオメラニンへの反応過程にある分枝反応（第一分枝反応）を支配する要因を明らかにする．
さらに，ユーメラニン合成過程にある DHIと DIHCAへの分枝反応（第二分枝反応）を支配する要因を解明する．解
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析結果をベースに，白斑症，皮膚がんへの対応について検討する．

2.	 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
客員教授 笠井 秀明

　安定的に液化水素を輸送するには，水素分子の核スピン状態（オルト水素，パラ水素）を制御する必要がある．そ
のために，必要な触媒やフィルターを第一原理計算を援用して，デザインする．

3.	 計算機マテリアルデザイン
客員教授 笠井 秀明

　第一原理計算を援用し，新物質材料，デバイス，プロセスをデザインする．脱貴金属自動車触媒，燃料電池触媒，
水素貯蔵材料，抵抗変化メモリデバイス，キャパシタ，ガスセンサーなど．

ニコンイメージングサイエンス寄付研究部門
1.	 産業で用いられる光学の教育

特任教授 大木 裕史

　5月に本郷で先端レーザー科学教育研究コンソーシアム CORALに参加，大学院学生に「光学産業における光学技
術」の題目で講義 1回とレンズ設計実習 2回（1回半日）を実施．実習は 14名受講．6月 6日（土）駒場リサーチキャ
ンパス公開理科教室で小・中学生向け理科教室を開催，定員 20名以上の参加希望あり．10月～1月に光工学特論の
講義を駒場Ⅱで開講，11名受講．

2.	 駒場ひかりらうんじ
特任教授 大木 裕史，特任教授 志村 努

　光学関係の研究者・技術者が集い自由に意見交換を行う「駒場ひかりらうんじ」を 2012年より開始．2015年度は
5月に開催．

建物におけるエネルギー・デマンドの能動・包括制御技術社会連携研究部門
1.	 環境不動産に関する研究

特任教授 野城 智也

　Sustainable buildingに対する投資を促すための情報表示法について検討する．

2.	 建築における能動的需要制御に関する研究
特任教授 野城 智也，特任教授 大岡 龍三，特任講師 馬郡 文平

　エネルギーモニタリングシステムをもとにベンチマーキング，運用改善策を講ずるとともに，需要予測に基づいた
能動的需要制御を行う手法を，実在建物における解析を通じて開発する．

千葉実験所
1.	 ロボット切削システムの開発および性能評価

教授 帯川 利之，先進ものづくりシステム連携研究センター，特任研究員 （帯川研）林 遵

2.	 特殊電子ビーム溶解装置によるシリコンの精製
教授 前田 正史

3.	 省エネルギーと IAQ向上を実現する非結露型空調方式の開発
教授 加藤 信介

4.	 海洋鉱物資源広域探査システムの研究開発
教授 浅田 昭
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5.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

　地球環境情報を蓄積する巨大データベースを駒場と千葉の 2地点で分散管理するパイロットシステムを構築し，次
世代情報アーキテクチャに関する研究を行う．

6.	 バイオマスリファイナリーによる自律持続社会システムの開発
教授 迫田 章義

7.	 バイオマス資源化のための物質変換技術の開発
教授 迫田 章義

8.	 戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発，次世代高効率石炭ガス化技術開発，コールドモデルによる大量
粒子循環システムの開発

特任教授 堤 敦司

9.	 乾燥用エアサイクルシステムの開発，空気軸受圧縮膨張機性能評価試験
特任教授 堤 敦司

10.	 車両空間の最適利用に関する研究
教授 須田 義大

11.	 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

12.	 ITS（高度道路交通システム）における自動車の運動制御に関する研究
教授 須田 義大

13.	 ビークルにおけるマルチボディ・ダイナミクスに関する研究
教授 須田 義大

14.	 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田 義大

15.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田 義大

16.	 エコライド評価試験
教授 須田 義大

17.	 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田 義大

18.	 新たな鉄道技術の開発と推進及び鉄道と自動車交通のインタラクティブなシステムに関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

19.	 ロボットビークルに関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦
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20.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本 潤，大学院学生 （柳本研）丁 晟

　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，熱間圧延における材質予測技術の開発を目指して，鉄鋼材料，非鉄金
属材料，生体材料などを対象とした研究を行っている．

21.	 地震による構造物の破壊機構解析（共同研究）
教授 川口 健一

22.	 テンセグリティ構造物の応力測定システム
教授 川口 健一

23.	 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口 健一

24.	 立体構造物の野外実験
教授 川口 健一

25.	 柔軟型屋外スクリーンの構造設計に関する研究
教授 川口 健一

26.	 応用要素法（AEM）を用いた無補強組積造壁を有するRC造建物の耐震性能評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）李 煥九

　応用要素法（AEM）は崩壊に至るまでの破壊現象が，要素間の軸ばねおよびせん断ばねで構成される簡単なばね
モデルで解析できる構造解析手法である．本研究では，この AEMを用いて，無補強組積造（URM）壁の面外転倒を
考慮した RC造建物の耐震性能評価を解析的に検討することを主目的としている．今年度は，URM壁を含む RC造
架構の検討を行うための前段階として，RC造架構を対象に，歪の局所的集中を考慮しうる AEM解析による非線形
荷重－変形関係の推定を試みるとともに，無補強組積造壁のモデル化手法について検討を行った．

27.	 せん断破壊型鉄筋コンクリート造柱の残存軸耐力評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）松川 和人，助教 （中埜研）崔 琥，大学院学生 （中埜研）楊 勇

　新耐震基準が適用される前に建設された RC造建物では，柱の両側に腰壁・垂れ壁が存在する事例が多く，これら
により柱が短柱化し，地震時にせん断破壊するケースが多発している．このようなせん断破壊が生じやすい短柱に対
し，建物の軸崩壊を防ぐためにはせん断破壊後の残存軸耐力を合理的に評価し安全性を確認することが極めて重要で
ある．そこで本研究では，せん断破壊した RC造柱の残存軸耐力評価手法を提案することを主目的に，本年度は，
RC造試験体の加力実験を行い，昨年度に提案した柱の残存軸耐力評価手法の妥当性を検証した．また，耐震診断や
耐震設計への適用を視野において，本評価手法の簡略化を行い，その適用性を確認した．

28.	 津波漂流物衝突時の衝撃外力が作用する建築物の応答評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）浅井 竜也

　津波来襲時には，船舶などの大型の漂流物の衝突により，建物に衝撃的な荷重が作用することがあるが，これらが
建物全体の挙動に及ぼす影響については十分に把握されていない．そこで本研究では，津波漂流物が衝突する建物の
応答評価手法の提案と，その適用性を検証するとともに，津波漂流物の衝突に対する津波避難ビルの構造設計法を確
立することを目的に，本年度は，まず，津波来襲時の記録映像により漂流物の漂流挙動を分析し，それに基づき漂流
物衝突時の衝撃外力形状を検討した．次に，この衝撃外力に対する建物の応答特性を検討し，これに基づいて導出し
た最大応答層間変形の推定式が，津波漂流物の衝突において実務上想定し得る荷重作用継続時間の範囲内で，精度良
いことを明らかにした．

29.	 地震時修復コストに着目したRC造建物における方立壁の有効性に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）宋 在璟

　東日本大震災では，中層 RC造集合住宅の方立壁が大きな損傷を受けた．方立壁は，その両端が主架構と接続され
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ている場合，構造耐力にある程度寄与する一方で，損傷が方立壁に集中することにより建築物の修復費用を増大させ
る要因となる．そこで本研究では，地震時修復コストに着目した RC造建物における方立壁の有効性の把握を主目的
に，方立壁を含む RC造架構の静的載荷実験を行い，実験から得られた損傷量（ひび割れ長さ，ひび割れ幅およびひ
び割れ本数）に基づき，修復費用評価モデルを構築した．また，方立壁を有する RC造多層架構の静的漸増載荷解析
および等価線形化法による応答評価から，ベースシア 0.3～0.4程度の主架構に方立壁を設置した場合，中小地震動レ
ベルであっても，方立壁がない場合よりも修復費用が増大する恐れがあることが確認された．

30.	 RC 造架構に内蔵された無補強組積造壁の面内負担せん断力の評価および面外転倒メカニズムに関す
る実験的研究

教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）Devjyoti Paul

　近年世界各地で無補強組積造壁を含む RC造建物が大きな被害を受けており，特にその壁体の面外方向への転倒破
壊が多発している．本研究では，無補強組積造壁の耐震性能の把握のための面内方向への静的実験と，面外転倒メカ
ニズムの評価ための振動台実験をそれぞれ計画した．本年度はまず，無補強組積造壁を内蔵する 1/4スケールの連層
および連スパン縮小 RC試験体をそれぞれ製作し，その静的加力実験を実施した．全組積ユニットに貼付した 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－変形関係を精度よく再現することができた．
また，面外方向への振動台実験を行っており，現在，その実験結果を分析中である．

31.	 津波漂流物がRC造建物に衝突した際のねじれを考慮した応答評価に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人，大学院学生 （中埜研）根本 雄平

　東日本大震災で津波被害が大きな注目を集めたが，津波荷重の評価に関しては研究がなされているものの，津波襲
来時に漂流した船舶やコンテナの衝突により建物に作用する外力やそれによる建物の応答性状に関する研究は十分に
なされていないのが現状である．そこで本研究では，漂流物が建物に衝突する際の建物平面上の衝突位置に着目し，
これに起因するねじれ挙動を含む建物の応答性状の評価を主目的とする．本年度はまず，漂流物による外力の適切な
設定を目的として，静岡県内の港湾に停泊している船舶の重量や停泊期間などの調査を行うとともに，弾性範囲内に
おいてねじれ挙動を含む建物の応答性状について検討を行った．

32.	 構造物の静的および動的破壊に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　千葉実験所の地震応答実験棟および構造物動的破壊実験棟に設置されている静的破壊実験装置および二次元振動台
を用いて構造物の地震時における挙動を把握するための各種耐震実験を行う．また，弱小モデルによる地震応答観測
も行う．

33.	 構造物の破壊機構に関する研究
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　千葉実験所内の大型耐震機構実験施設で行う大型実験，ならびに弱小モデルなどを用いた地震応答観測の打ち合わ
せ，データ処理解析，および大型耐震実験に伴う準備や小規模予備実験（材料性能確認試験など）を実施する．

34.	 弱小モデルによる地震応答観測
教授 中埜 良昭，助教 （中埜研）崔 琥，助教 （中埜研）松川 和人

　小さな地震でも損傷が生じるように，通常の建物より意図的に弱く設計された縮尺率 1/4程度の鉄筋コンクリート
造 5階建て建物 2体（柱崩壊型モデル，梁崩壊型モデル）を千葉実験所に設置し，地震応答観測を行っている．1983
年 8月の観測開始以来，千葉県東方沖地震をはじめ，200以上の地震動に対する建物の応答を観測することができた．
本年度は観測システムの内，計測装置の更新を行った．また，これらの蓄積された観測結果の分析・解析を行うとと
もに，ニューラルネットワークを利用した履歴推定手法の教師データ等としてこれを利用している．

35.	 地震動と地盤ひずみの観測
教授 目黒 公郎

36.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

37.	 プレローディド・プレストレスト補強土壁工法の実物大模型実験
教授 桑野 玲子
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38.	 能動型マイクロ波センサーによる海面観測システムの開発
教授 林 昌奎，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）永田 隆一，大学院学生 （林研）矢野 由祐

　マイクロ波パルスドップラーレーダを用いる海面観測システムの開発を行っている．海面から散乱するマイクロ波
は，海面付近水粒子の運動特性によって周波数が変化し，海面から散乱強度には使用するアンテナの特性が含まれる．
その特性を解析することで，海洋波浪の進行方向，波高，周期及び位相，海上風の風速と風向，海面高さの情報を得
ることができる．相模湾平塚沖での海面観測を行っている．

39.	 水中線状構造物の挙動に関する研究
教授 林 昌奎，研究員 （JAMSTEC）井上 朝哉，准教授 （神戸大）勝井 辰博，大学院学生 （林研）CHEN Wei

　海洋掘削用ドリルパイプは比較的単純な構造物であるにもかかわらず，作用する流体外力，構造自体の応答特性も
一般に非線形である．また，海流など流れを有する海域で作業するドリルパイプには，回転による振動に流れによる
振動が加わり，より複雑な応答を示す．これらの問題は，対象となる水深が深くなりパイプが長大になるに従い，強
度が相対的に低下したり，水深ごとの流れの流速が変化したりすると，強度設計，安全性確保の観点からより重要に
なる．

40.	 リアルタイム波浪観測とエアクッションによる浮体応答制御に関する研究
教授 林 昌奎，教授 （日本大）増田 光一，教授 （日本大）居駒 智樹

　波浪に起因する浮体式海洋構造物の動揺，弾性変形，波漂流力などを，海洋波浪レーダによるリアルタイム波浪観
測技術とエアクッションを用いた浮力制御技術により，制御する方法について研究を行っている．

41.	 再生可能海洋エネルギー開発に関する研究三陸海岸へ導入可能な波力及び潮流発電システムの研究
開発

教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹，特任研究員 （林研）小林 豪毅， 
特任研究員 （林研）永田 隆一，特任研究員 （林研）広部 智之

　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，独自の波力発電装置のプロトタイプ（40kW× 2台）を開発し，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，独自の潮流発電装置のプロトタイプ（5kW
× 1台）を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施する．

42.	 次世代油圧式潮流発電技術研究開発
教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹，特任研究員 （林研）小林 豪毅，特任研究員 （林研）広部 智之

　数年後，商用電源化（合計出力 1MW以上）を想定し，我が国の低速な潮流に対して，高い年間設備利用率が期待
でき，維持管理も容易な次世代の油圧連結潮流発電システムの開発を目指して研究を行っている．定格 100kWのプ
ロトタイプ（水中ナセル 1台にツインロータ艤装× 2セット（双発形状）＋発電機 1台の構成）について，水槽模型
実験，フルスケールベンチ試験等を行い，要素技術を開発する．

43.	 自然エネルギー利用マルチソース・マルチユースヒートポンプシステムの開発
教授 大岡 龍三，特任研究員 （大岡研）日野 俊之，特別研究員 （大岡研）崔 元準

　気象環境や地中熱など建物周囲の多様な自然エネルギーを利用し，熱融通と蓄熱を組み合わせて，暖房，冷房，給
湯，冷凍など多彩な熱利用を高効率に実現する分散型ヒートポンプ熱利用ネットワークシステムを開発し，建物にお
ける温室効果ガス排出量の大幅な削減を行う．具体的には，高密度地中熱交換コイルユニットを作製・埋設し，暖冷
房・給湯設備を導入した実大実験を行っている．今年度は戸建住宅におけるMMHPシステム導入の結果を，空気熱
源を用いた従来システムと比較することで明らかにした．

44.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	①
教授 岸 利治

45.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	②
教授 岸 利治

46.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸 利治
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47.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸 利治

48.	 建設複合材料における内部組織構造の定量的評価に関する研究
教授 岸 利治

49.	 耐久性能検証技術の構築を柱としたRC構造物の合理的維持管理体系へのパラダイムシフト
教授 岸 利治

50.	 張力型空間構造モデルドーム実挙動観測システム
教授 今井 公太郎

51.	 プレキャスト・ポストテンション・コンクリートシェルシステム
教授 今井 公太郎

52.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

53.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

54.	 エコサイトハウスの耐候性実験
教授 腰原 幹雄

55.	 ITS 技術の鉄道車両への展開
准教授 中野 公彦

　自動運転隊列走行の技術を利用して，路面電車の隊列走行を実現させることを試みている．数値計算を通じて，走
行速度 15km/hの際には 0.6m，40km/hの際には 1.6m以上の車間距離が確保されれば，安全に走行できる可能性を示
した．また，車車間通信を利用した自動車と路面電車間の安全運転支援のデモンストレーションにも参加した．

56.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆

57.	 電気化学的手法による漁網への生物付着防止
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊

　漁網に生物が付着すると，漁網への流体力が増加して網の破れが発生する．また，生簀の場合は，海水交換が少な
くなり，溶存酸素濃度が低下するなどの問題が発生する．現在は，人手で付着生物を落としているが，労力のかかる
作業である．掃除用ロボットも開発されているが，高価で高度な作業を要することもあり，普及には至っていない．
平成 26年度は，電気分解の際の直流電源や交流電源などの条件を変えた実海域実験を実施し，効率的に生物付着を
防止できる条件を模索した．

58.	 炭電極を用いた汚水の電気化学的処理技術の開発
准教授 北澤 大輔，助手 （北澤研）藤野 正俊，准教授 （日本大）岡本 強一，研究実習生 （北澤研）片桐 健仁

　汚水処理技術の一つとして，電気分解が注目されている．電気分解によって発生した酸素は貧酸素水に供給され，
水素はエネルギーとして利用される．また，富栄養化，赤潮の原因となる無機態窒素化合物を分解することもできる．
電気分解では，一般に金属製の電極が用いられるが，使用中にイオン化し，水生生物に影響を及ぼす可能性があるた
め，当研究室では炭電極を用いた電気分解による汚水処理技術の開発を行っている．炭電極の性能を標準化するため，
炭電極の製作方法を規格化し，安定した性能を示すようにした．今後は，試水の pH等のパラメータを安定化させる
ため，交番電源等の電源の与え方について検討する．
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59.	 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，特任研究員 （北澤研）張 俊波

　海洋エネルギー施設を設置する場合は，海洋環境への影響を評価し，社会的受容性を高める必要がある．本研究で
は，海流・潮流発電のブレードへの魚類の衝突に着目し，縮尺比 1/100の水槽実験を実施した．その結果，ブレード
に衝突する魚類は見られなかったものの，ブレードの回転数によって，ブレードを通過する魚類の行動に違いが見ら
れた．今後は，明暗条件等のパラメータを変化させた実験を行うとともに，実海域での計測手法について検討する必
要がある．

60.	 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

　次世代モビリティが，既存交通である歩行者や自転車等の円滑・安全性を阻害することなく協調できるための，車
両およびインフラの性能要件検討に関する研究である．千葉実験所内道路において，歩道に見立てた狭幅員の道路区
間を設け，その区間においてパーソナルモビリティが歩行者・自転車を回避・追従して通行する被験者実験を実施し
た．ここから，パーソナルモビリティの回避行動モデルを構築している．

61.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻 俊宏

　AUV（自律型海中ロボット）や海底ステーション，自律ボートなどの複数のプラットフォームを連携させることで，
従来よりも広範囲，高精度，長期間の観測が可能なシステムを構築する．

62.	 海底の広域 3D画像マッピング技術の開発
特任准教授 ソーントン ブレア

63.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
特任准教授 望月 和博

64.	 バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発
特任准教授 望月 和博

マイクロナノメカトロニクス国際研究センター
1.	 マイクロアクチュエータの応用

教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，協力研究員 （年吉研）三田 信， 
特任教授 ドミニク・コラール，University of Twenteエディン・サラジュリック， 

外国人客員研究員 （藤田研）ロラン・ジャラベール

　VLSI製造用の種々の微細加工技術によって可能となった，微細な電極パターンや高品質の絶縁薄膜を利用して，
静電力や電磁力などで駆動する超小型アクチュエータを開発し，種々の応用デバイスを試作している．

2.	 マイクロマシニング技術のバイオ工学への応用
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，准教授 （京都大）横川 隆司， 

助教 （藤田研）久米村 百子，特任研究員 （藤田研）メフメット・チャータイ・タルハン， 
特任研究員 （年吉研）ニコラ・ラファイエット，特任教授 コラール ドミニク， 

外国人客員研究員 （藤田研）ロラン・ジャラベール， 
主席研究員 （NeuroInDx, Inc.）スタニスラフ・カールステン

　MEMS技術で作成したセンサやマイクロ流体システム中に生体物質を融合し，生体分子および細胞の検出や評価
を行っている．シリコンナノピンセット，振動型バイオセンサ，生体分子モータを再構成したバイオチップなどを研
究した．
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3.	 ラボ・イン・TEM・システム
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，助教 （東京工業大）石田 忠，協力研究員 （年吉研）三田 信， 

特任助教 （藤田研）佐藤 隆昭，外国人客員研究員 （藤田研）ロラン・ジャラベール， 
大学院学生 （藤田研）松井 遼平，准教授 （トゥウェンテ大）エディン・サライエリッチ， 
大学院学生 （藤田研）ヴィヴェック・メノン，大学院学生 （UCSD）ジャンリン・ゼン

　マイクロマシニング技術を用いて，対向するナノ深針とそれを動かすマイクロアクチュエータを一体で製作した．
断面の寸法が数十ナノメートルのナノ深針を安定して製作できるようになった．このマイクロデバイスを，電子位相
検出方式の超高分解能透過電子顕微鏡（TEM）の試料室に入れ，対向探針の接触・融合・接合引き延ばしなどを直
視観察する．対向針を接触させ融着した後，伸張してナノブリッジを形成し，その破断までを TEMで可視化観察した．
更にナノトライボロジーの解明に向けて，ナノブリッジにせん断力を加えて，破壊に至る形状変化と応力の関係を調
べた．更にナノ接合を通じた熱伝導特性も測定した．

4.	 リソグラフィー用ナノプローブとそのトライボロジー特性の研究
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，東芝（株） 李 永芳，東芝（株） 冨澤 泰，大学院学生 （藤田研）陳 昆韓

　10nm級のプローブリソグラフィの実現を目指し，耐摩耗プローブを開発した．また，導電性を確保しつつ摺動時
の摩擦を減らす材料の選択を検討した．さらに，複数本のプローブのアレイを作り，同時に描画できることを示した．

5.	 3 次元回路集積化技術
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，NHK放送技術研究所 後藤 正英

　高速フレームレートの高解像度撮像素子を実現するための 3次元集積回路製造技術をシリコンマイクロマシニング
技術を用いて実現する．

6.	 エネルギーハーベスト用MEMSデバイス
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原， 

民間等共同研究員 （藤田研）三屋 裕幸，大学院学生 （藤田研）佐野 智華子

　MEMS微細加工や高機能エレクトレットを利用した次世代エネルギーハーベスト（環境発電）用デバイスを研究
している．

7.	 マルチプローブアレイデバイスの実用化を目指したプローブ先端ナノトライボロジの研究
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋， 東芝（株） 冨澤 泰

　導電性シリコン製ナノプローブ先端の摺動接点におけるトライボロジーを研究対象として，電気的接触抵抗，摩擦
力，プローブ先端の摩耗現象を実験的に明らかにするとともに，これらの現象に関して機械工学，材料工学，電気工
学，および，応用物理工学等の学術的観点から理論的な考察を深めることでマルチプローブアレイデバイスの実現に
向けた設計指針を提示した．

8.	 TEMAFM
教授 川勝 英樹

　TEM内に AFMを実現し，原子分解能撮像，3次元構造物力計測，力学的元素同定を行う．

9.	 液中 AFM
教授 川勝 英樹

　固液界面の観察，構造化した液体の観察を行う．

10.	 UHVAFM
教授 川勝 英樹

　探針試料間距離の制御方法を見直すことにより，走査と併せて化学コントラストのある像の取得を目指している．
原子レベルの像と，構想に基づく制御の安定度を確認している．

11.	 FIMAFM
教授 川勝 英樹

　AFM試料台に穴があり，その背後に蛍光板が配置された FIMを実現した．各種エミッターの FIM/FEM観察や，
エミッターに分子を修飾し，その観察を可能とした．現在，真空内でのエミッター修飾を可能としている．
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12.	 カンチレバーセンサー
教授 川勝 英樹

　カンチレバーアレーでマイクロチューブルを捕捉し，さらにそれによりタウタンパクの捕捉，機械特性変化の検出
を目指している．

13.	 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）木下 晴之，特任研究員 （藤井研）前川 敏郎

　マイクロファブリケーションによって製作した微小や容器や流路内を化学反応や分析に利用すると，試薬量や廃棄
物の量が低減できるだけでなく，従来の方法に比べて高速かつ高分解能の処理が可能となる．本研究では，そうした
処理を実現する反応分析用マイクロ流体デバイスの製作方法の基礎研究を行うと同時に，微小空間に特有の物理化学
現象について基礎的な検討を行っている．

14.	 マイクロチャンバを用いた生化学反応及び一細胞解析に関する研究
教授 藤井 輝夫，助教 （藤井研）金 秀炫，大学院学生 （藤井研）緒方 謙， 

特別聴講学生 （藤井研）Oskar Strom，派遣職員 （藤井研）小泉 沙織

　直径数ミクロンから数十ミクロン程度のチャンバ構造の内部において，一分子レベルの DNAから蛋白質を合成す
る反応や，一細胞のみの機能解析を行う技術の開発を進めている．

15.	 マイクロ流体デバイスを用いた希少細胞捕捉に関する研究
教授 藤井 輝夫，助教 （藤井研）金田 祥平，助教 （藤井研）金 秀炫，大学院学生 （藤井研）緒方 謙

　血中循環腫瘍細胞（CTC）に代表されるような希少細胞の捕捉，分離を行うことができるマイクロ流体デバイスの
実現を目指して，デバイスの構造や細胞捕捉原理に関わる検討を進めている．

16.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）龍 顯得

　変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFMを用いて，CIS系化合物半導体太陽電池材料系の
評価を行っている．太陽電池の重要な特性である開放光起電力やそれから導かれる少数キャリアダイナミクスなどを
局所的に測定し，各種材料系に存在する結晶粒やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目
指している．

17.	 静電引力検出モードAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）石井 智章，大学院学生 （髙橋研）潘 鎮海

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード AFMにより，CIS系化合物半導体太陽電池材料系での表面電位
分布の観測や表面空乏層容量の計測を行い，太陽電池特性劣化の要因となりうる不純物・欠陥準位の影響や，各種材
料系に存在する結晶粒や粒界との関連性を明らかにすることを目指している．

18.	 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発と太陽電池材料評価への応用
教授 髙橋 琢二，大学院学生 （髙橋研）小松 里紗

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．

19.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
教授 髙橋 琢二，技術専門職員（髙橋研） 島田 祐二

　走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するとともに，
自己形成 InAs量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．

20.	 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光
教授 髙橋 琢二，技術専門職員（髙橋研） 島田 祐二

　表面近傍に二重障壁や量子ドット構造などの量子ナノ構造を有する半導体試料において，走査トンネル顕微鏡／分
光（STM/STS）計測を行い，二重障壁による共鳴電流や量子ドットを介して流れる電流などをナノメートルスケー
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ルの分解能で測定して，それらナノ構造に起因する電子状態変調効果を調べている．さらに，光照射下での STS計
測を通じて，ナノ構造の光学的特性を明らかにすることを目指している．

21.	 溶解性マイクロニードル式低侵襲経皮ワクチンデリバリーパッチの新規開発
教授 金 範埈，再雇用教職員 （金研）高間 信行

　生体分解性マイクロニードルのパッチ型無痛ドラッグデリバリーシステムの実用化を目指す．近年の薬剤学・高分
子材料工学・マイクロ加工技術のさらなる進歩に伴い，美容分野において既に実用化しているヒアルロン酸やコラー
ゲンなどのマイクロニードルパッチに関して，新たなマイクロモールド製造技術を開発し，より安価・迅速・安定的
な加工プロセスで高機能性パッチの大量生産が実現できるシステムを開発する．一方，インスリンや経皮ワクチンパッ
チ，ペプチド・タンパク性医薬品を含む難吸収性薬物の経皮パッチ等の開発と臨床実験を進めて，近い将来，医療の
現場で既存の注射製剤や経皮吸収製剤と並ぶような，マイクロニードルを用いた革新的ドラッグデリバリーシステム
の実現を図る．

22.	 未来センサーネットワークのためのマイクロ環境発電の開発
教授 金 範埈

　本研究では，環境中の振動の周波数帯が低く（100Hz以下），かつ環境中の振動の周波数分布が広範囲に渡った場
合でも発電可能なエネルギーハーベスタの作成を目的とした．エネルギーハーベスタの共振周波数帯を広範囲かつ低
周波数帯にするために，確率共振（stochastic resonance）という現象に着目した．確率共振とは，通常の共振現象と
は異なり，2つの平衡状態を行き来することで共振に似た振る舞いをする現象である．

23.	 3 次元 in	vitro 微小血管デバイスにおける力学環境と血管新生に関する研究
教授 金 範埈，特任講師 松永 行子

　生体組織に酸素や栄養を供給する血管は生体現象と深く関わり，中でも新たに血管が形成される血管新生はがんや
糖尿病など多くの疾患と密接に関係しており，血管新生のメカニズムを探ることで新たな治療法・薬剤開発などへの
応用が期待されている．これまで血管新生に関する研究は主に 2次元で行われてきたが，生体内の 3次元管腔構造を
持つ血管の性質を模擬するには至っていない．近年 3次元構造を持つ血管デバイスが報告されているが管腔構造から
の血管新生を観察可能なモデルは未だ報告されていない．コラーゲンゲルとマイクロニードルを用いて形成した 3次
元微小流路にヒト血管内皮細胞（HUVECs）を集積化することで微小血管の形成と，微小管腔構造からの血管新生を
観察する．更にマイクロピペットを用いた灌流培養機構を構築し，灌流培養前後で配向性の変化を確認した．

24.	 自己組織化単分子膜を用いたナノトランスファ－技術と 3次元実装
教授 金 範埈

　様々なマイクロセンサーの駆動・通信用電源に注目し，エネルギーハーベスティングMEMS素子（例え，ウェア
ラブル振動発電センサー）の開発や受動素子などの自己組織化集積基盤技術を創成し，真にポータブルな自立型計測・
モニタリングセンサーを実現しようとしている．具体的な研究ゴールとして，自己組織化単分子膜の吸着特異性とナ
ノレベル結晶格子の構造制御により，薄膜キャパシタ・圧電薄膜等の受動素子を高密度に製造・集積化し，省エネ・
スタンドアロン（自発電源，自立型）センサデバイス向けナノ実装技術としてのグリーンナノ基盤技術の確立を目標
とする．

25.	 単一細胞トラッピングデバイスを用いたマラリアの画像検出システムの開発
教授 金 範埈

　マイクロ流体デバイスに作製した微小構造により，赤血球を単一細胞毎に捕捉し，その顕微鏡画像を画像処理にか
けることで，診断をより正確と迅速に行う手法を提案する．

26.	 TEG（Tribo	Electric	Generator）device の製作と開発
教授 金 範埈

　近年では，新しい安定した再生可能な電源（エネルギーハーベスター）として，摩擦帯電現象を利用する Tribo 
Electric Generator（TEG）の開発が脚光を浴びている．2種類の素材を擦り合わせると，一方の素材が正に帯電して他
方の素材が負に帯電する摩擦帯電現象が知られている．帯電する静電気の正負の順に素材を並べた摩擦帯電列が整理
されており，本研究では，表面ナノ加工，適切な帯電物質の組の選択や新規材料の融合技術により，非常に効率高い，
透明・軽い・薄い・ウェアラブル TEGデバイスの開発を行っている．

27.	 大面積MEMS技術によるテラヘルツ光フィルタ
教授 年吉 洋

　当研究所 LIMMSが主催する EU－ FP7プログラム EUJO－ LIMMSの一環として，フィンランド VTT技術研究セ
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ンターから研究員を受け入れ，半導体プロセスでは実現不可能なデバイスアレイ寸法のテラヘルツ光用のMEMSフィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．

28.	 ナノメカトロニクスによる論理素子
教授 年吉 洋，協力研究員 （年吉研）三田 信

　電子ビーム描画等のナノエレクトロニクス製作技術を用いて微小な機械振動子を製作し，その機械的動作によって
NAND，XOR等の論理素子を構成する．

29.	 InP ナノフォトニクス
教授 年吉 洋，協力研究員 （年吉研）肥後 昭男

　InP光導波路をマイクロ・ナノマシニング技術で加工して，面外方向に光を放出する光結合素子を製作する．

30.	 PZT － SOI 技術によるプログラマブルMEMS発振子
教授 年吉 洋，特任研究員 （年吉研）Nicolas Lafitte

　SOI基板上に堆積した PZT圧電薄膜によって駆動する共振子を多数並べた結合振動アレイを製作し，励振電圧の
印加する向きを変更することで共振モードを選択可能なクロック周波数発振子を実現する．

31.	 MEMS静電アクチュエータの時分割駆動・変位計測インターフェース回路に関する研究
教授 年吉 洋，特任研究員 （年吉研）丸山 智史

　静電駆動MEMSアクチュエータを電気的な 2端子素子として取り扱い，その入力ポートを駆動電圧と変位計測回
路の間で高速に切り替えることで，時分割方式で駆動・変位計測を可能とする専用の LSIを開発する．

32.	 集積回路の 3次元構造化とイメージセンサへの応用に関する研究
教授 年吉 洋，NHK放送技術研究所 後藤 正英，教授 平本 俊郎，教授 藤田 博之，助手 （平本研）更屋 拓哉

　集積回路の高密度化と高機能化を両立する 3次元構造化のための製作技術を考案し，本技術を実際に用いて，基板
の深さ方向に信号伝達可能なMOSFETや，3次元構造の論理回路・発振回路を試作し，それらの動作を初めて実験
的に確認するとともに，画素並列信号処理イメージセンサなどの新規なデバイスの実現可能性を示した．

33.	 MEMS静電駆動アクチュエータのテラヘルツ光フィルタへの応用
教授 年吉 洋，協力研究員 （年吉研）Zhengli HAN，教授 藤田 博之，教授 平川 一彦

　金属系表面マイクロマシニング技術により，Split-Ring Resonator（SRR）構造の中に静電駆動で制御可能なチューナ
ブル容量を集積化し，テラヘルツ光用の可変フィルタとして応用する手法を検討した．

34.	 インタラクティブMEMS画像プロジェクション・ディスプレィ
教授 年吉 洋，教授 藤田 博之，大学院学生 （年吉研）全 晟豪

　MEMS光スキャナを用いて，レーザー描画画像ディスプレィとレーザーレンジファインダの両者の機能を有する
システムを構築し，スクリーンまでの距離に応じて出力する画像を実時間で制御できるユーザー・インタラクティブ
な画像ディスプレィを実現する．

35.	 熱ダイオード素子に関する研究
教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）伊藤 晃太

　エバネッセント熱輻射とは，熱輻射の波長以下のギャップを介して伝わる熱量がそのギャップ長の微小化にとも
なって増大する現象である．ギャップが十分に大きい遠方界においてはステファン・ボルツマンの式により記述可能
であるが，ギャップが微細化すると光子のトンネル現象により熱流が増大する．本研究では熱源間のギャップを数μ
mに制御した測定系を構築してエバネッセント熱輻射のメカニズムを解明するとともに，熱ダイオードへの応用研究
を実施する．

36.	 RF － MEMSスイッチを用いたメタマテリアル型可変アンテナ
教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）羅 勇

　RF－MEMS素子を用いて電波放射パターンを制御可能なパッチアレイ型アンテナを構築し，10GHz帯の無線通
信機器に応用する．
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37.	 細胞の個別操作・融合・誘電体分光観察を可能とする TFT駆動型透明電極アレイ
教授 年吉 洋，准教授 ティクシエ三田 アニエス，特任講師 松永 行子，教授 藤田 博之

　液晶フラットパネル・画像ディスプレィの製造技術を用いた新規高機能μTASを実現する．また，液晶ディスプレィ
用 TFT基板が有する電圧制御機能，電位検出機能，可視光領域における光学的透明性と，PDMSマイクロ流体チャ
ネルによる細胞操作性の組み合わせを研究の特色とし，これにより，（1）細胞輸送・選別（ソーティング）・細胞の
固定などの細胞操作と，（2）誘電体分光計測（高周波に対する細胞の電気的インピーダンス計測）による細胞のスク
リーニング，（3）蛍光マーカー不要の非侵襲光学観察，および，（4）電気穿孔法による細胞融合を実証する．

38.	 CMOS-MEMS	Devices	for	Cells	Characterization	and	Manipulation
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，特任講師 松永 行子，准教授 （東大）三田 吉郎

　The purpose of this research is to develop systems with integrated micro-electronics for cells characterization and manipula-
tion. Thanks to the on-chip integration of the electronics, higher sensitivity and precision are expected, compared to more stan-
dard systems. LSI （Large Scale Integration） Devices, with CMOS electronics, consist the base of the device. Post-processing and 
micro-fluidics integration are developed to create a biological environment fully compatible for cells analyses. Electrical mea-
surements （impedance spectroscopy） are then performed to characterize cells in size, number or conditions.

39.	 Toward	Thermal	Cell	Monitoring	–	Operating	Principle	and	First	Experiments
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， 

 （GREYC-ENSICAEN UMR6072）Matthieu Denoual， （GREYC-ENSICAEN UMR6072）Mathieu Pouliquen

　The purpose of the present project is to monitor the growth of cell culture using a resistive micro-heater, fabricated by micro-
machining. The principle of the system is to measure and record the thermal exchange between the micro-heater and its surround-
ing. The micro-heater is used as well as a heat source as a temperature sensor. The recorded data characteristics differ according 
to the presence or not of cells, and the rate of occupation on the micro-heater. Information on cells can be calculated by extracting 
some particular parameters from the recordings.Compared to other methods, which are already applied for the monitoring of cells 
culture, this one is quite simple and low cost.

40.	 Bilateral	Project	JSPS/CNRS	/	NOSE-ZEN	:	An	electronic	nose	with	Zeolite	sensitive	layer，	in-
novative	Electrical	detection	and	Nanostructures．

准教授 ティクシエ三田 アニエス，准教授 （東大）三田 吉郎， 
 （GREY-ENSICAEN， University of Normandie， UMR 6072）Matthieu Denoual， 

 （LCS-ENSICAEN， University of Normandie， UMR 6506）Sveltana Mintova

　The purpose of the project is to develop a new type of gas sensor which originality is to use zeolites as sensitive layer, coated 
on nanostructured sensors for a large surface to volume ratio. Zeolites present a high selectivity towards molecules as well as a 
high sensitivity and long term stability compared to more standard polymers. Microcalometrie is the technique chosen to detect 
the mass variation of the zeolite during gas sensing. An innovative electronics is developed for that purpose.

41.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任准教授 ロンドレーズ ヤニック，外国人客員研究員 （藤井研）Anthony Genot， 

特別研究員 （藤井研）Guillaume Gines，特任研究員 （藤井研）Alexandre Baccouche， 
外国人協力研究員 （藤井研）Adele Drame-Magne

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．

42.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏， （Ecole Centrale Paris）Sebastian Volz，特任助教 （野村研）Roman Anufriev， 

特任研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人

　低品位な廃熱を電気エネルギーとしてリサイクルし，エネルギーハーベスティングにも応用可能な熱電変換素子へ
の期待は極めて大きい．しかし，現状では熱電変換効率数％と低く，更なる効率の向上が必須であり，材料の熱伝導
率制御が効率向上のカギを握る．本研究では，周期が数百ナノメートルのシリコンフォノニック結晶ナノ構造を用い
て，コヒーレントなフォノン伝導制御による熱伝導制御を目指し，理論・実験の両面から研究を進めている．今年度
は，エアブリッジ状のフォノニック結晶ナノ構造およびナノワイヤー構造を作製し，熱伝導率の測定に成功した．
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43.	 ナノ構造化による高効率熱電変換デバイスの開発
准教授 野村 政宏，教授 （フライブルク大）Oliver Paul，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎， 

特任助教 （野村研）Anufriev Roman，特任研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）中川 純貴， 
大学院学生 （野村研）柳澤 亮人，大学院学生 （野村研）Anthony George

　社会に広く普及する実用的な熱電変換デバイスの実現には，低環境負荷で高効率な熱電変換材料の開発が不可欠で
ある．本研究では，シリコンにナノ加工を行うことで，材料の電気伝導率を保ちつつ，熱伝導率を低減することで性
能を飛躍的に高めることを目指している．本研究は，フライブルク大学（ドイツ）と共同で研究を進めており，マイ
クロマシン技術に基づいたオンチップ熱電変換能測定技術を用いて，様々な材料や構造の熱電特性の測定を進めてい
る．

44.	 ナノスケール熱伝導の物理
准教授 野村 政宏，准教授 （東大）塩見 淳一郎，特任助教 （野村研）Anufriev Roman， 

日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere，特任研究員 （野村研）Jermeie Maire， 
大学院学生 （野村研）中川 純貴，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人，大学院学生 （野村研）Anthony George

45.	 極低温における熱フォノニクス
准教授 野村 政宏，教授 平川 一彦，助教 （平川研）吉田 健治， 

日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人， 
教授 （東大）中村 泰信

サステイナブル材料国際研究センター
1.	 選択塩化法による低品位チタン鉱石のアップグレード

教授 岡部 徹，海外研究員 （岡部（徹）研）姜 正信

　チタンは高い比強度など優れた特性を有する．しかし，製造コストの高さから，現在の用途は航空宇宙，化学プラ
ント及び生体材料分野など特殊な分野に限られている．本研究では，チタン製錬の高効率化および低コスト化のため，
より簡便で効率的な低品位チタン鉱石のアップグレードプロセスの開発に取り組んでいる．具体的には，塩化剤とし
て金属塩化物を用い，鉱石中から酸化鉄のみを選択的に塩化除去するプロセスを開発している．

2.	 貴金属の新規な高効率溶解法の開発
教授 岡部 徹，特任助教 （岡部（徹）研）野瀬 勝弘

　自動車排ガスの世界的な規制強化により白金族金属を含む排ガス触媒の需要が急増している．白金族金属を含む貴
金属は，原料となる鉱石の品位が非常に低いため，金属生産には大きなコストがかかるだけでなく，地球環境に多大
な負荷を与える．このため，触媒などのスクラップから高い収率で貴金属を回収することは重要な課題であるが，現
時点では効率の良いプロセスは開発されていない．本研究室では，合金化処理と塩化処理を組み合わせることにより，
強力な酸化剤を含まない溶液を用いて貴金属を溶解・回収する環境調和型の新プロセスを開発している．

3.	 チタンスクラップの新規リサイクルプロセスの開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

　チタンは，軽量高強度かつ高い耐腐食性を持つ金属材料として知られ，航空機や化学プラントなどに利用される高
機能材料である．本研究では，溶融塩中での電気化学的手法を用いた脱酸プロセス，および反応媒体塩を利用したチ
タンスクラップの高速塩化リサイクルプロセスに関する基礎研究を行っている．

4.	 物理選別を利用した貴金属の高効率回収法の開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹，研究生 （岡部（徹）研）渡邉 徹郎

　貴金属（金，銀，白金族金属）は，鉱石の品位が非常に低いとともに，経済的価値の高い金属である．よって，触
媒や電子機器などの各種スクラップから貴金属をリサイクルすることが重要となるが，現時点ではスクラップから貴
金属を濃縮する効率の良いプロセスが開発されていない．本研究では，無電解めっきなどの表面処理と磁力選別など
の物理選別を組み合わせ，貴金属を低コストかつ高効率で濃縮する新規プロセスの開発を行っている．

5.	 ニッケル基超合金からレニウムを回収する新規リサイクル技術の開発
教授 岡部 徹，大学院学生 （岡部（徹）研）八木 良平

　レアメタルの一種であるレニウムは，耐熱合金の添加元素として主に用いられる希少で高価な金属である．本研究
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では，ニッケル基超合金中のレニウムについて，コレクターメタルなどを利用することにより，元素ロスとエネルギー
消費が少ない，環境調和型の高効率リサイクルプロセスを開発する．

6.	 タングステンのリサイクルと製錬に関する新規技術の開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

　レアメタルの一つであるタングステンは高強度・高融点などの性質を持ち，その多くは超硬工具として用いられて
いる．日本はタングステン資源のほとんどを中国からの輸入に依存しており，資源セキュリティの面からもタングス
テンのリサイクルと製錬に関する技術開発は重要である．本研究では，タングステンについて，高効率かつ有害廃液
を排出しない新たなリサイクル法や製錬法の開発を目的とした基礎研究を行う．

7.	 高速銅精錬技術の開発
教授 岡部 徹，大学院学生 （岡部（徹）研）岩谷 幹太

　銅の電解精錬は，反応場が電極上に限られるため，他の製錬プロセスと比べて，装置の単位時間・単位面積あたり
の生産性が低い．本研究では，気相または液相中での塩化物の化学輸送反応を利用することにより，生産性の高い銅
の精錬プロセスを開発する．

8.	 動的結合を利用した高靭性自己修復性高分子材料の開発
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　動的結合を分子内に有する高分子材料は，破壊に際して破断面に動的結合の解離により生じた官能基が再結合可能
であるため，修復性を有する．本課題では，このような修復を高靭性材料で実現するための方法を開発している．

9.	 高機能性バイオベース高分子材料の開発
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　植物由来のフラン化合物を原料とするポリエステルをベースに自己修復性高分子材料の開発を行っている．一般に，
フランポリエステルは重合度が上がりにくく，そのままでは材料強度が不足しているため，実用化には向かないとさ
れてきた．本研究では，フランとマレイミドの Diels-Alder反応を利用した架橋により強度を向上させることに成功
している．さらに，Diels-Alder反応の可逆性を利用した自己修復特性の開発も進めている．

10.	 ポリフェノール模倣高分子の合成とその抗酸化活性
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　植物由来ポリフェノール中に多く含まれる官能基を側鎖に持つ高分子を初めて合成した．RAFT重合を用いること
で，分子量分布の揃った様々な分子量のポリフェノール模倣高分子を合成できることを明らかにした．DPPHアッセ
イによってその抗酸化活性を評価した．

11.	 水中で自己修復する高分子材料の創製
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　貝の足糸に多く含まれているカテコール基を側鎖に持つ高分子を合成した．この高分子は，その可逆的な金属イオ
ンとの錯形成能により，水中でも自己修復能を発現することを明らかにした．

12.	 ポリマーブレンド薄膜におけるナノメートルスケール周期パターンの構築
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）江島 広貴

　ポリマーブレンド薄膜において結晶形態と配向を高度に制御することによるナノ周期構造造形技術を創成する．本
法は，従来検討されてきたブロック共重合体の自己組織化によるミクロ相分離構造形成とは原理を全く異にし，非平
衡構造の発現と凍結を同時に制御するものである．ポリマーブレンドを利用しているため，新たな材料合成を必要と
せず，安価なナノ構造造形法を提供するとともに，ブロック共重合化が困難な各種機能性ポリマーによるテンプレー
ト創製への展開を目指すものである．

13.	 電子ビーム溶解法を利用した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，技術専門職員 （前田研）木村 久雄

　ニオブチタンと銅を複合化した細線が超伝導材料として広く用いられている．この超電導材の製造工程で生じるス
クラップを再資源化するために，電子ビーム溶解によってニオブチタンと銅を分離する技術の開発を行った．
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VI.　研究および発表論文

14.	 特殊電子ビーム溶解装置によるシリコンの精製
教授 前田 正史

15.	 過酸化物の物性調査
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，技術専門職員 （前田研）木村 久雄

　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，複数のカチオンを含む化合物の作製方法に
ついて検討した

16.	 過熱水蒸気による褐炭の乾燥
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，協力研究員 （前田研）桐山 毅

　オーストラリア褐炭は，水分含有量が 60wt％と高く，乾燥後は自然発火性があることから，現在は炭鉱近くの発
電所で燃料として利用されている．褐炭は石炭の確認可採埋蔵量の約 2割を占め，今後の有効利用が期待されている．
エネルギー効率のよい乾燥プロセスを確立するためには，褐炭の基礎的な乾燥特性を把握する必要がある．本研究で
は，球形に加工した褐炭を過熱水蒸気で乾燥し，その温度および重量変化を測定した．乾燥速度の粒径依存性を明ら
かにするとともに，異なる粒径の乾燥も予測可能とするための計算モデルを提案した．この流動層により褐炭粒子を
乾燥することを想定し，破砕された状態の褐炭の粒度分布を考慮したうえで計算モデルを利用し，褐炭粒子群の全体
としての乾燥挙動を予想した．

17.	 高濃度不純物を含有した銅アノードの電解精錬に向けた基礎研究
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，大学院学生 （前田研）二宮 裕磨

　リサイクル原料から作られた粗銅の電解精製実現にむけて，高濃度の不純物を含む銅アノードの挙動について調査
を行った．リサイクル銅に含まれる不純物を予想し，模擬試料とする合金を作製し，その溶解を電気化学的手法およ
び顕微鏡観察により調査した．

18.	 鋳鉄の組織制御と鉄スクラップのリサイクル
教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕， 

技術専門職員 （前田研）木村 久雄，大学院学生 （前田研）Ng Kok Long

　鋳鉄の機械的性質は凝固時の炭素の析出形態に大きく依存する．レアアースやマグネシウムの添加によって黒鉛を
球状に析出させたダクタイル鋳鉄は，その製造においてレアメタルが用いられるうえに，不純物濃度を低いことが必
要とされている．本研究では，レアメタルの使用量低減および代替を目指し，まず元素添加による黒鉛の球状化を熱
力学的な観点から検討した．

19.	 Al 合金基材上への高硬度DLC膜のスパッタ堆積
教授 光田 好孝，助教 （光田研）神子 公男，大学院学生 （光田研）千原 卓人

　ダイヤモンドライクカーボン（Diamond Like Carbon:DLC）は，高い硬度や化学的安定性などダイヤモンドと類似
した物性をもつ非晶質（アモルファス）炭素膜である．DLCは，表面平坦性が極めて高く摩擦係数も小さいために，
耐磨耗コーティング材として用いられている．これまでに当研究室では Al合金上に DLC膜を密着性よく堆積する新
たな手法（基材再堆積法）を開発し，耐摩耗特性評価を行ってきた．このとき，摩耗寿命は膜の摩耗損失に依存して
いるため，膜硬度を向上させることができれば，一層の長寿命化を図ることができる．本年度は，膜硬度の向上させ
た場合に密着性が低下する現象を回避するために，膜硬度に応じた基材再堆積法の最適化を試みた．基材堆積法によ
る Al/C混合層の厚みを変化させることにより，膜硬度が 10GPa程度までは密着性が改善することが確認された．現
在，イオン衝撃法を用いて膜硬度をさらに上昇した場合に，密着性が維持可能かどうかを，確認しようとしている．

20.	 グラフェンの大面積形成に向けた固相界面への炭素析出プロセス
教授 光田 好孝，助教 （光田研）神子 公男，大学院学生 （光田研）大田 祐太朗

　固相からの析出を基本原理とする新規のグラフェン合成プロセスに取り組んでいる．金属薄膜上に堆積した炭素源
を，固相金属溶媒中に固溶・拡散させ，酸化物基板との界面に析出させる手法である．金属中での炭素原子の拡散や
析出現象は空間的な強いポテンシャル場における反応であり，高結晶性の原子層の成長に有利であると推測される．
この原理に基づく薄膜成長は気相・液相反応とは根本的に原理を異にする．これまでに，サファイヤ基板上に Irを
エピタキシャル成長した多層構造を用いて，金属層と基板との界面に，十 nmのグラファイト層を析出させることに
成功している．このことは，本手法が原理的に大面積なグラフェン作製手法となり得ることを意味している．残念な
がら，現在用いている Ir層は，アンチドメインを含むものであり，また，結晶欠陥も多く含まれているため，大面
積のシングルドメイングラフェンの作製には至っていない．Ir層の結晶性の向上により，大面積に均一な単層グラフェ
ンの作製を目指す．
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21.	 希土類元素を用いた溶鋼中介在物制御および溶鋼の精錬に関する熱力学
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）北野 遼， 

大学院学生 （森田研）川本 亮介，研究実習生 （森田研）三井 洋平

　鋼中の微小介在物の形態制御に，一部の鋼種では希土類元素が用いられている．本研究では希土類元素を添加した
際の介在物の生成・変態挙動を制御するうえで重要な，希土類含有酸化物の相平衡ならびに熱力学的性質，ならびに
溶鋼の精錬効果について調査する．

22.	 溶鋼中テルルおよびテルル化合物の熱力学的性質
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）上田 駿，大学院学生 （森田研）Tripathi， Gaurav

　溶鋼中でテルル化合物は硫化物系介在物の組織・形態制御に重要な役割を果たす．しかし，鋼中テルルの熱力学的
性質は未解明であるため，テルル化合物の生成を熱力学的に設計・制御することは現段階では不可能である．そこで
本研究では気体輸送法を用いて鋼中テルルの熱力学的性質を決定し，生成するテルル化合物の相平衡を明らかにする
を目的とする．

23.	 溶融 Si 合金を用いたSi の凝固精製に関する物理化学
教授 森田 一樹，博士研究員 （森田研）Chen，Zhiyuan

　固体シリコン中での不純物の固溶度が低温で減少する性質を利用して，Si基溶融合金を用いた太陽電池用シリコ
ンの精製プロセスについて研究を進めている．その精製能力を固体シリコンと Si基溶媒間の種々の不純物の平衡分
配から熱力学的に明らかにし，現在は溶媒組成を模索することにより凝固精製法の最適条件の検討を行っている．

24.	 溶融酸化物の構造と諸物性との相関性
教授 森田 一樹，助教 （森田研）白山 栄，大学院学生 （森田研）金 永宰

　溶融酸化物中の構造及び物性を直接観測および測定することにより，各成分の活量などの化学的性質や粘性，熱伝
導度などの物理的性質の関係性を明らかにすることを目的とする．特に溶融スラグの構造解析にはMAS-NMRを用
いて行っている．

25.	 製鋼スラグの凝固析出相に及ぼす冷却条件の影響
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）楯 宗幸

　製鋼スラグに求められる諸機能の多くは各結晶相固有のものであり，それらを溶融状態から効率よく，析出，濃縮
分離するための諸条件を明確にすることを目的とし，溶融状態からの冷却条件が製鋼スラグの結晶相や形態に及ぼす
影響を調査している．

26.	 高塩基性スラグを用いたシリコンの還元脱リン
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）汪 涵

　太陽電池用シリコンの製造のためには，シリコン中リン濃度の 0.1ppm以下への低減が不可欠である．従来のリン
除去技術はシリコン浴の長時間保持を要するため，持続的なシリコン製造のためには低コストプロセス開発が渇望さ
れている．そこで，高塩基性スラグを用いたリンの還元除去法による革新的低コスト化を考案し，スラグによるリン
除去反応の検討を行っている．

27.	 高塩基性スラグを用いたシリコンの還元脱リン
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）汪 涵

　太陽電池用シリコンの製造のためには，シリコン中リン濃度の 0.1ppm以下への低減が不可欠である．従来のリン
除去技術はシリコン浴の長時間保持を要するため，持続的なシリコン製造のためには低コストプロセス開発が渇望さ
れている．そこで，高塩基性スラグを用いたリンの還元除去法による革新的低コスト化を考案し，スラグによるリン
除去反応の検討を行っている．

28.	 ゲル状化合物の沈殿を利用した廃リチウムイオン電池からのコバルト回収プロセスの開発
教授 森田 一樹，助教 （森田研）白山 栄，研究実習生 （森田研）深田 恒

　リチウムイオン電池の需要拡大に伴い，そのスクラップから有価金属をリサイクルする技術の確立が急務となって
いる．本研究では，Coのチオシアン酸錯体が，界面活性剤やポリマーなどの高分子と特異的な相互作用を示し，ゲ
ル状化合物を生成する現象を利用した分離法に着目し，高い Co回収率を得る濃度条件を探索するとともに，ゲル状
化合物の生成反応について調査を行っている．
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29.	 高塩基性スラグを用いたシリコンの還元脱リン
教授 森田 一樹，大学院学生 （森田研）汪 涵

　太陽電池用シリコンの製造のためには，シリコン中リン濃度の 0.1ppm以下への低減が不可欠である．従来のリン
除去技術はシリコン浴の長時間保持を要するため，持続的なシリコン製造のためには低コストプロセス開発が渇望さ
れている．そこで，高塩基性スラグを用いたリンの還元除去法による革新的低コスト化を考案し，スラグによるリン
除去反応の検討を行っている．

30.	 不定比金属間化合物の原子欠損における水素原子の捕捉と貯蔵
教授 森田 一樹，助教 （森田研）徳満 和人

31.	 非周期フォトニック物質に関する研究
教授 枝川 圭一

　最近我々は，従来の常識に反し，周期性を全くもたない誘電体ランダムネットワーク構造において，明確な 3次元
光禁制帯（3D-PBG）が形成し，強い 3次元光閉じ込め効果が発現することを FDTD法による数値シミュレーション
によって見出した．またこの構造をマイクロ波帯で試作して電磁波透過実験を行い，3D-PBG形成の実験的検証，電
磁波閉じ込めの実証を行った．本年度は誘電体球で構成したアモルファス構造で高周波数側に 3D-PBGが形成するこ
とを発見した．この 3D-PBGが，ランダムネットワーク構造における 3D-PBGとは異なる機構で形成することを示し
た．

32.	 ガムメタルの塑性変形機構
教授 枝川 圭一

　今世紀に入って見いだされた「ガムメタル」は，弾性定数が小さいにもかかわらず強度が高いという特異な変形特
性を持っていることで知られているが，その塑性変形機構については未解明の部分が多い．本研究では変形挙動の温
度依存性を低温から調べ，これまでガムメタルの変形に寄与していないと考えられてきた転位の熱活性機構が関与し
ていることを見出した．

33.	 トポロジカル絶縁体中転位を利用した新規高性能熱電変換材料の開発
教授 枝川 圭一

　近年，エネルギー問題解決のため，高性能熱電変換材料の開発に対する社会的要請は，益々強くなってきている．
ここ数年来「トポロジカル絶縁体」とよばれる新しいタイプの物質が物性物理分野で大きな注目を集めている．これ
はバルク内部では絶縁体であるのに対し，表面が極めて高い伝導度の金属状態となるものである．最近，このような
金属状態は表面だけではなく内部の転位に沿っても生じ得ることが理論的に示された．これを使えば熱電変換材料の
性能指数（ZT値）を飛躍的に上げることができる可能性がある．本研究は，この理論を世界で初めて実験的に検証し，
従来材料の性能をはるかに上回る性能指数 ZT＝ 4の熱電変換材料を実現することを目的としている．

34.	 資源メジャーの成長戦略
客員教授 澤田 賢治

　資源メジャーの中には，100年以上の歴史があって，多角化やグローバル化を進めてきた BHP Billiton・Rio Tinto・
Anglo Americanの 3社や 21世紀になり企業買収を通じて急速に台頭した Vale・Xstrataの 2社などがある．2011年以
降，銅・石炭・鉄鉱石の資源価格は下落傾向にあり，今後の資源メジャーの戦略を分析．

35.	 資源ナショナリズム
客員教授 澤田 賢治

　最近の資源ナショナリズムは，1960-70年代の国有化と異なり，国民の共有財産である鉱物資源が外国資本に占有
され，国民に還元されていないとの反省から，鉱物資源の国有管理・権限強化や税制強化の動きがアジア・アフリカ・
南米で顕在化した．2011年以降の資源価格の下落に伴う新たな動きを分析．

36.	 資源循環のための単体分離・選別技術
客員教授 大和田 秀二

　資源循環型社会構築において各種成分分離技術はキーテクノロジーの一つだが，特に，固相状態における単体分離・
選別技術は今後の高効率化への期待が大きい．異相境界面を選択的に破壊する技術，Sensor Based Sortingを含む高度
に管理・自動化された選別技術が研究対象である．
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37. 白金族金属の回収技術開発
客員教授 山口 勉功

38. アンチモンのスラグへの除去
客員教授 山口 勉功

39. 銅製錬工程からのBi の除去
客員教授 山口 勉功

40. 不純物含有鉱石と低品位鉱石への先進的資源処理技術の開発
客員教授 柴山 敦

　不純物含有鉱石と低品位鉱石を対象に湿式分離プロセスや揮発分離法などを用いて，ベースメタル，レアメタル等
の目的金属を回収し，As 等の有害元素の除去技術を開発する．

41.	 Fe-Si	溶媒を用いた	SiC	の高速溶液成長
准教授 吉川 健，大学院学生 （吉川（健）研）鳴海 大翔，大学院学生 （吉川（健）研）宮坂 遼

　省エネパワーデバイス半導体として期待される SiC 単結晶を Fe-Si 溶媒からの高速溶液成長により得ることを目的
とし，溶液成長挙動に与える成長条件の影響を評価する．加えて，溶媒への高炭素過飽和を付与するための，新溶媒
の利用や黒鉛の準安定溶解の利用を検討する．

42.	 SiC	の溶液成長界面のリアルタイム観察
准教授 吉川 健，協力研究員 （吉川（健）研）川西 咲子

　高品質 SiC 結晶の育成へ向け，高温下で合金溶液から成長する SiC の成長界面のリアルタイム観察を行い，界面で
のナノオーダーの結晶ステップの動的挙動を観測し，各種欠陥の挙動との相関性を調査する．

43.	 新溶媒を用いた窒化アルミニウム単結晶の高速溶液成長
准教授 吉川 健，教授 前田 正史，助教 （前田研）佐々木 秀顕，大学院学生 （吉川（健）研）黒坂 真一朗

　窒化アルミニウム（AlN）は深紫外 LED や GaN 成長用基板への応用の期待が高い．AlN 単結晶の高速溶液成長を
目指すために，窒素溶解度の高い新溶媒の最適化を進めており，新溶媒を用いることで従来法より高速での成長が得
られている．

都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）

1. 地震動と地盤ひずみの観測
教授 目黒 公郎

2. 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

3. 蒸発・蒸散分離測定のための同位体フラックス観測システムの開発
教授 沖 大幹

4. 社会開発や経済援助が幸福度向上に及ぼす影響の定量化に関する研究
教授 沖 大幹，特任助教 （沖（一）研）乃田 啓吾，准教授 （福島医科大）村上 道夫， 

大学院学生 （沖（大）研）福田 紫瑞紀

ミレニアム開発目標で掲げられた各ターゲットの達成が，発展途上国の主観的幸福度（生活満足度）の向上にどれ
ほど寄与するのかを明らかにした．この結果をもとに構築される生活満足度推定モデルを用いて，異なる分野におけ
る開発成果を生活満足度という 1つの指標で評価すると同時に，今後どのような開発目標を設定するのが最も効率的
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かを地域別で検討している．

5.	 温暖化による水資源への影響評価・温暖化による水関連影響評価
教授 沖 大幹，特任講師 木口 雅司，協力研究員 （沖（大）研）山崎 大

　2015年に開催された COP21で合意したパリ協定では，これまで議論されてきた世界共通の長期目標としての「2℃
目標」だけでなく，「1.5℃」への言及がなされた．こうした世界の潮流の中，温暖化による水資源の影響評価（水ス
トレス）だけでなく，洪水の影響評価（氾濫面積，浸水深）を実施してきたが，政策決定者の利活用に耐え得る精度，
あるいは被害面積等だけでなくそれに伴う経済被害の評価が求められており，本研究室ではその社会的要請にこたえ
る研究を推進している．

6.	 アジアモンスーン地域の水文環境の変動と水資源への影響
教授 沖 大幹，准教授 沖 一雄，准教授 芳村 圭，特任講師 木口 雅司， 
特任研究員 （沖（大）研）小池 雅洋，特任准教授 （東大）生駒 栄司， 

教授 （東北大）風間 聡，准教授 （東北大）有働 恵子，教授 （東北大）本間 香貴， 
准教授 （北海道大）山田 朋人，主任研究員 （（国研）国立環境研究所）花崎 直太，准教授 （茨城大）吉田 貢士， 

教授 （東京工業大）鼎 信次郎，准教授 （富山県立大）手計 太一，准教授 （東大）蔵治 光一郎， 
准教授 （名古屋大）白川 博章，講師 （名古屋大）中村 晉一郎

　アジアモンスーン域に位置するインドシナ半島，特にタイでは，近年数十年に一回の極端な洪水と渇水を経験した．
タイの主要河川であるチャオプラヤ河における治水はこれまで先人たちが大変苦労してきた．この地域での季節予報
の精度向上，大気陸面間での水・エネルギー交換の解明による水循環変動の解明，地表面過程のモデル開発といった，
観測及び数値計算を駆使した研究を推進している．さらに気候変動の緩和策と適応策に関する研究も新たに開始した．
また，タイの現業機関（天然資源省，王立灌漑局，気象局等）や研究機関（カセサート大学等）と，これらの研究開
発や社会実装を協働して実施し，協力関係の強化も進めている．

7.	 全球規模での水の消費および移動（Virtual	Water/Water	Footprint）の実態とWater	Footprint の国
際標準化に伴う評価手法開発に関する研究

教授 沖 大幹，受託研究員 （沖（大）研）矢野 伸二郎， 
教授 （東京都市大）伊坪 徳宏，主任研究員 （（国研）国立環境研究所）花崎 直太

　穀物生産や畜産，工業製品の生産には水資源が大量に消費される．各製品の貿易に伴う移動を仮想的な水の貿易と
捉えると，間接的に他国の水資源を消費していることと同じである．この実態を全球規模で解明するため，多様な統
計データや統合水資源モデルを用いて，農作物をはじめとする製品の生産にかかる間接水消費量（Virtual Water：輸
入国で製造した場合の仮想的な水消費）および直接水消費量（Water Footprint：実際に製造に要した水消費量）を計
算した．また，全球で均質な環境負荷となる炭素排出とは違い，水は地域に遍在する資源であり，用途毎に必要な水
質基準も異なるため，水消費の環境負荷は量のみで議論することができない．水消費の環境負荷指標の国際標準化
（ISO Water Footprint）を受け，ライフサイクルアセスメント（LCA）に沿って評価できる環境負荷定量化手法の開発
を進めている．

8.	 気候変動の適応策（S-14 課題に関わる研究）
教授 沖 大幹，特任講師 木口 雅司，特任研究員 （沖（大）研）小野 雄也，准教授 （福島県立医科大）村上 道夫

　人類が直面する様々なグローバルリスクの中でも特に重大である気候変動のリスクを的確に捉え，限られた資金的・
組織的・人的資源を有効に利用してそのリスクを最小限に抑え込んでいく総合的な戦略が必要である．それに資する
ため，多様な指標による気候変動対策の統合的多面的な評価を行っている．具体的には，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行い，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．

9.	 超高解像度陸域水循環シミュレーションのフレームワーク構築
教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭，助教 （沖（大）研）金 炯俊，大学院学生 （芳村研）藪 優太郎， 

大学院学生 （芳村研）石塚 悠太

　衛星観測や数値モデル等に基づく超高解像度の土地被覆・土地利用データや気象外力データの開発・整備を進める
とともに，超高解像度で陸域水循環シミュレーションを行うためのフレームワークの構築を行っている．

10.	 気象要因や極値に着目した気候変動予測に関する研究
教授 沖 大幹，助教 （沖（大）研）金 炯俊，特任助教 （沖（大）研）内海 信幸， 

大学院学生 （沖（大）研）Azariah AMADOR

　降水をその要因となる気象システム（熱帯低気圧や温帯低気圧など）別に分類するアルゴリズムを開発し，全球の
降水量，陸域水文量，そしてそれらの極値の将来変化に対する各気象システムの寄与の定量化を行っている．
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11.	 都市インフラの戦略的マネジメントシステムの構築に向けて
客員教授 土橋 浩

　安全・安心で快適な都市インフラによる持続可能な社会を実現するため，インフラ整備，構造物点検，診断，評価
を的確に行う戦略的マネジメントシステムの研究を進めている．

12.	 復興準備の概念構築と手法の構築
准教授 加藤 孝明

13.	 地震時の市街地延焼・避難大規模シミュレーションの構築と災害時に発生し得る極端現象の解明
准教授 加藤 孝明

14.	 まちづくりの主体としての市民のやる気の測定手法の構築と有効性の実証
准教授 加藤 孝明

15.	 地域コミュニティベースの防災まちづくり支援技術に関する研究
准教授 加藤 孝明

16.	 復興過程のモデル化およびシミュレーションの構築
准教授 加藤 孝明

17.	 大規模賑済寺の路面陥没現象を考慮した道路断絶リスク評価モデルの開発
准教授 加藤 孝明

18.	 南海トラフ巨大地震に備える津波防災地域づくりの実践研究
准教授 加藤 孝明

19.	 自然災害に対する都市の再構築能力の構造の解明
准教授 加藤 孝明

20.	 日本の標準的な災害対応支援システムの研究・開発
講師 沼田 宗純

21.	 強化繊維補強や FRPを用いた組積造構造物の耐震補強の研究
講師 沼田 宗純

22.	 複数回の給電を考慮したEV支援インフラ整備に関するモデル分析
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．

23.	 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
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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．

24.	 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．

25.	 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．

26.	 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・
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．

27.	 震災時の道路規制考慮による津波避難時間改善のための数理的研究
講師 本間 裕大

　2011年 3月 11日に発生した東日本大震災では，人々の想定をはるかに上回る津波が押し寄せ，多数の尊い命が失
われた．その中で，車で避難しようとした人々が渋滞にはまって逃げ遅れたことは注目された．以後，津波の避難の
あり方が大幅に見直され，国は津波からの避難の際には徒歩での避難を原則としている．しかし，2012年末の宮城
県石巻市で起こった強い地震に対する津波警報が発された際に，車で高台へ避難する人が多数存在したことによって
大渋滞を引き起こしている．このような事態は，今後同様の大地震が起こった際にも起こりうると考えられ，早急な
対策が望まれる．これらの背景をふまえ，本研究では，大震災時に道路の通行止めの制御を行うことによって，車利
用者の相対的な利便性を減少させることを試みる．結果として，緊急時における車の利用者の減少や迂回によって，
渋滞の削減・避難時間の短縮が期待できる．本研究では，避難手段選択を考慮し，適切なる通行止めを行う道の提案
を行うことで，避難の総所要時間の最小化を目指す．

28.	 計算の効率性に着目した周回トリップチェインのための空間相互作用モデル
講師 本間 裕大

　本研究では．複数回のトリップによって構成される“周回トリップチェイン”のための空間相互作用モデルを提案
する．また，提案した周回トリップチェインのための空間相互作用モデルの，効率的な計算法についても議論する．
これらの数学的展開を通し，周回トリップチェインのためのエントロピーモデル，マルコフモデル，そして非集計行
動モデルの繋がりも明らかとなる．この一連の議論は，本研究で提案するエントロピーモデルの理論的な位置付けを
明確にするのみならず，従来から用いられてきたマルコフモデルや非集計行動モデルに対する新たなる知見も与える．

29.	 移動・不快度コストを考慮した容量制約付き職住分布の均衡配置
講師 本間 裕大

　本研究は，建物ノードに容量制約が付された都市モデルにおいて，通勤移動コスト，就業地間移動コストおよび不
快度コストを考慮した職住分布の均衡配置を理論的に求めることを目的とする．定式化を行うにあたり，人々が負担
するコストの均衡配分が数理計画問題と等価であることを示した上で，数理計画問題が非凸 2次計画問題となること
から，線形緩和法を用いて線形計画問題へと帰着させ，職住分布の均衡配置を導出する．
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２．研究部・センターの各研究室における研究

光電子融合研究センター
1.	 ナノ構造の形成技術の開拓～量子ドットの高均一・高密度・超多重積層化技術

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　GaAs基板上の In（Ga）As量子ドットは，0.9～1.4μmの近赤外域の発光波長を有し，光通信用レーザや同増幅器，
また様々な民生機器への応用を期待できる．量子ドットデバイスの究極性能の実現に向けて，重要技術の一つである
量子ドット結晶の高均一・高密度形成技術の開発を進めている．有機金属気相成長法で作製した量子ドットレーザに
おいて，波長 1.3μm超でのレーザ発振を初めて実現した，また，分子線エピタキシー成長法による量子ドットの高
密度化・高均一化を実現し，光通信 1.3μm帯レーザの利得増大と閾値低減に成功している．また，民生機器応用を
目指して，小型軽量な純緑色レーザ光源として有望な波長 1.06μm帯量子ドットレーザ，高感度かつ低暗電流動作を
期待できる量子ドット赤外線検出器，極めて高い変換効率が理論予測されている量子ドット太陽電池などの開発をも
進めている．最近では，これら量子ドット集合体を用いるデバイスの性能の鍵を握る量子ドット総個数を増やす技術
として，歪補償の概念に従った量子ドット層の超多重積層化に向けた基礎的取り組みを開始した．（QDレーザ，富
士通研，NEC，シャープとの共同研究）

2.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高密度・多層量子ドットを実現する歪制御技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子ドットレーザは，その優れた特長によりデータコムや資源探査向け光源としてすでに実用化されているが，更
なるマーケット拡大のためには，設計自由度の拡大が必須であり，活性層厚の薄膜化と高利得化がキーテクノロジー
となる．特に活性層薄膜化に対しては InAs量子ドット自体から発生する歪が制限要因であり，それは平均歪と局所
歪に大別され，双方の解決が必須となる．昨年度開発した結晶成長技術である高引張り歪 GaP薄膜を歪補償層とし
て量子ドットレーザに適用し，主に平均歪を低減することにより活性層厚低減に成功し，その結果小信号変調帯域
11.0GHz（室温）を達成した．一方局所歪に対しても詳細な検討を行い，下部のドットからもたらされる局所歪がドッ
ト密度を高密度化することにより緩和され，その結果バリア層を薄膜化できることを計算および実験から見出した．
この技術を量子ドットレーザに適用し，活性層薄膜化とドット密度の高密度化を同時に容易に実現し，通信波長帯量
子ドットレーザにおける世界最高値となる 13.1GHz（室温），8.8GHz（85C）を達成した．（QDレーザとの共同研究）

3.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質低密度単一量子ドット形成技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　単一光子光源や量子もつれ光子対光源など，単一量子ドットの量子情報分野への応用に向け，高品質低密度 InAs
量子ドットの形成技術の高度化を分子線エピタキシー（MBE）法を用いて進めている．これらの成果は 1μm帯にお
ける量子もつれ光子対の生成，高 Q値ナノ共振器との組み合わせによる単一量子ドットレーザの実現などに結実し
ており，応用上重要な通信波長帯である 1.3μm帯で単一ドット発光分光が可能な高品質低密度 InAs量子ドットの形
成にも成功している．また量子ドット埋め込み層形成の工夫により，量子ドットが埋め込まれた状態でも走査電子顕
微鏡による位置特定に成功している．最近ではナノ共振器との結合を観測するのに適した 1μm帯の高さの低い量子
ドットについても同様に位置特定を可能にしており，共振器量子電磁力学の基礎研究および量子情報応用のさらなる
進展が見込まれる．今後は更なる量子ドットの高品質化を目指すとともに，発光特性の詳細を調べることで基礎物性
を明らかにし，次世代量子光源や超低消費電力光源などへの応用を目指す．（一部 NECとの共同研究）

4.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高品質GaAs 系ナノワイヤ - 量子ドット形成技術
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　直径の細いナノワイヤは軸方向に異種材料を層成長するだけで量子ドット形成が可能であり材料間の格子定数差に
起因する歪みも軽減できるため量子ドットの高品質化・高密度化・高積層化に有利であり，その特徴を活かしたレー
ザや太陽電池などへの応用が期待できる．これまでに GaAs基板上で In（Ga）As量子ドットをナノワイヤ中に形成す
る技術を確立し，200層まで発光強度を損なわない高均一性積層量子ドットを作製する技術を確立することに成功し
ている．これらの技術に立脚し世界に先駆け，ナノワイヤを光共振器としたナノワイヤ量子ドットレーザや，表面プ
ラズモンポラリトンとの結合を利用したナノワイヤ量子ドットレーザの実現に成功している．一方，将来のシリコン
フォトニクスとの融合に向けシリコン基板上高品質 InAs/GaAsナノワイヤ量子ドットの形成と単一光子発生の観測等
に成功している．今後は，更なるナノワイヤ -量子ドット技術の高度化を図り，フォトニクスへの応用展開を目指す．

5.	 ナノ構造の形成技術の開拓～GaN系量子ドットとナノワイヤの形成
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　窒化ガリウム（GaN）系半導体は，短波長発光デバイスのみならず室温単一光子発生源などの量子情報素子用材料
としても注目されている．本研究では，GaN系量子ドットの形成技術開発を進めている．これまでに，高品質な位
置制御 GaN/AlGaNナノワイヤ量子ドットの作製に成功しており，室温での単一光子発生を実現した．最近では，量
子井戸層の膜厚ゆらぎを利用した GaN/AlGaN界面ゆらぎ量子ドットの形成にも成功している．この界面ゆらぎ量子
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ドットは優れた光学特性を有し，例えばその最小発光線幅は 87μeVと従来の III族窒化物半導体量子ドットのそれを
大きく下回る．解析の結果，不均一拡がりは主に周辺の欠陥によってもたらされる場合に期待される励起光強度依存
性を示すこと，均一拡がりはもっぱら輻射再結合寿命以外の要因で決まっていることが明らかになった．また，これ
ら界面ゆらぎ量子ドットにおいては従来の自己形成 GaN量子ドットでは確認できていない励起子分子―励起子遷移
における微細構造分裂も確認できており，III族窒化物半導体光電子物性の解明・制御への貢献が期待される．今後は，
界面ゆらぎ量子ドットを高品質共振器と融合すべく技術開発を進めていく．

6.	 ナノ構造の形成技術の開拓～高Q値 3次元フォトニック結晶ナノ共振器の実現と応用
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　完全フォトニックバンドギャップによる光閉じ込めを利用する 3次元フォトニック結晶（3D-PhC）ナノ共振器は，
光電子相互作用の究極的制御の探求やそれを利用した極低閾値レーザなどの実現のために重要な基本構造の一つとし
て期待されている．これまでにマイクロマニピュレーション法と呼ばれる作製技術を用いてウッドパイル構造を基本
とした 3D-PhCナノ共振器を作製し，Q～38,500を達成した．我々は，結晶サイズを従来の 5倍程度に大型化するこ
とで，Q値を Q～66,000に引き上げることに成功した．さらに，小さいフットプリントでもより高い Q値が期待で
きる新構造の検討や，構造サイズをさらに大型化するためのプロセス技術の開発を行っている．<110>層状ダイヤモ
ンド構造を用いることにより，ウッドパイル構造を用いるより，限られた面積でも高い Q値が得られることを理論
的に示し，実験的にもそれを示唆する結果を得ることに成功している．また，結晶性を維持したまま積層数を大幅に
向上できる新たな積層技術を提案し，実際に 3D-PhCの作製に成功している．これらの要素技術を組み合わせること
で，3D-PhCナノ共振器の更なる高 Q値化を進めるとともに，量子ドットとの相互作用制御およびその応用研究への
展開を目指す．

7.	 ナノ構造の形成技術の開拓～3次元キラルフォトニック結晶の作製と応用
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　スピンと光子を用いた量子情報素子などにおいて重要である円偏光状態の制御を中心として，三次元フォトニック
ナノ構造を用いた新たな光の偏光制御技術の開拓を目指している．三次元構造特有のキラリティを導入した三次元キ
ラルフォトニック結晶では，円偏光が固有偏光となり得るため，左回りと右回りの各円偏光に対して独立にフォトニッ
クバンドが形成される．この円偏光偏極バンドを利用することで，光学活性（旋光性と円二色性）や円偏光光源の実
現が期待される．我々は，近赤外域の光を対象とし，マイクロマニピュレーション法と呼ばれる三次元構造作製技術
を駆使し，GaAsからなる三次元キラルフォトニック結晶の作製に成功するとともに，旋光性および円二色性の発現
に成功した．また，構造内に導入した InAs自己形成量子ドットの発光を，円偏光バンド構造および状態密度の制御
によって片方の円偏光に限定した，円偏光光源を実現した．さらに，キラルフォトニック結晶に共振器構造を導入し，
共振器モードの観測にも成功した．これらの結果は，半導体三次元キラル構造において初めての成果である．現在は，
キラルフォトニック結晶内の量子ドットを利得媒質とした円偏光レーザ発振やスピン -光子相互作用の制御を目指し
た研究を進めている．

8.	 ナノ構造の光電子物性の探究～自己形成量子ドットの光物性制御
教授 荒川 泰彦，客員准教授 （東大）中岡 俊裕，准教授 岩本 敏

　自己形成量子ドットに閉じ込められた電子・正孔スピンは，比較的長い間そのコヒーレンスを保つことが可能であ
ることから，量子メモリとして有望視されている．我々は，InAs/GaAs系量子ドットに着目し，その電子／正孔／核
におけるスピンを光により制御することを目指して研究を進めている．これまでに，量子ドット内の単一荷電励起子
状態に対する価電子帯バンド混合の影響を明らかにするとともに，円偏光励起による量子ドットへのスピン注入を介
した動的核スピン制御の研究を進めてきた．特に，時間変調スピン注入による核スピンダイナミクスの観測に成功す
るとともに，量子ドットの励起状態を介した動的核スピン偏極の実証にも成功している．さらには，フォトニック結
晶による輻射場制御によって，スピン注入ダイナミクスを制御できることも明らかにした．このような量子ドット電
子／正孔／核スピンの状態を制御・検知する技術は，将来の量子情報処理やスピントロニクスの発展に重要な役割を
果たすと期待される．（一部 NECとの共同研究）

9.	 ナノ構造の光電子物性の探究～窒化物半導体量子ドットの物性とその応用
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，特任准教授 （東大）マーク・ホームズ，准教授 岩本 敏

　青紫色発光デバイスの材料である窒化物半導体材料で構成された量子ドット構造の基礎光物性と光デバイス応用の
研究を進めている．このような構造は量子閉じ込めが強いため，高温動作単一光子源として有望である．我々は，自
己形成 GaN量子ドット，サイズの小さな位置制御 GaNナノワイヤ量子ドット，及び界面揺らぎ GaN量子ドットの
光物性を調べている．位置制御ナノワイヤ GaN量子ドットを用いた高温動作単一光子源を実現した．また，ドット
の発光線幅の増大をもたらす物理を明らかにするため，紫外光領域で動作し高分解能測定が可能な干渉計を構築し，
フーリエ分光法を用いて研究を行った．最近，界面揺らぎ量子ドットからの単一光子発生を測定することに成功した．
今後は，この GaN量子ドットプラットフォームでどの程度ピュアに単一光子を測定することが出来るかを調べる予
定である．
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10.	 ナノ構造の光電子物性の探究～量子ドット共振器量子電気力学
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）太田 泰友，准教授 岩本 敏

　量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系における光電子物性の研究を進めている．共振器光子，量子ドッ
ト励起子，結晶格子フォノンなど種々の素励起間における量子力学的相互作用を調べ，そこで発現する興味深い物理
現象を実験・理論両面から探究している．特に，様々なナノ共振器を設計・利用することで，世界最高レベルの共振
器－単一量子ドット強結合系の実現に成功しており，そこにおける種々の共振器量子電気力学現象の観測を目指して
いる．主な成果として，真空ラビ分裂における自由空間自然放出スペクトルの測定や共振器内量子ドットのナノ精度
位置測定に成功している．これらの成果は，当該分野における基礎物理の理解を深めるだけでなく，集積可能な光量
子情報デバイス開発において重要な知見と考えられる．

11.	 ナノ構造の光電子物性の探究～単一量子ドットレーザの実現
教授 荒川 泰彦，准教授 野村 政宏，准教授 岩本 敏

　高品質な単一量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系を用いて，半導体レーザの物理的微小極限である単
一量子ドットレーザの実現と本系における特徴的な物理現象の探索を進め，量子情報分野に応用することを目的とし
ている．光子と励起子が強結合を示す単一 InAs量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器系を作製することで，単
一量子ドットレーザを実現した．また，固体中における強結合領域でのレーザ発振を初めて実現した．現在位置制御
ドットを用いた単一量子ドットレーザを目指した研究を進めている．（一部　独・ヴュルツブルグ大学との共同研究）

12.	 ナノ構造の光電子物性の探究～単一量子ドットレーザ系の理論的研究
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　単一量子ドット -フォトニック結晶ナノ共振器結合系は，高効率半導体レーザの微小極限であるナノレーザ，ある
いは，単一量子ドットレーザとして，また，パーセル効果により増強された発光レートを有する高速な単一光子発生
源といった，さまざまな応用が提案されている．ナノレーザに関しては，量子ドットの少数多電子状態の中からレー
ザ発振に寄与する励起子と二励起子状態を抽出したミニマルモデルを考案し，発振特性を明らかにした．さらに，複
数の共振器からなる多重結合共振器系ナノレーザまで研究対象を広げ，自励振動など系特有の高速非線形ダイナミク
スの解析を進めている．一方，単一光子源に関しては，励起子分子発光による単一光子純度の低下や暗励起子状態の
寄与，外部スペクトルフィルタによる純度改善について理論的に明らかにした．今後，この系の物性理解をさらに進
めることで，ナノ光源としての新たな制御法や機能の提案を目指す．

13.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた通信波長帯単一光子発生器の開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　長距離量子暗号通信の実現のためには光ファイバの伝送損失が最も少ない波長 1.5μm帯において高性能な単一光
子発生器を実現することが不可欠である．我々は 1.5μm帯で良好な発光特性を有する InP基板上の InAs量子ドット
を用いて，電子の第一励起準位と正孔の基底準位を適切な偏光で共鳴光励起することで世界最高の純度（g（2）（0）
＝ 4× 10－ 4）を持つ単一光子パルス生成に成功している．一方，単一光子発生器の長時間安定動作の実現に向けて，
He循環型冷凍機を用いた単一光子発生器の冷媒フリー動作にも成功しており，1ヶ月以上の連続安定動作が可能と
なった．この他に，単一光子発生器の集積化を視野に入れた電流注入デバイス化にも着手し，InP基板上のドープ層
構造，電極構造を最適化することで，波長 1.55μmで電流注入による単一光子パルス生成にも成功している．これら
の成果は単一光子デバイスのシステム展開に向けた中核的な成果であり極めて重要である．（富士通研，NEC，
NICT，NIMS等との共同研究）

14.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～通信波長帯量子ドット単一光子発生器を用いた量子鍵配送シス
テムの構築

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　クラウド情報社会におけるセキュアな通信へのニーズが高まる中，光子 1つ 1つに乱数を乗せて暗号鍵を共有する
量子鍵配付（QKD）は究極の高秘匿通信手段として期待される．そのキーデバイスが，各光子を規則正しく生成す
ることのできる単一光子源である．本研究では，光ファイバ通信に適した 1.5μm帯での量子ドット単一光子源，お
よびこれを用いた QKDシステム開発を行っている．昨年度は二光子ノイズを減衰レーザ光比 1/500にまで低減させ
た超高純度 1.5μm帯量子ドット単一光子源と，検出ノイズを従来比 1/10以下に低減させた超伝導単一光子検出器と
を融合した，長距離単一光子 QKDシステムを新構築し，最長伝送距離となる 120kmファイバーリンクでの量子鍵伝
送実験に成功した．（富士通研，NEC，NICT，NIMS等との共同研究）

15.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～量子ドットを用いた高温単一光子光源の開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，特任准教授 （東大）マーク・ホームズ，准教授 岩本 敏

　単一光子源は将来，量子鍵配送・暗号，線形光量子コンピュータをはじめとする，量子情報処理のキーテクノロジー
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の一つになると考えられる．このような量子情報素子を集積した LSIシステムを想定した際，発熱が問題となるため，
室温以上で動作する素子の実現が求められる．Ⅲ族窒化物半導体量子ドットは，量子閉じ込めが強く，高温でも励起
子・励起子分子が安定に存在でき，高温における単一光子発生動作が可能であると期待できる．これまでに自己形成
GaN/AlN量子ドットにおいて電子冷却可能な 200Kまで明確な単一光子発生を観測し，この系の高温動作に対する潜
在能力を実証した．また，非極性 Cubic-GaN量子ドットにおいても 100Kまで単一光子発生を実証している．最近，
位置制御されたナノワイヤ GaN量子ドットにおいて 350Kにおける単一光子発生を世界で初めて実現した．

16.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～半導体ナノ構造のコヒーレント物性制御
教授 荒川 泰彦，客員准教授 （東大）中岡 俊裕，准教授 岩本 敏

　自己形成量子ドットは量子演算を実現する有力な候補の一つとして注目されている．我々は量子情報の担い手とな
る量子ドット中の励起子の読み出しに光電流測定を利用する手法に着目して研究を進めている．本手法では，これま
で効率的な光検出器がないことで敬遠されてきた通信波長帯を利用することができ，光ファイバ，光アンプおよび豊
富なファイバオプティクスが利用可能である利点がある．また，光励起と光電流測定の組み合わせによって，励起光
エネルギーに完全に共鳴した準位を操作可能とする点で優れている．これまで，量子演算の実現に向けて，二つの直
線偏光した光パルス励起による光電流測定を行い，量子ドットの持つ微細構造分裂に起因する二つの直交する励起子
状態をそれぞれ独立に励起および制御を実証している．また，赤外光パルスによるサブバンド間遷移を利用し，これ
まで光電流では測定できなかった低電圧（長い励起子緩和時間）領域での励起子読み出しにも取り組んでいる．これ
らの結果は励起子量子ビットの初期化などの局面で極めて重要であり，将来の光通信波長帯量子情報ネットワーク構
築の重要なステップである．

17.	 量子情報デバイスの基礎技術研究～シリコン量子ドットを用いた量子情報技術基盤研究
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン量子ドットを用いた電子スピン量子ビットの実現を目指し，基盤技術の開発，物理の解明に取り組んでい
る．シリコン系の電子スピン量子ビットは，超微細相互作用及びスピン軌道相互作用による影響が小さくなり，長い
コヒーレンス時間が期待され，大きな注目を集めている．しかしながらシリコン中の電子は有効質量が重いため，量
子閉じ込め効果を得るためには化合物半導体系よりも小さな量子ドットを作製する必要があり，高度な作製技術を要
する．我々は電子線リソグラフィ条件，酸化条件，エッチング条件，酸化膜堆積条件等の最適化を行い，制御性に優
れた極微細なシリコン量子ドットの作製に成功している．特に今年度は，極薄膜シリコン量子ドットの作製を行い，
極低温における電気伝導特性の評価を行った．明瞭なクーロンダイヤモンドを観測し，解析の結果，従来の構造と比
較して大きな帯電エネルギーを有することがわかった．さらに本結果を数値計算により精度よく再現することができ
た．これらの成果はシリコン電子スピン量子ビットに向けた重要な進展である．

18.	 ナノ光電子デバイスの実現～高性能量子ドットレーザの研究開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子ドットを利得媒質とする半導体レーザはキャリアの 3次元的な閉じ込め効果により低しきい値電流，高い温度
安定性，狭スペクトル線幅などの優れた特長がある．我々は，高密度かつ高均一な量子ドット活性層を用いて光ファ
イバ通信用の波長 1.3μm帯のファブリペロー型レーザにおいて 70℃までの温度安定 25Gbps直接変調動作をこれま
でに実証している．更なる高機能化を目指して外部共振器型の量子ドットレーザの検討を進めており，周期的な透過
特性の光学フィルタを外部共振器内に挿入した構成で LAN-WDM（ローカルエリアネットワーク -波長分割多重通
信）グリッド上で安定な 4波長同時発振を実現し，この多波長安定動作が量子ドット利得媒質固有の現象であること
を量子井戸との比較実験から明らかにしている．また，シリコンフォトニクスへの搭載による光送信器の小型集積化
に向けて，量子ドットレーザにスポットサイズ変換器をモノリシック集積し，Si基板上の光導波路との光結合効率
を最大 1.6dB改善した．外部共振器型量子ドットレーザはWDM用の光源として有望であり，今後，シリコンフォト
ニクスとの融合も期待できる．（富士通研，QDレーザとの共同研究）

19.	 ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット太陽電池基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）田辺 克明，准教授 岩本 敏

　量子ドット太陽電池は次世代の超高効率太陽電池として期待されている．我々は，4つの中間バンド構造を用いる
ことで変換効率 75％が得られることを理論的に示してきた．また，光吸収特性に注目した基礎的研究として，単一
量子ドットにおける 2段階光吸収遷移に起因した光電流増大を世界で初めて明確に観測してきた．最近では，InAs/
GaAs多積層量子ドット構造において，キャップ層厚みを制御することによりサブレベル間吸収の高エネルギーシフ
トを図り，太陽光スペクトルとの整合性向上の指針を得ることができた．本結果は，中間バンド型太陽電池の高効率
化に向けた構造設計において，重要な指針になることが期待される．今後は，量子ドット構造にワイドギャップ材料
を用いることで，光吸収特性の最適化に取り組んでいく．（シャープとの共同研究）
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20.	 ナノ光電子デバイスの実現～GaN系微小共振器素子の基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　輻射場を制御するフォトニック結晶や垂直微小共振器と III族窒化物半導体量子ナノ構造を融合することにより，
紫外発光素子の高性能化や励起子ポラリトンを用いた室温での量子状態制御が可能になると期待される．本研究では，
高効率・高温動作単一光子発生器や高温動作励起子ポラリトンレーザなどの実現を目指して，窒化物半導体フォトニッ
ク結晶ナノ共振器および垂直微小共振器の基盤技術開発を行っている．これまでに，高 Q値 AlNナノビーム共振器
の作製法を開発するとともに，高品質 AlGaNフォトニック結晶ナノ共振器および AlGaN垂直微小共振器の作成を可
能にする GaN選択熱分解法を開発した．また，わずかな積層数で高反射率を得られる空気 /AlGaN分布ブラッグ反
射鏡を用いた垂直微小共振器を作製し，共振器厚さゆらぎに起因する光子およびポラリトンの局在現象を見出した．
さらに，AlGaNフォトニック結晶ナノ共振器 -GaN界面ゆらぎ量子ドット結合系を作製する際の指針とすべく，GaN
層除去前後での単一界面ゆらぎ量子ドット発光特性の変化を評価した．今後，この系における光 -物質相互作用の実
現と共振器量子電気力学の探求を目指して作製技術開発を進める．

21.	 ナノ光電子デバイスの実現～NEMS制御フォトニック結晶素子の開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　フォトニック結晶の光学特性は，様々な手法で制御可能であるが，マイクロ・ナノメカニカルな手法は，応答速度
は比較的低速ではあるものの，光学特性を広い範囲で制御することが可能である．我々は，これまでにフォトニック
結晶導波路の特性を制御するMEMS（微小電気機械システム）集積化フォトニック結晶素子を報告してきた．一方，
フォトニック結晶ナノ共振器の共振特性は，フィルタなどの受動光素子の動作，光電子相互作用を支配する要因であ
り，広い範囲でその特性を制御する技術の実現が期待されている．特に共振器 Q値を制御することで，共振器電気
力学的現象を制御することが可能であり，その制御範囲の拡大が重要な課題の一つである．本研究では，ナノエレク
トロメカニカル機構（NEMS）を用いた広範囲にわたる Q値制御の実現と，それを利用した電子光子相互作用の制御
を実現することを目指している．これまでに素子構造の最適化をすすめ，独自に開発した高精度な微細加工技術を用
いることにより，約 3,500から 14,000までの広い範囲にわたる共振器 Q値の制御に成功した．また理論的解析から，
今手法において Q値変化に付随する共鳴波長シフトの要因を明らかにし，この知見に基づき共鳴波長シフトを抑制
した Q値制御を実現する素子構造を見出した．これらはフォトニック結晶ナノ共振器の制御とその応用へ向けた基
盤技術として重要な成果である．

22.	 ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット赤外線検出器基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　安全・安心，環境調和性が求められる将来の社会においては，熱画像や大気中のガス成分等の環境情報を収集する
ために必要となる，高感度な赤外線検出器の需要が高まると予想される．そこで我々は，量子ドットのサブバンド間
遷移を利用する赤外線検出器の研究開発を行っている．昨年度までの研究において，主に波長 5um付近に感度ピー
クをもつ検出器の高感度化を達成してきたが，今期は熱赤外領域に感度ピークをもつ検出器の高感度化に取り組んだ．
また 320× 256ピクセルの撮像素子の開発にも取り組み，高精細な熱赤外線画像の取得にも成功した．（NECとの共
同研究）

23.	 ナノ光電子デバイスの実現～ナノワイヤ - 量子ドットレーザの開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　光電子集積回路や生体・環境センシング応用に向けたレーザ素子の小型化の研究は高い関心を集めている．ナノワ
イヤレーザは高出力化が可能且つ簡便なプロセス・設計で実現できる有望な構造であり，量子ドットを活性層に用い
ることによりデバイス性能の飛躍的向上が期待できる．本研究では，ナノワイヤ中に高均一な量子ドットを積層する
技術を確立するとともに，積層量子ドットを有するナノワイヤレーザを作製しその室温レーザ発振に世界で初めて成
功した．一方で回折限界を超えた超小型レーザを実現する方法として，金属誘電体界面に局在する表面プラズモンポ
ラリトン（SPP）を利用した世界最小の量子ドットレーザの実現も目指している．これまでに銀薄膜上に転写した積
層 InGaAs系量子ドットを有する SPPナノワイヤ -量子ドットレーザ構造を作製し単一 GaAsナノワイヤにおいて，
SPPモードを用いたレーザ発振に初めて成功した．今後はデバイス構造・設計のさらなる最適化によりナノワイヤ量
子ドットレーザの高性能化を目指す．

24.	 ナノ光電子デバイスの実現～窒化物半導体カスケードの開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　テラヘルツ帯の電磁波は光と電波の中間に位置する周波数帯域であり，電波の透過性と光の直進性を併せ持ち，多
くの分子の指紋スペクトルが存在する周波数帯域であることから，非破壊センシングや近距離無線通信への応用が期
待されている．テラヘルツ電磁波の低コストかつ高出力発生源として量子カスケードレーザが着目されてきた．従来
研究されてきた GaAs系量子井戸を用いたテラヘルツ量子カスケードレーザは，熱励起キャリアの LOフォノン散乱
による反転分布の低下によって，最高発振温度は約 200Kに限られていた．我々は高温動作化を目指して，LOフォ
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ノンエネルギーの大きな窒化物半導体に着目し，テラヘルツ量子カスケードレーザの実現に取り組んでいる．本研究
では，内部電界の無い無極性 m面 AlGaN/GaN量子井戸を用いている．これまでに，MOCVD成長無極性 m面 Al-
GaN/GaN量子井戸のサブバンド間吸収を世界で初めて観測した．さらに，サブバンド間吸収に発現する多体効果の
影響を明らかにするとともに，本材料系のサブバンド間遷移が良好な温度特性を示すことを明らかにした．今後は，
これらの知見を元に多積層化を図り，窒化物半導体 THz量子カスケードレーザの実現を目指す．

25.	 ナノ光電子デバイスの実現～フォノニック結晶を利用した高効率音響光学素子の開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　結晶を伝搬する音波などの弾性波は，散乱現象などを通して電子や光子と相互作用することにより，物質の光・電
子物性を変化させる．弾性波の分散や空間閉じ込めの制御が可能となれば，関連する諸現象，特に光散乱や光弾性効
果などの増強・制御が可能となると期待できる．本研究では，弾性波の伝搬特性が制御された人工材料を構築し，そ
の音響光学デバイスへの応用を目指し研究を進めている．これまでに，融解石英を用いた擬似一次元フォノニック結
晶共振器について，数値計算に基づく解析から光弾性効果の増強に有効であることを示すとともに，実際に試料を作
製し弾性波共振器モードに共鳴する超音波励振を行った場合には，光弾性効果が大きく増強されることを実証してい
る．

26.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン系基板上高品質 InAs 量子ドット形成技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　光配線技術の実現に向けて，高い発光特性を示す化合物半導体をシリコン基板上に形成する技術に注目が集まって
いる．特に量子ドットレーザは温度安定性など優れたレーザ特性を示すことから大きな期待を集めている．シリコン
系基板の一つとして，近年，GeOI（germanium-on-insulator-on-silicon）基板が，シリコンフォトニクス応用への量子ドッ
トレーザの一体型集積化のためのプラットフォームとして提案されている．本研究では，GeOI基板上への量子ドッ
トレーザの実現を目的に，GeOI基板上への高品質 InAs量子ドットの形成技術の開発に取り組んでいる．これまでに，
有機金属化学的気相成長法（MOCVD）を用い，GeOI基板および Ge/Si基板上に，高密度でかつサイズの均一性の高
い InAs量子ドットの積層構造の形成に成功している．これらの代替基板上に積層された InAs量子ドットの発光特性
は，GaAs基板上に成長された同構造のものに匹敵する値が得られている．さらに，世界初の CVDによるシリコン
上直接成長の量子ドット LEDの作製にも成功した．現在，これらの成長技術を用い，Si系基板上の量子ドットレー
ザの作製を進めている．

27.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン上量子ドット発光デバイス基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）田辺 克明，准教授 岩本 敏

　シリコンフォトニクスは，次世代の主要な光通信技術となることが期待されている．しかしながら，シリコン自体
は発光効率が低く，光源としては化合物半導体を用いる必要がある．我々は，半導体ウェハ接合技術を用い，低発振
閾値電流や高温度安定性といった特徴を持つ量子ドットレーザをシリコン基板上やアクティブなシリコンフォトニク
ス素子上への集積化を進めている．最近，ウェハ接合法により，シリコン基板上の InAs/GaAs量子ドットレーザを作
製し CW発進の実現に成功している．さらに，室温から 60℃において 6Gbpsの直接変調に成功している．これはシ
リコンフォトニクスに向けたシリコン基板上の直接変調量子ドットレーザの実現において重要な進展である．その他，
量子ドットレーザとシリコン光導波路とが結合したハイブリッド量子ドットレーザを設計し，その実現を目指し研究
に取り組んでいる．

28.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～ゲルマニウム発光素子基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　COMSプロセスと融和性の高い Siや Geから構成される光源は，その融和性からシリコンフォトニクスにとって
極めて重要な研究課題である一方，これらの材料が間接遷移半導体であることから同時に極めて挑戦的な課題である．
Geは Siと同様に間接遷移半導体ではあるが，引っ張り歪に加えて高濃度の電子ドーピングを組み合わせることに
よってΓ谷からの直接遷移発光を大幅に増強することができる．Γ谷からの寄与を増やし正味の光利得を得るには高
い電子濃度が必要となるが，これは結晶品質に大きく左右される．我々は，キャリア寿命の観点から結晶成長条件や
高い電子ドーピング濃度が与える結晶品質への影響を検討している．Si上直接成長ノンドープ Ge試料において膜厚
依存性を調べに Si/Ge界面や表面，そして格子不整合系であることに起因する貫通転位の影響を見出している．また，
成長時残留歪とマイクロパターニングを用いることで二軸性引っ張り歪を増強にも成功しており，光共振器との融合
構造に展開を図っている．今後は，光利得の測定，歪増強とフォトニックナノ構造との融合などに関する研究を進め，
Geを用いた高効率光源実現の可能性を明らかにすることを目指す．（HITACHIとの共同研究）

29.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～輻射場エンジニアリングによるシリコン系発光素子の基盤研
究

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン系発光素子はチップ間光配線など光電子集積における次世代技術として大きな関心が寄せられている．し
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かし，シリコンは間接遷移型半導体であり，発光寿命は msオーダーと化合物半導体に比べて桁違いに長く，光エミッ
タとしては適さないと考えられてきた．本研究では，発光寿命を決定している要因のひとつである光子状態密度・真
空輻射場の電場強度に着目し，人工的に輻射場をデザインすることで，シリコンの発光を効率化し，そのデバイス応
用への可能性を探る．これまでにフォトニック結晶ナノ共振器を用いることで，結晶性シリコンに比べて 300倍以上
の発光強度を観測することに成功するとともに，小さい体積の共振器ほど発光増強に有効であることを実験的に示し
た．また，ナノ共振器で増強された発光のフォトニック結晶導波路を介した面内伝搬も実証し，将来の光電子融合素
子への応用の可能性を示した．さらに，フォトニック結晶構造を有するシリコン LED，シリコンフォトニック結晶
ナノ共振器 LEDを初めて実現するとともに，シリコンナノ共振器 LEDの 100MHz直接変調などの成果を達成してい
る．最近では，ゲルマニウムの発光制御に取り組み，Geフォトニック結晶における世界最高 Q値～1850を実現して
いる．

30.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～フォトニックナノ構造を用いたシリコンラマン光増幅器・レー
ザの開発

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　シリコン導波路・共振器を利用したラマン光増幅器やラマンレーザは，外部励起光源を必要とするものの，シリコ
ン自体を増幅媒質として利用できる点で注目を集めている．本研究では，ラマン利得を用いたシリコンフォトニック
結晶導波路型光増幅器・レーザの実現を目指して研究開発を進めている．フォトニック結晶導波路を用いることで，
強い光閉じ込め効果や低群速度状態の利用により非線形光学効果の増強が可能となり，小型で低い励起パワーで動作
可能なシリコン導波路光増幅器を実現できると期待できる．また高 Qナノ共振器とくらべて，動作波長に関する制
限が緩和される点も利点の一つである．我々は，シリコンフォトニック結晶導波路において，初めて誘導ラマン散乱
効果を観測することに成功した．また，従来提案されていた構造に比べて 100倍以上の性能を実現できる可能性をも
つシリコンフォトニック結晶導波路構造を提案している．また，pinダイオード構造を導入し，電界印加によりフォ
トニック結晶導波路における自由キャリア吸収を低減させラマン散乱光の増強を実現することにも成功している．

31.	 LSI・フォトニクス融合基盤技術研究～シリコン 3次元フォトニック結晶技術と 3次元光配線技術の
開発

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　情報機器の高速化・低消費電力化の進展にともない，チップ間・ボード間の二次元的光配線技術の導入が検討され
ている．さらに 10年から 15年後には，スーパコンピュータや高機能サーバにおいては，三次元的な光配線が必要と
なる可能性が高いと考えられている．我々は 3次元フォトニック結晶技術を用いたナノ光源や三次元光配線の実現に
向けた基盤技術の開発を進めている．これまでに，GaAsで構成されたナノ共振器と InAs量子ドットが組み込まれた
シリコン 3次元フォトニック結晶を作製し，ハイブリッド型 3次元フォトニック結晶ナノ共振器レーザ（パルス光励
起）を初めて実現した．また，シリコン 3次元フォトニック結晶ナノ共振器に Ge量子ドットを組み込むことにより，
オール IV族アクティブシリコンフォトニック結晶を初めて実現し，発光ダイナミクスの変化の観測にも成功してい
る．さらに，新たな三次元フォトニック結晶導波路や共振器構造の設計も進めており，実験的検証を目指した研究も
展開している．（一部ドイツ・ミュンヘン工科大学との共同研究）

32.	 次世代有機半導体デバイスの研究開発～フレキシブルエレクトロニクス技術基盤開発
教授 荒川 泰彦，委嘱准教授 （東大）北村 雅季，准教授 岩本 敏

　有機トランジスタは塗布工程により，低コストで大面積エレクトロニクスを実現可能であることから，注目を集め
ている．我々はインクジェット法および真空乾燥法を用いて均一な薄膜のパターンを作製する技術を開発し，これま
で塗布工程によって薄膜化が困難であった C60を用いて非常に均一な薄膜を得ることに成功した．またデバイス構造
の最適化を行い，C60をチャンネル層とする NMOSで移動度 2.2-2.4cm2/Vs，閾値電圧 0.4-0.6Vと特性のそろった高移
動度，低電圧動作のトランジスタの作製に成功した．また，200℃以上のアニール後においてもトランジスタ動作す
ることを確認している．（一部シャープとの共同研究）

33.	 次世代有機半導体デバイスの研究開発～高性能有機トランジスタの開発
教授 荒川 泰彦，委嘱准教授 （東大）北村 雅季，准教授 岩本 敏

　有機半導体トランジスタは，作製が容易であり大面積集積回路が低コストで作製できるといった特徴がある．また，
PMOS，NMOSともに 1cm2/Vs以上移動度が得られており，CMOS回路への応用が期待できる．我々は高移動度材料
として期待される DNTT誘導体および C60をそれぞれ有機 PMOSおよび NMOSのチャネル材料に使用し有機 CMOS
回路の高速動作に取り組んでいる．有機 PMOSについては高速動作のために必要となる短チャネル，高移動度のト
ランジスタの実現が困難であったが，電極作製技術，製膜条件，アニール条件の改善によりチャネル長 2ミクロンの
有機 PMOSで移動度 4cm2/Vsを達成している．今後，この PMOSを使って 20MHz以上の高速動作が期待できる．（一
部シャープとの共同研究）
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34.	 時系列信号方式角度多重ホログラフィックメモリー
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）林 佑樹

　ホログラフィックメモリーは従来の光ディスクに代わる新たな光記録デバイスとして注目されているものの 1つで
ある．本研究ではホログラフィックメモリーのいくつかある記録方式の中でも情報を時系列信号にコーディングし，
角度多重方式で記録を行う時系列信号方式角度多重ホログラフィックメモリーの実現に向けて研究をすすめている．
現段階では本方式において従来方式よりも狭い角度間隔で時系列信号の記録再生ができることを計算と実験から示す
ことができた．今後は本方式における記録容量の限界について探っていく予定である．

35.	 あぶり出しフォトポリマーのホログラム記録メカニズムの解明
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）竹田 有輝

　あぶり出しフォトポリマーという，ホログラフィックメモリーへの応用が期待される，新しい光学材料が報告され
た．この材料はホログラム書き込み後，LED照射によって，ホログラムが鮮明になる特徴を持つ．我々はこの材料
について，材料の分子反応を考慮して，ホログラムが鮮明になるメカニズムを解明した．また計算により，分子のミ
クロなパラメータ変化によるマクロな系への影響を調べ，材料開発の指針を示した．

36.	 局在プラズモンにより一方向側方光散乱したナノアンテナに働く面内放射圧解析
教授 志村 努，助教 （志村研）田中 嘉人

　光波長より小さい誘電体ナノ粒子に平面波を照射すると，等方的な光散乱（双極子放射）が起こり，光の運動量変
化より伝搬方向に粒子を押す放射圧（散乱力）が作用する．一方，光波長より小さい金属ナノ構造は，自由電子の集
団振動（局在プラズモン）よりナノアンテナとして働き，光励起されるプラズモンモードの空間位相分布を設計する
ことで，ナノ構造からの光散乱方向を制御することができる．本研究では，長さの異なる二つの金ナノロッドによっ
て散乱方向を制御し，そこで生じる光運動量変化からナノロッドに作用する放射圧を解析した．その結果，ブラウン
運動に打ち勝つのに十分な 1.6pN（10mW/μm2）の面内放射圧がナノロッドペアに作用することがわかった．

37.	 光学的に励起されたスピン波の伝播の制御とイメージング
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）吉峯 功

　スピン波は固体中の局在電子のスピン間相互作用により歳差運動が伝播する現象であり，エネルギー損失の少ない
情報伝達媒体となることが期待されている．われわれは，光パルスによるスピン波発生及び制御の研究を行っている．
われわれは，CCDカメラによるイメージングを用いたスピン波の高速な観測手法を開発し，光励起されたスピン波
伝播の時空間分解測定を行った．さらに，光パルスにより発生したスピン波の空間波形制御として，スピン波を干渉
させることでスピン波の一方向へ伝播させ，それをイメージングした．

38.	 自己組織化量子ドットを介した電子伝導の物理と応用
教授 平川 一彦，准教授 （東北工業大）柴田 憲治，助教 （平川研）吉田 健治，特任研究員 （平川研）張 亜， 

特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，大学院学生 （平川研）和田 直樹，大学院学生 （Twente大）Haye Witteveen， 
大学院学生 （Twente大） Florian Bruijnes

　自己組織化 InAs量子ドット構造の特異な物性の解明とその応用を目的として研究を行っている．本年度は，（1）
アンテナ電極を形成した単一量子ドットトランジスタ構造にテラヘルツ電磁波を照射することにより，単一量子ドッ
トのサブレベル間遷移による光起電力効果を観測した．（2）AFMと電子ビーム露光により狙った量子ドットに電極を
形成するプロセスを開発した．

39.	 単一原子レベルの超微細加工プロセスと単一分子トランジスタ
教授 平川 一彦，助教 （平川研）吉田 健治，大学院学生 （平川研）杜 少卿，大学院学生 （平川研）李 陳農， 

特任研究員 （平川研）張 亜

　我々は，原子レベルでの金属超微細電極の加工プロセスおよびそれを用いて作製した単一分子トランジスタの伝導
の研究を行っている．本年度は，（1）単一分子トランジスタにテラヘルツ光を照射することにより，分子振動に起因
する信号を観測することに成功し，単一分子のテラヘルツ分光に世界で初めて成功した．（2）フェムト秒励起テラヘ
ルツバーストを用いることにより，単一分子からの信号が 100倍程度大きくなることを見いだした．（3）単一分子分
光への応用を検討して，差周波テラヘルツ発生装置を導入した．（4）通電断線時における金属の発熱と発光過程の研
究を継続している．

40.	 半導体量子構造を用いたテラヘルツ光源・検出器の開発
教授 平川 一彦，特任研究員 （平川研）張 亜，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，大学院学生 （平川研）細野 優

　半導体量子構造を用いて，これまで未開拓であったテラヘルツ領域で動作する新規光源，検出器の開拓を行ってい
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る．本年度は，高い Q値を有するMEMS両持ち梁構造の共振周波数が梁への熱入力によりシフトすることを用いた
室温動作ボロメータの試作と評価を行った．

41.	 テラヘルツ分光技術の開発と応用
教授 平川 一彦，助教 （平川研）大塚 由紀子，教授 白樫 了

　フェムト秒レーザパルスを用いたテラヘルツ電磁波やフーリエ分光器からのテラヘルツ電磁波を用いて様々な物性
研究を行っている．本年度は，水を含んだタンパク質（ゼラチン）の乾燥過程における，水分子のテラヘルツ吸収の
スペクトルを調べることにより，水分子の水素結合の変化の過程の解明や凍結水・結合水に関する重要な知見を得た．

42.	 分子線エピタキシーを用いた半導体ナノ構造の成長
教授 平川 一彦，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，准教授 （東北工業大）柴田 憲治

　分子線エピタキシーを用いて，原子レベルで精密に制御された半導体へテロ構造の作製を行っている．特に，今年
度は自己組織化量子ドットやMEMS構造ウェーハーの成長を行った．

43.	 プラズモン誘起電荷分離に関する研究
教授 立間 徹，助教 （立間研）西 弘泰，博士研究員 （立間研）Kun-Che Kao，大学院学生 （立間研）呉 玲， 

大学院学生 （立間研）齋藤 滉一郎，大学院学生 （立間研）秋吉 一孝，大学院学生 （立間研）相澤 憂

　金属ナノ粒子と半導体の界面において，プラズモン共鳴に基づいて電荷分離が誘起される．この現象の機構につい
て解明するとともに，光触媒，フォトクロミズム，光センサ，バイオセンサ等の用途開発を行う．

44.	 プラズモン共鳴の応用
教授 立間 徹，助教 （立間研）西 弘泰，日本学術振興会特別研究員 （立間研）川脇 徳久， 

大学院学生 （立間研）齋藤 滉一郎，大学院学生 （立間研）浅見 啓輔，大学院学生 （立間研）相澤 憂

　局在表面プラズモン共鳴の光学材料，色材，調光ガラス，センサ等への応用を図る．

45.	 新規光機能デバイスの開発
教授 立間 徹，技術専門職員 （立間研）黒岩 善徳，大学院学生 （立間研）キム ギュミン

　エネルギー貯蔵型光触媒，透明太陽電池等の開発を行う．

46.	 セシウム吸収材を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井 和之

47.	 ビタミンCバイオイメージング用蛍光プローブの開発
教授 石井 和之

48.	 分子磁気光学材料の開発
教授 石井 和之

49.	 光機能分子担持ナノファイバー性薄膜の開発
教授 石井 和之

50.	 液晶－光機能性分子の複合化による光分子メモリの開発
教授 石井 和之

51.	 機械的回転で誘起される流体運動を用いた不斉合成法の開発
教授 石井 和之

52.	 フタロシアンニンの光機能化に関する研究
教授 石井 和之
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53.	 抗酸化物質の検出・定量分析法の開発
教授 石井 和之

54.	 超分子化を利用する光学活性ペプチドの絶対構造決定法の開発
教授 石井 和之

55.	 近赤外発光性分子の開発
教授 石井 和之

ソシオグローバル情報工学研究センター
1.	 反射と蛍光を含むシーンの分光特性モデリング

大学院学生 （佐藤（洋）研）Ying Fu，教授 （国立情報学研究所）佐藤 いまり， 
助教 （国立情報学研究所）Yinqiang Zheng，准教授 （九州工業大）岡部 孝弘， 

助教 （埼玉大）Antony Lam，教授 佐藤 洋一

　本研究課題では，反射と蛍光の両方を含むシーンを対象に，従来必要とされてきた観測よりも大幅に少ない観測か
ら分光反射率，蛍光の励起スペクトルならびに発光スペクトルを精度良く推定する分光モデリング手法を他に先駆け
て実現した．さらに蛍光解析を活用することにより，従来の反射光解析では困難とされてきた単一画像からの相互反
射成分の除去にも成功した．

2.	 一人称視点映像からの手操作解析
大学院学生 （佐藤（洋）研）Minjie Cai， 

System Scientist （Carnegie Mellon University）Kris. M. Kitani，教授 佐藤 洋一

　人間工学の分野における人の動作解析やロボティクスの分野におけるハンドマニピュレーション制御，さらに，映
像からの人の行動理解全般において，人がさまざまな状況においてどのように物体を手に取り操作するのかを知るこ
とは重要となる．しかしながら，従来の手操作の解析では，動作記録映像の人手による処理や，装着型デバイスによ
る手形状の計測が必要となり，データ解析のためのコストやセンサ装着による動作の制限などが課題となっていた．
本研究課題では，この課題の解決を目指し，手による把持動作に焦点をあて，動作者視点から記録された一人称視点
映像を用いた把持タイプの認識手法，ならびに把持タイプと被把持物体属性との関係性に基づく手動作認識手法を開
発した．

3.	 大局的・局所的動き特徴を手掛かりとした複数のウェアラブルカメラ映像中の人物対応付け
助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，System Scientist （Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani，教授 佐藤 洋一

　ある一人称視点映像を撮影する人物が他者の一人称視点映像中のどこに現れるかを対応付ける技術を開発する．本
技術によって，グループの注視・行動解析において重要となる複数人物の位置関係や，各人物の表情変化やボディジェ
スチャに関する情報を，他者カメラ映像の情報から獲得することが可能になる．一般にカメラ間での人物照合には，
顔照合やカメラの相対位置推定が用いられるが，カメラの動きが大きい一人称視点映像はうまく扱うことが出来な
かった．これに対し，本研究では，人物の頷きや顔向けといった頭部運動が自身の装着カメラ映像における大局的運
動および他者の装着カメラ映像中の局所的運動として現れることに着目し，両運動の相関性に基づいて対応付けを行
う手法を新たに実現する．

4.	 細胞挙動解析のための密な細胞画像における細胞トラッキング
大学院学生 （佐藤（洋）研）備瀬 竜馬，教授 佐藤 洋一

　本研究では，創薬及びバイオメディカル研究において重要な細胞挙動評価指標を自動的に算出するための細胞ト
ラッキングについて，細胞密度が高い状態であっても精度良くトラッキング可能とすることを目標に，大局的な時空
間情報を用いるというアプローチと細胞検出問題と対応付け問題を同時に解くというアプローチを用いた手法を他に
先駆けて開発した．
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5.	 集合視による注視・行動解析に基づくライフイノベーション創出
教授 佐藤 洋一，准教授 （慶應義塾大）杉本 麻樹， 

Independent Research Group Leader （Max Planck Institute of Informatics）Andreas Bulling， 
System Scientist （Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani， 

助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，特任助教 （佐藤（洋）研）樋口 啓太

　本研究課題では，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」というコンセプトを提案し，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へとつなげていく．

6.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

　地球環境情報を蓄積する巨大データベースを駒場と千葉の 2地点で分散管理するパイロットシステムを構築し，次
世代情報アーキテクチャに関する研究を行う．

7.	 衛星画像データベースシステムの構築
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

　リモートセンシング画像等の巨大画像の蓄積には巨大なアーカイブベースが不可欠である．本研究では，ペタバイ
トスケールのディスクアレイ装置，テープライブラリ装置を用いたストレージシステムの構成と，それに基づく衛星
画像データベースシステムの構築法に関する研究を行っている．

8.	 デジタルアースビジュアリゼーション
教授 喜連川 優，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

　種々の地球環境データを統合的に管理すると共に，多元的な解析の利便を図るべく VRMLを用いた可視化システ
ムを構築した．時間的変化を視覚的に与えることにより，大幅に理解が容易となると共に柔軟な操作が可能となり，
ユーザに公開しつつある．本年度はバーチャルリアリティシアターを用いた大規模視覚化実験を進めた．

9.	 Web マイニングに関する研究
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，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， 

大学院学生 （豊田研）金 洪善，大学院学生 （豊田研）川本 貴史，大学院学生 （喜連川研）石渡 祥之佑

　Web情報は大規模かつ多様な情報源であるが，その中から様々な分析要求に対していかに適切な情報を抽出する
かが重要な課題となっている．本研究では，Webテキストデータからの固有表現抽出，固有表現間の関連抽出とそ
の時間的変化に関する分析，評判情報抽出など，様々な情報マイニング手法を提案した．

10.	 地球観測データ統合・解析システムの研究
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

　衛星観測，海洋観測，陸上観測などの様々な手段で得られた観測データや数値予報モデルの出力，関連する社会経
済情報を統融合し，地球環境分野における科学的・社会的に有用な情報へと変換し，その結果を社会に提供するため
のシステムのプロトタイプの開発を行っている．

11.	 アプリケーション指向ディスクドライブ省電力方式の研究
教授 喜連川 優

　サーバーやストレージの集約によるデータセンターの高密度化に伴い，データセンタの消費電力は増加の一途を
辿っている．中でも，データセンタで管理するデータ量の急増に伴うストレージの消費電力の増加は著しく，その電
力削減はデータセンタにおける重要な課題となっている．複数のディスクドライブから構成されるストレージの省電
力化を目的に，TPC-Cベンチマーク相当の OLTP系アプリケーションの I/O挙動に基づくディスクドライブの省電力
化方式の検討及び評価を実施しつつある．
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12.	 SSDを用いた高性能データベースシステムに関する研究
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生，特任研究員 （喜連川研）早水 悠登

　Flashメモリからなる Solid State Disk（SSD）を用いたデータベースにおける高速処理技法の確立を目的とし，SSD
の入出力性能諸元を複数の機種を用いて計測，解析すると共に，オンライントランザクション処理の代表的ベンチマー
クである TPC-Cを商用およびオープンソースのデータベース上で実行し，トランザクション処理性能および入出力
処理性能を，ハードディスク（HDD）を用いた場合と比較，検討し，その結果に基づき，SSDの書込み処理特性に
着目すると同時に DB応用処理知識を利用し SSDに適合する入出力管理手法を提案，TPC-C入出力トレースを用い
た性能評価により，その有効性を示している．

13.	 大規模分散処理環境における適応的インデクスの利用に関する研究
教授 喜連川 優，特任助教 （喜連川研）横山 大作

　近年のデジタルデータの急増に伴い，大規模データの効率的な処理が求められている．MapReduce環境は大規模
分散データ処理に適しているが，常にデータスキャンを行うため，入出力コストが高い．本論文では，MapReduce
環境に適用的インデクスを導入し，処理コストを低減する手法を提案する．シミュレーションによる評価を行い，有
効性を確認した．

14.	 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 鍜治 伸裕， 

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

　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．

15.	 レセプト情報・特定健診等情報データベースを利用した医療需要の把握・整理・予測分析および超
高速レセプトビックデータ解析基盤の整備

教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

　これまで構築してきた高速レセプト・ビッグデータ解析基盤を更に発展させることにより，医療の需要・供給，質，
コストが国・地域・医療機関レベルで即座に解析・可視化できる技術を開発する．

16.	 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．

17.	 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．

18.	 無線センサネットワークによる都市空間センシング
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）Niu Hao，大学院学生 （瀬崎研）Dunstan Matekenya， 

大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介，大学院学生 （瀬崎研）江 甜甜，大学院学生 （瀬崎研）中村 直人， 
大学院学生 （瀬崎研）稲葉 瞳，大学院学生 （瀬崎研）松野 有弥，大学院学生 （瀬崎研）森 英記， 

大学院学生 （瀬崎研）山本 直人，大学院学生 （瀬崎研）鈴木 孝男，大学院学生 （瀬崎研）星野 光玖， 
大学院学生 （瀬崎研）西井 香織

　無線センサネットワークやアドホックネットワークの研究を継続的に行っている．本年度は，地震など災害状況で
の，火災のセンシングやその収集技術，ジオキャストによる情報伝達技術などを，北千住における地震発生時の避難
状況シミュレーションを用い，実環境に近い状況での評価を行った．また，スマートフォンの Bluetoothをセンサと
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して用いた人流把握技術を，フィールド実験などを通して研究した．

19. ユーザ参加型センシングとセキュリティ
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）Niu Hao，大学院学生 （瀬崎研）青木 俊介， 

大学院学生 （瀬崎研）加藤 弘肖，大学院学生 （瀬崎研）松野 有弥，大学院学生 （瀬崎研）鈴木 孝男

スマートフォン等の高機能端末を多数の人間が常時携帯している中，従来のように専用の固定センサや，無線セン
サネットワークによって環境やコンテクストをセンシングするのではなく，これら携帯端末に具備されたセンサを用
いて安価かつリアルタイムなセンシングを行う「ユーザ参加型センシング」が注目されている．本年度は，多数のス
マートフォンが参加しているときに，センサの観測領域と品質を考慮しながら最適なノードを選択する手法や，セン
サデータのプライバシ保護手法などを研究した．

20. 天津租界地区のデジタルアーカイブ
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）孫 堯，大学院学生 （瀬崎研）鵜飼 祐太

　天津大学建築学院の青木教授らの研究グループを中心とする，20世紀初頭の各国の近代建築が残る，中国天津租
界地区のデジタルアーカイブに関する研究に，モバイルセンシング技術の観点から共同研究している．建築調査を行
うツールを IT化し，迅速な情報収集や，多様なセンサを用いたこれまでにないデータ収集の実現を目指している．

21. セキュアな無線通信技術の研究
教授 瀬崎 薫，大学院学生 （瀬崎研）Niu Hao

　無線通信のMAC層において，セキュアな通信を実現する手法を研究している．本年度はパケットごとの通信順序
を入れ替えるファウンテンコードなどの手法を開発し，評価を行った．

22. CDRデータからのライフイベント検出手法の研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）Dunstan Matekenya

　携帯電話の通話履歴である CDR（Call detail record）を分析し，人の転居などのライフイベントを検出する技術を研
究している．CDRは，時間，空間的にまばらなデータではあるものの，大量のデータを取得でき，そこから人口動
態や交通など都市のアクティビティを抽出する研究が活発になっている．本年度は，CDR分析のアルゴリズムや
Hadoopを利用した解析システムを構築し，柴崎研究室と共同でバングラデシュの CDRデータを用いた分析を行った．

23. 動物を利用したセンシングに関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （東大）小林 博樹， 

大学院学生 （瀬崎研）牧山 紘，大学院学生 （瀬崎研）合間 優陽

　人が入れない場所の環境情報のセンシングを，動物に持たせたセンサネットワーク機器によって収集する動物セン
シングの研究を進めている．DTN技術という高遅延環境での通信技術を応用し，動物同士がすれ違った時にお互い
のセンサデータを交換することで，遠方での観測データもマルチホップで収集場所にまで届け，領域を網羅した観測
を実現する，すれ違い通信技術の開発を行っている．動物同士がすれ違ったときの特徴的な動きを省電力な加速度計
で検出することで，消費電力の大きい通信機器の動作を制御するという，動物の性質を利用した技術となっている．
本年度は，麻布大学の協力を得て開発中の技術の検証や改良を進めた．

24. 公共交通情報化に関する研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

スマートフォンの普及，政策としてのオープンデータの推進，ビッグデータ解析の普及などを背景として，公共交
通の利用を支援する情報システムの構築手法やサービスの形が進化している．こうした背景に基づいて，バスを中心
とした公共交通の情報化の研究を進めている．本年度は，コミュニティバスデータのオープンデータ化のためのシス
テム運用を静岡県の自治体などと協力して実施したほか，オープンデータの推進を議論するシンポジウムを開催した．
また GPS が使えない地下鉄のために，スマートフォンの気圧計を用いた位置情報技術の開発を行った．

26.	 非対称計算機資源環境に最適な軽量暗号方式
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

メモリーや処理能力といった計算機資源を節約して計算機が暗号通信を行う場合，複雑な鍵系列生成器を用いたス
トリーム暗号が用いられてきた．しかし，もののインターネット（IoT: Internet of Things）が注目される中，センサー
などのさらに計算機資源の乏しいデバイス（以下では単にデバイスと呼ぶ）が資源豊かな計算機と暗号通信を行う環
境（非対称計算機資源環境）では，ストリーム暗号でも処理が重過ぎる．この課題を解決すべく研究されてきた従来
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技術では，デバイスが受信者である時は安全で動作コストが低いものの，送信者である時には安全性に問題があるか
または動作コストが高過ぎるという問題があった．本研究では，暗号理論と符号理論とくに誤り訂正符号を応用して，
この問題を解決する方式を考案した．

27.	 非対称計算機資源環境における軽量認証プロトコル
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　もののインターネット（IoT: Internet of Things）が注目される中，センサーなどの極めて計算機資源の乏しいデバ
イスが資源豊かな計算機に対して「自分は確かに自分である」と証明する認証プロトコル（非対称計算機資源環境の
軽量認証プロトコル）が重要性を増している．本研究では，（i）非対称性を考慮し，（ii）証明者がセンサーやタグで
あっても問題にならないほど十分軽量で，しかも（iii）暗号理論的に十分な安全性を達成する，という 3つの要求を
全て満たす世界で初めてのプロトコルを複数開発した．とくに，ランダムセレクションと呼ばれる技法を用いて，軽
量性と安全性を両立させた．

28.	 ロイヤルティプログラムのセキュリティインシデントに関する脅威に着目した実証分析
大学院学生 （松浦研）篠田 詩織，教授 松浦 幹太

　コンビニエンスストアのポイント制度や航空会社のマイレージプログラムなど，顧客誘因策としての Loyalty Pro-
gram（LP）は，他の LPとの相互交換ネットワークが広がり，広義の仮想通貨として利便性と価値が高まっている．
一方で，LPは犯罪者にも狙われ，実際にマイレージプログラムのアカウントが乗っ取られるなどの事件も多発して
いる．本研究では，LPの狙われやすさに関する指標である脅威（攻撃生起確率）に着目して実証分析を行った．と
くに，脅威を代弁する実測可能な量（代理変数）として多様な候補を試し，実務に有益な知見を導出した．例えば，
LP登録会員数，発行済みポイント総数，犯罪者が利益確定に悪用しやすいバウチャーへの交換可能性などに関して，
LP運営者が教訓とすべき仮説検定に成功した．

29.	 証明可能安全性を持つパスワード再発行プロトコル
大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢， （国研）産業技術総合研究所 松田 隆宏，教授 松浦 幹太

　パスワードに基づくオンラインユーザ認証は現在でも広く用いられているが，ユーザがパスワードを忘れてしまう
とサービスを利用できなくなってしまうという問題があり，多くのウェブサイトにおいては何らかの方法でパスワー
ドを再発行するためのプロトコルが用意されている．我々は，従来は経験的に安全性を期待していただけのパスワー
ド再発行プロトコルに関して，厳密なモデルと安全性定義の理論的枠組みを構築した．さらに，その枠組みのもとで，
厳密に安全性を証明できるプロトコルを一般的構成法と呼ばれる形式で考案した．

30.	 適応的述語安全な暗号文ポリシー型属性ベースサインクリプション
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，大学院学生 （松浦研）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　属性情報を利用した公開鍵暗号技術（例えば「執行役員かつ着任後 2年以上」などの一連の属性を満たす主体のみ
が暗号文を復号できたり，電子署名を生成できたりする技術）である暗号文ポリシー型属性ベース暗号と署名ポリシー
型属性ベース署名に関して，活発な研究が行われている．また，両機能を実現可能な暗号文ポリシー型属性ベースサ
インクリプション（Ciphertext-Policy Attribute-Based Signcryption， CP-ABSC）と呼ばれる暗号技術に関して，様々な構
成法の提案が現在までになされている．本研究では，適応的述語安全性モデルという高度なモデルにおいて，適応的
選択暗号文攻撃に対する識別不可能性を持ち，かつ，適応的選択文書攻撃に対する強偽造不可能性を持つ CP-ABSC
方式を開発し，厳密に安全性を証明した．提案方式は，構成要素として，暗号文ポリシー型属性ベース鍵カプセル化
方式，署名ポリシー型属性ベース署名方式，データカプセル化方式を用いた一般的構成法となっている．

31.	 匿名通信システム Tor への指紋攻撃に関する判定評価の拡張
大学院学生 （松浦研）中田 謙二郎，教授 松浦 幹太

　匿名通信システムは，通信経路を秘匿する目的で考案されたプラバシー保護技術である．中でも現在最も有名かつ
普及しているトア（Tor: The onion routing）は，民主化運動や善意の告発への利用，また，犯罪への悪用などで注目
されている．本研究では，Torの安全性を脅かす代表的な攻撃手法である指紋攻撃に着目し，従来の安全性評価の考
え方では不十分であることを明らかにした．とくに，攻撃者（例えば，ユーザを監視する立場の人）が，ユーザのア
クセス先を必ずしも一意的に特定する必要はないという状況も考慮することを提案し，体系的な評価の枠組みを示し
た．さらに，実際の通信データで実験を行い，指紋攻撃は従来の評価結果よりも強力な脅威であること，また，対策
としてダミーブラウジング技法の適切な実装が研究に値することなどを明らかにした．

32.	 産業用制御システムにおけるネットワークのグラフ構造を利用した事案対処手法
協力研究員 （松浦研）田村 研輔，教授 松浦 幹太

　重要インフラ事業者等が運用する産業用制御システムに対するサイバー攻撃が行われていることが明らかとなり，
我が国においても当該システムの防御及び攻撃認知時の迅速な対処が喫緊の課題となっている．特に，インターネッ
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ト等の外部ネットワークからの脅威だけでなく，保守用端末や外部記録媒体を経由した不正プログラム感染等も考慮
する必要があり，事案発生時の効果的な対処手法の確立が求められる．適切な事案対処には，対処対象端末の優先順
位や対処手順を定めた対処プランが不可欠である．本研究では，より効果的な事案対処手法を確立するため，制御シ
ステムのネットワークに関するグラフ構造に着目し，被害端末からの距離に基づいて優先順位を定める手法を提案す
る．

33.	 自動運転に関する統合的研究
准教授 上條 俊介

　自動運転の研究には，LIDARや画像のセンサー，慣性航法システム，GNSS，二次元および三次元ディジタル地図
といった様々な技術の統合が必要である．当研究室では，これらの要素技術の統合を最適化する研究を行っている．

34.	 次世代信号制御技術
准教授 上條 俊介

　都市交通問題の解決のため，インテリジェント画像センサを活用した信号制御技術を提案している．画像センサを
用いて，車両と歩行者の挙動を詳細に観測することで，双方の需要の同時最適化を行う．また，自動運転時代を見据
えて，路車および車車間通信を用いた路車協調およびマルチエージェント型の交差点制御の研究を行っている．当該
技術はこれまでの信号制御を代替する可能性を秘めている．

35.	 アーバンポジショニング技術の高度化
准教授 上條 俊介

　GNSSの NLOSやマルチパスの問題を解決することで，いわゆる urban canyonにおけるポジショニング精度の改善
に関する研究を行っている．また，スマートフォンのジャイロ，磁気センサとの融合により，さらなる精度改善が可
能となる．GNSSの精度向上は，カーナビにも応用可能で，自動運転におけるレーンポジショニングにとって重要な
要素技術となる．

36.	 セキュリティーカメラにおける人物行動把握
准教授 上條 俊介

　近年激増しているセキュリティーカメラは，安全安心のためだけでなく，マーケティングの観点からも有用である．
店舗カメラを用いて顧客の姿勢を分析し，その人物がどの程度の関心を示しているかを理解するための認識技術の研
究を行っている．

37.	 リアルタイムソーシャルメディアの挙動解析に関する研究
准教授 豊田 正史，教授 喜連川 優，特任准教授 鍜治 伸裕，特任准教授 吉永 直樹， 

大学院学生 （豊田研）川本 貴史，大学院学生 （喜連川研）石渡 祥之佑，大学院学生 （豊田研）金 洪善

　ウェブ上のコミュニケーションは，Twitterを代表とするリアルタイムなソーシャルメディアの出現により大きく
変化しており，その挙動を解析することはこうした新しいメディアの社会における役割やそのあるべき姿を模索する
ために重要である．本研究では，リアルタイムソーシャルメディアにおける話題抽出手法，話題による情報伝搬のパ
タン分析，虚偽情報に対するユーザの反応分類，および公共性に基づくユーザ発言の分類に関する研究を行った．

38.	 交通ビッグデータ解析基盤技術に関する研究
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

　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・可視化技術を開発する．
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革新的シミュレーション研究センター
1.	 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」
革新的シミュレーション研究センター，教授 加藤 千幸，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦，教授 （神戸大）坪倉 誠， 

教授 （東大）奥田 洋司，講師 （東大）橋本 学，教授 吉川 暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原 良典， 
技術職員 （吉川（暢）研）針谷 耕太，准教授 （（国研）宇宙航空研究開発機構）大山 聖， 
チームリーダー （（国研）理化学研究所）小野 謙二，准教授 （広島大）岡澤 重信， 

特別研究員 （（国研）理化学研究所）大西 慶治，教授 （九州大）古川 雅人，助教 （九州大）山田 和豊， 
准教授 （（国研）宇宙航空研究開発機構）高木 亮治

　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．平成 27年度は，関連する技術内容に関する国内外動
向調査，将来を見据えたニーズ調査，産業界との意見交換を通して，研究開発するアプリケーションソフトウェアに
ついての差別的機能を明確にした開発ロードマップ，成果目標等に関する事業全体の詳細内容ならびに効果的な連携
研究開発体制，人材登用・育成計画等の立案をした．

2.	 CFDによるキャビテーション予測手法の高度化
教授 加藤 千幸，外国人協力研究員 （革新的シミュレーション研究センター）Olivier Pacot

　流れの圧力が低下することにより発生するキャビテーションは，ターボ機械の性能を低下させるだけではなく，機
械の破損や損傷の原因となることもあるが，未解明な課題も多く残されている．本研究では，キャビテーション流れ
の非定常挙動を解明することを目的に，数値解析プログラムの開発を進めている．本年度は，FrontFlow/blueに沖田
らが提案したキャビテーションモデルを適用し，ドラフトチューブ内流れを対象に，その特性を明らかにした．

3.	 風車から発生する空力音の高精度予測に関する基礎研究
教授 加藤 千幸，教授 （豊橋技術科学大）飯田 明由，准教授 （日本大）鈴木 康方， 
学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，大学院学生 （加藤（千）研）小林 典彰， 

大学院学生 （日本大）岡部 淳司，大学院学生 （日本大）飯島 直輝， 
学部学生 （日本大）加藤 拓海，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　風車の大型化が進むにつれて，風車から発生する空力音の大きさや特性が問題となり，その予測精度の向上と低減
手法の開発が望まれている．本研究では，流入風の変動によるガストノイズに着目し，翼から発生する空力音に与え
るガスト風の影響を詳細に検討している．今年度は，ガスト風下での翼の表面圧力変動と翼近傍の流速分布を詳細に
計測し，空力音の発生メカニズムを考察するための基礎データを取得した．

4.	 小型ラジアルガスタービンに関する研究
教授 加藤 千幸，学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　翼スパン長が 150mm程度の小型飛行機の推進装置として，羽根車外径 9.6mmのラジアルガスタービンの研究開発
を行っている．回転数 50万 rpm，圧力比 1.88，タービン入口温度 950℃，推力 0.22Nを設計点としている．今年度は，
1軸 2段ラジアルタービンのレイアウトを変更し，新たに設計・試作した．

5.	 自動車の空気抵抗低減に関する研究
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）袁 航，大学院学生 （日本大）飯島 直輝， 

学術支援専門職員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　エネルギーの有効利用や CO2排出量低減のため，自動車の空気抵抗低減は重要な課題である．しかし，従来の経
験や実験に基づく手法による改善は限界になりつつある．本研究では，自動車の車高の変化が空気抵抗に与える影響
について研究を行っている．今年度は，基礎研究として簡易自動車モデルを風洞に設置し，車高を変えた場合の揚力
と抗力の変化と，そのまわりの流速分布の変化を計測した．また，FrontFlow/blueを用いて自動車まわりの流れ場を
予測し，車高を変えた場合の揚力と抗力の変化と，流れの構造の変化について考察した．

6.	 大規模流体数値解析のための最適格子に関する研究
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）松田 大輔，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　数 100億要素規模の流体数値解析では，一般的に用いられる境界適合格子を手作業で生成することは困難であるた
め，自動生成が容易なボクセルを用いた格子や四面体格子が注目されている．本研究では大規模流体数値解析を対象
に種々の解析格子の特徴を把握し，最適な格子を提案することを目的とする．今年度は，Reが 2.0× 105の
NACA0012翼まわりの流れを対象に，六面体格子と，翼近傍はプリズムでその外側が四面体格子の 2種類の格子を
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用意して，FrontFlow/blueを用いて予測することにより，その特徴を比較・検討した．

7.	 翼端渦の空力音源解析とその制御
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）小山 優，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　プロペラファンから発生する空力騒音は，機器の小型化・高速化に伴い急激に増大するため，その低減が重要な課
題となっている．これまで NACA0012翼を対象にした基礎研究を行い，翼端渦単独の空力騒音は，翼騒音全体に寄
与しないことを明らかにした．本研究では，プロペラファンから発生する空力騒音の主な音源に，翼端渦が影響する
メカニズムを解明することを目的としている．今年度は，翼に外乱が働いたときの翼端渦の挙動を解明するための準
備として，FrontFlow/blueを用いた翼端まわりの流れの予測を行った．

8.	 炭素繊維強化プラスチックの動的強度評価法の開発
教授 吉川 暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原 良典， 

特任研究員 （吉川（暢）研）Bidhar Sujit Kumar，大学院学生 （吉川（暢）研）横山 卓矢

　炭素繊維強化プラスチックの航空機器への適用においては，飛来物に対する動的強度を確保することが最重要課題
となる．その強度発現機構を明らかにするため，ミクロスケールシミュレーションおよびメゾスケールシミュレーショ
ンの適用可能性を検討している．実部品の解析は，直交異方性体モデルで行うものとし，ミクロからマクロスケール
に繋がるマルチスケール動的損傷力学の方法論を考究している．

9.	 繊維強化プラスチック製高圧水素容器の最適設計
教授 吉川 暢宏，技術専門職員 （吉川（暢）研）針谷 耕太， 

特任研究員 （吉川（暢）研）キム サンウォン，特任研究員 （吉川（暢）研）上地 理沙

　燃料電池自動車用燃料タンクや水素スタンド用蓄圧器で活用される炭素繊維強化複合容器の最適設計のため，メゾ
スケールモデルを用いた強度評価法を検討した．繊維束と樹脂を区別した有限要素モデルをフィラメントワインディ
ングの手順に従い作成するソフトウェアを開発し，実証解析を通じて強度評価シミュレーションの妥当性を検討した．
繊維束の断面サイズや巻き経路といったメゾスケールパラメータを直接的に扱う最適設計手法を検討している．

10.	 熱硬化複合材料の製造プロセスシミュレーターの研究開発
教授 吉川 暢宏，特任研究員 （吉川（暢）研）小笠原 朋隆

　炭素繊維強化複合材料の強度信頼性評価を，設計段階で的確に実施可能なシミュレーションシステムを開発してい
る．製造プロセス段階にまで立ち入って，メゾスケールで炭素繊維束と樹脂の複合システムとしての強度発現機構を
直接的に評価するため，賦型および樹脂硬化の製造プロセスシミュレーションを実行するソフトウェアを開発した．
硬化プロセス中の過昇温現象や，応力・ひずみ値を精度よく評価可能であるため，製造コスト（時間）と強度信頼性
のトレードオフ問題を解決する強力なツールになり得ることを示した．

11.	 繊維強化複合材料の損傷発展評価方法の開発
教授 吉川 暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原 良典，大学院学生 （吉川（暢）研）田中 彰己

　炭素繊維束と樹脂を区別するメゾスケールモデルを用いて，複合材料の強度評価を行うための損傷則を検討した．
繊維 /樹脂界面の強度パラメータをエネルギー基準にて設定するため，Perydynamicsシミュレーションの適用可能性
を検討した．マイクロドロップレット試験との照合により，その有効性を確認した．

12.	 密度汎関数法に基づく原子応力計算手法の開発
教授 吉川 暢宏，助教 （吉川（暢）研）椎原 良典

　表面，界面，粒界等の格子欠陥近傍におけるナノレベルの機械的性質を明らかとするために，密度汎関数法に基づ
く原子応力計算手法を開発している．量子力学に基づき原子あたりの応力を求めることで，電子結合を背景とした格
子欠陥近傍の力学状態を求めることができる．遷移金属表面やシンクロ型 LPSO構造を持つMg合金の応力状態を評
価し，欠陥による原子・電子構造の乱れを起源とする表面応力・界面応力誘起のメカニズムを明らかとした．

13.	 密度汎関数法に基づく第 3世代カノニカル分子軌道法の開発
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　グリッドフリー法とコレスキー分解法を組み合わせて，スパコンで十分な性能を引き出すことができる第 3世代法
を開発した．今年度は特にグリッドフリー法の高精度化に注力した．
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14.	 線形回帰法を用いたタンパク質カノニカル分子軌道計算に基づく新しい原子電荷の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　タンパク質のカノニカル分子軌道計算に基づく真の RESP電荷の作成に成功した．これを発展させ，線形回帰法を
用いて精密な静電ポテンシャル分布を再現しつつ様々な特徴を持つ原子電荷を作成することに成功した．

15.	 オキシトシンの量子化学計算による構造最適化の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　オキシトシンペプチドを使い，大規模な量子化学計算に基づく分子構造最適化の研究を行った．その結果，特徴の
あるポテンシャルエネルギー曲面を発見した．

16.	 HPCI 戦略プログラムにおける計算科学技術推進体制構築に関するプロジェクトマネージメント
特任教授 畑田 敏夫

　文部科学省プログラム「HPCI戦略プログラム 分野 4 次世代ものづくり」における二本柱の一つである，計算科学
技術推進体制構築に関する研究マネージメントを実施．2015年度は本事業の最終年度であり，当初掲げた上記施策
の目標項目の完遂と社会への展開に尽力．成果の報告書へのとりまとめとシンポジウム等のアウトリーチ活動をマ
ネージした．

17.	 HPC次世代ものづくりプラットフォーム（HPC／PF）の開発
特任教授 畑田 敏夫

　HPC／PFは，スパコンの性能を十分に発揮できる HPC対応ものづくり系シミュレーションソフトウェアのライン
ナップとその効果的・効率的利活用に資する知識・データベースより構成されるものであり，次世代ものづくりをシ
ミュレーションにより強力に牽引することを目的に開発している．2015年度は事業の最終年度であり，当初予定し
た開発項目の完遂を図るとともに，全体機能の検証ならびに社会への普及活動に尽力した．

18.	 固体結晶の理想強度に関する第一原理および原子モデル解析
准教授 梅野 宜崇

　材料強度の本質に迫るため，原子間結合の特性が支配する固体結晶の理想強度（理論強度）について密度汎関数理
論第一原理計算および原子モデル解析（分子動力学法）による評価を行っている．

19.	 材料の原子レベル構造不安定性の研究
准教授 梅野 宜崇

　特にナノレベルにおける構造不安定現象を本質的に理解することを目的として，原子レベル構造不安定モード解析
法を提唱し，様々なナノ構造体の変形・破壊現象の解明に取り組んでいる．

20.	 デバイス信頼性評価のための拡張型原子間ポテンシャルの開発
准教授 梅野 宜崇

　デバイス材料の信頼性評価のための高精度な原子モデリング手法の確立を目的として，電子状態の影響などを考慮
し環境非依存性に優れた拡張型原子間ポテンシャルの開発に取り組んでいる．
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21.	「HPCI 戦略プログラム」分野 4次世代ものづくり
革新的シミュレーション研究センター，教授 加藤 千幸，教授 吉川 暢宏，教授 佐藤 文俊， 
教授 （東大）奥田 洋司，教授 （東大）吉村 忍，特任教授 畑田 敏夫，准教授 （東大）山田 知典， 

特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）吉廣 保， 
特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）大西 順也， 
特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）鵜沢 憲， 
特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）川鍋 友宏， 
特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）郭 陽， 

特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）パコ オリヴィエ， 
教授 （東理大）藤井 孝藏，講師（東理大）立川 智章，准教授 （（国研）宇宙航空研究開発機構）大山 聖， 

准教授 （（国研）宇宙航空研究開発機構）高木 亮治， 
副センター長 （（国研）日本原子力研究開発機構）中島 憲宏， 
研究主席 （（国研）日本原子力研究開発機構）小関 隆久， 
研究主幹 （（国研）日本原子力研究開発機構）井戸村 泰宏， 

特命研究員 （（国研）物質・材料研究機構）大野 隆央，客員教授 （神戸大）小野 謙二， 
教授 （東北大）大林 茂，教授 （東京都市大）郡 逸平，教授 （豊橋技術科学大）飯田 明由， 

教授 （立教大）望月 祐志，准教授 （京都大）黒瀬 良一，教授 （神戸大）坪倉 誠， 
助教 （広島大）中島 卓司，主幹 （（公財）計算科学振興財団）山内 久典

　「21世紀のものづくりを抜本的に変革する計算科学技術の戦略的推進」の実現に向け，世界最高水準の研究成果を
創出するとともに，計算科学技術推進体制を構築することを目的とした事業を，東京大学生産技術研究所を代表機関
として，国立研究開発法人日本原子力研究開発機構，国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の 3戦略機関体制によ
り推進している．［Ⅰ］社会基盤・民生機器の抜本的高効率化・小型化・静音化を実現する革新技術創出支援システ
ムの研究開発（プロダクトイノベーション），［Ⅱ］未来社会へ向けた価値の創造・製品化プロセスを抜本的に加速す
る次世代設計システムの研究開発（プロセスイノベーション），［Ⅲ］大規模プラントの信頼性を抜本的に向上させる
次世代安全性・健全性評価システムの研究開発（安心・安全社会の構築）を産業界との連携により実施する．また，
計算科学技術推進体制構築施策として，ここで得られた成果を広く産業界で利用いただくための高度なシミュレー
ションソフトウェアの利活用を促進させることを目指した技術的支援体制の充実を含む諸施策を実施する．平成 27
年度は本事業の最終年度に当たり，研究開発については ,  「京」を利用した各課題対応解析・評価成果を順次発表す
るとともに各種解析事例のデータベース化を実施した．また計算科学技術推進体制構築については , アプリケーショ
ンや有用な知識基盤を統合整備するとともに，本分野の専用サイト（計算工学ナビ）を通して産業界を中心とする一
般社会への効果的ＰＲと利活用の促進を図った．本事業の成果をとりまとめて総合成果報告書として配布すると同時
に最終成果報告会（３月）を開催して紹介した．

22.	 全体俯瞰と着想支援のためのワークスペースの研究開発
革新的シミュレーション研究センター，教授 加藤 千幸， 

特任研究員 （革新的シミュレーション研究センター）川鍋 友宏

　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．2015年
度は，これまでに開発したプロトタイプソフトウェアを実証事例に適用し，対象製品の性能改善に繋がる知見を得る
などの成果を創出した．

エネルギー工学連携研究センター
1.	 固体酸化物形燃料電池（SOFC）の実験および数値シミュレーション

教授 鹿園 直毅

　エクセルギー有効利用の重要性から，700～1000度で作動する固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell:SOFC）
に注目が集まっている．SOFCは単体での高い発電効率に加え，様々な炭化水素燃料に対応できること，熱機関や内
部改質による排熱利用が可能である等，様々なメリットを有する．しかしながら，SOFCの実用化のためにはコスト
や耐久性に課題を克服する必要があり，そのためにはシステムとそれを構成するセルや電極の階層的な設計技術を高
度化する必要がある．本研究では，SOFCの高信頼性，高効率化に向けて，実験及び数値計算手法を開発し，発電シ
ステムから電極レベルに至る広い時空間スケールの現象を予測，制御するための研究を行っている．特に，電極微細
構造が発電性能に与える影響に注目し，微細構造を制御した SOFCの性能を実験により計測するとともに，収束イオ
ンビーム走査型電子顕微鏡（FIB-SEM）を用いた 3次元電極微細構造の直接計測，ミクロな実構造における拡散と電
気化学反応を連成させた格子ボルツマン法による数値シミュレーションを行っている．
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2.	 マイクロ 2相流の基礎研究
教授 鹿園 直毅

　将来のエネルギー問題を解決する上で，エクセルギー損失の小さい低温度差の熱機関であるヒートポンプや蒸気エ
ンジンへの期待は非常に大きい．一方で，競合技術である燃焼式の給湯器やエンジンに比べ大型・高価であることが
課題である．極めて細い冷媒流路を用いることで，ヒートポンプや蒸気エンジン用熱交換器の大幅な小型軽量化が実
現できるが，本研究では，そのために必要となる超薄液膜二相流の基礎的な現象理解を進めている．具体的には，共
焦点レーザー変位計を用いたマイクロチャネル内の薄液膜厚さの測定およびそのモデリング，マイクロチャネルを利
用した高性能蒸発器の限界熱流束の研究等の研究を行っている．

3.	 次世代熱機関用要素技術の研究
教授 鹿園 直毅

　低温度差で作動するヒートポンプや蒸気エンジンはエクセルギー損失が非常に小さく，将来のエネルギー問題の解
決に不可欠な技術である．一方で，競合する燃焼式給湯器等に比べ大型で高価であることが課題であり，従来の延長
線上にない画期的な要素技術が求められている．本研究では，基礎的な研究に基づいて，より高性能，高信頼性，小
型，安価を実現する新たな機構を提案し実証している．具体的には，超小型フィンレス熱交換器の開発，表面張力を
利用した超小型気液セパレータの開発，斜交波状面を用いた新たな伝熱促進などの研究を進めている．

4.	 固体酸化物形燃料電池スタックの劣化機構解明と長期耐久性予測
特任教授 横川 晴美

　産官学連携して SOFCスタックの劣化挙動の解明と耐久性の迅速評価に関する研究を行う．

5.	 燃料電池 /電解の熱力学的考察
特任教授 横川 晴美

　固体酸化物形燃料電池と電流を逆向きにして稼働させる電解過程について，主に劣化などに至る物質挙動について
熱力学的に考察する．他の電気化学的デバイスの機能界面の安定性などの考察も行う．

6.	 熱力学データベースの拡張と応用技術の発展
特任教授 横川 晴美

　熱力学データベースの利用において重要なポイントなる格納化合物の熱力学データの拡張に必要な検討を行うとと
もに，利用に当たっての関連ソフトの充実に努める．

7.	 戦略的石炭ガス化・燃焼技術開発，次世代高効率石炭ガス化技術開発，コールドモデルによる大量
粒子循環システムの開発

特任教授 堤 敦司

8.	 乾燥用エアサイクルシステムの開発，空気軸受圧縮膨張機性能評価試験
特任教授 堤 敦司

9.	 エネルギーと物質の併算（コプロダクション）システム
特任教授 堤 敦司

10.	 バイオマスガス化水素製造プロセスの開発
特任教授 堤 敦司

11.	 自己熱再生方式による革新的バイオマス乾燥・海水淡水化技術
特任教授 堤 敦司

12.	 エクセルギー再生型次世代石炭ガス化高効率発電システム（A-IGCC/IGFC）の開発
特任教授 堤 敦司
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13. 新規二次電池・燃料電池の開発
特任教授 堤 敦司

14.  バイオマスリファイナリーに関する研究
特任准教授 望月 和博

15. バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発	

次世代モビリティ研究センター	（ITS	センター）
1. 車両空間の最適利用に関する研究

教授 須田 義大

2. 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

3. ITS（高度道路交通システム）における自動車の運動制御に関する研究
教授 須田 義大

4. ビークルにおけるマルチボディ・ダイナミクスに関する研究
教授 須田 義大

5. 人間行動指標による公共交通システムの快適性評価
教授 須田 義大

6. 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田 義大

7. エコライド評価試験
教授 須田 義大

8. 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田 義大

9. 新たな鉄道技術の開発と推進及び鉄道と自動車交通のインタラクティブなシステムに関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

10. ロボットビークルに関する研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦

11. ITS（高度道路交通システム）に関する研究
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，助教 （須田研）平沢 隆之，助教 （大口研）和田 健太郎， 
特任助教 （須田研）Jeffrey Too chuan tan，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

特任准教授 望月 和博
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12.	 都市道路網の巨視的な交通特性に関する実証分析
教授 大口 敬，助教 （大口研）和田 健太郎，准教授 井料 美帆， 

大学院学生 （大口研）佐津川 功季，大学院学生 （大口研）リー・ティ・トゥオン

　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）に関して，1年以上
に渡る長期の感知器データを用いた実証分析，およびMFDの形状，とくに車両台数を増やしていくと交通量が低下
していくメカニズムをネットワーク上の渋滞パターンと関連づけることができることを理論的に解析している．

13.	 単路部ボトルネック現象と渋滞対策技術に関する研究
教授 大口 敬，助教 （大口研）和田 健太郎，准教授 井料 美帆，大学院学生 （大口研）楊 燕

　日本の高速道路で最大の渋滞要因の単路部ボトルネック発生メカニズムについて運転挙動の観点から多角的に取り
組むと共に，その対策技術開発に取り組んでいる．具体的には，通常運転車両と自動追従機能（ACC: Adaptive Cruise 
Control）装着車両の実測データを用いた追従挙動分析とモデル化，これらに基づく渋滞発生再現のためのミクロシ
ミュレーションシステム開発に取り組んでいる．また渋滞対策技術開発として，中央自動車道上り小仏トンネル付近
上流区間に実験導入後，2012年 3月より本格運用が開始された車線利用率の偏りの是正技術として，車線付加時に
内側に車線を設置し車線減少時に外側を絞り込む「内側付加外側絞込み」手法の提案と実証，および渋滞解消に資す
る将来 ACC性能の評価研究にも取組んでいる．

14.	 平面交差部における交通信号制御に関する研究
教授 大口 敬，准教授 井料 美帆，助教 （大口研）和田 健太郎， 

大学院学生 （大口研）ガスパイ・サンディ・マエ，大学院学生 （大口研）臼井 健人

　交通安全上も円滑上も最も重要な平面交差点における交通信号制御について，多角的な研究を推進している．損失
時間の実証評価手法の開発，現示方式の違いによる得失の評価，時空間ネットワークによるネットワーク解析手法を
用いた信号パラメータ最適化問題の定式化とその解法，同一車線を時間帯によって異なる方向車線に利用させる縦隊
整列戦略（TSS: Tandem Sorting Strategy）の適用可能性の検討などである．

15.	 ネットワーク交通シミュレーション技術の高度化
教授 大口 敬，助教 （大口研）和田 健太郎

　ネットワーク交通シミュレーションの開発，周辺技術検討，さらに高度化に継続的に取り組んでいる．交差点周辺，
都市レベル，日本全国レベルの様々な空間範囲やシミュレーション記述の粒度の異なるシミュレーションをシームレ
スに接続するハイブリッドシミュレーション，リアルタイムにセンサやプローブデータと連動させるナウキャストシ
ミュレーション，首都圏 3環状道路を対象とした交通施策評価シミュレーションなどを開発している．

16.	 街路交通ネットワークのグリッドロック現象の分析
教授 大口 敬，助教 （大口研）和田 健太郎

　ボトルネックを先頭とする渋滞車列の延伸がループ状ネットワークを遡り，この車列の末尾が最初のボトルネック
にまで延伸して，このループ部の交通流の流動性を低下させるグリッドロック現象について，グリッドロック現象が
発生する条件，過渡的な渋滞列形成と延伸過程の発生条件整理と延伸速度の規定要因と計算手法を開発し，さらにそ
の検知・制御方法を検討している．

17.	 交通性能照査型道路計画設計
教授 大口 敬

　道路の計画・設計段階で，目標とする交通性能を設定し，この性能を実現するかどうかを逐次照査しながら計画・
設計を進める手法を提案し，これを実務で適用する方策を実務技術者と一緒に検討し，交通工学研究会におけるマニュ
アルとして web上で公開した．

18.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
客員教授 天野 肇

19.	 Classification	and	Functional	Design	of	Cyclist	Infrastructure	on	Roads
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）Jake Rooks

　Currently there is no way to rate roads in Queensland by how safe they are for cyclists. The objective of this research is to de-
velop a model that can easily compare routes and determine which is safer for a cyclist. The end model will need to be simple 
enough for an average cyclist to use whilst still being technical enough for road designers and engineers to use for road planning 
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and development purposes.

20.	 Bluetooth	OD	estimation
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）Gabriel Michau

　A network of Bluetooth scanners are deployed in Brisbane for the primary purpose of collecting travel time. However, Blue-
tooth data also has the potential to estimate Origin-Destination matrices （ODM）. This research focus on the development of a 
methodology to drive Bluetooth ODM from tracing the Bluetooth trajectories in the network.

21.	 Lane	Changing	Advisory	for	Weaving	Sections
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）David Sulejic

　Extensive lane-change manoeuvres at weaving sections and it is one of the most risky manoeuvres that drivers have to perform 
in the motorway system. Drivers tend to make their lane changes as soon as they enter the weaving section and because of this 
high lane-changing concentration, congestion builds up. The objective of this research is to alleviate the lane-changing concentra-
tion problem by coordinating weaving vehicles so that such lane-changing activities are evenly distributed over the existing 
weaving length using C-ITS.

22.	 Adaptive	Traffic	Signals
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre， QUT）Chaitrali Shirke

　In anticipation of big traffic data from Cooperative Intelligent Transport Systems and autonomous cars, this project aims to de-
velop a new traffic signal system that uses mobile data sources for real-time traffic signal response to changing traffic flows. Key 
innovations are a data-driven prioritisation of traffic corridors; traffic flow model calibration using real-time measurement of traf-
fic flows; an adaptive multi-objective optimisation algorithm for traffic signal control. Better signal coordination and timing will 
increase road capacity, reducing congestion which increases CO2 emissions and reduces personal and national productivity.

23.	 室内音響に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博，大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

　ホール・劇場や各種空間の室内音響に関する研究を継続的に行っている．今年度は，会議室や医療施設等，プライ
バシー確保が必要な空間計画のためのスピーチレベルの調査を行い，室内音環境とスピーチレベルとの関係を実験的
に検討した．材料の音響特性をより精度よく把握することを目的に趙指向性スピーカを用いた測定法の有効性に関す
る実験的研究を行った．

24.	 音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博，大学院学生 （坂本研）田中 直樹

　室内音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3次元音場シミュレーションシステムの開
発および応用に関して研究を行っている．今年度は，スピーチプライバシの確保を目的としたスピーチレベルに関す
る評価実験を行った．また，個人の耳形状による受聴特性を反映したバイノーラル再生システムの開発に関する研究
を行い，その有効性を実験的に検討した．

25.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）趙 静

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は，FDTD法における吸音境界条件に関して，Z変換を用いた効率的な境界
条件の入力方法について基礎的な検討を行った．また，GUIpを組み込んだユーザーフレンドリーな解析ソフトの開
発に取り組んだ．

26.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）趙 静，大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

　室内外の音響伝搬特性，室間遮音特性，音響材料音反射・吸音特性を精度よく計測する手法について継続的に研究
を行っている．今年度は，超指向性スピーカを用いて拡散壁の音波散乱性能を測定する新たな方法について実験室に
おける基礎的な検討を行った．また，インパルス応答を計測するための Swept sine methodをトンネル空間の音響特
性の把握に応用した．各種音響材料の音響インピーダンス測定方法に関しては，PUセンサを用いた手法に関する検
討を行った．
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27.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）米村 美紀

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，一般道を走行する自動車の音響パワーレベルの現場測定を行い，データの収集に努めた．我が国において標準
的に用いられる道路交通騒音予測法の更新に際しては，最近の自動車の音響出力原単位である自動車の音響パワーレ
ベルデータの収集が急務となっている．このパワーレベルデータ収集は今後継続して行う予定である．

28.	 ITS 技術の鉄道車両への展開
准教授 中野 公彦

　自動運転隊列走行の技術を利用して，路面電車の隊列走行を実現させることを試みている．数値計算を通じて，走
行速度 15km/hの際には 0.6m，40km/hの際には 1.6m以上の車間距離が確保されれば，安全に走行できる可能性を示
した．また，車車間通信を利用した自動車と路面電車間の安全運転支援のデモンストレーションにも参加した．

29.	 生体信号計測を利用したモビリティ工学
准教授 中野 公彦

　ドライビングシミュレータを運転している人の筋電位，発汗，脳波などの生体信号を計測し，緊張度，乗り心地，
眠気などの運転者の状態を推定している．これにより，車両特性および道路・インフラなどの評価を行っている．

30.	 力覚支援操舵
准教授 中野 公彦

　力覚支援操舵とは，理想とする軌道からの偏差に応じた操舵反力をハンドルに与えることによって，操舵のふらつ
きを抑え，車線逸脱を防ぐことを目的とした運転支援である．ただし，ドライバとシステムの意図が反するとより危
険を増加させる可能性もあるため，人間の特性を考慮した制御方法の検討を行っている．

31.	 ステアリングアドミッタンスによるドライバの状態推定
准教授 中野 公彦

　ステアリングから小さなトルク（摂動）を与え，それによるステアリング角の変化から，等価的なドライバの腕の
やわらかさ（アドミッタンス）を同定し，その値から，ハンドル把持の有無，運転への集中度などのドライバの状態
を推定することを考えている．

32.	 視線計測による自動車のヒューマン・マシン・インターフェース評価
准教授 中野 公彦

　カーナビゲーションなどに代表されるテレマティックス機器により，運転者に様々な情報を提供することができる
ようになった．ただし，画像による情報提示を行う際には，ドライバの前方注視を妨げる可能性もある．また，ディ
スプレイも，スマートフォンを用いるものから，HUD（Head Up Display）のようにフロントガラスに投影するものま
で様々なものが用いられている．視線計測を通じて，それらの安全性を評価する．

33.	 車内信号・標識の運転行動への影響評価
准教授 中野 公彦

　車車間，路車間通信の利用を想定した時，車内で信号灯火および道路標識を表示することが可能になる．交差点へ
の到達時間を予測して信号現示を行うことにより，ドライバにスムーズな加減速を促すこと，また，標識の見落とし
を減らすことなどが期待される．一方，ドライバの前方注意を妨げる可能性もあるため，ドライビングシミュレータ
を利用した実験を通じて，運転行動への影響評価を行っている．

34.	 白質病変をもつ高齢者の運転能力評価
准教授 中野 公彦

　白質病変とは，加齢のため大脳白質内の微細血管である髄質血管が消失して生じた細胞間隙で，脳のMRI画像か
らその進行度を判断することができる．高知検診クリニック脳ドックセンター長の朴啓彰医師（高知工科大学客員教
授）と共同で，高知県警のご協力も得て，運転免許センターにて実車試験を行いながら，白質病変の進行度と運転能
力の関係を調べている．
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35.	 独立成分分析法（ICA）の車両振動計測への適用
准教授 中野 公彦

　独立成分分析（ICA）は混合された多チャンネルの計測情報から信号源を同定する方法である．主に生物物理学の
領域で用いられているが，故障検知，状態監視，振動源特定などの機械系分野でも有用な方法と考えられている．こ
の ICAを自動車や鉄道の状態監視および路面 /軌道不整の検知に利用することを提案し，実験や数値計算を通じて，
有効性を検討している．

36.	 エナジー・ハーべスティング・振動発電
准教授 中野 公彦

　エナジーハーべスティングと呼ばれている，振動などの今まで活用していない環境のエネルギーを利用して発電を
行う技術の研究である．双安定系に微小の周期性のある力を与えることによって，確率共振と呼ばれる現象を起こし，
外部から入力される振動を大きくして，従来の手法よりも効率よく発電を行う方法を検討している．

37.	 複合現実感モビリティシステム
准教授 大石 岳史，助教 （大石研）影澤 政隆，特任研究員 （大石研）佐藤 啓宏，特任助教 （大石研）岡本 泰英

　車両を利用した複数ユーザが同時体験可能な複合現実感（MR）システムを開発している．近年，文化財のモデル化，
表示，解析などを目的とした e-Heritage分野の研究が盛んに行われている．その中でもMR技術は，失われた文化財
を仮想的に復元展示する手法として注目されつつある．この復元展示で対象となる遺跡は屋外であることが多く，光
源環境の変化などから様々な技術的課題が残されている．またこれまでのMRシステムは個人で利用するものが主
であり，さらに広範囲を移動できないといった問題があった．そこで我々は，車両を利用して遺跡内を移動しながら
複数ユーザが同時に体験可能な復元展示MRシステムを開発している．

統合バイオメディカルシステム国際研究センター
1.	 埋め込み型肝・膵組織の再構築と育成手法に関する研究

教授 酒井 康行，教授 新野 俊樹，教授 （東大）宮島 篤，准教授 （東大）伊藤 大知， 
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，准教授 （横浜市立大）小島 伸彦，特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵

　将来，移植にも耐えるような肝・肺・腎・膵などのヒトの大型組織を in vitroで再構築するためには，ヒト臨床治
験までのロードマップに基づき，多くの工学的・生物学的・医学的知見を融合活用する必要がある．そこで，ミクロ
からマクロのスケールまでの酸素供給確保を第一に考え，担体の流路ネットワークや細胞高密度保持部等の内部構造
の設計・前駆細胞の効率的成熟化・人工酸素運搬体の開発とそれを用いた灌流培養による臓器育成などの多方面の研
究を融合的に進めている．

2.	 幹細胞の大量増幅・分化誘導プロセスの開発
教授 酒井 康行，特任研究員 （酒井（康）研）堀口 一樹， （株）カネカ 伊吹 将人

　ES細胞や iPS細胞を実際の再生医療に用いる場合には，多量の細胞の未分化増幅と特定臓器細胞への分化誘導を
効率的に行う必要があり，浮遊懸濁型リアクターの利用が必至である．これらの細胞は特に初期には撹拌によるせん
断応力に対して脆弱であり何らかの保護が必要であること，高価な増殖因子の添加をなるべく抑制するために自己分
泌因子を最大限に利用することが望ましいこと，からハイドロゲルによるマイクロカプセル化や凝集を抑制しつつ透
析を付加した懸濁培養に着目し，大量培養プロセスの総括的効率の観点から検討を行っている．

3.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用
教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，教授 竹内 昌治，教授 （東大）宮島 篤， 

助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵， 
外国人客員研究員 （酒井（康）研）Eric Leclerc， （IEMN）Vincent Senez，准教授 （横浜市立大）小島 伸彦

　従来のように均一かつ二次元的な細胞培養法では，ヒト個体の影響評価には不十分であることが多い．そこで，重
要な標的臓器・動態制御臓器について，物質交換に配慮した三次元培養，マイクロ化技術，パターニング技術．迅速
検出技術などを融合活用することで，実臓器で起きる生物学的応答現象を包括的に再現可能な先進的臓器モデルの開
発を進めている．具体的には，代謝と極性輸送の両者を再現可能な肝や肺胞組織モデルに焦点を当て，併せて定量的
ヒト影響予測のための数理モデルとの融合利用も図り，最終的には動物フリーの影響予測手法体系の確立を目指す．

4.	 微小スケール反応・分析システムに関する基礎研究
教授 藤井 輝夫，特任助教 （藤井研）木下 晴之，特任研究員 （藤井研）前川 敏郎

　マイクロファブリケーションによって製作した微小な容器や流路内を化学反応や分析に利用すると，試薬量や廃棄
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物の量が低減できるだけでなく，従来の方法に比べて高速かつ高分解能の処理が可能となる．本研究では，そうした
処理を実現する反応分析用マイクロ流体デバイスの製作方法の基礎研究を行うと同時に，微小空間に特有の物理化学
現象について基礎的な検討を行っている．

5.	 マイクロチャンバを用いた生化学反応及び一細胞解析に関する研究
教授 藤井 輝夫，助教 （藤井研）金 秀炫，大学院学生 （藤井研）緒方 謙， 

特別聴講学生 （藤井研）Oskar Strom，派遣職員 （藤井研）小泉 沙織

　直径数ミクロンから数十ミクロン程度のチャンバ構造の内部において，一分子レベルの DNAから蛋白質を合成す
る反応や，一細胞のみの機能解析を行う技術の開発を進めている．

6.	 マイクロ流体デバイスを用いた希少細胞捕捉に関する研究
教授 藤井 輝夫，助教 （藤井研）金田 祥平，助教 （藤井研）金 秀炫，大学院学生 （藤井研）緒方 謙

　血中循環腫瘍細胞（CTC）に代表されるような希少細胞の捕捉，分離を行うことができるマイクロ流体デバイスの
実現を目指して，デバイスの構造や細胞捕捉原理に関わる検討を進めている．

7.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任准教授 ロンドレーズ ヤニック，外国人客員研究員 （藤井研）Anthony Genot， 

特別研究員 （藤井研）Guillaume Gines，特任研究員 （藤井研）Alexandre Baccouche， 
外国人協力研究員 （藤井研）Adele Drame-Magne

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．

8.	 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

9.	 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

10.	 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

ナノエレクトロニクス連携研究センター
1.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価

教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）龍 顯得

　変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFMを用いて，CIS系化合物半導体太陽電池材料系の
評価を行っている．太陽電池の重要な特性である開放光起電力やそれから導かれる少数キャリアダイナミクスなどを
局所的に測定し，各種材料系に存在する結晶粒やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目
指している．

2.	 静電引力検出モードAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）石井 智章，大学院学生 （髙橋研）潘 鎮海

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード AFMにより，CIS系化合物半導体太陽電池材料系での表面電位
分布の観測や表面空乏層容量の計測を行い，太陽電池特性劣化の要因となりうる不純物・欠陥準位の影響や，各種材
料系に存在する結晶粒や粒界との関連性を明らかにすることを目指している．

3.	 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発と太陽電池材料評価への応用
教授 髙橋 琢二，大学院学生 （髙橋研）小松 里紗

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．
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4.	 二重バイアス変調を利用した新しい走査トンネル分光法の開発
教授 髙橋 琢二，技術専門職員（髙橋研） 島田 祐二

　走査トンネル顕微鏡によるトンネル分光計測において問題となるいくつかの不安定要素を効果的に取り除き，安定
した計測を可能とする手法として，二重バイアス変調を用いた微分コンダクタンス分光法を新しく提案するとともに，
自己形成 InAs量子ドットに対する分光測定を行って，その有効性を確認している．

5.	 表面近傍量子ナノ構造の走査トンネル分光
教授 髙橋 琢二，技術専門職員（髙橋研） 島田 祐二

　表面近傍に二重障壁や量子ドット構造などの量子ナノ構造を有する半導体試料において，走査トンネル顕微鏡／分
光（STM/STS）計測を行い，二重障壁による共鳴電流や量子ドットを介して流れる電流などをナノメートルスケー
ルの分解能で測定して，それらナノ構造に起因する電子状態変調効果を調べている．さらに，光照射下での STS計
測を通じて，ナノ構造の光学的特性を明らかにすることを目指している．

バイオナノ融合プロセス連携研究センター
1.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用

教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，教授 竹内 昌治，教授 （東大）宮島 篤， 
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵， 

外国人客員研究員 （酒井（康）研）Eric Leclerc， （IEMN）Vincent Senez，准教授 （横浜市立大）小島 伸彦

　従来のように均一かつ二次元的な細胞培養法では，ヒト個体の影響評価には不十分であることが多い．そこで，重
要な標的臓器・動態制御臓器について，物質交換に配慮した三次元培養，マイクロ化技術，パターニング技術．迅速
検出技術などを融合活用することで，実臓器で起きる生物学的応答現象を包括的に再現可能な先進的臓器モデルの開
発を進めている．具体的には，代謝と極性輸送の両者を再現可能な肝や肺胞組織モデルに焦点を当て，併せて定量的
ヒト影響予測のための数理モデルとの融合利用も図り，最終的には動物フリーの影響予測手法体系の確立を目指す．

最先端数理モデル連携研究センター
1.	 脳・神経システムの情報処理に関する数理的研究

教授 合原 一幸，准教授 河野 崇，特任准教授 平田 祥人， 
准教授 （東大）鈴木 秀幸，特任准教授 （東大）田中 剛平

　脳における情報処理の仕組みを理解するため，神経ネットワークの数理モデル研究および実験データ解析を行って
いる．例えば，神経ダイナミクスやその背後にある認知過程の数理モデル化，情報理論の観点から最適なシナプス学
習則の導出，非線形システム理論に基づく神経ネットワークモデルの解析等を行ってきた．また，神経の実験データ
を解析するための新しい時系列解析手法や統計解析手法を提案し，脳の高次機能の一端を明らかにしてきた．さらに，
神経モデルの情報処理原理を利用したアナログ計算デバイスの開発にも取り組んでいる．

2.	 非線形システム解析とリアルワールドシステムへの応用
教授 合原 一幸，特任准教授 平田 祥人，准教授 （東大）鈴木 秀幸，特任准教授 （東大）田中 剛平

　実世界に見られる様々な複雑現象を理解するため，数理モデリングを通して現象を再現し，非線形力学系理論や時
系列解析手法などを適用して複雑さの本質を明らかにすることを目指している．最近では，ハイブリッド力学系，結
合振動子系，ゲーム理論，複雑ネットワーク，リカレンスプロット，画像連想記憶，などに関する基礎数理的な研究
を行ってきている．また，実世界への応用として，風速・風向，神経膜応答，経済，地震等の実データ解析にも取り
組んできた．

3.	 疾病の数理モデリング
教授 合原 一幸，特任准教授 平田 祥人，准教授 （東大）鈴木 秀幸，特任准教授 （東大）田中 剛平

　効果的な予防法や治療法が十分に確立されていない，がんや感染症などの疾病に対し，数理モデリングを通じて病
気の進行や感染の拡大を理解し，実効的な治療法や対策を提案することを目指している．前立腺がんの数理モデル研
究では，がんの再燃に対する間欠的ホルモン療法の有効性を時系列解析や分岐解析によって調べた．また，感染症に
対しては，季節型および新型インフルエンザの同時流行時のワクチン最適配分問題やパーソントリップデータを用い
た新型インフルエンザ伝播の大規模解析システムの開発に取り組んできた．
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4.	 動的ネットワークマーカーを用いた複雑系における臨界遷移の予兆検出法の開発と応用
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南，助教 （合原研）奥 牧人

　動的ネットワークマーカーとは，病気の発症や工学システムの障害発生など，複雑なシステムにおける急激な変化
の発生に関して，それらの予兆を捉えるための汎用的な新しい手法である．我々は，理論的解析によりこれらの臨界
遷移前状態が共通して有する性質を同定し，これに基づいてシステムの詳細なモデルが不明であっても適用可能なモ
デルフリーの検出手法を提案した．現在，本手法をさまざまな分野に応用すべく，新規応用現象の探索や手法の改善
などに積極的に取り組んでいる．

5.	 細胞における生体分子ネットワークのモデリング―構造とダイナミクス
客員教授 陳 洛南，教授 合原 一幸

　本研究は，システム工学の観点から，分子レベルの生体システムのモデリングと生体ネットワークの非線形解析を
行っている．まず，一般的な確定モデルと確率モデルの数理理論を導出した．そして，非線形力学と制御理論により
生物学的システムの安定性と分岐を含む動的な性質を明らかにした．計測されたデータのテスト計算により本研究の
モデルの有効性が確認された．

6.	 複雑ネットワークの静的および動的解析
教授 （Strathclyde大） Ernesto Estrada，大学院学生 （ESPCI-ParisTech）Ruben Bueno，准教授 羽田野 直道

　人間社会やコンピュータ・ネットワーク，生体内のタンパク質ネットワークなどは，共通の性質を持っており，そ
れらをまとめて「複雑ネットワーク」と呼んで，世界的に研究されている．我々のグループでは，ネットワークの中
でどのノードが中心性を強く持っているか，あるノードと別のノードはどれくらい強く通信性を持っているかなどを
定量的に議論するための指標を，統計力学の原理に基づいて導入した．特に後者を用いて，複雑ネットワークの中で
どのようなコミュニティーが存在するかを検出するアルゴリズムを提案した．また，複雑ネットワークにおける隣接
行列では，大量にゼロ固有値が縮退しており，それらに対応する固有ベクトルはネットワークの局所的構造に強く局
在していることを示した．

7.	 音場シミュレーション手法の開発と応用に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，博士研究員 （坂本研）中島 章博，大学院学生 （坂本研）田中 直樹

　室内音場における聴感印象の評価，各種環境騒音の評価等を目的とした 3次元音場シミュレーションシステムの開
発および応用に関して研究を行っている．今年度は，スピーチプライバシの確保を目的としたスピーチレベルに関す
る評価実験を行った．また，個人の耳形状による受聴特性を反映したバイノーラル再生システムの開発に関する研究
を行い，その有効性を実験的に検討した．

8.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）趙 静

　各種空間における音響・振動現象を対象とした数値解析手法の開発を目的として，有限要素法，境界要素法，差分
法等に関する研究を進めている．本年度は，FDTD法における吸音境界条件に関して，Z変換を用いた効率的な境界
条件の入力方法について基礎的な検討を行った．また，GUIpを組み込んだユーザーフレンドリーな解析ソフトの開
発に取り組んだ．

9.	 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）趙 静，大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

　室内外の音響伝搬特性，室間遮音特性，音響材料音反射・吸音特性を精度よく計測する手法について継続的に研究
を行っている．今年度は，超指向性スピーカを用いて拡散壁の音波散乱性能を測定する新たな方法について実験室に
おける基礎的な検討を行った．また，インパルス応答を計測するための Swept sine methodをトンネル空間の音響特
性の把握に応用した．各種音響材料の音響インピーダンス測定方法に関しては，PUセンサを用いた手法に関する検
討を行った．

10.	 環境騒音の予測・評価に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）米村 美紀

　環境騒音の伝搬予測法および対策法に関する研究を継続的に進めている．今年度は，道路交通騒音予測計算法に関
して，一般道を走行する自動車の音響パワーレベルの現場測定を行い，データの収集に努めた．我が国において標準
的に用いられる道路交通騒音予測法の更新に際しては，最近の自動車の音響出力原単位である自動車の音響パワーレ
ベルデータの収集が急務となっている．このパワーレベルデータ収集は今後継続して行う予定である．
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11.	 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

12.	 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

13.	 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

14.	 非線形時系列解析とその分野横断的応用
特任准教授 平田 祥人

　非線形時系列解析の手法を開発するとともに，重要な課題である脳，経済，癌，地震，気象などから取られた実デー
タに対して開発した手法を応用している．現在の主な興味は，（i）観測が不規則な時間間隔で得られるような点過程
時系列データの解析手法の開発と，（ii）癌治療のオーダーメイド化である．

LIMMS/CNRS-IIS	（UMI	2820）	国際連携研究センター
1.	 培養臓器モデルの開発と創薬・ハザード評価への利用

教授 酒井 康行，教授 藤井 輝夫，教授 立間 徹，教授 竹内 昌治，教授 （東大）宮島 篤， 
助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵， 

外国人客員研究員 （酒井（康）研）Eric Leclerc， （IEMN）Vincent Senez，准教授 （横浜市立大）小島 伸彦

　従来のように均一かつ二次元的な細胞培養法では，ヒト個体の影響評価には不十分であることが多い．そこで，重
要な標的臓器・動態制御臓器について，物質交換に配慮した三次元培養，マイクロ化技術，パターニング技術．迅速
検出技術などを融合活用することで，実臓器で起きる生物学的応答現象を包括的に再現可能な先進的臓器モデルの開
発を進めている．具体的には，代謝と極性輸送の両者を再現可能な肝や肺胞組織モデルに焦点を当て，併せて定量的
ヒト影響予測のための数理モデルとの融合利用も図り，最終的には動物フリーの影響予測手法体系の確立を目指す．

2.	 自己変位検知カンチレバーAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）龍 顯得

　変位検出用レーザが不要である自己変位検出カンチレバーAFMを用いて，CIS系化合物半導体太陽電池材料系の
評価を行っている．太陽電池の重要な特性である開放光起電力やそれから導かれる少数キャリアダイナミクスなどを
局所的に測定し，各種材料系に存在する結晶粒やそれらの粒界が太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目
指している．

3.	 静電引力検出モードAFMによる太陽電池材料系の局所的特性の評価
教授 髙橋 琢二，准教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）石井 智章，大学院学生 （髙橋研）潘 鎮海

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード AFMにより，CIS系化合物半導体太陽電池材料系での表面電位
分布の観測や表面空乏層容量の計測を行い，太陽電池特性劣化の要因となりうる不純物・欠陥準位の影響や，各種材
料系に存在する結晶粒や粒界との関連性を明らかにすることを目指している．

4.	 原子間力顕微鏡（AFM）を用いた光熱分光法の開発と太陽電池材料評価への応用
教授 髙橋 琢二，大学院学生 （髙橋研）小松 里紗

　原子間力顕微鏡（AFM）による光熱分光計測手法として，断続光励起時の試料熱膨張量を正確に検出できる二重
サンプリング法を開発し，その実装実験を行っている．また，同手法を，多結晶 Siや CIGS化合物半導体などの太
陽電池材料に適用し，結晶粒界などにおける非発光再結合特性の解明に取り組んでいる．

5.	 大面積MEMS技術によるテラヘルツ光フィルタ
教授 年吉 洋

　当研究所 LIMMSが主催する EU－ FP7プログラム EUJO－ LIMMSの一環として，フィンランド VTT技術研究セ
ンターから研究員を受け入れ，半導体プロセスでは実現不可能なデバイスアレイ寸法のテラヘルツ光用のMEMSフィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．
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6.	 PZT － SOI 技術によるプログラマブルMEMS発振子
教授 年吉 洋，特任研究員 （年吉研）Nicolas Lafitte

　SOI基板上に堆積した PZT圧電薄膜によって駆動する共振子を多数並べた結合振動アレイを製作し，励振電圧の
印加する向きを変更することで共振モードを選択可能なクロック周波数発振子を実現する．

7.	 細胞の個別操作・融合・誘電体分光観察を可能とする TFT駆動型透明電極アレイ
教授 年吉 洋，准教授 ティクシエ三田 アニエス，講師 松永 行子，教授 藤田 博之

　液晶フラットパネル・画像ディスプレィの製造技術を用いた新規高機能μTASを実現する．また，液晶ディスプレィ
用 TFT基板が有する電圧制御機能，電位検出機能，可視光領域における光学的透明性と，PDMSマイクロ流体チャ
ネルによる細胞操作性の組み合わせを研究の特色とし，これにより，（1）細胞輸送・選別（ソーティング）・細胞の
固定などの細胞操作と，（2）誘電体分光計測（高周波に対する細胞の電気的インピーダンス計測）による細胞のスク
リーニング，（3）蛍光マーカー不要の非侵襲光学観察，および，（4）電気穿孔法による細胞融合を実証する．

8.	 生体分子ネットワークによる情報処理機能の実現に関する研究
教授 藤井 輝夫，特任准教授 ロンドレーズ ヤニック，外国人客員研究員 （藤井研）Anthony Genot， 

特別研究員 （藤井研）Guillaume Gines，特任研究員 （藤井研）Alexandre Baccouche， 
外国人協力研究員 （藤井研）Adele Drame-Magne

　マイクロ流体デバイス技術と DNA増幅技術を応用して，神経細胞ネットワークに見られるような情報処理機能を
発現する生体分子ネットワークの構築を進めている．

9.	 ナノスケール熱伝導の物理
准教授 野村 政宏，准教授 （東大）塩見 淳一郎，特任助教 （野村研）Anufriev Roman， 

日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere，特任研究員 （野村研）Jermeie Maire， 
大学院学生 （野村研）中川 純貴，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人，大学院学生 （野村研）Anthony George

10.	 極低温における熱フォノニクス
准教授 野村 政宏，教授 平川 一彦，助教 （平川研）吉田 健治， 

日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人， 
教授 （東大）中村 泰信

先進ものづくりシステム連携研究センター
1.	 ロボット切削システムの開発および性能評価

教授 帯川 利之，先進ものづくりシステム連携研究センター，特任研究員 （帯川研）林 遵

2.	 レーザ超音波を用いたCFRP積層板の非破壊検査手法に関する研究
准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）斎藤 理

　航空機用構造部材を作製した際，その製造品質を保証するための非破壊検査が必要となる．しかし新規材料である
CFRP複合材に適した検査手法は，十分に確立されていない．そこで，レーザ超音波検査システムを対象とし，その
波動励起・伝播の理論的解析を行うことで，適切な検査条件を研究する．

海洋探査システム連携研究センター
1.	 海洋鉱物資源広域探査システムの研究開発

教授 浅田 昭

2.	 水中動物の音響手法による観察・モニタリング手法の開発
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　光に反応して逃げてしまう水中動物に対し，または，濁水中，暗視下の水中動物に対し，音響手法による効果的な
観察・モニタリング手法の開発を行っている．
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3.	 音響手法による水中植物の植生計量手法の開発
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　水中植物はその水域の緩急指標ともなる重要な植物であり，その植生の増減をモニターすることは水環境の変化を
とらえる上で極めて重要である．高周波ソーナーを基とする計測システムを構築し，水中植物のイメージング，植生
ボリュームの計量手法の開発を行っている．

4.	 魚類内部及び皮下組織音響特性の計測
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　魚体の雌雄判別手法の確立は，水産業，特に養殖産業において，養殖魚を管理育成していく上で重要な情報を提供
すると共に，養殖業に対して新たな付加価値を与えることとなる．超音波計測技術を基に，魚体に影響を及ぼすこと
なく，高い確度で雌雄の判別を可能にする手法開発を目指している．

5.	 海洋多項目複合計測に向けた多機能センサの開発と運用
教授 藤井 輝夫，特任講師 西田 周平，特任助教 （藤井研）木下 晴之，准教授 （高知大）岡村 慶， 

准教授 （九州大）下島 公紀，上席技術研究員 （（国研）海洋研究開発機構）許 正憲， 
技術研究員 （（国研）海洋研究開発機構）福場 辰洋，大学院学生 （藤井研）花谷 耕平

　本研究は，ISFET（Ion Sensitive Field Effect Transistor：イオン感応性電界効果型トランジスタ）を応用した高精度な
海洋多項目複合計測のための基盤技術の確立と実応用展開を目的としている．海水の pHや pCO2（二酸化炭素分圧），
各種イオンの濃度等の化学組成や生体関連成分を簡便かつ高精度に計測するために「高感度 CMOS型 ISFET」をセ
ンサとして採用し，評価している．また，それに「マイクロ流体デバイス」を集積化することによって，現場センサ
校正機能やサンプル前処理機能を有する「多項目複合計測センサ」を実現し，精度に加えて機能性・信頼性の向上も
目指している．センサを実運用するための電装・制御系についても開発を行った上で実機の製作を行う予定である．
最終的には小型の海中探査機や海中ロボットに搭載するなどして実運用を行うことで，海洋計測分野における新たな
展開を目指している．

6.	 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻 俊宏

　AUV（自律型海中ロボット）や海底ステーション，自律ボートなどの複数のプラットフォームを連携させることで，
従来よりも広範囲，高精度，長期間の観測が可能なシステムを構築する．

7.	 海中ナノセンシングに向けた現場型原子間力顕微鏡の開発
特任講師 西田 周平，教授 藤井 輝夫

　本研究では，原子間力顕微鏡（AFM）を主とするナノプローブ技術を応用し，海水に存在するウイルスや鉱物微
粒子等のナノスケールの微小物に対して，海洋計測の現場環境で可視化する技術およびその実現に必要なプラット
フォームの開発を行っている．このために，1）小型で耐水・耐圧構造を備えた「海中 AFM」，2）海中で試料を採取
し固定するための機構，3）海中探査機に実装し現場環境で安定にに動作させるためのプラットフォーム，等の総合
的な技術開発を行っている．現在，浅海や深海において動作テストを行っている．今後，水産現場や外洋船舶のバラ
スト水など，様々な実環境で測定・評価を進める予定である．

8.	 原子間力顕微鏡による海洋微生物のナノ構造解析
特任講師 西田 周平，教授 藤井 輝夫，准教授 （京都大）中川 聡

　本研究では，原子間力顕微鏡を用いて海洋微生物の微細構造をナノスケールで観察し，その構造を詳細に解析する
ことを目的とする．現在，沖縄トラフ熱水活動域で採取したゴエモンコシオリエビに付着した微生物を観察対象とし
ている．今後，フォースカーブ測定による力学的特性解析を行うことにより，微生物の機能も詳細に解析する予定で
ある．現場計測技術と合わせて，微生物・宿主・環境の相互関係を総合的に把握することを目指している．


	6806000215WEB_181
	6806000215WEB_182
	6806000215WEB_183
	6806000215WEB_184
	6806000215WEB_185
	6806000215WEB_186
	6806000215WEB_187
	6806000215WEB_188
	6806000215WEB_189
	6806000215WEB_190
	6806000215WEB_191
	6806000215WEB_192
	6806000215WEB_193
	6806000215WEB_194
	6806000215WEB_195
	6806000215WEB_196
	6806000215WEB_197
	6806000215WEB_198
	6806000215WEB_199
	6806000215WEB_200
	6806000215WEB_201
	6806000215WEB_202
	6806000215WEB_203
	6806000215WEB_204
	6806000215WEB_205
	6806000215WEB_206
	6806000215WEB_207
	6806000215WEB_208
	6806000215WEB_209
	6806000215WEB_210
	6806000215WEB_211
	6806000215WEB_212
	6806000215WEB_213
	6806000215WEB_214
	6806000215WEB_215
	6806000215WEB_216
	6806000215WEB_217
	6806000215WEB_218
	6806000215WEB_219
	6806000215WEB_220
	6806000215WEB_221
	6806000215WEB_222
	6806000215WEB_223
	6806000215WEB_224
	6806000215WEB_225
	6806000215WEB_226
	6806000215WEB_227
	6806000215WEB_228
	6806000215WEB_229
	6806000215WEB_230
	6806000215WEB_231
	6806000215WEB_232
	6806000215WEB_233
	6806000215WEB_234
	6806000215WEB_235
	6806000215WEB_236
	6806000215WEB_237
	6806000215WEB_238
	6806000215WEB_239
	6806000215WEB_240
	6806000215WEB_241
	6806000215WEB_242
	6806000215WEB_243
	6806000215WEB_244
	6806000215WEB_245
	6806000215WEB_246
	6806000215WEB_247
	6806000215WEB_248
	6806000215WEB_249
	6806000215WEB_250
	6806000215WEB_251
	6806000215WEB_252
	6806000215WEB_253
	6806000215WEB_254
	6806000215WEB_255
	6806000215WEB_256
	6806000215WEB_257
	6806000215WEB_258
	6806000215WEB_259
	6806000215WEB_260
	6806000215WEB_261
	6806000215WEB_262
	6806000215WEB_263
	6806000215WEB_264
	6806000215WEB_265
	6806000215WEB_266
	6806000215WEB_267
	6806000215WEB_268
	6806000215WEB_269
	6806000215WEB_270
	6806000215WEB_271
	6806000215WEB_272
	6806000215WEB_273



