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1．研究課題とその概要

VI.  研究および発表論文

1.  研究課題とその概要
A.  科研費による研究

1.  科学研究費 : 特別推進研究

時空階層性の物理学 : 単純液体からソフトマターまで
教授 田中 肇

グローバル水文学の新展開
教授 沖 大幹

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

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，教授 今井 公太郎，助教 （今井研）本間 健太郎，教授 （慶應義塾大）栗田 治， 

助教 （慶應義塾大）鵜飼 孝盛

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

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

2.  科学研究費：新学術領域研究

表面水素の分極・荷電状態
教授 福谷 克之

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

Twisted 二層グラフェンにおける量子輸送現象
特任講師 増渕 覚

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

特異構造の結晶科学：完全性と不完全性の協奏で拓く新機能エレクトロニクス　総括班
教授 藤岡 洋

非平衡状態の時間ドメイン制御による特異構造の創製
教授 藤岡 洋
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プラズモニック光捕集アンテナ界面による反応増強
助教 （立間研）西 弘泰

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

ハイブリッド量子科学
准教授 野村 政宏

フォトンハイブリッド量子科学の研究
教授 平川 一彦

　”Quantum Enabled Technology” の実現においては，様々な物理量を外部から量子制御する技術と，量子情報を異な
る量子メディア間で転写する量子トランスデューサ機能が必須である．特に，固体内の量子情報を遠方に伝送するた
めに，フォトンとその他の物理系（電子・スピン，フォノン）との相互作用の解明と制御は極めて重要である．本フォ
トン班のメンバーは，①分子スケールに集光された THz超強電界，② NVセンターの電気駆動 LED，③ 3次元カイ
ラルフォトニック結晶，④集団励起を用いるコヒーレント相互作用，など他に類を見ないユニークな取り組みを行っ
てきている．本新学術領域研究では，このように独創的なアイデアを持ち，世界的に優位に立っているグループが集
結して，班内・班間で協力しつつ，Quantum Enabled Technologyの基礎を内外に先駆け実証していこうとするもので，
新規性と優位性がある．特に，本研究では，異種材料系のハイブリット性と，電荷・スピン，フォトン，フォノンと
いう異なる素励起間の相互作用を用いるという機能的なハイブリッド性の 2つを含んでおり，ハイブリッド性を最大
限活用して，従来にはない高感度計測，高機能デバイスを実現しようというところに，学術的にも大きな特色がある．

3.  科学研究費 : 基盤研究（S）

次世代三次元組織培養を実現する細胞ファイバ工学の創成
教授 竹内 昌治

生命病態システムの数理モデリングとその個別化医療への応用のための数理的基盤の確立
教授 合原 一幸，助教 （合原研）奥 牧人，特任助教 （合原研）森野 佳生

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

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

都市環境防災のための高解像度気象情報予測プラットフォームの構築
教授 大岡 龍三，教授 加藤 信介，准教授 （名古屋大）飯塚 悟，鹿島建設（株） 山中 徹， 

助教 （大岡研）菊本 英紀

マイクロ流体アプローチによる 1細胞トランスクリプトーム解析とその応用展開
教授 藤井 輝夫

環境調和型の貴金属・レアメタルのリサイクル技術の開発
教授 岡部 徹

「国難」となる最悪の被災シナリオと減災対策
教授 目黒 公郎



117

1．研究課題とその概要

4.  科学研究費 : 基盤研究（A）

水素分子形成におけるスピン機構の解明
教授 福谷 克之

ネパール・ポカラの地理特性が地盤災害リスクに及ぼす影響評価と防災への反映
准教授 清田 隆

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

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

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

　タンパク質などの大規模分子の量子化学計算・量子分子動力学計算に資する第３世代密度汎関数法を展開し，その
革新性を示す応用の一つとして，タンパク質のボルンーオッペンハイマー分子動力学計算の開発と実証計算を目的と
している．

海底センサネットワークとの連携によるAUVの長期広域展開手法
准教授 巻 俊宏

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

　本研究の目的は，いわゆる Beyond CMOSデバイスと既存の大規模 CMOS回路を融合させて創出する新機能回路を
低電圧において実現することである．Beyond CMOSデバイスとして室温動作シリコン単電子トランジスタを取り上
げ，CMOS回路はナノワイヤトランジスタで構成する．

プラズモン誘起電荷分離現象の解明と新たな応用展開
教授 立間 徹

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

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

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

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

フレッシュモルタル流動則の一般化と流動解析への実装およびレオロジーへの理論展開
教授 岸 利治
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液状化浸潤／塩分浸透停滞現象の実態把握と機構解明およびその耐久設計への実装
教授 岸 利治

MEM液体セルによる液中現象の透過電子顕微鏡その場観察
教授 藤田 博之

　2枝の窒化シリコン超薄膜の間に，1ミクロン程度の厚さの溶液を閉じ込め，そこを透過する電子線によって液体
のナノ物体の挙動や分子間の反応をナノレベルの分解能で実時間観察する研究．

マイクロハイドローリクスの基盤構築
教授 藤井 輝夫

平面交差点の信号制御システム設計最適化に関する実証研究
教授 大口 敬

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

5.  科学研究費 : 基盤研究（B）

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

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

　2011年東北地方太平洋沖地震に際し，その発生直後から被害調査を行うとともに，津波避難ビルを対象に，その
設計用荷重のレベル設定について精力的に検討を重ね，設計荷重暫定案をすでに国土交通省を通じて公表した．しか
し，その設計荷重暫定案では未検討項目がいくつかあり（漂流物の衝突，開口形状，浮力など），それらについてよ
り詳細な実験的・解析的検討が必要であるとの認識に至った．本研究では比較的短期間で解決すべき課題として，建
築構造の立場から具体的・系統的検討が未着手である「漂流物の衝突」に着目し，津波防災施設の設計や指定に要す
る荷重算定手法や技術資料を提示し，津波災害の軽減に直接的に資することを目的とする．上記の目的を実現すべく，
本年度は，津波来襲時に船舶が陸域に遡上し建物に衝突し得る条件を検討し，船舶が操舵不可であり，かつその喫水
が津波浸水深以下であることが，船舶が陸域遡上に至る上で重要な要因であることを明らかにした．

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

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

　バイオマスガス化水素製造は水素のエクセルギー率が小さいため吸熱反応であり，この吸熱に固体酸化物形燃料電
池の排熱を利用することで（エクセルギー再生ガス化），エクセルギー損失が非常に小さい電力，熱および水素エネ
ルギー併産システム（コプロダクションシステム）を構築できる．これは電力負荷に柔軟に対応できるシステムであ
り，バイオマス発電のエネルギー変換効率を従来技術の３～４倍と飛躍的に向上させることが可能である．

脳循環動態予測のためのデータ同化全身循環血流解析システムの構築
教授 大島 まり

デジタルホログラフィック計測と共焦点マイクロPIV を用いた血球挙動の 3次元計測
技術専門職員 （大島研）大石 正道
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マイクロファイバーワイヤリングによる血管 - 神経網の構築
特任研究員 （竹内（昌）研）根岸 みどり

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

海中浮沈装置の流体・構造連成解析
准教授 北澤 大輔，特任研究員 （北澤研）張 俊波，大学院学生 （北澤研）土肥 真凜

　海中を浮上，沈下するポリエチレンパイプ等の柔軟構造物について，水槽模型実験による流体・構造連成解析を行
い，ポリエチレンパイプの曲げ剛性，形状を明らかにした．

深海トップ・プレデター研究のための全自動 in situ バイオプシーシステムの開発
准教授 巻 俊宏

　深海ザメを自動的に探知し，バイオプシー（生検）を行う手法を開発する．当研究室では，そのうち深海ザメの探
知およびバイオプシー手法を担当する．

走査型電子顕微鏡下における微小構造体の疲労試験・観察の一貫システムの構築
准教授 土屋 健介

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

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

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

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

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

活性サイト原子分解能イメージング顕微鏡の開発
教授 尾張 眞則

　本研究では三次元アトムプローブ顕微鏡を改良し固体触媒を反応条件下で測定することにより，新たな分析装置で
ある活性サイト原子分解能イメージング顕微鏡（Active Site Atomic Resolution Microscopy; ASARM）を開発し，この
ASARMを用いた触媒活性サイトの構造分析方法の確立を目標とする．

色素ラジカル－光励起多重項の自在制御に基づいた光機能分子の創製
教授 石井 和之
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複数のケイ素から構成される配位不飽和第一周期遷移金属錯体の構築と機能開拓
准教授 砂田 祐輔

IoT 活用のための「場所単位での統合的機能調整システム」に関する実験的研究
教授 野城 智也

携帯通信履歴のタイプに応じた安全・オープンな人流再現手法の体系化
准教授 関本 義秀

　近年，複雑化する都市空間の中で，大規模な人の流動を知りたいというニーズが高まってきていることを背景に，
本研究は，様々な携帯通信履歴のタイプに応じて適切に観測データや行動モデルに用いてデータ同化の枠組みで都市
圏レベルの人々の流動を効率的に再現することを目指し，体系的に方法論とその結果を整理しつつ，実際のデータセッ
トを構築する．

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

　世界に先駆けて構築された水同位体大気大循環モデルとアンサンブルカルマンフィルタを用いた水同位体比データ
同化システムを駆使し，大気・陸面での水循環過程の詳細，具体的には降水中の蒸発効率や陸面での蒸散の寄与につ
いて，物理的に整合的な形での全球分布を導きだす．

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

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

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

自動運転に関する都市部における全環境を考慮した統合的研究
准教授 上條 俊介

実世界情報を用いたマルチソーシャルメディア解析の高度化
准教授 豊田 正史

LSCF-GDCコンポジット空気極の性能向上メカニズムの解明
教授 鹿園 直毅，教授 （東京理科大）谷口 淳

合金の内部酸化による金属―酸化物複合材料の組織制御と新規素材プロセスへの応用
教授 前田 正史

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

界面直接観察と分子動力学法によるSiC 溶液成長界面のステップ構造形成機構の解明
准教授 吉川 健
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1．研究課題とその概要

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

気候変動下のアジア大都市における空間適応マネジメント手法の総合的研究
准教授 （東大）城所 哲夫，教授 （大阪市立大）永井 史男，准教授 （東大）知花 武佳，准教授 加藤 孝明， 

准教授 （東大）瀬田 史彦，准教授 （横浜国立大）松行 美帆子，准教授 （東洋大）志摩 憲寿

三次元微細構造解析による劣化した橋梁構造部材の残存性能評価と補修補強
准教授 長井 宏平

異常原子価鉄イオンによる酸素発生触媒の活性化とその機構の解明
准教授 八木 俊介

6.  科学研究費 : 基盤研究（C）

ガラス転移における結晶的中距離構造の発達とその役割
特任助教 （田中（肇）研）小林 美加

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

　本研究では，申請者らにより明らかになった 1層 1スパン無補強組積造壁（URM壁）の面内方向への耐力寄与分
の研究成果を踏まえ，連層・連スパンでの URM壁の面内方向への破壊機構および耐力寄与分を明らかにするととも
に，補強有無による組積造壁の面外転倒メカニズムの究明を主目的とする．本年度は，昨年度実施した 1/4スケール
の 1層・1スパンの面外方向への振動台実験結果の分析を行い，提案した補強システムが壁体の面内および面外方向
への耐震性能に大いに寄与していることを確認した．

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

パラジウム金合金表面における水素吸放出サイトの解明
助教 （福谷研）小倉 正平

　本研究では高い水素吸蔵性をもつことが知られている PdAu合金表面における水素の吸放出サイトを，COの吸着
を利用して明らかにすることを目的としている．Pd70Au30（110）表面において COが水素の吸放出サイトをブロック
することを利用し，その COの吸着サイトを反射型赤外吸収分光法を用いて調べることにより水素の吸放出サイトの
ミクロな構造を明らかにする．また昇温脱離スペクトルのシミュレーションを行い，COによる吸放出サイトのブロッ
クのメカニズムを解明する．さらに光照射による COの脱離を利用して水素放出温度の制御を試み，水素放出温度の
新たな制御法を探る．

メゾスコピック系における非平衡輸送現象の熱力学の構築と熱機関の設計
准教授 羽田野 直道

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

微生物系の集団運動に及ぼす近接流体力学的相互作用の効果
准教授 古川 亮



122

VI.　研究および発表論文

微絨毛形成を介する細胞の力学刺激応答と組織形成における役割の解明
助教 （京都大）三浦 重徳，助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

微絨毛形成を介する細胞の力学刺激応答と組織形成における役割の解明
助教 （京都大）三浦 重徳，特任研究員 （竹内（昌）研）根岸 みどり

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

　セラミックス基複合材は，耐熱性に優れた軽量構造材料であり，その実用化が期待されている．そこで，高温環境
において AE波形を正確に計測することを目的とした，耐熱性に優れた光ファイバセンサシステムの構築を行う．

氷海域で構造物と干渉する氷片群に作用する流体力の把握とモデル構築
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，教授 （工学院大）金野 祥久

　氷海域で構造物と干渉する氷片群の模型を製作し，水槽模型実験によって流体力を把握した．また，得られた結果
を用いて，数値解析モデルに入力するためのモデルを構築した．

電荷敏感型赤外検出器（CSIP）の量子効率に資するプラズモン効果の研究
特任助教 （梶原研）金 鮮美

レーザを用いた二軸引張応力場における極薄金属箔の表面あれ進展と破壊のその場観察
准教授 古島 剛

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

出芽酵母の人工進化系構築　―生命の適応的機能創出をデザインする―
派遣研究員 （合原研）中岡 慎治

　本研究では，人工的な実験生態系を対象に実験，数理解析を行うことで，進化や適応によって新機能が創出される
生命のロバストな一面を予測し，実験的に検証することを目指して研究を進めている．

階層フィードバックを考慮したマルチスケール数理モデルと疾患力学系の解析
派遣研究員 （合原研）中岡 慎治

　ガンや皮膚炎など目にみえる疾患は，たんぱく質（分子）や細胞の異常が組織（皮膚など）に拡大波及したもので
ある．疾患の発症過程は，一般にミクロレベルの分子からマクロレベルの組織における時空間マルチスケール性を有
したダイナミクスとして捉えなければならない．疾患の中には，分子（速いダイナミクス）と組織（遅いダイナミク
ス）間に階層フィードバックが存在し，悪循環によって発症するものがある．本研究では，階層フィードバックを考
慮した疾患のマルチスケールダイナミクスを数理モデルによって研究する．数ある疾患の中でも，創傷と治癒過程に
注目して数理モデル構築・解析・シミュレーションを行う．疾患マルチスケールモデル研究の発展と同時に，再生医
療をはじめとする医学の課題にも貢献し得る成果を発信するのが目的である．

分散MPPT機能を備えた電流リンク形PVシステム
特任助教 （高宮研）崔 通

細胞の老化や病変における糖鎖マーカーの探索と薬剤スクリーニング
教授 畑中 研一

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

　特異な形状や良質な結晶構造（配向性）を有することで，光学特性や磁気特性といった機能性の向上が期待される
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1．研究課題とその概要

ナノ材料を，脱濡れ（熱凝集）現象を用いた自己組織化により作製する．本研究において，目的とする機能層と基板
との間に，シード層と呼ばれる薄膜層を挿入することで自己組織化やエピタキシャル成長を促進させ，余分な蝕刻工
程等を必要としない，ボトムアップ型のナノ材料創製技術の確立を目指す．

「遠隔基関与」を利用した有機分子不斉触媒の開発
教授 工藤 一秋

集積構造依存型発光を示すπ電子系分子のライブラリ構築と発光機構解析
助教 （小倉研）務台 俊樹

デザインビルド指向と情報化を受けた日・米・英の建築ものづくりアーキテクチャの変化
特任研究員 （野城研）安藤 正雄

単一細胞の機械的特性評価と遺伝子発現の相関解析用バイオMEMSの基盤構築
助教 （藤田研）久米村 百子

　単一細胞の硬さや変形能と，その細胞の遺伝子発現情報を取得し，相関を評価できる手法を確立する．MEMSデ
バイスを用いて単一細胞の機械特性計測を行い，細胞を搬送したのちに，既存の遺伝子発現解析を行うことによって，
異なる 2つの情報を細胞ごとに取得する．

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

大規模数値シミュレーションによる沸騰伝熱機構の解明
特任助教 （鹿園研）大西 順也

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

金属溶媒を用いた高放射性ジルコニウム廃棄物の減容化処理法の開発
客員教授 山口 勉功

7.  科学研究費：挑戦的萌芽研究

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

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

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

パーセプトロン型原子間相互作用モデルを用いたマルチフィジックスシミュレータの開発
准教授 梅野 宜崇
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赤外共鳴プラズモニックナノ構造を活用した新規振動分光法の開発
准教授 芦原 聡

　赤外域に共鳴を示す「プラズモニックナノ構造体」を利用して，先進的な振動分光法を創出することを目的とする．
金属ナノアンテナと分子振動モードとの共鳴相互作用（ファノ共鳴）を利用して，超高感度な振動分光計測を達成する．

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

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

炎症が惹起する神経変性機構解明のためのヒト血液脳関門の構築
特任研究員 （竹内（昌）研）根岸 みどり

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

カーフロスを考慮した鏡面切断ワイヤ工具の開発
技術専門員 （土屋研）上村 康幸

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

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

フォノニック結晶を用いた高感度超音波センサ
准教授 岩本 敏

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

相変化物質担持吸着剤の開発による等温・断熱吸脱着プロセスの実現
教授 迫田 章義

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

　試料として CVD合成されたダイヤモンド（100）単結晶（自立膜），比較試料として Siウエハ上に堆積されたダイ
ヤモンド多結晶膜を用いて，1）ダイヤモンド表面構造の制御と決定，2）ダイヤモンド表面の力学的評価，3）ダイ
ヤモンドの研磨の 3段階の研究を行う．初年度に，ダイヤモンド表面構造を H終端 1× 2構造，O終端 1× 2構造，
無終端 1× 2構造に変化させることを実現した．2年度の研究として，研磨方向を決定するために，これら 3種類の
表面のナノレベルの力学特性を，ナノインデンターを利用して表面摩擦係数の測定を試みた．用いている購入単結晶
の平坦度が低く精度のある摩擦係数の測定は困難であったため，ダイヤモンド砥粒を用いて購入後の単結晶表面の低
負荷研磨を実施したが，結晶方位による摩擦係数の差は確認できていない．一方，酸処理を用いた F終端構造の制
御について，出発表面を上記 3種類として試みている．

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

3 次元マッピングに向けた単一粒子電位走査型プラズモンセンサの開発
教授 立間 徹

金属ナノシート分子の精密自在合成
准教授 砂田 祐輔

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

粒子画像を用いた風速・濃度の高解像度同時測定手法の開発
助教 （大岡研）菊本 英紀

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

空間情報を内包した戦略的な都市インフラマネジメント基盤の体系化
准教授 関本 義秀

　本研究は，当研究室で開発したWebベースの都市計画シミュレーションツールを拡張し，オープンデータと自治
体が内々に保有するクローズドな社会基盤施設のデータを連携させ，人口減少や社会基盤施設の老朽化に関して市民
と対話できるWeb環境を構築する．Web公開を通してオープンに扱えるもの，また自治体の内部で分析できるマネ
ジメント環境を一体的に構築することで，全国の自治体に向けてツールを開放するとともに，ワークショップ等の場
で適用・分析を行い，その体系化を行う．

歩行者と混在・協調する次世代車両の自動運転
准教授 井料 美帆

マイクロデバイスを利用した革新的培養系 kidney on chip の作成
教授 藤井 輝夫，教授 （東大）南学 正臣，准教授 （東大）稲城 玲子，講師 （東大）田中 哲洋

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

溶解性マイクロニードル式経皮ワクチンデリバリーパッチの新規製造方法の開発
教授 金 範埈

磁気モーメントの変化を用いた新規環境発電技術実現に向けた基礎研究
特任准教授 苷蔗 寂樹

光波制御技術の伝熱工学への応用可能性の探求
准教授 野村 政宏

酸化物と複合化された貴金属触媒の高度リサイクル
教授 前田 正史

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
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VI.　研究および発表論文

スカンジウムおよびAl-Sc 合金の革新的製造技術の創出
教授 岡部 徹

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

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

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

8.  科学研究費 : 若手研究（A）

極低温テラヘルツSNOM/STMの開発
准教授 梶原 優介

発生系譜のインフォマティクス技術の構築と，胚の生きの良さの定量化への応用
准教授 小林 徹也

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

安全で円滑な交差点構造設計のためのミクロ交通流理論
准教授 井料 美帆

真実接触面の直接観察による摩擦・磨耗機構の解明および潤滑剤・接着剤の提案
特任助教 （藤田研）佐藤 隆昭

　ナノスケールで尖らせた探針同士を接触させ，数 nmほどの接点を観察できる実験系の構築に取り組んでいる．こ
の系を応用することで，摩擦の起源に迫るだけでなく，潤滑の微視的な機構の解明を目指している．

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

シースルー型複合現実感モビリティシステムの開発
准教授 大石 岳史

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

9.  科学研究費 : 若手研究（B）

回転可視コロイドの実現と応用
特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

電磁駆動式転がり操作技術を用いた高感度バイオセンサーの開発
技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一
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1．研究課題とその概要

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

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

Drug delivery patch for easy one-way self-administration
協力研究員 （竹内（昌）研）Serien Daniela

タンパク質電子構造DBシステムの構築
助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　タンパク質をまるごと量子化学的に取り扱うカノニカル分子軌道計算は非常に計算コストが高いが，得られる電子
構造はタンパク質の機能解析に大きく寄与する．本研究では，多くのタンパク質電子構造を蓄積したデータベースを
構築・公開し，効果的なタンパク質機能解析の実現を目的とする．

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

　昆虫の翅の折り畳みの幾何学的パターンと収納，展開メカニズムを研究することで，宇宙開発に必要不可欠な高精
度，高効率な収納メカニズムを開発する．

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

Probing THz Evanescent Waves of Non-equilibrium Dynamics
特任助教 （梶原研）林 冠廷

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

現場適応型観測経路に基づく複数の自律型海中ロボットの協調探査の実現
特任研究員 （巻研）松田 匠未

準周期解の分岐解析とその電気回路への応用
特任助教 （合原研）神山 恭平

　本研究の目的はまず離散時間力学系において準周期解の分岐解析を詳細に行い，次に同様の現象が主に電気回路を
元にした連続時間力学系においても発生することを確認することである．準周期解の分岐解析手法は未だにほとんど
存在せず，その現象自体も詳しくは知られていない．本研究では準周期解の分岐現象を発見し命名し整理すると共に，
現象を解析するための手法の開発を行っていく．

ネットワークの機能回復に関する非線形力学的解析
特任助教 （合原研）森野 佳生

　ネットワークの頑強性に関する様々な数理的研究がこれまで多数行われてきたが，その多くの研究ではネットワー
クのノードはダイナミクスを持たない静的なものとして解析が扱われてきた．近年，ネットワークのノードがダイナ
ミクスを持つ動的な場合のネットワーク頑強性（動的頑強性）に関する研究が行われてきている．本研究では，これ
らの動的な素子から構成されるネットワークに対して，その構成要素の一部が破損しネットワークが保持するべき機
能が失われた場合を対象としている．この失われた機能をより効率的に回復させる方法の基礎的な理解を目的とした
数理的研究や，これらの基礎的な理解を得るために必要な土台であるネットワークの頑強性に関する数理的研究が本
研究の目的の一部である．
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VI.　研究および発表論文

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

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

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

　映像コンテンツ，それを閲覧する際の視線情報，その背後に潜む内的状態の関係性を明らかにする注視行動解析を
日常生活において実現するためには，テレビやパソコン，スマートフォンといった既成端末上で簡便に駆動する視線
推定システムが不可欠である．本研究では，視線推定手法の一つである特徴ベース視線推定をとりあげ，映像コンテ
ンツ中で人間の目を引き付ける顕著性変動と呼ばれる情報を解析して用いることで，カメラ・ディスプレイのみで構
成される端末上で駆動し，かつ利用者ごとの事前校正を必要としない視線推定システムを実現することを目指す．

集団増殖系に内在する定常状態熱力学構造とその応用
特任研究員 （小林（徹）研）杉山 友規

強誘電HfO2 による急峻スロープ FETの低消費電力回路と混載 FeRAMの設計実証
准教授 小林 正治

ソーシャルビッグデータ解析のための適応的言語解析
准教授 吉永 直樹

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

ライブラリスクリーニング法による高活性ペプチド触媒の創製
助教 （工藤研）赤川 賢吾

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

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

三陸沿岸の都市的集落における災害復興史研究―新たな復興モデルの構築に向けて―
助教 （村松研）岡村 健太郎

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

スパースモデリングによる歩行者の行動パターンの抽出と異常検出
特任研究員 （柴崎研）許 永偉
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1．研究課題とその概要

大規模な位置情報データを用いた観光行動の精緻モデリングによるツーリズムデザイン
助教 （今井研）本間 健太郎

　地方創生のための観光まちづくりが謳われて久しく，近頃はインバウンド観光振興が主要政策課題になっている．
従来の調査票データでは拾えない観光動向を捉えて魅力的な地域を形成する一助とするため，ジオタグつきマイクロ
SNSデータを用いて，観光行動を大規模かつパーソナルに把握し，観光現象を多角的に解明・再現する．

CTC分離検出用マイクロ流体ウェルプレート
助教 （藤井研）金田 祥平

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

　It is known that the reduction process influences the initial performances and durability of nickel-yttria-stabilized zirconia com-
posite anode of the solid oxide fuel cell． In the current stage， the reduction process of nickel-yttria stabilized zirconia composite 
anode is simulated based on the phase field method. An three-dimensional reconstructed microstructure of nickel oxide-yttria sta-
bilized zirconia composite obtained by focused ion beam-scanning electron microscopy is used as the initial microstructure for 
the simulation. Both reduction of nickel oxide and nickel sintering mechanisms are considered in the model． The reduction rates 
of nickel oxide at different interfaces are defined based on the literature data. Simulation results are qualitatively compared to the 
experimental anode microstructures with different reduction temperatures．

道路網における交通信号群の最適系統制御：ネットワークモデル・アプローチ
助教 （大口研）和田 健太郎

　これまで，交通信号群の系統制御に対する多くの研究が蓄積されてきた．しかし，非線形である信号制約や交通流
モデルを最適化問題として取り扱う困難さ・複雑さから，その最適化法の確立には至っていない．本研究の目的は，
「ネットワークモデル」という新たな視点から，見通しのよい系統制御最適化手法を構築し，最適制御についての一
般性のある特性を明らかにすることである．より具体的には，まず，交通流の時空間ダイナミクスを考慮した上で，
制御パラメータ（共通サイクル長，スプリット，オフセット）を同時最適化する数理最適化問題を提案する．そして，
その効率的なアルゴリズムを開発する．最後に，系統的な数値実験により，大域的に最適な制御パターンの特性を分
析する．

リモートセンシングの社会実装による災害レジリエンス向上についての研究
助教 （目黒研）郷右近 英臣

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

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

単一分子接合系におけるキャリア伝導のテラヘルツダイナミクス
助教 （平川研）吉田 健治

　単一分子に代表される数 nm以下の極微量子ドットではその特徴的エネルギーが主に THz帯周波数に分布するた
め，THz電磁波が系のキャリア伝導に大きく影響する．しかし，回折限界を超えた THz電磁波の単一分子領域への
集光という技術障壁のため，この相互作用を実験的に観測することは困難であった．本研究では，申請者が世界に先
駆けて実現した分子スケール領域への THz電磁波集光技術を用いることで，単一分子接合系におけるキャリア伝導
の THzダイナミクスの解明を目指す．特に，分子振動 -THz光子間相互作用に起因したトンネル伝導及び交流ポテン
シャル下での近藤効果の振舞いを明らかにする．さらに，単一分子領域でのキャリア伝導・量子多体効果のダイナミ
クスの解明，単一分子振動のコヒーレント振動に向けた基礎的学理を確立する．

10.  科学研究費：研究活動スタート支援

一細胞レベル神経回路構築のための単一神経細胞プレート
特任研究員 （竹内（昌）研）吉田 昭太郎
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曲率を制御した足場材料による in vitro 3 次元微小血管新生モデルの構築
特任助教 （松永研）高橋 治子

Device Physics of High Temperature Operational Single Photon Emitters
准教授 ホームズ マーク

炎症病態に関わる新規DAMPs の解析
特任研究員 （谷口研）半谷 匠

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

　天井落下被害は，世界各国で地震の有無に関わらず日常的に発生している．天井落下被害に対する安全対策を行う
に当たり，第一に行わなければならないのが危険度評価である．既存の天井やこれから設計する天井が落下した場合
に，人命に危害を及ぼすか否かという天井の危険度を評価することは非常に重要であり，最優先事項である．著者ら
は，天井落下時に発生する衝撃荷重と適切な人体耐性を比較することで危険度の評価法を提案している．危険度評価
法を確立する上で達成すべき課題は大きく分けると，次の 2つが挙げられる．「天井材落下実験による衝撃荷重の計測」
と「簡易に衝撃荷重を同定する手法の提案」である．そこで，本研究では上記課題を達成することを目的とする．

衛星観測に基づく気象システム別降水鉛直構造の解明
特任助教 （沖（大）研）内海 信幸

Energy harvesting from waste heat by using InAs quantum dots
特任助教 （平川研）張 亜

11.  科学研究費：研究成果公開促進費

「三陸津波」と集落再編
助教 （村松研）岡村 健太郎

12.  特別研究員奨励費（SPD）

赤外コヒーレント制御による固体中の多段階振動励起とプロトン移動反応の操作
日本学術振興会特別研究員 （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．本年度は昨年に引き続き，高濃度に水素がドープされた試料を作成し，その試料
に対して赤外ポンプ・プローブ分光を行った．その結果，0-1遷移のブリーチング信号と，1-2遷移の励起状態吸収
信号を観測した．これらの緩和時間から，振動励起状態の緩和時間は 100ps程度であり，またプロトン移動のポテン
シャルの非調和性は 3.4%であることが分かった．今後はこれらの情報に基づいて，振動励起状態のプロトンダイナ
ミクスの制御を目指していく．

13.  特別研究員奨励費（PD）

コロイドの回転運動による相挙動への影響 ―　数値計算と実験系の構築
特任研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

疫学モデルとエビデンス分析による肥満流行メカニズムの解明と最も効果的な対策の特定
日本学術振興会特別研究員 （小林（徹）研）江島 啓介
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高信頼性有機トランジスタの開発とそのセンサ応用
日本学術振興会特別研究員 （南研）南木 創

　低バラツキで均質な有機トランジスタの作製プロセスの確立をおこない，そしてそれを用いた化学センサデバイス
の開発をおこなう．

14.  科学研究費：特別研究員奨励費（DC2）

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

時間反転対称性が破れたメゾスコピック系における熱機関の効率の探求
大学院学生 （羽田野研）山本 薫

　研究の目的は，メゾスコピック系熱電デバイスの性能限界の理論的探求および実現である．具体的には，メゾスコ
ピック系熱電素子の最大パワー時の最大効率に着目し，（1）最大パワ ー時の最大効率の上限値として知られている
Curzon-Ahlborn効率（CA効率）より高い上限を導出し，（2）その上限を達成する具体的なモデルを構成することで
ある．上記の目的を達成するために，本研究では CA効率の導出時の仮定を破ることで CA効率を超える効率を狙う．
具体的には以下の 3つの予想を証明する．（予想 1）非線形領域かつ空間反転対称性が破れると，CA効率は破れる．（予
想 2）系の時間反転対称性が破れると，線形でも CA効率は破れる．非線形領域ではさらに効率が上がる．（予想 3）
周期外場で駆動されるモデルで予想 2 の上限を実現できる．いずれの予想も，解決すれば大きなブレークスルーが見
込まれる．

パラメトリックフェーズドアレイによる高精度音響探査技術の開発
大学院学生 （浅田研）藤澤 慶

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

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

P-KFMを用いたCIGS系太陽電池材料中の光励起キャリアダイナミクスの解明
大学院学生 （髙橋研）龍 顕得

三次元フォトニック結晶を用いた円偏光制御の実現と三次元光量子回路への応用
大学院学生 （岩本研）田尻 武義

銀ナノキューブの光捕集構造を利用した光電気化学過程の高機能化
大学院学生 （立間研）齋藤 滉一郎

近未来気象データを用いた建築・都市設計の気候変動適応策
大学院学生 （大岡研）有馬 雄祐

Fe-Si 系溶液を用いた高品質単結晶SiC の低温高速 FZ成長法の物理化学的研究
大学院学生 （吉川（健）研）鳴海 大翔
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植生被覆および詳細な植物生理を考慮した陸域水循環の長期変動に関する研究
大学院学生 （沖（大）研）吉田 奈津妃

原子スケール金属ナノコンタクトの制御と新規デバイスへの応用
大学院学生 （平川研）和田 直樹

15.  科学研究費：特別研究員奨励費（DC1）

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

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

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

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

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

数理モデルとシーケンスデータの融合による T細胞レパトアの確率システムの解明
大学院学生 （小林（徹）研）堅山 耀太郎

プラズモン誘起電荷分離を用いた新規バイオセンサの開発
大学院学生 （立間研）秋吉 一孝

液体の原子分解能解析技術の確立と機能設計
大学院学生 （溝口研）宮田 智衆

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

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

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

河川水位・氾濫面積のデータ同化手法の開発及びマルチスケール洪水警報システムの構築
大学院学生 （芳村研）鳩野 美佐子

　本研究では力学的ダウンスケーリングを用いて全球スケールと領域スケールの洪水評価を繋ぐ関係性を明らかにす
る．また，高解像度の衛星観測データを用いて河川モデルの再現性を図る．最後に，実時間運用に耐えうる精度の洪
水評価指標を開発し，公開する．
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モデル開発及びデータ同化手法による放射性物質大気・陸面移流拡散過程の解明
大学院学生 （芳村研）佐谷 茜

　IsoRSM を用いた放射性物質移流シミュレーションの精度を，データ同化手法により気象場及び放射性 物質の観測
値を同化することで，高精度の沈着量分布の再現・放出量の逆推定を可能にする．更に，セシウム の流出過程モデル
を構築し IsoRSM に組み込むことで，陸面沈着後の土中の放射性物質の動態について解明する．

三次元デジタルアーカイブのための高精度・高密度な移動型レーザレンジセンサの開発
大学院学生 （大石研）石川 涼一

16.  特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

実験統計物理：臨界カシミア力の微視的研究
教授 田中 肇，日本学術振興会外国人特別研究員 （田中（肇）研）THEURKAUFF，ISAAC

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

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

移植医療を標的とした細胞組織を封入するためのマイクロ流体システムの開発　
教授 竹内 昌治，日本学術振興会外国人特別研究員 （竹内（昌）研）MAZARI-ARRIGHI，ELSA

テラヘルツナノスコピーによる非平衡ダイナミクスの解析
准教授 梶原 優介，日本学術振興会外国人特別研究員 （梶原研）WENG QIANCHUN

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

iPS 細胞の肝細胞分化に適したマイクロ流体デバイスの開発
教授 酒井 康行，日本学術振興会外国人特別研究員 （酒井（康）研）LEREAU-BERNIER MYRIAM

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

地中熱利用ヒートポンプシステムの設計信頼性向上のための熱性能・応答試験法の開発
教授 大岡 龍三，日本学術振興会外国人特別研究員 （大岡研）CHOI，WONJUN

GNSS測位の高度化と自動運転への応用
准教授 上條 俊介

都市部における自動運転の self － localization に関する統合的研究
准教授 上條 俊介

固体酸化物形燃料電池電極における三相界面反応局所交換電流密度の導出
教授 鹿園 直毅，日本学術振興会外国人特別研究員 （鹿園研）SCIAZKO ANNA
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極低温におけるシリコンフォノニック結晶中の熱伝導に関する研究
准教授 野村 政宏，日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）RAMIERE，AYMERIC

熱フォノニクスの新奇物理の探索と実現―フォノニックブースト効果の実証
准教授 野村 政宏，日本学術振興会外国人特別研究員 （野村研）ANUFRIEV，ROMAN

アジア域の劣化したRC構造物の残存性能評価と補修のための大規模数値解析
准教授 長井 宏平，日本学術振興会外国人特別研究員 （長井研）EDDY LIYANTO

半導体量子構造を用いた新規高効率固体冷却素子技術の開拓
教授 平川 一彦，日本学術振興会外国人特別研究員 （平川研）YANGUI AYMEN

　現代の LSIに代表されるエレクトロニクスの進歩を大きく阻んでいるのが発熱による問題であり，冷却技術は将来
のエレクトロニクスの発展の鍵を握る技術と言っても過言ではない．我々は半導体ヘテロ構造のバンド構造を適切に
設計し，熱電子放出と共鳴トンネル効果を同時に制御して実現できるサーミオニッククーリング技術に注目している．
サーミオニッククーリングにおいては，トンネル障壁を介して量子井戸に低エネルギーの電子が共鳴的に注入され，
量子井戸を出るときには低くて厚い障壁を高エネルギーの熱電子が熱的に越えていく過程を用いるような素子であ
り，電流を流すにつれて量子井戸層が冷却されていくデバイスである．特に，最近我々が開発したMEMSを用いる
超高感度温度センサーを用いて，量子井戸層の冷却過程を高感度に測定し，サーミオニッククーリングという概念の
原理実証を行うのが本研究の目的である．

グラフェンの歪みナノ構造のプラズモニクス開拓およびそのセンシングへの応用
教授 志村 努，日本学術振興会外国人特別研究員 （志村研）VANTASIN SANPON

　My research is about plasmonic of nanostructed graphene. The nanostructures of graphene such as nanoridges allows light to 
be coupled into graphene plasmon. By changing the morphology and properties of the nanostructures， the graphene plasmon can 
be controlled．

17.  科学研究費：国際共同研究強化

水同位体比データ同化システムを用いた大気・陸面水循環過程の詳細解明（国際共同研究強化）
准教授 芳村 圭

　世界に先駆けて構築された水同位体大気大循環モデルとアンサンブルカルマンフィルタを用いた水同位体比データ
同化システムを駆使し，大気・陸面での水循環過程の詳細，具体的には降水中の蒸発効率や陸面での蒸散の寄与につ
いて，物理的に整合的な形での全球分布を導きだす．

18.  科学研究費：国際共同研究加速基金（国際活動支援班）

特異構造の結晶科学：完全性と不完全性の協奏で拓く新機能エレクトロニクス　国際活動支援班
教授 藤岡 洋

B.  民間等との共同研究

1.  民間等との共同研究

新規粘度計測技術の研究開発
教授 酒井 啓司

核反応分析（NRA）によるガラスのOH濃度定量
教授 福谷 克之

共鳴核反応法を用いた界面準位生成機構解析
教授 福谷 克之
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低温表面における各種ガスの脱離メカニズムの解明
教授 福谷 克之

CFRP構造体の強度評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

軽量ファンブレード衝撃解析技術の研究（その 2）
教授 吉川 暢宏

ポリエチレン管の動的強度モデルに関する研究
教授 吉川 暢宏

2 スケール乱流理論による界面積濃度輸送式モデルの検討
教授 半場 藤弘

　気泡を含む気液二相流を正確に数値予測するためには，気相と液相の界面の面積濃度の輸送特性を的確に捉える必
要があり，界面積濃度の輸送方程式を解くことが有用である．本研究では，非一様乱流の統計理論を用いて，界面積
濃度輸送方程式に含まれる相関項と，運動量輸送方程式に含まれる相間運動量移行項のモデルを導出する．鉛直円管
内二相流の数値計算に適用しモデルの検証と改良を行う．

結晶異方性靭性値の理論導出
准教授 梅野 宜崇

砂質土，礫質土のサンプリング品質の研究
准教授 清田 隆

油圧式潮流発電装置（HydrauTide）の開発・改良
特任教授 丸山 康樹

　NEDO要素研究（平成 24年度～27年度）において開発した油圧式潮流発電装置について，一層の発電効率向上・
低コスト化のための開発・改良を継続する．研究成果は，海域実証プロジェクトに資する設計資料として取りまとめる．

Consortium for Manufacturing Innovation（CMI）
教授 帯川 利之

切削油剤作用に関する研究・開発
教授 帯川 利之

　インコネル等に代表される難削材の旋削加工において，従来の加工よりも加工能率向上および工具寿命を延長でき
る工具を開発する．

残留応力を考慮した強度設計技術に関する基礎研究
教授 都井 裕

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

特任研究員 （横井研）大和田 茂，民間等共同研究員 （横井研）柴田 和之，民間等共同研究員 （横井研）石川 勝啓，
民間等共同研究員 （横井研）樋渡 堅太，民間等共同研究員 （横井研）山口 洋平， 
民間等共同研究員 （横井研）田中 啓祐，民間等共同研究員 （横井研）高松 亮平， 

民間等共同研究員 （梶原研）江波 翔，大学院学生 （横井研）馬 賽，大学院学生 （横井研）郭 婧儒， 
大学院学生 （横井研）森 哲，大学院学生 （横井研）王 晨陽，大学院学生 （横井研）霜村 栄作， 
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大学院学生 （横井研）呉 小玢，大学院学生 （梶原研）門屋 祥太郎，大学院学生 （梶原研）田村 勇太

　本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術，金型技術の確立
と新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）可視化加熱シリンダに
よる可塑化過程，繊維折損現象等の可視化解析，（2）炭素長繊維・ガラス長繊維の流動・配向解析および外観不良と
の相関解析，（3）転写と離型過程の可視化解析，（4）炭素長繊維射出成形における計量部分散性の評価，（5）ガスベ
ント挙動の可視化解析，（6）金属と樹脂との型内直接接合の研究，それぞれについて重点的な検討を行った．

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

　本研究では，技術的な課題が多いパルプ射出成形について，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化
を課題としている．本年度は，高せん断領域の測定に対応できるように改良した粘度特性評価装置を用いて，引き続
き各種条件下での計測実験を実施・評価を行った．

超音波映像ソーナー画像 3次元化の高度化研究
教授 浅田 昭

　採掘要素技術試験機に搭載する超音波映像ソーナーで，掘削時の舞い上がった塵の奥にある海底地形を計測し，既
存の鉱床形状情報を重ね合わせて 3次元表示する．

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

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

水中音響ビデオカメラの画像処理の研究
教授 浅田 昭

　水中構造物の劣化具合を確認するため，水中音響ビデオカメラで撮影し，取得画像の処理技術の開発を行う．

アジア域におけるカワイルカの生態観測の研究
教授 浅田 昭，特任研究員 （浅田研）杉松 治美

浮泥探査装置の開発評価
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　浮泥やヘドロには放射性物質もたまりやすく，底生生物，魚類等の棲息環境にも影響があるため，環境保全対策の
基礎資料として浮泥の厚さを計測する必要性が高まっていることから研究開発を行い，評価する．

リバーシブル燃料電池・蓄電池の開発・評価
特任教授 堤 敦司

　本研究室では，燃料極に水素吸蔵材料を用いることによって電極自体に水素貯蔵機能を付加させることにより，需
要端での高周波数の電力負荷変動を吸収できる エネルギー負荷変動緩衝機能をもつ燃料電池システムの構築を目指
し，電極に水素吸蔵合金を用いたリバーシブル燃料電池・蓄電池の開発を行っている．

水素利用等先導研究開発
特任教授 堤 敦司

　負極に水素吸蔵合金，正極に NiOOHの三次元電極を用いて，反応界面を気液固三相界面から二相界面とすること
により，過電圧を低減させた新しい高効率水電解法を開発した．さらに，三次元電極に加えて中間電極を用いて，水
電解反応を酸素発生サイクルと水素発生サイクルの２つの電気化学サイクルに分割し，水素と酸素を別々に発生させ
て濃度過電圧を低減させることができる新しい電気化学水電解サイクル水素製造システムを提案し，酸素発生サイク
ルと水素発生サイクルに交互にパルス電流を流すことにより，濃度過電圧を激減させ，電解電圧を大幅に低減できる
ことを見出した．そして，アルカリ水電解としては世界最高の 1.6 Vの電解電圧で水電解できることを示した．
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1．研究課題とその概要

次世代二次電池向け材料開発
特任教授 堤 敦司

　次世代二次電池の負極，正極，セパレーターおよび触媒などの材料開発を行っている．

ロボティクスにおける新たなデザインアプローチの研究
教授 山中 俊治

人工知能と人が信頼関係を構築するためのデザイン手法
教授 山中 俊治

3D プリンターを活用する形状設計方法の研究
教授 山中 俊治

空気抵抗を大幅に低減する車両周りの流れ構造解明
教授 加藤 千幸

CFDによる船舶性能推定精度向上に関する研究
教授 加藤 千幸

バイオミメティクスによる材料高機能化
教授 加藤 千幸

流体機械実機の評価を目的とした，変動流れ場の高度評価手法開発
教授 加藤 千幸

タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大

低床台車車両の走行性能に関する研究
教授 須田 義大

独立回転駆動・操舵台車システムの実験検証（その 2）
教授 須田 義大

ライトレール車両の車輪とレールの粘着に関する研究（スケール模型実験による仮説モデルの検証及び
実台車実験）

教授 須田 義大

乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究（通常走行時および乗り上がり脱線時の台車の挙動の把握）
教授 須田 義大

鉄道分野における次世代交通システム技術の調査・研究
教授 須田 義大

戸袋移動型ホーム柵（どこでも柵）の設置環境の研究
教授 須田 義大
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VI.　研究および発表論文

鉄道と各種モビリティの融合に関する調査研究
教授 須田 義大

脳機能NIRS を活用した交通安全対策の評価手法の研究
教授 須田 義大

意のままの走りを実現する車両特性に関する研究
教授 須田 義大

広島地区における協調型走行支援・自動運転システムの実証的研究
教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，准教授 坂井 康一，助教 （須田研）平沢 隆之，特任助教 （須田研）杉町 敏之

アモルファス合金・ナノ合金の半溶融圧延
教授 柳本 潤

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

熱間圧延における鉄鋼材料組織モデルの開発
教授 柳本 潤

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

B添加鋼の応力歪曲線の高精度測定方法と変形抵抗予測技術の確立
教授 柳本 潤

　柳本研究室では，熱間加工組織予測・降伏応力の測定と定量化についての一連の研究を行っている．本共同研究は，
ホットスタンピング用素板となる鋼の加工硬化，再結晶，回復速度の定量化を，熱間加工試験機によるデータ取得，
ならびに，取得された荷重曲線データの逆解析による流動応力の同定をもとに行い，熱間加工組織の予測につなげよ
うとする共同研究である．

材質予測モデルと制御の研究
教授 柳本 潤

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

FEM解析を用いた中空鋼芯材の圧延後の形状予測の研究
教授 柳本 潤

　棒線材の圧延に利用される孔型の設計には，有限要素法による 3次元解析が有効である．本研究では，芯材を利用
した特殊管の圧延について，有限要素法による 3次元解析の適用可能性を検討している．幅広がりに代表される変形
については，解析により実測値をほぼ再現できることを明らかにした．

純アルミの導電性を超える高導電CNT/ アルミニウム複合材料の創出
教授 柳本 潤

　自動車用では電動化の進展に伴い導電線の重量が増加しており，導電線の軽量化は喫緊の課題となっている．本研
究では，導電線の軽量化を目的として，CNTをアルミニウムと複合化した新たな導電線を実現するための基礎研究
を行っている．アルミニウム母材より高い導電率を有する複合材料の創成が可能であることがすでに明らかとなって
おり，現在はさらなる導電率の向上のための検討を進めている．
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1．研究課題とその概要

Mg合金の幅拘束大圧下制御圧延
教授 柳本 潤

　マグネシウム合金は軽量であることに特徴があるが，六方晶であるため加工性が悪く，また熱間圧延時の組織制御
により冷間成形性を改善することは重要な技術課題となっている．本研究では，マグネシウム合金の熱間大圧下圧延
のマクロな圧延特性と，ミクロな組織変化を実験により解明する．本研究では，多パス高速タンデム圧延機に適用が
可能な，熱間圧延における材質予測技術の開発を目指して，研究を行っている．

未来ロボット基盤技術
教授 柳本 潤

　高トルク伝達用高強度部材の精密・熱援用変形加工の研究：板材の成形においては，応力の異方性と変形の異方性
という成形に影響を与える二つの異方性がある．ここでは，塑性理論を見直し，CAE高精度化を行い，低コストな
高強度材ネットシェープ成形加工の実現を目指している．2016年度は，異方性薄板の塑性変形解析への非関連流れ
則に基づく構成式の適用の検討を進めた．ABAQUSに用いる静的陰解法用のユーザールーチン UMAT （User-defined 
material subroutine）を開発し，変形の異方性と応力の異方性を分けた高精度な板成形シミュレーションを実施した．
アルミ鋼板（A6061材）と冷間圧延鋼板（SPCE）の円筒深絞り試験を行い，ブランク耳形状の検証を行った．その
結果，非関連流れ則の場合は，位相，耳の高さともに実験とシミュレーションが比較的一致していたが，関連流れ則
の場合では，ずれがあった．今後は，新たなバルジ試験機を開発し，変形の異方性と応力の異方性それぞれについて
の材料試験法，実験による材料データの取得を進める．

飛行機ワークショップにかかる実験装置・映像教材開発
教授 大島 まり

デジタルホログラフィックPTVによる液体内部流動の可視化
教授 大島 まり

油圧式潮流発電装置（HydrauTide）の開発・改良
教授 林 昌奎

マイクロ波ドップラレーダによる工事向け航行安全監視システムの構築
教授 林 昌奎

再生医療に応用できる細胞分離法の開発
特任教授 興津 輝

Development of vascularized dermis model
教授 竹内 昌治

人工細胞膜システムに関する共同研究
教授 竹内 昌治

マイクロファイバの作製および応用に関する研究
教授 竹内 昌治

甲状腺細胞の 3次元細胞組織構築の検討
教授 竹内 昌治

車輪・レール間の摩擦状態推定法の深度化に関する研究
准教授 中野 公彦
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VI.　研究および発表論文

独立成分分析による路面不整の推定制度向上に関する研究
准教授 中野 公彦

　既知の車両モデル特性を用いて独立成分分析（以下 ICA）混合行列の逆行列を構築することによる推定精度の向上
を図る．また，実車実験による多岐走行条件での推定精度を確認し，ICAアルゴリズム改良による推定精度を確認する．

ETC2.0 プローブデータを用いた次世代 ITS 技術に関する研究
准教授 中野 公彦

　ETC2.0プローブデータを用いた技術・サービスの妥当性の検討．

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

　横転限界走行時のドライバ操作特性をドライビングシミュレータで判定する上で，自由度がどのように精度に寄与
するかを明確にする．

タブレットを用いた運転状態等の情報活用のための基礎研究
准教授 中野 公彦

自動運転における交差点行動計画
准教授 中野 公彦

　交差点を自動で安全に通過するためのアルゴリズムを構築する．

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

　CFRP複合材料は，今後，一般的な大衆車まで使用されることが期待されている．そのためには，損傷進展過程を
把握することが重要である．そこで本研究では，超音波送受信および AE計測によって，CFRP部材の損傷状態を把
握することを試みる．

AE計測技術の研究
准教授 岡部 洋二

　特殊環境下における構造材料の損傷挙動を捉えるため，損傷発生に伴って励起される AE波を，光ファイバセンサ
を用いて遠隔で正確に計測することが可能な新規高性能 AE計測システムを構築する．さらに，計測した AE波形か
ら損傷形態を診断する方法も検討する．

浮沈式生簀の挙動解析
准教授 北澤 大輔，特任研究員 （北澤研）金平 誠

　ポリエチレンパイプ内の可撓性ホースへの給排気を通して浮沈させる生簀について，重心と浮心の位置変化より生
簀の傾斜を予測する数値解析プログラムを開発した．

有明海の漁場環境改善に関する研究
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　有明海では，夏季の成層化によって，海底近傍の溶存酸素濃度が低下し，一部の食用魚介類に負の影響を及ぼして
いる．本研究では，人工的なカキ礁の設置を提案し，局所的な流れ場の変化を水槽模型実験によって明らかにした．

壁面吹き出し・吸い込み進行波による高熱伝達・低圧損制御
准教授 長谷川 洋介

フィン形状最適化計算および実験によるウエーブフィン性能向上検討
准教授 長谷川 洋介
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1．研究課題とその概要

ガスタービン冷却翼の形状最適化研究（その 2）
准教授 長谷川 洋介

自律航行無人ボートの研究
准教授 巻 俊宏

コバルトリッチクラストの賦存量調査技術の実用化
准教授 ソーントン ブレア

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

In vitro 3 次元網膜微小血管モデル系の構築
講師 松永 行子

高速・高精度なレーティングシステム
教授 合原 一幸

　スポーツやテレビゲームなどに応用されているレーティングシステムに関する数理的研究を行う．より適切な数理
モデリングにより，レーティングによる対戦結果の予測性能を向上させ，大規模な対戦データに対応できるよう，高
速なレーティング計算を目指す．

データ駆動型アプローチによる複雑系現象の数理モデルに関する共同研究
教授 合原 一幸

　生体における遺伝子ネットワークや社会システムにおける交通網やインフラ網など，ネットワーク的に記述可能な
様々な複雑現象の数理モデルを構築する．

ソーシャルビッグデータの解析に関する総合的研究
教授 佐藤 洋一

蛍光強度にもとづく油膜厚分布計測手法に関する研究
教授 佐藤 洋一

薄膜強誘電材料の電気特性に関わる研究
准教授 小林 正治

ガラスの高温下の挙動に関する研究
教授 井上 博之

硫酸系水溶液の構造解析に関する研究
教授 井上 博之

高圧制御油劣化メカニズムの解析及び不具合の予兆管理指標確立に関する研究
教授 工藤 一秋

iPS 細胞からの膵島形成および大量調製技術の確立
教授 酒井 康行
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VI.　研究および発表論文

三次元培養を用いたヒト肝病態モデルの作製
教授 酒井 康行

細胞培養向け生体内環境模倣技術の開発
教授 酒井 康行

セシウム吸着剤を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井 和之

抗酸化物質簡易分析法の研究開発
教授 石井 和之

石油軽質留分からの芳香族製造
教授 小倉 賢

炭化水素吸着特性や酸特性による新規ゼオライトの評価
教授 小倉 賢

ナノ空間内の活性点での窒素酸化物浄化の反応選択性に関する研究
教授 小倉 賢

ディーゼル排気ガス浄化SCR触媒に関する研究
教授 小倉 賢

NO分解反応に有効なゼオライトの基礎探索
教授 小倉 賢

自己修復機能を有する塗料の開発に関する基礎研究（その 2）
教授 吉江 尚子

アルミ電解コンデンサにおける品質，信頼性課題の解決
教授 吉江 尚子

自己修復ポリマーに関する研究
教授 吉江 尚子

機能性分子の設計と構造評価
准教授 北條 博彦

酸化物薄膜の構造解析
准教授 溝口 照康

第一原理計算による電池材料およびその量子ビーム測定データの解析
准教授 溝口 照康
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1．研究課題とその概要

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

シングルウォールカーボンナノチューブを用いたバイオセンサーの作製及び検証
講師 南 豪

ダイナミックインシュレーションを用いた住宅向け窓システムの開発
教授 加藤 信介

省エネルギーCO2 削減を実現するサステナブルチェーン店舗の統合的エネルギーマネジメントに関する
実証試験，新店及び既存店舗における省エネルギー運用改善，平成 28年度ゼロ・エネルギー・コンビニ
エンスストアー（ZECS）に関する研究（継続）

教授 野城 智也

自立型水回りシステムユニットの研究
教授 野城 智也

環境・省エネルギーに配慮した施設の設計・施工・運用に関するエンジニアリングの新事業・サービス
形態に関する調査研究

教授 野城 智也，特任講師 馬郡 文平，助教 （野城研）森下 有

トランザクティブ・エネルギーのフレームワークに関する基礎研究
教授 野城 智也，助教 （野城研）森下 有

　将来のエネルギーの需給・取引形態として考えられる「トランザクティブ・エネルギー」として，電力のみならず
熱を含む地域分散型のフレームワークを提案し，それがもたらすであろう多様な経済的価値を抽出することを目的と
する．

省エネルギーCO2 削減を実現するサステナブルチェーン店舗の統合的エネルギーマネジメントに関する
実証試験，新店及び既存店舗における省エネルギー運用改善，平成 28年度 ZECSに関する研究（継続）

教授 野城 智也，特任講師 馬郡 文平，助教 （野城研）森下 有

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

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

リアルタイム歩行者流動把握と人数計測
教授 柴崎 亮介

ASEANにおける防災能力強化に向けた宇宙技術・地理空間情報情報技術の統合システム構築に向けた国
際共同事業モデルの検討

教授 柴崎 亮介

人間行動計測による行動誘発方式の開発
教授 柴崎 亮介
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VI.　研究および発表論文

アジアにおける高精度測位技術利活用の研究
教授 柴崎 亮介

宇宙システムデータと地理空間情報の統合解析に関する研究
教授 柴崎 亮介

G空間情報の利活用及びインフラ整備
教授 柴崎 亮介

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

衛星観測と衛星測位システム，G空間情報の連携利用
教授 柴崎 亮介

レーザ応用技術の研究
教授 柴崎 亮介

リアルタイム駅構内人流把握システムの実現に向けた技術開発
教授 柴崎 亮介

鉄道交通に対するG空間情報の連携利用
教授 柴崎 亮介

地球規模課題の解決及び持続可能な開発目標（SDGs）における宇宙技術の戦略的活用の検討，普及，及
びデファクトスタンダード化の推進

教授 柴崎 亮介

衛星観測と衛星測位システム，G空間情報の連携
教授 柴崎 亮介

建築構造を応用した無段変速機構の研究開発
教授 川口 健一

数値流体解析の高速化に関する研究（その 3）
教授 大岡 龍三

屋外ミスト機器における暑さ評価手法の研究
教授 大岡 龍三

コンクリートのひび割れ自己治癒材料に関する研究
教授 岸 利治

コンクリート構造物に適用する漏水補修材料の止水性能評価
教授 岸 利治
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1．研究課題とその概要

硬化体の空隙構造と強度発現メカニズムの解明
教授 岸 利治

未来の研究環境に関する研究
教授 今井 公太郎

アプリログの位置情報を用いた人々の行動パターンの解析
准教授 関本 義秀

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

郊外における新しい集合住宅のあり方に関する実践的研究
准教授 川添 善行

地域素材を活用した新しい茶室のデザイン
准教授 川添 善行

久御山町の文化・歴史を観点とした現地調査
准教授 川添 善行

地域の構法・材料を活用したスマートホテルの研究・開発
准教授 川添 善行

サスティナブルインフィル企画に関する調査・研究
准教授 川添 善行

認知・経路選択の多様性に関する研究
准教授 井料 美帆

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田 博之

　MEMS技術を用いて超小型センサや環境発電デバイスを作るため，新しい材料，デバイス構造，作製プロセス等
を研究する．

MEMS技術のナノインプリントリソグラフィへの応用
教授 藤田 博之

　10ナノメートル以下の極微細パターンを高スループットかつ低価格で実現する，一括転写型のナノインプリント
リソグラフィの新方式を開発する．

可搬型診断デバイスの研究
教授 藤田 博之

　ウィルス感染の早期検出を簡便に行う安価なデバイスを開発する．

次世代リソグラフィ技術及び次世代センサの基礎検討
教授 藤田 博之

　10ナノメートル級のパターンを安価に形成できる次世代リソグラフィー技術に基づいて，従来より格段に高性能
のセンサを作るための基礎的な検討を行っている．
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VI.　研究および発表論文

集積化マイクロナノメカニカルシステムに関する研究
教授 川勝 英樹

フィルムドライブアンププリント板の開発
助教 （川勝研）小林 大

細胞懸濁液の濃縮技術の研究
教授 藤井 輝夫

次世代医療機器の研究
教授 藤井 輝夫

マイクロ流体デバイスの送液特性評価
教授 藤井 輝夫

多段微小流路構造を持つマイクロ流体デバイスの製造に関する研究
教授 藤井 輝夫

多段微小流路構造を持つマイクロ流体デバイスの量産化に関する研究
教授 藤井 輝夫

IGZOフラットパネルを用いた次世代医療機器の研究
教授 藤井 輝夫

シリコンデバイスを用いた次世代センシング技術の研究
教授 藤井 輝夫

マイクロ流体デバイスのモジュール化に関する研究
教授 藤井 輝夫

新規Kidney-on-chip の技術開発
教授 藤井 輝夫

微細構造を有する樹脂モデル作製の研究
教授 藤井 輝夫

光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉 洋

ナノフォトニクスに関する研究
教授 年吉 洋

先端デバイスの研究
教授 年吉 洋
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1．研究課題とその概要

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

微少液滴塗布システムによる超微細配線パターニングの開発
教授 金 範埈

振動型環境エネルギーMEMSハーベスタの開発
教授 金 範埈

交通ビッグデータ解析およびサービス基盤技術の研究開発
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 伊藤 正彦，特任助教 （喜連川研）横山 大作

　営業用ドライブレコーダデータの解析による新たなサービス創出．

アクセラレータを用いたデータ処理機能を提供するミドルウェア
教授 喜連川 優，大学院学生 （喜連川研）鈴木 順

　アクセラレータを用いたデータ処理を高速化するミドルウェアを開発する．

非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンを利用した社会サービスへの応用・評価
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）早水 悠登

　ビッグデータ時代の戦略的な情報活用を可能とする非順序型実行原理に基づく超高性能データベースエンジンの研
究と，当該データベースエンジンを利用した社会サービスへの応用・評価の研究を行う．

次世代センシングおよび情報基盤技術の研究
准教授 上條 俊介

時間信頼性によるETC2.0 情報提供の魅力創出業務
准教授 上條 俊介

自動車保険に関連するビッグデータの解析と応用に関する研究
准教授 豊田 正史

固体酸化物形燃料電池構成材料の長期安定性に関する研究
特任教授 横川 晴美

商用化に近いSOFCスタックの長期安定性を企業，公的研究機関，大学との連携のもと基盤的に解明し，
耐久性の向上に資にする基礎研究

特任教授 小林 由則

①新型火力発電プラントの研究②海洋エネルギーの研究
特任教授 小林 由則

筒状横縞形固体酸化物形燃料電池材料に関する研究
教授 鹿園 直毅，特任教授 横川 晴美

フィンレス熱交換器設計技術の高度化に関する研究
教授 鹿園 直毅
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VI.　研究および発表論文

固体酸化物型燃料電池セルの燃料極構造設計技術開発
教授 鹿園 直毅

表面張力式および遠心力式気液分離器に関する研究
教授 鹿園 直毅

混相流バイナリ発電技術開発
教授 鹿園 直毅

斜交波状面における熱流動解析
教授 鹿園 直毅

クロスバランス機構による無反動圧縮機に関する研究
教授 鹿園 直毅

Advanced Heat Transfer Surface Technology
教授 鹿園 直毅

気液二相流の大規模数値計算に関する研究
教授 鹿園 直毅

二次電池のモデル化シミュレーションに関する基礎研究
教授 鹿園 直毅

気液相変化を利用した熱音響に関する基礎研究
教授 鹿園 直毅

エコキュートを使った余剰電力吸収システムの検討
特任教授 岩船 由美子

高品質／高均質薄膜を実現する非真空成膜プロセスの研究開発
特任准教授 苷蔗 寂樹

HEMSアプリケーション開発の動向と評価に関する研究
特任教授 荻本 和彦

電力システムの変革と柔軟性向上を考慮した新しい電力需給計画の研究
特任教授 荻本 和彦

iDR 対応需給協調機能の組込に関する研究
特任教授 荻本 和彦

ラボデータ仮説形成手法による生活者行動推定に関する研究
特任教授 荻本 和彦
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1．研究課題とその概要

風力発電システムの系統連系対策手法の研究
特任教授 荻本 和彦

スマートハウス技術の研究
特任教授 荻本 和彦

都市圏の交通管理に関する研究
教授 大口 敬

首都圏 3環状高速道路における動的ネットワーク交通流シミュレーションモデルの研究開発
教授 大口 敬

ドライバ運転行動モデル化
教授 大口 敬

都市交通予測実現に向けた基礎研究
教授 大口 敬

勾配・曲率変化に富む幹線道路の交通安全対策に関する研究
准教授 大石 岳史

貴金属類の新熱源による化合物反応の研究
教授 前田 正史

チタン脱酸技術の開発
教授 岡部 徹

産学連携協力協定に基づくスマート社会の推進と創造に寄与する研究
教授 岡部 徹

Nd基液相内におけるNd2Fe14B の異方性成長の検討
准教授 吉川 健

SiC 溶液成長における結晶中インクルージョンの抑制
准教授 吉川 健

SiC 溶液成長時ステップフローと転位変換挙動の解析
准教授 吉川 健

室内地盤材料試験の高度化に関する研究（その 4）
教授 桑野 玲子

石炭石からつくる新素材「LIMEX」の LCAに関する研究
教授 沖 大幹

　既存の紙やプラスチック等と比較して LIMEX製品の環境影響評価を行う．
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飲料水のイノベート
教授 沖 大幹

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

都市防災の再定義と新たな展開
准教授 加藤 孝明

商業業務地区における災害様相に関する研究
准教授 加藤 孝明

競技場における警備状況調査
講師 沼田 宗純

岡山市保健医療救護計画策定に向けた防災プロセスの構築業務
講師 沼田 宗純

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．

量子ドット応用デバイス及びテラヘルツ光源デバイスの研究
教授 荒川 泰彦

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

ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究
教授 荒川 泰彦

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

量子ドットの結晶成長技術に関する研究
教授 荒川 泰彦

　半導体レーザ用の量子ドット結晶の開発．

革新的光源技術及び革新的光検出器技術成果普及活動
教授 荒川 泰彦

量子もつれを利用した量子デバイス，システムの研究開発
教授 荒川 泰彦

ナノ量子情報エレクトロニクスに関する研究
教授 荒川 泰彦

ホログラフィ技術を応用した光センシングの方式検討と光学モデリング
教授 志村 努
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1．研究課題とその概要

As 浸出機構の解明
准教授 八木 俊介

超高圧合成法を用いた電気化学触媒の開発
准教授 八木 俊介

水素顕微鏡によるPt-Ti-O 構造水素センサ評価
教授 福谷 克之

オンラインコミュニティ（フォーラム）の解析
准教授 羽田野 直道

摩擦撹拌接合によるアルミ構造部材接合法の最適化に関する研究
教授 帯川 利之

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

血管組織変性の力学的解明とモデル構築
教授 大島 まり

家畜伝染病の迅速診断チップに関する研究
教授 竹内 昌治

セラミック複合材料の損傷評価技術の研究
准教授 岡部 洋二

　セラミックス基複合材は，その損傷過程が極めて微視的な亀裂の累積となるため，従来の非破壊検査法をそのまま
適用することが困難である．そこで，非線形超音波法を用い，マクロな材料非線形性の変化を捉えることで，累積損
傷を評価することを試みる．

池田湖の数値解析による底層水質改善方策の検討
准教授 北澤 大輔

　池田湖では，気温上昇に伴う全循環の欠損により，底層が貧酸素化している．本研究では，池田湖の流れ場・生態
系結合数値モデルを開発し，過去 40年間の水質変動を再現するとともに，湖内の循環促進による水質改善効果を予
測した．

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

教授 松浦 幹太

　Developing advanced techniques for security evaluation relevant for design of lightweight cryptographic techniques and secu-
rity evaluation of the particular ones．

シーケンスデータからの免疫レパトア解析手法の開発
准教授 小林 徹也

Joint study on Material development and process integration for ultralow power field-effect-transistor 
with  ferroelectric gate  insulator （日本語名「強誘電体ゲート絶縁膜を有する超低電圧動作電界効果トラ
ンジスタの実現に向けた材料開発とプロセス開発に関する共同研究」）

准教授 小林 正治
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新機能性ナノファイバー素材の開発
教授 石井 和之

放射性核種の環境放出を伴う原子力発電所事故における公衆の線量評価手法の構築に関する研究
教授 加藤 信介

住宅基本情報と住宅環境情報の相互分析による住生活サービスの開発に関する研究
教授 野城 智也

コンクリートのひび割れ自己治癒材料に関する研究
教授 岸 利治

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

マイクロ流体デバイス製作のための厚膜成型技術の確立
教授 藤井 輝夫

ナノレベルの解析手法を用いた遺伝子の機能解析
教授 藤井 輝夫

フロー式海洋環境計測システムの高度化に関する研究開発
教授 藤井 輝夫

非順序型実行原理に基づく超高速動的スケーラブルデータベースエンジンの研究
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）早水 悠登

非順序型データベースエンジンを核とする超省エネルギー型ビッグデータ基盤に関する研究
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）早水 悠登

低品位炭乾燥基礎試験
特任教授 小林 由則

固体酸化物エネルギー変換デバイス（SOFC-SOEC）の革新技術に関する研究
教授 鹿園 直毅

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

特任助教 （須田研）杉町 敏之

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

高効率エネルギーハ―ベスティング回路にかんする研究
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真
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細粒度プロセッサ内臓電源（IVR）の研究
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真

量子ドット型赤外線検出器に関する研究
教授 荒川 泰彦

　高感度量子ドット型赤外線検出器の実現を図る．

2.  公的資金（文科省科研費以外：民間等との共同研究として受入）

水中構造物内部状況の画像化点検技術に関する研究
教授 浅田 昭

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

C.  受託研究

1.  受託研究：一般

結晶異方性靭性値の理論導出
准教授 梅野 宜崇

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

准教授 梅野 宜崇

高機能樹脂の低温レーザー焼結に関わる試験研究
教授 新野 俊樹

自動車排ガスの in vitro 曝露手法に関する調査
教授 酒井 康行

排水・湿潤連続養生の適用拡大に関する研究
教授 岸 利治

親水性処理フィルムの特性評価
教授 藤井 輝夫

ヒト iPS細胞由来運動神経の酸化ストレス傷害に対するエダラボンの作用検討
教授 藤井 輝夫

高効率火力発電等の技術開発動向および政策・制度に関する研究
教授 鹿園 直毅，研究顧問 （鹿園研）金子 祥三

柏市における生活活動情報提供システムの利活用
教授 大口 敬，准教授 坂井 康一，特任准教授 小野 晋太郎

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

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

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

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

2.  受託研究：政府系・独法

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム） マイクロ秒分
解能・液体界面現象モニターの開発

教授 酒井 啓司

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　エネルギー・環境新技術先導プログラム／量子ダイナミ
クス理論に基づく革新的省エネルギー水素社会実現の研究開発

教授 福谷 克之

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

教授 福谷 克之

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

教授 吉川 暢宏

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

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

教授 吉川 暢宏

革新的新構造材料等研究開発（大項目），計測解析評価研究（中項目），ミクロスケール強度規準に基づ
く熱可塑性CFRP部材の製造プロセス最適化基盤技術開発（小項目）

教授 吉川 暢宏

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）ファンデルワールス超格子の作製と光
機能素子の実現

准教授 町田 友樹

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）（革新的構造材料）・耐環境セ
ラミックスコーティングの構造最適化及び信頼性向上／EBCの熱機械的負荷損傷シミュレーション

准教授 梅野 宜崇
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（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）構造用樹脂材料と複合材料の強
靭化のためのボトムアップ型マルチスケール解析

准教授 梅野 宜崇

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業（産学共創基礎基盤研究プログラム）「鋼材／潤滑油」界
面における機能性ヘテロナノ構造制御に基づく転動疲労高特性化のための指導原理の確立

准教授 梅野 宜崇

（国研）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（J-RAPID）熊本地震による阿蘇火山性堆
積土の大変形挙動に起因する被害メカニズムの解明

准教授 清田 隆

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　次世代構造部材創製・加工技術開発　研究開発項目③ -2 
「航空機用難削材高速切削加工技術開発（第二期）」

教授 帯川 利之

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

教授 浅田 昭

宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団 平成 28 年度伊豆沼・内沼水生生物 3次元分布調査業務
教授 浅田 昭

　伊豆沼・内沼で水生生物（魚貝類等）3次元分布 2周波音響カメラ（ARIS:Adaptive Resolution Imaging Sonar）等を
用いて水生生物生息状況調査・計測を行う．また調査範囲の環境データ（水深・底質等）の計測を行い，得られた水
生生物の 3次元分布情報について，水環境の特性との関連性を考察する．

松花江（佳木斯地区）試掘事業における水中金属物探査に係る要素技術の国内確認試験業務
教授 浅田 昭

　日中共同声明と日中平和友好条約に基づき，人道的支援として内閣府が中華人民共和国において実施している遺棄
化学兵器の再処理無害化事業のうち，黒龍江省佳木斯市の松花江（佳木斯地区）試掘事業を対象とし，地域住民の健
康と作業者の安全確保に十分留意し，水中金属物探査の効率化を図るため，磁気探査及び音響探査の要素技術の試掘
事業への適合性を確認して，作業者に分かりいやすい探査作業基準案を構築する目的で国内試験を実施する．

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

特任教授 堤 敦司

水素利用等先導研究開発事業／高効率水素製造技術の研究／次世代水素製造システムの研究
特任教授 堤 敦司

エクセルギー解析に基づく触媒プロセス，操作条件の提案
特任教授 堤 敦司

CACCの受容性評価と隊列走行システムのHMI に関する研究
教授 須田 義大

シェアードコントロール時の運転者挙動に関する研究
教授 須田 義大
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「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・自動走行システム」自動走行システムの実現に向けた諸
課題とその解決の方向性に関する調査・検討における自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた
社会面・産業面の分析に関する調査

教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 坂井 康一，准教授 中野 公彦，准教授 大石 岳史， 
特任准教授 小野 晋太郎，助教 （須田研）平沢 隆之，特任助教 （須田研）杉町 敏之，助教 （中野研）貝塚 勉

　近年，自動走行システムについては，世界各国の自動車メーカーの他，IT系企業などの新興企業も積極的に開発
に取り組むなど，世界的に関心が高まってきている．今後，自動走行システムの高度化及び普及展開を推進していく
ためには，日本国内外における社会的・産業的な影響や変化に伴うリスクを明確化し，どのように対処していくのか，
長期的な視点でシナリオを策定し，自動走行システムに対する国民の更なる理解を図ることが必要である．本業務で
は，社会・産業に対するインパクトの明確化及び中長期シナリオ策定に向けた基礎検討，及び産学官が連携したオー
プンな検討体制の構築を行うことを目的とする．

先進モビリティの柏フィールド実証実験に関する研究
教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 坂井 康一，特任准教授 小野 晋太郎，准教授 中野 公彦， 

准教授 大石 岳史，助教 （須田研）平沢 隆之，特任助教 （須田研）杉町 敏之

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

教授 柳本 潤

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

平塚市　波力発電関連分野での新産業創出促進事業委託
教授 林 昌奎

（国研）日本医療研究開発機構　再生医療実用化研究事業　幹細胞パッケージングを用いた臓器再生技術
と新規移植医療の開発

特任教授 興津 輝

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

教授 新野 俊樹

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

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）ゲノムサイズDNAのハイスルー
プット導入法

教授 竹内 昌治

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ACCEL （イノベーション指向のマネジメントによ
る先端研究の加速・深化プログラム））バイオハイブリッド細胞センサーの開発とその応用展開

教授 竹内 昌治
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インスリン投与量を決定可能な連続グルコース計測システム
教授 竹内 昌治

分化・成熟過程の人為的制御による再構築腎臓組織への機能賦与
教授 竹内 昌治

次世代構造部材創製・加工技術開発／次世代複合材及び軽金属構造部材創製・加工技術開発（第二期）
／SHM実用化・超音波ラム波を用いたSHM技術

准教授 岡部 洋二

　航空機用複合材料構造の健全性をリアルタイムでモニタリングするシステムの実用化を目指す．特に，超音波ラム
波の送受信による診断システムの構築のため，ラム波の伝播挙動を正確にシミュレーションできる数値解析モデルを
検討する．

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP））折紙工法
ハニカムコアパネルの量産化技術開発

助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

　軽量かつ高剛性・高強度を実現できるハニカムコアは航空宇宙分野を初めとして様々な製品に利用されているが，
切削，曲げ加工が困難で曲面や厚みの変化するパネルの製造が困難な欠点がある．本課題では折紙の幾何学を用いて
1枚のシートから任意断面のハニカム構造を立体化する折紙工法に基づき，特殊形状ハニカムを直接製造する新しい
製造プロセスの構築を目指す．

海洋エネルギー技術研究開発／次世代海洋エネルギー発電技術研究開発／リニア式波力発電
准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）黒崎 明，シニア協力員 （北澤研）髙川 真一， 

シニア協力員 （北澤研）川口 隆

　リニア式波力発電について，不規則波中の発電効率の向上，および実海域での設置に関わるコンセプトの検討を行った．

（一社）マリノフォーラム 21　平成 28 年度環境 IT 技術を活用した新たな養殖技術開発事業
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，特任研究員 （北澤研）張 俊波，大学院学生 （北澤研）中島 浩隆， 

シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　環境モニタリングデータを参照して，魚を適切な深度で飼育するための可変深度型生簀を提案し，水槽模型実験に
よって可変深度型生簀の安全性を調べるとともに，汎用的な設計ツールである数値解析モデルを開発した．

岩手県　海洋再生可能エネルギー実証フィールド漁業協調調査
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　海洋再生可能エネルギー実証フィールドを実現するためには，漁業との協調が必要不可欠である．本研究では，漁
業者との協調の場で使用することを想定して，発電ブイの挙動を視覚的に明らかにするとともに，水中カメラによる
魚種判別技術の基礎的検討を行った．

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）） 
乱流中におけるスカラー源探索アルゴリズム最適化のためのビックデータ数値実験室

准教授 長谷川 洋介

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

准教授 梶原 優介

次世代人工知能・ロボット中核技術開発／（革新的ロボット要素技術分野）UAV向け環境認識・経路生
成／イメージセンサーを用いた環境認識処理の高速飛行体への適用

准教授 巻 俊宏
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（国研）海洋研究開発機構　SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）／次世代海洋資源調査技術　ケー
ブル式観測システムの開発に関する現場型分析システム開発

准教授 ソーントン ブレア

福島県沿岸海域における放射性核種の蓄積状況等に関する調査
准教授 ソーントン ブレア，特任研究員 （ソーントン研）長野 和則，特任研究員 （ソーントン研）杉松 治美

　福島県・宮城県・茨城県の海域において，曳航式放射線質計測装置を用いて海底土の放射能濃度を連続計測により
取得したデータおよびデータ解析の成果に基づき，局所的に放射性物質が高濃度の海域（アノマリ）における放射性
物質の量を計測し，放射性物質の移動あるいは滞留状況を明らかにする．

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

講師 松永 行子

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ERATO）生体調和を維持できる回路設計
教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）マーフズル イスラム

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　IoT 社会の実現に向けた電子・情報分野事業の周辺技術・
関連課題における小規模研究開発／IoT ノード間配電・通信インフラを構築する炭素配線シートシステム
技術の研究開発

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）マーフズル イスラム

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　IoT 推進のための横断技術開発プロジェクト／トリリオ
ンノード・エンジンの研究開発

教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，助教 （桜井研）マーフズル イスラム

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

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

構成要素の多様性が変化する系の数学理論構築と細菌群衆の関わる疾患制御への応用
派遣研究員 （合原研）中岡 慎治

　構成要素の多様性が変化する系は，腸内にいる細菌をはじめ，様々な生命現象でみられる．腸炎など腸内細菌の多
様性変化と関連する疾患が数多くしられているが，細菌の多様性減少と発症の関連性解明はこれからの課題である．
本研究では，多様性変化のダイナミクスを記述した方程式を構築して計算機シミュレーションを実施することで，疾
患を誘発するメカニズムの解明を目指す．

低炭素社会を実現する次世代パワーエレクトロニクスプロジェクト／研究開発項目①（10）新世代 Si パ
ワーデバイス技術開発／新世代Si-IGBT と応用基本技術の研究開発

教授 平本 俊郎，教授 桜井 貴康，准教授 高宮 真，准教授 小林 正治，助手 （平本研）更屋 拓哉， 
助教 （桜井研）マーフズル イスラム

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

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　IoT 推進のための横断技術開発プロジェクト／超低消費
電力データ収集システムの研究開発

教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治

　IoT時代の ULPセンサモジュールに向けて，超低消費電力動作の不揮発性メモリの研究開発を行うことを目的と
する．

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

教授 佐藤 洋一

（国研）科学技術振興機構　戦略的国際共同プログラム（SICORP）多様なカメラを活用した群衆行動の
変化検出

教授 佐藤 洋一

　本研究では，防犯カメラやウェアラブルカメラなどの多様なカメラから得られる大量の映像データから人々の行動
のモデルを獲得するための基盤技術を開発する．具体的には，複数の長時間映像中に記録された人やイベントの関連
付け問題が行動モデリングにおいて特に重要となることを踏まえ，複数の多様な映像中から 1）特定人物の追跡，2）
繰り返し起こるイベントの発見，3）人の活動において重要な意味を持つ場所の発見，さらに，これらの技術を活用
することにより 4）群衆の変化検出，5）大量映像の閲覧支援のための技術を開発する．これらの技術が実現するこ
とにより，防犯や災害対策などの社会的要請の高い課題の解決に向けて，近年急速に普及が進む防犯カメラやウェア
ラブルカメラなどの利活用が加速されることが期待される．

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

准教授 河野 崇

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）ポアンカレインターフェースのためのフォ
トニックナノ構造技術の開発

准教授 岩本 敏

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）増殖系に内在する変分構造とその増殖
制御問題への応用

准教授 小林 徹也

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

准教授 小林 正治

医用知能情報システム基盤の研究開発
特任准教授 合田 和生

　施設横断的な診療ビッグデータに対して，患者の病状特性に合致する複雑な条件を高速に検索する手法を開発する．

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）ガラスの分相によるガラス固化
体溶解技術のフィージビリティー検討

教授 井上 博之

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

教授 藤岡 洋
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大阪大学　平成 28年度未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業（高品
質GaN基板を用いた超高効率GaNパワー・光デバイスの技術開発とその実証）委託業務

教授 藤岡 洋

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

助教 （藤岡研）太田 実雄

革新的排気低減技術研究　革新的NOx低減触媒研究での新ゼオライトの特性向上，シミュレーションモ
デルの構築および次世代ゼオライト創製シーズ探索

教授 小倉 賢

情報科学手法を利用した界面の構造機能相関の解明
准教授 溝口 照康

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）高反応性鉄錯体の開発と触媒反応への
応用・反応機構解析

准教授 砂田 祐輔

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

特任教授 谷口 維紹

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

教授 柴崎 亮介

平成 28年度国土数値情報（バスルート等）の新たな作成手法検討業務
教授 柴崎 亮介

貧困層を中心とする複数感染症の一括・同時診断技術開発のアフリカ拠点整備とその技術を用いた多種
感染症の広域監視網と統合的感染症対策基盤の構築（人工衛星画像を用いた住民登録システムの拡充）

教授 柴崎 亮介

再生可能エネルギー熱利用技術開発／地中熱利用トータルシステムの高効率化技術開発及び規格化／再
生可能熱エネルギー利用のための水循環・分散型ヒートポンプシステムの開発

教授 大岡 龍三

岩国市　錦帯橋保存管理事業 錦帯橋経年変化ほか調査
教授 腰原 幹雄

錦帯橋架替調査業務
教授 腰原 幹雄

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）災害時の様々なシナリオに応じた人や
車両の分布状況の把握とデータ同化による短時間予測

准教授 関本 義秀



161

1．研究課題とその概要

ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発 課題 A ソーシャル・ビッグデータ利活用アプリ
ケーションの研究開発

准教授 関本 義秀

　地方自治体等の公用車など，公共性かつ稼働の高い “はたらく車 ”のデータを，都市経営基盤の維持管理等の高度
化，各種課題解決に利用する為のデータ収集・蓄積の仕組みを作り，データの利活用モデルの構築を目的とする．

ソーシャル・ビッグデータ利活用・基盤技術の研究開発 課題D 地域・社会課題解決のための異分野ソー
シャル・ビッグデータの横断的利活用による近未来予測技術に関する研究開発

准教授 関本 義秀

　本研究は，予算や人材が不足しがちな近年の地方自治体の状況下で，地域で市民と協働し地域の創生を導いていく
ために，千葉市と全面的に連携して，「ちばレポ」をベースにしつつもさらに機械学習，IoTや最適資源配分等の機
能を組込んだオープンソースベースの次世代型の市民協働プラットフォームを開発し，全国の地方自治体に展開を目
指す．

現場の知，市民の知を有機的に組み込んだ次世代型市民協働プラットフォームの開発
准教授 関本 義秀，准教授 長井 宏平，講師 本間 裕大

　地域のまちづくりについて市民理解・参加が叫ばれて久しく，千葉市が運用を開始した市民協働型プラットフォー
ムのちばレポなどが代表格であるが，中小規模の自治体などの少ない行政リソース上での展開には，技術的な工夫や
全国規模で展開支援が必要である．本研究では，千葉市と全面的に連携して，全国の地方自治体に展開可能なように，
オープンソースベースのプラットフォームを開発して市民の知を取り入れつつ，機械学習，IoTや最適化の機能を組
込み，行政の現場の知をスマートに組込み，次世代型の市民協働プラットフォームを開発する．

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

准教授 関本 義秀

（国研）宇宙航空研究開発機構　SAFEプロトタイピング（農業森林分野）に関する研究
准教授 竹内 渉

　1．データセット配信サイト（SAFE農業森林分野）の運営　環太平洋アジア地域・国の地球環境に関連する行政
機関，研究者及び大学等機関等（以下，「現地機関」という）に対し，SAFEの認知向上と利用促進を図るため，農業・
森林管理に資する土地利用・土地被覆変化，干ばつ情報などの衛星データ配信システムの構築・運営，および収量予
測に資する稲作監視システムに係る衛星プロダクトを構築する．運営においては，1. 2項で定義するプロトタイピン
グで必要となるデータセットを中心とし，上記の地球観測衛星の観測データと現地観測データとの検証作業も合わせ
て実施する．2．プロトタイピングの実施　SAFEワークショップで承認された農業森林分野の案件について，現地
機関のニーズを考慮した最適な高次プロダクトを設定・開発する．また現地機関に対して利用・運用の技術面におけ
る支援，教育等を実施する．本年度は以下を対象地域・国とする．適用する高次プロダクトについては現地機関との
調整をもって決定すること．また，プロトタイピングに必要なトレーニングの実施や教材など，必要となる調整と準
備，および実施を適宜行う．マレーシア，インドネシア APRSAF参加国，及び環太平洋・アジアに所在する地域・
国　3．連絡調整と成果の利用拡大　高次プロダクトの開発や新規プロトタイピングの検討・提案支援など，プロト
タイピングの実施において必要となる打合せ・会議・講義の設定を含む連絡調整は現地機関，および関係機関と適宜
実施する．プロトタイピング期間中，または終了後に現地機関が自国関係省庁等の関係者を集めて開催するステーク
ホルダーミーティングの開催，およびその準備について，主に技術面で機構を支援するとともに，現地機関がプロト
タイピングによる成果を自主運営する際に，これをトレーニングの実施，教育などの技術面での支援を実施する．ま
た，プロトタイピングで得た成果・知見を APRSAF参加国，環太平洋アジア地域・国，及び機構が指定する関係国・
機関に対して，情報共有を行うなど，機構と協力しながら利用拡大を図る．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）メソスケールトレーサーモデルの開発
准教授 芳村 圭

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



162

VI.　研究および発表論文

日本域陸面水文量モデルシステムの開発および全球モデルへの適用検討
准教授 芳村 圭

　全球における水文量をリアルタイムに予測するために JAXA EORCで現在運用中の全球陸面シミュレーションシス
テム（Yesterday’s Earth at EORC （YEE））の改良及び高解像度化に向けて，1km解像度の日本域陸面水文量モデルシ
ステムを検討し，過去の災害イベント等での評価を実施する．

環境省環境研究総合推進費（S-12） SLCPの環境影響評価と削減パスの探索による気候変動対策の推進
研究・統合運用システムの構築

准教授 芳村 圭

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

（独）日本学術振興会　バイオ融合マイクロ・ナノメカトロニクス国際研究拠点
教授 川勝 英樹

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）時間情報コードの解析のためのマイク
ロ流体デバイスの開発

教授 藤井 輝夫

SIP 戦略的イノベーション創造プログラム「次世代海洋資源調査技術」潜頭性熱水鉱床の規模・品位探
査に資する物理化学・生物観測技術の創出

教授 藤井 輝夫

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

教授 年吉 洋

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）エレクトレットMEMS振動・トライボ
発電

教授 年吉 洋

IoT 推進のための横断技術開発プロジェクト／超高効率データ抽出機能を有する学習型スマートセンシン
グシステムの研究開発／出力 500 μWのための高効率振動発電素子の開発

教授 年吉 洋

（国研）国立国際医療研究センター 国際医療研究開発事業 国際医療研究開発事業 マイクロニードルパッ
チを用いた口腔粘膜炎の新しい治療法に関する研究

教授 金 範埈

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT） SIP（戦略的イノベーション創造
プログラム）・インフラ維持管理・更新・マネジメント技術／インフラ予防保全のための大規模センサ情
報統合に基づく路面・橋梁スクリーニング技術の研究開発と社会実装

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

　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．

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）超高速動的スケーラブルデータ
ベースエンジンの基盤技術の研究開発

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）早水 悠登， 
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特任研究員 （喜連川研）山田 浩之，特任研究員 （喜連川研）佐々木 秀樹，大学院学生 （喜連川研）奥野 晃裕

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　IoT 推進のための横断技術開発プロジェクト／先進 IoT
サービスを実現する革新的超省エネルギー型ビッグデータ基盤の研究開発

教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）早水 悠登，特任研究員 （喜連川研）川道 亮治， 
特任研究員 （喜連川研）山岸 正

SS-MIX2 を基礎とした大規模診療データの収集と利活用に関する研究
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

（国研）科学技術振興機構　研究成果展開事業（研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP））社会基盤
ビッグデータの統合利活用プラットフォームソフトウェアの開発

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生

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，科学的あるいは行政的なニーズを満たす各種ツールを開発しワークベンチに実装して
システムを強化した．また，ワークベンチをプロトタイプから実運用に移行させる作業を進めた．

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO） G27 － 86  エネルギー・環境新技術先導プログラム　
革新的な省エネルギー型データベース問合せコンパイラの研究開発

教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生，特任助教 （喜連川研）早水 悠登，特任研究員 （喜連川研）川道 亮治

厚生労働科学研究，政策科学総合研究事業，「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

臨床研究等 ICT基盤構築・人工知能実装研究事業，「エビデンスの飛躍的創出を可能とする超高速・超学
際次世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究」

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生

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

准教授 豊田 正史

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ALCA（先端的低炭素化技術開発））熱源の温度変
化に対応したトリラテラルサイクル蒸気機関の開発

教授 鹿園 直毅

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　固体酸化物形燃料電池等実用化推進技術開発／固体酸化
物形燃料電池の耐久性迅速評価方法に関する基礎研究

教授 鹿園 直毅，特任教授 横川 晴美

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

教授 鹿園 直毅，准教授 長谷川 洋介
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ゼロエミッション石炭火力技術開発プロジェクト／低品位炭利用促進事業／低品位炭利用促進技術開発
／低品位炭自然発熱の評価基準確立に関する研究開発

教授 鹿園 直毅，特任教授 小林 由則

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

H28 文部科学省 - 科学技術試験研究委託事業（ポスト京）「革新的クリーンエネルギーシステムの実用化」
教授 （東大）吉村 忍，教授 鹿園 直毅，准教授 長谷川 洋介

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

特任教授 岩船 由美子

平成 28年度家庭CO2 統計分析業務
特任教授 岩船 由美子

　環境省事業による委託費．

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

特任准教授 苷蔗 寂樹

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

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

特任教授 荻本 和彦

複合的低炭素技術による地球温暖化対策実施効果把握
特任教授 荻本 和彦

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　電力系統出力変動対応技術研究開発事業 電力系統出力変
動対応技術研究開発事業　再生可能エネルギー連系拡大対策高度化

特任教授 荻本 和彦

スマートハウスリスクマネジメント調査検討
特任教授 荻本 和彦

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

環状高速道路の交通施策評価のための仮想実験技術に関する研究
教授 大口 敬，教授 須田 義大，准教授 坂井 康一，准教授 中野 公彦，准教授 大石 岳史， 

特任准教授 小野 晋太郎，助教 （大口研）和田 健太郎，助教 （須田研）平沢 隆之，助教 （中野研）貝塚 勉， 
特任助教 （須田研）杉町 敏之，特任助教 （中野研）鄭 仁成

　高速道路ネットワークの整備が進む中，道路を賢く使うには，情報提供等により需要を平準化する等，ITS技術を
活用した運用施策が必要である．これらの運用施策の検討には，施策実施時の交通状況への影響を予測して，施策の
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要件およびシナリオ等の妥当性を検証することが不可欠であり，実施例のない施策の場合，ドライビングシミュレー
タ（DS）等の仮想実験環境を用いて検証する必要がある．しかし，交通が錯綜する場面や，車内外からの多量な情
報提供に対する運転者の判断・挙動を正確に計測するための仮想実験手法・実験環境構築手法は確立されていない．
このため，DSに関する機械工学的知見，交通現象を再現するためのモデルや交通シミュレーションに関する交通工
学的知見，挙動等の適切な計測や施策の受容性を高める運転環境設定等に関する人間工学的知見等に基づく技術開発
が必要となっている．本研究では，道路ネットワークの機能を最大限に利用するための運用施策の実現に向けて，
ITS技術を活用した施策の評価手法に関して，施策の事前評価に用いることができる仮想実験技術の開発を目的とし
て研究を行う．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）熱フォノニクスの学理創出と高効率熱
電変換への応用

准教授 野村 政宏

高濃度不純物を含有した銅アノードの電解精製に向けた基礎研究
教授 前田 正史

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（地球規模課題対応国際科学技術協力プログ
ラム（SATREPS））ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築

教授 目黒 公郎

ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築プロジェクト
教授 目黒 公郎

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

教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 郷右近 英臣

（国研）科学技術振興機構　戦略的国際科学技術協力推進事業（J-RAPID） 2015 年ネパール・グルカ地震
の被害実態に基づく被災地の脆弱性評価

教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 郷右近 英臣

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）流域水質シミュレータの開発
教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭，准教授 （福島県立医科大）村上 道夫，教授 （筑波大）末木 啓介

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

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（地球規模課題対応国際科学技術協力プログ
ラム（SATREPS））研究題目 1：社会実装に向けた適応策ポートフォリオとマニュアル開発，研究題目 2：
気象水文基盤情報システム開発構築

教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭，准教授 沖 一雄，特任講師 木口 雅司

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



166

VI.　研究および発表論文

（独）国際協力機構　地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）タイ国における統合
的な気候変動適応戦略の共創推進に関する研究

教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭，准教授 沖 一雄，特任講師 木口 雅司

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

環境省　環境研究総合推進費 全体の総括と総合的戦略評価
教授 沖 大幹

　本プロジェクトは，緩和策と適応策との統合的実施によって復元力に富み，持続可能な社会を構築しようとする施
策を国内外で実施するにあたり，投入可能な経済的，人的，制度的資源が限られている条件下で，緩和策，適応策に，
どのように取り組むことが最も効果的，かつ効率的であるかに関する定量的基礎資料を整備し，リスクマネジメント
としての気候変動対策の適切な計画立案に貢献する．その中で，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
小限に抱え込んでいく総合的な戦略が必要である．テーマ 1では戦略課題全体の総括として，テーマ間の研究調整，
連携の促進，並びに，課題全体の進行管理の役割を担い，各テーマの成果を統合し，世界，各国，日本，地方自治体，
個人としてどのように，緩和策と適応策のバランスをとりつつ気候変動対策に取り組むのが効果的であり，効率的で
あるかを様々な指標に照らして多面的に評価する．

平成 28年度環境研究総合推進費（クリティカルな気候変動リスクの分析に関する研究）による研究委託
業務

教授 沖 大幹

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

（国研）宇宙航空研究開発機構　Extended Validation Strategy for Satellite Precipitation Retrieval Con-
sidering Physical Conditions of Land Atmosphere

助教 （沖（大）研）金 炯俊

　本研究は大気・陸面状態マスクの作成と大気・陸面状態を考慮した衛星降水プロダクトの検証および陸域水文シミュ
レーションへの応用可能性の検討を目的とする．具体的には，（1）大気・陸面状態により降水を分類するマスクデー
タの作成を行い，（2）降水を大気・陸面状態により分類する．さらに（3）大気・陸面状態を考慮した衛星降水プロ
ダクトの検証を行う．また，（4）陸域水文シミュレーションの外力データとしての衛星降水プロダクトの有効性の検
討を行う．

草加市　草加市地震被害想定に対応するための実効性のある地域防災計画の策定の研究
准教授 加藤 孝明

総務省　消防庁　消防防災科学技術研究推進制度 市街地における大規模人間行動シミュレーションによ
る災害時に発生し得る極端現象の解明とその対処の検討

准教授 加藤 孝明

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）（インフラ維持管理・更新・マ
ネジメント技術）／インフラアセットマネジメントの戦略的国際展開

准教授 長井 宏平

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　高輝度・高効率次世代レーザー技術開発／次々世代加工
に向けた新規光源・要素技術開発／高効率・高出力量子ドットレーザーの研究開発

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

教授 平川 一彦

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

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

教授 志村 努

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）局在プラズモン制御による光駆動ナノ
モーター創出

助教 （志村研）田中 嘉人

　局在プラズモンにより金属ナノ構造体に作用する光放射圧を増強・制御することにより，回折限界を越えるナノ空
間力分布を自由にデザインし，ナノマシンの様々な運動を駆動するプラズモニックナノモーターを世界に先駆けて創
出する．力分布を光操作して様々な運動を動的に制御する新奇光技術を実現する．また，局在プラズモンの高感度セ
ンシング機能を活かして，他にはないユニークな環境応答型ナノモーターへと展開する．

総務省　東北総合通信局　戦略的情報通信研究開発推進事業（地域 ICT振興型研究開発）準静電界セン
シングによる路面状態推定技術を利用した交通問題対策の研究開発

特任准教授 滝口 清昭

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ALCA （先端的低炭素化技術開発））フレームワー
ク構造体正極活物質の開発

准教授 八木 俊介

ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築
都市基盤安全工学国際研究センター（ICUS）

3.  受託研究：文部科学省

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

特別教授 （九州工業大）浦 環，教授 浅田 昭，特任助教 水野 勝紀，特任研究員 （浅田研）杉松 治美， 
特任教授 飯笹 幸吉，特任研究員 （浅田研）永橋 賢司，特任研究員 （浅田研）片瀬 冬樹， 

特任研究員 （浅田研）小島 光博

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

文部科学省 平成 28 年度科学技術試験研究委託事業「近未来型ものづくりを革新的設計・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長・教授 加藤 千幸，教授 吉川 暢宏，特任教授 畑田 敏夫， 
助手 （加藤（千）研）西村勝彦，特任研究員 吉廣 保，特任研究員 郭 陽，特任研究員 鵜沢 憲， 

特任研究員 （吉川（暢）研）小笠原 朋隆，特任研究員 （吉川（暢）研）呉 奇，教授 （九州大）小野 謙二， 
教授 （神戸大）坪倉 誠，教授 （山梨大）岡澤 重信，教授 （東大）奥田 洋司， 

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， 
准教授 （東北大）河合 宗司，講師 （東京理科大）立川 智章，講師 （東大）橋本 学， 
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VI.　研究および発表論文

研究員 （（国研）理化学研究所）飯塚 幹夫

　ものづくり上流における製品コンセプトや技術コンセプトの創造力，および，創造したコンセプトを具現化する設
計力を抜本的に強化するとともに，信頼性と経済性に優れた製品化を可能にするために，最先端のスパコンの能力を
最大限に引き出せるアプリケーションソフトウェア群と，それらを統合して，製品の設計や製造を支援する，超高速
シミュレーションシステムを開発し，戦力化することを目的とする。本格実施フェーズの初年度にあたる平成 28年
度は，調査研究・準備研究フェーズに実施した，研究開発計画，研究開発体制，人材登用・育成計画等に関わるサブ
課題実施内容，ならびに，全体としての実施内容についてのフィージビリティスタディ結果に基づき，コアとなる要
素技術等を中心とした研究開発を実施した．

エネルギーモビリティマネジメントシステムの研究開発
教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 中野 公彦，准教授 大石 岳史，准教授 坂井 康一，特任准教授 小野 晋太郎，
特任助教 （須田研）杉町 敏之，助教 （中野研）貝塚 勉，特任助教 （中野研）鄭 仁成，教授 （東北大）長谷川 史彦，
教授 （東北大）鈴木 高宏，准教授 （東北大）大野 一則，准教授 （東北大）西沢 真裕，准教授 （東北大）山邉 茂之

海洋鉱物資源広域探査システム開発：コバルトリッチクラストの賦存量調査技術の実用化
准教授 ソーントン ブレア，特別教授 （九州工業大）浦 環

　現代産業に欠かせないコバルトや白金を含むコバルトリッチクラストは，日本近海の深海底に賦存している．この
貴重な深海底鉱物資源を，我が国の経済活動に利用可能にするためには，その正確な賦存量を計測できる技術の実現
が求められる．このため，先行課題において開発し，資源探査における実用性・有効性が確かめられたコバルトリッ
チクラストの賦存量の高精度現場計測技術を実用化し，活用を図るため，開発した計測装置類を ROV及び AUVに
搭載して賦存量を計測できるトータルシステムとして技術を高度化する．そして，注目される海山において計測調査
を実施し，賦存量を推定する運用法を確立するとともに，計測技術を普及させて民間への技術移転に向けた取組を進
める．機器類を搭載したボットムスキマープローブ（BSP）を実海域で展開して改良を加え，使える BSP運用シス
テムを構築し，フロア計測課題の合成開口グループが開発する BSP開発と連携させて研究展開する．ROV及び
AUV/BSPの組合せ運用により，コバルトリッチクラストの分布を広域にわたり高精度に計測し，賦存量を定量的に
推定できる技術を実用化する．

海洋鉱物資源広域探査システム開発：レーザー誘起破壊分光法による深海底現場成分分析技術
准教授 ソーントン ブレア，教授 （京都大）作花 哲夫，研究員 （海洋研究開発機構）野崎 達生

　日本近海の深海底に賦存している海底熱水鉱床は，将来的に我々が利用できる資源として期待が高まっている．し
かし，限られたシップタイムと船の運用コストがボトルネックである海洋調査では，資源量及び品質評価の精度に対
する調査コストを考慮する必要があり，短時間で資源量及び品質に関する情報を効率的に調査できる技術が求められ
ている．本研究では，先行研究で開発したレーザー誘起破壊分光法（LIBS）を用いた海底でのリアルタイム多元素
分析技術を応用して，海底熱水鉱床の実用的な調査方法を確立する．このため，従来サンプリングでしか知る事がで
きなかった鉱物の化学成分情報をより効率的に調査するため，無人探査機に搭載して鉱物に含有する金属成分をその
場で分析できる実用調査システムを開発する．これによって，サンプリングによる点的な情報を補間し，リアルタイ
ムな判断を可能とすることによって，資源評価の最終的な信頼性と精度を向上させる．本技術は，フロア計測課題の
中で，唯一，海底の化学成分を分析する課題である．他の課題と連携し，海底の詳細地形や画像マッピングと併せて
行うことによって，鉱物の調査の効率化に貢献する．また，他研究機関や民間企業と共同で実海域調査を実施し，そ
の経験と計測するデータの品質を考慮した装置の運用プロトコル及びデータ解析プロトコルを構築して技術移転を可
能とする．

地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム基幹アプリケーション FS （リアルタイム降雨・降雪
モニタリングに基づく高速道路の交通規制予報サービスの実現可能性調査）

教授 柴崎 亮介

グローバル学び・成長を実現する社会課題解決型宇宙人材育成プログラム
教授 柴崎 亮介

H28 宇宙航空科学技術推進委託費　宇宙・UAV・IoT 技術の連携によるマラリア対策支援サービスの開発
教授 柴崎 亮介
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建築の “軽量性 ”に着目した都市型研究施設のデザイン
教授 今井 公太郎

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

歴史的建造物の構造学的調査及び解析業務
教授 腰原 幹雄

文部科学省　国家課題対応型研究開発推進事業（宇宙航空科学技術推進委託費）気象衛星ひまわりを活
用したアジア太平洋地域の林野火災準実時間観測

准教授 竹内 渉

　本研究は，気象衛星ひまわり 8号を主軸に 2030年までの長期的展望を見据え，アジア太平洋地域の林野火災を準
実時間で観測する技術を確立することを目的とする．このうち，東京大学では全体総括， 精密幾何補正アルゴリズム
の検証と改良及びひまわりデータのアーカイブシステム運用開始，高知工科大学では雲検知アルゴリズムの検証と改
良，長崎大学では林野火災検知アルゴリズムの検証と改良，森林総合研究所では現場観測による火災地回復観測の検
証を実施する．

（i）気候変動リスクの評価の基盤となる確率予測情報の創出 c．アンサンブルデータの効率的なダウンス
ケーリング手法の開発

准教授 芳村 圭

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

地球環境情報プラットフォーム構築推進プログラム（地球環境情報プラットフォームの構築）
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，特任研究員 （喜連川研）絹谷 弘子，特任研究員 （喜連川研）松村 浩道， 
特任研究員 （喜連川研）佐野 仁美，特任研究員 （喜連川研）服部 純子

　超大容量かつ多種多様な地球観測・予測情報等のデータをアーカイブし提供しているデータ統合・解析システム
（DIAS）の運用および高度化を進め，気候変動適応・緩和等の社会課題の解決に貢献するアプリケーションをユーザ
に広く公開していくとともに，ユーザが自発的に DIASを利用したアプリケーションを開発可能なプラットフォーム
を構築することを目的とする．

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

特任助教 （喜連川研）横山 大作，特任助教 （喜連川研）梅本 和俊，特任助教 （喜連川研）商 海川， 
特任助教 （喜連川研）Rage Uday Kiran，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

　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．

課題（ii）水資源に関する気候変動リスク情報の創出　サブ課題 b．水資源・水循環の人為的改変を含め
た評価研究

教授 沖 大幹

　本研究は，人間活動を明示的に組み込んだ全球水循環水資源モデルによる不確実性を考慮した将来の水資源・水循
環のシミュレーションを実現し，水循環を介した気候変動による社会的影響を包括的に評価することを可能にする技
術の開発を行い，気候変動下での水資源・水循環の脆弱性及び頑強性の評価及びそれらの不確実性を求めることを目
的とする．このうち，水資源・水循環モデルの人間活動モジュールの高度化の推進及び将来シナリオの準備を担当する．
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文部科学省　科学技術試験研究委託事業　地域防災支援技術パッケージの一般化と普及方策の研究
准教授 加藤 孝明

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

4.  受託研究：その他

（独）日本学術振興会　二国間交流事業　太陽周期性の起源としての電磁流体乱流の対称性の破れ：観測
と理論

助教 （半場研）横井 喜充

　本研究の目的は，太陽圏や太陽周期での大規模スケールの振る舞いに関連する，観測と理論モデルによる太陽乱流
の研究を基礎づけ統一することにある．太陽活動と乱流を表現する信頼できる観測指標を同定し，観測データからそ
の指標を長期間にわたって収集することが主たる課題となる．同時に，観測される規則性と太陽乱流の時空発展の性
質とを理論的に解釈することを目指す．本研究の課題は大きく五つに分類される：［A］太陽観測データと電磁流体
ダイナモを比較するための乱流理論モデル；［B］太陽の磁束とフレア活動の数値シミュレーション；［C］衛星と地
上観測によるデータの解析；［D］観測手法の開発と実観測の組織化；［E］長期間にわたる太陽周期観測データの収
集と編集．

（独）日本学術振興会　二国間交流事業　超短パルス増磁場による光電界電子放出の高度制御
准教授 芦原 聡

　超短パルスレーザー光を金属ナノ構造に照射すると，表面プラズモンが励振され，時間・空間の両面で局在し増強
された電磁場が生成される．電場振幅にして数倍～数十倍の増強効果があるため，増強場の中に置かれた物質の光学
応答，特に非線形性の高い光学応答が顕著に増大する．この時空間局在した増強場は，光－物質相互作用を増大させ
るのみならず新しい光－物質相互作用を発現させる場として機能すると期待される．本研究の目的は，金属ナノ構造
を利用した中赤外域の超短パルス増強電磁場の生成と，それを利用した固体中強電場現象の制御にある．

東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト（H24〜H28 年度）：課題 1「三陸沿岸へ導入可能な波
力等の海洋再生可能エネルギーの研究開発」

特任教授 丸山 康樹

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

波力発電関連分野での新産業創出促進事業
特任教授 丸山 康樹

　①平塚市における波力発電実証実験実行可能性調査の実施．②平塚市内の企 業等を対象に波力発電実証実験に係
る人材を育成するための講習会等の実施．これらの活動を通じて，平塚市の新産業創出に向けた施策に協力する．

波力発電関連分野での新産業創出促進事業（H28 年度追加分）
特任教授 丸山 康樹

　平塚海洋エネルギー研究会の情報受発信を主目的とした情報共有プラットホームの構築，運営を行う．

（独）日本学術振興会　二国間交流事業　サイバーセキュリティ応用のための軽量暗号技術
教授 松浦 幹太

　我々の社会は，情報通信技術（ICT）に強く依存し，サイバーセキュリティは，攻撃や誤操作などのインパクトを
最小化するために，ICTの活用を推進する上での最重要課題の一つとなっている．セキュリティ技術の導入はシステ
ムの負荷を増すことになるが，システム本来の機能を損なわないよう，負荷増大を極力抑える必要がある．また，実
装環境の制約の中で，セキュリティ技術の安全性を損なわないように実装しシステムに組み込む必要もある．本研究
の目的は，サイバーセキュリティに用いる暗号技術の生じる負荷を抑え，しかも高い暗号学的安全性を達成する技術
を開発することである．とくに，軽量性と安全性を高いレベルで両立する暗号方式を構成し，日印両国でその成果の
普及につとめ両国で安全・安心に貢献することである．



171

1．研究課題とその概要

（独）日本学術振興会　二国間交流事業　低電カシリコンニューロン回路の自律的チューニング
准教授 河野 崇

機能性ポーラスシリコン膜を用いた生体分子検出チップの開発
教授 金 範埈

　平成 28年度生体医歯工学共同研究拠点共同研究プロジェクト．

H28 JICA 外国人受託研修員H28 課題別研修「ITS」
准教授 上條 俊介

　研究代表者　大口敬

5.  公的資金（文科省科研費以外：受託研究として受入）

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（地球規模課題対応国際科学技術協力プログ
ラム（SATREPS））都市の急激な高密度化に伴う災害脆弱性を克服する技術開発と都市政策への戦略的
展開プロジェクト

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

　本プロジェクトは，バングラデシュ国首都ダッカにおいて，地震や重力などの自然外力に対する建物の強靭化のた
めに同国の材料特性や施工技術を踏まえて新たな建物補強技術を開発するとともに，これを実装することにより，同
市の災害レジリエンス向上を実現しようとするものである．本年度は，バングラデシュ側カウンターパートとのワー
クショップを 2度東京で開催し，同国において実装を行う耐震診断・補強技術の検討を行ったほか，同国の建物の図
面データを入手しその耐震性能を分析した．また，都市における耐震性が低い建物の分布から耐震補強の優先度決定
を行うための基礎データ収集を行い，それを用いた高効率な補強技術の実装手法について検討を開始した．

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

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

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

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

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

特任教授 飯笹 幸吉，学術支援専門職員 （浅田研）山中 香織，学術支援専門職員 （浅田研）中山 絢子

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

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

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

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

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

教授 浅田 昭

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

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

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

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

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

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

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

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

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

教授 小倉 賢

　自動車排ガス浄化触媒からの脱貴金属を目指す．

D.  所内措置研究費

1.  展開研究

機能性分子の新規集積化・複合化技術の開発
教授 石井 和之

産学共創プラットフォーム形成による次世代型自動車排気ガス浄化触媒システムの開発
教授 小倉 賢
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低環境負荷材料を用いた環境発電材料およびデバイス作製技術開発
准教授 野村 政宏

2.  選定研究

中赤外サイクルパルス固体レーザーの開発
准教授 芦原 聡

　超短パルスレーザーは，優れた指向性と単色性を備えつつ，短い時間幅・広いスペクトル・高いピーク強度という
特徴をもつ ‶高機能な光 ”である．物質のコヒーレント制御および分光計測に高い潜在能力をもつ，中赤外域で発振
する超短パルス固体レーザーの開発を目的とする．

複合原子層太陽電池の高効率化
講師 星 裕介

人手による介入容易性の高い実用的な言語解析技術の開発とその評価基盤の確立
准教授 吉永 直樹

平面状金属ナノシート分子の合成を基軸とする高機能性触媒の開発
准教授 砂田 祐輔

自己組織型ケモセンサーマイクロアレイの構築
講師 南 豪

　本研究では，超簡易な多成分分析を目指して，有機合成化学技術をほぼ使用せず，自己組織的に組み上げたケモセ
ンサーアレイを用いたハイスループット（＝迅速同時分析）分析法を提案し，その具現化を目的とする．

21 世紀型ものづくりデザイン創出のための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．

高活性電気化学触媒の開発と金属空気二次電池への応用
准教授 八木 俊介

3.  助教研究支援

単純な分子モデルにおける強誘電性と反強誘電性の競合
助教 （田中（肇）研）髙江 恭平

太陽周期の不規則変動を記述する新しい非線型ダイナモ・モデルの開発
助教 （半場研）横井 喜充

　磁場の誘導方程式と乱流クロス・ヘリシティの発展方程式の非線型結合を取り入れた新しい太陽ダイナモ・モデル
を開発し発展させる．クロス・ヘリシティ輸送率の乱流プラントル数を変えることで，そのダイナモ方程式系の非線
型ダイナミクスを調べる．磁場活動の極小期（Grand Minima）や極大期（Grand Maxima）を含む，平均磁場の不規則
な振る舞いが再現されることを示す．磁場変調が起きるための条件を同定し，太陽活動の中長期的変動を記述するセ
ルフ・コンシステントな基本モデルとして変動の予測に用いる．

モードセンサ・アクチュエータを用いた能動遮音制御
助教 （中野研）貝塚 勉
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4.  グループ研究

プロダクションテクノロジー研究会
教授 帯川 利之

先進モビリティ研究センター　快適性の工学的応用に関する研究グループ
教授 須田 義大

「知の社会浸透」ユニット
教授 大島 まり

OETR（海洋エネルギー＆東北再生）連携研究グループ
准教授 北澤 大輔，教授 林 昌奎，シニア協力員 （北澤研）黒崎 明

　海洋再生可能エネルギーを普及するためには，社会受容性の増加が必要不可欠である．海洋再生可能エネルギーを
普及し，産業化するために，シンポジウムを開催し，産業化に向けた戦略について検討した．

生産数理グループ
教授 合原 一幸，生産数理グループ

　多様な研究分野において数理モデリングの適用可能性を探求することにより，生産技術の数理的基盤を構築するこ
とを目的とする．具体的活動としては，グループ内の情報交換によって研究の促進を図るほか，広く本所内において
数理的な問題解決を必要としている研究者から問題を聞く場を設け，グループ内の研究者との共同研究を始めるきっ
かけを提供する．これらの活動を通じて工学の各分野と数理的分野の交流を深めることにより，両分野において有益
な共同研究を継続的に生み出す場となることを目指す．

統合的都市インフラサービス
教授 柴崎 亮介

建造物の総合的保存保全に関する研究グループ
教授 川口 健一

耐震構造学研究グループ（略称ERS）
教授 川口 健一

TSFD （乱流シミュレーションと流れの設計）研究グループ
教授 大岡 龍三

地球環境工学研究グループ
准教授 竹内 渉

　地球規模での環境・災害の問題に取り組むためには，事象の観測，モデル化，評価・予測，対応策の考案までを一
貫した流れの中で捉えることが不可欠である．しかしながら，上記の広範な研究分野をカバーした上で，さらに個別
分野を統合した研究体制を取れる研究機関は多くはない．本研究グループでは，観測からモデリング，対策技術まで
をカバーする広範な研究者を擁する生産技術研究所の特性を生かして，地球規模での環境・災害問題の軽減を目指し
た横断的研究組織を構築している．本グループは，観測からモデリング，さらにそれらを支える情報ベースという 3
つの視点から，地球環境・災害問題に対して総合工学的にアプローチする点に特徴を有する．平成 17年より世界的
な政府間枠組みである複数システムからなる地球観測システム（GEOSS）の構築が開始された．日本においても今
後 10年の地球観測戦略が策定され，アジアを中心とした，地上観測，衛星観測戦略が定められた．生産技術研究所
の衛星観測システム，情報ベースシステムは，その歴史，データ量，観測範囲において，他の大学や研究法人に抜き
んでたものがあり，このシステムをアジアの地球観測戦略の一環として活用することは，生研によるアジアへの貢献
の大きな足がかりとなるものと期待されている．これまでは主に陸面を中心に行われてきた研究を発展させ，特に森
林伐採や農業などの陸上での人間活動と大気との関係に着目する．具体的には，土地被覆の改変や大気エアロゾル観
測手法の確立・現象のモデリングを行い，さらに地球温暖化の緩和策および適応策の提案を通じてアジアを中心とし
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た持続的社会のありかたについて情報交換を行うことを目的とする．

工学とバイオ研究グループ
教授 藤田 博之

　生研内でバイオに関連する研究を行っている教員でグループを作り，共用施設の運営や講演会，見学会などの開催
を行っている．

5.  研究集会開催費

海中海底工学フォーラム（第 57回，58 回）
教授 浅田 昭

第 32回生研 TSFDシンポジウム
教授 加藤 千幸

次世代育成オフィス（ONG）シンポジウム
教授 大島 まり

生研フォーラム「宇宙からの地球環境・災害のモニタリングとリスク評価」
准教授 竹内 渉

　近年，世界各地で発生している局所集中型降雨による洪水や，長期旱魃などの災害は気候変動，温暖化といった地
球規模での環境問題と密接に関連しているといわれている．今後も地球規模での環境変動に伴って地域スケールで
種々の災害が増加することが予想されるが，これらの環境と災害の関連は，リスク評価という視点から統合的に取り
扱うことが必要と考えられる．環境・災害リスクの研究は，水文学，生態学，災害工学，リモートセンシング，地理
情報システム，などを広く包括するため，従来の学会では集約的に取り扱うことは難しく，体系的な成果の公表，議
論が困難であった．観測，モデリング，情報ベース，対策技術の 4つの視点から，地球規模での環境・災害問題の軽
減を目指した組織横断的な議論をする場を提示する．本生研フォーラムでは，地球規模での環境・災害リスク研究を
総括し，国内外の研究者および社会一般へ情報発信するとともに，関連する分野の先端的な研究を広く取り上げ，情
報・意見の交流を活性化することを目的とする．また，国内の留学生の参加が多いことから，英語でのセッションを
充実させる．内容は，1）地球環境は本当に変動しているか，2）環境・災害の観測はどこまで可能か，3）環境・災
害の予測と評価は，の 3コアテーマのもとに，生研研究者，国内外の環境・災害研究者からの研究報告などから構成
する．国際プロジェクトとして実務利用されているサクセスストーリーを紹介するセッションも設ける．

6.  所長エンカレッジプロジェクト：若手教員による海外展開型研究プロジェクト支援

英国ケンブリッジ大学キャベンディッシュ研究所におけるディラックフェルミオン量子輸送現象の空間
分布検出測定拠点形成

准教授 町田 友樹

マイクロ塑性加工における金属極薄板の微視的変形および組織変化のその場観察による寸法効果の解明
准教授 古島 剛

ヨーロッパ生研オフィスを拠点とした細胞・生体関連ものづくり研究の海外展開
講師 松永 行子

細胞個性の計測解析とその応用に関わる国際ネットワーク形成
准教授 小林 徹也

人工レセプタを導入した有機薄膜トランジスタ型グルコースセンサの創製
講師 南 豪

　本研究では，人工グルコースレセプタ研究の第一人者として知られる英国バース大学の James教授と共同で有機ト
ランジスタ型グルコースセンサを開発する．
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インドにおける携帯電話を用いた人の流動把握のための予備調査
准教授 関本 義秀

気候変動に伴うアジアモンスーン変化に関する共同研究
准教授 芳村 圭

　本研究では，東南アジア（タイ，ラオス，カンボジア，ヴェトナム）南アジア（インド，バングラデシュ）の現業
機関を訪問して情報収集を行い，研究機関（モンクット王工科大学ラートクラバン校，カセサート大学，ラオス国立
大学，インド工科大学，ダッカ大学）との共同研究の枠組みを議論し，これまで困難とされてきた季節推移データを
用いた解析を実施する．

大規模農場におけるセンサネットワーク＆UAVを利用した生育管理システムの開発
准教授 沖 一雄

バイオMEMSを用いた細胞の機械特性と遺伝子発現の相互関係評価
助教 （藤田研）久米村 百子

　フランスのリール市にあるオスカー・ランブレ癌センターと共同で，正常細胞とがん細胞の単一細胞レベルの機械
特性を調べ，その差の有無を検討する．さらに，機械特性を測った細胞の遺伝子発現を解析することで，癌化や悪性
化の理解に向けた知見を得たいと考えている．

薬剤耐性を獲得した休眠状態の白血病がん細胞分離デバイス
助教 （藤井研）金田 祥平

サイバー考古学技術者育成およびデータ解析研究分野開拓のための世界遺産デジタルミュージアムプロ
ジェクト

准教授 大石 岳史

パリ合意 1.5 度目標に向けた気候シミュレーションおよび影響評価コミュニティー間の国際連携の構築
助教 （沖（大）研）金 炯俊

ミャンマー・ヤンゴン市を対象とした持続型インフラネットワークの統合的評価
講師 本間 裕大

　本研究では，ミャンマー・ヤンゴン市を対象とし，橋や道路といった交通インフラの適切なる維持管理に対する統
合的評価手法の確立を目指す．ヤンゴン市は急速な都市発展に伴い，交通需要が爆発的に増加しているが，それを支
える交通インフラは未だ極めて脆弱である．加えて，建設技術の拙さからインフラの老朽度も深刻であり，維持管理
のトリアージが重要である．本研究活動では，これまで収集したインフラ実データと種々の数理最適化手法を統合し，
持続型インフラネットワークに関する新たなる工学的知見を創出する．

7.  所長エンカレッジプロジェクト：その他，ユニークな研究・教育活動支援

「原子層作製講習会」の開催
准教授 町田 友樹

光弾性を用いた地盤の強度・変形・粘性特性の可視化
准教授 清田 隆

「なかなか遺産」の概念の深化と事例発掘：地域社会再生のためのローカルスタンダードの提案
教授 村松 伸

実践 !3Dモデリング講習教育活動支援経費
准教授 川添 善行
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途上国混合交通下における交通行動規範の創発過程
教授 大口 敬

海外でのワークショップの運営を通じた世界を舞台に活躍する事務職員・学生の育成
教授 岡部 徹

高校生のための実験・分析支援プログラム
准教授 八木 俊介

8.  所長裁量経費：東京都市大学との連携研究支援

遷移金属ダイカルコゲナイド積層構造の光学特性評価
講師 星 裕介，准教授 （東京都市大）澤野 憲太郎

革新的な動脈瘤塞栓術の開発に向けたモデル実験および数値シミュレーション
教授 大島 まり，教授 （東京都市大）向井 信彦

力覚操舵支援の性能向上と効果評価
准教授 中野 公彦，教授 （東京都市大）槇 徹雄

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

　従来の 2進展開を拡張するβ変換を適用したサイクリック形アナログ－デジタル変換器（ADC）を集積回路で実
現し，環境変化や素子変動に極めて強く小型でかつ設計が容易な高精度 ADCの実現を実証した．産業界での製品適
用を目指した実用化研究をも半導体理工学研究センターとのプロジェクト研究で推進しているが，さらなる変換速度
の向上と消費電力の削減が求められ，それに対応すべくパイプラインドサイクリック形など新しいβ変換 ADCアー
キテクチャの研究が必要となっている．それに伴い，複雑数理モデル学に基づく性能の理論的解析や新しい誤差補正
方式を確立することが必須で，堀田教授の後継者である傘准教授との本連携研究により問題の解決に取り組んでいく．

感染症伝播予測のための咳気流到達範囲の分析
教授 加藤 信介，講師 （東京都市大）永野 秀明

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

シリコンナノピンセットによる単一細胞の機械特性評価
教授 藤田 博之，副学長 （東京都市大）丸泉 琢也

　MEMS技術で作製したピンセットで単一の細胞を把持し，その堅さや粘性損失を測る実験系を開発する．

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

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

1.  その他：補助金

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

教授 須田 義大

文部科学省　環境技術等研究開発推進事業費補助金（東北復興次世代エネルギー研究開発プロジェクト
「東北復興のためのクリーンエネルギー研究開発推進事業」）三陸沿岸へ導入可能な波力等の海洋再生可
能エネルギーの研究開発

教授 林 昌奎

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

准教授 土屋 健介

卓越研究員事業 （Leading Initiative for Excellent Young Researchers （LEADER））
准教授 ホームズ マーク

超高効率・低コスト III － V化合物太陽電池の技術開発 量子ドット・マルチバンドセル効率のナノ粒子
による増強

教授 立間 徹

東京大学　平成 28年度東京大学卓越研究員 スタートアップ経費　超分子材料デザインに関する研究
講師 南 豪

経済産業省 中小企業経営支援等対策費補助金（戦略的基盤技術高度化支援事業） 電子ビーム（EB）溶解
法を利用したNbTi 超電導材スクラップ再資源化技術の開発

教授 前田 正史

2.  その他（公的資金）

マイクロ流体緑内障インプラントデバイスの開発
教授 藤井 輝夫

3.  女性研究者養成システム改革加速事業

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

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

F.  寄付金（公募によるもの）

鉄筋コンクリート造建築物の耐震性能に関する研究
教授 中埜 良昭

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

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度特定研究奨励助成（調査研究）燃料電池自動車用高圧水素容
器設計高度化のためのデファクトスタンダードソフトウェア開発に関する調査

教授 吉川 暢宏

（公財）井上科学振興財団　国際研究集会開催経費援助 共鳴と非エルミート量子力学
准教授 羽田野 直道

　物理の様々な分野で共鳴現象が注目を集めつつある．特に量子系における共鳴状態の研究は，古くは原子核理論の
分野で研究された．原子核の崩壊・共鳴は開放量子系の複素エネルギー状態で説明され，崩壊幅を記述する虚数部に
ついては 1958年に Feshbachによってその理論的裏付けが与えられた．同様に前世紀前半に理論が与えられていた
ボーズアインシュタイン凝縮が，1995年に実験的に実現されてから理論と実験が手を携えて大きく進展してきたよ
うに，開放量子系における共鳴現象も新しい実験を契機に新たな進展を遂げようとしている．新しい実験をもう少し
具体的に述べると，原子分子分野でレーザーやボーズアインシュタイン凝縮体を用いた，理論に限りなく近い状況で
の理想的な実験が行われるようになった．ナノテクノロジー分野では，半導体精密加工によって非常に純度の高い低
次元電子系が実現されるようになり，やはり非常に理想的な状況での実験が行われるようになった．原子核分野やハ
ドロン分野では，より高エネルギーかつ時間分解能の良い実験が行われるようになり，新しい共鳴準位が次々に発見
されつつある．これらの実験に対応する理論を模索する中で，これまで各分野で行われてきた理論研究を「開放量子
系」という概念のもとに統一的に理解しようという機運が生まれてきた．開放量子系とは，有限自由度の注目系（例
えば原子核や量子ドット）が，無限自由度の外界（例えば外の空間や計測器，熱浴）と局所的に結合している系のこ
とである．一般に注目系は複雑な構造を持っているが，外界は単純な構造を持っている．外界の自由度を消去するこ
とによって，注目系の有効ハミルトニアン（一般には非エルミートハミルトニアンになる）を導き，その性質を一般
的に調べる理論が各分野で行われている．それらの理論は，もちろん扱う注目系の違いによって詳細は異なるが，大
きな理論構造は同じである．さらに開放量子系における共鳴は，物理における不可逆性という根本的問題と関わって
いる可能性がある．物理の基本的法則はほとんど時間反転対称性を持っているが，我々が実際に観測する現象の多く
は時間反転対称性を破っており，いわゆる「時間の矢」が存在する．最近になって申請者のグループは，この「時間
の矢」が開放量子系における共鳴によって引き起こされているということを理論的に予想した．このように開放量子
系は様々な分野で大きな役割を果たす統一的概念として重要視されるようになってきた．そこで，開放量子系におけ
る共鳴について分野を超えた議論を行うことによって，各分野での進展を共有することがこの研究会の最大の目的で
あり，この目的は達成されたと考えている．会議は，講演途中から質疑応答が行われるなど，非常に活気ある雰囲気
にあふれていた．異分野の研究者からの質問も多く，分野間の交流という目的にふさわしい会議となった．特に，物
性の分野の研究者と原子核の分野の研究者との交流には大きな成果があった．もとは原子核の分野で発展した理論形
式は，今やむしろ物性の分野で大いに利用され，逆に原子核の分野では実験結果を再現する現象論に重点がおかれて
いることを，お互いに理解した．物性の分野で育まれた理論形式を，今後，原子核の研究に適用する機運が生まれた．
一方，原子核の研究で注目されている多体共鳴状態へと，理論形式を拡張する機運が物性の研究者の間に生まれた．
会議終了後，このような会議を是非また 2～3年後に行いたいという会話が，日本人間だけでなく，外国人参加者と
の間でも交わされたことからわかるように，意義深い研究会となった．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度国際交流集会助成　RESONANCE AND NON-HERMITIAN 
QUANTUM MECHANICS 2016

准教授 羽田野 直道

　発展の著しい非エルミート量子力学の研究を発表する会議である．特に「PT対称性」（Pは空間反転対称性，Tは
時間反転対称性）を持つ非エルミート量子力学系が大きな焦点の一つである．標準的な量子力学ではハミルトニアン
や物理量はエルミート演算子で表されるものとされているが，量子力学的な系が外部の熱浴などと強く結合している
場合は，実はハミルトニアンは非エルミート演算子となる．つまり，導線につながれた量子ドットや，レーザーが入
射する量子光学デバイスは，非エルミート演算子で表されるべきである．この革新的なアイディアは 90年代から追
求され始めた．最近では，上述の「PT対称性」が大きくクローズアップされるようになった．具体的には，系の一
方にソース（湧き出し）があり，もう一方にシンク（引き込み）がある系である．ここ数年で多数の実験例が現れて
大きな話題となりつつある．例えば，系の一方からレーザーを入射，もう一方でエネルギーを奪う物質を用意すると，
レーザー発振強度が著しく増大したという報告がある．2010年に開設された「PT対称性」の情報サイト ptsymmeter.
netには 500以上の論文が登録されている．そこで，この会議では，各国で非エルミート量子力学を指導する研究者
たち，様々な分野に分かれている理論研究者と実験研究者たちを集めて情報交換を行い，非エルミート量子力学のさ
らなる発展を期することを目的とした．本会議には世界 12カ国から計 20名の海外研究者があつまり，国内研究者
26名と活発に交流した．講演もバラエティーに富んだ者で，出席者からも高い評価を得た．

（公財）村田学術振興財団 第 32 回（平成 28 年度）研究助成　強磁性原子層物質における電子スピン伝
導の研究

特任研究員 （町田研）荒井 美穂
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VI.　研究および発表論文

（公財）精密測定技術振興財団 平成 28 年度研究助成　超短パルスレーザーとプラズモニクスの融合によ
る高機能赤外分光法の創出

准教授 芦原 聡

　赤外超短パルスレーザーとプラズモニクスを活用した，高機能かつ高感度な振動分光法（表面増強―非線形振動分
光法）の創出を目的とする．

（公財）日本科学協会　平成 28年度笹川科学研究助成　カルコゲナイド系層状物質を利用したファンデ
ルワールスヘテロ構造太陽電池の作製と光学特性

講師 星 裕介

（公財）クリタ水・環境科学振興財団 2016 年度研究助成　フィリピン南東部メイヨー湾における海草藻
場分布の超高精度計測に基づく水環境評価

特任助教 （浅田研）水野 勝紀

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度国際研究集会助成　「RoboCup2016」及び「13th International 
Conference on Motion and Vibration Control Joint With 12th International Conference on Recent Ad-
vances in Structural Dynamics （MOVIC&RASD2016）」の渡航費等

特任助教 （須田研）Jeffrey Too chuan tan

（公財）テルモ生命科学芸術財団　2015 年度特別研究開発助成　糖尿病治療のためのカートリッジ式膵
島移植片の開発

教授 竹内 昌治

（公財）精密測定技術振興財団 平成 28 年度国際交流等研究促進事業 「MicroTAS 2016 conference」への
渡航費

大学院学生 （竹内（昌）研）平田 優介

折紙の幾何学と小型甲虫の後翅の展開収納機構を融合させた新しいコンプライアント・メカニズムの創成
助教 （岡部（洋）研）斉藤一哉

　部材の柔軟性，弾性変形を利用して構造を変形させる新しい機構であるコンプライアントメカニズムは，無騒音，
無潤滑，一体成型，小型化可能など多くのメリットを持つ．本研究課題では，小型甲虫の後翅に見られる弾性変形を
利用した可変機構を折紙の幾何学を用いて解明することで新しいコンプライアントメカニズムを創成する．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度国際交流集会助成　AUTONOMOUS UNDERWATER VEHI-
CLES2016 （AUV2016）

准教授 巻 俊宏

（公財）天田財団　平成 28年度重点研究開発助成A グループ研究　生体吸収性マグネシウム素形管材の
革新的レーザダイレスフォーミング法の開発

准教授 古島 剛

（公財）金型技術振興財団 平成 28 年度金型等に関する研究開発助成 微細プレス成形中の金型／材料界面
挙動評価

准教授 古島 剛

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

講師 松永 行子



181

1．研究課題とその概要

（公財）稲盛財団　2016 年度研究助成　免疫系を記述するための新しい形式文法の研究
派遣研究員 （合原研）中岡 慎治

　本研究では，計算機で実装可能な形式文法をベースに，多種多様な免疫応答を統合的に記述する全く新しいフレー
ムワークである，免疫形式文法 （GRAIMMAR = GRAmmar for IMMunological Attribute and Rule） を提案する．GRAIM-
MAR により，あたかも言語がシンプルな文法規則に従っていても語彙と表現の多様性によって無数の文を生成でき
るように，多種類の細胞や物質が多様に相互作用することで形成される免疫応答を統一的に記述することが可能にな
る．免疫応答は文，実験研究は未知文の解読とみることができる．本研究課題が達成すれば，主役クラスの遺伝子に
疾患の原因を集約させて理解する方法とは異なり，本来はシステムの挙動として捉えるべき疾患発症を，恒常性から
の逸脱（逸脱文書）として表現が可能になる．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度特定研究奨励助成 一人称視点映像の共通注目シーン解析
助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜

　我々が日々目にするもの・ことを高精細に記録する手段として，頭部装着型の小型カメラ（ウェアラブルカメラ）
が注目を集めている．このようなカメラで記録された映像はしばしば一人称視点映像と呼ばれ，ウェブ上では人々が
旅行・スポーツ中の一人称視点映像をアップロードし共有する現象が見られるようになっている．また，ウェアラブ
ルカメラを生産現場に導入し，作業工程のアーカイブ化やハンズフリーでの作業支援など，まさしく生産技術を強化
する試みも国内で始まっている．今後，人々がウェアラブルカメラをスマートフォンやデジタルカメラのごとく頻繁
に利用するようになれば，様々な時間・場所における一人称視点映像が記録・蓄積されていくことになる．本研究で
は，このようにして得られる大量の一人称視点映像を利活用するための基盤技術として，人々が注目するもの・こと
を自動的に発見するコンピュータビジョン技術の開発を目指す．

（公財）稲盛財団　2016 年度研究助成　理論進化生物学と理論神経科学を融合した生体適応の統一的理解
准教授 小林 徹也

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度特定研究奨励助成 免疫レパートリビッグデータの解析技術の
構築とシステム免疫学の国際ネットワークの形成

准教授 小林 徹也

積水化学工業（株）2016 年度「積水化学 自然に学ぶものづくり」研究助成プログラム イガイ足糸に学
ぶ架橋分布デザインによる高分子材料の性能強化

教授 吉江 尚子

（公財）小柳財団 平成 28 年度研究助成金　ポリフェノール模倣高分子ポリビニルガロールの精密重合－
共重合化を可能にするフェノール保護基の検討－

教授 吉江 尚子

（公財）住友財団 2016 年度基礎科学研究助成 分子間振動の粗視化理論を利用した分子結晶の多形安定性
評価法の構築

准教授 北條 博彦

（公財）服部報公会　平成 28年度工学研究奨励援助金 新概念に基づく不活性結合活性化を経由した低環
境負荷型物質変換に関する研究

准教授 砂田 祐輔

（公財）内藤記念科学振興財団 2016 年度内藤記念科学奨励金・研究助成 鉄触媒水素化反応による生体・
環境負荷の少ない物質合成法の開発

准教授 砂田 祐輔

（公財）JFE21 世紀財団　2016 年度技術研究助成　燃料電池における白金使用量の最小化を実現する平面
状ナノ白金集積体の開発に関する研究

准教授 砂田 祐輔
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VI.　研究および発表論文

（公財）武田科学振興財団 2016 年度ビジョナリーリサーチ助成 PIPA による細菌制御法の開発
特任助教 （谷口研）根岸 英雄

（公財）住友財団 2016 年度基礎科学研究助成 バクテリオファージに対する細菌の応答が免疫応答に及ぼ
す影響とその分子機構の解析

特任助教 （谷口研）根岸 英雄

（公財）村田学術振興財団 第 32 回（平成 28 年度）研究助成　トポロジカル絶縁体中転位の金属的電気
伝導の検出および評価方法の構築に関する研究

講師 徳本 有紀

（公財）日立金属・材料科学財団　第 31回（平成 28 年度）材料科学研究助成 トポロジカル絶縁体中転
位の金属的電気伝導の実験的検証および評価方法の構築に関する研究

講師 徳本 有紀

（株）ADEKA 平成 27 年度 ADEKA研究企画賞　分子認識能を賦与した有機半導体材料の創製とそのデバ
イス応用

講師 南 豪

　本研究の目的は，有機デバイス工学と分子認識化学を融合させた学際的研究として，分子認識能を組み入れた有機
半導体材料を合成し，そしてそれを用いた有機トランジスタを開発することである．本研究を通じて有機合成化学的
手法を用いて人工レセプターを開発してきた分子認識化学者らが関心をもち，分子認識型有機デバイスの発展が加速
すると期待している．

（公財）泉科学技術振興財団 平成 28 年度研究助成　分子認識能を有する高分子半導体の合成と有機トラ
ンジスタ型化学センサへの応用

講師 南 豪

　本研究では，有機デバイス工学と分子認識化学を融合させた学際的研究として，分子認識能を組み入れた高分子半
導体材料を合成し，そしてそれを用いた有機トランジスタを開発を目指す．

うま味研究会　第 23回うま味研究助成　食べごろの可視化：うま味を検知可能な食品包装フィルムの開発
講師 南 豪

　本研究では，うま味を客観的に同時検知可能なプラスチックフィルムを開発し，生鮮食品の食べごろの可視化に挑
戦する．

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度国際交流集会助成　THE 3RD INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON ARCHITECTURAL HISTORY OF EAST ASIA

教授 村松 伸

（公財）トヨタ財団 2016 年度国際助成プログラム アセアン 5ヶ国における『都市遺産の保全に関するリ
テラシー』の向上

教授 村松 伸

（公財）トヨタ財団 2015 年度研究助成プログラム　歴史研究者と写真家の協同による自律型地域社会の
形成に向けた三陸沿岸集落アーカイブの構築

助教 （村松研）岡村 健太郎

（一財）住総研　2016 年度研究助成　焼杉に関する研究－性能評価と普及に向けたフィジビリティスタ
ディ

助教 （村松研）岡村 健太郎
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（公財）能村膜構造技術振興財団 平成 28 年度助成 パーソナルシェルターへの膜材料の利用に関する調査
研究

教授 川口 健一

（公財）能村膜構造技術振興財団 平成 28 年度助成 意匠製に優れた天井落下防止ネットやメッシュ膜に関
する調査

助教 （川口（健）研）中楚 洋介

　地震時の天井落下に対しては様々な対策がなされているが，音響上大きな質量を必要とする公共ホールの重量天井
の落下被害対策には未だ有効な方法が無い．本研究では既存の公共ホールの天井落下災害を防止するために有効な
セーフティーネット工法の研究開発を行う．1．設置の容易な緩衝装置を研究開発し重量落下物による衝撃的な荷重
が構造躯体に伝わらない工法を研究開発する．2．その工法を用いた場合の効果の評価設計方法を研究開発し，実装
実験により検証する．以上により，公共ホールの天井落下災害の確実な防止策を確立することを目的とする．

（一社）セメント協会　第 30回（2016 年度）研究奨励金 コンクリート中への塩分浸透の停滞現象とそ
の支配機構に関する包括的研究

大学院学生 （岸研）鎌田 知久

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度特定研究奨励助成《海外研究》 粒子変形機構の解明によるコ
ンクリートの完全リサイクルの達成

助教 （岸研）酒井 雄也

積水化学工業（株） 2016 年度「積水化学 自然に学ぶものづくり」研究助成プログラム 堆積岩の生成過
程に学ぶコンクリートのリサイクル技術の確立

助教 （岸研）酒井 雄也

（公財）大川情報通信基金 2016 年度研究助成　高精度境界条件測定に基づく 3次元音響空間モデリング
技術の開発

准教授 坂本 慎一

建物ファサードへの負荷となる交通騒音の音源特性の把握に関する研究
准教授 坂本 慎一

（一財）カワイサウンド技術・音楽振興財団　平成 28年度研究助成　遮蔽性能を考慮したスピーチプラ
イバシーの評価

特任助教 （坂本研）李 孝珍

筑波大学　2016 年度自賠責運用益拠出事業 優先配慮行動を促す道路上のコミュニケーションと交通安
全に関する研究

准教授 井料 美帆

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度特定研究奨励助成（調査研究） UAV等を応用したピーカンナッ
ツにおける生産量の増加及び予測技術に関する研究

准教授 沖 一雄

（公財）JFE21 世紀財団　2016 年度技術研究助成　リモートセンシング技術を用いた広域塩害土壌マッピ
ング手法の開発に関する研究

准教授 沖 一雄

熱帯の制約と可能性：戦後インドネシア人建築家の住宅設計にみる環境への応答
講師 林 憲吾
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（公財）立石科学技術振興財団 2016 年度国際交流助成（国際会議発表） “2016 IEEE 19th  International 
Conference on Intelligent Transportation Systems （ITSC 2016）” での発表

特任研究員 （上條研）古 艶磊

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度特定研究奨励助成（調査研究） 交通関連産業のパラダイムシ
フトによる社会イノベーション型総合モビリティ産業創成に関する研究

教授 大口 敬，教授 須田 義大，准教授 中野 公彦，准教授 坂井 康一，准教授 大石 岳史， 
特任准教授 小野 晋太郎，助教 （中野研）貝塚 勉，助教 （須田研）平沢 隆之，特任助教 （須田研）杉町 敏之， 
特任助教 （須田研）タン ジェフリー トゥ チュアン，特任助教 （中野研）鄭 仁成，助教 （大口研）和田 健太郎

（公財）鹿島学術振興財団 2015 年度研究者交流援助（海外派遣） 都市スケールの道路交通流特性解析と
それに基づく交通マネジメント

助教 （大口研）和田 健太郎

　現在，都市内道路網の個別リンクの交通状態把握やそれに基づく制御は実施されている一方で，道路網全体の性能
を向上させる実用に耐えうる制御手法は確立されていない．その根本的な原因は，個別リンクの交通状態や制御と道
路網全体の性能指標とのフィードバック関係が高次元かつ複雑であり，的確にモデル化できていない点にある．本研
究では，上記のフィードバック関係を大量の実データに基づき解析し，その本質的な関係を数理的にモデル化する．
そして，そのモデルに基づく，道路網全体の性能を向上させる交通マネジメント戦略を提案することを目的とする．

日本マイクロソフト（株） 2016 年度マイクロソフトリサーチCORE共同研究プロジェクト　Dense and 
Accurate 3D Mapping System for Mobile Robot with Laser Range Sensors

准教授 大石 岳史

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

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度国際交流集会助成　12TH WORKSHOP ON REACTIVE 
METAL PROCESSING （RMW12）

教授 岡部 徹

（一社）日本チタン協会　平成 28年度チタン研究助成　塩化マグネシウム溶融塩中でのカソード分極に
よるチタンおよびチタン合金からの固溶酸素除去

助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

（公財）マツダ財団 第 32 回（2016 年度）マツダ研究助成　触媒スクラップ中の白金族金属を効率的に
分離回収する新技術の開発

助教 （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹

（一財）生産技術研究奨励会　平成 28年度第 2回特定研究奨励助成（調査研究） 日本の災害対応トレー
ニングセンターの建設に向けた米国などの災害対応トレーニングセンターの調査研究

講師 沼田 宗純

大規模コンペティションデータを活用した現代ピアノ教育にみる文化資本と階層化の数理的追求
講師 本間 裕大

　ピアノ教育が日本社会にもたらした文化資本と階層化，ピアノ学習者の演奏技術の進化を「30年以上におよぶ学
生コンペティションの属性・選曲・採点結果」という延べ 50万人規模のビッグデータを解析することにより，定量
的に解明する．高度経済成長期が終焉した 1980 年代以降のピアノ文化の受容を，質的調査を用いて検討し，それを
踏まえた上でコンペティションデータを用い数理的解析から明らかにする．
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積水化学工業（株）助成金
助教 （志村研）田中 嘉人

　生物の世界では，モータータンパク質が配列し協同的に機能することで，多様な運動駆動を実現している．このよ
うな仕組みに習い，本研究では光の放射圧が作用するナノサイズのプラズモニック構造体の配列を精密に作製し，力
分布を回折限界以下のナノ空間に自由にデザインすることにより，照射光の条件によってナノマシンの様々な運動を
ダイナミックに駆動・操作する新奇光技術を創製する．このプラズモニックナノモーターは，従来の光技術では不可
能であったナノ空間力分布を可能にし，ナノ構造によって特性が敏感に変化するメタマテリアルやグラフェン等の局
所機能を動的制御する全く新しいオプトメカニカルナノシステムの創出が期待できる．




