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VI.　研究および発表論文

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，東京大学特別研究員 （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.
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5.	 Shear	thinning	of	simple	fluids	and	crystallisation	in	an	atomistic	glassformer
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）Trond Ingebrigtsen

　Two main lines of research were studied this year:1) Shear thinning of simple fluids; 2) Crystallisation of a well-known atomis-
tic glassformer.In the first theme we established a connection between the phenomenon of shear thinning [1], i.e. the decrease of 
viscosity with increasing shear rate, and that of medium-range crystalline order (MRCO) [2-4]. Shear thinning is an industrial im-
portant process but also a long-standing theoretical problem in the physics of fluids [1]. We found that the onset of shear thinning 
corresponds to the lifetime of MRCO in equilibrium, which is much slower than the structural relaxation time. Furthermore, we 
found shear to decrease the characteristic size of MRCO leading to the viscosity decrease of the system and thus identifies the 
structural origin behind shear thinning. Lastly, we established an equilibrium-nonequilibrium relationship via MRCO which could 
appear useful for predicting the dynamics of nonequilbrium fluids. Our results also suggest an important link between critical 
phenomena and the glass transition.The second theme addressed crystallisation of the standard Kob-Andersen (KA) binary Len-
nard-Jones mixture. Crystallisation is well-known phenomenon in everyday life but hinders also, for instance, the use of large-
scale metallic glass objects. It is thus important to understand and to control crystallisation to achieve desirable material proper-
ties [5-7]. The KA model is a very simple model of a binary metallic alloy and believed to be an excellent glassformer with no 
crystallisation. In this study, we found by very long-time GPU simulations that the KA glassformer does indeed crystallize. We 
identified the crystallisation process to be compositional fluctuations of the large (A) particle leading, in the simulation time scale, 
to a single-component FCC crystal and no mixed AB crystal. Furthermore, we found faster than constant nucleation rate crystalli-
sation with increasing system size. We identified the cause to be finite-size effects on the compositional fluctuations. Our results 
are important as the prospects of making stable glasses out of mixtures appear difficult as the observed compositional fluctuations 
should be common to most mixtures and eventually lead to crystallization. Secondly, the fast crystallisation observed with system 
size may also reduce the prospects of constructing large-scale metallic glasses.

6.	 Mechanical	response	of	glass	under	shear
教授 田中 肇，博士研究員 （田中（肇）研）Shiladitya Sengupta

　Glasses are highly viscous, amorphous material. They can be formed by cooling a liquid down to temperatures below the freez-
ing point at a sufficiently high rate so that crystallization is avoided. Glassy systems show intermittent dynamics, or avalanche, 
leading to structural relaxation. It is relevant for important processes such as ageing and de-vitrification. We do computer simula-
tions of a weakly poly-disperse, almost hard-sphere-like model glass-former. We compute the equilibrium phase-diagram and 
identify the glass regime showing intermittent dynamics. We apply shear to analyze the mechanical response. Our study aims to 
provide a comprehensive understanding of the mechanical stability, and the triggering and propagation of avalanche in the glass.

7.	 コロイド系相分離の実空間解析
教授 田中 肇，Leader （ブリストル大）Paddy Royall

　It is often said that while gases and crystals may be easily described and well-understood, liquids are far more challenging. 
Strongly interacting, with no long-range order, liquids are a law unto themselves. We use a model system of micron-sized col-
loids, whose thermodynamic properties mirror those of simple liquids, to probe long-standing fundamental questions of con-
densed-matter science. Because these colloids can be seen directly in 3D at the single-particle level with a (confocal) optical mi-
croscope, far more information is available than from reciprocal space scattering techniques applied to molecular systems. In 
particular, we recently resolved the gas-liquid interface at the single-particle level. Since much of our understanding of the gas-
liquid interface dates back to van der Waals and continuum theory, to actually identify the individual particles from which the in-
terface is comprised has challenged the concept of the gas-liquid interface, and is hoped to stimulate new theoretical develop-
ment. Simultaneously, we have shown that critical theory, which operates at lengthscales of many hundreds of particle diameters, 
in fact remains valid right down to the single-particle level. Our current work is aimed at demonstrating new ways to measure 
colloid-colloid interactions, and studying the connection between five-fold symmetry and dynamical arrest. Although five-fold 
symmetry can be seen directly in the microscope, it is very hard to observe in any other way.

8.	 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，協力研究員 （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）舘野 道雄，Leader （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．
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9.	 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， 
Leader （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.

10.	 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．

11.	 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， 

助教 （中埜研）松川 和人，特任研究員 （中埜研）Bhetwal Krishna Kumar，修士研究員 （中埜研）Das Sangita

　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．昨年度は，ダッカの都市・建築の実態把握と課題抽出に
対応する予備的な現地調査を実施するとともに，カウンターパートとの共同ワークショップにより，双方が保有する
要素技術や研究資源，研究方針やアイデアに関する情報交換を行った．本年度は，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，耐震性が低い建物群を対象に耐震補強の優先度を決定するための基礎デー
タ収集を行い，それを用いた高効率な補強技術の実装シナリオについて検討を開始した．

12.	 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，特任研究員 （中埜研）楊 勇， 

大学院学生 （中埜研）鈴木 涼平

　新耐震基準が適用される前に建設された RC造建物では，腰壁・垂れ壁の付帯による短柱化の影響で，RC造柱に
脆性的なせん断破壊が生じ，軸崩壊に至った事例が多く報告されていることを受け，本研究室では，数年間せん断破
壊後の RC造柱の残存軸耐力評価手法の提案を目的とした研究を進めており，簡便かつ合理的な評価式を提案した．
しかし，この評価式を複数の既往研究の実験データに適用したところ，コンクリート強度が比較的低い場合やせん断
補強筋比が高い場合において残存軸耐力を過大評価する傾向を確認した．そこで本研究では，コンクリート強度とせ
ん断補強筋比が残存軸耐力に及ぼす影響を明らかにするとともに，これらの影響が考慮できる修正評価式の提案を目
的に，本年度はこれらをパラメータとした加力実験計画を行い，現在試験体を製作中である．

13.	 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，津波来襲時に広く一般に漂流が
確認され，かつ建物全体の挙動に重大な影響を及ぼし得る船舶に着目し，そ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，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た．すなわ
ち，2011年東北地方太平洋沖地震に伴う津波来襲時の船舶の実挙動を AIS（船舶の位置や速度等の情報を送受信する
システム）や各種文献に基づいて体系的に調査することで，船舶が操舵不可であり，なおかつその喫水が津波浸水深
以下であることが，船舶の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．
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14.	 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）松川 和人，助教 （中埜研）崔 琥，大学院学生 （中埜研）浅井 竜也， 

大学院学生 （中埜研）根本 雄平

　東日本大震災に伴い発生した津波による被害は，津波波力によるものだけでなく，船舶等の津波漂流物の衝突によ
るものも報告されている．一般に津波漂流物の衝突に関する研究は，並進応答に関する分析のみが行われており，漂
流物が建物剛心位置から平面的に離れた箇所に衝突した際に生じるねじれ応答に関する検討はなされていないのが現
状である．そこで本研究では，建物剛心位置から平面的に離れた箇所へ津波漂流物が衝突することを想定し，ねじれ
応答を考慮した建築物の応答推定手法を提案することを目的とし，まず線形範囲において議論を行い，最終的には非
線形領域における建築物の簡便な応答推定手法の提案を行った．その結果，線形・非線形領域を問わず，提案した応
答推定手法はねじれ応答を含む建築物の全体応答を精度良く推定できることを確認した．

15.	 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

　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．そこで本研究では，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，壁体補
強の有無をパラメータとした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．

16.	 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．

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.	 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，大学院学生 （吉川（暢）研）横山 卓矢，大学院学生 （吉川（暢）研）川井 健太郎

　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．また，動的効果を勘案するための破壊力学パラメータの検討を行った．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
論を開発している．
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21.	 高圧水素用タイプ 3繊維強化プラスチック製蓄圧器の疲労寿命評価法の開発
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）フェン ジュン

　水素社会を支える基盤インフラである水素スタンド用蓄圧器で活用されるタイプ 3炭素繊維強化複合容器の最適設
計のため，圧力サイクルに対する的確な寿命予測を行うための有限要素解析手法を開発している．フィラメントワイ
ンディングされた炭素繊維強化プラスチックの積層構成を正確にモデル化するためのソフトウエア FrontCOMP_tank
を開発した．詳細な有限要素解析によりアルミ合金ライナーの疲労強度予測の枠組みで寿命予測が可能であることを
実証した．また使用温度の変化が寿命に与える影響も評価した．

22.	 燃料電池自動車用タイプ 4繊維強化プラスチック製高圧水素容器の損傷評価法に関する研究
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）李 然

　燃料電池自動車用燃料タンクで活用されるタイプ 4炭素繊維強化複合容器の強度評価を適確に行うため，メゾス
ケールモデルを用いた強度評価法を検討している．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．表面疵や落下に依る損傷が容器の最終強度に与える影響を評価する手法を開発している．

23.	 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，特任研究員 （吉川（暢）研）呉 奇， 

国際協力研究員 （吉川（暢）研）翟 宏州

　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，ミクロ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．
マルチスケール展開により実部品の製造プロセス中に発生する不整を評価する手法を検討している．

24.	 ミクロスケール強度基準に基づく熱可塑性CFRP部材の強度評価
教授 吉川 暢宏，特任研究員 （吉川（暢）研）梁 建国

　短繊維熱可塑 CFRP材料の強度評価手法を開発している．ランダムに配置された短炭素繊維の状況を把握するため
X線 CTにより撮像された画像から内部構造を構築するための画像処理技術を開発した．作成された内部構造の 3次
元モデルに基づく強度評価手法を検討している．

25.	 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，特任研究員 （大阪大）武安 光太郎

　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．昨年度までに，Pd（210）表面で見られる分子状化学吸着状態
について，回転量子数が 1と 0の状態について脱離温度に約 5Kの差があることを見いだした．今年度はこれらの実
験結果の解析を行い，75K以上では脱離速度がオルソーパラ転換速度を上回るため，両者の平衡が成り立たないこと
を明らかにした．さらに新たに光脱離実験を行い，高い回転状態の脱離種が見られることを明らかにした．

26.	 金属の水素吸着・吸蔵と伝導特性，表面反応
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，大学院学生 （福谷研）小林 達也， 

大学院学生 （福谷研）小澤 孝拓，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と表面触媒反応，伝導特性に関する研究を行っている．本年度は，燃料電池
触媒として用いられる Ptナノ粒子について，実触媒を用いて水素吸着特性を熱脱離分光と光電子分光により調べた．
酸素処理温度を変化させることで表面処理の最適温度を見出した．また，水素吸蔵特性のある Pdについて，吸蔵量
と金属伝導特性の相関を調べた．水素吸蔵方法により，伝導特性が大きく変化することを見出した．

27.	 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，特任研究員 （福谷研）加藤 弘一，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， 
大学院学生 （福谷研）大橋 由季

　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お
よびルチル型 TiO2について水素吸着状態を光電子分光と共鳴核反応法を用いて調べた．また，SrTiO3について SrO
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終端表面と TiO2終端表面の作成を行い，その構造と電子状態の比較を行った．新たに 2倍周期の超周期構造が出現
することを見出し，さらに TiO2表面に比べて，SrO表面はバンドが上方に湾曲していることを明らかにした．

28.	 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

　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，新たに共鳴イオン化法を用いた水素原子の検出に成功し，
偏極ビームの高感度測定を可能にした．ドップラー効果を利用して，水素原子の速度測定に成功した．

29.	 磁性体表面・界面の磁気構造
教授 福谷 克之，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，表面に還流磁区が存在することを明らかにした．また Feの Aサイトと Bサ
イトでスピンがノンコリニアな構造を取っていることを見出した．

30.	 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，助教 （学習院大）山川 紘一郎

　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アモルファス氷について，重水素氷のμSR実験を行った．軽水素
に比較して緩和時間が遅いことを見出し，核スピンとの双極子相互作用が主要因であることを明らかにした．また，
これまでの TiO2ナノチューブ実験との比較を行うため，平坦な TiO2表面への CO2吸着と赤外吸収分光測定を行った．

31.	 分子の吸着・脱離と真空工学応用
教授 福谷 克之，助教 （福谷研）小倉 正平，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，クライオジェ
ニック状況における，水素，水，一酸化炭素，酸素の吸着状態と脱離特性について，熱脱離挙動を調べ検討を行った．

32.	 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， 

リサーチフェロー （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
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．

33.	 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，学術支援職員 （酒井（啓）研）古賀 俊行

　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．

34.	 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．
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35.	 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）早川 大智，大学院学生 （酒井（啓）研）浅井 遼， 

大学院学生 （酒井（啓）研）横田 涼輔

　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．

36.	 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，学術支援職員 （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．

37.	 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，リサーチフェロー （酒井（啓）研）細田 真妃子， 

特別研究員 （酒井（啓）研）下河 有司，博士研究員 （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．

38.	 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．

39.	 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境界条
件が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．

40.	 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
されると考えられる．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，宇宙・天体・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．

41.	 回転・熱対流乱流の解析とモデリング
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，乱流モデルを用いて考察した．またレイ
ノルズ応力の履歴効果の観点から円管内旋回乱流の速度分布について調べた．
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42.	 乱流モデル輸送方程式の物理的検証
教授 半場 藤弘，大学院学生 （半場研）金本 孝太

　乱流の実用計算で広く用いられる乱流エネルギー散逸率のモデル方程式は現象論的に導出されており，各項の物理
的根拠は必ずしも明確でない．基礎方程式に基づく理論的なモデルの導出が可能となれば，回転，浮力，圧縮性など
の複雑な効果を伴う乱流に対しても有効なモデル項を導くことが期待される．本研究ではエネルギースペクトルを扱
う乱流統計理論を用いて，散逸率輸送方程式の消散項について理論的な解析を行った．

43.	 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生を破る解が出現し，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．

44.	 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．

45.	 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．

46.	 複雑ネットワークの静的および動的解析
教授 （Strathclyde大）Ernesto Estrada，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．

47.	 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．
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48.	 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．

49.	 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．

50.	 磁気摩擦の数値的研究
大学院学生 （羽田野研）杉本 健太朗，准教授 羽田野 直道

　摩擦は我々が身近に経験する普遍的な散逸現象であるが，物質の様々な微視的自由度を介して起こると理解されて
いる．近年，磁性体間の摩擦への寄与として磁気摩擦が注目され，理論的・実験的研究が行われるようになった．磁
気摩擦は物質のスピン自由度に起因して起こり，長距離秩序によって大きく影響を受ける．本研究では，磁気摩擦の
外的な要因による変化を明らかにするために，2次元イジング模型をモンテカルロ法によって調べた．シミュレート
した系は正方格子上のイジング模型で，上下は開放端とし，左右は周期境界条件を課した．中央左右方向に滑り面を
導入し，上半分を滑り面に沿って一定速度 vで回し続ける．その結果，横方向長さ 640，上下方向長さ 5＋ 5の時，
境界条件に依存してエネルギー散逸が変化することを確認した．

51.	 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．

52.	 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．

53.	 CeO2 の水素吸収と触媒反応の特性
准教授 ビルデ マーカス，教授 福谷 克之，  

Prof.， Director （Fritz-Haber-Institute） Hans-Joachim Freund， 
Group Leader （Fritz-Haber-Institute） Dr. Shamil Shaikhutdinov

　Cerium dioxide (CeO2) is a reducible metal oxide with a large capacity to store and release oxygen because it can easily be 
transformed between its stoichiometric form (Ce in oxidation state 4+) and reduced ceria, which contains Ce3+ ions and oxygen 
vacancies. Besides extensive use as support material for oxidation catalysts (e.g.， the automotive exhaust converter), CeO2 has 
recently become recognized also as a highly efficient catalyst for the selective hydrogenation of H-unsaturated organic molecules 
that contain several double (C=C or C=O) bonds. Hydrogen (H) bound as hydroxyl (OH), either to the surface or in the bulk of 
the CeO2, is being discussed to influence the catalytic selectivity, which reportedly is highest for stoichiometric CeO2. However, 
the H sorption properties of CeO2 surfaces and their dependence on the degree of reduction under reaction conditions are still sub-
ject of much debate. In this year’s research in collaboration with the Fritz-Haber-Institute in Berlin (Germany), we therefore fabri-
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cated well-ordered epitaxial CeO2 thin films of a few nanometer thickness with stoichiometric and reduced surface conditions and 
measured the surface H coverage and the amount of H within the CeO2 film volume quantitatively in a depth-resolved fashion 
with 1H(15N, ag)12C nuclear reaction analysis after exposing the films to H2 pressures up to 10 mbar, at which complementary in-
frared absorption spectroscopy indicates formation of OH. The combined results clarify that the binding location and stability of 
H in the CeO2 films indeed differ strongly depending on the surface oxidation condition. The stoichiometric CeO2 is found to 
preferentially bind (O)H stably (in vacuum at room temperature) on or very closely underneath the surface. For reduced ceria, the 
coverage of stably bound surface (O)H is smaller but in addition volatile H species that readily desorb in vacuum at room temper-
ature exist in the interior of the reduced CeO2-x film volume.

54.	 TiO2 薄膜中における水素拡散の解明
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， 

教授 （東大）松崎 浩之，博士研究員 （東大）Wei Mao

　Industrial processes for the mass-scale production of clean hydrogen (H2) as an environmentally-friendly energy carrier in fuel 
cells are dehydrogenations, the water gas shift reaction, and steam reforming. It is most economical to separate hydrogen from the 
catalytic reactor by extraction through a membrane of H-selective permeability, which simultaneously achieves H purification and 
at the same time increases product yields by eliminating the chemical equilibrium constraint. In most efficient palladium (Pd)-
based composite H-separation membranes, a thin continuous Pd coating rests on a porous support, often sinter-metals. Membrane 
degradation by intermetallic diffusion between the Pd and the metal support must be prevented by ceramic diffusion barriers, e.g.， 
in the form of thin titanium dioxide (TiO2) interlayers. The long-term stability of such TiO2 layers against H in-diffusion and pos-
sible reduction by H2 at the high reaction temperatures, however, is still unknown. To evaluate these properties, we produced thin 
TiO2 films on Si(111) substrates through pulsed laser deposition, characterized their crystal structure with X-ray diffraction (XRD) 
and their surface morphology with atomic force microscopy (AFM), and finally the solution and diffusion behavior of hydrogen 
in these TiO2 films was investigated by H depth profiling with 1H(15N, αγ)12C nuclear reaction analysis (NRA) after high-temper-
ature (773-973 K) annealing in H2 gas.

55.	 デバイス生産プロセスにおけるSiO2 絶電体中の水素不純物量の分析
准教授 ビルデ マーカス

　Our previous research has demonstrated that the electrical stress-induced degradation of Si-based MOS devices (capacitors, 
transistors) correlates with the relocation of mobile H impurities from upper device structure parts into the volume of the gate ox-
ide dielectric and toward the SiO2/Si interface, where the diffusing H species introduce fixed oxide charge and electrically active 
interface states. In this international project in collaboration with the Technical University of Vienna (Austria), we apply 15N NRA 
H depth profiling to detect H impurities in model Au/SiO2/Si device structures that have experienced various processing steps of 
device fabrication. The aim is to clarify which process steps introduce diffusible H impurities and to elucidate how positive bias 
temperature stress (PBTS) affects the H distribution in the device structure. First results indicate that indeed significant differenc-
es in the H content of the SiO2 dielectric can be detected with 1H(15N,ag)12C nuclear reaction analysis at certain stages of device 
fabrication.

56.	 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．

57.	 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．

58.	 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．
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59.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆

60.	 中赤外超短パルス光電場による金ナノ構造の光電界放出の制御
准教授 芦原 聡，大学院学生 （志村研）今坂 光太郎，特別研究学生 （芦原研）草 史野，教授 志村 努

　物質に照射する光の電場がクーロン電場に匹敵するほど強くなると，電子が光電場によって直接的に駆動される，
新奇な光学応答が現れる．これを“強電場現象”と呼ぶ．金属表面を舞台とするとき，伝導電子が瞬間的な光電場に
よってトンネリングする“光電界放出”が起こる．この現象は，フェムト秒電子源としての応用可能性をもつ．本研
究では，金ナノ構造と光電場波形のそれぞれを制御することにより，電子の運動量分布および指向性を高度にコント
ロールする手法の開発を目指す．現在まで，金ナノロッド近傍の電場分布の数値計算，および，励起光の時間波形を
評価するシステムを構築した．今後は放出電子の高度制御の実現を目指す．

61.	 固体媒質における高次高調波発生の特性解明
准教授 芦原 聡，大学院学生 （志村研）今坂 光太郎，大学院学生 （芦原研）梶 智博，教授 志村 努

　物質にクーロン電場に匹敵する程の強い光電場を入射すると，強電場現象という非摂動論的な光学現象が生じる．
固体媒質を舞台とする場合，媒質中の電子が光電場によって直接的に駆動されることにより，電子のバンド構造を反
映して様々な周波数の光が放射される．これをうまく利用すると，新しい短波長コヒーレント光源を実現できる可能
性がある．我々は特に，中赤外のフェムト秒パルスレーザーを励起光源とした場合の固体高次高調波に関して，その
基礎特性の解明を目指して実験研究を進めている．

62.	 赤外共鳴ナノアンテナを利用した非線形分光法の開発
准教授 芦原 聡，大学院学生 （芦原研）森近 一貴，特別研究学生 （芦原研）草 史野， 

特別研究学生 （芦原研）竹上 明伸

　ここ 20年の間，高出力・高安定な赤外フェムト秒パルスレーザーの発展により，分子の高次構造やそのダイナミ
クスの観測を可能とするポンプ・プローブ分光法や二次元赤外分光法（2DIR）のような非線形分光法が確立されて
きた．我々は，金ナノアンテナアレイの増強近接場をポンプ・プローブ反射分光測定に適用し，分子の非線形信号を
およそ 107倍増強することに成功した．また緩和ダイナミクスの比較から，得られた増強信号は分子の本来の振動ダ
イナミクスを捉えていることが確かめられた．本手法を用いれば，膜タンパク質のような少量分子の計測や，生体分
子の生体環境下計測などの実現が期待される．

63.	 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．2016年度の主な成果として，（i）シアシニングのメ
カニズムに関する新たな理論モデルの提案（ii）（主にフラジャイルと称される）ガラス形成物質において普遍的に
発現する特徴的長さの増大に関する理論モデルの提案，の 2点を挙げる．その他に，過冷却液体や粉体分散系におけ
るマイクロレオロジー研究を展開している．

64.	 複合原子層構造における量子輸送現象
特任講師 増渕 覚

機械・生体系部門
1.	 難削材の高速切削における切削油剤の効果

教授 帯川 利之，大学院学生 （帯川研）方 正隆，大学院学生 （帯川研）上村 麻子

　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．また，固体潤滑剤の効
果についても検討した．

2.	 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．
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3.	 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

4.	 チタン合金の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）木村 雄高

　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チタン合金のマイクロ・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．

5.	 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，「イオ
ン性電気活性ポリマーを用いた力学センサの計算モデリング（アクチュエータモデルからの展開）」および「高分子
アクチュエータ／センサの計算モデリング」について総合的に考察した．

6.	 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

　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，「非連成解析法による多層塗膜の動的破壊挙動の損傷力学シミュ
レーション」および「部分連成解析による溶射コーティング被膜の損傷評価」について総合的に考察した．

7.	 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　損傷力学による高周波焼入れクラン
シャフトの疲労寿命予測

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
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」および「焼入れ残留応力を考慮した損傷力学モデリングとクランクシャ
フトへの適用」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．

8.	 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，実成形過程
で大きな問題となる流路内滞留による材料劣化やこれに伴う変色・異物発生の不良解析を行うことを目的としている．
本年度は，ホットランナー組込金型にガラスインサート方式を適用して，構造上特有の流路開閉バルブピン周りに発
生する滞留樹脂の長時間劣化過程について，直接可視化する方法により検討した．時間経過による流路内樹脂の酸化
劣化と流路内壁面の変色薄膜付着過程を明らかにした．

9.	 繊維強化樹脂可塑化過程の可視化実験解析
教授 横井 秀俊，大学院学生 （横井研）馬 賽

　本研究は計量可塑化過程において，具体的には短繊維強化樹脂と長繊維強化樹脂の可塑化過程の相違を調査し，繊
維折損過程との相関を明らかにすることを目的とする．

10.	 超臨界流体を用いた微細発泡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．本年度は，微細発泡射出成形過程におけるキャビティ厚さ方向の樹脂内部温度分布を計測し，
温度分布が充填初期では通常成形より低いが充填後期では通常成形とほぼ同様となること，その後の冷却工程では微
細発泡射出成形では早期に低下することを明らかにした．
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11.	 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．

12.	 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．

13.	 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．

14.	 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．

15.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本 潤

　形状の創成と内部組織の創出は，熱間加工に課せられた重要な問題である．これらの 2項目を同時に最適化するた
めには，熱間加工中の内部組織変化を塑性変形と同時に解析し得る理論が必要である．理論解析を行う上で必要な材
料ゲノムは，圧縮試験と内部組織定量化により取得する．そのうち圧縮試験は，千葉地区への機械式圧縮試験機（1961
年導入，1997年改修）の設置に始まった．以後，高速多段圧縮試験機（2001年設置），高ひずみ速度付与試験装置（2004
年設置）を利用して，材料ゲノムの取得は 50年以上にわたり継続して行われている．機械式圧縮試験機では，1997
年の改修によって PLCによる水噴霧冷却方法の開発や変態組織の前加工量依存性が計測されており，この成果は，
熱間加工材質変化に関わる種々の研究に引き継がれている．

16.	 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
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．

17.	 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．
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18.	 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．

19.	 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
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．

20.	 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．

21.	 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．

22.	 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．

23.	 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，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．
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24.	 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．

25.	 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．

26.	 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．

27.	 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.

28.	 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，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．

29.	 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
球の動態を 3次元 PTV（Particle Tracking Velocimtery）により周囲流れ場と共に，巨視的，微視的視点から 3次元で観察，
計測することを目指す．
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30.	 Experimental	investigation	of	red	blood	cells	via	digital	holographic	microscopy
教授 大島 まり，国際協力研究員 （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). To enable high spatial resolution measurements of RBCs, the experiments require large optical magnification. Hence, 
due to the use of small measurement windows, cells have to be focused to a single position within the channel to allow adaptation 
of the measurement setup to the cell’s position. Various microchannel geometries that induce inertia-based single-stream focusing 
to a defined location in the channel are manufactured and investigated via bright-field and digital-holographic microscopy to se-
lect optimized geometric and flow parameter combinations for the subsequent investigation of the motion patterns and geometric 
shapes of RBCs via DHM in a large shear stress and Reynolds number range.

31.	 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）前田 渓太

　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．

32.	 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，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．

33.	 脳自動調節能を考慮した 1D-0D 血流解析による脳循環予備能の数値的評価法の開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）尹 彰永

　脳には，直径 0.5 - 1.0 mmの細めの動脈が伸縮することで，脳血流を一定に保つ機序である脳自動調節能が存在す
る．血管にどの程度伸縮の余裕があるかは，脳循環予備能という指標で評価される．特に，頸動脈の狭窄を回復する
手術など，手術によって急な脳血流の変化が予想される場合は，患者の脳循環予備能を評価した上で，手術計画を立
てることが重要である．局所脳血流量を計測できる SPECTの普及率が世界トップレベルである日本では，SPECTを
用いた脳循環予備能の評価法が一般的となっている．しかし，SPECTは定量性が低く，また，施設導入・管理にお
けるコストが高いことから世界的には普及率が低いため，代替となる評価法に対する需要が高い状況といえる．そこ
で，本研究では，脳血流の直接的な計測を必要としない，シミュレーションによる脳循環予備能の評価法の実現を目
指す．本研究は，非侵襲的，かつ，短時間での脳循環予備能の評価を可能とし，より安全な医療の実現に貢献できる
と考えられる．

34.	 膵アーケード動脈瘤および脳動脈瘤の発生における血管形状が血行力学に与える影響の検証
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）鈴木 裕二，大学院学生 （大島研）小林 匡治， 

大学院学生 （大島研）Yuhn Changyoung，研究員 （大島研）山本 創太， 
講師 （東大）保科 克行，大学院学生 （東大）宮原 和洋

　近年，画像処理技術の進歩により医用画像から血管の曲率，捩率といった血管の形状情報を取得することが可能と
なった．そこで，本研究では動脈瘤が生成した患者の血管形状を用いて，血流シミュレーションを行うことで，血管
形状が血行力学に与える影響を考察し，動脈瘤の生成と血管形状の相関を調べる．

35.	 1 次元 -0 次元脳血流シミュレーションのためのインタラクティブツールの開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）酒井 謙

　近年，人間の体内の臓器や血管の形状作成と，作成した形状を用いて数値解析を行う Image-based modeling and 
simulation に注目が集まっている．その中で，患者個別のデータをシミュレーションに用いる Patient specific image-
based modeling and simulationが開発されている．さらに，本研究では医用画像より血管形状を描出するモデリング部
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分，これらの形状及び速度データの 1D-0D血流解析部分，そして解析結果を 3次元に可視化する可視化部の 3つか
ら構成される統合的なシステムを開発している．しかし，現行のシステムでは医療の現場で病状の進行及び手術によ
る血流の変化を予測する場合， 3次元可視化された血管形状を元に操作をすることはできなく，かつ解析時間が膨大
となる．そこで本研究では， 3次元可視化された血管形状を直接操作して変形させ，それをもとに 1D-0D血流解析に
よる再解析を行い，可視化データに反映させるインタラクティブなツールを開発することにより，臨床応用への適応
を検討する．具体的には，1） 可視化ツールによって表示された血管の一部分を選択して狭窄を設定する機能，2） そ
の条件を元に 1D-0D血流解析による再解析を行うための Interactive機能，3） 計算時間を短縮させる機能の実装を想
定する．

36.	 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．従来は気道の形態学的な変化に基づく研究が行われていたが，気流の挙動に及ぼす影響については
ほとんど研究が行わて来なかった．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
響について流体力学的観点から解析を行っている．

37.	 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

　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．

38.	 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．

39.	 上顎骨の後上方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）青柳 美咲

　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．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，上顎骨後上方移動に伴う鼻
腔，咽頭部の変化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，上顎骨後上方
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．

40.	 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．

41.	 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．
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42.	 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．

43.	 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．

44.	 超音波計測データによる 1D-0D 血流シミュレーションの改善
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

　我が国における死亡者の約 25%は心血管疾患によるものであり，診断には超音波装置による血流解析が有効とさ
れている．しかし，装置の特性上，計測部位に制限があるため全身血流の評価が行えない．そこで，解析部位に制限
のない血流シミュレーションによる全身血流解析に着目する．本研究では，シミュレーションにおける血管径，血管
スティッフネス，末梢血管抵抗等の各パラメータに対して超音波計測データを適用し波形改善を行うことで，各被験
者における体循環血流の再現性向上を目指す．

45.	 血管内壁への流れ負荷と作用時間が血管内弾性板破裂の実験的評価方法の検討
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）寺島 眞人，研究実習生 （大島研）中村 祐太， 

研究実習生 （大島研）平沢 祐紀，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　重大な脳血管疾患であるくも膜下出血に対して，その主要因である血管内壁に存在する内皮細胞と血流による壁面
せん断応力の関係が注目されている．そこで，本研究では，内皮細胞と血流による壁面せん断応力の関係を，血管内
皮損傷評価システムと呼ばれる実験装置を開発することによって，定量的に評価をしている．本研究では，血流の壁
面せん断応力によって剥離した，内皮細胞の下に存在する内弾性板の損傷を，実験的評価する方法を検討している．

46.	 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．今年度は特に第 3世代法と分子動力学法の結合に関する研究を行った．

47.	 量子化学計算によるポリエチレンのモルフォロジーに基づいた正孔移動度の多階層性評価の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　ポリエチレン材料におけるモルフォロジーと正孔移動度の関係をその場しのぎのパラメータを用いることなく評価
した．計算されたポリエチレンの結晶・非晶領域の正孔移動度は実験値と良好に一致し，高分子のモルフォロジーの
差異による電荷輸送特性への影響が定量的に評価された．

48.	 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．今年度は特
に Lasso回帰に関する研究を行った．

49.	 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， 

技術研究員 （海洋研究開発機構）福場 辰洋，上席技術研究員 （海洋研究開発機構）許 正憲

　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），
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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．

50.	 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・高効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．

51.	 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，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．

52.	 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．

53.	 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．

54.	 液中に分散する粒子の広帯域誘電分光解析
教授 白樫 了，教授 （芝浦工業大）山田 純

　液中に粒子を分散したスラリー状材料は，燃料電池の電極やセメント，パン生地等，様々な生産物の原料として用
いられているが，その混練状態により最終製品の性質が影響をうけることが知られている．しかしながら，多くの場
合，混練状態を in-situで適切に把握する手段がないことから，経験に依存している．本研究では，分散質と分散媒
の誘電特性の違いを利用して，広帯域誘電分光とその後の解析により，分散系の混練状態を in-situで把握する計測
法を開発する．

55.	 ①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）②油圧式潮流発電装置（Hy-
drauTide）の開発・改良（H28〜H29 年度）③波力発電関連分野での新産業創出促進事業（H28 年度）

特任教授 丸山 康樹

　平成 28年度は，3つの受託研究（①＝文部科学省，②＝長崎企業との共同研究，③＝平塚市）により，波力発電（久
慈市，平塚市），潮流発電（塩竈市，長崎市）の開発研究を実施した．

56.	 光ファイバ AEセンシングによる複合材料の損傷評価
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）于 豊銘，大学院学生 （岡部（洋）研）蔡 佳恒

　感度と広帯域応答性に優れた光ファイバ超音波センサシステムにより，遠距離で正確に AE信号を計測する方法を
確立した．さらに，これにより計測した AE波形をラム波モード挙動に基づき解析することで，複合材料中に発生し
た微視的損傷の形態を診断することを試みている．
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57.	 レーザー超音波を用いた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

　構造部材の製造品質や健全性を保証するためには，適切な非破壊検査法が必要となるが，CFRP複合材に適した検
査手法は，まだ十分に確立されていない．そこで，レーザー超音波検査システムを対象とし，その波動励起・伝播の
理論解析と実験を行うことで，適切な検査条件を研究する．

58.	 超音波ラム波を用いた構造ヘルスモニタリング
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）鄧 培文，特任研究員 （岡部（洋）研）斎藤 理

　複合材料等の構造部材に超音波送受信素子を組み込み，その素子間に超音波ラム波を伝播させる．そして，受信波
形の変化を捉えることで，その部材中に損傷が発生しているかどうかを簡便に診断することを目指す．そのため，ラ
ム波の伝播挙動を理論及び数値解析に基づいて明らかにし，受信波形に信号処理を施して適切な情報を抽出すること
を試みている．

59.	 非線形超音波法による複合材料の非破壊検査
准教授 岡部 洋二，大学院学生 （岡部（洋）研）西本 涼介

　複合材料の破壊は，様々な形態の微視的損傷が内部に累積されながら進行する．そのため，従来の非破壊検査法で
は，確実な診断が難しい．そこで，非線形超音波法により，損傷累積で生じる巨視的な材料非線形性と幾何学的非線
形性を捉えることで，複合材内部の損傷状態を診断することを試みる．

60.	 ロボットシーリング
准教授 土屋 健介，特任講師 馬渡 正道，先進ものづくりシステム連携研究センター

　航空機の製造現場において，シーリング作業は高度熟練技能者による手作業で行われている．これをロボットで自
動化することを目指し，ハードウェア・ソフトウェアの研究開発を行う．

61.	 高効率教示システム開発
准教授 土屋 健介，特任講師 馬渡 正道，先進ものづくりシステム連携研究センター

　航空機の製造現場においては，高度熟練技能者による手作業で行われているプロセスが存在し，これをロボットで
自動化することが望まれている．「人が作業に習熟する」という現象を科学的に検証し，より効率の高いロボット教
示システムの開発を目指す．今年度はサンディング作業を題材とした．

62.	 毛細血管リモデリングに関する研究
准教授 長谷川 洋介

63.	 懸濁液の塗布乾燥における微粒子集積パターンに関する研究
准教授 長谷川 洋介

64.	 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，大学院学生 （梶原研）呂 笑顔

　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．

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

外国人特別研究員 （梶原研）Weng Qianchun，大学院学生 （梶原研）菊池 章， 
教授 （東北大）尾辻 泰一，助教 （平川研）吉田 健治

　テラヘルツ波（波長 10μm～1 mm）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
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分解能 20 nm （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，グラフェ
ン等の非平衡現象の観測，極低温試料測定への拡張を試みている．

66.	 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，研究員 （（国研）情報通信研究機構）Mikhail Patrashin， 

大学院学生 （梶原研）山中 和之

　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 Infra-
red 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．

67.	 変形加工学に関する研究
准教授 古島 剛

68.	 福島第一原発事故による海底土の放射能汚染調査術
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

　福島第 1原子力発電所事故により大量の放射性物質が放出され，この一部は海底土壌中に留まっている．本研究に
おいては，小型船から海底に曳航式のガンマ線計測装置を降ろし海底面上で曳航することにより，連続的にガンマ線
の分布を計測するシステムを開発し，これを用いた海底土の連続的放射性セシウムの調査手法を確立した．本年度は，
原子力規制庁の委託事業において，3航海に渡り福島第一原発の 25キロ圏内においてグリッド状調査を実施し，海
底土の放射能分布状況が明らかとなった．

69.	 熱水環境における海水・海底面・海底表面下のその場成分分析技術
准教授 ソーントン ブレア，大学院学生 （巻研）佐藤 匠，大学院学生 （巻研）高橋 朋子

　海底鉱物は，我々が将来利用できる有力な「資源」になりえるのか関心と注目が集まっている．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，短時間で資源の量及び品質に関する情報を効率的に
調べることが重要である．本研究では，今までサンプリングによって調べることしかできなかった，海底鉱物に含ま
れる元素成分を，現場でリアルタイムに検出することができる，深海レーザ誘起破壊分光（LIBS: Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy）装置「ChemiCam」を研究開発し，実海域での運用試験を行っている．本年度は，KS16-04
において，遠隔操縦ロボットに ChemiCamを搭載し，1200m以上の深さにある伊豆小笠原海域において， 海底でリア
ルタイムに鉱物の成分をその場測定することに成功した．また， 熱水・観劇水や粒子の成分を LIBSや，昨年度開発
したレーザラマン装置で計測し，これまでサンプリングできなかった資料の成分もその場で計測できつつある．これ
らは，ホログラフィック顕微鏡でミクロンオーダの詳細な粒子等を可視化しながら，成分を計測することを可能とす
る．

70.	 マルチレゾリューションの 3D画像計測による深海ハビタットマッピング技術
准教授 ソーントン ブレア，特任研究員 （ソーントン研）アドリアン・ボーデンマン

　熱水噴出域，コールドシープなどは深海におけるオアシスとなり，こういった地質現象が深海生物の分布に大きく
影響している．2～3mの低高度からの画像マッピングでは，数 10mの狭い領域での詳細な分布情報と生物の種類は
把握できるが，ハビタットスケールで議論するには数 kmオーダの海底面を調査する必要がある．このため，本研究
では，10mの高高度から 3次元カラー画像を取得する高感度のマッピング装置を研究開発し，従来の低高度からの撮
影より 50倍以上の広範囲のマッピング可能となり，従来の技術と合わせて，広域，かつ部分的には高解像度のマッ
ピング調査をている．今年度は，SZ16-01に置いて，琉球大学とシドニー大学と共同でサンゴ礁の調査を TUNA-
SAND 2を用いて実施し，YK16-15ではマンガンクラストの調査を BOSS-A（マンガンクラストの厚さ 計測）と
AE2000fで実施した．なお，本航海では，浅田研の合成開口ソナーを JAMSTECの AUV「うらしま」に搭載し，マン
ガンクラストの広域分布の調査を実施した．

71.	 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
なって実験教材を開発し，ワークショップを実施した．また，それを基に初等・中等教育で使用できる映像教材を開
発した．その結果，実験教材を用いたワークショップは，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．
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72.	 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．

73.	 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．

74.	 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.	 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

　IoTセンサーを真に実現する上での最大の課題は，「1．安定的な電源供給システムの構築」，「2．安定的な情報通
信網の構築」である．とりわけ老朽化を迎えた構造物のヘルスケアは，IoTセンサーの最も重要な応用であるが，上
記 2つの課題により，実現されていない．そこで，本研究では IoTセンサーノード間の電力供給，情報通信における
本質的な課題を解決するために，（1） 炭素配線シートおよび間欠動作型構造物ヘルスケアセンサー（IoTセンサーノー
ド）の開発，（2） 炭素配線を用いたエネルギー供給およびデータ通信の CMOS回路による実現可能性検証を行った．

4.	 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

　2020年には 500億個，2030年代には 1兆個というセンサやアクチュエータなどが IoT端末ノードとしてインター
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ネットに接続されるという予測がある．これらの端末ノードは，農業，医療，産業用機器，民生機器，クルマなど多
種多様な分野に適用され社会に貢献するとともに，3兆ドルの産業になると考えられている．1兆個もの IoTノード
を社会システムに導入するには，ノードが，超低消費電力であること，超小型であること，かつ多種多様な応用に適
用できるフレキシビリティを持つこと，の 3条件が必須である．本研究開発ではこの 3条件を満たすべく，2015年比，
（1） 消費電力 1/10，（2） 体積 1/100，（3） 工場外（フィールド）でシステムの再構成が簡便にできるモジュールおよび
プラットフォーム技術の研究開発を行った．

5.	 次世代 IGBT に向けたプログラマブルゲートドライバと短絡検出回路の提案と実証
教授 桜井 貴康

　次世代型 IGBTを実用化するためには，電流密度増加によって引き起こされるノイズの増加や短絡耐量の低下の問
題を解決する必要がある．ノイズ問題や短絡問題を解決するためには IGBTの動作条件の変化に対応しつつ IGBTの
ゲートを高速かつ精緻に制御する必要がある．そこで，LSI技術を用いてゲートドライバの高機能化・高速化し，（1）
プログラマブルゲートドライバによるアクティブゲート駆動，（2）短絡検出回路の高速化・ばらつき耐性向上の提案
と実証を行った．

6.	 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，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．

7.	 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，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．

8.	 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，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．

9.	 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．

10.	 高次元準周期解の分岐解析
教授 合原 一幸，特任助教 （合原研）神山 恭平

　準周期解は発振器の結合系を代表として普遍的に存在し，近年はレーザーやジェットエンジンの制御や電力ネット
ワークなどのさまざまな応用も見出されている．その一方で，高次元準周期解の分岐メカニズムについては詳しくわ
かっていないことが多い．本研究ではこれに対する分岐解析手法を開発し，そのメカニズムを解き明かすことを目的
とする．具体的には，すでに開発したリアプノフバンドルという分岐解析手法を中心に準周期解の局所的安定方向を
評価しつつ解析する．
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11.	 コヒーレントイジングマシンによる組合せ最適化問題の実装
教授 合原 一幸

　組合せ最適化問題の代表的なものに，統計力学のイジング問題やグラフ理論の最大カット問題がある．我々のグルー
プは，計算の難しいこれらの問題に対し，量子光学や光通信の分野で知られている光パラメトリック発振器（DOPO）
という双安定な発振位相をもつデバイスを用いることで高速な光計算機を構築する研究を行っている．大規模化に向
けて DOPO結合を FPGAにより模擬した系を考案し共同研究により実証実験を進め，第一段階の実験が成功し 2016
年に Science誌に 2本の論文が掲載された．

12.	 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．

13.	 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）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．

14.	 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

　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．

15.	 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．

16.	 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．

17.	 ID ベース暗号方式の補助漏洩耐性
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，教授 松浦 幹太

　暗号方式が満たす性質の中で，秘密鍵等を始めとする秘密情報に関係した情報が部分的に漏洩しても秘匿性が保持
されることを保証する「漏洩耐性」は重要な性質である．我々は，これまでに考えられてきた漏洩耐性モデルとして
もっとも強いものを満たす具体的な方式に関して，従来研究の誤りを明らかにし，新たに要件を満たす具体的な方式
を示してその安全性証明に成功した．

18.	 Tor 秘匿サービスへの攻撃に対抗する偽装トラフィック生成とその運用に関する研究
大学院学生 （松浦研）竹之内 玲，教授 松浦 幹太

　匿名通信システム Torは，アドレスの多重暗号化によってインターネット通信に匿名性を持たせる実システムであ
る．Torプロジェクトでは，サーバの IP アドレスを隠す「Tor秘匿サービス」というシステムも提供している．本研
究では，Tor秘匿サービスのトラフィックを分析し，Tor秘匿サービスが発生させるサーバ側のトラフィックと紛ら
わしいトラフィックを生成することによって，同サービスの匿名性を高める技術を提案した．また，体系的な特性分
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析によって，その適切な運用方式に関する知見を得た．

19.	 深層学習に対し意図的に誤判定を起こさせる攻撃とその対策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，教授 松浦 幹太

　近年，画像認識や言語の翻訳など様々な分野で深層学習を用いたアプローチが導入されており，めざましい成果を
あげているが，これらの学習器に対する攻撃も報告されている．この攻撃手法を用いると，画像認識を行う学習器に
対し人間の目では正常に識別できるが学習器は誤った識別結果を返してしまうといった画像を作成することが可能に
なる．本研究では，入力画像に対する学習器の出力から jacobianを計算して利用することで，深層学習を用いた画像
分類器に対し意図的に誤ったクラスに分類させるような入力画像を検知する手法を提案する．

20.	 オブジェクト指向のWEBアプリケーションにおけるXSS攻撃脆弱性
大学院学生 （松浦研）林 昌吾，教授 松浦 幹太

　クロスサイトスクリプティング（XSS）攻撃は，数多くの対策研究がなされてきているにもかかわらず，常に首位
を争う脅威となっている．本研究では，これまで手薄であった「スクリプト言語に適用可能なオブジェクト指向で実
装されたWebアプリケーションに対する XSS攻撃」に関する防御の研究を行う．具体的には，2方向後方脆弱性分
析とクラスキャッシュという概念を導入して，静的解析で XSS脆弱性を抽出する手法の提案と実装を行う．

21.	 フォールバック認証におけるミュージオースの提案
大学院学生 （松浦研）孫 達，教授 松浦 幹太

　パスワードなどの一般的な認証技術のユーザがパスワードを忘れるなどしてログインに失敗した際に，もしその
ユーザが正規のユーザならば救う仕組み（フォールバック認証）に関しては，体系的な研究が少なかった．本研究で
は，普及しているフォールバック認証方式の問題点を明らかにし，新たな方式として，音楽に関する人間の記憶力と
それを呼び起こす能力を利用した方式を提案し，安全性とユーザビリティを評価する．

22.	 非対称環境における軽量暗号に関する研究
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　センサーなどの計算能力の低いデバイスがネットワーク化される IOT（モノのインターネット）環境では，通常の
計算機環境で使われる暗号よりも負荷の軽い軽量暗号が求められる．これまで，通常の計算機からデバイスへの通信
に適した軽量暗号と，デバイスから通常の計算機への通信に適した軽量暗号はよく研究されてきた．両方を実装する
ことによって両方向の通信に対応できるが，それでは，軽量性を求める本来の要求に合わない．本研究では，両方向
の通信を統一した枠組みで扱い，理論的に安全性評価可能な方式を開発した．

23.	 非対称環境における認証技術に関する研究
特任教授 Mihaljevic Miodrag，教授 松浦 幹太

　センサーなどの計算能力の低いデバイスがネットワーク化される IOT（モノのインターネット）環境では，通常の
計算機環境で使われる認証技術よりも負荷の軽い軽量な認証技術が求められる．これまで，通常の計算機がデバイス
を認証する技術と，デバイスが通常の計算機を認証する技術はよく研究されてきた．両方を実装することによって両
方向の認証に対応できるが，それでは，軽量性を求める本来の要求に合わない．本研究では，両方向の認証を統一し
た枠組みで扱い，理論的に安全性評価可能な方式を開発した．

24.	 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．

25.	 シリコン神経ネットワーク回路の開発
准教授 河野 崇

　サブスレショルドMOS回路を用いた超低消費電力アナログシリコン神経ネットワーク回路，及び，FPGAを用い
た高速神経ネットワークシミュレータを開発する．

26.	 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
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27.	 発生系譜の解析技術の構築と，胚の生きの良さの定量化への応用
准教授 小林 徹也

28.	 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

29.	 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

30.	 免疫恒常性の定量生物学
准教授 小林 徹也

31.	 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
准教授 小林 正治，教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉， 
特任研究員 （平本研）竹内 潔，大学院学生 （平本研）植田 大貴

　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，0.1V動作を目指し，SOI基板
上のトランジスタにおけるボディpn接合を利用した急峻スロープトランジスタの動作原理の解析を行った．

32.	 ナノスケールCMOSデバイスの特性ばらつきに関する研究
准教授 小林 正治，教授 平本 俊郎，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，特任研究員 （平本研）竹内 潔

　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，ワイヤ幅が 4nm程度
以下ではランダム手レフラフノイズが非常に大きくなることを明らかにした．さらに，スタティックランダムメモリ
（SRAM）において安定性をストレス印加により不安定化させることで，プロセスコスト上昇なしで不揮発性メモリ
に応用できることを実測により示した．

33.	 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
准教授 小林 正治，教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉，大学院学生 （平本研）蔣 京珉

　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（FeFET）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．FeFET
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 FeFETのデバイス物理に基づくシミュレータを構築し，材料開発に必要なパラメータを導出するためのデバイ
ス設計を行った．

34.	 強誘電体ナノ薄膜を利用した超低消費電力メモリ技術に関する研究
准教授 小林 正治，教授 平本 俊郎，助手 （平本研）更屋 拓哉

　現在，CPS（Cyber-Physical-System）が重要なプラットフォーム技術となっている．CPSにおいては実空間でセンシ
ングした膨大なデータを仮想空間のクラウドにおいてビッグデータとして蓄積・解析し，再び実空間で新しい社会サー
ビスを提供する．この中で IoT（Internet-of-Things）デバイスがセンサーノードデバイスとして重要な役割を果たす．
IoTデバイスは今後，数兆個の単位で実空間に配置されることが見込まれており，IoTデバイスは超低消費電力であ
ることが必須のスペックとなる．IoTデバイスは間欠動作が最も適しており，この場合，消費電力は待機時リーク電
力に支配される．とくに，メモリデバイスにはMbitものセルが集積されているため，このメモリセルの待機時リー
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ク電力を抑えることが極めて重要である．本研究では先端 CMOSプロセスと整合性の非常に高い強誘電体ナノ薄膜
を開発し，IoTデバイス応用に向けた超低消費電力の不揮発性メモリの開発を行っている．本年度は待機時リーク電
力が極めて低いノーマリーオフメモリ技術を設計し，その実証に成功している．

35.	 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．

36.	 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

37.	 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

38.	 動画像・動距離画像の時空間解析と高精細化
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

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，協力研究員 （尾張研）冨安 文武乃進，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.	 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，協力研究員 （尾張研）冨安 文武乃進， 

大学院学生 （尾張研）姜 少熙，大学院学生 （尾張研）古島 弥来，大学院学生 （尾張研）高木 雄斗

　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．

3.	 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）冨安 文武乃進， 

大学院学生 （尾張研）金 潤，大学院学生 （尾張研）江川 拓也

　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．

4.	 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

5.	 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
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6.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
教授 迫田 章義

7.	 バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発
教授 迫田 章義

8.	 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を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．

9.	 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）伊藤 稜哉

　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．

10.	 環境化学物質としてのパーフルオロカーボン酸の細胞内蓄積性と毒性
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）黒田 康義

　有機フッ素化合物のうち，パーフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）やパーフルオロオクタン酸（PFOA）は安定
な構造をしているため，環境中で分解されにくく，高い蓄積性も有する．そのため，水中や野生生物中に広範囲に存
在していることが知られるようになった．本研究では，細胞内に蓄積するフルオロアルキル化合物の化学構造を明ら
かにし，細胞に対する毒性評価を行っている．

11.	 PSD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

　パルスプラズマ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
プットで成長させる．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．

12.	 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させ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．

13.	 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，イオン衝撃法を用
いた高硬度化を実施し，膜硬度を 20～60GPaに向上することを確認した．しかし，基材再堆積法の最適化を試みても，
膜硬度を 30GPa以上でとなると容易に剥離してしまう結果となった．一方，DLC膜の膜厚を増加させると，飛躍的
に摩耗寿命が長くなることが判明した．これは，基材再堆積法による界面の凹凸に依存すると考えられ，DLC膜厚
を 3μm以上にすることにより耐摩耗性が実用レベルとなることがわかった．

14.	 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

　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
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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，10nm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る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．そこで，傾斜サファイヤ基板を用いて，ステップフロー
型の Ir膜形成を試み，Ir層の結晶性の向上を図り，これにより，大面積に均一な単層グラフェンの作製を目指して
いる．

15.	 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）Yu Jin，大学院学生 （工藤研）千葉 悠暉， 

大学院学生 （工藤研）田 英琦，大学院学生 （工藤研）樋口 淳一

　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
ペプチド触媒ならではといえる反応の探索を行った．

16.	 生合成反応を模倣した生理活性分子の合成
教授 工藤 一秋，助教 （工藤研）赤川 賢吾

　生体内でアセチル CoAとマロニル CoAから得られる二次代謝物であるポリケチドには多様な分子骨格，生理活性
をもつものが存在する．それらは生体内では共通のシンプルな反応の積み重ねによって作られている．そのしくみを
模倣することで，多様な化合物を生み出す人工の反応システムの開発へとつなげることを目指す．

17.	 ナノバイオセンシングの構築と in	vitro モニタリングへの展開
教授 酒井 康行，助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）中根 雅晴， 

大学院学生 （酒井（康）研）畑野 航平，学部学生 （酒井（康）研）松出 尚也

　最近の細胞アッセイにおいて，薬剤や有害性物質に対する培養組織の応答変化を，細胞非侵襲で効率良く取得する
ためのデバイスが求められている．本研究では，ナノ材料と生体材料を組み合わせた新規バイオセンシングシステム
を開発し，細胞アッセイと融合させることで，ヒト個体応答の予測可能な in vitroモニタリングデバイスの開発を目
指している．現在，カーボンナノ材料と生体材料を組み合わせた高感度電気化学センサを開発するとともに，培養組
織の応答計測を試みている．

18.	 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

19.	 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

20.	 分子磁気光学材料の開発
教授 石井 和之

21.	 刺激応答性クロミック材料の開発
教授 石井 和之

22.	 ロータリーエバポレーターを用いた不斉合成法の開発
教授 石井 和之

23.	 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

24.	 抗酸化物質の検出・定量分析法の開発
教授 石井 和之

25.	 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
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26.	 酸素・二酸化炭素の電気化学的還元触媒・光還元触媒の開発
教授 石井 和之

27.	 ホモキラリティの起源に関する研究
教授 石井 和之

28.	 近赤外発光性分子の開発
教授 石井 和之

29.	 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
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．

30.	 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
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．

31.	 異種多核金属錯イオンの理論的設計・調製とゼオライトへのイオン交換およびNO直接分解への適
用と有効性の評価

教授 小倉 賢

　これは最難関の環境触媒課題である NO直接分解への挑戦プロジェクトである．これまで銅ゼオライト中の二核銅
イオン錯体が，NO直接分解に触媒活性および酸素放出能を示すことが見いだされている．それ以上の性能を示すも
のを作り出すためには，溶液中の平衡組成を越える必要がある．したがって，酸素を切り離しやすい銅－異種金属ペ
アを理論計算により求め，その二核錯体を調製する．それを用いゼオライトへイオン交換することで，確実に異種二
核金属錯イオンが設計されるものと期待している．

32.	 層状ゼオライトへの部分窒素導入と新たな機能を賦活した塩基触媒の創製
教授 小倉 賢

　これまで当研究室で培ってきたシリカの部分窒化を層状ゼオライトへ展開する．層状ゼオライトの層間に存在する
シラノールを引き出す修飾法にて，その利用効率を高めるとともに，ゼオライト結晶質，あるいはローカルに構造化
した空間に窒素を置換することにより発現する新たな塩基触媒性能を追究する．

33.	 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）

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．

34.	 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
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．
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35.	 一酸化炭素酸化に有効な新規触媒系の開拓
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．

36.	 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）髙橋 礼， 

大学院学生 （北條研）牧田 雅貴

　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．

37.	 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）沈 倩雯，大学院学生 （北條研）加藤 拓，大学院学生 （北條研）金田 翔平

　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．

38.	 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，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．

39.	 遷移金属中心ラジカルの捕捉・合成と機能開発
准教授 砂田 祐輔

　金属－金属間結合は，ホモリティックに開裂することで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，電子的・光学特性などの様々な物理的性質
の可逆な制御も可能となる．本研究では，典型元素中心性ラジカルと遷移金属前駆体との反応から，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．

40.	 遷移金属と典型元素の協働作用を活用した高機能性クラスター開発
准教授 砂田 祐輔

　遷移金属化合物において，典型元素化合物を配位子として導入することで，通常では実現困難な様々な触媒機能を
付与できるなど，特異な機能を発現できることを最近当研究室では見出している．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．

41.	 自然免疫受容体シグナルによる，がん・自己免疫疾患の増悪に関わる炎症応答促進機構の解明とそ
の制御法の開発

特任准教授 柳井 秀元

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にスピン偏極した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を目指し，トポロジカル絶縁体であることが知られている Bi-Sb合金の作製，塑性
変形による転位の導入，転位の構造解析，転位を導入した試料の電気抵抗測定を行っている．



217

2．研究部・センターの各研究室における研究

43.	 トポロジカル絶縁体のバルク絶縁性向上
講師 徳本 有紀

　トポロジカル絶縁体の特殊な表面状態に起因する表面伝導，量子振動を検出するためには，バルクの絶縁性を向上
させることが不可欠である．PbBi2Te4はトポロジカル絶縁体であることが検証されており，これまで発見されたトポ
ロジカル絶縁体の中でも表面二次元電子密度が高いことが示されている．しかし実際には化学ポテンシャルがバルク
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化学ポテンシャルを変化させ，
PbBi2Te4の絶縁性を向上させることに取り組んでいる．バルク絶縁性の良い試料を用いて，表面状態を実験的に検証
することを目指している．

44.	 トポロジカル絶縁体の熱電特性評価
講師 徳本 有紀

　トポロジカル絶縁体中の熱電特性の組成依存性，転位の効果を明らかにすることを目指している．

45.	 分子認識能を賦与した有機薄膜トランジスタ型化学センサの創製
講師 南 豪

　有機薄膜トランジスタは，軽量性，柔軟性，低環境負荷，大面積デバイス化が可能などの特徴を有していることか
ら，センサデバイス開発において魅力的なプラットフォームである．しかし，センサとしての応用研究は萌芽段階に
あり，とりわけ分子認識化学的視点からの研究展開はこれまでにおこなわれていない．そこで本研究では，有機合成
化学に立脚して合目的に創製した分子認識材料を有機薄膜トランジスタに組み込むことにより，新たな化学センサデ
バイスの提案を目指している．

46.	 超分子センサアレイによるハイスループット分析手法の開発
講師 南 豪

　ホスト－ゲスト化学に基づいて開発される分子センサは，高選択性を有する一方で，多成分を迅速かつ同時に検出
することは得意ではない．本研究では，あえて標的化学種に対して“低選択性”を有する分子センサ群を合成し，こ
れをマイクロアレイ上に並べて，体液などに含まれる多成分をハイスループットに分析する手法を開発する．低選択
性分子センサ群のアレイ化により得られる種々の信号応答について，統計学・機械学習に基づくケモメトリックスを
用いて解析をおこない，複数種の同時定性・半定量・定量分析を試みている．

人間・社会系部門
1.	 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．

2.	 地球観測衛星データを利用した人間居住地とインフラの全球マッピング
教授 柴崎 亮介

　地球観測衛星から得られる高分解能・中分解能画像データを組み合わせ，機械学習のアルゴリズム，特に深層学習
を利用することで個別の建物，道路，インフラなどを全球スケールでマッピングすることを可能にする自動マッピン
グシステムを開発している．

3.	 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．

4.	 パーソナルデータの自己管理・利活用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

　パーソナルデータを自己管理することで，本人管理によるデータ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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5.	 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．

6.	 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．

7.	 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．

8.	 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．

9.	 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．

10.	 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．

11.	 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．
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12.	 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は四肢と顎部，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．

13.	 国産杉材を使った間伐材活用実験装置
教授 野城 智也

14.	 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．

15.	 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．

16.	 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．

17.	 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．

18.	 BIM	による建築生産イノベーションに関する特別研究会RC-90
教授 野城 智也

　従前より，BIM（Building Information Modeling）を導入することによって，建築設計を含む建築生産プロセスを変
革する期待が高まっている．特に，従来の人の暗黙知に付随して蓄積されてきた異業種間相互調整プロセスから，建
物の情報のみならず，建築生産に必要な当事者間調整情報（設計情報・生産情報）を統合的にマネジメントしていく
プロセスに変革していく期待は高い．しかしながら，我が国における現況として，設計の BIM，生産の BIM，運用
の BIMと言われるように，建築生産プロセス間の連携と相互調整において未だに多くの課題があり，BIMを利活用
するメリットを最大限に活かしきれていない状況である．すなわち，当事者間において，「つなぐ」ことを目的とした，
異業種間相互調整プロセスを支援する仕組みを欠いている状況である．初年度の本特別研究会でも「繋がらない」原
因となる課題を抽出した．課題を解いていくための手がかり，特に建築生産におけるそれぞれの立場を超えて「つな
ぐ」ための仕組みについて検討する．

19.	 IoT 特別研究委員会
教授 野城 智也

　生産技術研究所の COMMAハウス等を活用したテストベッドでの付加価値アプリケーション創出トライアルや，
増分コストの極小化策，「IoT由来の脅威」への対処方策などの知見を共有して，IoT社会の早期実現に向けたこれら
諸課題の解決方法を検討・発信する．さらに，それらを構成するソフトウェアや，全体機能の維持・運用・情報の取
り扱いに関する課題等についても幅広く研究し，これを必要とする事業者に広く便益を提供する中間組織の在り方を
取りまとめることとする．
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20.	 建築における能動的需要制御に関する研究
教授 野城 智也，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．

21.	 シェルと立体構造物に関する研究
教授 川口 健一，教授 （京都大）大崎 純，教授 （東京工業大）竹内 徹，助教 （川口（健）研）中楚 洋介， 

技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治，大学院学生 （川口（健）研）張 天昊，大学院学生 （川口（健）研）王 撲瑾， 
大学院学生 （川口（健）研）顔 欣彤，大学院学生 （川口（健）研）楊 旋， 

インターンシップ学生 （川口（健）研）Lucas GRISONI，大学院学生 （川口（健）研）山口 広太郎

　シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は IASS（Interanational Association for 
Shell and Spatial Structures） の 2016年年次大会を 9月 26日～9月 30日まで 5日間，本郷キャンパスの伊藤国際ホー
ルと山上会館を利用して行った．川口が組織委員長を務め，内外 560名（内 :海外参加者 350名）が参加し，大成功
裏に終えた．また，新国立競技場に関する若者のための国際コンペを実施し，60件近い応募作品の中から 5件の優
秀作品を選んだ．さらに実大テンセグリティフレームの構造挙動を調べ，タワー型と五角形型の 2基のテンセグリティ
フレームの構造設計を行った．また，応力法を用いてシェルの自己つり合い応力を求める計算法を提案した．また，
都市大の宇宙システム研究室とともに，宇宙展開型パラボラアンテナに関する研究を行った．

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，助教 （川口（健）研）中楚 洋介，技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治， 

大学院学生 （川口（健）研）水谷 圭佑

　テンセグリティ構造はプレストレスのバランスにより成り立っている特殊構造物であり，プレストレス状態は気温
の変化などにも影響を受ける．本年は建築構造骨組みとしてのテンセグリティタワーモデルの解析と実験および構造
設計を行った．

23.	 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口 健一，助教 （川口（健）研）中楚 洋介，技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治， （（株）岡部）田口 朝康

　建築構造物，特に立体的な構成を持った軽量な構造物は，非線形性を含んだ複雑な挙動を示すものがある．本研究
では建築構造物全般の力学的振る舞いについて基礎的な問題から最先端の問題まで，数値解析，実験，実地調査など
の手法を通して，調査研究を実施している．今年度は円環型の単純な構成のストロークの長いダンパーの開発を理論，
実験両面から行った．

24.	 大規模集客施設の安全性および避難施設に関する研究
教授 川口 健一，助教 （川口（健）研）中楚 洋介，技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治， 

大学院学生 （川口（健）研）王 撲瑾，大学院学生 （川口（健）研）平木 達也，大学院学生 （川口（健）研）河合 智樹， 
大学院学生 （川口（健）研）金井 純平，大学院学生 （川口（健）研）木田 昴大，大学院学生 （川口（健）研）森下 紘行

　大規模施設内の空間の利用者や災害時の避難施設の安全性に関する研究を，モノではなく人を護る観点から調査研
究を行っている．本年度は，九段会館調査の発表，天井の落下ネットに関する研究，地下施設としての津波避難ビル
の研究，富岡製糸場の天井落下防止ネットの研究，笹子トンネルの天井落下発生メカニズムの調査などを行った．

25.	 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

　1967年に発足した本所 ERS（耐震構造に関する研究グループ）は現在，講師以上 7名の本書研究者をメンバーとし，
定例研究会や千葉実験所における実大実験などを通して，最先端の耐震構造関連の情報交換及び研究を行っている．

26.	 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．

27.	 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．
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28.	 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．

29.	 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．

30.	 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．

31.	 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．

32.	 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．

33.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	①
教授 岸 利治

34.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	②
教授 岸 利治

35.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸 利治

36.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸 利治

37.	 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

38.	 耐久性能検証技術の構築を目的とした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

39.	 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．
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40.	 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，助教 （大岡研）菊本 英紀

　健康・安全かつ環境負荷の小さい都市空間の形成を目的として，マクロな気象情報からミクロな気象情報をダウン
サイズする手法の開発，あるいはミクロ解析の結果からマクロな解析モデルの予測精度向上を図り，大気汚染や雲形
成などを含めたマルチスケール・マルチファッジな高解像度気象情報予測プラットフォームの構築を行う．

41.	 学習的探索手法を応用した建築・都市エネルギーシステム最適化手法の開発
教授 大岡 龍三，特別研究員 （大岡研）崔 元準

　建物・都市エネルギーシステムに蓄電池・蓄熱槽及び再生可能エネルギー発電の導入が増加している社会情勢を背
景に，エネルギーの需要バランス制御と省エネルギー・コスト削減の同時達成を目的とした，1）実建物の計測デー
タの収集，需要・発電量予測に関する既存技術の調査・比較，2）単体建物におけるエネルギーシステムの詳細な最
適化計算の手法確立，3）街区モデルへの拡散，4） 1） 及び 3） による不確実性を考慮した最適化シュミレーション手
法の開発及びデータ解析による定量的な評価，以上の 4つを軸とする包括的な最適建築・都市エネルギーマネジメン
トシステムの方法論を開発する．

42.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

43.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

44.	 組積造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

45.	 文化財建造物の保全に関する研究
教授 腰原 幹雄

46.	 佐原町屋の構造性能評価
教授 腰原 幹雄，助教 （腰原研）佐藤 弘美

　千葉県香取市の重要伝統的建造物保存地区「佐原」の町屋建築を対象に，特徴を生かした構造システムの構造性能
を把握することで，既存町屋の耐震補強および新築町屋の建築を目指す．

47.	 熊本地震における伝統木造建築の被害調査
教授 腰原 幹雄，助教 （腰原研）佐藤 弘美

　平成 28年（2016年）熊本地震による主に伝統木造建築の被害を被害調査を通して把握する．

48.	 イノベーションのための空間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，特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，特任研究員 （今井研）櫻井 雄大， 

特任研究員 （今井研）国枝 歓，特任研究員 （今井研）伊東 優，特任研究員 （今井研）大井 鉄也， 
大学院学生 （今井研）久保田 愛

　価値創造デザインプロジェクトの一環として，アイデアを生み出し新たな価値を創造するための空間はどうあるべ
きかを構想し，「千葉実験所（柏）研究実験棟の設計・監理」と「3D成型ジョイントを用いたセルフビルド住宅プロ
ジェクト」を通じて，その有効性を検証した．

49.	 キャンパスのプランニング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，特任研究員 （今井研）矢野 寿洋，特任研究員 （今井研）櫻井 雄大， 

特任研究員 （今井研）大井 鉄也，特任助教 （今井研）新井 崇俊，特任研究員 （今井研）伊東 優

　東大柏キャンパスが敷地を拡張し，生産技術研究所千葉実験所がそこに移転するにあたり，新規エリアと既存部の
調和をはかりつつ全体を活性化するためのプランニングを構想し，その実現に向けて新営施設群の設計監理を行った．
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50.	 テンセグリティを主体構造とする建築空間に関する計画的研究
教授 今井 公太郎，教授 川口 健一，助教 （今井研）本間 健太郎，特任研究員 （今井研）櫻井 雄大， 

大学院学生 （川口（健）研）水谷 圭佑

　2対のテンセグリティ骨組みで支えられる膜屋根によって作られる建築空間を計画し，その設計・監理を行った．

51.	 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，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）国枝 歓，特任研究員 （今井研）伊東 優

　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・研究している．本年度は，諸機能が複合して空間を
共用しあう建築についての設計の実践として，大規模なシェア型学生寮と産学連携施設とのコンプレックスの実施設
計を行った．

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

大学院学生 （今井研）北村 武士，大学院学生 （今井研）安田 大顕

　地域空間の構造を数理的に把握するための手法論について研究している．本年度は，ジオタグ付き写真データを用
いて地域の観光ポテンシャルを網羅的に可視化するとともに，各種統計データから地方都市におけるロードサイド化
の現状を明らかにした．

53.	 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，講師 本間 裕大，助教 （今井研）本間 健太郎，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

大学院学生 （今井研）吉川 智美，大学院学生 （今井研）柏原 優澄

　本年度はビジビリティ解析に焦点を当て，展示物の視認性と鑑賞ルートからみた展示空間の最適設計と，避難行動
を考慮した津波避難ビルの最適配置について研究した．

54.	 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，大学院学生 （坂本研）田中 直樹，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，医療施設の音環境に関する実
験的検討を行った．まず，建築設計者および医療従事者へのアンケートにより医療施設の音環境に問題を明確にした
上で，大学の模擬病室を対象とした物理測定を行い，ナースステーション，病室およびそれらを結ぶ廊下等のスペー
ス間の音響特性データを基にして，聴感評価実験を行った．また，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昨年度に引き続き行った．

55.	 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，大学院学生 （坂本研）田中 直樹，大学院学生 （坂本研）米村 美紀

　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，室内音響，環屋外環境騒音の 2つの観点からいくつかの応用研
究を行った．まず，室内音響的な観点の研究としては，1．医療施設の音環境に関する聴感評価実験を模擬病室にお
ける実測データに基づいて行った．2．大容積をもつ駅コンコースの案内放送の聞き取りやすさについて，駅空間の
音響伝搬特性の実測値に基づいて聴感評価実験を行った．次に，屋外環境騒音に関わる研究としては，1．大断面ト
ンネルにおける非常用拡声放送の聞き取りやすさ，およびその設計方法について，現場における音響伝搬特性の測定
結果および縮尺模型実験による音響伝搬特性の測定結果に基づいてトンネル内の拡声放送をシミュレーション音場で
再現し，聴感評価実験を行った．道路交通騒音の心理評価実験を，現場における環境音測定結果に基づいて行った．

56.	 音場の数値解析に関する研究
准教授 坂本 慎一

　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，屋外騒音伝搬問題に対する差分法の応用研究として，建物等の厚みのあ
る障害物による音響回折問題のモデル化に向けた 2.5次元波動数値解析，トンネル坑口からの騒音放射のモデル化に
向けた軸対称問題としてのモデル化および波動数値解析を行った．これらは，当研究室で以前より取り組んでいる道
路交通騒音の予測モデル ASJ RTN-Modelの構築に関わる研究である．また，建物における遮音性能向上に関する研
究の一環として，建物外壁に設置されるルーバーによる騒音低減効果に関して，2次元波動数値解析を行った．
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VI.　研究および発表論文

57.	 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）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，パラメトリックスピーカ（超音波を利用した超指向性スピーカ）を用いて建築材料の反射・
吸音特性を測定する新たな方法について実験室における検討を昨年に引き続き行った．反射板の音波散乱性能の測定
に関しては，反射点近傍に超音波吸収体を設置することにより妥当な駅則結果を得ることができることが分かった．
材料の表面インピーダンス等の吸音特性に関しては，低周波数帯域における計測手法に課題が残る結果となり，今後
も更なる検討を継続して行う．

58.	 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，大学院学生 （坂本研）Marjorie Takai

　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昨年度に引き続き行い，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．また，収集した各種車両の実音データを基に，自動車走行
騒音の大きさ（ラウドネス）およびうるささに関する聴感評価実験を行った．

59.	 広域土地被覆計測に関する研究
准教授 沖 一雄

60.	 リモートセンシングによる水環境評価手法の開発
准教授 沖 一雄

61.	 リモートセンシング技術による食料生産分野への貢献に関する研究
准教授 沖 一雄

62.	 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

63.	 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

64.	 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

65.	 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

66.	 建築の時間論
准教授 川添 善行

67.	 然形学の体系
准教授 川添 善行

68.	 インド亜大陸北東部における TRMM-2A25 降水量推定値に対する地形影響の検証
特任講師 木口 雅司

　本研究グループは，2004年以来，インド亜大陸北東部（インドアッサム地方・メガラヤ地方・バングラデシュ）
に約 40台の雨量計を設置し，維持してきた．2013年度の一般共同研究以来，雨量計の観測値と比較することにより，
モンスーン期のメガラヤ地方及びバングラデシュシレット地方の TRMM-2A25地表降水量推定値における過小評価
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と，当該地域の複雑な地形に伴う数 kmスケールの微細な空間パターンがみられることを示した．本研究は，更に，
当該地域へのより詳細な雨量計観測網の設置や雨滴粒度計の設置を実行することにより，平成 28年度の雨季の降水
特性をより詳細に把握し，複雑地形上における TRMM-2A25（V7）の性能をより詳細に評価することを目的とする．

69.	 インド北東部・アッサム州におけるモンスーン循環の季節内変動と大雨の関係性
特任講師 木口 雅司

　本研究では，インド北東部に独自に設置した雨量計により，地上観測に基づく降水現象の地域特性と季節内変動と
の関連性を明らかにする．特に，アッサム州内のブラマプトラ川北岸でモンスーン季に頻発する大雨（日雨量 100-
200mm程度）の要因に着目し，ヒマラヤ南縁での降水現象に対する大気循環場の季節内変動（準 2週間周期変動等）
の影響について評価する．この研究により，当該地域でみられる大雨に伴う土砂災害等の被害軽減に向けた災害予測
や警戒情報の発信に資する知見を得られることが期待される．また，本研究に利用する観測データは，2006年より
共同研究者らによってインドおよびバングラデシュに設置された約 40地点の雨量計観測網によって得られたもので
あり，時間，および空間解像度の高い地上観測データとして，各種衛星観測データやグリッドデータ等のプロダクト
と比べ量的評価に対する信頼性をもつと考えることができる．このデータを用いて，季節内変動と降雨強度の関係や
地形との関わりなど，降雨の量的な評価を統計解析に基づいて行う．

70.	 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

　アジアモンスーン域の一角であるインド亜大陸北東部は，世界最多降水量の記録を持つインド・メガラヤ州チェラ
プンジがあるシロン高地や，その世界最多降水量がもたらされるシロン高地からの雨が一気に流下するメグナ川流域，
チベット高原から下るガンジス川，ブラマプトラ川という巨大河川の河口域に当たるバングラデシュ，そしてチベッ
ト高原から流下するブラマプトラ川の中流域にあたりアジアモンスーン域で最も早くから降水現象のあるインド・
アッサム州を含み，多量の降水，世界的大河川の集まる，地球水循環を考える上で重要な地域である．また，対流活
動がたいへん活発であり，竜巻を引き起こす小規模な積雲対流活動などの擾乱が成層圏に流入する水蒸気量に影響を
与えている．そのため，研究対象地域における大気鉛直構造の解明は重要である．本研究では，高層ゾンデ観測や高
高度の水蒸気測定が精度よく観測できる Snow White，全球雷データなどの観測データと総観気象場とを組み合わせ
た解析を実施し，研究対象地域における大気鉛直構造の解明を目指す．昨年度は総観気象場の解析と高層ゾンデ観測
や衛星観測の水蒸気データの特性の解明まで進めたため，今年度は全球雷データを用いた雨をもたらす構造の解明を
目的とする．なお，所内世話人である江口助教の持つ Snow Whiteや全球雷データ，また衛星データとそのデータセッ
ト作成手法，解析手法を活用し，大気力学分野における強みを持つ九州大学応用力学研究所との共同研究として実施
することで，効果的で効率的な研究の進捗が期待される．

71.	 インド亜大陸北東部豪雨地帯の複雑地形上のGPMプロダクト検証
特任講師 木口 雅司

　インド亜大陸北東部のバングラデシュおよびインドアッサム州・メガラヤ州は，アジアモンスーンの中心をなす，
陸上における世界的な豪雨域である．とりわけメガラヤ山脈南斜面には年降水量 10000mmを大きく超える地域が広
がり，世界の年間雨量極値（Cherrapunjee，26，461mm，1860年 8月～1861年 7月）を持つ．われわれの研究グルー
プは 2004年以降，当該地域に雨量計ネットワークの展開を開始した．2007年頃までに雨量計は 40 台に達し，現在
まで維持管理している．この雨量計ネットワークを利用した当該地域における GPM プロダクトの直接検証により，
以下の知見が得られた．CherrapunjeeをはじめとするMeghalaya山脈南斜面とその南側の Sylhet-Barak盆地域では，
PRセンサーに主に依存するモンスーン期の TRMM 2A25 surface rainに最大 50%にのぼる顕著な過小評価が見られ
る．また，Meghalaya山脈南斜面の 2A25 surface rainの極大はこれまで観測がなされてきた尾根筋ではなく，谷筋付
近に見いだされた．本研究は，Meghalaya山脈南斜面に焦点を当て，① PRセンサーに基づく GPMプロダクトの顕
著な降水過小評価原因の解明，② PRセンサーに基づく GPM プロダクトによる複雑地形上の降水量分布推定の検証，
の 2点に焦点を当てる．これらを通じて GPMプロダクトの検証を進め，アルゴリズムの改善に資することが本研究
の目的である．

72.	 過去 120 年間におけるアジアモンスーン変動の解明
特任講師 木口 雅司

　アジアモンスーンや極端降水に関する研究動向に現実的なデータの利用可能性を踏まえ，本研究ではアジアモン
スーンの長期変動に関して下記の諸項目を解明する．1．1950以前の旧英領インド時代のミャンマーとバングラデ
シュ，中華民国，満州・関東州時代の中国大陸，アメリカ領時代におけるフィリピンの観測所等における紙媒体や画
像データでの日降水量データのデジタル化を完成させ，現在までの過去 120年にわたる日単位での降水特性とモン
スーンに伴う雨季の開始・終了時期，モンスーン活動の長期変動を解明する．2．長期間にわたる地上観測データや
台風データ，長期再解析データなどから，上記変化の原因について考察する．
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73.	 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
特任講師 木口 雅司

　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）と南アジア（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 智之，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．

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
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，
水素貯蔵材料など，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

　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（5/30）と レンズ設計実習 2回（1回半日・6/1，2）を実施．6月 4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． 9月～1月に光工学特論の講義
を駒場Ⅱで開講．

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
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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．

炎症・免疫制御学社会連携研究部門
1.	 自然免疫受容体シグナルによる，がん・自己免疫疾患の増悪に関わる炎症応答促進機構の解明とそ

の制御法の開発
特任准教授 柳井 秀元

未来の複雑社会システムのための数理工学社会連携研究部門
1.	 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，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．

2.	 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，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．

未来ロボット基盤技術社会連携研究部門
1.	 未来ロボット実装技術

特任教授 森 三樹

　ロボットの活躍分野は，家庭，医療，農業，航空宇宙など様々な環境に拡がっており，そのため，センサやアクチュ
エータといった要素技術に加えて，IoTやデザイン，製造技術などの新たなロボット分野の総合的な発展が求められ
ている．本部門では，これらの分野を開拓し，来るべきロボット社会を支える研究開発を先導していくことを目指し，
マルチマテリアル Additive Manufacturingのロボットへの適用研究，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，自律移動ロボット・ヒューマノイドロボット操作インタフェースの研究を進めている．

社会課題解決のためのブレインモルフィックAI 社会連携研究部門
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，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．

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

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
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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

5.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優

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.	 バイオマスリファイナリーに関する研究
教授 迫田 章義

9.	 バイオマスタウン構想を支援する要素技術の開発
教授 迫田 章義

10.	 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

11.	 国産杉材を使った間伐材活用実験装置
教授 野城 智也

12.	 プロペラファンから発生する空力騒音の計測
教授 加藤 千幸，学術支援専門員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　本研究は，プロペラファンから発生する空力騒音を精度良く計測するため，千葉実験所の無響室に送風機の試験装
置を設置し，プロペラファンから発生する空力騒音を計測した．回転数や流量を変えた状態の騒音特性を計測するこ
とで，大規模数値解析によって予測される空力騒音の検証用データが数多く蓄積された．

13.	 車両空間の最適利用に関する研究
教授 須田 義大

14.	 車輪	・	レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

15.	 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

16.	 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
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17.	 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

18.	 車載用フライホイールに関する研究
教授 須田 義大

19.	 エコライド評価試験
教授 須田 義大

20.	 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

21.	 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

22.	 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

23.	 熱間加工材質変化に関する研究
教授 柳本 潤

　形状の創成と内部組織の創出は，熱間加工に課せられた重要な問題である．これらの 2項目を同時に最適化するた
めには，熱間加工中の内部組織変化を塑性変形と同時に解析し得る理論が必要である．理論解析を行う上で必要な材
料ゲノムは，圧縮試験と内部組織定量化により取得する．そのうち圧縮試験は，千葉地区への機械式圧縮試験機（1961
年導入，1997年改修）の設置に始まった．以後，高速多段圧縮試験機（2001年設置），高ひずみ速度付与試験装置（2004
年設置）を利用して，材料ゲノムの取得は 50年以上にわたり継続して行われている．機械式圧縮試験機では，1997
年の改修によって PLCによる水噴霧冷却方法の開発や変態組織の前加工量依存性が計測されており，この成果は，
熱間加工材質変化に関わる種々の研究に引き継がれている．

24.	 シェルと立体構造物に関する研究
教授 川口 健一，教授 （京都大）大崎 純，教授 （東京工業大）竹内 徹，助教 （川口（健）研）中楚 洋介， 

技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治，大学院学生 （川口（健）研）張 天昊，大学院学生 （川口（健）研）王 撲瑾， 
大学院学生 （川口（健）研）顔 欣彤，大学院学生 （川口（健）研）楊 旋， 

インターンシップ学生 （川口（健）研）Lucas GRISONI，大学院学生 （川口（健）研）山口 広太郎

　シェル構造及び立体空間構造を対象として継続的に研究を行っている．今年度は IASS（Interanational Association for 
Shell and Spatial Structures）の 2016年年次大会を 9月 26日～9月 30日まで 5日間，本郷キャンパスの伊藤国際ホー
ルと山上会館を利用して行った．川口が組織委員長を務め，内外 560名（内 :海外参加者 350名）が参加し，大成功
裏に終えた．また，新国立競技場に関する若者のための国際コンペを実施し，60件近い応募作品の中から 5件の優
秀作品を選んだ．さらに実大テンセグリティフレームの構造挙動を調べ，タワー型と五角形型の 2基のテンセグリティ
フレームの構造設計を行った．また，応力法を用いてシェルの自己つり合い応力を求める計算法を提案した．また，
都市大の宇宙システム研究室とともに，宇宙展開型パラボラアンテナに関する研究を行った．

25.	 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，助教 （川口（健）研）中楚 洋介，技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治， 

大学院学生 （川口（健）研）水谷 圭佑

　テンセグリティ構造はプレストレスのバランスにより成り立っている特殊構造物であり，プレストレス状態は気温
の変化などにも影響を受ける．本年は建築構造骨組みとしてのテンセグリティタワーモデルの解析と実験および構造
設計を行った．
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26.	 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口 健一，助教 （川口（健）研）中楚 洋介，技術専門員 （川口（健）研）大矢 俊治， 

受託研究員 （川口（健）研）田口 朝康

　建築構造物，特に立体的な構成を持った軽量な構造物は，非線形性を含んだ複雑な挙動を示すものがある．本研究
では建築構造物全般の力学的振る舞いについて基礎的な問題から最先端の問題まで，数値解析，実験，実地調査など
の手法を通して，調査研究を実施している．今年度は円環型の単純な構成のストロークの長いダンパーの開発を理論，
実験両面から行った．

27.	 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

　1967年に発足した本所 ERS（耐震構造に関する研究グループ）は現在，講師以上 7名の本書研究者をメンバーとし，
定例研究会や千葉実験所における実大実験などを通して，最先端の耐震構造関連の情報交換及び研究を行っている．

28.	 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， 
特任研究員 （中埜研）楊 勇，大学院学生 （中埜研）鈴木 涼平

　新耐震基準が適用される前に建設された RC造建物では，腰壁・垂れ壁の付帯による短柱化の影響で，RC造柱に
脆性的なせん断破壊が生じ，軸崩壊に至った事例が多く報告されていることを受け，本研究室では，数年間せん断破
壊後の RC造柱の残存軸耐力評価手法の提案を目的とした研究を進めており，簡便かつ合理的な評価式を提案した．
しかし，この評価式を複数の既往研究の実験データに適用したところ，コンクリート強度が比較的低い場合やせん断
補強筋比が高い場合において残存軸耐力を過大評価する傾向を確認した．そこで本研究では，コンクリート強度とせ
ん断補強筋比が残存軸耐力に及ぼす影響を明らかにするとともに，これらの影響が考慮できる修正評価式の提案を目
的に，本年度はこれらをパラメータとした加力実験計画を行い，現在試験体を製作中である．

29.	 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

　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．そこで本研究では，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，壁体補
強有無をパラメータとした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．

30.	 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．

31.	 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．

32.	 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．
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33.	 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．

34.	 地震動と地盤ひずみの観測
教授 目黒 公郎

35.	 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

36.	 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

37.	 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

　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．

38.	 水中線状構造物の挙動に関する研究
教授 林 昌奎，主任技術研究員 （JAMSTEC）井上 朝哉，准教授 （神戸大）勝井 辰博

　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．

39.	 大型浮体構造物の挙動に関する研究
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．

40.	 再生可能海洋エネルギー開発に関する研究
教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹

　波力及び潮流のエネルギーを利用する発電システムの開発を行っている．宮城県・松島湾の浦戸諸島において垂直
軸型の潮流発電装置のプロトタイプ（5kW）を，岩手県久慈市において振り子式の波力発電装置のプロトタイプ（43kW）
を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施している．

41.	 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，東京大学特別研究員 （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．
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42.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	①
教授 岸 利治

43.	 コンクリートの耐久性改善に関する研究	②
教授 岸 利治

44.	 実構造物の破壊特性に関する研究
教授 岸 利治

45.	 高品質吹き付けコンクリートの開発
教授 岸 利治

46.	 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

47.	 耐久性能検証技術の構築を目的とした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

48.	 木造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

49.	 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

50.	 組積造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

51.	 文化財建造物の保全に関する研究
教授 腰原 幹雄

52.	 ITS 技術の鉄道車両への展開
准教授 中野 公彦

53.	 基礎構造物の地震時挙動に関する研究
准教授 清田 隆

54.	 電気分解による水質管理
准教授 北澤 大輔，研究実習生 （北澤研）川辺 謙介，准教授 （日本大）岡本 強一

　消耗しない電極の開発を目指して，炭を封入した電極を開発し，その製作法を規格化するとともに，水質浄化実験
を実施し，その性能を確認した．

55.	 波力推進船の研究
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，大学院学生 （北澤研）韓 佳琳，大学院学生 （北澤研）菅野 聡太，  

（株）マネージメント企画 前田 輝夫

　波エネルギーを吸収して動揺を抑制する船について，性能を評価するためのシミュレーションモデルの改良を行っ
た．
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56.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
准教授 大石 岳史，教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 中野 公彦

57.	 水中センシングに関する研究
准教授 ソーントン ブレア

58.	 バイオマス利用システムに関する研究
特任准教授 望月 和博

光電子融合研究センター
1.	 ナノ構造の形成技術の開拓〜量子ドット結晶の面内高密度化技術と高密度体積化技術

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，量子ドット結晶の面内
高密度化技術と高密度体積化技術の研究開発を進めている．アンチモン導入による面内高密度化の手法により，有機
金属気相成長法で作製した量子ドットレーザとして初めて波長 1.3μm超でのレーザ発振を実現し，また分子線エピ
タキシー成長法で作製した光通信 1.3μm帯レーザについて利得増大と閾値低減に成功している．最近では，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，ファ
イバーレーザ用また直接レーザ加工用光源としての高効率・高出力量子ドットレーザなどの研究開発を進めている．
さらには，これらデバイスの性能向上の鍵を握る量子ドット高密度体積化技術として，歪補償の概念を用いる量子ドッ
ト層の近接超多重積層化についても取り組んでいる．（QDレーザ，富士通研，NEC，シャープ，三菱電機との共同
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，その優れた温度特性や光通信帯に適した発光波長などの特徴により，データコムや資源探査
向け光源として，既に実用化されているが，更なる応用分野開拓のためには活性層の高利得化が必要である．量子ドッ
トレーザの高利得化のためには，結晶成長において量子ドットの大きさを揃えたまま高密度集積する必要があるが，
本年度は発光波長を光通信帯波長である 1300nm帯に保ったままで量子ドット密度を高密度化するための新たな結晶
成長技術の研究開発を行った．具体的には量子ドットには従来短波長用光源に用いられていた，高密度高均一な In-
GaAs量子ドットを用い，周囲材料には基板の格子定数を伝承せずに任意の格子定数に仮想的に変換するメタモル
フィック成長技術を適用した．その結果，量子ドット密度を従来の 6x10^10/cm2から 1x10^11/cm2に高密度化したう
えでの波長 1256nmでの強い室温発光を得ることができ，従来の InAsを用いた 1x10^11/cm2もの高密度状態では発光
波長の短波長化の為に成しえなかった長波長帯発光を初めて得た．（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．最近では量子ドット埋め込み層形成の工夫により表面形状観察で位置特定可能な埋め込み量子
ドットの形成に成功している．これにより共振器中の量子ドットの位置と共振器－量子ドット結合の大きさの関係を
明らかにするなど，共振器量子電気力学の基礎研究にも貢献している．また新規MBE装置への移行，形成シーケン
スの工夫と形成条件最適化によりさらに高品質かつばらつきの少ない量子ドットの形成にも成功している．今後はさ
ら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，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
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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．また，近年ではナノワ
イヤ量子ドットの更なる量子閉じ込め効果の増大を図るべく成長後熱アニールを施すことによりナノワイヤ量子ドッ
トの横方向寸法の縮小化に関する研究を進めている．アニール条件を最適化した結果，従来の量子ドットの大きさが
35nm程度であったのが，アニールを施すことにより最小 15nm程度まで縮小化されていることを走査電子顕微鏡に
より観測した．今後は更なる成長条件及びアニール条件の最適化を図り，世界最小のナノワイヤ量子ドット実現を目
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，室温以上の温度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．また従来の自己形成 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．一方，独
自に開発した GaN選択的熱分解法を利用して，InGaN/GaNナノワイヤの形成にも取り組み，直径 40nm未満の構造
の作製に成功した．今後は，高品質単一 InGaNナノワイヤ量子ドットを実現すべく加工条件の最適化を進め，太陽
電池などを含む多様な応用へ向けた GaN系量子ドット形成技術の確立に資することを目指す．

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～66000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処理やスピントロニクスの分野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，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
が形成されるため，円偏光の制御が可能となる．我々は，マイクロマニピュレーション法と呼ばれる三次元ナノ構造
作製技術を駆使することで，GaAsからなる三次元キラルフォトニック結晶を作製し，近赤外域の光に対して円偏光
を制御した巨大な光学活性（旋光性および円二色性）を見出した．また，構造内に InAs自己形成量子ドットを導入
することで，円偏光光源および円偏光共振器の実現にも成功した．これらの結果は，半導体三次元キラルナノ構造に
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の表面における円偏光偏極したエッジ状態を，位相幾
何学（トポロジー）の観点から解析することで，円偏光とその伝播方向を制御した，光の量子スピンホール効果を目
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，特任准教授 （東大）太田 泰友，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
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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．

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，准教授 ホームズ マーク，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．最近，界面揺
らぎ量子ドットからのウルトラピュア単一光子発生を測定することに成功した（g(2)(0)＝ 0.02）．現在，その界面揺
らぎドットの単一光子発生ダイナミクス [スペクトル拡散，及び励起子再結合のタイム・スケール ]をしらべている．

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，そこにおける様々な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．また真空ラビ振動の時間領域における観測にも成功している．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，パーセル効果による高効率単一光子源といった，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．また，高効率単一光子源の純度低下に与える暗
励起子状態の効果，外部スペクトルフィルタによる純度改善について明らかにした．最近，複数の共振器からなる結
合ナノ共振器系まで研究対象を広げ，レーザダイナミクスにおける高速自励振動，および，高効率多光子もつれ状態
生成について理解を進めた．今後，量子ドット -ナノ共振器結合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.	 量子鍵配送システム
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．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ヶ月以上のの連続安定動作
が可能となった．この高純度単一光子発生技術と，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）
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14.	 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，准教授 ホームズ マーク，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
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．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「発光自体は
400Kまで確認された」．最近，発光線幅が比較的細い界面揺らぎ量子ドットからの 77K（液体窒素冷却可能な温度）
における単一光子発生の測定にも成功した．

15.	 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，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．

16.	 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．
シリコン系のスピン量子ビットは，超微細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．シリコンにおいて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．シリコン系でさまざまな量子ドット構造が探求される中，高濃度
に不純物ドーピングしたシリコンを用いたデバイスは，トップゲートを必要としないため作製しやすいという利点が
ある．今年度は，近年我々が改善してきた電子線リソグラフィやエッチングなどの微細加工技術を，高濃度ドーピン
グしたシリコンに適用することで，プロセスに起因するノイズを低減した．本素子を用いて，2重量子ドット特性の
観測，電荷検出に成功し，電荷状態の高周波操作を行った．これらの成果はシリコン系スピン量子ビットに向けた重
要な進展である．

17.	 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，光送信器の小型集積化を目指して，光結合特性を改善できる
スポットサイズ変換集積型量子ドットレーザを開発し，シリコン基板上に形成した光導波路チップとで外部共振器を
構成し，共振器長 28 mmで 4波長同時発振を確認した．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を進めていく．（富士通研，QDレーザとの共同研究）

18.	 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，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，複数の中間バンド構造を用いる
ことで変換効率 75%以上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，単
一中間バンド型（詳細平衡モデル）で最適なバンドギャップを有するワイドギャップ母体材料を用いた多積層高密度
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量子ドット構造を作製し，サブレベル間光吸収特性の評価を行った．結果，母体材料のワイドギャップ化に伴い，中
間準位 -伝導帯間吸収が高エネルギーシフトし，最適バンド構造に近付くことを確認した．現在，バンド構造のさら
なる最適化および吸収率増大の開発を進めている．（シャープとの共同研究）

19.	 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

　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の融合は，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の実現に寄与するものと期待される．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ナノビーム共振器作製法の開発，高
品質 AlGaNナノ共振器作製法として活用可能な GaN選択熱分解法の開発などに成功している．後者の技術を用いて
実際に空気 /AlGaN分布ブラッグ反射鏡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．

20.	 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．

21.	 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．今年度は，昨年度開発に成功した画像素子の高性能化に主に
取り組んだ．波長 7.5umに感度ピークを持つ量子ドットを用いて 256x320ピクセルの画像素子を作製し，昨年度
97%であった正常ピクセル動作率を 99.3%まで改善した．また等価雑音温度差 0.5 Kを達成し，明瞭な人体の熱赤外
画像の取得に成功した．（NECとの共同研究）

22.	 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．また GaAs（111）B基板上に AlGaAs/GaAsの周期ブラッグ多層膜
を成長する技術を確立するとともに多層膜上ナノワイヤ量子ドットレーザの動作実証に成功した．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．

23.	 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
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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
ノンエネルギーが大きく，内部電場のない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，内部電界の無い非極性 m面 AlGaN/GaN量子井戸を用いている．これまでに，MOCVD成長
非極性 m面 AlGaN/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．また，AlN中間層の挿入によりクラックフリーAlGaN厚膜を実現した．今後は，これらの知見を元に多積層化，
窒化物半導体 THz量子カスケードレーザの実現を目指す．

24.	 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．

25.	 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．近年，シ
リコン基板への量子ドットレーザの直接成長する手法が提案されている．本研究では，シリコン基板上への高品質量
子ドットレーザの実現を目的に，シリコン基板上への高品質 InAs量子ドットの形成技術の開発に取り組でいる．こ
れまでに，分子線エピタキシー法（MBE）を用い，シリコン基板および Ge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MBEのみを利用し
たシリコン上直接成長の量子ドットレーザの作製に成功している．現在，Si基板上の量子ドットレーザの特性向上
を進めている．

26.	 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，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．シリコン基板上の直接変調量子ドットレーザの実現に向け，室温から 60℃にお
いて 6Gbpsの直接変調に成功している．さらに，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
量子ドットレーザの連続発振に成功している．これは光集積回路などシリコンフォトニクスに向けた低消費電力，高
密度集積光源の実現において重要な進展である．現在，発振閾値の低減と光導波路結合効率の改善などデバイスの高
性能化に取り組んでいる．

27.	 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，Si上直接成長ノンドープ Ge試料におい
て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成功している．今後は，Si上直
接成長 n型ドープ Ge試料を用い，高い電子ドーピング濃度が与える結晶品質を注視しつつ，二軸性引っ張り歪と組
み合わせ，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）
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28.	 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
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．

29.	 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．

30.	 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）

31.	 局在型プラズモンにより誘起される単一方向光散乱力の計測
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）紫垣 政信，助教 （志村研）田中 嘉人，特任助教 （藤田研）佐藤 隆昭

　微細な金属構造へ光を照射すると，それが光ナノアンテナとして作用し，金属表面に現れた局在型プラズモンによ
り等方散乱光が発生する．この光ナノアンテナの形状や配置を工夫すれば，等方散乱光の複数のモード同士を干渉さ
せて，特定の単一方向にのみ散乱光を発生させることが可能となる．この単一方向に散乱された光子の運動量保存則
を考慮すると，理論上，単一の対向方向へ光散乱力が発生することが予測される．本研究では誘電体中に複数の光ナ
ノアンテナを配置したMEMSを用いて，光ナノアンテナへの光照射により現れる局在型プラズモンによって誘起さ
れる単一方向光散乱力の実測に向けて研究を進めている．現在は，MEMSに作用する光散乱力を測定する光学系の
原理検討が完了しており，今後は光学系の構築とMEMSの構造設計・作成を進め，単一方向光散乱力の存在を示す
とともに，その力の大きさの実測を進めていく．

32.	 既知位相埋め込み型位相変調コリニア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）西元 初夢，准教授 （宇都宮大）藤村 隆史，特任研究員 （志村研）遠藤 政男， 

シニア協力員 （志村研）梅垣 真祐，研究実習生 （志村研）林 梟，助教 （志村研）田中 嘉人

　これまでの位相変調型ホログラフィックメモリーでは，位相検出のために参照光の位相を変えて 3回計測するか，
3画素を 1セットとしたコーディングを用いる必要があった．前者は通常より 3倍かかり，後者は情報量が 1/3にな
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るという欠点を持っている．そこで我々は既知位相埋め込み型位相変調コリニアホログラフィックメモリーを提案し，
ワンショットかつ 3画素以下からの位相記録再生を行うことを可能とした．本方式に関して，まず実験による原理検
証を行い，位相情報の記録再生が可能であることを検証した．次に情報の記録再生に用いる参照光，回折光と干渉さ
せるための位相検出参照光の条件を変化させ，検出エラーへの影響について検討した．

33.	 位相変調型時系列コリニア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）大森 遼，准教授 （宇都宮大）藤村 隆史， 

特任研究員 （志村研）遠藤 政男，助教 （志村研）田中 嘉人

　ホログラフィックメモリーは従来の光ディスクよりも高い記録密度・転送レートの実現が期待されている光メモ
リーである．本研究では情報を時系列信号にコーディングし，位相変調型のコリニア方式で記録・再生を行う，位相
変調型時系列コリニアホログラフィックメモリーの実現を目指している．現在までに，強度変調型の時系列コリニア
ホログラフィックメモリーに比べて，より短い信号長でも S/Nの良い時系列信号が再生されるという結果が数値計
算によって得られている．今後は実験によって数値計算の結果を検証していく予定である．

34.	 プラズモニックナノ粒子に働く光トルク制御
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）福原 竜馬，助教 （志村研）田中 嘉人

　光の運動量変化を伴う相互作用によってマイクロ粒子にトルクを加え，粘度計やマイクロポンプなどに応用する研
究が多くおこなわれてきた．しかしながら，これまでの研究のほとんどがプラズモニックナノ粒子に働く入射光伝搬
方向周りのトルクに制限されたものであった．本研究では，ナノ粒子の形状によりデザインされた局在プラズモンモー
ドの空間分布と電場ベクトルとを作用させることによって，ナノ粒子に働く光トルクの自由度が向上する可能性を
探っている．

35.	 Non-interferometry	phase	retrieval	in	the	holographic	data	storage
教授 志村 努，研究実習生 （志村研）林 梟，准教授 （宇都宮大）藤村 隆史，特任研究員 （志村研）遠藤 政男， 

シニア協力員 （志村研）梅垣 真祐，大学院学生 （志村研）西元 初夢，助教 （志村研）田中 嘉人

　Phase encoding is more efficient method to increase storage capacity in the holographic data storage system because of its high 
code rate and work of phase modulation. Corresponding phase decoding or phase retrieval technology is also very important. In-
terferometry as a classic method to retrieve phase often suffer from environment disturbance even tiny vibration. Non-interferom-
etry phase retrieval system own better anti-disturbance performance and simpler system structure. We have realized non-interfer-
ometry phase retrieval using enhanced iterative Fourier transform algorithm with embedded data in the experiment. Current code 
rate of phase code is 2.8 times than amplitude one. Next we will accelerate speed of phase retrieval and improve retrieval accura-
cy and capacity further.

36.	 Wearable	Display
教授 志村 努，研究実習生 （志村研）肖 雪，助教 （志村研）田中 嘉人

　Wearable display is a new type of portable mobile devices. We focus on those which could overlay virtual information on the 
real world in the form of eyeglasses. A potential approach of wearable display has been proposed by using an array of notch filters 
as optical combiners in a light-guide in previous research. We are developing the whole system now to make the structure lighter 
and more compact.

37.	 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，特任助教 （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

　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．（3）InAsナノワイヤー内に形成される量子ドットの評価を開始した．

38.	 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 晨陽， 

大学院学生 （平川研）鶴谷 拓磨，特任助教 （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）分子上に存在する電子
数により，分子振動の周波数が変化することを見いだした．（3）金属内包フラーレンの測定により，単一原子からの
信号を観測することに成功した．（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．
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39.	 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，特任助教 （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， 

大学院学生 （平川研）邱 博奇，情報通信研究機構 関根 徳彦，情報通信研究機構 諸橋 功， 
情報通信研究機構 赤羽 浩一

　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
る．本年度は，MEMSを用いたボロメータについて，（1）歪みを導入することにより感度を上昇させられること，（2）
FM検出法を用いることにより，10 kHz程度の高速動作が可能であることを見いだした．

40.	 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．

41.	 半導体量子構造を用いた固体冷却素子の開発
教授 平川 一彦，東京大学特別研究員 （平川研）Yangui Aymen，大学院学生 （平川研）Yan Tifei， 

特任研究員 （平川研）長井 奈緒美

　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．我々は半導体へテロ構造のバンドを適切に設計
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．本
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．本年度は，理論提案に従って非対称な障壁厚さを有す
る共鳴トンネルダイオード構造を分子線エピタキシー法により成長し，電流－電圧特性を測定した．当初の予想より
も大きな電流が素子に流れるため，測定がやや困難であるが，素子のコンダクタンスに現れる特徴を解析することに
より，量子井戸中の準位の観測などが可能になりつつある．また，冷却されるのが量子井戸層なので，量子井戸層か
らのフォトルミネセンスを測定することにより，電子温度の評価を試みている．さらに，当初の計画にある我々が開
発したMEMS構造を用いた高感度温度計との集積については，素子構造を検討している段階である．

42.	 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，技術専門職員 （立間研）黒岩 善徳，特任研究員 （立間研）Kun-Che Kao， 

特任研究員 （立間研）石田 拓也，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）イ スンヒョク，大学院学生 （立間研）相澤 憂， 

大学院学生 （立間研）リュウ カンゼン，研究実習生 （立間研）坂本 真澄

　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，光電変換，光触媒，フォトクロミズム，バイオセンサ等の用途開発を行う．

43.	 プラズモン共鳴の応用
教授 立間 徹，助教 （立間研）西 弘泰，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， 

大学院学生 （立間研）齋藤 滉一郎，大学院学生 （立間研）相澤 憂，大学院学生 （立間研）杉山 達哉

　局在表面プラズモン共鳴による光応答増強や，光学材料，色材，調光ガラス，センサ等への応用を図る．

44.	 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．

45.	 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

46.	 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



242

VI.　研究および発表論文

47.	 分子磁気光学材料の開発
教授 石井 和之

48.	 刺激応答性クロミック材料の開発
教授 石井 和之

49.	 ロータリーエバポレーターを用いた不斉合成法の開発
教授 石井 和之

50.	 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

51.	 抗酸化物質の検出・定量分析法の開発
教授 石井 和之

52.	 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

53.	 酸素・二酸化炭素の電気化学的還元触媒・光還元触媒の開発
教授 石井 和之

54.	 ホモキラリティの起源に関する研究
教授 石井 和之

55.	 近赤外発光性分子の開発
教授 石井 和之

56.	 半導体電子スピンの超音波による長距離輸送・回転操作
客員教授 寒川 哲臣

　本研究では，半導体量子井戸に表面弾性波を印加することで，電子スピンを 100ミクロンに亘って輸送可能である
こと，さらにスピン軌道相互作用に起因する有効磁場により回転操作できることを明らかにした．

ソシオグローバル情報工学研究センター
1.	 一人称視点映像からの手操作解析

特任研究員 （佐藤（洋）研）Minjie Cai，Research Assistant Professor （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．
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2.	 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，助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，特任助教 （佐藤（洋）研）樋口 啓太， 

特任研究員 （佐藤（洋）研）Cai Minjie，准教授 （慶應義塾大）杉本 麻樹， 
Independent Research Group Leader （Max Planck Institute of Informatics）Andreas Bulling， 

Research Assistant Professor （Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani

　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．

3.	 一人称視点映像ペアを用いた詳細動作認識
教授 佐藤 洋一，助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，Research Assistant Professor （Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani

　本研究課題では人と人とのやりとりの中に現れる頷きや指差しといった動作の自動認識に取り組む．提案アプロー
チのポイントは，やりとりを行う 2者それぞれが頭部に装着したウェアラブルカメラから得られる 1対の一人称視点
映像を利用する点にある．これにより，ある人物の動作について，自身のカメラに観測される情報と，やりとり相手
のカメラに観測される情報の双方を利用可能になる．前者は頷きや顔向けといった頭部動作の認識に，後者は指差し
や物の把持といった手動作の認識において有効である．被験者実験を用いて，提案アプローチの有効性を確認した．

4.	 一人称視点映像群を用いた共通注目シーンの発見
教授 佐藤 洋一，助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，Research Assistant Professor （Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani

　町中の掲示板や看板，地図など複数人が注目するシーン＝共通注目シーンを自動発見する課題に取り組む．特に本
研究では，入力情報として，複数人がそれぞれ独立にウェアラブルカメラを用いて記録した一人称視点映像群を利用
する．一人称視点映像には，カメラ装着者が注意を向けた対象を受動的に記録できる，装着者の移動・停止といった
動作が認識できるという利点がある．これを利用し，提案手法は，一人称視点映像中から「互いに類似し，かつ装着
者が停止しているシーン」を共通注目シーンとして発見する．被験者実験を用いて，提案アプローチの有効性を確認
した．

5.	 遠隔作業支援シナリオにおける注視位置可視化の効果
特任助教 （佐藤（洋）研）樋口 啓太，助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，教授 佐藤 洋一

　本研究課題では実世界における作業者に対して遠隔地にいる他者（指示者）の指示を伝達する遠隔作業支援シナリ
オにおいて，指示者の視線情報を利用した新たな支援の枠組みを提案しその効果を明らかにした．本枠組みにおいて，
指示者は作業空間の映像を逐次監視でき，さらに映像に対する注視行動やハンドジェスチャを，プロジェクタやヘッ
ドマウントディスプレイ（HMD）を通して作業者にフィードバックすることができる．評価実験の結果，注視位置
可視化により特定位置へのポインティングの伝達が高速化されること，また視線を通した非言語による意思伝達が活
発になることを明らかにした．

6.	 伸縮タイムラインによる一人称視点映像の高速閲覧支援
特任助教 （佐藤（洋）研）樋口 啓太，助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，教授 佐藤 洋一

　本研究課題では長時間の一人称視点映像から閲覧者が高速に目的の情報へアクセスするための映像高速再生イン
ターフェースを提案する．提案インターフェースでは，閲覧者が着目する撮影者の手による動作や他者との対話な
ど，一人称視点映像中の手がかりを入力することにより，映像中の対応箇所をハイライトし，高速再生時に自動的に
速度を落とす伸縮タイムラインを搭載する．評価実験の結果から，提案インターフェースにより複数または長時間の
一人称視点映像から素早く特定のイベントを発見できることを確認した．

7.	 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優

8.	 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．
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9.	 デジタルアースビジュアリゼーション
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

　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．

10.	 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，准教授 吉永 直樹，特任准教授 伊藤 正彦，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，大学院学生 （喜連川研）岩成 達哉，大学院学生 （喜連川研）佐藤 翔悦， 
大学院学生 （豊田研）小泉 実加，大学院学生 （喜連川研）大原 康平，大学院学生 （豊田研）赤崎 智， 

大学院学生 （豊田研）陳 鍵

　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．

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．

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，特任助教 （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.	 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，准教授 吉永 直樹，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）商 海川，特任助教 （喜連川研）Rage Uday Kiran， 
特任助教 （喜連川研）梅本 和俊，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．

14.	 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．

15.	 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
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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．

16.	 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）鈴木 慎司，特任研究員 （喜連川研）川道 亮治

　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．

17.	 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

18.	 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

19.	（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， 
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

20.	（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）山岸 正，特任研究員 （喜連川研）川道 亮治

21.	 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

22.	 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）松村 浩道，特任研究員 （喜連川研）絹谷 弘子， 
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．

23.	（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

24.	 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，教授 喜連川 優

　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．

25.	 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．
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26.	 アクセラレータを用いたデータ処理機能を提供するミドルウェア
教授 喜連川 優

　アクセラレータを用いたデータ処理を高速化するミドルウェアを開発する．

27.	 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．

28.	 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

29.	 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）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）中山 悠，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，大学院学生 （瀬崎研）合間 優陽， 
大学院学生 （瀬崎研）北里 知也，大学院学生 （瀬崎研）伊藤 匡一，大学院学生 （瀬崎研）梅沢 啓佑， 

大学院学生 （瀬崎研）Ben Rukutantichoke，大学院学生 （瀬崎研）楊 珂為

　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．

30.	 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）青木 俊介，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．

31.	 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）江 甜甜， 

大学院学生 （瀬崎研）孫 堯，大学院学生 （瀬崎研）楊 珂為

　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．

32.	 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．

33.	 動物を利用したセンシングに関する研究
教授 瀬崎 薫，講師 （東大）小林 博樹，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．本年度は，GPS信号が届かない森林で飛行機のエンジン音を
元に位置情報を取得する基礎技術を開発するために，音声から飛行機エンジン音を抽出するアルゴリズムを開発した．
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34.	 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，公共交通オープンデータの推進を国土交通省や乗換案内
サービス事業者などと議論した．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．

35.	 分子通信の効率化の研究
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）孫 堯

　分子通信（Molecular Communication）とは，生体分子を情報伝達のキャリアとして利用する通信技術であり，生物
ナノマシンを対象とした通信技術として注目されている．分子通信では，情報を分子に符号化して環境中に送出し，
それが環境中を伝搬して受け手に到達する．本研究では，分子通信におけるノイズを考慮した効率的な通信手法を研
究している．

36.	 ID ベース暗号方式の補助漏洩耐性
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，教授 松浦 幹太

　暗号方式が満たす性質の中で，秘密鍵等を始めとする秘密情報に関係した情報が部分的に漏洩しても秘匿性が保持
されることを保証する「漏洩耐性」は重要な性質である．我々は，これまでに考えられてきた漏洩耐性モデルとして
もっとも強いものを満たす具体的な方式に関して，従来研究の誤りを明らかにし，新たに要件を満たす具体的な方式
を示してその安全性証明に成功した．

37.	 Tor 秘匿サービスへの攻撃に対抗する偽装トラフィック生成とその運用に関する研究
大学院学生 （松浦研）竹之内 玲，教授 松浦 幹太

　匿名通信システム Torは，アドレスの多重暗号化によってインターネット通信に匿名性を持たせる実システムであ
る．Torプロジェクトでは，サーバの IP アドレスを隠す「Tor秘匿サービス」というシステムも提供している．本研
究では，Tor秘匿サービスのトラフィックを分析し，Tor秘匿サービスが発生させるサーバ側のトラフィックと紛ら
わしいトラフィックを生成することによって，同サービスの匿名性を高める技術を提案した．また，体系的な特性分
析によって，その適切な運用方式に関する知見を得た．

38.	 深層学習に対し意図的に誤判定を起こさせる攻撃とその対策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，教授 松浦 幹太

　近年，画像認識や言語の翻訳など様々な分野で深層学習を用いたアプローチが導入されており，めざましい成果を
あげているが，これらの学習器に対する攻撃も報告されている．この攻撃手法を用いると，画像認識を行う学習器に
対し人間の目では正常に識別できるが学習器は誤った識別結果を返してしまうといった画像を作成することが可能に
なる．本研究では，入力画像に対する学習器の出力から jacobianを計算して利用することで，深層学習を用いた画像
分類器に対し意図的に誤ったクラスに分類させるような入力画像を検知する手法を提案する．

39.	 オブジェクト指向のWEBアプリケーションにおけるXSS攻撃脆弱性
大学院学生 （松浦研）林 昌吾，教授 松浦 幹太

　クロスサイトスクリプティング（XSS）攻撃は，数多くの対策研究がなされてきているにもかかわらず，常に首位
を争う脅威となっている．本研究では，これまで手薄であった「スクリプト言語に適用可能なオブジェクト指向で実
装されたWebアプリケーションに対する XSS攻撃」に関する防御の研究を行う．具体的には，2方向後方脆弱性分
析とクラスキャッシュという概念を導入して，静的解析で XSS脆弱性を抽出する手法の提案と実装を行う．

40.	 フォールバック認証におけるミュージオースの提案
大学院学生 （松浦研）孫 達，教授 松浦 幹太

　パスワードなどの一般的な認証技術のユーザがパスワードを忘れるなどしてログインに失敗した際に，もしその
ユーザが正規のユーザならば救う仕組み（フォールバック認証）に関しては，体系的な研究が少なかった．本研究で
は，普及しているフォールバック認証方式の問題点を明らかにし，新たな方式として，音楽に関する人間の記憶力と
それを呼び起こす能力を利用した方式を提案し，安全性とユーザビリティを評価する．
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41.	 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．

42.	 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．

43.	 ポジショニングとナビゲーション
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．

44.	 マーケティングおよび人物行動把握
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．

45.	 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，准教授 吉永 直樹，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，大学院学生 （喜連川研）岩成 達哉，大学院学生 （喜連川研）佐藤 翔悦， 
大学院学生 （豊田研）小泉 実加，大学院学生 （豊田研）赤崎 智，大学院学生 （喜連川研）大原 康平， 

大学院学生 （豊田研）陳 鍵

　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，情報伝搬のパタン分析，
多言語分析，対話システムに関する研究を行った．

46.	 自然言語処理による，ことばを介した情報の高度利活用
准教授 吉永 直樹

　ソーシャルメディアとスマートフォンの普及により，誰もがいつでもどこでも情報を発信し共有する時代が訪れて
いる．人々が発信する情報には，これまで記録・公開されることが少なかった個人的な体験や，直接観測することが
難しい個人の内面の表出（意見）が含まれ，社会把握や世論分析等への利活用が期待されている．しかしことばで書
かれた情報は構造化されておらず，同じ意味内容を記述するのに多様な表現が可能であることから，多くの価値ある
情報はテキスト中に「隠れた」状態にある．そこで本研究室では，テキストの内容を理解するための基礎技術や，書
かれた情報を実世界と紐付けて構造化する方法論を研究し，その成果を元に文字通り「社会の動きを読む」システム
の構築を進めている．

革新的シミュレーション研究センター
1.	 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」
センター長・教授 加藤 千幸

　実施内容はⅥ. 1. 3. 受託研究に記載
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2.	 プロペラファンから発生する空力騒音の計測
教授 加藤 千幸，学術支援専門員 （加藤（千）研）鈴木 常夫，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　本研究は，プロペラファンから発生する空力騒音を精度良く計測するため，千葉実験所の無響室に送風機の試験装
置を設置し，プロペラファンから発生する空力騒音を計測した．回転数や流量を変えた状態の騒音特性を計測するこ
とで，大規模数値解析によって予測される空力騒音の検証用データが数多く蓄積された．

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，大学院学生 （加藤（千）研）小林 典彰，研究実習生 （加藤（千）研）飯島 直輝， 

大学院学生 （日本大）高村 憲英，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，翼の前に円柱を設置し，円柱から発生するカルマン渦が翼に衝
突した際，翼から発生する空力騒音に与える影響について，詳細な実験計測と大規模数値解析を行い，その空力騒音
の発生メカニズムについて検討した．

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，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，
軸径 4mmのバンプフォイル型動圧軸受けの試作を行った．

5.	 自動車の空気抵抗低減に関する研究
教授 加藤 千幸，研究実習生 （加藤（千）研）亀山 琢磨，研究実習生 （加藤（千）研）飯島 直輝， 

学部学生 （日本大）帖地 修平，学部学生 （日本大）中野 文平，学術支援専門員 （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．

6.	 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，大学院学生 （加藤（千）研）渡邉 雄一郎

　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，翼が高速で微小に振動したときの翼端渦の挙動を解明する
ため，FrontFlow/blueを用いた翼端まわりの流れの予測を行った．

7.	 革新的クリーンエネルギーシステムの実用化
教授 加藤 千幸，准教授 （日本大）鈴木 康方，研究実習生 （加藤（千）研）飯島 直輝，研究実習生 （加藤（千）研）腰塚 翼， 
研究実習生 （加藤（千）研）清水 佑樹，研究実習生 （加藤（千）研）黒木 雄介，研究実習生 （加藤（千）研）難波 陽大， 

研究実習生 （加藤（千）研）山崎 拓也，学部学生 （日本大）高村 憲英，助手 （加藤（千）研）西村 勝彦

　我が国の自然エネルギー利用を推進するため，2020年代には洋上ウィンドファームが複数機建設される見通しが
ある．本研究ではウィンドファームの高効率化を実現するための解析技術を研究開発することを目標としている．今
年度は，基礎研究として単独翼まわりの流れを DES（Detached Eddy Simulation）で予測する際の知見を得るための数
値解析を行った．同時に，単独翼まわりの流れ場を熱線流速計で詳細に計測し，その数値解析の検証用データを多く
蓄積した．

8.	 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
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9.	 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，大学院学生 （吉川（暢）研）横山 卓矢，大学院学生 （吉川（暢）研）川井 健太郎

　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．また，動的効果を勘案するための破壊力学パラメータの検討を行った．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
論を開発している．

10.	 高圧水素用タイプ 3繊維強化プラスチック製蓄圧器の疲労寿命評価法の開発
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）フェン ジュン

　水素社会を支える基盤インフラである水素スタンド用蓄圧器で活用されるタイプ 3炭素繊維強化複合容器の最適設
計のため，圧力サイクルに対する的確な寿命予測を行うための有限要素解析手法を開発している．フィラメントワイ
ンディングされた炭素繊維強化プラスチックの積層構成を正確にモデル化するためのソフトウエア FrontCOMP_tank
を開発した．詳細な有限要素解析によりアルミ合金ライナーの疲労強度予測の枠組みで寿命予測が可能であることを
実証した．また使用温度の変化が寿命に与える影響も評価した．

11.	 燃料電池自動車用タイプ 4繊維強化プラスチック製高圧水素容器の損傷評価法に関する研究
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）李 然

　燃料電池自動車用燃料タンクで活用されるタイプ 4炭素繊維強化複合容器の強度評価を適確に行うため，メゾス
ケールモデルを用いた強度評価法を検討している．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．表面疵や落下に依る損傷が容器の最終強度に与える影響を評価する手法を開発している．

12.	 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，特任研究員 （吉川（暢）研）呉 奇， 

国際協力研究員 （吉川（暢）研）翟 宏州

　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，ミクロ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．
マルチスケール展開により実部品の製造プロセス中に発生する不整を評価する手法を検討している．

13.	 ミクロスケール強度基準に基づく熱可塑性CFRP部材の強度評価
教授 吉川 暢宏，特任研究員 （吉川（暢）研）梁 建国

　短繊維熱可塑 CFRP材料の強度評価手法を開発している．ランダムに配置された短炭素繊維の状況を把握するため
X線 CTにより撮像された画像から内部構造を構築するための画像処理技術を開発した．作成された内部構造の 3次
元モデルに基づく強度評価手法を検討している．

14.	 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．今年度は特に第 3世代法と分子動力学法の結合に関する研究を行った．

15.	 量子化学計算によるポリエチレンのモルフォロジーに基づいた正孔移動度の多階層性評価の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　ポリエチレン材料におけるモルフォロジーと正孔移動度の関係をその場しのぎのパラメータを用いることなく評価
した．計算されたポリエチレンの結晶・非晶領域の正孔移動度は実験値と良好に一致し，高分子のモルフォロジーの
差異による電荷輸送特性への影響が定量的に評価された．

16.	 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．今年度は特



251

2．研究部・センターの各研究室における研究

に Lasso回帰に関する研究を行った．

17.	 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

　最先端のスパコンを最大限に活用して近未来のものづくりを抜本的に変革することを狙いとしたプロジェクトに対
して，準備研究フェーズで構築した全体シナリオ・実施計画の見直しを行うとともに，本格研究段階でのプロジェク
トの推進に必要な施策を設定．特に研究開発の効率的・効果的推進に資する各サブテーマ間ならびに他の重点課題と
の連携施策を計画・実施することと成果普及のための新しい方策についての検討に注力中．

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．

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．

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
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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等の研究を進めている．

4.	 次世代低温度差熱機関開発のための基礎研究－次世代蒸気サイクルの研究－気液二相流の大規模数
値シミュレーション－フィンレス熱交換器の開発－冷凍サイクル用コンパクト気液分離器の開発

教授 鹿園 直毅

　省エネルギーを実現する上で，熱の有効利用は最も重要な課題のひとつである．そのためには，熱交換時の温度差
を低減すること，および温度差の小さい熱源間でも熱機関を動かすことが必要である．本研究では，次世代蒸気エン
ジンやヒートポンプ等に不可欠な要素技術の実験および数値シミュレーションによる研究開発をおこなっている．

5.	 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

6.	 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

7.	 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

8.	 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

9.	 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

10.	 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

11.	 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

12.	 新規二次電池・燃料電池の開発
特任教授 堤 敦司

　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．

13.	 バイオマス利用システムに関する研究
特任准教授 望月 和博

14.	 農業の省エネルギーに関する研究
特任准教授 望月 和博

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
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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.	 都市道路網の巨視的な交通特性分析と交通マネジメントへの応用
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）森部 伸一

　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．ま
た，環状区間整備によりネットワーク化が図られた首都圏高速道路を対象に，渋滞が常態化している首都圏高速道路
ネットワークでも，通行権価格の適切な設定により迂回経路へ誘導して一日中全く渋滞を発生させずに交通マネジメ
ントできる可能性を理論的に導いた．

12.	 高速道路における交通混雑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

　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，渋滞解消に資する将
来 ACC性能の評価，登坂車線における大型車挙動，およびサービスエリアの混雑影響を累積交通量図により評価す
る手法を検討した．

13.	 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，特任研究員 （大口研）ディアス・チャリタ， 

大学院学生 （大口研）ガスパイ・サンディ・マエ

　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
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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）や右折禁止と U-Turn施設設置などの特殊交差点運用の適用性評価，単路部
歩行者横断施設による歩行者・車両双方に最適な横断施設運用，さらに信号交差点左折車両の走行軌跡のモデル化な
どに取組んだ．

14.	 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．併せて首都圏
3環状道路の効率的な利用を促すための交通マネジメント方策の評価を行った．

15.	 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た．さらに
その検知と抑制制御方法の検討を行っている．

16.	 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．

17.	 動的交通均衡配分問題の解法に関する研究
助教 （大口研）和田 健太郎，大学院学生 （大口研）佐津川 功季

　一般的な構造を持つネットワークに対する解法が未確立の動的利用者均衡配分問題について，限定的なネットワー
ク（1起点多終点 /多起点 1終点）をベースとしたアプローチにより研究を行っている．具体的には，1起点多終点 /
多起点 1終点ネットワーク対して，あるクラスの解法が収束することを証明した．また，上記の限定条件の緩和に向
けた研究を進めている．

18.	 高頻度鉄道システムの簡略化モデリング
助教 （大口研）和田 健太郎，研究員 （東京工業大）瀬尾 亨，准教授 （東京工業大）福田 大輔

　首都圏における高頻度鉄道システムは，膨大な通勤需要への対応を可能とする一方，「慢性的な列車遅延」という
副作用を引き起こしている．本研究では，この問題の全体像を簡便かつ的確に捉えるために，乗客の時間集中（出発
時刻選択）という需要側の要素と，駅・線路上における列車混雑・遅延という供給側の要素の相互作用を考慮したミ
ニマルな（解析的な取り扱いが可能な）鉄道システムモデルの開発に取り組んでいる．また，このモデルを用いて，
システム全体の効率性と安定性とのトレードオフ関係についての一般的知見を導くこと，その知見に基づく需給両面
の交通マネジメント戦略を提案することを目的としている．

19.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
客員教授 天野 肇

20.	 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 
and development purposes.
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21.	 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.

22.	 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.

23.	 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.

24.	 Autonomous	Driving	Strategies	for	Motorway	On-Ramp	Merging	Assistance
客員教授 チュン エドワード， （Smart Transport Research Centre, QUT）Yue Zhou

　Motorway on-ramp merge sections are main bottlenecks and ramp metering has been the main approach in increasing its ca-
pacity. With the development of vehicle-to-vehicle communications and autonomous driving technologies, regulation of individu-
al vehicles’ trajectories becomes possible. The aim of this study is to develop autonomous driving strategies for motorway on-
ramp merging assistance. An on-ramp merging vehicle and a corresponding mainline facilitating vehicle optimise their trajectories 
to arrive at a merge point with a desired speed, and a proper gap between merging and facilitating vehicles.

25.	 ITS（高度道路交通システム）に関する研究
准教授 大石 岳史，教授 須田 義大，教授 大口 敬，准教授 中野 公彦

26.	 複合現実感モビリティシステムの開発
准教授 大石 岳史，助教 （大石研）影澤 政隆，特任助教 （大石研）岡本 泰英，特任助教 （大石研）佐藤 啓宏

　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．

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，大学院学生 （坂本研）Marjorie Takai

　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昨年度に引き続き行い，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．また，収集した各種車両の実音データを基に，自動車走行
騒音の大きさ（ラウドネス）およびうるささに関する聴感評価実験を行った．

28.	 道路管理における全方位映像の活用可能性に関する研究
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 （須田研）平沢 隆之

　近年，映像技術の進歩は著しく，全方位映像の撮影は，カメラ等の機材の小型化・軽量化・価格低下等もあり容易



256

VI.　研究および発表論文

に実施できるようになった．一方，道路管理において，現場の事務所・出張所では，道路パトロールや苦情処理，防
災点検，事故対応や災害対応等，様々な道路管理作業に対して，CCTV等の活用も進んでいるものの，道路台帳等紙
ベースの活用も残っている．実際の国道において上空も含めた全方位映像の撮影を行い，その映像の道路管理担当職
員の活用可能性の評価から，効率的，効果的な道路管理作業の支援の可能性を検討している．

29.	 走行履歴情報を用いた交通状況モニタリング手法の検討に関する研究
准教授 坂井 康一

　現状，将来における道路交通課題を明らかにするため，例えばプローブデータを用いた交通渋滞対策などの施策に
よる効果評価の可能性，あるいは都市計画道路の計画業務への活用可能性など，さまざまな交通関連情報の活用方策
を検討している．プローブデータのうち，走行履歴データを用いて交通状況をモニタリングする手法について，俯瞰
的な交通状況を指定日時等に応じて表示する，走行軌跡の可視化の仕組みを検討し，プロトタイプの開発を行ってい
る．

30.	 マルチモーダル交通情報連携に関する研究
准教授 坂井 康一，助教 （須田研）平沢 隆之

　将来のまちづくりの方向性として，限られた資源の集中的・効率的な利用で持続可能な都市・社会を実現する，「コ
ンパクト＋ネットワーク」が必要とされており，まちづくりを支える基盤として，都市計画と公共交通の一体化によ
り，複数の地域な連携による人の交流を促進することが求められている．現状では，公共交通に関する情報提供とし
ては，定時制の高い鉄道を中心とした乗換経路案内サービス，各交通事業者独自サービスが展開され，定着しつつあ
るが，コミュニティバス・デマンド交通や，カーシェア，サイクルシェアなどの二次交通，端末交通については多種
多様であり，コミュニティバス・デマンド交通など，まちづくり等の行政政策と連動した公共交通の情報は乏しい状
況である．交通モードに依存せず，さまざまな人が安全・安心・快適にシームレスな移動を支える社会の実現のため
に，鉄道・バスに加え，地域の足となりうる「さまざまな交通」に関し，その人のニーズに即した手段が検索できる
仕組みについて，研究を進めている．

31.	 地域における ITS の導入，定着に関する研究
准教授 坂井 康一

　東京，名古屋，大阪の三大都市圏では，ITSは盛んに展開されているが，地方の ITS展開については，あまり進ん
でいない状況もあると言われている．地域で ITSを導入し，定着させるための，組織的・体制的な仕組みについて研
究を行う．

32.	 ITS 技術の鉄道車両への展開
准教授 中野 公彦

統合バイオメディカルシステム国際研究センター
1.	 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，特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵，特任研究員 （酒井（康）研）堀口 一樹， 
受託研究員 （酒井（康）研）伊吹 将人，大学院学生 （酒井（康）研）Fuad Gandhi Torizal， 

大学院学生 （酒井（康）研）Han Bin Kim，大学院学生 （酒井（康）研）清水 航平， 
大学院学生 （酒井（康）研）猪瀬 春香，学部学生 （酒井（康）研）長手 武尊

　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，均一な凝集塊を形成させること，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，などの条件が必須とされ，これらを満たす新
たな大量培養リアクターや培養プロセスの開発・検討を行っている．

2.	 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，助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，外国人客員研究員 （酒井（康）研）Eric Leclerc， 

特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵，博士研究員 （酒井（康）研）Myriam Lereau-Bernier， 
研究員 （酒井（康）研）Bertrand-David Segard，大学院学生 （酒井（康）研）Danoy Mathieu， 

大学院学生 （酒井（康）研）木村 圭一，大学院学生 （酒井（康）研）Astia Rizki Safitri， 
大学院学生 （酒井（康）研）Xu Xinting，大学院学生 （酒井（康）研）植村 文香，大学院学生 （酒井（康）研）宮崎 大輝， 

研究実習生 （酒井（康）研）小田 雄一，研究実習生 （酒井（康）研）小林 ゆきみ

　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
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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，機械的刺激の付与，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している．

3.	 埋込型組織の再構築と育成手法に関する研究
教授 酒井 康行，特任研究員 （酒井（康）研）堀口 一樹，受託研究員 （酒井（康）研）松永 久美子， 

受託研究員 （酒井（康）研）松尾 早織，大学院学生 （酒井（康）研）Pierre Wüthrich

　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，流路ネットワークや細胞高密度保持部等の内部構造を制御
した担体を開発し，灌流培養による臓器育成の研究を進めている．

4.	 ナノバイオセンシングの構築と in	vitro モニタリングへの展開
教授 酒井 康行，助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，大学院学生 （酒井（康）研）中根 雅晴， 

大学院学生 （酒井（康）研）畑野 航平，学部学生 （酒井（康）研）松出 尚也

　最近の細胞アッセイにおいて，薬剤や有害性物質に対する培養組織の応答変化を，細胞非侵襲で効率良く取得する
ためのデバイスが求められている．本研究では，ナノ材料と生体材料を組み合わせた新規バイオセンシングシステム
を開発し，細胞アッセイと融合させることで，ヒト個体応答の予測可能な in vitroモニタリングデバイスの開発を目
指している．現在，カーボンナノ材料と生体材料を組み合わせた高感度電気化学センサを開発するとともに，培養組
織の応答計測を試みている．

5.	 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．

6.	 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，技術補佐員 （藤井研）小泉 沙織，派遣職員 （藤井研）吉田 后那

　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．

7.	 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

　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．

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，リサーチフェロー （ESPCI/CNRS）Yannick Rondelez， 

外国人客員研究員 （藤井研）Anthony Genot，特別研究員 （藤井研）Guillaume Gines

　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.	 Organ	on	a	Chip に関する研究
教授 藤井 輝夫，教授 酒井 康行，講師 池内 与志穂，助教 （藤井研）金田 祥平， 

国際研究員 （酒井（康）研）Eric Leclerc，教授 （東大）南学 正臣，准教授 （東海大）木村 啓志， 
特任研究員 （藤井研）前川 敏郎，特任研究員 （藤井研）川田 治良，研究実習生 （藤井研）土肥 浩太郎， 

研究実習生 （藤井研）近森 正智，大学院学生 （藤井研）松本 倫実

　マイクロ流体デバイス上に様々な臓器由来の細胞培養系を構築し，生体内に近い in vitro系を実現するとともに，
臓器間の相互作用を考慮した薬効評価や毒性評価のための技術を確立する．
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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

11.	 発生系譜の解析技術の構築と，胚の生きの良さの定量化への応用
准教授 小林 徹也

12.	 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

13.	 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

14.	 免疫恒常性の定量生物学
准教授 小林 徹也

15.	 In	vitro	3 次元網膜微小血管モデル系の構築
講師 松永 行子

16.	 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

17.	 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，教授 （九州大）三浦 岳

18.	 Role	of	mechanical	forces	in	angiogenesis	and	leukocyte	transmigration	using	microfluidic	vascu-
lar	devices
講師 松永 行子，主任研究員 （パスツール研究所）Soncin Fabrice，東京大学特別研究員 （松永研）PAUTY, Joris

19.	 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，東京大学特別研究員 （松永研）PAUTY, Joris

20.	 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，助教 （藤井研）金田 祥平，助教 （藤田研）久米村 百子

21.	 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
講師 松永 行子，特任助教 （松永研）高橋 治子

マイクロナノ学際研究センター
1.	 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， 
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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2.	 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，協力研究員 （藤田研）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，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， 

大学院学生 （藤田研）ニコラ・ロバトードジェ，大学院学生 （藤田研）立川 冴子， 
国際研究員 （藤田研）マチュー・ドゥヌアル

　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．

3.	 側壁電極モールドを用いたナノインプリントリソグラフィーの研究
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，民間等共同研究員 （藤田研）李 永芳

　10nm級のプローブリソグラフィの実現を目指し，側壁に薄膜電極をつけたモールドを開発した．電極のエッジに
対応する名のパターンを局所的な陽極酸化反応でシリコン基板上に描画できることを示した．

4.	 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， 

准教授 （University of Twente）エディン・サライエリッチ

　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．

5.	 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，主任研究員 （電力中央研究所）小野 新平

　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．

6.	 化学コントラストを有するカラー原子間力顕微鏡の開発
教授 川勝 英樹

　原子間力顕微鏡に変調技術を適応し，探針と試料のなすポテンシャルを高速でパラメータ化する．

7.	 超高真空透過電子顕微鏡内原子間力顕微鏡
教授 川勝 英樹

　超高真空透過電子顕微鏡で走査型力顕微鏡を有するもの．後者で化学コントラスト像取得を目指している．

8.	 液中原子間力顕微鏡
教授 川勝 英樹

　温度変化にともなう界面の変化と液中カラー原子間力顕微鏡の実現を目指している．

9.	 探針のフォーススペクトロスコピー
教授 川勝 英樹

　分子修飾法，背景力評価等を FIMAFMFIMAFM等で評価．

10.	 コンタクトモード原子分解能走査型力顕微鏡
教授 川勝 英樹

　単原子架橋時に得られる可能性のある接触モード原子分解能撮像の研究．ナノトライボロジー応用と試料観察新手
法の実現を目指している．



260

VI.　研究および発表論文

11.	 カラー原子間力顕微鏡の理論考察
教授 川勝 英樹

　カラー原子間力の像解釈と理想的探針についての理想的考察．

12.	 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．

13.	 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）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．

14.	 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

　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．

15.	 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．

16.	 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．

17.	 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，技術専門員 （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．

18.	 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．
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19.	 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．

20.	 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．

21.	 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．

22.	 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
協力研究員 （年吉研）韓 正利，教授 年吉 洋，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．

23.	 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．

24.	 共同研究
教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）伊藤 晃太（豊田中央研究所）

　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．

25.	 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 （東大）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．

26.	 MEMS振動発電素子とその応用に関する研究
教授 年吉 洋，教授 藤田 博之，教授 （静岡大）橋口 原，研究員 （年吉研）小野 新平

　戦略的創造研究推進事業（科学技術振興機構），エネルギー・環境新技術先導プログラム（NEDO），IoT推進のた
めの横断技術開発プロジェクト（NEDO）からの受託研究の一環として，環境振動から 1mW程度の電力を回収する
振動発電型のMEMSエナジーハーベスタを設計・製作・評価し，無線センサノード等の IoTに応用する．

27.	 Electrical	TFT	platform	 for	 fundamental	understanding	of	neuromuscular	communication	 in	 the	
aim	of	neuroprostheses.

准教授 ティクシエ三田 アニエス，講師 池内 与志穂
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28.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏，教授 （Ecole Centrale Paris）Sebastian Volz，特別研究員 （野村研）Roman Anufriev， 

特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere，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．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．また，その理
論的研究に取り組んでいる．

29.	 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，グループ長 （（国研）物質・材料研究機構）森 孝雄， 
特任研究員 （野村研）Jeremie Maire，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人，野村研 （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．

30.	 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，特別研究員 （野村研）Roman Anufriev， 

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

31.	 SiGe 熱電変換材料開発
准教授 野村 政宏，教授 （東京都市大）澤野 憲太郎，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人

32.	 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，特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere， 

特別研究員 （野村研）Roman Anufriev，教授 （東大）中村 泰信

33.	 自己組織化ナノ構造を利用した熱電変換ナノ材料開発
准教授 野村 政宏，教授 吉江 尚子，教授 金 範埈，助教 （吉江研）江島 広貴，大学院学生 （野村研）Anthony George

34.	 SiGe ナノワイヤーにおける熱伝導の物理
准教授 野村 政宏，教授 （University of California, San Diego）Renkun Chen，教授 （東京都市大）澤野 憲太郎

35.	 SiN 薄膜表面における表面フォノンポラリトンによる熱伝導
准教授 野村 政宏，教授 （CNRS）Sebastian Volz，大学院学生 （CNRS）Yunhui Wu， 

特別研究員 （野村研）Roman Anufriev，准教授 （東大）宇佐見 康二

36.	 フォノニック結晶中の熱フォノン輸送シミュレーションに関する研究
准教授 野村 政宏，特別研究員 （野村研）Roman Anufriev，特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere， 
教授 （University of Lorraine）David Lacroix，大学院学生 （University of Lorraine）Maxim Verdier

持続型エネルギー・材料統合研究センター
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
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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
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.	 犠牲結合を利用した高分子材料の強靭化
教授 吉江 尚子，大学院学生 （吉江研）吉田 祥麻，大学院学生 （吉江研）中井 脩也， 

大学院学生 （吉江研）Kyungmo Sung

　負荷がかけられた際に犠牲的に切断し外力エネルギーを分散する弱い結合を分子鎖内に導入することによる高分子
材料の強靭化に関する研究を行っている．本研究では高分子鎖中に配置する犠牲結合の数と分布を精密にデザインす
ることにより，困難とされる高強度材料の強靭化を目指している．

9.	 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，大学院学生 （吉江研）吉田 祥麻，大学院学生 （吉江研）中井 脩也

　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．
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10.	 ポリマ―ブレンドの配向相分離構造を鋳型とするナノスケールパターン化ポリマーブラシの開発
教授 吉江 尚子，大学院学生 （吉江研）豊原 匡志，大学院学生 （吉江研）西村 俊亮

　当研究室で確立したポリマ―ブレンドの配向相分離構造を鋳型として，表面開始リビング重合によりナノスケール
の層状パターンを有するポリマーブラシを調整し，ブラシ化表面の特性を明らかにする．

11.	 物理的手法を用いたナノパターン化ポリマーブラシの構築
教授 吉江 尚子，大学院学生 （吉江研）何 京漢

　当研究室で調整法を開発したポリ乳酸による Lamellla in Lamella構造を結晶の核剤として用いて，ポリ乳酸含有ブ
ロックコポリマーを結晶化させることにより，Lamellla in Lamella構造ブラシ表面を調整した．ナノスケールのパター
ン化ブラシを汎用の実験設備のみを用いて完全に物理的手法により構築する極めてユニークな手法を確立した．

12.	 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，大学院学生 （吉江研）Kan Zhan

　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．種々のアッセ
イ法により，ポリフェノール模倣高分子の抗酸化活性を評価したところ，高い活性を示した．

13.	 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，大学院学生 （吉江研）Chaehoon Kim

　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．ボロン酸と錯形成させたものは海水中
で膨潤せず，かつ高い自己修復性を示した．

14.	 銅の電解精製プロセスにおけるアノードの不動態化機構
教授 前田 正史，准教授 吉川 健，協力研究員 （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．

15.	 希土類化合物上の Fe-C-Si 合金凝固時における黒鉛の不均質核生成
教授 前田 正史，准教授 吉川 健，協力研究員 （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

　鋳鉄溶銑にカルシウム， マグネシウムおよび希土類元素を添加し，凝固組織中に球状の黒鉛を分散した球状黒鉛鋳
鉄は，産業機械や輸送機械の部品として幅広く用いられている．これまでの多くの研究では，添加元素による黒鉛球
状化への寄与を調査してきたが，黒鉛球状化メカニズムは完全に明らかにはされていない．近年，環境的や経済的コ
ストを削減するため，鋳鉄への鉄スクラップの使用割合が高まりつつある．リサイクル材の使用に伴う不純物や合金
元素の混入による黒鉛球状化を阻害し，鋳鉄製品の機械的特性が低下する．本研究では非金属介在物と黒鉛との界面
に注目し，希土類等の酸化物上で鋳鉄を溶融し，凝固過程では黒鉛が酸化物上での不均質核生成挙動を調査した．そ
の結果，黒鉛は界面整合性との良い酸化物（酸化ランタン，酸化アルミニウムなど）上で不均質核生成することを確
認した．

16.	 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，協力研究員 （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．

17.	 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

18.	 無容器浮遊法によるガラスの合成と物性
教授 井上 博之，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を室温まで保持することができる．
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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，物性の発現を目指している．

19.	 ガラス・非晶質の構造解析
教授 井上 博之，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．

20.	 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．

21.	 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．

22.	 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．

23.	 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．

24.	 SiC の溶液成長界面のリアルタイム観察
准教授 吉川 健，大学院学生 （吉川（健）研）福井 康介，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．

25.	 合金溶媒中 SiC 微粒子の粒成長挙動の調査
准教授 吉川 健，大学院学生 （吉川（健）研）鳴海 大翔， （CNRS-Grenoble INP）Didier Chauessende

　SiC溶液成長時の成長界面に及ぼす溶媒系の影響の解明のため．溶媒中の SiC微粒子のオストワルド成長挙動を調
査する．

26.	 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，大学院学生 （吉川（健）研）黒坂 真一朗，協力研究員 （吉川（健）研）川西 咲子

　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
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られている．

27.	 マグネシウム蓄電池用正極活物質ならびに電解液の開発
准教授 八木 俊介

28.	 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

29.	 白金族金属の乾式リサイクルに関する基礎研究
客員教授 山口 勉功

　スラグと溶銅間ないしは溶鉄間における白金族金属の分配挙動を明らかにし，白金族金属のスラグ損失の低減を図る．

30.	 フラックス法を用いた希土類磁石のリサイクル
客員教授 山口 勉功

　B2O3などのフラックスを用い，消磁や解体等を不要とした使用済み EVモーターからのレアアース回収プロセス
を開発する．

31.	 銅製錬における銅のスラグロスに関する研究
客員教授 山口 勉功

　銅マット熔錬スラグのマグネタイト生成に及ぼす不純物の影響を調べ，銅のスラグ損失を抑制可能なスラグを開発する．

32.	 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．

都市基盤安全工学国際研究センター
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.	 大規模災害に対する防災対策の研究
教授 目黒 公郎，客員教授 伊藤 哲朗，講師 沼田 宗純，助教 （目黒研）郷右近 英臣，大学院学生 （目黒研）井上 雅志

　地震や台風などの自然災害は都市基盤の安全性を脅かす驚異の一つである．このような大災害に対する減災の観点
から，災害のシミュレーション等に活用可能なデータベースの構築に向けた検討，都市における住宅の耐震補強促進
のためのビジネスモデルの作成と検証を行っている．

4.	 災害の現地調査
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 （目黒研）郷右近 英臣，大学院学生 （目黒研）井上 雅志

　地震や洪水などの自然災害，大規模な事故などが発生した場合，国内，国外を問わず，現地調査を行っている．最
近では，以下のような調査を行い，災害の様子を記録するとともにその影響を分析している．（1） 2004年 12月イン
ドネシアスマトラ島地震津波災害追跡調査，（2） 2005年 10月パキスタン地震災害追跡調査，（3） 2007年 7月 16日新
潟県中越沖地震調査，（4） 2008年 5月 12日中国四川地震調査，（5） 2008年 6月 14日岩手・宮城内陸地震調査，（6） 
2011年 3月 11日東日本大震災の調査（7） 2015年 4月 25日ネパール・グルカ地震調査，（8） 2016年 4月 16日，熊
本地震被害調査などを実施している．
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5.	 地震災害環境のユニバーサルシミュレータの開発
教授 目黒 公郎

　本研究の目的は「自分の日常生活を軸として」，地震発生時から，時間の経過に伴って，自分の周辺に起こる出来
事を具体的にイメージできる能力を身につけるためのツールの開発と環境の整備である．最終的には，地震までの時
間が与えられた場合に，何をどうすれば被害の最小化が図られるかが個人ベースで認識される．地震災害に関係する
物理現象から社会現象にいたるまでの一連の現象をコンピュータシミュレーションすることをめざしている．前者の
物理現象編は，AEMや DEMなどの構造数値解析手法と避難シミュレーションを中心的なツールとして，後半の社
会現象編は，災害イマジネーションツール（目黒メソッド）や次世代型防災マニュアルを主なツールとしている．

6.	 構造物の地震時崩壊過程のシミュレーション解析
教授 目黒 公郎

　平成 7年 1月 17日の兵庫県南部地震は，地震工学の先進国と言えども構造物の崩壊によって多数の犠牲者が発生
しうることを明らかにした．本研究は地震による人的被害を軽減するために，地震時の構造物の破壊挙動を忠実に（時
間的・空間的な広がりを考慮して）再現するシミュレーション手法の研究を進めている．すなわち，破壊前の状態か
ら徐々に破壊が進行し，やがて完全に崩壊してしまうまでの過程を統一的に解析できる手法を開発し，様々な媒質や
構造物の破壊解析を行っている．そして解析結果と実際の地震被害の比較による被害発生の原因究明と，コンピュー
タアニメーションによる地震被害の再現を試みている．

7.	 実効力のある次世代型防災マニュアルの開発に関する研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 （目黒研）郷右近 英臣，大学院学生 （目黒研）井上 雅志

　本研究は地域や組織の防災ポテンシャルを具体的に向上させる機能を持つマニュアルを開発するものである．具体
的には，現状のマニュアルの性能分析機能，目的別ユーザ別編集機能，当事者マニュアル作成支援機能などを有した
マニュアルである．このマニュアルによって，災害発生以前に地域や組織が有する潜在的危険性の洗い出し，その回
避法，事前対策の効果の評価などが可能となる．このコンセプトを用いた防災マニュアルの作成を，内閣府，首都圏
の自治体，東京大学生産技術研究所を対象として進めている．

8.	 組積造構造物の経済性を考慮した効果的補強手法の開発
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 （目黒研）郷右近 英臣，博士研究員 （目黒研）Gadagamma Krishna， 
大学院学生 （目黒研）山本 憲二郎，大学院学生 （目黒研）Silpa Chawdary，大学院学生 （目黒研）Eka Juliafad

　世界の地震被害による犠牲者の多くは，耐震性の低い組積造構造物の崩壊によって生じている．本研究の目的は，
耐震性の低い既存の組積造構造物を，それぞれの地域が持つ技術と材料を用いて，しかも安く耐震化できる手法を開
発することである．防災の問題では，「先進国の材料と技術を使って補強すれば大丈夫」と言ったところで何ら問題
解決にはならないためだ．一つの目的は，上記のような工法や補強法を講じた構造物とそうでない構造物の地震時の
被害の差を分かりやすく示すシミュレータの開発であり，建物の耐震化の重要性を一般の人々に分かりやすく理解し
てもらうための環境を整備するためのものである．

9.	 既存不適格構造物の耐震改修を推進させる制度 /システムの研究
教授 目黒 公郎

　我が国の地震防災上の最重要課題は，膨大な数の既存不適格構造物の耐震補強（改修）対策が一向に進展していな
いことである．既存不適格建物とは，最新の耐震基準で設計 /建設されていない耐震性に劣る建物であり，これらが
地震発生時に甚大な被害を受け，多くの人的・物的被害を生じさせるとともに，その後の様々な 2次的，間接的な被
害の本質的な原因になる．このような重要課題が解決されない大きな理由は，震補強法としての技術的な問題と言う
よりは，市民の耐震改修の重要性の認識度の低さと，耐震補強を進めるインセンティブを持ってもらう仕組みがない
ことによる．本研究は，行政と市民の両者の視点から見て耐震補強をすることが有利な制度，実効性の高い制度を提
案するものである．

10.	 途上国の地震危険度評価手法の開発
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

　世界の地震被害による犠牲者の多くは，途上国に集中している．この大きな原因の 1つに，政府や中央省庁の高官
達をはじめとして，多くの人々が地域の地震危険度を十分に把握していないことが挙げられる．この研究は，そのよ
うな問題を解決するために，簡便な方法で対象地域の地震危険度，予想される被害状況，経済的なインパクトなどを
評価する手法を構築するものである．イランやトルコ，ミャンマーやバングラデシュなどを対象として，研究を進め
ている．
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VI.　研究および発表論文

11.	 災害情報プラットフォームの研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

　適切な災害対応には複数の組織や機関，部署間の連携した活動が不可欠であり，そのポイントは情報の共有である．
これを実現するシステムとして，防災情報共有プラットフォームの研究を進めている．限られた資源の効果的な利用
と，異なる組織間での緊密な連携を実現するために，大規模地震災害時における広域医療搬送活動や，複数の自治体
の防災活動などを対象として，組織間の情報共有と応援体制の連携に関する現状分析と防災情報共有プラットフォー
ムのあるべき姿，その貢献についても分析している．

12.	 インド洋沿岸地域の地域特性を踏まえた新しい津波災害システムの研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 （目黒研）郷右近 英臣

　2004年 12月 26日のスマトラ沖地震（M9.0）津波災害以来，インド洋沿岸諸国では津波監視・警報システムの重
要性が叫ばれ，これまで莫大な予算と時間を費やして開発された太平洋沿岸の津波監視システムと同様なシステムの
導入が検討されている．先進的ではあるが，高コストで専門性の高い組織による維持管理が求められるこのようなシ
ステムを，津波災害の経験が乏しく，人的・財政的資源が豊富とはいえないインド洋沿岸地域で，適切に維持管理し，
運用し続けることが可能だろうか．またシステムの寿命と大規模津波災害の発生頻度を比較した場合に，導入された
システムが本当に津波災害軽減に役立つ機会はどれほどあるのだろうか．目黒研究室では，日常的な利用性，簡便性，
経済性を重視した新しい津波災害軽減システムを提案しその効果を検証している．リゾートホテルによって維持管理
されるネットワーク化された多目的ブイと宗教施設を避難所として用いる新しいシステムの有効性は非常に高いこと
が示されている．

13.	 途上国の非補強組積造建物の耐震補強法を推進するための技術的・制度的システムの開発
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，大学院学生 （目黒研）山本 憲二郎

　途上国を中心として，世界の地震で亡くなっている犠牲者の多くは，石やレンガなどを積み上げてつくる組積造建
物の崩壊による．これらの建物は，耐震基準の良し悪しやその有無とは無関係に，工学的な知識のない現地の人々が
現地で入手できる安い材料で建設するもので，ノンエジニアード構造物と呼ばれる．この脆弱な組積造のノンエジニ
アード構造物の耐震性を向上させない限り，世界的な視点からの地震被害の軽減は実現しない．本研究は，この種の
建物の耐震性能を，ローカル・アべイラビリティ，ローカル・アプリカビリティ，ローカル・アクセプタビリティを
キーワードとして，向上させる技術的・制度的アプローチの研究である．

14.	 災害報道の研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純

　平時から災害発生時，復旧・復興過程までの災害対応の循環体系の中で，災害による影響の最小化に貢献する報道
のあり方を研究している．テレビや新聞などのメディアが，過去の災害をどのように報道したのかを分析するととも
に，災害現象を先取りし，減災を誘導する災害報道に関して研究を進めている．

15.	 循環型備蓄の可能性の研究
教授 目黒 公郎

16.	 途上国の建物を対象とした地震被害関数の開発に関する研究
教授 目黒 公郎，助教 （目黒研）郷右近 英臣

17.	 新しい手法による建物の制振法の研究
教授 目黒 公郎，大学院学生 （目黒研）Sadeghzadeh Nazari Mehrdad

18.	 防災ビジネスの創造と育成に関する研究
教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，助教 （目黒研）郷右近 英臣

19.	 自治体の災害レジリエンス評価と防災対策へのインセンティブ提供システムの研究
教授 目黒 公郎，助教 （目黒研）郷右近 英臣

20.	 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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2．研究部・センターの各研究室における研究

21.	 次世代陸域水文モデルの開発
教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭，助教 （沖（大）研）金 炯俊，主任研究員 （国立環境研究所）花崎 直太， 

教授 （東京工業大）鼎 信次郎，教授 （京都大）田中 賢治，研究員 （JAMSTEC）山崎 大， 
准教授 （東大）平林 由紀子，大学院学生 （沖（大）研）徳田 大輔，特任研究員 （芳村研）大沼 友貴彦， 

特任助教 （芳村研）新田 友子

　これまで大気モデルに従属して開発されてきた陸面モデルをベースにして，土地利用や植生変化・人間活動・湖沼
や河川の水動態や水温変化・斜面水文過程と地表水 -地下水相互作用など多様な時空間スケールの陸域水文過程を包
括的に表現可能な次世代陸域モデルの開発を行っている．陸域の水・エネルギー収支と水循環とを大陸規模・日単位
のスケールで精度良く推計でき，大気・海洋・生物圏などからなる地球システムモデルとも結合可能な陸域水循環の
物理的側面に関する高精度で高計算効率の陸域水文シミュレーションを実施する．また，超高解像度の水文地理デー
タや水利用データの整備，一貫性の長期気象外力データの整備を行い，全球 1km 解像度での高解像度陸域水循環シ
ミュレーションや全大陸 50km 解像度での 250 年分の長期アンサンブルシミュレーションの実現を目指している．

22.	 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 晋一郎

　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．

23.	 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．

24.	 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．

25.	 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

　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．

26.	 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

　国連ミレニアム開発目標や SDGs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
が最も効率的かを地域別で検討している．
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VI.　研究および発表論文

27.	 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 
WaterFootprint）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．

28.	 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．

29.	 復興準備の概念構築と手法の構築
准教授 加藤 孝明

30.	 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

31.	 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

32.	 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

33.	 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

34.	 大規模震災時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

35.	 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

36.	 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

37.	 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．
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2．研究部・センターの各研究室における研究

38.	 歩行者と混在・協調する次世代車両の走行性能・インフラ要件に関する研究
准教授 井料 美帆，教授 大口 敬，特任研究員 （大口研）Charitha Dias，大学院学生 （大口研）長谷川 悠

　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．研究所や千葉実験所内における走行実験を通じたパーソナル
モビリティの回避行動モデルの構築，バーチャルリアリティ空間におけるパーソナルモビリティ実験の Feasibility 
Studyを実施している．

39.	 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．

40.	 歩行者の待ち行列形成過程に関する実験的研究
准教授 井料 美帆，大学院学生 （井料研）Zhang Jiahua，教授 大口 敬，特任研究員 （大口研）Charitha Dias

　歩行者交通のボトルネック上流に形成される待ち行列の特性を知ることは，歩行者空間の設計において重要である．
本研究では，人為的に作成したボトルネックを歩行者群が通行する被験者実験を実施し，ボトルネック幅員，単位幅
あたりの交通容量や流入方向に応じた待ち行列形成特性を分析している．

41.	 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．

42.	 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．

43.	 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．

44.	 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．
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45.	 視覚情報に基づく快適・安全・有用な都市空間の設計に関する数理的研究
講師 本間 裕大

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

46.	 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．

47.	 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．

48.	 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．

49.	 建築物の消化容積率に基づく斜線制限と天空率緩和の比較
講師 本間 裕大

　本研究では，道路斜線制限と天空率緩和が消化容積率と建物高さへと与える影響を考察することを目的とする．様々
な敷地形状ならびに建物形状を考慮することによって，当該制限ならびに緩和規定が消化容積率と建物高さとどのよ
うな数理的関係にあり，かつ，積極的に緩和規定を用いるべき状況を明らかにする．当該条件が明らかとなることに
よって，建築設計の初期段階における作業効率向上が期待できる．本研究で得られた主な知見は以下のとおりである：
（i） 天空率の利用が有利に働くのは，間口の広い敷地で，このときの建物形状は細長くなる；（ii） 奥行の深い敷地では，
天空率緩和の場合だけではなく，道路斜線制限で多面体を想定した場合でも指定容積率をすべて消化できる．

50.	 共進化GAとMLBルーティング制御に基づく電力最適化OpenFlow ネットワークの提案
講師 本間 裕大

　本研究ではデータセンタネットワークへの適用を目指し，トラヒック量に応じて，スイッチの on/off 制御をし得
ることを考慮した電力消費量最適化システムの提案を試みる．具体的には，最適化システムの導出を混合整数線形計
画問題として定式化することによって，構成するネットワークトポロジー，トラヒックマトリックス，輻輳の回避な
どを総合的に勘案した，適切なスイッチの on/off 制御を提案する．加えて，MLB マルチパス・ルーティングに基づ
く近似解法を提案・比較し，その性能評価について議論する．さらには，都市解析分野における，施設配置問題で近
年提案された“共進化 GA”を用いた定式化を援用した解法とも比較することによって，上述の問題に対し，多角的
なアプローチを試みる．

51.	 立地コストと施設容量を考慮した商業均衡分布の導出法
講師 本間 裕大

　本研究は，顧客の店舗選択行動が商業分布へ与える影響を考慮した上で，経済原理に基づく商業分布の均衡配置を
導出することを目的とする．資本主義において商業は重要な経済活動であり，都市形態に大きく影響を与えることは
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言うまでもない．このとき必須の概念として市場均衡が挙げられよう．そのような観点に基づいた先行研究としてバ
ランス・メカニズムがあり，領域形状・道路パターン化などの一般化や，職住分布への展開など様々な発展形も提案
されている．本研究では，立地コスト（≒賃料）と施設容量を明示的に考慮することによって，バランス・メカニズ
ムの均衡概念を本質的に拡張することを試みる．購買による収益と，立地による負担のトレードオフ関係が組み込ま
れることで，純化された定式化を残しつつも，より市場均衡を適切に数理化したモデルを提案する．

52.	 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
大渋滞が引き起こされている．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．

53.	 代替経路の乖離性に着目した交通ネットワークの定量的評価
講師 本間 裕大

　台風被害や大震災などの自然災害は，人命を危険にさらすだけでなく交通網を寸断してしまう．主要経路が通行不
可になった際，避難経路や物品補充ルートの確保の観点から，代替経路の確保は最優先すべき課題であると考えられ
る．代替経路に関する研究には，山崎らの代替経路の確保に関するものなどが行われているが，経路の地理的関係に
着目した研究は数少ない．代替経路が地理的に離れているほど，災害への耐性が優れていることは明らかであろう．
これらの背景を踏まえ，本研究では経路間の乖離性を評価することによって，ネットワークの頑健性を評価すること
を目的とする．k shortest path algorithmを用い，面積・重複距離の 2 指標から，経路間の乖離性を定量化する．結果
として，現状における危険地域を交通の面から明らかにし，道路整備計画に用いることで，災害に強いまちづくりの
実現へと寄与することが期待される．

54.	 災害対応支援システムの開発
講師 沼田 宗純

55.	 外来液状水の作用と繰返し荷重がコンクリート中の異形鉄筋の付着機構に及ぼす影響に関する検討
特任講師 松本 浩嗣

海中観測実装工学研究センター
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．

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．
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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.	 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

　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．

6.	 水中線状構造物の挙動に関する研究
教授 林 昌奎，主任技術研究員 （JAMSTEC）井上 朝哉，准教授 （神戸大）勝井 辰博

　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．

7.	 大型浮体構造物の挙動に関する研究
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．

8.	 再生可能海洋エネルギー開発に関する研究
教授 林 昌奎，特任教授 丸山 康樹

　波力及び潮流のエネルギーを利用する発電システムの開発を行っている．宮城県・松島湾の浦戸諸島において垂直
軸型の潮流発電装置のプロトタイプ（5kW）を，岩手県久慈市において振り子式の波力発電装置のプロトタイプ（43kW）
を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施している．

9.	 リアルタイム海氷観測システムの研究開発
教授 林 昌奎

　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．

10.	 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， 

技術研究員 （海洋研究開発機構）福場 辰洋，上席技術研究員 （海洋研究開発機構）許 正憲

　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．

11.	 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
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とその社会実装を進めていく．

12.	 電気分解による水質管理
准教授 北澤 大輔，研究実習生 （北澤研）川辺 謙介，准教授 （日本大）岡本 強一，藤野 正俊

　消耗しない電極の開発を目指して，炭を封入した電極を開発し，その製作法を規格化するとともに，水質浄化実験
を実施し，その性能を確認した．

13.	 波力推進船の研究
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，大学院学生 （北澤研）韓 佳琳，大学院学生 （北澤研）菅野 聡太，  

（株）マネージメント企画 前田 輝夫

　波エネルギーを吸収して動揺を抑制する船について，性能を評価するためのシミュレーションモデルの改良を行っ
た．

14.	 琵琶湖全循環オプションに関する研究
准教授 北澤 大輔， （滋賀大）久保 英也， （滋賀大）菊池 健太郎， （滋賀県立大）吉山 浩平

　琵琶湖周辺の気候変動シナリオに基づく水質シミュレーションを実施し，全循環欠損リスクを調べた．

15.	 合成開口レーダ画像におけるアジマス方向海洋波浪解析
助教 （北澤研）吉田 毅郎

　人工衛星や航空機に搭載される合成開口レーダ画像で海洋波浪観測を行う場合，レーダと波浪の動きにより特有の
画像変調がレーダ進行方向であるアジマス方向に生じる．合成開口レーダ画像解析や数値シミュレーションによりア
ジマス方向に進行する波浪について考察を行い，レーダと波浪がある条件を満たす場合に合成開口レーダでアジマス
方向の波浪観測が可能であることを明らかにした．

16.	 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．

17.	 福島第一原発事故による海底土の放射能汚染調査術
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

　福島第 1原子力発電所事故により大量の放射性物質が放出され，この一部は海底土壌中に留まっている．本研究に
おいては，小型船から海底に曳航式のガンマ線計測装置を降ろし海底面上で曳航することにより，連続的にガンマ線
の分布を計測するシステムを開発し，これを用いた海底土の連続的放射性セシウムの調査手法を確立した．本年度は，
原子力規制庁の委託事業において，3航海に渡り福島第一原発の 25キロ圏内においてグリッド状調査を実施し，海
底土の放射能分布状況が明らかとなった．

18.	 熱水環境における海水・海底面・海底表面下のその場成分分析技術
准教授 ソーントン ブレア，大学院学生 （巻研）佐藤 匠， 

大学院学生 （巻研）高橋 朋子

　海底鉱物は，我々が将来利用できる有力な「資源」になりえるのか関心と注目が集まっている．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，短時間で資源の量及び品質に関する情報を効率的に
調べることが重要である．本研究では，今までサンプリングによって調べることしかできなかった，海底鉱物に含ま
れる元素成分を，現場でリアルタイムに検出することができる，深海レーザ誘起破壊分光（LIBS: Laser Induced 
Breakdown Spectroscopy）装置「ChemiCam」を研究開発し，実海域での運用試験を行っている．本年度は，KS16-04
において，遠隔操縦ロボットに ChemiCamを搭載し，1200m以上の深さにある伊豆小笠原海域において， 海底でリア
ルタイムに鉱物の成分をその場測定することに成功した．また， 熱水・観劇水や粒子の成分を LIBSや，昨年度開発
したレーザラマン装置で計測し，これまでサンプリングできなかった資料の成分もその場で計測できつつある．これ
らは，ホログラフィック顕微鏡でミクロンオーダの詳細な粒子等を可視化しながら，成分を計測することを可能とす
る．

19.	 マルチレゾリューションの 3D画像計測による深海ハビタットマッピング技術
准教授 ソーントン ブレア，特任研究員 （ソーントン研）アドリアン・ボーデンマン

　熱水噴出域，コールドシープなどは深海におけるオアシスとなり，こういった地質現象が深海生物の分布に大きく
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影響している．2～3mの低高度からの画像マッピングでは，数 10mの狭い領域での詳細な分布情報と生物の種類は
把握できるが，ハビタットスケールで議論するには数 kmオーダの海底面を調査する必要がある．このため，本研究
では，10mの高高度から 3次元カラー画像を取得する高感度のマッピング装置を研究開発し，従来の低高度からの撮
影より 50倍以上の広範囲のマッピング可能となり，従来の技術と合わせて，広域，かつ部分的には高解像度のマッ
ピング調査をている．今年度は，SZ16-01に置いて，琉球大学とシドニー大学と共同でサンゴ礁の調査を TUNA-
SAND 2を用いて実施し，YK16-15ではマンガンクラストの調査を BOSS-A（マンガンクラストの厚さ計測）と
AE2000fで実施した．なお，本航海では，浅田研の合成開口ソナーを JAMSTECの AUV「うらしま」に搭載し，マン
ガンクラストの広域分布の調査を実施した．

20.	 水中センシングに関する研究
特任准教授 ソーントン ブレア

21.	 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．

22.	 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．

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）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

　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．

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，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．
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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．

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，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，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，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．

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.	 高次元準周期解の分岐解析
教授 合原 一幸，特任助教 （合原研）神山 恭平

　準周期解は発振器の結合系を代表として普遍的に存在し，近年はレーザーやジェットエンジンの制御や電力ネット
ワークなどのさまざまな応用も見出されている．その一方で，高次元準周期解の分岐メカニズムについては詳しくわ
かっていないことが多い．本研究ではこれに対する分岐解析手法を開発し，そのメカニズムを解き明かすことを目的
とする．具体的には，すでに開発したリアプノフバンドルという分岐解析手法を中心に準周期解の局所的安定方向を
評価しつつ解析する．

6.	 コヒーレントイジングマシンによる組合せ最適化問題の実装
教授 合原 一幸

　組合せ最適化問題の代表的なものに，統計力学のイジング問題やグラフ理論の最大カット問題がある．我々のグルー
プは，計算の難しいこれらの問題に対し，量子光学や光通信の分野で知られている光パラメトリック発振器（DOPO）
という双安定な発振位相をもつデバイスを用いることで高速な光計算機を構築する研究を行っている．大規模化に向
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けて DOPO結合を FPGAにより模擬した系を考案し共同研究により実証実験を進め，第一段階の実験が成功し 2016
年に Science誌に 2本の論文が掲載された．

7.	 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．

8.	 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.

9.	 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，東京大学特別研究員 （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．

10.	 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.

11.	 Shear	thinning	of	simple	fluids	and	crystallisation	in	an	atomistic	glassformer
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）Trond Ingebrigtsen

　Two main lines of research were studied this year: 1) Shear thinning of simple fluids; 2) Crystallisation of a well-known atom-
istic glassformer.In the first theme we established a connection between the phenomenon of shear thinning [1], i.e. the decrease of 
viscosity with increasing shear rate, and that of medium-range crystalline order (MRCO) [2-4]. Shear thinning is an industrial im-
portant process but also a long-standing theoretical problem in the physics of fluids [1]. We found that the onset of shear thinning 
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corresponds to the lifetime of MRCO in equilibrium, which is much slower than the structural relaxation time. Furthermore, we 
found shear to decrease the characteristic size of MRCO leading to the viscosity decrease of the system and thus identifies the 
structural origin behind shear thinning. Lastly, we established an equilibrium-nonequilibrium relationship via MRCO which could 
appear useful for predicting the dynamics of nonequilbrium fluids. Our results also suggest an important link between critical 
phenomena and the glass transition.The second theme addressed crystallisation of the standard Kob-Andersen (KA) binary Len-
nard-Jones mixture. Crystallisation is well-known phenomenon in everyday life but hinders also, for instance, the use of large-
scale metallic glass objects. It is thus important to understand and to control crystallisation to achieve desirable material proper-
ties [5-7]. The KA model is a very simple model of a binary metallic alloy and believed to be an excellent glassformer with no 
crystallisation. In this study, we found by very long-time GPU simulations that the KA glassformer does indeed crystallize. We 
identified the crystallisation process to be compositional fluctuations of the large (A) particle leading, in the simulation time scale, 
to a single-component FCC crystal and no mixed AB crystal. Furthermore, we found faster than constant nucleation rate crystalli-
sation with increasing system size. We identified the cause to be finite-size effects on the compositional fluctuations. Our results 
are important as the prospects of making stable glasses out of mixtures appear difficult as the observed compositional fluctuations 
should be common to most mixtures and eventually lead to crystallization. Secondly, the fast crystallisation observed with system 
size may also reduce the prospects of constructing large-scale metallic glasses.

12.	 Mechanical	response	of	glass	under	shear
教授 田中 肇，博士研究員 （田中（肇）研）Shiladitya Sengupta

　Glasses are highly viscous, amorphous material. They can be formed by cooling a liquid down to temperatures below the freez-
ing point at a sufficiently high rate so that crystallization is avoided. Glassy systems show intermittent dynamics, or avalanche, 
leading to structural relaxation. It is relevant for important processes such as ageing and de-vitrification. We do computer simula-
tions of a weakly poly-disperse, almost hard-sphere-like model glass-former. We compute the equilibrium phase-diagram and 
identify the glass regime showing intermittent dynamics. We apply shear to analyze the mechanical response. Our study aims to 
provide a comprehensive understanding of the mechanical stability, and the triggering and propagation of avalanche in the glass.

13.	 コロイド系相分離の実空間解析
教授 田中 肇，Leader （ブリストル大）Paddy Royall

　It is often said that while gases and crystals may be easily described and well-understood, liquids are far more challenging. 
Strongly interacting, with no long-range order, liquids are a law unto themselves. We use a model system of micron-sized col-
loids, whose thermodynamic properties mirror those of simple liquids, to probe long-standing fundamental questions of con-
densed-matter science. Because these colloids can be seen directly in 3D at the single-particle level with a (confocal) optical mi-
croscope, far more information is available than from reciprocal space scattering techniques applied to molecular systems. In 
particular, we recently resolved the gas-liquid interface at the single-particle level. Since much of our understanding of the gas-
liquid interface dates back to van der Waals and continuum theory, to actually identify the individual particles from which the in-
terface is comprised has challenged the concept of the gas-liquid interface, and is hoped to stimulate new theoretical develop-
ment. Simultaneously, we have shown that critical theory, which operates at lengthscales of many hundreds of particle diameters, 
in fact remains valid right down to the single-particle level. Our current work is aimed at demonstrating new ways to measure 
colloid-colloid interactions, and studying the connection between five-fold symmetry and dynamical arrest. Although five-fold 
symmetry can be seen directly in the microscope, it is very hard to observe in any other way.

14.	 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，協力研究員 （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）舘野 道雄，Leader （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．

15.	 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， 
Leader （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-
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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.

16.	 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．

17.	 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．

18.	 複雑ネットワークの静的および動的解析
教授 （Strathclyde大）Ernesto Estrada，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．

19.	 磁気摩擦の数値的研究
大学院学生 （羽田野研）杉本 健太朗，准教授 羽田野 直道

　摩擦は我々が身近に経験する普遍的な散逸現象であるが，物質の様々な微視的自由度を介して起こると理解されて
いる．近年，磁性体間の摩擦への寄与として磁気摩擦が注目され，理論的・実験的研究が行われるようになった．磁
気摩擦は物質のスピン自由度に起因して起こり，長距離秩序によって大きく影響を受ける．本研究では，磁気摩擦の
外的な要因による変化を明らかにするために，2次元イジング模型をモンテカルロ法によって調べた．シミュレート
した系は正方格子上のイジング模型で，上下は開放端とし，左右は周期境界条件を課した．中央左右方向に滑り面を
導入し，上半分を滑り面に沿って一定速度 vで回し続ける．その結果，横方向長さ 640，上下方向長さ 5＋ 5の時，
境界条件に依存してエネルギー散逸が変化することを確認した．

20.	 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

21.	 発生系譜の解析技術の構築と，胚の生きの良さの定量化への応用
准教授 小林 徹也

22.	 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

23.	 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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24.	 免疫恒常性の定量生物学
准教授 小林 徹也

25.	 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．

先進ものづくりシステム連携研究センター
1.	 レーザー超音波を用いた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

　構造部材の製造品質や健全性を保証するためには，適切な非破壊検査法が必要となるが，CFRP複合材に適した検
査手法は，まだ十分に確立されていない．そこで，レーザー超音波検査システムを対象とし，その波動励起・伝播の
理論解析と実験を行うことで，適切な検査条件を研究する．

LIMMS/CNRS-IIS	（UMI	2820）	国際連携研究センター
1.	 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，リサーチフェロー （ESPCI/CNRS）Yannick Rondelez，外国人客員研究員 （藤井研）Anthony Genot， 

特別研究員 （藤井研）Guillaume Gines

　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．

2.	 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，助教 （酒井（康）研）小森 喜久夫，外国人客員研究員 （酒井（康）研）Eric Leclerc， 

特任助教 （酒井（康）研）篠原 満利恵，博士研究員 （酒井（康）研）Myriam Lereau-Bernier， 
研究員 （酒井（康）研）Bertrand-David Segard，大学院学生 （酒井（康）研）Danoy Mathieu， 

大学院学生 （酒井（康）研）木村 圭一，大学院学生 （酒井（康）研）Astia Rizki Safitri， 
大学院学生 （酒井（康）研）Xu Xinting，大学院学生 （酒井（康）研）植村 文香，大学院学生 （酒井（康）研）宮崎 大輝， 

研究実習生 （酒井（康）研）小田 雄一，研究実習生 （酒井（康）研）小林 ゆきみ

　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，機械的刺激の付与，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している．

3.	 Role	of	mechanical	forces	in	angiogenesis	and	leukocyte	transmigration	using	microfluidic	vascu-
lar	devices

講師 松永 行子，主任研究員 （パスツール研究所）Soncin Fabrice， 
東京大学特別研究員 （松永研）PAUTY, Joris

4.	 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，東京大学特別研究員 （松永研）PAUTY, Joris

5.	 フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏，教授 （Ecole Centrale Paris）Sebastian Volz，特別研究員 （野村研）Roman Anufriev， 

特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere，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．エアブ
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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．また，その理
論的研究に取り組んでいる．

6.	 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，グループ長 （（国研）物質・材料研究機構）森 孝雄， 
特任研究員 （野村研）Jeremie Maire，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．

7.	 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，特別研究員 （野村研）Roman Anufriev， 

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

8.	 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，特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere， 

特別研究員 （野村研）Roman Anufriev，教授 （東大）中村 泰信

9.	 SiN 薄膜表面における表面フォノンポラリトンによる熱伝導
准教授 野村 政宏，教授 （CNRS）Sebastian Volz，大学院学生 （CNRS）Yunhui Wu， 

特別研究員 （野村研）Roman Anufriev，准教授 （東大）宇佐見 康二

10.	 フォノニック結晶中の熱フォノン輸送シミュレーションに関する研究
准教授 野村 政宏，特別研究員 （野村研）Roman Anufriev，特別研究員 （野村研）Aymeric Ramiere， 
教授 （University of Lorraine）David Lacroix，大学院学生 （University of Lorraine）Maxim Verdier

11.	 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．

12.	 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）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．

13.	 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

　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．

14.	 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．
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15.	 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．

16.	 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．




