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VI.　研究および発表論文

VI.  研究および発表論文

1. 研究課題とその概要
A. 科研費による研究

1. 科学研究費 : 特別推進研究

時空階層性の物理学 : 単純液体からソフトマターまで
教授 田中 肇

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

グローバル水文学の新展開
教授 沖 大幹

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

2. 科学研究費：新学術領域研究（研究領域提案型）

マイクロ粒子の光捕捉ポテンシャル解析を活用したナノ物質への光圧測定法の開発
助教 （志村研）田中 嘉人

　ナノ物質に光を線形・非線形に作用させてその特性ごとに精緻に運動操作するための光圧をデザインするために，
ナノ物質に作用する光圧を正確に測定することは重要である．私はこれまで，ナノ物質を直接光捕捉してポテンシャ
ル解析することで光圧を測定する手法を開発してきたが，ナノ物質の短い光捕捉時間や微弱なプローブ信号ではポテ
ンシャル解析するのに十分な位置揺らぎ情報を得るのが難しく，適用可能なナノ物質は限られたものであった．本申
請研究では，これらの課題を解決するために，マイクロ粒子を対象とした光捕捉ポテンシャル解析を活用することに
より，ナノ物質に作用する fNオーダーの光圧を精密測定する手法を世界に先駆けて開発する．本手法は，ナノ物質
の 3次元的な回転ブラウン運動を抑制したり，回折限界以下の領域にある複数ナノ粒子の位置関係を保持したりでき
るといった特徴もあり，様々なナノ物質に作用する光圧を幅広く解析することが可能になる．また今回，サイズや形
状により共鳴特性を容易に制御可能な金属ナノ粒子を取り上げ，本手法を用いて光圧に対する線形・非線形共鳴効果
の解析を実施する．

原子層科学の推進
教授 （東北大）齋藤 理一郎，教授 町田 友樹

Twisted 二層グラフェンにおける量子輸送現象
特任講師 増渕 覚

フォトンハイブリッド量子科学の研究
教授 平川 一彦，准教授 岩本 敏

　近年，量子高感度計測，量子光源，量子プローブ，量子高機能デバイス，量子シミュレータなどを目標にする
Quantum Enabled Technology （QET）の研究が世界レベルで急速に進展している．QETの実現においては，様々な物
理量を外部から量子制御する技術と，量子情報を異なる量子メディア間で転写する量子トランスデューサ機能が必須
である．特に，固体内の量子情報を遠方に伝送するために，フォトンとその他の物理系（電子・スピン，フォノン）
との相互作用の解明と制御は極めて重要である．　本研究では，固体・フォトンのコヒーレント相互作用の制御に関
して，①原子スケールに集光された THz超強電界，② NVセンターの物理と応用，③ 2次元および 3次元フォトニッ
ク結晶，④集団励起を用いるコヒーレント相互作用，⑤ハイブリッド構造を用いた高感度光検出などの取り組みを行
い，QETの基礎を確立する．
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コンピュータビジョンで実現する多様で複雑な質感の認識機構
教授 佐藤 洋一

　既存の反射モデルでは表現することが難しい微細構造を持つ物体を対象に，その複雑で多様な質感をモデル化する
手法を開発する．具体的には，様々な照射方向・物体表面の光照射点，観察方向のもとで対象物体を観察し，相互反
射や内部散乱といった光学現象の各要素を分離して計測する技術を開発し，人間の質感認知のためにどのような光学
現象の正確な下再現が必要であるのか，物体表面・内部の光の伝搬はどの程度の精度で再現が必要なのかについて詳
細な解析を行う．

フォノンハイブリッド量子科学の研究
上席特別研究員 （日本電信電話（株）NTT物性科学基礎研究所）山口 浩司，准教授 野村 政宏

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

非平衡状態の時間ドメイン制御による特異構造の創製
教授 藤岡 洋

ソフトクリスタルの準安定状態創製技術の開発と相転移現象の解明
教授 石井 和之

発光性スマートソフトクリスタルの環境応答制御と機能化
教授 （北海道大）加藤 昌子，助教 （小倉研）務台 俊樹

神経の発生と疾患における新生鎖の生成機構と機能
講師 池内 与志穂

未探査領域への挑戦
教授 （国立極地研究所）野木 義史，准教授 巻 俊宏

　海氷下探査が可能な AUVシステムの研究開発を行う．

3. 科学研究費：国際共同研究加速基金（国際活動支援班）

原子層物質の国際的提供と共同研究の推進
教授 （東北大）齋藤 理一郎，教授 町田 友樹

ハイブリッド量子科学の進展に向けた国際活動強化支援
教授 （東北大）平山 祥郎，教授 平川 一彦

　新学術領域「ハイブリッド量子科学」では電荷（クーパー対を含む），スピン，核スピン，フォトン，フォノン，
それぞれの分野で実績を挙げている研究者が集まり，異なる物理量の間で小規模な量子トランスデューサを実現し，
Quantum Enabled Technology，特に量子高感度計測に役立てるためにその基礎を確立することを目的としている．欧
米に比べ日本では関連するプロジェクトが少ない状況，一方で日本の研究者（特に本領域の参加者）が特定の分野で
は世界をリードする状況にあることを考慮し，欧米と競争しつつも協力して，ハブリッド量子科学分野を推進するた
めに国際交流を加速する．海外の有力研究拠点と研究交流することで，国内の交流だけでは得ることのできない最先
端の研究状況を把握し，新学術領域の研究の進展に結びつける．一方で，領域参加者が有する優れた研究を「ハイブ
リッド量子科学」の枠組みで，目に見える形で世界にアピールする．この革新的な技術は，一国で確立することは不
可能で，世界的な連携の中で生まれてくるという認識が多くの研究機関であるが，この世界的な連携に日本が積極的
に絡んでいくことで，将来，量子技術産業が花開いたときの実りを確保することが期待できる．産業界との連携を重
視する本新学術領域ではこの視点での国際交流も重要である．国際交流の促進にあたっては，各グループの研究の先
導性を高めるためのボトムアップ的な人的交流の推進を一層育みつつも，領域として融合研究を推進すべく，世界的
な研究拠点との組織的な国際交流を推進する．また，これらと並行して世界的に著名な研究者からなる国際諮問委員
会を設置し，本新学術領域の研究活動への評価・アドバイスを頂くとともに，本領域の成果の世界的なアピールにも
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繋げる．

多様な質感認識の科学的解明と革新的質感技術の創出
主幹研究員 （日本電信電話（株）NTTコミュニケーション科学基礎研究所）西田 眞也，教授 佐藤 洋一

　既存の反射モデルでは表現することが難しい微細構造を持つ物体を対象に，その複雑で多様な質感をモデル化する
手法を開発する．具体的には，様々な照射方向・物体表面の光照射点，観察方向のもとで対象物体を観察し，相互反
射や内部散乱といった光学現象の各要素を分離して計測する技術を開発し，人間の質感認知のためにどのような光学
現象の正確な下再現が必要であるのか，物体表面・内部の光の伝搬はどの程度の精度で再現が必要なのかについて詳
細な解析を行う．

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

4. 科学研究費：国際共同研究強化

デジタル演算回路による大規模シリコン神経ネットワーク（国際共同研究強化）
准教授 河野 崇

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

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

5. 科学研究費 : 基盤研究（S）

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

次世代三次元組織培養を実現する細胞ファイバ工学の創成
教授 竹内 昌治，助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

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

教授 （東大）宮野 悟，派遣研究員 （合原研）中岡 慎治

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

トポロジカル相でのバルク・エッジ対応の多様性と普遍性：固体物理を越えて分野横断へ
教授 （筑波大）初貝 安弘，准教授 岩本 敏

環境調和型の貴金属・レアメタルのリサイクル技術の開発
教授 岡部 徹，准教授 八木 俊介

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

6. 科学研究費 : 基盤研究（A）

固体表面における高感度スピン検出法の開発と遷移金属酸化物への応用
教授 福谷 克之

地震後に変形が加速する伏在不安定斜面の抽出と崩壊時リスク評価
教授 （横浜国立大）小長井 一男，准教授 清田 隆

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

熱硬化CFRPの連続薄板化・100℃成形加工・塑性接合による極限軽量構造の具現化
教授 柳本 潤，専任講師 （慶應義塾大）大家 哲朗

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

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

　タンパク質などの大規模分子の量子化学計算・量子分子動力学に資する「第 3世代密度汎関数法アルゴリズム」を
世界に先駆けて展開し，基盤技術を構築することである．

ナノ材料の力学・熱伝達特性をその場観測する電子顕微鏡内MEMS実験系の構築
教授 藤田 博之

回折限界をはるかに超える原子スケールテラヘルツナノサイエンスの開拓
教授 平川 一彦

　近年，単一量子ドット，ナノワイヤー，分子などナノ量子構造を用いてトランジスタを形成し，その中における電
子や格子のダイナミクスを応用して，エレクトロニクスに新しい局面を拓こうとする研究が重要となりつつある．し
かし，ナノ構造の物性解明と制御に非常に有効なテラヘルツ（THz）電磁波と極微細なナノ量子構造との相互作用は
極めて弱い．本研究では，nmオーダーのギャップを有する極微金属電極を THz電磁波に対するアンテナとして用い
ることにより，回折限界をはるかに超えて THz電磁波を集光し，極微ナノ構造中の電子状態や伝導ダイナミクスを
明らかにする．さらに，THz電磁波を用いた新しいコヒーレントな伝導制御を行い，量子情報処理技術などへの応用
に展開し，「テラヘルツナノサイエンス」という新分野を開拓する．

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

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

アンコール遺跡群における石材劣化の新展開とその集学的研究
教授 （筑波大）松井 敏也，准教授 大石 岳史

プラズモン誘起電荷分離現象の解明と新たな応用展開
教授 立間 徹
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環境マイクロバイオームの動態計測に基づく集団感染機構の解明と制御
教授 加藤 信介

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

フレッシュモルタル流動則の一般化と流動解析への実装およびレオロジーへの理論展開
教授 岸 利治

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

我が国の自転車通行システムの整序化へのコンセンサス形成戦略
教授 （徳島大）山中 英生，特任助教 （大口研）鈴木 美緒

ポスト・ビッグデータ時代に向けた次世代交通システムの動学的マネジメント手法の構築
教授 （神戸大）井料 隆雅，助教 （大口研）和田 健太郎

　人や車の動きを常時観測して得られるビッグデータから交通関連の知見を得た事例は多いが，その知見は最終的に
は交通システムのよりよいマネジメントに活用すべきだろう．ビッグデータの高時間精度の常時観測という特長を活
かした交通システムの動学的マネジメントは一つの答えである．一方，場当たり的な動学的マネジメントは意図しな
い不安定な動学的挙動を生み，結果として望ましくない状況を招きかねない．本研究て ば，まず，ビッグデータを
用いた動学的な将来予測手法を構築し，それを用いて動学的な安定性を担保した次世代交通システムのための動学的
マネジメント手法を構築する．このような手法は交通工学て 前゙例か な゙く，学術的なパラダイムシフトを起こし得る．
また，交通マネジメントの実務を大きく転換する可能性を提供する．

平面交差点の信号制御システム設計最適化に関する実証研究
教授 大口 敬

　理論的検討として，昨年度に引続き，複数交差点の系統制御のための隣接交差点間の青表示開始の時間差（オフセッ
ト）設計のための知見として，オフセットと遅れ時間の関係の一般化，および系統効果の定量化手法について検討を
進めた．具体的には，2016年度に検討した隣接交差点間で青信号表示時間が等しい場合をさらに一般化して，青信
号表示時間が等しくない場合で両方向が同じ交通需要で過飽和を生じさせない最大交通需要を前提とした場合の検討
を行った．さらに，個別交差点におけるより詳細な実際的な交通信号制御条件として，各流入部の複数車線に対する
進行方向の割振り，現示パターン設定，および各現示における各方向別の青信号表示時間を同時に最適化問題を設定
し，自動車ユーザと横断歩道を横断する歩行者とを同時に考慮して，利用者個人の期待遅れ時間の総和を最小化する
最適化問題と，とくに歩行者の交通事故発生可能性を最小化する最適化問題とを同時に考慮する組合せ最適化問題の
構造について考察し，その適切な問題設定方法と解法について検討を行った．実験的検討については，実在しない新
たな交差点幾何構造・交通制御条件の有効性を検討するツールとして，昨年度に実験環境を構築したドライビングシ
ミュレータ（DS: Driving Simulator）を用い，信号灯器を仮想的に停止線直近に設置（Near side）した場合と現在日本
で一般的な交差道路を越えた先に信号灯器を設置（Far side）の比較シナリオについて，被験者による運転実験デー
タを収集，分析し，Near sideの信号設置の方が，交通行動上より安全上望ましい結果が観測されることが示された．

鍾乳石の流体包有物同位体分析による第四紀古気候学の新展開
准教授 （琉球大）植村 立，准教授 芳村 圭

　地球の気候変動のメカニズムを理解するためには，機器観測が始まる前にさかのぼる長期間のデータが必要である．
しかし，日本周辺には精確に年代が決まった長期間の気候変動データが少なく解析を妨げる要因となっている．この
点を解決するため，本計画では，鍾乳洞内の鍾乳石（石筍）に閉じ込められた流体包有物の同位体比に注目して研究
を行う．

地震後に変形が加速する伏在不安定斜面の抽出と崩壊時リスク評価
教授 （横浜国立大）小長井 一男，准教授 竹内 渉
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実用化に向けた橋梁系インフラのワイヤレス構造モニタリングに関する実証研究
特任教員 （教授）（横浜国立大）藤野 陽三，特任講師 水谷 司

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

　海底に設置する複数のステーションを基地として，AUVの長期広域にわたって展開するための技術開発を行う．

7. 科学研究費 : 基盤研究（B）

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

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

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

固体酸化物形燃料電池の電極電解質一体焼成プロセスの解明と制御
准教授 （千葉工業大）原 祥太郎，教授 鹿園 直毅

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

医療検体の高品位常温乾燥保存を目指した保存操作の設計と検体劣化の予測
教授 白樫 了

創薬評価のための血液脳関門（BBB）を有する神経組織アレイ
助教 （武蔵野大）根岸 みどり，助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

　血液脳関門（BBB）の機能を再現した神経組織をマイクロ流路中にてアレイ上に配置し，流路を介して薬剤を導入
することで，BBBに関する薬剤効能評価を可能にすることを目指す研究課題．

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

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

血管網リモデリングから学ぶ熱流体システム形状最適化
准教授 長谷川 洋介，講師 松永 行子

現場型海底鉱石品位計測法を用いた鉱石粒子選別システムの基盤的技術の開発
上席特別研究員 （（国研）海上・港湾・航空技術研究所）中島 康晴，准教授 ソーントン ブレア

新規因子による血管成熟機構の解明と，動脈硬化に対する治療法の開発
特任教授 （旭川医科大）川辺 淳一，講師 松永 行子
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海洋ナノ微生物資源の高精度探査に向けた現場型AFM技術の開発
特任講師 西田 周平

適応的セキュリティ制御とプライバシー保護支援を可能とするビッグデータ流通基盤
教授 （情報セキュリティ大学院大）後藤 厚宏，特任助教 （喜連川研）横山 大作

複数の評価手法を利用可能な大規模分散モンテカルロ木探索
特任助教 （喜連川研）横山 大作

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

ゲーム理論的資源配分メカニズムの定量的評価基盤の構築
准教授 （電気通信大）岩崎 敦，助教 （喜連川研）小宮山 純平

　本研究は，警備計画策定やキーワード広告オークションなどのゲーム理論的資源配分メカニズム（以下，メカニズ
ム）を，最適化や学習といったアルゴリズム技法を駆使して，計量経済学の枠組みから定量的に分析する理論的基盤
を構築することを目的とする．これまでのメカニズム研究は，精緻な理論モデルによる定性的な分析から，現実の制
度／慣習における課題を解決してきた．しかし，研究者が企業や政府の担当者を説得して新しいメカニズムを実践す
るには，その効果を定量的に分析することがしばしば必要になる．そこで，本研究はデータにもとづいて新しいメカ
ニズムを事前に評価するための技術と方法論を構築する．

光援用ナノプローブによる多元系半導体太陽電池中の光励起キャリアダイナミクスの解明
教授 髙橋 琢二

能動光源空間による画像の理解・認識・生成
教授 佐藤 洋一

　本研究では，高自由度光源システムを用いた能動光線空間による画像の理解・認識・生成という新たな方法論を確
立する．これにより，物体のモデリング，反射成分の分離，物体認識，および，照明シミュレーションなどの画像の
理解・認識・生成の重要な研究課題において，従来は不可能であったタスクを実現する．特に，具体的なタスクごと
に，制御可能な光線空間を前提とした新たなアルゴリズムを開発して，どのような光線空間をどのように生成するの
かを明らかにする．また，光線空間の設計や生成などの能動光線空間のための基盤技術を開発・体系化する．

トラスト基盤におけるセキュリティ評価手法の工学的および経済学的研究
教授 松浦 幹太

　暗号通貨ビットコインの技術的基盤となるブロックチェーンは，金融機関間のネットワークに対して大きなイノ
ベーションをもたらす可能性があると言われている．また，ブロックチェーンの応用はフィンテック（ITを中心と
する高度な技術を駆使した金融サービス）の範疇を超えると指摘されていると同時に，セキュリティを含む様々な性
質の学術的な評価と検証はこれからの大きな課題とされている．ブロックチェーンの応用が広いとされる最大の理由
は，費用対効果の高いトラスト基盤として機能するという期待があるからである．一方で，これが現時点で期待に過
ぎないのはなぜかを考えると，前述の通り，学術的な評価と検証が不十分であることが大きな理由として挙げられる．
本研究は，トラスト基盤におけるセキュリティ評価手法を工学的および経済学的に検討し，テスト環境を整備すると
ともに具体的に評価手法を開発して応用への知見を得ることを目的とする．

実世界情報を用いたマルチソーシャルメディア解析の高度化
准教授 豊田 正史

フォトニック結晶ナノ共振器を用いた量子ドットからの単一光子光渦の生成
准教授 岩本 敏
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モバイル環境におけるRGBDカメラを用いた 3次元モデル生成と複合現実感への応用
教授 （国立情報学研究所）杉本 晃宏，准教授 大石 岳史

ハイブリッド伝熱制御による高効率熱電変換デバイスの創製
准教授 野村 政宏

免疫恒常性の定量生物学
准教授 小林 徹也

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

高靭性材料のための動的架橋のユニバーサルデザイン
教授 吉江 尚子

色素ラジカル－光励起多重項の自在制御に基づいた光機能分子の創製
教授 石井 和之

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

複数のケイ素から構成される配位不飽和第一周期遷移金属錯体の構築と機能開拓
准教授 砂田 祐輔

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

変革期を迎えた建築生産システムとこれを支える諸社会制度の再編の方向性に関する研究
名誉教授 （広島大）平野 吉信，リサーチフェロー （野城研）安藤 正雄

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

東アジア都市の住宅地形成と集合住宅に関する学術調査
教授 （法政大）高村 雅彦，協力研究員 （村松研）包 慕萍

災害に伴う地域の超長期的な変動の比較研究：東日本大震災被災地を事例に
助教 （村松研）岡村 健太郎

高齢者の自転車適正利用を促す診断・教育システムEPISODEの開発と展開
特任助教 （大口研）鈴木 美緒

道路網の巨視的な交通量－密度関係の特性解明とそれに基づく交通流制御
教授 （東北大）赤松 隆，助教 （大口研）和田 健太郎

　本研究は，MFDの基本特性および再現性の高い ” ” 成立の条件を解明し，それを用いた渋滞制御
法を開発することを目的とする．より具体的には，①国内主要都市における路側感知器等による大量・長期間の交通
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観測データを系統的に分析することによって，MFDの基本特性を実証的に特徴づけ，②適切なサブ・エリア（都市
内道路網を複数領域に分割したサブ・ネットワーク）毎に を構成するための方法を観測データと数
理モデルの両面から明らかにし，③サブ・エリア単位の を活用したリアルタイム渋滞制御法を開発
する．

高頻度運行都市鉄道システムの統合解析モデルの構築
准教授 （東京工業大）福田 大輔，助教 （大口研）和田 健太郎

　本研究では，列車ー乗客ー駅ーネットワークの各系から構成される「高頻度運行都市鉄道システムの統合的な数理
解析モデル」を開発し，列車遅延抑制のためのハード・ソフト施策の検討に資する学術的基盤を構築する．まず，駅
乗客混雑と線路上列車混雑の相互依存関係を記述する流率・密度関係，利用者・運行管理者の動的行動モデル，駅構
内の乗客流動モデル，列車遅延のネットワーク波及モデルといった各サブモデルを構築する．次に，サブモデル間の
相互依存関係を整合的に記述する統合モデルを構築し，システムの性能評価方法を確立する．最後に，首都圏鉄道を
対象に観測データを用いて再現性を検証し，遅延制御施策の事例分析を行う．

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

視聴覚高臨場感データ収集・再生システムの構築と環境音評価への応用
准教授 坂本 慎一

硬化過程の温度履歴によるコンクリートの異種材料界面の状態変化と耐久性の関連性評価
准教授 （埼玉大）浅本 晋吾，准教授 長井 宏平

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

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

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

　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．

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

リアルタイム群衆流動制御に関する基盤技術の研究開発
教授 （関西学院大）巳波 弘佳，特任講師 藤原 直哉

患者地理情報と病原体遺伝子情報を駆使した結核伝播経路追跡
准教授 （長崎大）和田 崇之，特任講師 藤原 直哉

深海トップ・プレデター研究のための全自動 in situ バイオプシーシステムの開発
分野長代理 （（国研）海洋研究開発機構）藤原 義弘，准教授 巻 俊宏

　サメ等の深海トッププレデターを全自動で探知し，その場で生体組織サンプルを取得するための技術開発を行う．



127

1．研究課題とその概要

8. 科学研究費 : 基盤研究（C）

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

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

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

ハイブリッド乱流計算の境界面における乱れ生成のモデリング
教授 半場 藤弘

　乱流のラージ・エディ・シミュレーション（LES）をより正確なものにするには，壁面近くの流れのモデル化と，
上流から流入する乱流場の生成の二つの課題が重要となる．本研究ではこの二つの課題がレイノルズ平均モデルと
LESのハイブリッド乱流計算の境界面での乱れ速度生成の機構と密接に関連することに着目する．一様等方乱流の理
論を非一様乱流に応用することによって，乱流の基礎方程式に基づいて適切な乱れ速度を生成する方法を導き，壁面
モデルと流入乱流場の生成方法の開発に取り組む．

開放量子系における量子干渉と相互作用の協力減少：多電子散乱状態による解析
准教授 （神奈川大）西野 晃徳，准教授 羽田野 直道

　本研究の第 1の目的は， 相互作用を持つ開放量子系における散乱状態の構成法を確立することにある．特に 2本の
導線の分散関係が線形化された多重量子ドット系に対して，多電子散乱状態の厳密解を構成する．第 2の目的は，こ
の多電子散乱状態を用いて，多重量子ドット系の輸送特性に現れる量子干渉効果と相互作用の協力現象を線形応答領
域を超えて解析することにある．バイアス電圧下の系の非平衡定常状態の実現方法として，多電子散乱状態を用いた
ランダウアー公式の相互作用拡張版を適用する．平均電流，平均ドット占有率の計算により，輸送特性に現れる量子
干渉と相互作用の協力現象を，多電子散乱状態に出現する多体束縛状態の言葉で理解する．

メゾスコピック系における非平衡輸送現象の熱力学の構築と熱機関の設計
准教授 羽田野 直道，教授 （山梨大）内山 智香子，准教授 （埼玉大）長谷川 靖洋， 

教授 （核融合科学研究所）中村 浩章，准教授 （横浜国立大）白崎 良演

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

グラフェンおよび単結晶SiC の活用を含むチタン合金の高性能加工法の基礎研究
教授 臼杵 年

タンパク質電子構造DBシステムの拡充
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から得られる電子構造によって，様々な物性・反応性に対する知見が得られ
る．しかし，タンパク質の電子構造を得るためには，莫大な計算資源が必要なだけでなく，計算に対するノウハウが
求められる．本研究では，タンパク質の電子構造を求め，タンパク質電子構造 DBシステムを構築することを目指し
ている．

大規模数値シミュレーションによる沸騰伝熱機構の解明
特任助教 （鹿園研）大西 順也
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微絨毛形成を介する細胞の力学刺激応答と組織形成における役割の解明
助教 （京都大）三浦 重徳，助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

　流れ刺激に応じて伸長することが知られている微絨毛に対して，引っ張り等の力学的刺激を負荷することによって，
力学的刺激と微絨毛形成および微絨毛を有する組織の機能・形態の関係を明らかにすることを目指す研究課題．

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

　セラミックス基複合材料（CMC）のような耐熱性軽量構造材料を開発する際，高温中での負荷試験において，ど
のように内部損傷が発生するのかを把握することが重要となる．そこで，耐熱性に優れた光ファイバ AEセンサシス
テムを開発することで，高温中でもアコースティックエミッション（AE波）の正確な波形を計測可能にすることを
目指す．

海氷減退期に適した新しい北極海航路航行安全性評価手法の構築
教授 （工学院大）金野 祥久，准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，大学院学生 （東大）菅野 聡太

　本研究は，海洋減退が進む夏季の北極海航路で，見かけ上氷のない海域での航行安全性を評価する方法を提案する
ことを目的とする．固い多年氷の氷塊が航路上に増加しており，これを見落とすリスクがあるため，衝突の可能性が
ある前提で安全性を評価すべきだからである．この評価には衝突時の消費エネルギー量を算出してそこから評価する
方法が一般的だが，現在の方法は氷が多い海域では向くものの，氷山片など船舶より小さい氷片との衝突の評価には
適当でない．水槽模型実験で衝突前後の氷塊の運動を計測することにより氷塊の運動エネルギーの変化を詳細に調べ
ることを目的とする．そこで，氷塊の運動エネルギーの計測手法に関する検討を実施した．

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

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

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

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

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

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

地方部における地域公共交通計画立案のための交通系ビッグデータの活用
准教授 （香川高等専門学校）宮崎 耕輔，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅

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

単一細胞の機械的特性評価と遺伝子発現の相関解析用バイオMEMSの基盤構築
助教 （年吉研）久米村 百子
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分散MPPT機能を備えた電流リンク形PVシステム
特任助教 （高宮研）崔 通

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

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

「遠隔基関与」を利用した有機分子不斉触媒の開発
教授 工藤 一秋

ポリケチドの生体模倣合成法の開発
助教 （工藤研）赤川 賢吾

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

デザインビルド指向と情報化を受けた日・米・英の建築ものづくりアーキテクチャの変化
リサーチフェロー （野城研）安藤 正雄

気象衛星ひまわりを活用した準実時間洪水氾濫検知
准教授 竹内 渉

過去数百年における氷河変化の復元，検出，原因特定
准教授 平林 由希子

9. 科学研究費 : 若手研究（A）

海底下の微小埋没物検知のための堆積層内精密探査用音響ソーナーシステムの開発
特任助教 （浅田研）水野 勝紀

運動機能評価が可能なヒト神経 - 筋アクチュエータの創出
助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

　ヒト神経と骨格筋組織が融合したヒト神経 -筋組織を，生体の手足のように骨格上に 3次元的に配置することに
よって，神経信号により収縮する骨格筋組織の運動機能評価を実現することを目指す研究課題．

昆虫に見られる外骨格の弾性を利用した高速変形メカニズムの解明とその工学応用
助教 （岡部（洋）研）斉藤 一哉

極低温テラヘルツSNOM/STMの開発
准教授 梶原 優介

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

　発電所や工場の排ガスから二酸化炭素を省エネルギーに分離するプロセスの研究開発を目的として，その基礎研究
を実施している．吸熱反応の熱をヒートポンプにより脱離反応の熱として供給することで，プロセス内で熱を効率良
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く循環するとともに，吸収材として粒子を用い，原料ガスにより流動化させることで，層内の伝熱を促進し，省エネ
ルギーとなる．さらには，プロセス全体を循環流動層として，吸収材と二酸化炭素の反応が促進し，連続的に分離を
行うことができる．

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

シースルー型複合現実感モビリティシステムの開発
准教授 大石 岳史

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

交差応答的分子認識情報の並列処理を指向した有機トランジスタ型センサアレイシステム
講師 南 豪

全球河川モデルと衛星高度計を用いた水面下の河道深さ推計
助教 （沖（大）研）山崎 大

ベイズ統計による環境汚染物質の確率的濃度解析手法の開発
講師 菊本 英紀

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

大振幅振動する新幹線高架橋PRC桁の多点長期モニタリングと TMDによる振動制御
特任講師 水谷 司

10. 科学研究費 : 若手研究（B）

鉄筋コンクリート造柱がせん断破壊した後の軸力保持能力評価モデルの実用化研究
助教 （中埜研）松川 和人

マイクロ流体アプローチによる超並列 1エキソソーム解析システムの構築
助教 （藤井研）金 秀炫

栄養・酸素・薬剤条件が空間的に規定されたがん細胞スフェロイド培養系の構築
特任助教 （藤井研）金田 祥平

動脈バイパス術適用を目指した配向コラーゲンを用いた人工血管の作製
特任研究員 （竹内（昌）研）南 垠列

神経プレート技術を用いた一細胞レベル神経回路構築
特任研究員 （竹内（昌）研）吉田 昭太郎

非定常流れにおける三次元伝熱面形状最適化アルゴリズムの構築と実証
特任研究員 （長谷川研）亀谷 幸憲
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Probing THz Evanescent Waves of Non-equilibrium Dynamics
特任助教 （梶原研）林 冠廷

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

工学研究を軸とした初等中等教育における横断教科型STEM教育コンテンツ開発と実践
講師 川越 至桜

Development of locally-focused noise reduction technique for the green light photoplethysmogram 
based on its local chaotic characteristics

特任研究員 （合原研）スヴィリドヴァ ニーナ

　he photoplethysmogram (PPG) is one of the biological signals widely used in medical and sports equipment for health 
monitoring. Application of nonlinear time series analysis can expand usage of the PPG in medical systems, however, noise in 

PPG not equally. Purpose of this study is to develop locally-focused noise detection and noise-reduction technique for 

utilized for reconstruction of PPG dynamics in noise-contaminated parts of time series.

準周期解の分岐解析とその電気回路への応用
特任助教 （合原研）神山 恭平

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

発見に関する統計的保証のあるパターンマイニング
助教 （喜連川研）小宮山 純平

　2つのデータセット D+，D-間での出現頻度が異なる特徴量の組合せ（組合せ特徴量）を考える．エマージングパター
ンマイニングのアルゴリズムは，出現頻度の比率が一定以上大きい組合せ特徴量（パターン）集合を効率的に列挙す
る．しかし，データの確率的な偏りについては考慮がされていないため，興味のあるパターンのが偶然の偏りによっ
て出てきたものなのか，統計的な有意性があるのかが検証されていない．とくに，特徴量の数が多くなると組合せの
数も増えていくため，偏りがたまたま起こる組合せは高確率で存在すると予想される．本研究では，誤った発見をす
る確率に関して統計的保証を満たしたパターンマイニングの手法を提案する．また，提案手法を具体的なデータセッ
トに活用するための枠組みを提案し，実装・検証を行う．

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

Thermal phonon spectroscopy of phonoic crystals by using a MEMS thermometer
特任助教 （平川研）張 亜

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

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

ソーシャルビッグデータ解析のための適応的言語解析
准教授 吉永 直樹
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Zn:GaN for visible single photon emission
准教授 ホームズ ジェームズ マーク

分子認識能を有するポリチオフェンを活用した有機トランジスタ型化学センサの創製
東京大学特別研究員 （南研）南木 創

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

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

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

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

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

スパースモデリングによる重要シナリオ抽出：地震被害想定におけるシナリオ爆発の制御
特任研究員 （関本研）小川 芳樹

水蒸気の起源解析モデルを用いた梅雨期豪雨災害の規模推定に関する研究
特任研究員 （平林研）田上 雅浩

複雑ネットワーク理論による感染症拡大解析と対策最適化
特任講師 藤原 直哉

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

11. 科学研究費：挑戦的萌芽研究

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

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

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

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

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

炎症が惹起する神経変性機構解明のためのヒト血液脳関門の構築
助教 （武蔵野大）根岸 みどり，助教 （竹内（昌）研）森本 雄矢

　ヒト血液脳関門を体外で再構築するにあたり，神経細胞に様々な処理を施すことにより変性を促すことによって，
病態モデルを構築することを目指す研究課題．

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

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

　本研究では，冷凍機から排出される環境温度以下の低温排熱から磁気モーメントの変化を用いて高効率に発電する
新規環境発電技術の開発を目的として，その基礎研究を行っている．提案するシステムでは，強磁性体から常磁性体
への転移に伴うエントロピー変化を潜熱として利用するとともに，磁性体が形成する磁場の変化により電磁誘導を用
いることで，電気を取り出すことができる．これらの特徴を実験とシミュレーションより考察している．

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

酸化物と複合化された貴金属触媒の高度リサイクル
教授 前田 正史

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

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

　通常の半導体ウエハの研磨は，ダイヤモンド砥粒を用いたスカイフ研磨を行った後，化学機械研磨（CMP）と呼
ばれる手法を用いて行われている．ダイヤモンドの場合，4インチを超える大型ウエハになるとスカイフ研磨時の摩
擦抵抗が高く，現状の研磨装置では研磨が困難となる．また，他の半導体材料と異なり化学的に非常に安定であるた
め，CMPが可能であるかどうかについては明確ではない．試料として CVD合成されたダイヤモンド（100）単結晶（自
立膜），比較試料として Siウエハ上に堆積されたダイヤモンド多結晶膜を用いて，1）ダイヤモンド表面構造の制御
と決定，2）ダイヤモンド表面の力学的評価，3）ダイヤモンドの研磨の 3段階の研究を行う．初年度に，ダイヤモン
ド表面構造を H終端 1× 2構造，O終端 1× 2構造，無終端 1× 2構造に変化させることを実現した．第 2年度に，
終端構造による表面摩擦係数の測定を行ったが，試料の平坦度が低いこともあり，終端構造による摩擦係数の差は確
認できなかった．また，酸処理を用いた F終端構造の制御について，出発表面を上記 3種類として試みている．最
終年度では，2年度に引き続き，酸処理を用いた F終端構造の制御を試みた．F終端構造では C-C結合の電子が F側
へと偏在するため C-C結合の切断が容易になるという研究アイデアに基づき，F終端構造を研磨環境において実現す
ることを目指したが，想定していた F終端への終端元素の交換反応を常温環境で見いだすことができず，当初の研
究アイデアの可能性を判断するまでには至らなかった．

3 次元マッピングに向けた単一粒子電位走査型プラズモンセンサの開発
教授 立間 徹
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空間情報を内包した戦略的な都市インフラマネジメント基盤の体系化
准教授 関本 義秀

粒子画像を用いた風速・濃度の高解像度同時測定手法の開発
講師 菊本 英紀

12. 科学研究費：挑戦的研究（開拓）

動脈硬化症における生体内新規ターゲット・アセチル化 LDL の同定及び測定
特任研究員 （畑中研）竹村 幸敏

建築環境マイクロバイオームの実態把握による集団感染機構のモニタリング
教授 加藤 信介

海底の広域かつ詳細な観測を実現する次世代型AUV
准教授 巻 俊宏

　AUVが凹凸のある海底に沿って低高度かつ高速で追従するための技術開発を行う．

13. 科学研究費：挑戦的研究（萌芽）

パラジウム水素化物の構造と伝導特性
教授 福谷 克之

毛細血管幹細胞の組織内維持システムの証明
特任教授 （旭川医科大）川辺 淳一，講師 松永 行子

電源電圧 0.1V 動作に向けたトランジスタの特性ばらつきの自己収束機構に関する研究
教授 平本 俊郎

　本研究は，微細トランジスタのランダムな特性ばらつきを抑制するため，当研究室で考案したストレス電圧印加に
よる「しきい値電圧自己収束機構」を用いて，自動的にトランジスタのしきい値電圧が一定値に収束させる手法を検
討することを目的とする．

聴感覚細胞の自律的な周波数特性の実現機構の解明
教授 （名古屋大）上川内 あづさ，准教授 河野 崇

高原子価遷移金属酸化物の電気化学合成と触媒への応用
准教授 八木 俊介

疾患発症・進行予測に向けた有機薄膜 FETによるヒストン化学修飾解析
研究グループ長 （（国研）産業技術総合研究所）栗田 僚二，講師 南 豪

パラメトリックスピーカを用いた境界条件の現場計測に基づく完全音場モデリング
准教授 坂本 慎一

14. 科学研究費：研究活動スタート支援

動静脈及び毛細血管を有する皮膚モデルの構築
特任研究員 （竹内（昌）研）森 宣仁
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曲率を制御した足場材料による in vitro 3 次元微小血管新生モデルの構築
特任助教 （松永研）高橋 治子，講師 松永 行子

無容器浮遊法によるアモルファス酸化物磁性体の創製と磁気光学効果素子への応用
助教 （井上研）中塚 祐子

炎症病態に関わる新規DAMPs の解析
特任研究員 （谷口研）半谷 匠

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

実験・数値解析による地盤陥没発生機構の解明とその評価手法の開発
助教 （桑野研）大坪 正英

15. 特別研究員奨励費（SPD）

赤外コヒーレント制御による固体中の多段階振動励起とプロトン移動反応の操作
東京大学特別研究員 （芦原研）櫻井 敦教

16. 特別研究員奨励費（PD）

コロイドの回転運動による相挙動への影響－数値計算と実験系の構築
東京大学特別研究員 （田中（肇）研）柳島 大輝

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

疫学モデルとエビデンス分析による肥満流行メカニズムの解明と最も効果的な対策の特定
東京大学特別研究員 （小林（徹）研）江島 啓介

高信頼性有機トランジスタの開発とそのセンサ応用
東京大学特別研究員 （南研）南木 創

メコンデルタ炭素貯蔵生態系における統合的温室効果ガス発生量MRVシステムの構築
東京大学特別研究員 （竹内（渉）研）新井 宏徳

17. 特別研究員奨励費（DC2）

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
大学院学生 （中埜研）浅井 竜也

時間反転対称性が破れたメゾスコピック系における熱機関の効率の探求
大学院学生 （羽田野研）山本 薫，教授 （Ben Gurion 大）Ora Entin-Wohlman，教授 （Ben Gurion 大）Amnon Aharony， 

准教授 羽田野 直道

　効率のよい熱電素子は，持続可能な社会実現のために必要不可欠である．そのような熱電素子の探索方法はいくつ
かあるが，そのうちの一つとしてゼーベック係数に着目する方法がある．ゼーベック係数は電子ホール対称性を持つ
物質ではゼロになってしまうため，電子ホール対称性が強く破れる物質が高い熱電性能を持つだろう．本研究では，
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そのような物質の候補として，アンダーソン局在 -非局在相転移が起こる系に注目し，ゼーベック係数及び性能指数
の理論的計算を行った．アンダーソン局在 -非局在相転移を示す熱電素子の先行研究では，ゼロ温度の時の電気伝導
度の式を仮定し，各種の熱電係数の式を導出し，その式の数値積分及び近似計算を行っていた．これに対し，まず我々
は過去の研究結果を系統的にまとめ，特に近似計算について先行研究の誤りを正し，また，今まで計算が行われてい
なかった絶縁体領域での新たな近似計算を行った．さらに我々は，1非特異的な項の影響 2有限サイズ効果 3移動度
端が 2つの時の影響という 3つの効果に対して，ゼーベック係数及び性能指数がどのような影響を受けるかを調べた．
特に 3に関しては，不純物濃度が増え，ランダムネスが増すほどゼーベック係数及び熱電効率が上がるという非自明
な結果を得た．このことは物理的直感とは反し，熱電性能増大への新たな指針となる可能性があると考えている．本
研究の結果について，Physical review B誌から論文が出版された．

微細表面構造を利用した金属 - 樹脂直接接合の研究
大学院学生 （梶原研）門屋 祥太郎

コンテクストの異なる話者間の相互理解を促進する意図補完機構を備えた統計的機械翻訳
大学院学生 （喜連川研）石渡 祥之佑

　本研究はより円滑な多言語間コミュニケーションや情報収集を目的とし，話者が持つ暗黙の意図を自動補完する日
英，日中間の機械翻訳の実現を目指す．中でも文化的・社会的コンテクストの差異によって理解が難しくなる固有名
詞に焦点を当て，（1）固有名詞の定義文の生成手法，および（2）定義文の付与と翻訳を同時に行う「わかりやすい
機械翻訳システム」の研究開発を行う．

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

昆虫の神経模倣システムによる解析とその工学的応用
大学院学生 （河野研）名波 拓哉

フォノニック結晶を用いた渦状態音波の高効率生成とそのマニピュレーションへの応用
大学院学生 （岩本研）金 仁基

金属－半導体周期構造によるプラズモン誘起電荷分離と光機能デバイスへの応用
大学院学生 （立間研）ウー リン

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

Fe-Si 系溶液を用いた高品質単結晶SiC の低温高速 FZ成長法の物理化学的研究
大学院学生 （吉川（健）研）鳴海 大翔

植生被覆および詳細な植物生理を考慮した陸域水循環の長期変動に関する研究
大学院学生 （沖（大）研）吉田 奈津妃

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

18. 特別研究員奨励費（DC1）

ソフトな非晶固体における破壊機構の解明
大学院学生 （田中（肇）研）黒谷 雄司
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次世代型マルコフ連鎖モンテカルロ法の数理的枠組みとその脳型計算モデルへの応用
大学院学生 （合原研）山下 洋史

　系が何らかのルールに従って時間発展する様をダイナミクスとよぶ .ルールや初期状態を入力，系の振る舞いを出
力とすると，ダイナミクスは何らかの計算を行っているとも言える．神経細胞の電気信号と神経伝達物質のダイナミ
クスが担う脳における情報処理は非常にエネルギー効率がよいことが知られており，効率のよい情報処理を実現する
うえで，アルゴリズムをダイナミクスの観点から考え直すことの必要性を示している．本研究はマルコフ連鎖モンテ
カルロ法等の既存のアルゴリズムを出発点とし，決定論と確率論，あるいは離散と連続をつなぐ，アルゴリズムとダ
イナミクスに関する枠組みの構築をめざす．

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

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

液体の原子分解能解析技術の確立と機能設計
大学院学生 （溝口研）宮田 智衆

免疫性自己核酸の細胞内制御機構の解明
大学院学生 （柳井研）中島 由希

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

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

パラメトリックスピーカの新たな測定概念を応用した 3次元音場再現システムの開発
大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

モデル開発及びデータ同化手法による放射性物質大気・陸面移流拡散過程の解明
大学院学生 （芳村研）佐谷 茜

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

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

　本研究では力学的ダウンスケーリングを用いて全球スケールと領域スケールの洪水評価を繋ぐ関係性を明らかにす
る．また，高解像度の衛星観測データを用いて河川モデルの再現性を図る．最後に，実時間運用に耐えうる精度の洪
水評価指標を開発し，公開する．

位置情報を用いた様々な災害発生後の行動のモデル化と予測手法に関する研究
大学院学生 （関本研）矢部 貴大

海水準変動と高潮を考慮したメガデルタ地域における河川洪水リスク将来予測
大学院学生 （平林研）池内 寛明
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19. 特別研究員奨励費（外国人特別研究員）

非平衡なアクティブ系における相互作用の測定
教授 田中 肇，東京大学特別研究員 （田中（肇）研）BRUOT, NICOLAS

混合系の構成要素の大きさの非対称性が相分離の運動学的経路に与えるインパクト
教授 田中 肇，東京大学特別研究員 （田中（肇）研）ABUILLAN WASIM

乱れを制御可能な系におけるガラス転移・ジャミングの研究
教授 田中 肇，東京大学特別研究員 （田中（肇）研）TONG, HUA

グラフェンの歪みナノ構造のプラズモニクス開拓およびそのセンシングへの応用
教授 志村 努，東京大学特別研究員 （志村研）VANTASIN SANPON

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

ジオセルを活用した補強土擁壁技術の開発と多様な現場条件への適用
准教授 清田 隆，日本学術振興会外国人特別研究員 （清田研）MUNOZ PRINCIPE HENRY

鋼―複合材ハイブリッド軽量構造のホットスタンピングの計算機・物理シミュレーション
教授 柳本 潤，日本学術振興会外国人特別研究員 （柳本研）TAYLOR, THOMAS

　連続炭素繊維強化複合材料（CFRP）は，航空機体に広く採用され，自動車車体用途への拡大が続いている．一方，
軽量化への要求の高まりを受けて高強度鋼板の適用も急拡大している．本研究では，CFRPとホットスタンピングを
複合化した軽量構造の作成について，基礎試験と計算機シミュレーションを進めている．

ゲノム編集とマイクロ流体技術を活用したRNA反応ネットワークの構築
教授 藤井 輝夫，日本学術振興会外国人特別研究員 （藤井研）BACCOUCHE ALEXANDRE

固体酸化物形燃料電池電極における三相界面反応局所交換電流密度の導出
教授 鹿園 直毅，東京大学特別研究員 （鹿園研）SCIAZKO ANNA

テラヘルツナノスコピーによる非平衡ダイナミクスの解析
准教授 梶原 優介，東京大学特別研究員 （梶原研）WENG QIANCHUN

Mg合金の革新マイクロ製造技術開発とそのマイクロ成形への応用
准教授 古島 剛，東京大学特別研究員 （古島研）LI, HEJIE

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

単一分子トランジスタのテラヘルツダイナミクスと分子スピントロニクスへの展開
教授 平川 一彦，東京大学特別研究員 （平川研）TANG CHIU-CHUN

　化学的に合成される分子は，様々な優れた機能を持つことが知られている．特に，単一分子に金属電極でコンタク
トした単一分子トランジスタ構造では，電子軌道，電子数，スピン，分子振動などが量子化され，それらの物理量を
用いて新しいエレクトロニクスの可能性が拓けると考えられている．これまで，単一分子の特性は，その電流－電圧
特性を測定することにより，静的な特性が調べられてきたが，単一分子のデバイス応用には，伝導ダイナミクスを明
らかにすることが不可欠である．また，単一分子中には非常に少数の電子スピン，核スピンしか存在せず，それらの
量子状態を制御して，新しい機能を発現させることも重要である．　本研究では，テラヘルツ電磁波を用いて，単一
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1．研究課題とその概要

分子中を伝導する電子のダイナミクスを明らかにするとともに，強磁性金属電極や金属内包フラーレンを用いること
により，分子スピントロニクスの新しい可能性を探索することを目的とする．

半導体量子構造を用いた新規高効率固体冷却素子技術の開拓
教授 平川 一彦，東京大学特別研究員 （平川研）YANGUI AYMEN

　現代の LSIに代表されるエレクトロニクスの進歩を大きく阻んでいるのが発熱による問題であり，冷却技術は将来
のエレクトロニクスの発展の 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構造を適切に
設計し，熱電子放出と共鳴トンネル効果を同時に制御して実現できるサーミオニッククーリング技術に注目している．
サーミオニッククーリングにおいては，トンネル障壁を介して量子井戸に低エネルギーの電子が共鳴的に注入され，
量子井戸を脱出するときには低くて厚い障壁を高エネルギーの熱電子が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．特に，最近我々が開発したMEMSを用いる超高感度温
度センサーやフォトルミネセンスを用いて，量子井戸層の冷却過程を高感度に測定し，サーミオニッククーリングと
いう概念の原理実証を行うのが本研究の目的である．

MEMS技術による振動発電素子の IoT 応用
教授 年吉 洋，東京大学特別研究員 （年吉研）DURAND, BRIEUX

熱フォノニクスの新奇物理の探索と実現　－フォノニックブースト効果の実証
准教授 野村 政宏，東京大学特別研究員 （野村研）ANUFRIEV, ROMAN

プラズモン共鳴を用いた可視・赤外光による Zスキーム型水分解
教授 立間 徹，博士研究員 （立間研）KAO KUN-CHE

iPS 細胞の肝細胞分化に適したマイクロ流体デバイスの開発　
教授 酒井 康行，東京大学特別研究員 （酒井（康）研）LEREAU-BERNIER MYRIAM

インドのオフィスビルにおける熱的快適性の適応モデルの開発
教授 大岡 龍三，東京大学特別研究員 （大岡研）SINGH, MANOJ

地中熱利用ヒートポンプシステムの設計信頼性向上のための熱性能・応答試験法の開発
教授 大岡 龍三，東京大学特別研究員 （大岡研）CHOI, WONJUN

アジア域の劣化したRC構造物の残存性能評価と補修のための大規模数値解析
准教授 長井 宏平，東京大学特別研究員 （長井研）EDDY LIYANTO

20. 科学研究費：奨励研究

有限要素法を用いた木摺漆喰壁のせん断抵抗機構の解明
助教 （腰原研）松本 直之

B. 民間等との共同研究

1. 民間等との共同研究：一般

光学設計・解析技術の高度化のためのホログラフィーに関する研究
教授 志村 努

微細構造と光の相互作用を解析する計算手法検討およびモデリング
教授 志村 努
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VI.　研究および発表論文

CFRP構造体の強度評価に関する研究
教授 吉川 暢宏

軽量ファンブレード衝撃解析技術の研究（その 3）
教授 吉川 暢宏

高断熱性ポーラスAl/Al パイプの開発
教授 吉川 暢宏

核反応分析（NRA）によるガラスのOH濃度定量
教授 福谷 克之

低温表面における各種ガスの脱離メカニズムの解明
教授 福谷 克之

新規粘度計測技術の研究開発
教授 酒井 啓司

新規粘度計測技術の研究開発
教授 酒井 啓司

“ 超 ” を極める射出成形
教授 横井 秀俊，准教授 梶原 優介，助教 （梶原研）木村 文信，特任研究員 （横井研）大和田 茂， 

特任研究員 （横井研）龍野 道宏，民間等共同研究員 （横井研）石川 勝啓，民間等共同研究員 （横井研）山口 洋平， 
民間等共同研究員 （横井研）近藤 要，民間等共同研究員 （横井研）稲垣 健，民間等共同研究員 （梶原研）江波 翔， 

大学院学生 （横井研）馬 賽，大学院学生 （横井研）王 晨陽，大学院学生 （横井研）霜村 栄作， 
大学院学生 （横井研）呉 小 ，大学院学生 （梶原研）門屋 祥太郎，大学院学生 （梶原研）呂 笑顔， 

大学院学生 （梶原研）鈴木 豪太

　本研究では，超高速射出成形現象について多面的に実験解析を行い，不確定因子の多い成形技術・金型技術の確立
と，新規の高機能化・高付加価値成形品の実現に資することを目的としている．本年度は，（1）可視化加熱シリンダ
による可塑化過程，繊維折損現象等の可視化解析，（2）長繊維射出成形における計量部分散性の評価，（3）ホットラ
ンナー金型における各種成形不良現象の可視化解析，（4）転写と離型過程の可視化解析，（5）ガスによる成形不良現
象の解析，（6）金型キャビティ面におけるせん断応力分布の計測，（7）金属と樹脂との接合加工と評価技術の確立，
それぞれについて重点的な検討を行った．

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

　本研究では，技術的な課題が多いパルプ射出成形において，その成形現象の解明および成形技術の高機能・高度化
を課題としている．当研究室において開発された可視化・計測技術を適用して成形現象の解明およびそれに基づき装
置の改良を図った．

アジア域におけるカワイルカの生態観測
教授 浅田 昭

浮泥探査装置の開発評価
教授 浅田 昭

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

水中超音波探査法の土木建築分野応用の基礎検討
教授 浅田 昭

　低周波数超音波であっても指向性の強いビームを形成可能なパラメトリック超音波法等の高透過性・高分解能な水
中超音波探査技術を土木建築分野で必要とされている計測へ応用する．

3D プリンターを活用する形状設計方法の研究
教授 山中 俊治

人とデジタルサイネージの新しい関わりを探る
教授 山中 俊治

人工知能と人が信頼関係を構築するためのデザイン手法
教授 山中 俊治

人と関わるロボットにおける新たな身体のデザイン
教授 山中 俊治

実走行環境での空力特性の把握に向けた計算手法の構築
教授 加藤 千幸

CFDによる船舶性能推定精度向上に関する研究
教授 加藤 千幸

流体機械実機の評価を目的とした，大規模圧縮性流体解析ソルバの開発
教授 加藤 千幸

遠心ポンプの部分流量域における内部流れの研究 1
教授 加藤 千幸

タイヤの特性に関する研究
教授 須田 義大

空間電位変動を利用した人体センシングの研究
教授 須田 義大

正着を中心とした交通環境におけるシェアードコントロールに関する研究
教授 須田 義大

独立回転駆動・操舵台車システムの実験検証（その 3）
教授 須田 義大

低床台車車両の走行性能に関する研究
教授 須田 義大

高速道路における交通安全対策に関する研究
教授 須田 義大
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乗り上がり脱線の予兆検知に関する研究（閾値の研究，予兆検知後のあり方及び脱線試験の検討）
教授 須田 義大

Recognition and Understanding of Gestures in Road Traffic Environment
教授 須田 義大

ドライバーが安心できる自動運転特性に関する研究
教授 須田 義大

高速バス隊列走行の実現性に関する研究
教授 須田 義大

ITS セキュリティの適応性及びシステム評価の研究
教授 須田 義大

鉄道における車両走行状態監視に関する研究
教授 須田 義大

鉄道とオンデマンド交通との連携モデルに関する研究
教授 須田 義大

独立回転駆動・操舵台車システムの実験検証（その 2）
教授 須田 義大

空間電位変動を利用した人体検知技術の研究
教授 須田 義大

フィルムドライブアンププリント板の開発
助教 （川勝研）小林 大

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

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

FEM解析を用いた中空鋼芯材の圧延後の形状予測の研究
教授 柳本 潤

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

Analysis of the test welds
教授 柳本 潤

　金属材料の疲労過程は，き裂の発生とそれに続くき裂進展というかなり性格の異なる二つの過程に大別して考えら
れる．航空機は空中運搬するものであるため，疲労荷重を正確に予想して強度を精密に評価することが重要である．
本プロジェクトでは Boeing社提供の線形摩擦接合させた継手の疲労強度を正確に測定する．特に，線形摩擦接合に
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おいて母材に比べ継手の疲労強度を比較することが課題である．

材質予測モデルと制御の研究
教授 柳本 潤

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

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

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

FEM解析を用いた中空鋼六角材の圧延後の芯材形状予測の研究
教授 柳本 潤

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

加工ひずみ付与および熱処理による結晶方位制御の研究
教授 柳本 潤

　加工と熱処理とを組み合わせ，結晶構造制御を行い新たな機能特性を持つ素形材を製造することを目指し，研究を
行っている．

純アルミの導電性を超える高導電CNT/ アルミニウム複合バルク材の創出
教授 柳本 潤

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

金属材料の残留応力測定技術の高度化
教授 柳本 潤

　金属材料の変形加工後残留応力・ひずみの計測は，製品強度や機械的特性に影響する．結晶レベルでの残留ひずみ
の計測を，結晶構造解析により行っている．

熱間圧延における鉄鋼組織制御技術の開発
教授 柳本 潤

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

Consortium for Manufacturing Innovation (CMI)
教授 柳本 潤，教授 臼杵 年，特任教授 橋本 彰，教授 岡部 徹，准教授 岡部 洋二，准教授 土屋 健介， 

特任講師 馬渡 正道

　航空機には高い安全性と，優れた経済性の両立が求められる．そのために，高強度軽量材料である炭素繊維複合材
やチタン材，高力アルミ材の採用が急速に進んでいる．本研究では，産学官の連携により，複合材加工技術，難加工
材の切削技術，高速切削技術，等を革新的に進歩させることで，航空機製造技術の高度化を目指している．

飛行機ワークショップのための教育コンテンツの開発
教授 大島 まり，講師 川越 至桜
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鉄道ワークショップのための教育コンテンツの開発
教授 大島 まり，教授 石井 和之，講師 川越 至桜，講師 沼田宗純

海洋エネルギー発電（潮流，波力）の設計・運転・維持方法の検討
教授 林 昌奎

海洋エネルギー発電（潮流，波力）の設計・運転・維持方法の検討
教授 林 昌奎

海洋エネルギー発電（潮流，波力）の設計・運転・維持方法の検討
教授 林 昌奎

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

油圧式潮流発電装置（HydrauTide）の開発・改良
教授 林 昌奎

細胞懸濁液の濃縮技術の研究
教授 藤井 輝夫

マイクロ流体デバイスのモジュール化に関する研究
教授 藤井 輝夫

微細構造を有する樹脂モデル作製の研究
教授 藤井 輝夫

マイクロ流体デバイスの送液特性評価
教授 藤井 輝夫

シリコンデバイスを用いた次世代センシング技術の研究
教授 藤井 輝夫

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

マイクロハイドロ―リックアクチュエータの研究
教授 藤井 輝夫

新規Kidney-on-chip の技術開発
教授 藤井 輝夫

チェーン反応用マイクロフロー系の開発
教授 藤井 輝夫
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1．研究課題とその概要

バイオ解析技術の高度自動化に関する研究
教授 藤井 輝夫

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

IGZOフラットパネルを用いた次世代医療機器の研究
教授 藤井 輝夫

斜交波状面における熱流動解析
教授 鹿園 直毅

フィンレス熱交換器の設計に関する研究
教授 鹿園 直毅

表面張力式および遠心力式気液分離器に関する研究
教授 鹿園 直毅

クロスバランス機構による無反動圧縮機に関する研究（2）
教授 鹿園 直毅

固体酸化物形燃料電池燃料極のガス拡散性設計技術開発
教授 鹿園 直毅

気相変化を利用した熱音響に関する基礎研究
教授 鹿園 直毅

膨張タービン式高圧水素充填システムの開発
教授 鹿園 直毅

ロータリー式膨張機を用いた混相流バイナリ発電技術開発
教授 鹿園 直毅

筒状横縞形固体酸化物形燃料電池材料に関する研究
教授 鹿園 直毅

集積化マイクロナノメカニカルシステムに関する研究
教授 金 範埈

マイクロ構造を有する新規ドラッグデリバリーシステムパッチの開発
教授 金 範埈

MEMS技術を用いたウェアラブルポイントオブケア診断デバイスの開発
教授 金 範埈
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VI.　研究および発表論文

人工細胞膜システムに関する共同研究
教授 竹内 昌治

微生物を組合せ機能評価するマイクロ流体デバイスの開発
教授 竹内 昌治

筋細胞ファイバーを用いた機能性食品素材の評価系の構築
教授 竹内 昌治

マイクロファイバの作製および応用に関する研究
教授 竹内 昌治

グルコース応答性蛍光ゲルを用いた小型連続計測システムの開発
教授 竹内 昌治

Cell Beads 技術を用いた肝細胞の成熟化に関する研究
教授 竹内 昌治

組織培養技術の産業応用に関する研究
教授 竹内 昌治

水蒸気を原料とするプラズマ滅菌に関する研究
教授 竹内 昌治

アルギン酸ファイバーの研究開発
教授 竹内 昌治

Development of vascularized dermis model
教授 竹内 昌治

甲状腺細胞の 3次元細胞組織構築の検討
教授 竹内 昌治

固体酸化物形燃料電池構成材料の長期安定性に関する研究
特任教授 横川 晴美

水素利用等先導研究開発
特任教授 堤 敦司

次世代二次電池向け材料開発
特任教授 堤 敦司

リバーシブル燃料電池・蓄電池の開発・評価
特任教授 堤 敦司
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1．研究課題とその概要

化石燃料の高効率利用における基礎研究
特任教授 小林 由則

①新型火力発電プラントの研究②海洋エネルギーの研究
特任教授 小林 由則

車輪・レール間の摩擦状態定量化の研究
准教授 中野 公彦

次世代信号技術を用いた鉄道・道路交通のインテリジェント化
准教授 中野 公彦

非破壊検査を非接触で実現するレーザ超音波法の研究
准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）齋藤 理

　構造部材を非接触で検査可能なレーザー超音波システムを開発するため，その理論的な基礎研究を実施する．

積層複合材料部材のヘルスモニタリング方法に関する研究
准教授 岡部 洋二

　複合材料製パーソナルモビリティーの構造部材に超音波素子を組み込んで，簡便に損傷発生を診断するための，低
コストで実用的な構造ヘルスモニタリングシステムを構築する．

ピエゾ素子を用いたCFRP損傷センサーシステムの研究開発
准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）于 豊銘

　マルチマテリアル化が進む自動車において，複合材料等で作製された構造部材の信頼性確保と保守点検方法の確立
が望まれる．そこで，超音波の伝播挙動に基づいて，それらのマルチマテリアル部材を検査する方法を研究する．

フィン形状最適化計算および実験によるフィン性能向上検討
准教授 長谷川 洋介

逆解析を用いた電池パック内の熱的最適配置に関する研究
准教授 長谷川 洋介

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

車載用送風機の最適形状設計に関する研究
准教授 長谷川 洋介

コバルトリッチクラストの賦存量調査技術の実用化
准教授 ソーントン ブレア

In vitro 3 次元網膜微小血管モデル系の構築
講師 松永 行子

三次元 in vitro モデルを用いた血管作用化合物の血管透過性評価解析
講師 松永 行子
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VI.　研究および発表論文

コラーゲンの高次機能化と物性解析
講師 松永 行子

ナノ光電子デバイスおよびナノ量子情報に関する研究
教授 荒川 泰彦

ナノ量子情報エレクトロニクスに関する研究
教授 荒川 泰彦

量子ドット型赤外線検出器に関する研究
教授 荒川 泰彦

革新的光源技術及び革新的光検出器技術成果普及活動
教授 荒川 泰彦

量子もつれを利用した量子デバイス，システムの研究開発
教授 荒川 泰彦

量子ビット集積化に向けた基盤技術開発
教授 荒川 泰彦

量子ドットを用いたディスプレイおよびその関連デバイスの研究
教授 荒川 泰彦

量子ドットの結晶成長技術に関する研究
教授 荒川 泰彦

自動制御機器へのMEMS応用研究
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋

次世代リソグラフィ技術及び次世代センサの基礎検討
教授 藤田 博之

次世代MEMSセンサの基礎検討
教授 藤田 博之

可搬型診断デバイスの研究
教授 藤田 博之

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

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

複雑系解析手法を用いた健康状態変化予測の研究
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南

　発症 /再発 /治療奏功などの生体の健康状態変化を事前に予測する手法を開発する．

半導体回路の 3次元集積化技術に関する研究
教授 平本 俊郎

　超高精細と高フレームレートとを両立できる次世代の撮像デバイスを目指して，信号を画素並列に処理して基板の
深さ方向へ出力することを特徴とする 3次元構造撮像デバイスの研究を進めている．

ソーシャル・ビッグデータに関する研究
教授 佐藤 洋一

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

ソーシャルビッグデータの解析に関する総合的研究
教授 佐藤 洋一

先端デバイスの研究
教授 年吉 洋

光マイクロマシニングに関する研究
教授 年吉 洋

大和証券グループ・東京大学未来金融共同研究
教授 松浦 幹太

　ブロックチェーン技術は，仮想通貨の基盤技術として注目を集めている．本研究では，仮想通貨やフィンテックだ
けでなく，モノのインターネットや株式総会の電子化など，ブロックチェーンの多様な応用の可能性について調査分
析を行った．

次世代センシングおよび情報基盤技術の研究
准教授 上條 俊介

大エジプト博物館合同保存修復プロジェクト
准教授 大石 岳史

薄膜強誘電材料の電気特性に関わる研究
准教授 小林 正治

高電圧用アルミニウム電解コンデンサの難燃化駆動用電解液の研究
教授 前田 正史

Super glass development
教授 井上 博之

溶液試料の構造解析に関する研究
教授 井上 博之
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VI.　研究および発表論文

ガラスの高温下の挙動に関する研究
教授 井上 博之

iPS 細胞からの膵島形成および大量調整技術の確立
教授 酒井 康行

三次元培養を用いたヒト肝病態モデルの作製
教授 酒井 康行

移植用細胞デバイス向け多孔質材料技術の開発
教授 酒井 康行

産学連携研究協力協定に基づくスマート社会の推進と創造に寄与する研究
教授 岡部 徹，教授 吉江 尚子，准教授 八木 俊介

自己修復機能を有する塗料の開発に関する基礎研究（その 3）
教授 吉江 尚子

潤滑油添加剤としての自己修復ポリマーの適用
教授 吉江 尚子

セシウム吸着剤を担持させた素材の開発とその製品化
教授 石井 和之

抗酸化物資簡易分析法の研究開発
教授 石井 和之

温度応答性色材を用いた塗料の開発
教授 石井 和之

炭化水素吸着特性や酸特性による新規ゼオライトの評価
教授 小倉 賢

石油軽質留分からの芳香族製造
教授 小倉 賢

次世代ゼオライト合成基礎研究における次世代ゼオライトの活性評価
教授 小倉 賢

NO分解反応に有効なゼオライトの基礎探索
教授 小倉 賢

HMGB1 を制御することによる新規抗炎症性疾患治療法の研究
特任教授 谷口 維紹
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1．研究課題とその概要

機能性分子の設計と構造評価
准教授 北條 博彦

計算科学を用いた材料特性の理論解析
准教授 溝口 照康

電池材料およびその量子ビーム測定データの解析
准教授 溝口 照康

高C溶解量溶媒によるSiC 結晶成長界面への影響評価
准教授 吉川 健

希土類液相内における硬磁性相の異方性成長制御に関する研究
准教授 吉川 健

SiC 炉心材料開発における腐食挙動の研究
准教授 吉川 健

SiC 溶液成長時ステップフローと転位変換挙動の解析 2
准教授 吉川 健

REE BioLeaching
准教授 吉川 健

超高圧合成法を用いた電気化学触媒の開発
准教授 八木 俊介

有機溶媒中における金属の溶解析出挙動解析
准教授 八木 俊介

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

神経細胞と色素細胞の相互作用を解明する
講師 池内 与志穂

p 型有機半導体の材料評価
講師 南 豪

飲み物の味覚を数値化するセンサー技術に関する研究
講師 南 豪

網羅的匂い識別分子膜の開発
講師 南 豪
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VI.　研究および発表論文

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

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

大規模コンベンション施設における省エネルギー・FM施策の計画と効果検証に関する調査研究
教授 野城 智也

省エネルギー（以下「省エネ」という．）CO2削減を実現するサステナブルチェーン店舗及び制御シス
テムに関する研究（継続）

教授 野城 智也

東京大学価値創造デザインラボの設置に関する協定に基づくDE融合イノベーションの創出
教授 野城 智也

建築構造を応用した無段変速機構の研究開発
教授 川口 健一

石炭石からつくる新素材「LIMEX」の LCAに関する研究
教授 沖 大幹

　本共同研究は，石灰石を主原料とし紙やプラスチックの代わりとなる新素材「LIMEX」について，その製造を行
う（株）TBMと共同で，LCAのフレームを活用して環境影響評価を行う研究である．

飲料水のイノベート
教授 沖 大幹

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

地下コンクリート構造物に適用する補修材料の止水性能評価
教授 岸 利治

生産性向上とライフサイクルコストの削減に資する膨張材軽量床版の研究開発
教授 岸 利治

微粉カットセメント - 膨張材系セメントの収縮補償メカニズムの解明
教授 岸 利治

屋外ミスト機器における暑さ評価手法の研究
教授 大岡 龍三

上空風観測技術に関する研究
教授 大岡 龍三

高温排気ガスの大気拡散予測手法の開発
教授 大岡 龍三
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1．研究課題とその概要

都市交通予測実現に向けた基礎研究
教授 大口 敬

高速道路構造と運転挙動に関するデータ志向型実証研究
教授 大口 敬

交通流モデルを用いた渋滞情報の推定方式に関する研究
教授 大口 敬

都市圏の交通管理に関する研究
教授 大口 敬

先進モビリティに関する研究
教授 大口 敬

首都圏 3環状高速道路における動的ネットワーク交通流シミュレーションモデルの研究開発（平成 29年
度）

教授 大口 敬

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

　首都圏 3環状高速道路については，首都高速道路（株），中日本高速道路（株），および東日本高速道路（株）の 3
社が管理をしており，それぞれ別会社であるため，全体を統合的に管理する体制とそれを支援する共通の技術基盤は
構築できていない．そこで，中日本・東日本および西日本高速道路（株）が出資する（株）高速道路総合技術研究所
と首都高速道路と東大の 3社による共同研究として，首都圏 3環状高速道路全体を統合的に交通管理するために必要
な技術基盤として，この範囲のネットワーク交通流を動的に再現できるシミュレーションモデルの研究開発を進めて
いる．H29年度は，ETCによる ODデータを 3社間で整合させる技術と，今後建設予定の区間における ODデータの
生成方法，実際の ODデータ解析よる日変動特性の分析などを行った．

室内地盤材料試験の高度化に関する研究（その 6）
教授 桑野 玲子

効果的な道路陥没防止策を実現する陥没メカニズムおよび評価手法の研究
教授 桑野 玲子

道路舗装の路面下空洞が舗装の耐久性に及ぼす影響と空洞補修技術の研究
教授 桑野 玲子

未来の研究環境に関する研究
教授 今井 公太郎

iDR の機能拡張・検証に関する研究
特任教授 荻本 和彦

風力発電システムの系統連系対策手法の研究
特任教授 荻本 和彦
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VI.　研究および発表論文

系統安定化のための周波数制御機能付き風車の有効性に関する研究（フェーズ 1）
特任教授 荻本 和彦

Vehicle Grid Integration による電力系統System Value 検証
特任教授 荻本 和彦

電力取引市場における電力需要制御事業の事業性評価に関する調査研究
特任教授 荻本 和彦

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

スマートハウス技術の研究
特任教授 荻本 和彦

宮古島全島エネルギーマネジメントのための家庭用エネルギー消費構造把握
特任教授 岩船 由美子

タイヤ・路面騒音の評価に関する研究
准教授 坂本 慎一

駅の音環境に関する研究―各種駅空間の環境音測定―（CDS）
准教授 坂本 慎一

商業業務地区における災害様相に関する研究
准教授 加藤 孝明

都市防災の再定義と新たな展開
准教授 加藤 孝明

水害広域避難シミュレーターに関する研究
准教授 加藤 孝明

斜張橋（バゴー橋詳細設計）の技術移転プログラムに関する研究
准教授 長井 宏平

アプリログの位置情報を用いた人々の行動パターンの解析
准教授 関本 義秀

AI を用いた学習履歴データの解析によるそろばん式暗算の短期効率的学習プログラムの共同研究
准教授 関本 義秀

4 種の位置情報の利活用に関する研究
准教授 関本 義秀
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リスティング広告等の運用型広告におけるリンク予測に基づく広告文構成キーワード推薦システム
准教授 関本 義秀，特任講師 藤原 直哉

地域素材を活用した新しい茶室のデザイン・設計
准教授 川添 善行

新しい『住モデル』創造のための共同研究
准教授 川添 善行

地域の構法・材料を活用したスマートホテルの研究・開発
准教授 川添 善行

サスティナブルインフィル企画に関する調査・研究
准教授 川添 善行

省CO2型サステナブル住宅改修に関する調査・研究
准教授 川添 善行

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
准教授 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．

岡山市保険医療救護計画策定に向けた防災プロセスの構築業務
講師 沼田 宗純

エネルギーマネジメントシステム及び，関連するセンサーを活用した関連技術とサービスに関する調査
研究

講師 馬郡 文平

住宅，業務用の放射冷暖房に関するシステム性能評価，および放射冷暖房システムの標準化に関する調
査研究

講師 馬郡 文平

橋梁の地震時モニタリング技術に関する研究
特任講師 水谷 司

低コスト・低高度巡行型無人海洋探査機の開発
准教授 巻 俊宏

屋内水槽における河川計測ロボット性能評価手法の研究
准教授 巻 俊宏

　屋内水槽において，河川計測用の水上ロボットの性能評価を行う手法の研究開発を行う．
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2. 民間等との共同研究：相互分担型

マイクロ流体デバイスを用いた神経軸索の解析
教授 藤井 輝夫

フロー式海洋環境計測システムの高度化に関する研究開発
教授 藤井 輝夫

ナノレベルの解析手法を用いた遺伝子の機能解析
教授 藤井 輝夫

固体酸化物エネルギー変換デバイス（SOFC-SOEC）の革新技術に関する研究（平成 29年度）
教授 鹿園 直毅

Multi-syringe 3D printing of biomaterials
教授 竹内 昌治

レーザー超音波解析手法の基礎的研究と実証
准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）齋藤 理

　超音波伝播挙動をシミュレートするための有限要素解析ソフトウェアに，レーザー照射によって超音波を励起する
レーザー超音波法を再現するためのモジュールを実装するため，その理論的な基礎研究を行なう．

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

航行型AUVの運用の実用化のための開発研究
准教授 ソーントン ブレア

ログデータのマイニングによる新たな手法の開発
教授 喜連川 優

大規模ログ情報からの知識獲得手法に関する研究
教授 喜連川 優

健康・医療情報等ビッグデータのための解析基盤の開発と当該基盤を用いた調査分析
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

レアアース元素吸着微生物Penidiella sp. T9 株を用いてのレアアース元素を含む鉱石，溶液，廃水から
のレアアース元素回収，資源化プロセス開発に関する研究

准教授 吉川 健

電気洗濯機の転倒防止機構の研究
教授 目黒 公郎

再生可能エネルギー熱利用システムで使用されるヒートポンプシステムの過冷却度制御における研究
教授 大岡 龍三



157

1．研究課題とその概要

効率的な道路陥没防止手法の研究
教授 桑野 玲子

福岡市における路面下空洞対策に関する研究
教授 桑野 玲子

地域防災計画の新たな計画論の構築
准教授 加藤 孝明

大都市域大学・過疎地域連携による新たな地方創生手法の実践的研究
准教授 加藤 孝明

津波防災地域づくりの展開に向けた研究
准教授 加藤 孝明

ピーカンナッツによる我が国の農業再生及び地方創生
准教授 沖 一雄

低コスト・低高度巡行型無人海洋探査機の開発
准教授 巻 俊宏

　低コストで海底画像観測が可能な AUVを開発する．

C. 受託研究

1. 受託研究：一般

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

石炭発電技術の高度化とエネルギー政策動向に関する研究
教授 鹿園 直毅

未来の「移動の理由×独自先端技術」の創出プロジェクト
教授 ペニントン リチャード マッキントッシュ マイルス

柏市における生活活動情報提供システムの利活用
教授 大口 敬

漆喰天井現地試験
教授 腰原 幹雄

地震観測記録の分析結果に基づく設計地震動の同定に関する研究
講師 沼田 宗純
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2. 受託研究：政府系・独法

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　ベンチャー企業等による新エネルギー技術革新支援事業
（太陽光発電）　採光型太陽光発電システム：Holo-Window の技術開発

教授 志村 努

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

教授 志村 努

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

助教 （志村研）田中 嘉人

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

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（地球規模課題対応国際科学技術協力プログ
ラム（SATREPS））　研究題目 1：ダッカの都市・建築の実態把握と課題抽出及び研究対象建築物・領域
の選定

教授 中埜 良昭

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

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

教授 吉川 暢宏

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

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

教授 吉川 暢宏

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

教授 吉川 暢宏

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

教授 福谷 克之

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

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

教授 町田 友樹

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

准教授 梅野 宜崇

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

准教授 梅野 宜崇

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

准教授 梅野 宜崇

複数AUV運用のためのシミュレータGUI ソフトウェア開発
教授 浅田 昭，特任研究員 （浅田研）杉松 治美

内閣府　平成 29年度松花江（佳木斯地区）試掘事業のうち水中金属物探査に係る調査業務
教授 浅田 昭

　日中共同声明と日中平和友好条約に基づき，内閣府は人道的支援として民間技術を使い中華人民共和国内に過去に
遺棄された化学兵器の発掘・回収と無害化再処理事業を実施している．このうち河川試掘事業において本格的な発掘・
回収作業を安全かつ効率的に実施するため，より効率的で精度の高い探査方法を確立すること，流速等の河川状況及
び遺棄化学弾の埋没状況に応じた最適な発掘・回収方法を確立すること，平成 29年度において試験的発掘・回収（試
掘）を実施し，その成果を検証することが求められている．松花江省佳木斯市の松花江（佳木斯地区）の河川試掘事
業を対象とし，磁気探査及び音響探査の技術を融合し水中金属容器の探査及び計測解析の技術支援を実施する．

内閣府　中国黒龍江省佳木斯市の松花江（佳木斯地区）試掘事業における水中金属物探査に係る要素技
術の国内確認試験業務

教授 浅田 昭

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

難削材の加工評価分析に関する研究
特任助教 （臼杵研）萩野 将広

トラック隊列走行におけるCACC効果検証及び後続車無人システムの受容性の研究
教授 須田 義大

運転者の操作と自動制御の利点の両立に関する研究
教授 須田 義大

「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）・自動走行システム」自動走行システムの実現に向けた諸
課題とその解決の方向性に関する調査・検討における自動走行システムの高度化及び普及展開に向けた
社会面・産業面の分析に関する調査

教授 須田 義大
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（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　大型精密鍛造シミュレータを
用いた革新的新鍛造プロセス開発と材料・プロセスDB構築

教授 柳本 潤

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

次世代構造部材創製・加工開発技術　航空機用難削材高速切削加工技術開発（第二期）
教授 柳本 潤，教授 臼杵 年，特任教授 橋本 彰，教授 岡部 徹，准教授 岡部 洋二，准教授 土屋 健介， 

特任講師 馬渡 正道

　航空機には高い安全性と，優れた経済性の両立が求められる．そのために，高強度軽量材料である炭素繊維複合材
やチタン材，高力アルミ材の採用が急速に進んでいる．本研究では，産学官の連携により，複合材加工技術，難加工
材の切削技術，高速切削技術，等を革新的に進歩させることで，航空機製造技術の高度化を目指している．

平塚市　平成 29年度波力発電関連分野での新産業創出促進事業委託
教授 林 昌奎

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

教授 藤井 輝夫

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

教授 藤井 輝夫

創薬における高次 in vitro 評価系としてのKidney-on-a-chip の開発
教授 藤井 輝夫

単一エクソソームトランスクリプトーム解析法によるエクソソーム内RNAの網羅的解析
助教 （藤井研）金 秀炫

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

教授 鹿園 直毅

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

教授 鹿園 直毅

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

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

教授 鹿園 直毅

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

SIP（戦略的イノベーション創造プログラム／革新的設計生産技術　Additive Manufacturing を核とした
新しいものづくり創出の研究開発

教授 新野 俊樹

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

教授 金 範埈

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）　リポソーム電気融合法による
ゲノムサイズDNA導入技術の構築

教授 竹内 昌治

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

教授 竹内 昌治

（国研）日本医療研究開発機構　再生医療実現拠点ネットワークプログラム（幹細胞・再生医学イノベー
ション創出プログラム）　分化・成熟過程の人為的制御による再構築腎臓組織への機能賦与

教授 竹内 昌治

医薬品の脳内移行性を評価可能な 3次元血液脳関門（BBB）デバイスの開発
教授 竹内 昌治

（国研）日本医療研究開発機構　医療分野研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）
　インスリン投与量を決定可能な連続グルコース計測システムの開発

教授 竹内 昌治

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　エネルギー・環境新技術先導プログラム /生物機能によっ
て大幅な省エネルギー又は創エネルギーを実現する新規デバイス創出のための革新的基盤技術開発 /生
体機能を直接利用したバイオハイブリッドセンサの開発

教授 竹内 昌治

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　エクセルギー解析に基づく触媒プロセ
ス，操作条件の提案

特任教授 堤 敦司

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

特任教授 堤 敦司
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（国研）日本医療研究開発機構　再生医療実現拠点ネットワークプログラム（技術開発個別課題）　幹細
胞パッケージングを用いた臓器再生技術と新規移植医療の開発

特任教授 興津 輝

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　非破壊検査技術の開発
准教授 岡部 洋二

　セラミックス基複合材料（CMC）の破壊は，極めて微視的な損傷の発生・累積によって進展する．そのため，従
来の非破壊検査法では，その損傷状態を観察することが出来ない．そこで，非線形超音波法を用いることで，損傷累
積による CMCの巨視的な材料特性の変化を捉え，その損傷累積の度合いを定量的に評価できる，実用的な非破壊検
査法を確立する．

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

准教授 岡部 洋二，助教 （岡部（洋）研）齋藤 理

　CFRP複合材料製の航空機用補強パネルを対象として，超音波ラム波を用いた構造ヘルスモニタリング（SHM）シ
ステムの開発が進められている．当研究室では，その超音波ラム波の伝播挙動を正確にシミュレートするため，有限
要素解析モデルの構築と理論分散曲線の計算法の確立に取り組んでいる．

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

大学院学生 （東大）陳 楚

　海洋エネルギー装置を海域に設置する場合，漁業者などとの協議によって海域使用の許可を得る必要がある．その
ためには，海洋エネルギー装置が漁業資源に及ぼす影響を事前に調べる必要がある．実証フィールドの漁業資源を調
べる方法としては，刺し網などの標本船による調査，魚探による調査がある．魚探による調査では，比較的広範囲の
魚類を調査できるが，魚種の判別が困難である．そこで，水中カメラを利用した観測手法を構築した．水中カメラを
水中に垂下した場合，カメラの向きを制御することが困難なため，水中カメラを格納した筐体に水流式のポンプを 2
つ取り付け，カメラの向きを制御できるようにした．この水中カメラシステムを用いて，水中カメラと対象物との距
離と画像の関係，水中の光量子量の影響などを明らかにした．また，生簀内の魚数カウントシステムの予備的な検討
を実施した．

平成 29年度波力発電関連分野での新産業創出促進事業委託 2
准教授 北澤 大輔，特任研究員 （北澤研）韓 佳林，大学院学生 （東大）菅野 聡太，（株）マネージメント企画 前田 輝夫， 

大学院学生 （東大）望月 瑛登

　小型船の乗り心地を向上するため，波エネルギーを利用し，サスペンションによって動揺を抑制する船の研究につ
いて，数値解析モデルの高度化を行った．船は，キャビンとフロートから構成される．キャビンとフロートの相対運
動より波エネルギーを吸収し，キャビンの揺れを抑制する．従来の動揺制御システムでは，キャビンに取り付けられ
た加速度センサーの値を用いて制御を行っていたため，いったん傾斜すると水平に戻すことが困難であった．また，
長周期の波浪中では，動揺抑制効果が限定的であった．そこで，キャビンに傾斜計を新たに導入し，傾斜計の値を用
いた制御システムを構築，実装した．千葉実験所の海洋工学水槽および神奈川県平塚市の海域において動揺抑制試験
を行ったところ，乗員がキャビン上を移動した場合でもキャビンの傾斜角を抑制でき，長周期の波浪中においても動
揺抑制効果が高まることが示された．

「知」の集積と活用の場による革新的技術創造促進事業（うち「知」の集積と活用の場による研究開発モ
デル事業）大規模沖合養殖システム実用化研究

准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，特任研究員 （北澤研）韓 佳林， 
大学院学生 （東大）周 金鑫，大学院学生 （東大）朴 相圭

　閉鎖性海域で発展してきた養殖事業では，養殖魚の排泄物が海域の富栄養化を引き起こし，生産性を低下させる自
家汚染が長年の課題となっている．沖合養殖事業では，海域の海水交換率の増加が見込まれるため，自家汚染のリス
クは小さくなると予想されるが，閉鎖性海域での養殖事業に比べて大規模となるため，環境影響評価を行う必要があ
る．そこで，沖合養殖事業の環境影響評価ツールとして，一般的なパソコンで駆動するシミュレーションソフトウェ
アと簡便な観測手法を開発し，これらを組み合わせて持続可能な養殖のための指標や基準を提案することを目的とす
る．そのため，ギンザケ養殖場において環境モニタリングデータを取得して数値シミュレーションの検証データとし
て整理するとともに，水槽模型実験によって生簀抵抗のモデル化を実施した．さらに，ギンザケ養殖場とブリ養殖場
の物理環境の数値シミュレーションを実施し，観測データによって検証した．
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平成 29年度環境 IT 技術を活用した新たな養殖技術開発事業
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，特任研究員 （北澤研）韓 佳林，大学院学生 （東大）于 

　近年，気候変動に伴う水温上昇や，赤潮や貧酸素水塊の発生，台風の大型化に伴う高波の来襲などが発生しており，
養殖業に大きな影響を及ぼしている．養殖業におけるこれらの被害を軽減するためには，モニタリングによって水質
や波高などの環境を常に監視し，最適な環境に生簀を設置することが有効である．そこで，魚を適切な深度で飼育す
るための可変深度型生簀を提案した．波浪中の可変深度型生簀の運動を調べるために，千葉実験所の海洋工学水槽に
て水槽模型実験を実施し，生簀の設置深度による生簀の運動や係留力の変化を明らかにした．また，実海域に設置さ
れた可変深度型生簀の係留システムの安全性を計測した．

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　海洋エネルギー技術研究開発／次世代海洋エネルギー発
電技術研究開発／リニア式波力発電

准教授 北澤 大輔，シニア協力員 （北澤研）黒崎 明，シニア協力員 （北澤研）高川 真一， 
シニア協力員 （北澤研）川口 隆

　波力発電においては，2浮体間の上下の相対運動をラック &ピニオンなどを用いて回転運動に変換し，発電機を回
す方法が用いられるが，リニア発電機を用いれば，上下の相対運動を直接電気に変換できる．そこで，リニア発電機
について，入力波に対して浮体運動を同調させることによって，波エネルギー吸収率の増大を目指した．不規則波中
の発電効率を向上させるため，不規則波を事前に予測し，その予測結果をもとにして発電効率を最大化する手法を改
良し，海上技術安全研究所で実施された水槽模型実験の結果を用いて，構築された手法の検証を行った．また，係留
系の安全性を検討した．

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

准教授 長谷川 洋介

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

准教授 梶原 優介

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム（SICORP））
　難加工性マグネシウム合金管を対象としたレーザダイレス引抜きのマルチスケールモデル

准教授 古島 剛

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　生物サンプリング（ロボットセンシン
グ機能強化）

准教授 ソーントン ブレア

（国研）海洋研究開発機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　次世代海洋資源調査技術　生
態系の実態調査と長期監視技術の開発に関する現場分析システム開発

准教授 ソーントン ブレア

福島県沿岸海域における放射性核種の蓄積状況等に関する調査
准教授 ソーントン ブレア

石油精製における新規プロセスの仕様決定のための最適プロセス設計
特任准教授 蔗 寂樹

　ペトロリオミクス技術は石油精製プロセスの設計，運転，制御の様々な分野に影響を与える技術である．しかしな
がら，個々の要素技術がプロセス革新にどの様な影響を与えるか，また，プロセス革新を目指すにはどの様な技術を
開発すべきかについてはまだわかっておらず，本研究にて新規分離技術及び触媒技術導入に向けた仕様を最適化の観
点から検討している．
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（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　灌流可能な機能する毛細血管網デバイ
スの開発

講師 松永 行子

薬剤耐性を誘導しない衛生材料用ポリマー抗菌剤の開発
特任助教 （松永研）高橋 治子

高速センシング・ロボットによる実時間インタラクションの創成
講師 山川 雄司

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

教授 荒川 泰彦

（国研）情報通信研究機構　NICT 国際交流プログラム国際研究集会「第 24回国際光学委員会総会」開催
業務

教授 荒川 泰彦

（国研）科学技術振興機構　未来社会創造事業（探索加速型（本格研究ACCEL 型））　スーパーバイオイ
メージャーの回路設計

教授 桜井 貴康

（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／Field In-
telligence 搭載型大面積分散 IoT プラットフォームの研究開発

教授 桜井 貴康

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

教授 桜井 貴康

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）　構成要素の多様性が変化する系の数
学理論構築と細菌群衆の関わる疾患制御への応用

派遣研究員 （合原研）中岡 慎治

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

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

助教 （合原研）梶田 真司，特任助教 （合原研）神山 恭平

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

平成 29年度日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラン）
教授 喜連川 優
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人工知能（A.I.）を用いたデータ解析
教授 喜連川 優

（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

エビデンスの飛躍的創出を可能とする超高速・超学際次世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生

　本プロジェクトは，厚生労働省から我が国の全医療保険レセプト情報（全国民を対象とする医療サービスに掛かる
公的保険の請求情報であり，世界最大級の悉皆性を備えた健康医療ビッグデータ．匿名化済）の提供を受け，本学に
於いて当該情報の超高速解析研究基盤を構築し，当該基盤を以って医学系研究者との協働により臨床，疫学，創薬，
医療経済をはじめとする医学系諸分野の未開拓課題に挑戦し，我が国の医療の質の向上と国民負担増の抑制を目指す
ものである．

（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　インフラ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，特任助教 （喜連川研）横山 大作，特任研究員 （喜連川研）鈴木 慎司

（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）奥野 晃裕，特任研究員 （喜連川研）小沢 健史， 

特任研究員 （喜連川研）佐藤 淳平，特任研究員 （喜連川研）服部 純子

（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，特任研究員 （喜連川研）小沢 健史

（一財）医療情報システム開発センター　臨床情報等の高速処理基盤の構築技術に関する研究
教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史

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 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，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）佐藤 翔悦

　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．

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

教授 平川 一彦

　MEMS両持ち梁共振器構造は室温でも数千程度の高い Q値を持つとともに，極めて小さな熱容量を有する．これ
らのMEMSの特徴を活かし，従来のテラヘルツ検出器の動作原理とは全く異なり，テラヘルツ光入射で誘起される
発熱によるわずかな温度上昇を，MEMS両持ち梁構造の共振周波数のシフトとして高感度に読み取ることを原理と
する新しい非冷却・高感度・高速なテラヘルツ検出用ボロメータを開発する．
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VI.　研究および発表論文

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

教授 平本 俊郎，教授 桜井 貴康

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

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

教授 平本 俊郎

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

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

教授 佐藤 洋一

　複数の人々が装着するウェアラブルカメラとアイトラッカーを分散型センサとして利用する集合視により，さまざ
まな空間・時間スケールで起こる個人とグループの注視・行動を計測し理解する技術の開発を開発する．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
種応用に関する支援システムの開発に取り組む．

（国研）科学技術振興機構　国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム（SICORP））
　多様なカメラを活用した群衆行動の変化検出

教授 佐藤 洋一

　本研究では，防犯カメラやウェアラブルカメラなどの多様なカメラから得られる大量の映像データから，人々の行
動のモデルを獲得することを目的とした基盤技術を開発に取り組む．具体的には，行動のモデリングにおいて，複数
の長時間映像中に記録された人やイベントの関連付け問題が特に重要となることを踏まえ，複数の多様な映像中から
（1）特定人物の追跡，（2）繰り返し起こるイベントの発見，（3）人の活動において重要な意味を持つ場所の発見，さ
らに，これらの技術を活用することにより（4）群衆の変化検出，（5）大量映像の閲覧支援のための技術を開発する．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（ACT-I）　プライバシー保護一人称ビジョン
助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜

　本研究では，頭部装着型のウェアラブルカメラを用いて種々のタスクを行う一人称ビジョンに関して，一人称視点
映像から漏洩しうる撮影者・被撮影者のプライバシーを保護する技術の開発を目指す．具体的には，複数の一人称視
点映像を入力として，多数が注目する対象を認識する共注目行動認識タスクを例に，個人の注目行動が他に漏洩する
ことなく，複数人による注目行動を認識可能な技術を開発する共に，その有効性を実験により検証する．

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（CREST）　MEMS振動発電素子の製作と評価に関
する研究

教授 年吉 洋

大規模インフラ向け高性能振動発電の開発／高性能微振動用エナジーハーベスタの開発／高効率MEMS
振動発電デバイス及び処理回路を含めた最適化

教授 年吉 洋

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

教授 年吉 洋

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

准教授 河野 崇
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1．研究課題とその概要

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

准教授 豊田 正史

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

准教授 岩本 敏

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

准教授 野村 政宏

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

准教授 小林 徹也

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

准教授 小林 正治

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

教授 藤岡 洋

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

助教 （藤岡研）太田 実雄

大阪大学　平成 29年度未来のあるべき社会・ライフスタイルを創造する技術イノベーション事業（高品
質GaN基板を用いた超高効率GaNパワー・光デバイスの技術開発とその実証）委託業務

教授 藤岡 洋

（国研）科学技術振興機構　革新的研究開発推進プログラム（ImPACT）　ガラスの分相によるガラス固
化体溶解技術の開発

教授 井上 博之

新エネルギー・産業技術総合開発機構　高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発
教授 （東大）岡田 至崇，教授 立間 徹

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

特任教授 谷口 維紹

（国研）科学技術振興機構　戦略的創造研究推進事業（さきがけ）　情報科学手法を利用した界面の構造
機能相関の解明

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

准教授 八木 俊介

細胞障害関連分子（DAMPs）が加速する炎症と免疫老化メカニズムの解明
特任准教授 柳井 秀元

「未来のクール・ビルディング」コンセプト開発に関する研究
教授 野城 智也

ピーカンナッツプロジェクト基本計画策定業務
教授 野城 智也

（独）国際協力機構　ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築プロ
ジェクト

教授 目黒 公郎

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

教授 目黒 公郎

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

教授 目黒 公郎

（独）国際協力機構　ミャンマーの災害対応力強化システムと産学官連携プラットフォームの構築プロ
ジェクト

教授 目黒 公郎

（独）環境再生保全機構　環境研究総合推進費　全体の総括と統合的戦略評価
教授 沖 大幹

　環境省環境研究総合推進費戦略研究プロジェクト S-14では，緩和策と適応策との統合的実施によって復元力に富
み，持続可能な社会を構築しようとする施策を国内外で実施するにあたり，投入可能な経済的，人的，制度的資源が
限られている条件下で，緩和策，適応策にどのように取り組むことがもっとも効果的かつ効率的であるかに関する定
量的基礎資料を整備し，リスクマネジメントとしての気候変動対策の適切な計画立案に貢献する．その中で，人類が
直面する様々なグローバルリスクの中でも特に重大である気候変動のリスクを的確に捉え，限られた資金的・組織的・
人的資源を有効に利用してそのリスクを最小限に抑え込んでいく総合的な戦略が必要である．テーマ 1では，戦略課
題全体の総括として，テーマ間の研究調整，連携の促進，ならびに課題全体の進行管理の役割を担い，各テーマの成
果を統合し，世界，各国，日本，地方自治体，個人としてどのように緩和策と適応策のバランスをとりつつ気候変動
対策に取り組むのが効果的であり効率的であるかを様々な指標に照らして多面的に評価する．

タイにおける気候変動適応策の情報共有システムの簡易版の構築
教授 沖 大幹

　本研究では，2020年を目途に構築される「アジア太平洋適応情報プラットフォーム」（AP-PLAT）について，タイ
国内で構築中の連携体制に参画する機関と議論するための気候変動適応策の情報共有システムの簡易版の構築を目的
とする．
　具体的な内容は，収集されつつある適応の政策決定や適応プロジェクトの組成・実施，M&Eに必要とされるデータ・
情報の，関係者間での共有，またこれらのデータ・情報を必要とするステークホルダーへの発信に向けたシステム構
築の仕様を検討し，その議論に資する簡易版を構築する．必要に応じて，タイ側研究者等との意見交換を日・タイで
実施する．
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1．研究課題とその概要

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

教授 沖 大幹

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

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

教授 沖 大幹

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

国土交通省国土技術政策総合研究所　生産性向上とライフサイクルコストの削減に資する膨張剤併用軽
量床版の研究開発

教授 岸 利治

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

教授 大岡 龍三

国土交通省国土技術政策総合研究所　環状高速道路の交通施策評価のための仮想実験技術に関する研究
教授 大口 敬

　国土交通省国土技術政策総合研究所からの 3カ年の委託研究の 2年目であり，環状高速道路を対象として，ネット
ワーク化された高速道路において典型的に必要とされる情報提供や運転支援などの技術の仮想評価のための実験環境
構築の技術要件の整理と，その技術の実務での適用性を高めるための研究開発に取組んでいる．

岩国市　錦帯橋経年変化ほか調査
教授 腰原 幹雄

錦帯橋の技術・構造と木造建築との比較調査業務
教授 腰原 幹雄

伝統木造建築「佐原町屋」の耐震技術普及啓発冊子作成
教授 腰原 幹雄
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（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構　エネルギー・環境新技術先導プログラム／革新的エネル
ギー貯蔵システム等を活用した超分散エネルギーシステムの研究

特任教授 荻本 和彦

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

特任教授 荻本 和彦

環境省　エネルギー需給の統合分析手法検討調査委託業務
特任教授 荻本 和彦

複合的低炭素技術による地球温暖化対策実施効果把握
特任教授 荻本 和彦

Web API を用いた IoT 技術・サービスの相互接続に関する国際標準化動向及び実フィールドでのユース
ケースを踏まえた要件定義についての調査検討

特任教授 荻本 和彦

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

特任教授 岩船 由美子

平成 29年度家庭CO2統計分析業務
特任教授 岩船 由美子

（独）環境再生保全機構　環境研究総合推進費　風力発電施設等の騒音に含まれる純音性成分による不快
感の評価手法の研究

准教授 坂本 慎一

（国研）宇宙航空研究開発機構　日本域陸面水文量モデルシステムの開発・評価および全球モデルへの適
用検討（平成 29年度）

准教授 芳村 圭

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

治水対策重点検討区間調査検討委託
准教授 加藤 孝明

（国研）宇宙航空研究開発機構　平成 29年度 SAFEプロトタイピング（農業森林分野）に関する研究
准教授 竹内 渉

衛星観測データの解析技術等を活用したロシア極東における総合的かつ持続可能な森林情報システムの
開発

准教授 竹内 渉

（国研）宇宙航空研究開発機構　複数衛星センサを活用したメコンデルタ地域における水田からのメタン
排出量評価に関する研究（平成 29年度）

准教授 竹内 渉
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（国研）科学技術振興機構　戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）　インフラアセットマネジメン
トの戦略的国際展開

准教授 長井 宏平

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

准教授 関本 義秀

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

准教授 関本 義秀

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

准教授 関本 義秀，准教授 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．

（独）環境再生保全機構　環境研究総合推進費　地上・リモートセンシングによる尾瀬ヶ原湿原における
シカ個体数推定手法の開発

准教授 沖 一雄

（独）環境再生保全機構　環境研究総合推進費　気候変動に対する地球規模の適応策の費用便益分析
准教授 平林 由希子

（国研）宇宙航空研究開発機構　大気・陸面状態を考慮した衛星観測降水量の検証手法の改良
特任准教授 金 炯俊

実証事業構築システム（津波 Lアラート）とG空間情報センターの連携に係る更改作業
講師 沼田 宗純

災害対応工程管理システムの構築及び熊本県地域防災計画との連動業務委託
講師 沼田 宗純

災害対応工程管理システムの構築及び嘉島町地域防災計画との連動業務委託
講師 沼田 宗純

災害対応工程管理システムの構築及び西原村地域防災計画との連動業務委託
講師 沼田 宗純

さがみロボット産業特区協議会　公募型「ロボット実証実験支援事業」災害対応　海中ステーションに
ドッキング可能な自律型海中ロボット

准教授 巻 俊宏

　AUVによる海底ステーションへのドッキング手法に関する実証試験を行う．
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（国研）海上・港湾・航空技術研究所　複数AUV運用のための測位・通信ソフトウェアの試作
准教授 巻 俊宏

　複数 AUVによる効率的な海中探査を実現するため，AUV間の相互測位および通信を行うためのソフトウェアを
開発する．

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

准教授 巻 俊宏

　高速で飛行する UAVが鳥等の小型移動障害物を探知し，回避するための技術開発を行う．

3. 受託研究：文部科学省

文部科学省　海洋鉱物資源広域探査システム開発
教授 浅田 昭，教授 藤井 輝夫

　我が国の周辺海域に存在する海底熱水鉱床やコバルトリッチクラスト等の多様な海洋鉱物資源に関して，その資源
量を広域にわたって効率的に探査するための技術開発がこれまで進められてきた．本業務では，海底熱水鉱床等の海
洋鉱物資源が存在する可能性を有する水深 3,000mまでの海域を対象に，有効な既存技術も組み合わせて，これら個
別に開発を行ってきた海洋鉱物資源探査技術を統括し，新たな熱水鉱床等の海洋鉱物資源を探査する技術と海洋鉱物
資源の資源量・分布・品位の評価を行う技術を開発して，広域を探査，資源量を評価するシステムを開発して実用化
を図ることを目的とする．

文部科学省　科学技術試験研究委託事業　近未来型ものづくりを先導する革新的設計・製造プロセスの
開発

革新的シミュレーション研究センター長・教授 加藤 千幸，教授 吉川 暢宏，特任教授 畑田 敏夫， 
助手 （加藤（千）研）西村 勝彦，特任研究員 郭 陽，特任研究員 鵜沢 憲，特任研究員 （吉川（暢）研）小笠原 朋隆，
特任研究員 （吉川（暢）研）呉 奇，教授 （九州大）小野 謙二，教授 （神戸大）坪倉 誠，教授 （山梨大）岡澤 重信， 

教授（東大）奥田 洋司，准教授（（国研）宇宙航空研究開発機構）大山 聖， 
准教授 （（国研）宇宙航空研究開発機構）高木 亮治，准教授 （東北大）河合 宗司，講師 （東京理科大）立川 智章， 

講師 （東大）橋本 学，特別研究員 （（国研）理化学研究所）大西 慶治

　ものづくり上流における製品コンセプトや技術コンセプトの創造力，および，創造したコンセプトを具現化する設
計力を抜本的に強化するとともに，信頼性と経済性に優れた製品化を可能にするために，最先端のスパコンの能力を
最大限に引き出せるアプリケーションソフトウェア群とそれらを統合して，製品の設計や製造を支援する，超高速シ
ミュレーションシステムを開発し，戦力化することを目的とする．本格実施フェーズ 2年目の平成 29年度は，前年
度までの成果を踏まえ，コアとなる要素技術等を中心とした研究開発を進め，それらを実装したアプリケーションの
プロトタイプの開発・機能の検証を実施した．

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）山本 昭夫， 

特任助教 （喜連川研）安川 雅紀，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，特任研究員 （喜連川研）平川 晶子

　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．

歴史的建造物の構造学的調査及び解析業務
教授 腰原 幹雄

文部科学省　科学技術試験研究委託事業　「地域防災支援技術パッケージ」の一般化と普及方策の研究
准教授 加藤 孝明

文部科学省　地球観測技術等調査研究委託事業　気象衛星ひまわりを活用したアジア太平洋地域の林野
火災準実時間観測

准教授 竹内 渉



173

1．研究課題とその概要

D. 展開研究

1. 所内措置研究費：展開研究

新しい液状化予測・危険度マップの社会実装に向けた調査研究
准教授 清田 隆

フェムト・ナノ時空間顕微鏡　～微小世界の高速度カメラ～
准教授 芦原 聡

生体溶解性マイクロニードル式パッチの医療・医薬品への展開のための製造・評価基盤構築
教授 金 範埈

データ駆動型スペクトル解釈法の基盤構築
准教授 溝口 照康

E. 選定研究

1. 所内措置研究費：選定研究

ダイレスフォーミングによる生体吸収性マグネシウム合金極細管の創製
准教授 古島 剛

半導体トポロジカルフォトニクスの開拓
准教授 岩本 敏

皮膚における感覚神経末端と色素細胞の相互作用が果たす役割の解明
講師 池内 与志穂

超微破壊での残存性能評価によるコンクリート構造物の維持管理の高度化
講師 酒井 雄也

　コンクリート構造物の体積変化や耐久性の正確な評価のためには，コンクリートコアを採取して乾燥収縮やアルカ
リ骨材反応などの各種評価を実施する必要がある．しかし，残存耐荷力などの問題から，供用中の実構造物からコア
を採取することは一般的には困難である．本研究は，マイクロドリルを用いてコンクリートから微粉末を採取し，こ
の微粉末を分析することでコンクリートの体積変化や耐久性の評価を試みるものである．

F. グループ研究

1. 所内措置研究費：グループ研究

TSFD（乱流シミュレーションと流れの設計）研究グループ
教授 半場 藤弘

　本研究グループでは，理工学における様々な乱流現象について，乱流の数値シミュレーション手法を通して流体物
理学，流体機械工学，生体工学，環境・海洋工学，建築・都市環境工学などの立場から共同研究を行っている．乱流
の理論的研究とモデリング，数値シミュレーション解析法の開発，数値シミュレーションの実証と応用を行い，特に
各分野で取り組んでいる問題のメカニズムを解明するとともに，工学的応用を意識した流れの最適化に焦点を当てて
研究を進めている．それらの最新研究成果は研究所報「生産研究」 TSFD特集号に継続的に公表するとともに，乱流
の数値シミュレーションに関する定期的な研究会やシンポジウムを企画開催している．

プロダクションテクノロジー研究会
教授 横井 秀俊，教授 臼杵 年，教授 山中 俊治，教授 川勝 英樹，教授 柳本 潤，教授 野城 智也，教授 新野 俊樹，
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教授 金 範埈，教授 竹内 昌治，准教授 岡部 洋二，准教授 土屋 健介，准教授 梶原 優介，准教授 古島 剛

　本研究会は，金属材料，複合材料，新素材などあらゆる素材から製品に至るまでの生産プロセス全般を対象とし，
機能・形状などを効率的に実現するために必要な，加工および計測・制御システムに関する総合的かつ先進的な技術
体系を確立することを目的としている．本研究会では，所属する各研究室が行う個別研究・各メンバーが実生産現場
と協力しつつ行う応用研究を調和させ，従来個別の課題として研究されることが多かった生産加工プロセスに関わる
技術課題を，総合的な視点で捉えた共同研究を遂行している．本年度は，生産研究プロダクションテクノロジー研究
会特集号（2017年 11月）の出版，所内研究会 4回，企業見学会 3回，生研公開時に共同展示とガイデッドツアー（2
コース）を実施した．

快適性の工学的応用に関する研究グループ
教授 須田 義大

「知の社会浸透」ユニット
教授 大島 まり

　本ユニットは，本所の研究者が個別に行っていた科学技術普及に関する諸活動を統括し，その知見を共有して効果
的な活動を行うため，所内の教職員により結成された．科学技術リテラシーの向上を目的とし，様々な活動に取り組
んでいる．現在は，次世代育成オフィスと協力し，中学・高校生対象のキャンパス公開や出張授業，東京大学の学部
学生対象の研究入門コース「UROP （Undergraduate Research Opportunity Program）」，ジャーナリスト対象の「メディ
アとの交流会」などを実施している．

「工学とバイオ研究グループ」
教授 藤田 博之

「生産数理グループ」
教授 合原 一幸

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

耐震構造学研究グループ（略称ERS）
教授 川口 健一

「建造物の総合的保存保全に関する研究」グループ
教授 腰原 幹雄

地球環境工学研究グループ
准教授 竹内 渉

G. 所内措置研究費

1. 所内措置研究費：千葉実験所推進研究費

多機能一体型新世代信号灯器の試作と実フィールド評価試験
教授 大口 敬

　交差点の交通信号灯として，現在の日本における交通信号が備えるべき仕様を考慮せずに，純粋に将来へ向けた持
続可能で災害に強い交通信号灯のあるべき姿として，3色灯器を点灯させる灯箱の中に，電力供給・制御機・通信・
センシングの昨日を一体化させた新世代の信号灯器を試作し，H29年度に新たに柏キャンパスに移転した千葉実験所
の新たな実験フィールドに設置するとともに，その設置位置の配置においても，我が国の慣例とは異なる配置を実現
することで，新たな配置とその灯器の持つ機能が，どれだけ有用か実車実験により評価・検証することを目的とする．
H29-H30年度の 2カ年の研究計画であり，H29年度には，提案灯器の仕様を検討し，試作してその設置を完了した．
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高解像度地球水循環データ解析のための大型球面ディスプレイシステム開発
准教授 芳村 圭

　2017年に開所した千葉実験所の大空間利用の一つとして，大型の球面ディスプレイを用いた地球水循環データの
可視化を目指している．そのプロトタイプ及びコンテンツの作成を行う．

生物追跡ロボティクス
准教授 巻 俊宏

　各種センサを活用し，海中ロボットが全自動で遊泳生物を探知，追跡するための技術開発を行う．

2. 所内措置研究費：助教研究支援

ガラス構造から明らかにする遷移金属元素高濃度含有ガラスの磁気光学的性質
助教 （井上研）中塚 祐子

地理情報ビッグデータの統合による超高解像度の全球河道網データ開発
助教 （沖（大）研）山崎 大

新規光線力学的療法への応用を志向した近赤外光駆動型ホルムアルデヒド生成反応の開発
助教 （石井研）村田 慧

3. 所内措置研究費：研究集会開催費

海中海底工学フォーラム（第 59回，60 回）
教授 浅田 昭

第 33回生研 TSFDシンポジウム
教授 大岡 龍三

宇宙からの地球環境・災害のモニタリングとリスク評価
准教授 竹内 渉

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

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

マイクロ塑性加工における結晶組織変化に基づく微視的変形のその場観察による寸法効果の解明
准教授 古島 剛

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

発展途上国における IoT 普及に関するケーススタディ
助教 （桜井研）マーフズル イスラム

人工レセプタを導入した有機薄膜トランジスタ型グルコースセンサの創製
講師 南 豪
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米国アリゾナ・サンシモン川流域の農地における洪水対策（地下貯水槽）の検討
准教授 沖 一雄

モンスーンアジア地域における近代木造建築の多国間比較研究
講師 林 憲吾

5. 所長エンカレッジプロジェクト：学内部局を横断するネットワーク型研究グループ運営支援

「血管から老いる仕組み」に関する研究
講師 松永 行子

実験・理論連携体制によるフォノンエンジニアリングの学理形成
准教授 野村 政宏

6. 所長エンカレッジプロジェクト：その他，ユニークな研究・教育活動支援

疾患ヒト iPS細胞由来運動神経細胞の軸索束の表現型解析によるALSの解明
特任助教 （藤井研）金田 祥平

アウトリーチ活動の指針探索と浸透を目指したデータ分析・評価と柏キャンパスとのネットワーク構築
講師 川越 至桜，教授 大島 まり，准教授 北澤 大輔

協調移動型レーザ計測システムの開発
准教授 大石 岳史

タイ国における気候変動情報の将来シナリオ開発
教授 沖 大幹

知はいかに跳躍するか？：第 2工学部・生研における「研究進化系統樹」の作成と分析
教授 村松 伸

社会の持続プログラムとしての災害復興に関する研究
助教 （村松研）岡村 健太郎

3D プリント仕口を用いたセルフビルド実験住宅
教授 今井 公太郎

生体計測に基づく健康空間に関する研究
准教授 川添 善行

震災復興地域における地域性を継承したまちづくりに向けた地域誌研究
助教 （川添研）青木 佳子

7. 所長裁量経費：東京都市大学との連携研究支援

単原子層MoTe2 における励起子励起子消滅の解明
講師 星 裕介，教授 （東京都市大）澤野 憲太郎
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流体実験と粒子法シミュレーションの併用による脳動脈瘤治療のための塞栓技術の開発
教授 大島 まり，教授 （東京都市大）向井 信彦

多段微小流路構造を持つマイクロ流体デバイスの作製に関する研究
教授 藤井 輝夫，教授 （東京都市大）大上 浩，准教授 （東京都市大）冨士原 民雄，講師 （東京都市大）西部 光一

リコンフィギュラブルβ変換に基づくAD変換器の開発に関する研究
教授 合原 一幸，准教授 （東京都市大）傘 昊

　従来の 2進展開を拡張するβ変換を適用したサイクリック形アナログ－デジタル変換器（ADC）を集積回路で実
現し，環境変化や素子変動に極めて強く小型でかつ設計が容易な高精度 ADCの実現を実証した．実用化を目指した
継続研究では，変換速度向上と消費電力削減を実現できるβ変換 ADCを開発した．β変換 ADCの特徴を IoTや AI
等幅広い分野へ適用のため，AD変換用アナログ回路は共通で，マイクロプロセッサによるモード制御だけで AD変
換の精度と速度を自由に変更できるリコンフィギュラブルβ変換 ADCの開発を現在推進している．各種 ADC動作
モードでは，複雑数理モデル学に基づく性能の理論的解析や新しい誤差補正方式を確立することが必須で，傘准教授
との本連携研究により問題の解決に取り組んでいく．

SiGe 熱電変換デバイスの開発
准教授 野村 政宏，教授 （東京都市大）澤野 憲太郎

感染症伝播予測のための病原性物質の伝播範囲の評価　－接触感染に対する実験的・解析的分析－
教授 加藤 信介，講師 （東京都市大）永野 秀明

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

8. 所内措置研究費：その他

社会人新能力構築支援プログラム 2017（第 7期・後期）（NExT プログラム）
教授 松浦 幹太

　機械学習の応用が進んでいるが，機械学習を騙す攻撃の脅威も指摘されている．本研究では，自動車の自動運転に
際して，道路標識を機械学習で認識して処理するシステムに対する敵対的入力の脅威に着目し，脅威のインパクトを
分析するシステムを開発した．また，具体的なデータを用いてシステムの有効性を評価し，自動運転への応用に際し
て注意すべき知見を導出した．

H. 寄付金

（公財）LIXIL 住生活財団　2016 年度若手研究助成　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，大学院学生 （中埜研）浅井 竜也

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度国際交流集会助成　HELICITY THINKSHOP3
助教 （半場研）横井 喜充

（公財）天田財団　平成 29年度国際会議等開催準備助成（後期）　結晶塑性の原子過程に関する国際シン
ポジウム－結晶強度の定量的理解に向けて

助教 （枝川研）上村 祥史
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電気事業連合会　パワーアカデミー　2017 年度パワーアカデミー特別推進研究　直流絶縁技術のブレー
クスルーに向けた計算科学を活用した絶縁材料設計手法の創成

助教 （佐藤（文）研）平野 敏行

　高効率な直流送電を可能にするためには，超高電圧に耐えうる新たな絶縁材料の揮発設計が必要である．本研究で
は，大規模分子電子状態計算を用いて，高分子ポリマーに対する計算フレームワークの開発し，絶縁材料設計手法の
確立を目的としている．

（公財）金型技術振興財団　平成 29年度金型等に関する海外との技術交流助成　国際会議 The 21st In-
ternational Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences （MicroTAS2017）の
出席

教授 竹内 昌治

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

教授 竹内 昌治

（一財）電子回路基板技術振興財団　平成 29年度助成事業「調査・研究への助成」　アディティブマニュ
ファクチャリング技術を用いた三次元回路形成に関する研究

特任教授 森 三樹

（公財）スズキ財団　平成 29年度科学技術研究助成　乱流熱流動場における革新的トポロジー最適化手
法の開発と実証

准教授 長谷川 洋介

（公財）小笠原科学技術振興財団　平成 29年度一般研究助成　表面処理と射出成形による金属・樹脂直
接接合の強度向上因子の解明に関する研究

助教 （梶原研）木村 文信

（公財）マザック財団　平成 28年度研究開発援助・助成　金属・樹脂成形接合における金属表面粗化の
ための電解液ジェット加工法の開発

助教 （梶原研）木村 文信

（公財）精密測定技術振興財団　平成 29年度研究助成　レーザを用いた表面微細凹凸形状のスペックル
パターン計測による金属極薄板の塑性変形特性評価

准教授 古島 剛

（公財）クリタ水・環境科学振興財団　2017 年度研究助成　ラマン分光分析を用いた水圏環境における
マイクロプラスチック粒子汚染状況のリアルタイムモニタリング技術開発

特任助教 （ソーントン研）高橋 朋子

（公財）東燃ゼネラル石油研究奨励・奨学財団　平成 29年度研究助成　磁気モーメントの変化を用いた
新規トリラテラル環境発電システム

特任准教授 蔗 寂樹

　熱を受けることにより強磁性から常磁性へと転移する際の磁気モーメントの変化を用いて， 低温排熱から発電する
環境発電技術の研究開発を実施している．

（公財）稲盛財団　2017 年度研究助成　任意停止時間の最適逐次推論
助教 （喜連川研）小宮山 純平

　仮説検定は，ある仮説が正しいかどうかを統計的な手続きに従い検証する．たとえば，ある薬 Aが，別の薬 Bや
偽薬と比べて有意に効果があるかどうかを検証したいとする．通常の仮説検定では，最初に実験計画（実験の手続き，
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実験数など）を決定した後，その計画に則り実験を行い，最終的に仮説が正しいかどうかを判定する．問題は，この
ような検定は科学的なプロセスと大きく異なっていることである．実験計画で，100回の実験（100人の被験者によ
る実験）を最初に企画したとする．最初の 10人による結果で，有意性が見えそうな場合はその時点で実験を打ち切
りたいし，100人実験を行っても有意性が見えない場合，追加で実験を行いたい．しかし，このような動的な実験計
画の変更を行う場合，通常の仮説検定を行うのは正しいプロセスといえず，有意水準（p値）などを保証できない．
一方で，逐次検定では，動的に一連の実験を行い，仮説を一定の信頼水準で検証・棄却できたときに実験を終了する．
逐次検定に従い実験を行えば，仮説の検証に対して必要十分なサイズの実験を選ぶことができる．このような「有意
水準を保証する」型の逐次検定は，通常の固定サイズの仮説検定に比べて柔軟性があるが，まだ次に挙げる 2点で硬
直的な面がある．1．時間がなく途中で実験を終了させてしまった場合，何も保証が得られないこと．2．複数の仮説
セットを選んでそれらをすべて満たす逐次検定を作成したときに，すべての仮説に対して結論を出すまで実験を終了
できないこと：実際はそのうちいくつかだけを成立させれば十分であることが多い．上記 2点の問題点を解決するた
め，本研究では「任意時間での逐次検定」の研究を行う．任意時間の逐次検定は，実験をいつでも停止可能であり，
その停止時刻に応じた確信度（有意水準）の統計的保証を目指す．

公益信託　小澤・吉川記念エレクトロニクス研究助成基金　平成 29年度研究助成金　トランジスタ構造
を利用した単一カーボンナノチューブのテラヘルツ光応答特性の解明

助教 （平川研）吉田 健治

（公財）近藤記念財団　平成 29年度「炭素材料」に関する研究助成金　トランジスタ構造を用いた単一カー
ボンナノチューブのテラヘルツ電磁波応答の解明とテラヘルツテクノロジーへの展開

助教 （平川研）吉田 健治

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度国際交流集会助成　THE 19TH INTERNATIONAL SCANNING 
PROBE MICROSCOPY CONFERENCE

教授 髙橋 琢二

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

（公財）LIXIL 住生活財団　2017 年度若手研究助成（学生）　電池レス無線センサ端末を用いた住宅の安心・
安全に関する研究

教授 年吉 洋，大学院学生 （年吉研）山田 駿介

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度国際交流集会助成　THE 22ND MICROOPTICS 
CONFERENCE

准教授 岩本 敏

（一財）熱・電気エネルギー技術財団　第 25回研究助成　フォノニクスを活用した低環境負荷熱電変換
材料の開発

准教授 野村 政宏

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

准教授 小林 徹也

（公財）村田学術振興財団　第 33回（平成 29 年度）研究助成　原子レベルの構造計算に基づく強誘電体
HfO2 トンネル接合メモリの低電圧・低消費電力動作に向けた設計技術の確立

准教授 小林 正治

（公財）カシオ科学振興財団　第 35回（平成 29 年度）研究助成　強誘電体HfO2 トンネル接合メモリの
低電圧動作実証に向けた原子レベルでの構造計算に基づく研究開発

准教授 小林 正治
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（公財）小柳財団　平成 30年度研究助成金　基質特異性を示すペプチド触媒の開発
教授 工藤 一秋

（公財）上原記念生命科学財団　平成 29年度研究奨励金　炎症病態に関わる新規自己由来分子のスクリー
ニング

特任助教 （酒井（康）研）半谷 匠

（公財）大倉和親記念財団　平成 29年度研究助成　多価金属錯体を構造規定剤とするナノ多孔性触媒の
創製

助教 （小倉研）茂木 堯彦

（株）リバネス　第 34回リバネス研究費メタジェン・腸内デザイン賞　奨励賞　腸内常在性ファージに
よる代謝性疾患制御メカニズムの解明

特任研究員 （谷口研）安井 美加

（公財）テルモ生命科学芸術財団　2017 年度研究開発助成　新規常在ファージのリーキーガットシンド
ロームにおける重要性

特任助教 （谷口研）根岸 英雄

グラクソ・スミスクライン（株）　2017 年度 GSKジャパン研究助成　PIPA による単純ヘルペスウイル
ス制御法の開発

特任助教 （谷口研）根岸 英雄

（公財）ヤクルト・バイオサイエンス研究財団　平成 29年度一般研究助成　胆嚢サーファクタントプロ
テインDによる腸管細菌叢の制御と腸管・胆嚢の恒常性維持機構の解明

特任助教 （谷口研）西尾 純子

（公財）クリタ水・環境科学振興財団　国内研究助成　メタルバイオテクノロジーによる選択的レアアー
ス元素回収のための微生物カラムの開発

特任助教 （吉川（健）研）堀池 巧

（公財）野口研究所　2016 年度野口遵研究助成金　高い小分子捕捉・活性化能を示す鉄触媒による窒素
固定化

准教授 砂田 祐輔

（公財）稲盛財団　2017 年度研究助成　生体・環境に負荷を与えない天然資源の有効活用を実現する鉄
触媒の開発

准教授 砂田 祐輔

（公財）上原記念生命科学財団　平成 29年度研究助成金　炎症性疾患・神経発生におけるHMGB1 の役
割の解明

准教授 柳井 秀元

（公財）カシオ科学振興財団　第 35回（平成 29 年度）研究助成　人工神経ネットワークを自在に配線す
るための光応答性表面修飾材料の開発

講師 池内 与志穂
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1．研究課題とその概要

（公財）立石科学技術振興財団　研究助成（A）　ウェアラブルデバイスを指向した乳酸レセプタ導入型有
機トランジスタ化学センサの創製

講師 南 豪

（一財）東和食品研究振興会　平成 29年度　学術奨励金　フレキシブル化学センサの開発に関する研究
講師 南 豪

（公社）新化学技術推進協会　第 6回新化学技術研究奨励賞　交差応答的な分子認識情報の並列処理を指
向した有機トランジスタ型センサアレイシステム

講師 南 豪

（一財）金森財団　研究助成金　食べごろの可視化：旨味を検知可能な食品包装材の創製
講師 南 豪

（公財）石本記念デサントスポーツ科学振興財団　第 39回自由課題学術研究助成　フレキシブル有機ト
ランジスタ型センサによる乳酸のリアルタイム計測法の開発

講師 南 豪

（一財）化学物質評価研究機構　平成 29年度CERI 公募型研究助成　非標識かつ抗体フリーなメチル化
DNA検出が可能なセンサデバイスの開発

講師 南 豪

（一財）安藤研究所　第 30回安藤博記念学術奨励賞　自己組織化単分子膜装飾電極を有する有機トラン
ジスタ型化学センサの研究

講師 南 豪

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度国際交流集会助成　CLIMATE EXTREMES AND THE 
GLOBAL ENERGY AND WATER CYCLE: IMPROVING AND INTEGRATING KNOWLEDGE ACROSS 
DISCIPLINES/HESSS4

教授 沖 大幹

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度国際交流集会助成　THE FINAL （4TH） ROUNDTABLE OF 
PRE-MODERN ARCHITECTURAL AND URBAN HISTORY OF EAST ASIA

教授 村松 伸

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

助教 （村松研）岡村 健太郎

（公財）タカタ財団　平成 29年度助成（平成 28 年度研究助成の継続）　住宅地の土地利用変化を考慮し
た高齢者と子育て世代の親和性を高める持続的交通安全施策に関する研究

特任助教 （大口研）鈴木 美緒

（公財）三井住友海上福祉財団　2017 年度研究助成　軽度認知障害ドライバーにおける運転時過負荷状
態の発現・収束メカニズムの解明

特任助教 （大口研）鈴木 美緒
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VI.　研究および発表論文

（公財）鹿島学術振興財団　2016 年度研究助成　都市環境騒音マップ作成のための騒音原単位の定量調
査

准教授 坂本 慎一

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度国際交流集会助成　THE 8TH ASIA AND PACIFIC YOUNG 
RESEARCHERS AND GRADUATES SYMPOSIUM

准教授 長井 宏平

（一財）生産技術研究奨励会　平成 29年度第 2回特定研究奨励助成（海外研究を通じて日本の生産技術
を強化する研究）　国際エネルギー政策への展開を見据えた次世代自動車の普及戦略に関する数理的研究

准教授 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．

（公財）大倉和親記念財団　平成 29年度研究助成　力学的アプローチによるコンクリートの時間依存変
形メカニズムの解明

講師 酒井 雄也

　コンクリートは常圧下では脆性的な材料であるが，高圧下では岩石などと同様に，延性的な挙動を示す．しかし，
コンクリートが延性挙動を示すメカニズムに関しては明らかになっていない．岩石分野では偏光顕微鏡などにより変
形メカニズムが検討されることが多いが，セメントと水の反応による生成物の大半はゲルであるため，このアプロー
チが有効でない．本研究は，力学的なアプローチにより，コンクリートが示す延性や塑性変形のメカニズムの解明を
試みるものである．

（公財）鉄鋼環境基金　2017 年度環境研究助成　鉄鋼スラグによるコンクリートの耐衝撃性およびエネ
ルギー吸収性能の改善

講師 酒井 雄也

　これまでの研究により，セメントペーストに鉄鋼スラグを混入した場合，高圧三軸試験における変形性能が向上す
ることを確認している．また飛翔体が高速で衝突した場合，コンクリートには三軸応力状態が生じることが報告され
ている．このことから，鉄鋼スラグを含むコンクリートに飛翔体が高速で衝突した場合，高い変形性能により，衝突
に対する優位性を発揮することが期待できる．本研究は，鉄鋼スラグを含むセメントペーストに対して高速衝突試験
を実施することでこれを確かめようとするものである．

（公財）住友電工グループ社会貢献基金　2017 年度　学術・研究助成　超微破壊でのコンクリート品質
分析による社会インフラの維持管理の合理化

講師 酒井 雄也

　コンクリート構造物の力学挙動の正確な評価のためには，コンクリートコアを採取して圧縮試験やクリープ試験な
どの各種評価を実施する必要がある．しかし，残存耐荷力などの問題から，供用中の実構造物からコアを採取するこ
とは一般的には困難である．本研究は，マイクロドリルを用いてコンクリートから微粉末を採取し，この微粉末を分
析することでコンクリートの力学性能の評価を試みるものである．

（一財）港湾空港総合技術センター　平成 30年度研究開発助成　自律型水中ロボットと海底ステーショ
ンによる水中構造物の全自動・長期モニタリングシステム（その 3）

特任研究員 （巻研）松田 匠未

　自律型海中ロボットによる海底ステーションへのドッキングおよび非接触充電技術の開発を通して，港湾構造物の
全自動・長期モニタリングが可能なシステムを確立する．

（株）リバネス　第 36回リバネス研究費　日本財団海底探査推進特別賞　低コスト・高速・低高度海底フォ
ローAUVの可能性

准教授 巻 俊宏

　従来よりも低コストかつ高機動な AUVのデザインおよび応用範囲を模索する．
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大和日英基金　Daiwa Foundation Award（重点助成）　Reciprocal UK-Japan visits by academics utiliz-
ing their exptertise in underwater technology to jointly map the live corals off Okinawa using autono-
mous underwater vehicles leading to joint publications & further collaboration, Aug 2017 to April 2018

准教授 巻 俊宏，准教授 ソーントン ブレア

　英サウザンプトン大と連携し，海中ロボットによる海底探査手法に関する研究開発を行う．

I. その他

埼玉県　埼玉県産学連携研究開発プロジェクト補助金　超高親和性抗体の高効率作製技術及びその自動
化装置の開発

教授 竹内 昌治

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

准教授 土屋 健介

文部科学省　研究拠点形成費等補助金（博士課程教育リーディングプログラム）　フォトンサイエンス・
リーディング大学院（リーディング大学院構築事業費）

教授 荒川 泰彦

国土交通省　建設技術研究開発費補助金（建設技術研究開発助成制度）　三次元データの円滑な流通に向
けたオンライン型電子納品の構築

准教授 関本 義秀


