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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. 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 Lumiere Matiere, 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．

2. 単純な分子モデルを用いたリラクサー誘電体における微視的分極秩序
助教 （田中（肇）研）髙江 恭平，名誉教授 （京都大）小貫 明

　強誘電性は，無機酸化物結晶，有機物結晶，高分子および液晶において広く観測される性質であり，その誘電応答
や，電気力学応答などの交差応答が基礎・応用両面で重要な研究対象となっている．そのような強誘電体に不純物を
混入することで，物質の誘電的性質が大きく変わることがある．特にリラクサーと呼ばれる状態では，誘電率が広い
ピークを持ち，また顕著な周波数分散を示すことが知られている．本研究では，それらの特異なふるまいを示す単純
なモデルを考案し，明確な物理的描像を得ることを目的としている．そこでは，微視的な不純物の配置が，メソスケー
ルでのダイナミクスに多大な影響を及ぼすことが判明しており，微視的な分極秩序のパターニングおよびその動的ゆ
らぎが誘電率を決定する重要な因子であることが見出された．本研究により，固体における不純物効果が，巨視的物
性をどのように変えてしまうのか，その普遍性と個別性を理解することができると期待している．

3. 水と電解質水溶液の電場下での協同的ダイナミクス
助教 （田中（肇）研）髙江 恭平，名誉教授 （京都大）小貫 明

　水はよく知られているように非常に高い誘電率をもち，水の非自明なふるまいを生み出す一つの原因となっている．
本研究では，そのような水の複雑なふるまいに対して，電場応答の観点からせまることを目的としている．そこで，
新たに開発した分子動力学的手法を用いて，水および電解質水溶液に電圧が与えられた際，どのような運動を経て最
終的な平衡状態に落ち着くのか，また，交流電圧下での非平衡ダイナミクスを調べている．水の分子スケールの応答
は協同的，つまり近くの分子同士は同時に運動するとともに，電圧下での電解質の運動は通常期待されるような連続
的な運動とは異なり，不連続な間欠的運動を示すことが明らかになっている．本研究により，水や水溶液というごく
ありふれた液体において，分子スケールの電場応答が，どのようなマクロな電気的物性を支配しているのかを明らか
にすることを目指している．

4. 荷電コロイドの流体力学における電荷の不均一性
助教 （田中（肇）研）髙江 恭平，教授 田中 肇

　コロイド粒子とは目では見えないほど小さく，しかし原子分子よりはるかに大きな大きさを持つ粒子の総称であり，
相互作用が多彩であること，熱ゆらぎの影響を強く受けることなどから，多様な構造形成，ダイナミクスを示す．多
くのコロイド粒子は，表面に電荷を持ち，水などの溶媒中に分散したイオンと相互作用することで複雑な挙動を示す
が，そこでは，コロイド表面の電荷が不均一になることが重要であり，コロイドの凝集過程や，水と油の混合溶液に
おける運動を支配している．そのような複雑なふるまいを，電荷の不均一性と流体力学の結合に着目して，統一的に
理解することを目的としている．それにより，コロイド溶液のダイナミクスに普遍的な物理的描像を与えること，ま
たコロイドを構成要素とした高次の構造形成に対する，指針を与えることが可能になると期待している．

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
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scale metallic glass objects. It is thus important to understand and to control crystallisation to achieve desirable material proper

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

　

provide a comprehensive understanding of the mechanical stability, and the triggering and propagation of avalanche in the glass.

7. 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， 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．

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

教授 田中 肇，CNRS Researcher （Institut Lumiere Matiere, Lyon University）Mathieu Leocmach， 
Leader （ブリストル大）Paddy Royall

　

dium range crystalline ordering and the dynamic heterogeneities which characterizes the glass transition was brought to light by 

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．
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10. 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

　

ment. Simultaneously, we have shown that critical theory, which operates at lengthscales of many hundreds of particle diameters, 

symmetry can be seen directly in the microscope, it is very hard to observe in any other way.

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

　 ’
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12. 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）

　
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

13. 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 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．

14. 非ブラウン粒子懸濁液における応力鎖の流体力学的安定化
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）山中 貞人
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15. レーザートラップ法によるコロイドの構造形成
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）

16. Impact of Salt Ions on the Structure and Dynamics of Water
教授 田中 肇，特任研究員 （田中（肇）研）Rui Shi，学生 （Rutgers University）

　
water possesses a wide variety of dynamic and structural anomalies that still elude complete understanding. Since water is often 

’s structure and dynamics at 
’

ions facilitate water’
“unusual”
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lutions in a wide range of temperature and salt concentration.

17. 分極とひずみの結合をもつ結晶における強誘電性と反強誘電性の制御
助教 （田中（肇）研）髙江 恭平，教授 田中 肇

　強誘電性および反強誘電性とは，物質において電気分極の秩序が生じ，その秩序が外部電場により制御可能である
という性質を意味する．このような性質を示す物質はペロフスカイト型酸化物，有機結晶，高分子，液晶などで幅広
く発見されており，特に力学物性・熱物性や磁気物性との結合による，大きな圧電特性，電気熱量効果や磁気抵抗効
果は基礎・応用の両面から注目されている．そのような，構造相転移を利用した巨大応答に対して明確な物理的描像
を与えるために，本研究では，単純な分子モデルを提案し，圧力や分子の形状を制御することで相転移を力学的に制
御し，分極とひずみあるいは熱の結合した巨大応答を実現することを目的としている．これにより，物質の電気磁気
的性質を力学的・熱的に制御するための一般的な方針を，物質の個性によらないかたちで提示することが可能になっ
てきている．

18. 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

19. 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， 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 （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．また，船舶衝突時の建物応答
について，塑性域の応答も含め簡易に評価できる手法を構築した．

20. 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，修士研究員 （中埜研）

　本プロジェクトは，バングラデシュ国首都ダッカにおいて，地震や重力などの自然外力に対する建物の強靭化のた
めに同国の材料特性や施工技術を踏まえて新たな建物補強技術を開発するとともに，これを実装することにより，同
市の災害レジリエンス向上を実現しようとするものである．本年度は，カウンターパートとのワークショップを 度
ダッカで開催し，両国で行った実験結果の報告，それらの耐震診断への実装手法，ならびに補強技術の検討を行った．
また，同国の建物調査に基づく耐震性能の分析，非破壊検査技術を用いたコンクリート強度の推定法などの検討を行っ
た．加えて，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．
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21. 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．
本研究では，提案した評価式の適用範囲を明らかにすべく，1/4程度の縮小試験体を製作し加力実験を行い，せん断
補強筋比 ～ ，主筋比 以上で高い適用性を示すことを明らかにした．

22. 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，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．

23. 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，大学院学生 （福谷研）笹川 裕矢

　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 （ ）表面で早いオルソーパラ転換が生じ
る可能性を示した．今年度は，直接転換速度測定を行うため，分子線と光脱離，共鳴イオン化法によるオルソーパラ
比計測を組み合わせた観測装置の開発を行った．光脱離実験では，回転量子数が － 5の状態について脱離分子の速
度分布を測定し，複数の速度成分が存在することを見出した．

24. 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，大学院学生 （福谷研）長屋 勇輝

　水素原子はスピン 1／ 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 の
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 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，発生した水素の収束性を上げるため，差動排気系の構築と
速度選別のためのチョッパー機構の開発を行った．6極磁石でビームの収束を行う際，逆向きスピンのビームは発散
しバックグランドとなるため差動排気により取り除き，さらに集束距離がビームの速度に依存するため，チョッパー
により速度広がりを抑制できるようにした．チョッパーは真空容器内でモーターを用いてスリットを回転させること
で作製した．

25. 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）長塚 直樹，大学院学生 （福谷研）大橋 由季，准教授 芦原 聡，特任研究員（芦原研）桜井 敦教

　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，新たにレーザーを用いた 光子光電
子分光装置の開発を行った． 次元検出器を備えた電子分光器を導入し，新たに超高真空電子分光装置を開発した．
またチタンサファイアレーザーの出力を または高次高調波発生により波長変換し，偏光板を通して超高真空槽
に導入した．これにより， 光子光電子分光の計測に成功した．水素吸着ルチル型 について 1光子および 光
子光電子分光の測定を行い，伝導体中に水素誘起励起電子状態を見出した．偏光依存性を調べ，励起状態の軌道対称
性を考察した．同様の測定をアナターゼ型 ，ルチル型とは異なる特異的な電子励起状態を見出した．

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，大学院学生 （福谷研）小澤 孝拓，技術専門職員 （福谷研）河内 泰三， 
特任研究員 （福谷研）加藤 弘一，助教 （福谷研）小倉 正平，講師 （筑波大）関場 大一郎

　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，水素吸蔵
特性のある Pdについて，ガラス基板および 基板上に厚さの異なる Pd薄膜を作製し，それを水素化した時の
伝導特性を調べ，さらに吸収水素については熱脱離スペクトルを用いて評価した．温度 で水素曝露を行うと，
水素吸収に伴い抵抗が上昇し，その後試料を加熱すると水素の放出とともに抵抗値が元に戻る様子が観測された．ま
た共鳴核反応法を用いて吸収水素量と水素の構造を決定するため，東京大学タンデム加速器研究施設の ビームラ
インにおいて，水素化のための水素ビーム装置と試料マニピュレータ―の開発を行った．
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27. 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
由来するスピンー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，相転移を観測するため，温度可変の内部転換電子メスバウアー分光
装置の開発を行った．純ヘリウムガス封止型の比例係数測定装置を開発し十分な測定感度が得られる条件を見出し，
広い温度範囲でスペクトルの測定に成功した．これを用いて， 表面のフェリ磁性ー常磁性相転移の測定を行い，
バルクとは異なる温度依存性を示すことを見出した．

28. 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，広い温度範囲で重水素氷のμSR実験を行っ
た．結晶化に伴い，零磁場でのスピン回転を見出し，ダングリング とは異なる構造を取る可能性を見出した．

表面への 吸着と赤外吸収分光測定を行い，酸素欠損の影響を見出すとともに，巨大赤外吸収現象を見出し
た．

29. 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，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一， 

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 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， 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．また，液体表面の動的物性計
測を光学的に行う新たな手法の開発に着手した．

30. ナノ・マイクロ流体ダイナミクスの研究
教授 酒井 啓司，助教 （酒井（啓）研）美谷 周二朗，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，大学院学生 （酒井（啓）研）山岡 夏樹

　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衝突後の動的界面張力
を計測する全く新しい技術の開発に成功した．

31. 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．

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，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， 

リサーチフェロー （酒井（啓）研）細田 真妃子，大学院学生 （酒井（啓）研）浅井 遼

　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とカプセル微粒子分散溶液の物性計測を行った．
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33. 液体表・界面構造と動的分子物性
教授 酒井 啓司，技術専門職員 （酒井（啓）研）平野 太一，リサーチフェロー （酒井（啓）研）細田 真妃子

　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

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， システムを生体試料のレオ
ロジー測定へ応用する試みを開始した．

34. 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・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および渦構造について調べた．

35. 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．

36. 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たり乱流エネルギーが伝搬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．また温度成層を伴う格子乱流における温度分散やその散逸率について解析を行った．

37. 乱流モデル輸送方程式の物理的検証
教授 半場 藤弘

　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数値的な解析を行った．

38. 結晶の塑性変形に関するPeierls-Nabarro モデルを通した理解
助教 （枝川研）上村 祥史

　 モデルは結晶構造と塑性強度とを定量的に結びつけるもっとも単純な説明であるが，数桁にわたっ
てばらつく種々の物質の変形応力を結晶系ごとに分類することに成功している．この単純で古いモデルに第一原理計
算に基づく修正を加えて変形応力を求め，実験値と比較することにより，格子緩和や結晶の不連続性が変形応力に影
響を及ぼしていることを見出した．

39. ファンデルワールスヘテロ構造の作製と量子輸送現象
教授 町田 友樹

40. ソフトマターの物理モデリング
客員教授 山本 量一

41. アクティブマターのパターン形成の場の理論
大学院学生 （羽田野研）田中 悠介，准教授 羽田野 直道

　アクティブマターとは，系を構成する個々の粒子にエネルギーや運動量の注入・摘出があり，あたかも個々の粒子
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が意思を持っているかのように運動する系のことである．例えば鳥の群れなどが挙げられる．この系のパターン形成
を場の理論を用いて定式化し，アクティブマターの支配方程式を導く．

42. 複雑ネットワーク上の量子ウォーク
大学院学生 （羽田野研）向井 奏絵，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．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として，複雑ネットワーク上の量子ウォークを導入する．

43. 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，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， 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 ，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．

44. 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，准教授 羽田野 直道

　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．

45. 量子熱機関における熱浴との非マルコフ接触の効果
准教授 羽田野 直道，教授 （山梨大）内山 智香子，大学院学生 （山梨大）手塚 隆太

　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 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．

46. 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，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．

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 等式を導き，従来の結果に補正が必要
なことを示した．

48. 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） ，上級研究員 （テキサス大）

　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
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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 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．

49. 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

　

interface states. In this international collaboration with the Institute for Microelectronics of the Vienna University of Technology 

αγ

50. 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）

　

α
γ

51. 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， ， 
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52. 15N イオンビーム使用の核反応法にりる 1Hと 2D水素同位体の同時検出技術の開発
准教授 ビルデ マーカス

　 αγ

αγ

γ γ αγ

53. 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．

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

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

55. 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．
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56. 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，大学院学生 （芦原研）北出 修大， 

東京大学特別研究員 （芦原研）櫻井 敦教

　赤外フェムト秒パルスを分子と相互作用させると，振動緩和・構造変化ダイナミクスの観測や，化学反応制御が可
能となる．我々は，赤外プラズモンによりこの相互作用を増幅し，高感度・高効率な超高速分光・コヒーレント制御
法の開発を目的とした研究を進めている．今年度は，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 倍増強することに成功した．今後は，化学反応制御に向けて，プ
ラズモン増強による高振動準位への励起（振動ラダークライミング）に取り組む．

57. 共鳴ナノアンテナを用いた固体の高次高調波発生
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

　1 V/nm以上の強い光電場を物質に印加すると，従来の非線形光学では説明できない現象（強電場現象）が誘起さ
れる．強電場現象では，アト秒スケールのわずかな時間で電子を励起・加速することができるようになるため，小型
の電子加速器，アト秒光源，ペタヘルツエレクトロニクス素子をもたらす可能性をもつ．本研究では，固体結晶を舞
台とする強電場現象，なかでも高次高調波発生の実現と高機能化を目的としている．今年度は，プラズモニック・ア
ンテナによるナノスケール電場増強効果を用いた高次高調波発生を実現し，深紫外域のコヒーレント光発生に成功し
た．その際，高調波のスペクトル選択則は結晶構造を忠実に反映しており，局所的な発生効率は 桁向上すること
を見出した．今後，さらなる短波長化と高機能化に挑む．

58. 固体媒質における深紫外域の高次高調波発生
准教授 芦原 聡，大学院学生 （芦原研）梶 智博，大学院学生 （志村研）今坂 光太郎

　物質にクーロン電場に匹敵する程の高強度フェムト秒レーザーを作用させると，摂動論の枠組みを超えた応答が発
現する．これを強電場現象と呼ぶ．固体媒質を舞台とした場合，媒質中の電子が光電場によって直接的に駆動される
ことで，結晶のバンド構造や対称性を反映した高調波が放射される．この研究は，電子バンドトモグラフィーや，固
体媒質を用いた短波長コヒーレント光源の実現などの応用性を秘めている．我々は，中赤外フェムト秒パルスレーザー
を励起光源に用いることで，結晶のバンドギャップを大きく超える深紫外領域の高次高調波発生の実現と，その諸特
性解明を目的としている．

59. 超高速赤外分光による固体酸化物中プロトンダイナミクスの実時間観測
准教授 芦原 聡，東京大学特別研究員 （芦原研）櫻井 敦教

　プロトン伝導を利用した固体酸化物形燃料電池は，最近その重要性が高まっているが，そのミクロスコピックなメ
カニズムはこれまで十分明らかになっていない．その一番の理由は，従来行われてきた導電性測定では，プロトンの
ミクロな運動を直接観測することができなかったからである．そこで我々は，超高速赤外分光法を用いてプロトンの
ダイナミクスを観測することを目指した．測定の結果， 程度で緩和するプロトンの振動励起状態を観測し，プ
ロトン移動のポテンシャル面を見積もることができた．また温度依存性の測定から，プロトン移動をアシストするフォ
ノンモードを同定することもできた．本研究から得られた知見は，プロトン移動のメカニズムの詳細な理解を与える
ものとして価値あるものである．

60. 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． 年度の主な成果として，（i） 年度に提案
したシアシニングメカニズムに関する理論モデルの有効性をフラジャイルガラス形成物質の場合に広く確認し，同様
のアプローチに基づいて，異なるクラス（ストロング）のガラス形成物質について非線形レオロジーの理論モデルを
新たに提案した．（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を発表し，ガラス転移の新たな考え方を示した．その他に，過冷却液体や非ブラウン懸濁液にお
けるマイクロレオロジー研究に関するを展開し，その成果については論文誌に投稿中である．

61. グラフェンテラヘルツ発光・受光素子の実現に向けた研究
特任講師 守谷 頼

　グラフェンを用いることで，固体素子では実現が困難であった周波数 付近の発光・受光素子の実現を目
指す．
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機械・生体系部門
1. 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の滞留樹脂に起因する不良現象の解析を行うことを目的としている．本年度は，ノズル部
の開閉バルブピンに特殊機構を設けたホットランナー金型を用いて，ガラスインサート方式による直接可視化，およ
び流路冷却方式による固化サンプルの観察を行い，流路内滞留樹脂の排出速度を検討した．構造上特有の樹脂滞留状
態を明らかにし，さらにバルブピン特殊機構による滞留樹脂の排出促進の可能性を見出した．

2. 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，可視化加熱シリンダを用いてガラス長繊維，短繊維強化樹脂の可塑化過程を解析することを目的とする．
本年度は，これまでの連続可塑化過程における可視化解析の成果に基づき，新たに射出成形における計量可塑化過程
に可視化解析を適用し，短繊維および長繊維強化樹脂の可塑化過程の相違および長繊維強化樹脂の可塑化過程と繊維
折損過程との相関を具体的に明らかにした．

3. 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 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． 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．

4. 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． 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， 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．

5. 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， 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， 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， 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．

6. 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．

7. 難削材切削加工の研究
教授 臼杵 年

8. 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 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
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年導入， 年改修）の設置に始まった．以後，高速多段圧縮試験機（ 年設置），高ひずみ速度付与試験装置（
年設置）を利用して，材料ゲノムの取得は 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，
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．

9. 航空機用ものづくりの研究
教授 柳本 潤，特任助教 （柳本研）アーサン・サブリナ，特任研究員 （柳本研）樋口 拓也

　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．

10. 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

　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．

11. 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 次元血管モデルについて，医用画像から血管抽出および， 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．

12. 1D-0D 全身循環シミュレーションによる体循環血流解析の検討
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）平山 貢大，大学院学生 （大島研）張 浩，研究員 （大島研）仁木 清美

　心臓と血管系は密接に干渉しあい動作している．これは，動脈硬化の進行が左室収縮時の負荷を増大させることか
らも明らかである．心臓・血管系干渉の解析には，血圧・血流速度同時計測が必要であり，これは超音波装置により
可能であるが，計測部位に制限がある．そこで，血流シミュレーションに着目する．本研究では，心臓・血管系干渉
の重要因子である加齢変化に着目し，各年代の血行動態について，超音波実測とシミュレーション値を比較する．ま
た，比較結果に基づき，各動脈血管径や末梢血管抵抗，心臓モデルに対して補正を行い，波形改善の検討も行う．

13. 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 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 （ ）を用いて流れ場中の赤血
球の動態を粒子を用いる 次元 PTV （ ）により周囲流れ場と共に，巨視的，微視的視点か
ら 次元マイクロスケールで観察，計測し，定量的な評価を目指す．

14. 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 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 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 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．

15. 腹腔動脈狭窄時における膵十二指腸アーケードの血管リモデリングに関する数値解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）尹 彰永

　膵臓と十二指腸に動脈血を届ける血管である，膵十二指腸アーケードは，その両端がそれぞれ腹腔動脈と上腸間膜
動脈につながった構造を持つ．そのため，腹腔動脈狭窄時は，上腸間膜動脈から肝臓，胃，脾臓に血液を届けるため
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の側副血行路となる．また，その際には血管リモデリングが進行し，血管が大きく拡張することが知られている．こ
のような，血管リモデリングを伴う側副血行路の形成は，内臓虚血をきたす恐れのある腹部の手術において，考慮す
べき重要な要因である．しかし，膵十二指腸アーケードの血管リモデリングが内臓への血液供給に及ぼす影響は明ら
かになっておらず，手術方針は確立されていない状況である．そこで，本研究では，血管リモデリングを予測するた
めの数値解析手法の開発を行う．また，開発した手法を用いた解析によって，膵十二指腸アーケードの血管リモデリ
ングが，内臓への血液供給に及ぼす影響を解明することを目指す．

16. 分岐血管モデルの為の血圧無負荷状態推定法の検討
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）夏川 理央，研修実習生 （大島研）前田 渓太，研究員 （大島研）山本 創太

　動脈瘤などの血管病変予防と治療の為に血管の生体内力学状態の推定が求められている．本研究では負圧負荷によ
る血管の血圧無負荷形状（ZPS）推定法について，分岐形状への適用検討及び負圧負荷時の座屈抑制の為のフィリン
グ材物性値と適切なメッシュ構造の検討を行った．メッシュ構造については円管形状の周方向分割数とフィリング部
高さによる適切な結果解像度化を示すことが出来た．また手法の分岐形状への適用の為，該当形状によく見られる 8
の字形状とトラック形状での簡易形状 ZPS推定と評価を行った．

17. 腹部大動脈瘤用ステントグラフトの曲げ剛性測定および留置状態を模擬したステントグラフトの力
学的挙動解析

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

　研究内容の説明：腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術は低侵襲かつ短期的な治療が可能だが，ステントグラフト
がずり上がり，瘤が再形成し，破裂する症例が報告されている．本研究では，ステントグラフトのずり上がりのメカ
ニズムを解明する．ステントグラフトの力学特性解明の為，4点曲げ試験を行い，曲げ剛性特性は構造に依存する事
を示した．解明された特性を利用して，有限要素モデルを作成し，モデルの検証を行った．4点曲げ試験と同条件で
次元形状の解析を行い，最適なモデルの形状を計算した．これらの結果はずり上がり解析に応用可能である．

18. 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，腫瘍栄養動脈内にフック状のカテーテルを留置
することで高濃度の抗癌剤を腫瘍に供給できるが，カテーテル留置が困難な場合は直線状のカテーテルを外頸動脈の
本幹に留置する従来法の動注となり，その場合，腫瘍栄養動脈にどの程度の抗癌剤が流入するのかは未だに解明され
ていない．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 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．

19. CT 画像からの 3次元血管形状自動抽出手法，血管形状編集手法の開発
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，大学院学生 （大島研）陳 琰

　CTのスライス画像を重ねて 次元血管形状を構築する際には，近接血管がくっついて認識してしまったり，CT解
像度程度の細い血管が分岐することに起因する血管の突起など，セグメンテーション処理において医学的知見に基づ
いて手動で補正しなければならない．また，動脈瘤が出現する過程を考察するため，動脈瘤を除去した血管形状をセ
グメンテーション領域に対して手動で編集する必要がある．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．

20. 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，大学院学生 （大島研）陳 琰， 
大学院学生 （大島研）尹 彰永

　 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， 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 次元血管形状に対して， 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 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．

21. 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
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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．

22. 液体塞栓材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， 

研究実習生 （大島研）夏目 拓也，研究員 （大島研）向井 信彦

　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．開発手
法として実験および粒子法による数値シミュレーションを併用し，効率的な開発を目指す．

23. デジタルホログラフィック計測によるマイクロ混相流動現象の 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 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 次元情報を 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（ ）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生成・流
動挙動計測を行う．

24. 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 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， 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 次元速度
算出アルゴリズムの開発が重要な要素である．

25. 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， 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 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．

26. モデリング及び可視化機能のある統合的血流 1D-0D シミュレーションシステムの開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）陳 琰

　血流 シミュレーションは，手術効果予測・評価のために行われる．全身動脈の血流状態を直感的に把握す
るには，シミュレーション計算に使われる患者固有医療画像データだけでなく，統計データも取り入れて，人体の全
身循環網を 次元に構築し，可視化する必要性がある．本研究は，統計データに基づいて全身主な動脈の 次元モデ
ルを構築し，deformable modelの手法により患者固有経常モデルと連結させて，その上にシミュレーション結果を可
視化する．また，仮想手術と想定する，システム上でインターラクティヴに血管径を調整し， シミュレーショ
ンに使うインプットファイルを作成する機能もモジュールに取り入れる．

27. Development of a modified peripheral resistance model for patient-specific 1D-0D blood flow sim-
ulation inside the Circle of Willis (CoW)

教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）余 雪柯
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28. 血圧無負荷時における脳血管実形状予測と流体構造連成解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）佐藤 利彦，大学院学生 （大島研）小林 匡治，研究員 （大島研）山本 創太

　脳血管障害などの循環器系疾患において，血流が血管壁に及ぼす壁面せん断応力などの力学的ストレスが重要な原
因とされている．現在，CT・MRIなどから得た医用画像から作成した患者特有形状を用いた解析が行われている．
医用画像に写る血管形状は血圧がすでに負荷している状態のものであり，血管には応力が働いている．数値解析にお
いて，初期の応力 ひずみ状態が血管の変形解析に大きく影響を与える．しかし，医用画像からこの撮影当時の血管
に働く応力状態を取得することは出来ない．本研究では，血管の実形状をモデル化した形状にテーパ管を取り上げ，
このモデルに血圧と同じ大きさの負圧をかけることで血圧無負荷時の形状を推定する方法の検討を行う．その後，こ
の推定手法の有無が流体構造連成解析の結果に及ぼす影響の検討を行う．

29. 予測医療に向けた 1D-0D シミュレーションにおける医用画像データの不確かさの影響の検討
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）岡田 耕，大学院学生 （大島研）尹 彰永， 

大学院学生 （大島研）小林 匡治，研究員 （大島研）山田 茂樹

　過灌流症候群は頸部頸動脈狭窄症の外科治療の合併症として，その死亡率の高さから術前の予測が重要視されてい
る．Zhangらは患者の術前の医用画像に基づく血管形状や血流情報を用いた シミュレーションによって術前
後の脳血流量変化を予測することで，過灌流症候群のリスクを定量的に評価する方法を提案したが，予測精度の検証
は一症例に対して行われたのみにとどまる．また シミュレーションに対する感度解析・不確かさ解析によれば，
狭窄部位における圧力降下の大きさが予測結果に大きな影響を与えるが，狭窄部位の流体現象は Youngによる経験
的モデルに基づいており，患者固有の狭窄形状を考慮できない．そこで本研究では，狭窄部位においては患者固有形
状に基づく局所的な三次元流体解析を用いた計算による予測精度の向上を検証する．また，実形状での三次元流体解
析を踏まえた新たな狭窄モデルにより圧力降下を計算する手法を検討する．

30. 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）寺島 眞人，研究実習生 （大島研）山口 太， 

研究実習生 （大島研）高橋 志学，技術専門職員 （大島研）大石 正道，研究員 （大島研）山本 創太

　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．

31. 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） ，技術専門職員 （大島研）大石 正道

　

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’

32. 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）尹 彰永， 

大学院学生 （大島研）小林 匡治，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．
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33. 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フ ヅールの開発
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
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
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
分，これらの形状及び速度データの 血流解析部分，そして解析結果を 次元に可視化する可視化部の 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， 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， 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 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， ）そ
の条件を元に 血流解析による再解析を行うための Interactive機能， ）計算時間を短縮させる機能の実装を想
定する．

34. 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，助教 （東大）佐藤 正寛

　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．

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

36. 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 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
にこれら電荷を用いた分子動力学法に関する研究を行った．

37. タンパク質の正準分子軌道の新しい表示法の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行，大学院学生 （東大）江口 晴輝

　タンパク質の正準分子軌道は複雑かつ広範囲に広がっているため，通常の等値面表示法では詳細に観察することが
できない．そこで，雲モデルと VRを用いた新しい表現法を研究した．

38. 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，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， （ 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 や （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 型 」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．

39. 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，技術職員 （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， 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．
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40. 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 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 で把握する計測
法を開発する．

41. 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，助教 （平川研）大塚 由紀子，助教 （白樫研）高野 清，教授 工藤 一秋

　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．

42. 医療検体試料の高品位保存に関する研究
教授 白樫 了，部長 （神奈川県立がんセンター医療技術部）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， ， 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．

43. 細胞内への高効率物質輸送に関する研究
教授 白樫 了， （ ）

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

44. 低品位炭中の水分と自然発火に関する研究
教授 白樫 了，特任教授 小林 由則

　石炭の埋蔵量の半分を占める低品位炭を有効利用するためには，水分の除去が必須であるが，乾燥した低品位炭は
自然発火しやすくなることが知られている．本研究では，低品位炭の自然発火のし易さを簡易測定で予知することを
目的として，低品位炭中の水分の状態と自然発火の関係を明らかにする．

45. 東大・海洋エネルギー共同研究（H29～H31 年度）
特任教授 丸山 康樹

　全国 企業（＊）と海洋エネルギー発電技術（波力，潮流）について，共同研究を行う．①久慈波力発電所の維持・
効率向上②寒風沢発電所の維持・効率向上③新型波力発電装置（ ）の開発（＊）川崎重工精密機械カンパニー，
東京久栄，吉田組，東洋電機，サンユウシビルエンジニアリング，川田工業，若築建設，横浜ゴム，中部電力，電源
開発，九電工，中国塗料

46. 波力発電関連分野での新産業創出促進事業
特任教授 丸山 康樹

　平塚市からの委託を受け，波力発電関連分野での新産業創出のための調査検討を行う．①シュタットベルケ等の新
しいビジネスの調査②電力貯蔵の国内外動向調査等

47. 高耐熱構造部材の健全性診断のための高温環境における超音波可視化技術の構築
准教授 岡部 洋二，特任研究員 （岡部（洋）研）于 豊銘，助教 （岡部（洋）研）齋藤 理

　高温環境での構造材料の健全状態および材料特性の変化を詳細に調べることを目的として，レーザー超音波可視化
検査装置に光ファイバ超音波センサを組込むことで，高温環境に曝された構造部材における超音波伝播挙動を可視化
可能な，新たな高温用非破壊検査法の構築を試みる．
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48. 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．

49. 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．

50. 熱流体システムの形状最適化に関する研究
准教授 長谷川 洋介

51. 生体内における毛細血管網リモデリングに関する研究
准教授 長谷川 洋介

52. 乱流環境下におけるスカラー源探索アルゴリズムの開発
准教授 長谷川 洋介

53. 懸濁液の塗布乾燥に関する研究
准教授 長谷川 洋介

54. 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）趙 帥捷，大学院学生 （梶原研）呂 笑顔，大学院学生（梶原研） 鈴木 豪太

　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 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 ， 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．

55. 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，外国人特別研究員 （梶原研） ， 

大学院学生 （梶原研）菊池 章，大学院学生 （梶原研）金親 達哉， 
大学院学生 （梶原研）石東 輝，助教 （平川研）吉田 健治

　テラヘルツ波（波長 μm～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
間分解能 （検出波長：14.5 μm）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．

56. 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 （（独）情報通信研究機構） ， 

大学院学生 （梶原研）山中 和之

　 二重量子井戸構造を利用し， μm帯で圧倒的な感度を持つ検出器 CSIP （Charge Sensitive Infrared 
Phototransitor）の開発を行っている．最近では，検出波長領域拡大へ向けた三重量子井戸構造を持つ 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．

57. 変形加工学に関する研究
准教授 古島 剛
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58. 海洋センシングに関する連携研究
准教授 ソーントン ブレア

59. 福島第一原発事故による海底土の放射能汚染調査
准教授 ソーントン ブレア

　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．平成
年度は，原子力規制庁の委託事業において， ホースによる福島沖曳航調査（11月 日 月 1日， 月
日 ~18日の 航海）の曳航式スペクトロメータ測定結果を回収し，スペクトルデータの解析を行った．また，福島県
沖曳航調査で取得するデータを解析した結果について，地理情報システムの整備を行った．

60. 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

　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（

）装置「ChemiCam」を研究開発し，実海域での運用試験を行っている．平成 年度は，
において，遠隔操縦ロボットに ChemiCamを搭載し， 以上の深さにある沖縄トラフにおいて，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・間 水や粒子の成分を やレーザ
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る装置の開発を進めている．
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． ・ 航海では，レーザラマン装置による間 水計測を実施．チムニー麓の間 水から二
酸化炭素のピークをはっきり捉えた．

61. 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

　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． ～ の低高度からの画像マッピングでは，数 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 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， の高高度から 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 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．平成 年度は，クレスト課題の瀬底フィールドキャンペーンプログラムと合同で，琉球大学
やシドニー大学らとサンゴ礁の調査を および を用いて実施し， ではマンガ
ンクラストの調査を （インターフェロメトリーソーナー）， （高高度 画像マッピング）および

（マンガンクラストの厚さ計測）で実施した．

62. ホログラフィックカメラによるプランクトン計測技術
准教授 ソーントン ブレア

　アバディーン大学が開発したホログラフィックカメラ をベースとした高温熱水中の粒子をイメージン
グする計測技術に関する共同研究を行っている．平成 年度は， 航海において， に
を搭載して計測を実施，取得データの解析をアバディーン大学と共同で進めている．

63. 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 （九州大）川崎 洋，名誉教授 （東大）池内 克史

64. 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

65. 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
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66. 産学連携ワークショップを通したSTEM教育
講師 川越 至桜，准教授 （自治医科大）山邉 昭則，教授 大島 まり，教授 石井 和之

　近年，重視されている （ ）教育の新しい試みとして，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，産学連携ワークショップを実施した．その結果，ワーク
ショップ参加者は，理科への興味・関心が高まるだけでなく，科学技術や産業界，科学技術の社会的な役割や意義と
いった，科学技術と社会との関係を理解する上でも有効だということが明らかになった．

67. 産業界との協働による新しい教育活動・ワークショップの研究開発
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，産学連携出張授業・産学連携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．

68. 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
講師 川越 至桜，教授 大島 まり，教授 石井 和之，准教授 北澤 大輔，准教授 八木 俊介

　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次世代育成オフィスが中心となっ
て，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および貸出実験教材を開発し
た．

69. 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 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 物質効果の影響を受け変化することが確認できた．

70. ニュートリノ振動を考慮したニュートリノスペクトルの系統的研究
助教 （国立天文台）滝脇 知也，大学院学生 （東大）佐々木 宏和， 

講師 川越 至桜

　重力崩壊型超新星爆発から放射されるニュートリノスペクトルの評価には，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，ニュートリノ振動を考慮したニュートリノスペクトルを系統的に明らかにすることを目的
としている．

71. 柔軟物の動的操り
講師 山川 雄司

　高速ビジョンとアクチュエータを用いて，柔軟物を動的かつ巧みに操り，様々なアプリケーションを創出すること
を目指している．

72. 電磁力平衡式秤による高速高精度質量計測
講師 山川 雄司

　コンベア上を流れる搬送物の質量を高速・高精度で計測するためのシステム解析および制御を行っている．

73. 高速センサネットワークシステムとその応用
講師 山川 雄司

　各種センサをネットワーク上に接続し，センサネットワークシステムを構築することにより実世界を高速かつ包括
的に認識するシステム構築とその応用を目指している．
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74. 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（ ）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 」， ）海中で試料を採取
し固定するための機構， ）海中探査機に実装し現場環境で安定にに動作させるためのプラットフォーム，等の総合
的な技術開発を行っている．現在，浅海や深海において動作テストを行っている．今後，水産現場や外洋船舶のバラ
スト水など，様々な実環境で測定・評価を進める予定である．

情報・エレクトロニクス系部門
1. 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

　 年には 億個， 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
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， 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 条件が必須である．本研究開発ではこの 条件を満たすべく， 年比，
（1）消費電力 ，（ ）体積 ，（ ）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．

2. 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」，「 ．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
記二つの課題により，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，（ ）炭素配線を用いたエネルギー供給およびデータ通信の 回路による実現可能性検証を行った．

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. 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，特任助教 （合原研）神山 恭平，特任助教 （合原研） ， 

特任助教 （合原研）安田 裕之，准教授 河野 崇

　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（ ）
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 結合を 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
年に Science誌に 本の論文が掲載された．

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．
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6. 動的ネットワークマーカーを用いた複雑系における臨界遷移の予兆検出法の開発と応用
教授 合原 一幸，客員教授 陳 洛南

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

7. 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. 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．

9. 単一カーボンナノチューブのテラヘルツ分光
助教 （平川研）吉田 健治

10. 赤外分光法の食品科学への応用
助教 （平川研）大塚 由紀子

11. 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，特任研究員 （平川研）杜 少卿， 
学振特別研究員 （平川研） ，特任助教 （平川研）張 亜， 

大学院学生 （平川研）鶴谷 拓磨，大学院学生 （平川研）中津川 広樹

　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．（ ）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．（ ）単一カーボンナノチューブのサブレベル間遷移の
スペクトルの観測に成功した．観測されたスペクトルと電子間相互作用の効果について議論を行っている．

12. 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，水と糖を含んだタンパ
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．また水素結合の温度依存性の実験を開始した．

13. 0.1V 動作を目指した超低電圧・超低消費電力デバイスの研究
教授 平本 俊郎，准教授 小林 正治，助手 （平本研）更屋 拓哉， 
特任研究員 （平本研）水谷 朋子，特任研究員 （平本研）竹内 潔

　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， 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 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（ ）動作が においてし
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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．

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

大学院学生 （平本研）高 爽

　 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，スタティックランダムメモリ（ ）において，複数回のストレスを印加することによりによりばらつき
を自己修復する手法を提案し，実測により の安定性向上を実証した．

15. 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，大学院学生 （瀬崎研）伊藤 匡一

　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 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．

16. 動物を利用したセンシングに関する研究
教授 瀬崎 薫，准教授 （東大）小林 博樹，大学院学生 （瀬崎研）梅沢 啓佑

　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． 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， 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．

17. 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）江 甜甜，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）ベン ルクタンチチョーク， 
大学院学生 （瀬崎研）楊 珂為，大学院学生 （瀬崎研）中村 裕一

　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．

18. 無線センサネットワークによる都市空間センシング
教授 瀬崎 薫，助教 （瀬崎研）伊藤 昌毅，大学院学生 （瀬崎研）江 甜甜，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）中村 裕一

　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 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．

19. 分子通信の効率化の研究
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．
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20. 深層学習に対する効率的なブラックボックス攻撃とその対策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，特別研究員 （産業技術総合研究所）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　機械学習技術を使った人工知能の応用が過熱している今，それを騙す攻撃の研究は喫緊の課題である．実際，デー
タにわずかな改変を加えることで学習器の出力を大きく誤らせる攻撃がいくつも知られている．既存の攻撃の多くは，
攻撃者が対象となる学習器の内部情報を事前に知っておく必要のある「ホワイトボックス攻撃」であった．もしくは，
内部情報が不必要な「ブラックボックス攻撃」であったとしても，事前情報不足を補うための学習器への「問い合わ
せ回数」に相当する下準備の負荷が高かった．本研究では，より現実的な攻撃として，効率的なブラックボックス攻
撃を考案しそのインパクトを解析した．また，その攻撃に対して防御側が行うべき対策の考え方を示した．

21. POW型ブロックチェーンの安全性証明と実務的知見の導出
技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗，教授 松浦 幹太

　暗号通貨などへの応用が進んでいるブロックチェーンとして代表的なものに， （ ）型のブロック
チェーンがある．応用が過熱しているにもかかわらず安全性評価が不十分であったが， 年にようやく理論的な
安全性評価が発表された．本研究では，そこで示された安全性証明に誤りがあることを指摘し，それを修正した．ま
た，修正後の証明から，実装する際に選択すべきパラメータのサイズとして推奨すべきサイズなど，実務的に有用な
知見を導出した．

22. ブロックチェーンと秘密分散法を用いた情報ライフサイクル制御
大学院学生 （松浦研）今田 丈雅，教授 松浦 幹太

　例えばメールサーバを経由する電子メールのように，中央サーバを経由する通信では，ユーザーからデータの制御
権が離れてしまう．すなわち，サーバにログを残すと，ユーザの意志と関係なく，メールに関する情報（場合によっ
ては内容全て）が後になって使われる可能性が残る．そのような脅威に対抗するためには，データに期限を設定し，
期限が来たら自動的に情報が消去されるような仕組みに一定の有効性がある．本研究では，公開分散型台帳と秘密分
散法を組み合わせることによって，そのような要請を満たす仕組みを提案する．このシステムは，信頼できる第三者
機関やセキュアなハードウエアを必要とせず，シビル攻撃という重要な攻撃にも耐性があるという性質を持つ．

23. 高度な漏洩耐性を持つ述語署名
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，教授 松浦 幹太

　暗号プロトコルが満たすべき性質の中で，秘密 に関する情報が部分的に漏洩しても安全性が保持されることを保
証する漏洩耐性は，その暗号技術を実用化する上で重要な性質である．本研究では，漏洩耐性の中でも高度なモデル
である「 モデル（ ）」において適応的安全性という高い安全性を満たす述語署名
（Predicate Signature）というタイプの電子署名構成法を提案する．本研究の成果により，暗号理論で長く未解決であっ
た つの問題を同時に解決することができた．

24. 公開 型検索可能暗号を用いた適応的安全な匿名 ポリシー型属性ベース暗号の一般的構成
大学院学生 （松浦研）林田 淳一郎，大学院学生 （松浦研）石坂 理人，研究員 （産業技術総合研究所）坂井 祐介， 

研究グループ長 （産業技術総合研究所）花岡 悟一郎，教授 松浦 幹太

　検索可能暗号は，暗号化されたデータから特定のキーワードを含むデータのみを検索することができる手法である．
検索可能暗号には共通 型と公開 型の方式が存在する．公開 型の検索可能暗号は ベース暗号から一般的に構
成可能であることが証明されている．このように暗号要素技術間の関係性を厳密に証明することは，今後の方式設計
の指針を与えるという点で重要である．一方，より複雑な検索条件を利用可能な公開 型検索可能暗号について，
ポリシー型属性ベース暗号からより複雑な検索条件を利用できる公開 型検索可能暗号を一般的に構成可能であるこ
とは証明されているが，その逆が可能かどうかは分かっていなかった．本研究では，論理積及び論理和を用いて検索
条件を指定できる公開 型検索可能暗号から，適応的安全な匿名 ポリシー型属性ベース暗号が一般的に構成可能で
あることを厳密に証明した．

25. 仮想通貨を用いたワンショット型の公平なストレージサービス
大学院学生 （松浦研）今田 丈雅，教授 松浦 幹太

　今日，クラウドストレージサービスは急速な普及をみせている．クラウドは便利である一方で，ユーザー側からす
ればクラウドは他人であり信頼できない．そのような安全性の懸念を解消するために，外界にあるデータの完全性（改
ざんされていないこと）を検証するプロトコルが提案されてきた．しかし，特に有料のクラウドサービスについては，
利用料金に関する不正や詐取などの課題もあり，問題は複雑である．本研究では，これらの問題を同時に解決する技
術として，ストレージサービス業者が，ユーザーと合意した一定期間ユーザーから預けられたデータを（完全性を保っ
て）保持した場合には必ず，また，その場合にのみ，それに対する報酬としてユーザーから公平に利用料金を徴収で
きる仕組みを提案した．具体的には，仮想通貨を用いてワンショット型の公平なストレージサービスのプロトコルを
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構成した．また，プロトタイプ実装により，技術的パフォーマンスだけでなく，経済学的な評価も行った．

26. 攻撃情報も学習して深層学習を保護する技術の副作用とその緩和策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，特別研究員 （産業技術総合研究所）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　深層学習で使われる畳み込みニューラルネットワーク（ ）は，画像認識や音声
認識，自然言語処理などへ応用した際に高い精度を出すことがわかってきたため注目を集めている．しかし一方で，
CNNへの入力データに微小な改変を加えることで出力を大きく誤らせることが可能な敵対的入力の存在が報告され
ており，CNNを実社会で用いる際に大きな脅威となることが予想される．この問題に対して頑健な識別器を構成す
るテクニックとして，敵対的入力も学習用データに加えて学習する「敵対的訓練（ ）」と呼ばれる
手法が提案されており，敵対的入力に対する耐性を向上させることが確認されている．本研究では，この敵対的訓練
における問題点として副作用を指摘し，その対策法を提案した．具体的には，CNNに対して敵対的訓練を行うと（本
来高い精度で識別できるはずの）ランダムノイズが乗ったデータに対する識別率が大きく減少してしまうことを指摘
する．その問題を解決するためにランダムノイズを付加した画像も教師データに加えて学習する手法を提案し，計算
機実験により提案手法の有用性を実証した．

27. 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 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， 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．

28. 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．

29. IoT ノード向けのエネルギーハーベスティング，無線給電，DC-DCコンバータ
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　設置後は電池交換不要で永久に動作する IoTノードを実現するためには，エネルギーを環境から取り出すエネル
ギーハーベスティングや無線給電と，それに伴う電圧変換回路（ コンバータ）が必要とされる．未来の IoTノー
ドの方向性を探索する研究として，ヒューマン・コンピュータ・インタラクションと集積パワーマネジメントの異分
野連携により，超音波集束ビームを用いて空中浮遊・移動する直径 4ミリメートルの極小 光源を開発した．無
線給電を使用した電池の不要化と， 点灯に必要な無線給電用受信回路の専用 IC化の 点を工夫したことで小型・
軽量化を実現し，超音波による微弱な力でも浮き上がらせることに成功した．極小 光源の空間中の移動と点灯・
消灯はコンピュータから無線で制御でき，将来は手で触れる空中ディスプレイ向けの発光画素への応用が期待される．

30. パワートランジスタ（IGBT）駆動用波形制御プログラマブルゲートドライバ
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　パワーエレクトロニクスと LSIの異分野連携により， のゲート駆動電流をデジタルインタフェースで変えら
れるプログラマブルゲートドライバ ICを開発した． のスイッチング過程におけるゲート電圧波形を最適に動
的制御することにより，スイッチング時の損失低減とスイッチングノイズ低減を両立することができた．

31. マイクロプロセッサの高エネルギー効率動作に向けたオンチップ電源回路
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　メニーコアのマイクロプロセッサを高性能かつ低消費電力に動作させるためには，要求性能に応じてコア毎に最適
な電源電圧を供給することがキー技術となっている．マイクロプロセッサ上のコア数は増加する一方のため，必要な
電源電圧の種類も増加するが，マイクロプロセッサ外部に多数個の コンバータを設置して多種類の電源電圧
を供給することはサイズの観点で困難である．そこで，マイクロプロセッサのチップ上に搭載できる超小型のオンチッ
プ電源回路が必要とされている．そこで本研究では，チップコンデンサ（MLCC）を LSI上に直接実装した高効率で
電力密度の高いスイッチトキャパシタ コンバータを開発した．

32. 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 （ ）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
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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 （ ）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
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 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．

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，

以下の超低電圧において従来の 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 （ ）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．
は従来の 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 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. Zn GaN for single photon emission
准教授 ホームズジェームズマーク

　

35. InGaN quantum dots in porous micro pillars
准教授 ホームズジェームズマーク

　

36. III-Nitride Based Ultraviolet band Single-Photon Source
准教授 ホームズジェームズマーク

　

37. Emission dynamics of III-nitride quantum dots
准教授 ホームズジェームズマーク

　

［卓越研究員事業］．

38. 非線形時系列解析とその分野横断的応用
特任准教授 平田 祥人

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

39. 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 （九州大）川崎 洋，名誉教授 （東大）池内 克史
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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，教授 （工学院大） 坂本 哲夫，助教 （東大）冨安 文武乃進

　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 収
束イオンビーム（ ）を用いた，新しい表面局所分析法を開発した．具体的には， 加工断面の飛行時間
型二次イオン質量分析（ ）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，講師 （東京理科大）野島 雅，助教 （東大）冨安 文武乃進， 

大学院学生 （東大）Kang Sohee，大学院学生 （東大）高木 雄斗， 
大学院学生 （東大）東 岳輝，大学院学生 （東大）松村 康平

　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 収束イオ
ンビーム（ ）を SIMS装置の一次ビームに採用し， 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 分析なる
独自の微粒子定量分析法や， 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 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，助教 （東大）冨安 文武乃進，大学院学生 （東大）Kim Yun， 

大学院学生 （東大）Chen Sunwei，大学院学生 （東大）江川 拓也， 
大学院学生 （東大）永山 翔大，大学院学生 （東大）鈴木 匠

　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 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. 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（ ）やパーフルオロオクタン酸（ ）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．

6. 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

　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．

7. 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）園部 恵理

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

8. ハイブリッド糖脂質の合成
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）市川 剛

　糖タンパク質由来のオリゴ糖鎖をエンド酵素を用いて脂質に結合させることを試みている．生成物は抗体作製など
に応用する．
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9. 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，助教 （藤岡研）上野 耕平

　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．

10. 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，助教 （藤岡研）上野 耕平

　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．

11. 遷移金属含有ガラスの合成と磁気光学特性
教授 井上 博之，助教 （井上研）中塚 祐子

　青色あるいは紫外の半導体レーザー用の光制御素子への応用が可能な磁気光学材料の創製を目指し，遷移金属を大
量に含有するガラスを無容器浮遊法により作製し，その磁気光学的性質，光学的性質の調査を行っている．

12. 遷移金属あるいは希土類元素含有ガラスの合成と物性
教授 井上 博之，助教 （井上研）中塚 祐子

　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．

13. ガラス・非晶質の構造解析
教授 井上 博之，助教 （井上研）中塚 祐子

　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．

14. 水素終端ダイヤモンド単結晶における表面伝導に及ぼす吸着種の影響
教授 光田 好孝，助教 （光田研）神子 公男，大学院学生 （東大）八馬 健太

　ダイヤモンド表面の物性は，終端元素によって正反対に変わりうる．中でも，水素終端表面は，p形電気伝導性や
負の電子親和力といった特異な性質を示す．この要因については，表面に単分子層吸着した水による表面バンド構造
変化といわれているものの，確定的な証左は実験的に見つかっていない．本研究では，水素終端ダイヤモンド表面に
表面吸着するガス分子が表面電気伝導に及ぼす影響について調べている．

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） ， 

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，大学院学生 （工藤研）竹内 優太，大学院学生 （工藤研）前田 純一

　生体内でアセチル とマロニル 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. 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

18. 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
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19. 分子磁気光学教材の開発
教授 石井 和之

20. 刺激応答性クロミック材料の開発
教授 石井 和之

21. 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

22. フタロシアニンの光機能化に関する研究
教授 石井 和之

23. 抗酸化物質の検出・定量分析法の開発
教授 石井 和之

24. 酵素・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

25. ホモキラリティの起源に関する研究
教授 石井 和之

26. キラルな配位子を有する希土類錯体の円偏光二色性
教授 石井 和之

27. ポリオキソメタレート錯体結晶の磁気的性質
教授 石井 和之

28. シトクロム c錯体の分光学的研究
教授 石井 和之

29. クロロフィル集合体の磁気光学分光
教授 石井 和之

30. ポリマー結晶の準安定状態に関する研究
教授 石井 和之

31. 自動車排ガス浄化用触媒システムの構築
教授 小倉 賢

32. 外部刺激応答性発光を示す有機固体物質の創成
助教 （小倉研）務台 俊樹

33. 励起状態分子内プロトン移動（ESIPT）機構に基づくストークスシフトの大きな発光を示す有機固
体物質の開発

助教 （小倉研）務台 俊樹
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34. 結晶多形依存性を示す有機固体発光物質の創成
助教 （小倉研）務台 俊樹

35. 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．

36. 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（ ）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， 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．

37. 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．

38. 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 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， 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ー異種金属ペ
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．

39. 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．

40. メソポーラス物質の細孔に閉じ込められた相変化物質PCMsの融解挙動の解析
教授 小倉 賢

　均質ナノ空間内に閉じ込めた相変化物質 の熱融解および凝固の挙動を把握し，熱マネ
ジメント応用へと展開する基礎研究．

41. 窒素置換メソポーラスシリカを用いたクライゼンシュミット反応によるファインケミカルズ合成
教授 小倉 賢

　様々な薬理作用を示す有効なケミカルズ（カルコン類，フラバノン類）を不均一触媒系（窒素含有メソポーラスシ
リカ）にて選択的に合成するためのクライゼンーシュミット反応のメカニズム解析を行う．

42. 定常状態同位体過渡速度解析法によるゼオライト上でのメタノールーオレフィン反応解析
教授 小倉 賢

　メタノールから低級オレフィンを合成するメタノールーオレフィン（ ）反応は，プロピレンなど有効な成分
の選択性および収率を向上させるなど時代のニーズに合わせた脱石油化学プロセスとして期待されている．それを触
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媒するゼオライト上での反応機構解明を，定常状態同位体過渡速度解析法（ ）を用いて検討している．

43. モジュラーアプローチによる含金属分子集積体の開発
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）髙橋 礼，大学院学生 （北條研）牧田 雅貴， 

大学院学生 （北條研）張 成 ，大学院学生 （北條研）金田 翔平

　特定の組成・構造をもつ有機分子を機能性モジュールとして用い，その空間的配置や構造的な連結トポロジーに依
存した増強 /変調現象について調べる．特に， 塩基 遷移金属錯体をモチーフとしたオリゴ縮環サルフェンや
色素共役型錯体を中心に，π共役鎖や架橋型配位子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する．

44. 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 （長崎工技セ）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．

45. ホモローグ分子集積制御によるクロミック特性の発現変調
准教授 北條 博彦，大学院学生 （北條研）加藤 拓，大学院学生 （北條研）牧田 雅貴， 

大学院学生 （北條研）黄 弘伊，大学院学生 （北條研）池戸 花

　アルキル鎖の炭素数のみが異なるホモローグ（同族体）を利用することにより，分子の機能性中心は変えずに分子
の集積形態だけを変え，材料機能を変調する方法について研究する．特に集積構造に依存してフォトクロミズムやサー
モクロミズムを示す 塩基化合物に着目し，集積構造とクロミック特性の関係を明らかにするとともに，その特
性の定量的な評価法についても新たに提案する．

46. 低分子易ガラス化材料をもちいた蓄熱システムの開発
准教授 北條 博彦，教授 （筑波大）齋藤 一弥，講師 （筑波大）山村 泰久，大学院学生 （北條研）虞 峰， 

大学院学生 （北條研）鈴木 將宏

　過冷却により容易にガラス化し，また加熱過程で発熱を伴う結晶化（冷結晶化）を示す物質は，蓄熱材料として有
望である．我々が近年開発した遷移金属錯体を中心に，蓄熱挙動に優れた材料を探索し，高エネルギー密度を実現す
る蓄熱システムの開発をめざす．

47. 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．

48. 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

　金属ー金属間結合は，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．

49. 高機能性ベースメタル触媒開発
准教授 砂田 祐輔

　有機化合物の合成・変換における多くの場合において，貴金属化合物が触媒として用いられている．近年，貴金属
の枯渇や価格の高騰から，貴金属を用いない触媒の開発が望まれており，当研究室では，鉄などの安価なベースメタ
ル触媒の開発を行っている．

50. 炎症・がんにおけるHMGB1 の役割
特任准教授 柳井 秀元
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51. 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．

52. 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． Te4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，

Te4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．

53. 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 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．

54. 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，比較的高い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 ”
可能な限り簡易に ”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．

55. 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．

人間・社会系部門
1. 室内温熱環境・エネルギーシミュレーションおよび空調制御技術の開発

教授 加藤 信介

　ネットワークシミュレーションによる，建物のエネルギー使用シミュレーションに を組み込み，室内温度分
布が空調エネルギー使用に及ぼす影響を考慮するシミュレーションにより，精緻な建物エネルギー使用のシミュレー
ションを行う．また，室内温度分を有効に生かす空調システムを開発する．

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

　室内の空気温熱環境の形成に預かっている各種要因とその寄与（感度）を放射および室内気流シミュレーションに
より解析する．これにより一つの空調吹出口や排気口，また温熱源などが，どのように室内の気流・温度分布の形成
に関わっているか，またこれらの要素が多少変化した際，室内の気流・温度分布がどのように変化するかを解析する．
本年度は，人の活動の有無が室内気流に与える影響に着目し，人の移動を伴う汚染室から非汚染室への汚染物質輸送
性状について検討した．人の動きによって成立する気流とその二酸化炭素濃度分布への寄与について検討した．
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3. 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．

4. 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．

5. 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 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．

6. 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 （ ）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 Ⅱを用いた． （遺伝的アルゴリズム　 ）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．

7. 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 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．

8. IoT 特別研究委員会
教授 野城 智也

　生産技術研究所の 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，「loT由来の脅威」への対処方策などの知見を共有して，loT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．

9. 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， （ ）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 ，生産の ，運用
の 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， を利活用
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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．

10. 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．

11. 住宅履歴書データの利活用
教授 野城 智也

　住宅履歴書に格納された情報を利活用するためのシステム開発

12. 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．

13. Design led innovation に関する研究
教授 野城 智也，教授 ペニントンリチャードマッキントッシュマイルス，助教 （野城研）森下 有

　デザインが機縁となって生起するイノベーションの組織・プロセスのあり方を研究するとともに，その成果を実践
することを目的とする．

14. Digital Building - 包括的ライフサイクルマネジメントのためのBIM-IoT 連携に関する研究
教授 野城 智也

15. ミャンマーにおけるRC構造物の地震被害関数の構築
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，研究実習生 （目黒研）原 菜摘

16. 光学衛星画像とSAR画像の統合分析による津波浸水域抽出手法の開発
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，研究実習生 （目黒研）支倉 一磨

17. 災害リモートセンシングの社会実装による災害レジリスンス向上に関する研究
助教 （目黒研）郷右近 英臣

18. 粒子法による自己浮上式津波避難施設の動的挙動シミュレーション
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，大学院学生 （目黒研）昌本 拓也

19. 洗濯機の転倒防止装置の性能評価に関する研究
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，研究実習生 （目黒研）木村 祐介

20. インドネシアRC構造物を対象とした地震被害関数の改良に関する研究
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，大学院学生 （目黒研）

21. 組積壁を有する鉄筋コンクリート（RC）フレーム構造へのPP- バンド構法の耐震補強効果の評価
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，大学院学生 （目黒研）Vasireddy Silpa Chowdary

22. ヤンゴン市のスラム街構造物の脆弱性評価
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，学部学生 （目黒研）河野 勇介
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23. ヤンゴンの災害対応業務工程に関する研究
助教 （目黒研）郷右近 英臣，教授 目黒 公郎，講師 沼田 宗純，大学院学生 （目黒研）菊池 玲奈

24. 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

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

26. 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口 健一

27. 衛星ビッグデータを用いた地球環境変動の解析とモニタリング
助教 （沖（大）研）山崎 大，准教授 沖 一雄

　数ペタバイトにおよぶ長期間・高解像度の衛星観測データを用いて，地球規模での水域分布図の構築や，河川水温
の長期トレンド検出など，大規模データ解析にもとづく地球環境変動の新たな知見を創出する．

28. 次世代陸域水循環モデルの構築
助教 （沖（大）研）山崎 大，教授 沖 大幹，准教授 芳村 圭

　大気大循環モデルの陸面境界条件を与えるために開発された「陸面モデル」を高度化し，既存の 1次元鉛直フラッ
クス計算だけでなく， 次元的な陸水動態までも考慮した「次世代陸域モデル」を開発する．その際，サブグリッド
地形の取扱いを工夫することで計算効率を大幅に向上させ，気候モデルとの結合やリアルタイム数値予報に活用でき
る陸域モデルを目指す．

29. データ同化を用いた洪水予測シミュレーションの精度向上
助教 （沖（大）研）山崎 大

　従来の広域洪水予測シミュレーションでは，気象予測のみを外力としており，その誤差が洪水予測の精度に大きく
影響してた．本研究では，衛星観測等による地表水の現状を河川モデルに同化することで，短期～中期の洪水予測の
大幅な精度向上を目指す．

30. 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．

31. アジア近代の都市と建築の歴史的研究
教授 村松 伸

　19～ 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．

32. 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．

33. 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．
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34. 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．

35. 都市に関する文明史的研究
教授 村松 伸

　世界の都市の 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．

36. ひび割れ自己治癒コンクリートの実環境暴露試験に関する研究
教授 岸 利治

37. 再生可能エネルギー熱利用システム技術開発
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

　水ループによる熱のネットワークを構成して様々な再生可能エネルギーを利用し，これを熱源とするヒートポンプ
を用いて冷暖房や給湯など多目的な熱需要に高効率に応える水循環・分散型ヒートポンプシステム技術を研究開発す
る．

38. 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，講師 菊本 英紀

　エネルギーの需給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収集，
需要・発電量良さ奥に関する既存技術の調査・比較， ）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， ）街区モデルへの拡張，4）1及び 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，これら 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

39. 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，講師 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の向上を図り，大気汚染や雲形成などを含めたマルチ
スケール・マルチフィジックス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．

40. 上空風観測技術に関する研究
教授 大岡 龍三，講師 菊本 英紀

　上空風速鉛直分布を計測し，風速鉛直勾配から地表面摩擦の影響を評価する．

41. 高温排気ガスの大気拡散予測手法の開発
教授 大岡 龍三，講師 菊本 英紀

　建築設備排気等の高温低密度ガスの大気拡散状態の数値予測手法を検討する．

42. 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，講師 菊本 英紀

　屋外かつミスト噴霧環境下において，屋外ミスト機器が人体に及ぼす人体熱収支モデルを組み込んだ暑さ評価指標
を構築し，実証実験による効果評価を行う．

43. 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

44. 文化財建造物の保全に関する研究
教授 腰原 幹雄
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45. 組積造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

46. 都市木造に関する研究
教授 腰原 幹雄

47. 3D プリンタ等の次世代技術を用いたローコスト住宅のプロトタイピング
教授 今井 公太郎

48. 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，特任助教 （今井研）新井 崇俊， 

特任研究員 （今井研）伊東 優，特任研究員 （今井研）国枝 歓

　東大柏 キャンパスを整備するにあたり，機能上の位置づけと敷地条件を考慮して，建物および地域を活性化すべ
く，産学官民連携施設の設計監修を行っている．

49. 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）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
計を行うとともに，産学官民連携施設の設計監修と現場監理を行った．

50. 地域分析の手法に関する研究
教授 今井 公太郎，准教授 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）張 唐

　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継続して研究している．本年度は，大規模なジオタグ付
き写真データを用いて日本全土の観光ポテンシャルを分析するとともに，民泊仲介サイトの統計データから東京都区
部の地域特性を分析した．

51. 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，准教授 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

　空間設計の下敷きになる数理解析手法の研究および，開発した手法に基づく空間設計の実践を継続して行っている．
本年度は，展示物のビジビリティ解析に基づく部屋の最適形状と，平面ネットワーク上の最短路探索に基づく歩行空
間のデザインについて研究した．

52. 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）国枝 歓，特任研究員 （今井研）伊東 優

　新たな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・生産技術研
究所研究実験棟Ⅰの設計を通じて，その有効性を検証した．

53. 水同位体情報を用いた気候と水循環に関する研究
准教授 芳村 圭

　水の中の水素安定同位体比或いは酸素安定同位体比を地球システムモデルに組み込むことによって，複雑な地球水
循環過程における水の動きを詳細に追跡し，気候システムとの関連について研究している．同時に，質量分析計・分
光分析計や人工衛星を用いて地球上様々な場所での雨や地表水，水蒸気等の同位体比を観測している．

54. 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，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
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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．

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

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

56. 国や地域のサステナブルな情報流通を支える基盤技術の開発
准教授 関本 義秀

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

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

　人々の流動を様々な分野に適用するために，災害時のみならず観光行動や交通モードの推定によるモビリティ分析
を行なう．

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

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

59. 都市ダイナミクスの再生に関する研究
助教 （関本研）樫山 武浩

　都市部における人々のモビリティデータの作成と災害時の行動予測を行う．

60. 然形学の体系
准教授 川添 善行

61. 建築の時間論
准教授 川添 善行

62. 人を健康にする建築のあり方
准教授 川添 善行

63. 3D プリンタによる建設方法の開発
准教授 川添 善行

64. 気候変動適応策の総合的な費用便益分析と水関連災害の適応策の費用便益分析
准教授 平林 由希子

　将来の経済的制約の下での気候変動による被害対策では，気候変動の影響そのものを緩和する緩和策と発現した影
響に適応する適応策とのバランスが重要である．しかしながら，地球規模の温室効果ガスの削減目標に対応するよう
な，地球規模の適応策の投資目標やその効果などの定量的な数字は現時点では存在せず，国際社会から具体的かつ定
量的な適応策の費用便益に関する科学的な情報が求められている．本研究開発では，気候変動に対する適応費用の大
半を占めると考えられる，水関連災害について，地球規模の気候変動適応策に関する費用と便益の推定に挑戦する．
水関連災害（洪水・渇水）を対象に，1）過去の気候変動由来の被害額の整理， ）実施可能な適応策オプションの単
価費用の調査， ）適応策オプションごとの適用便益の算定，4）温暖化レベル・適応策オプションごとの地球規模の
気候変動による影響とその被害額の推計を行う．最終的には，それらの適応費用と便益の総和を求め，地球規模の緩
和策と比較が可能な，地球規模の適応策に関する科学的定量的な基礎情報を創出することを目標とする．
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65. 大規模アンサンブル気候実験によるアジアの洪水に対する温暖化の影響の調査
准教授 平林 由希子

　多くの人口と財が集中し今後の経済発展が見込まれるアジア低平地では，世界の気候モデルの大多数において
世紀末に 年に 1度の規模の大洪水の頻度が増加すると予測されており，同地域における洪水に対する温暖化の影
響を定量的に評価することは，アジアならびにアジアに多くの経済活動を依存する日本国において急務の課題である．
そこで本研究は，アジア域の大河川流域を対象に，大規模アンサンブル気候実験を用いた河川氾濫実験を実施し，過
去の洪水の発生確率に対する温暖化の寄与を広域に定量的に評価する．地球温暖化と洪水リスクの関係を明らかにし，
緩和適応策に必要な科学的情報を創出することが本研究の最終目標である．

66. 最新の人工衛星データと統合水資源モデル，河川氾濫シミュレーターを利用した全球地球水循環の
再解析

准教授 平林 由希子

　地球システムは物理・化学的環境と生命圏が複雑に相互作用しており，このシステムに育まれて人類は発展してき
た．しかし，産業革命以降，急激な人口増加と産業活動拡大により，人間活動は全球スケールで地球システムを変化
させて地球人間圏を形成し，地球史上，人類世（人新世： ）ともよばれる時代を生み出すに至った．こ
のような地球システムに生きる人類は，今後どのような未来可能性をもって「持続可能に」生存できるのか．この問
いに答えるため，人間の生存基盤である水に焦点を当て，これまで人間が地球水循環に与えてきた影響を定量化する
と共に，洪水や渇水といった水関連災害の変化の検出や，水資源の持続可能性を評価するための基礎情報を創出する
ことを目的とする．

67. データ同化解析によるRC床版の疲労余寿命解析
特任准教授 田中 泰司

68. 過去 120 年間におけるアジアモンスーン変動の解明
特任准教授 木口 雅司

69. インド亜大陸東北部における大気鉛直構造の解明
特任准教授 木口 雅司

70. タイ国における気候変動情報の将来シナリオ開発
特任准教授 木口 雅司

71. インド亜大陸北東部の転倒ます型雨量計網による TRMM-2A25 降水量気候値の検証
特任准教授 木口 雅司

72. 通信制高校N高等学校との協働によるマインクラフトを通じた地域資源発信プロジェクト
講師 林 憲吾，客員研究員 （東大）田口 純子

73. モンスーンアジアにおける近代木造比較研究
講師 林 憲吾

74. 都市と農村の相互作用システムの構築と豊かさの創造
講師 林 憲吾，教授 （滋賀大）森 宏一郎

75. コンクリートの完全なリサイクル
講師 酒井 雄也

　粉砕および圧縮成形によりコンクリートがれきを再生することで，副産物が発生せず，新たな材料の投入を必要と
しないリサイクルを試みている．
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76. コンクリートの劣化機構の解明
講師 酒井 雄也

　マイクロ /ナノ流路を用いた模擬実験により，コンクリート中の微小細孔で起こる現象を模擬し，コンクリートの
各種劣化機構を試みている．

77. 特殊装置によるコンクリートの分析
講師 酒井 雄也

　これまでに によるコンクリート中の空 構造の三次元観察，MRIによるコンクリート中の水分分布の三
次元観察，SPMによるコンクリート表面のミクロな表面物性評価を実施している．

78. 気体や液状水のコンクリートへの侵入挙動の評価
講師 酒井 雄也

　水銀圧入法により得られるコンクリート空 構造といった実測値や，水セメント比や養生条件といった作製条件か
ら，コンクリート中の気体や液状水移動を予測する手法を提案している．

79. コンクリートの変形メカニズム
講師 酒井 雄也

　高圧三軸試験によりコンクリートが延性・塑性変形を示すメカニズムを検討している．

80. 飛翔体の高速衝突に関する研究
講師 酒井 雄也

　飛翔体が高速で衝突した際に生じるコンクリートの変化を，空 構造や化学組成などの観点から分析している．ま
た衝突時に生じる応力や発熱の実測を試みている．

81. 被膜養生剤の作用機構に関する研究
講師 酒井 雄也

　コンクリートからの水分逸散を抑える目的で使用される養生剤の作用メカニズムには不明な点が多いため，その解
明を試みている．

82. 環境パラメータの逆解析手法に関する研究
講師 菊本 英紀

　計測と数値予測，統計分析などを融合し，未知の環境パラメータを逆解析する手法を研究している．その応用例の
ひとつとして，環境汚染物質の濃度計測データをもとに，数値流体解析とベイズ統計モデリングを用いて，その汚染
物質の発生源を確率的に同定する手法を研究している．

83. 都市・建築環境中の空気流動および物質・熱の拡散現象に関する研究
講師 菊本 英紀

　観測や風洞実験，数値流体解析を用いて都市や建物周辺に形成される気流と，気流による物質や熱の拡散現象の研
究を行っている．

84. 建物における省・創エネルギーのための機械学習・AI 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

　次世代エネルギーシステムにおいて，環境技術，創エネルギー，自然エネルギー，未利用エネルギー，エネルギー
融通，省エネルギー技術を最適に活用するための，建物に関連する情報を機械学習により分析， を活用した最適
制御を実施，次世代プラットフォームを提案する．

85. 次世代陸域水文モデルの開発
教授 沖 大幹，特任准教授 金 炯俊，准教授 平林 由希子，助教 （沖（大）研）山崎 大，准教授 芳村 圭， 
教授 （東京工業大）鼎 信次郎，主任研究員 （国立環境研究所）花崎 直太，室長 （気象研）仲江川 敏之， 

特任研究員 （芳村研）大沼 友貴

　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
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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 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 解像度での 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．

86. 気候変動の適応策（S-14 課題に関わる研究）
教授 沖 大幹，特任准教授 木口 雅司，特任研究員 （沖（大）研）小野 雄也，協力研究員 （沖（大）研）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， 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．

87. 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，特任准教授 金 炯俊，准教授 芳村 圭

　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．

88. 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，特任准教授 木口 雅司

　 年に開催された 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「 ℃
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．

89. 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，協力研究員 （沖（大）研）村上 道夫，協力研究員 （沖（大）研）福田 紫瑞紀

　国連ミレニアム開発目標や 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．

90. 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

　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（ ：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（ ：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
（ ）を受け，ライフサイクルアセスメント（ ）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．

91. 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，特任准教授 金 炯俊

　気象要因や極値に着目した気候変動予測に関する研究」降水をその要因となる気象システム（熱帯低気圧や温帯低
気圧など）別に分類するアルゴリズムを開発し，全球の降水量，陸域水文量，そしてそれらの極値の将来変化に対す
る各気象システムの寄与の定量化を行っている．
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92. 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，特任准教授 木口 雅司，准教授 芳村 圭， 

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 晉一郎

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

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．

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
　本郷で先端レーザー科学教育研究コンソーシアム に参加，大学院生に「光学産業の光学技術」の題目で講
義 1回（ ）とレンズ設計実習「レンズ設計・基礎から実践まで」を 回（ ， ）を実施．6月 日（土）駒
場リサーチキャンパス公開で小・中学生向け理科教室を開催，定員 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．寄付研究部門を通した東京大学への長年にわたる顕著な貢献に対して， 月 日（火）
に「東京大学稷門賞」を受賞した．

炎症・免疫制御学社会連携研究部門
1. 炎症と免疫に関する宿主応答制御機構の解明及び関連疾患の克服に向けた応用研究

特任教授 谷口 維紹

　炎症・免疫系におけるシグナル伝達・遺伝子発現の制御機構を中心に研究を進めており，関連疾患との関わりにつ
いて解析を行っている．確固とした分子生物学を土台とし，新しい技術や考えを積極的に取り入れながら，免疫系・
生体防御系という複雑系をどう理解するかという分野の先端的研究を目指している．臨床医学とも深くかかわる分野
であり，新しい予防・治療法に路を開くことも視野に入れながら研究している．

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. 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．

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
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組んできた．

未来ロボット基盤技術社会連携研究部門
1. 未来ロボット基盤技術

特任教授 森 三樹，教授 新野 俊樹，教授 柳本 潤，准教授 大石 岳史

　マルチマテリアル （ ）のロボットへの適用研究では， 技術と （Molded Intercon
）技術の融合により，複雑な立体配線を有する機能部品の提供を目指し研究を進めている．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では，板材の成形においては，応力の異方性と変形の異方性という成形
に影響を与える二つの異方性があるが，塑性理論を見直し， 高精度化を行い，低コストな高強度材ネットシェー
プ成形加工の実現を目指し研究を進めている．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
究では，移動型ロボットによる高精度・高密度環境 次元デジタル化として，コンピュータビジョンによる自律移動
ロボット支援とロボットプログラミングインタフェースの開発を目指し研究を進めている．

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. 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 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， 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．

建物における省・創エネルギーのための機械学習・AI 制御技術社会連携研究部門
1. Digital Building - 包括的ライフサイクルマネジメントのためのBIM-IoT 連携に関する研究

教授 野城 智也

2. 建物における省・創エネルギーのための機械学習・AI 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

　次世代エネルギーシステムにおいて，環境技術，創エネルギー，自然エネルギー，未利用エネルギー，エネルギー
融通，省エネルギー技術を最適に活用するための，建物に関連する情報を機械学習により分析， を活用した最適
制御を実施，次世代プラットフォームを提案する．

千葉実験所
1. フォトポリマーフィルムを用いた自然光再生ホログラフィーの研究

教授 志村 努

2. 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

3. 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．
本研究では，提案した評価式の適用範囲を明らかにすべく，1/4程度の縮小試験体を製作し加力実験を行い，せん断
補強筋比 ～ ，主筋比 以上で高い適用性を示すことを明らかにした．

4. 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，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
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予備実験（材料性能確認試験など）を実施する．

5. アクティブマターのパターン形成の場の理論
大学院学生 （羽田野研）田中 悠介，准教授 羽田野 直道

　アクティブマターとは，系を構成する個々の粒子にエネルギーや運動量の注入・摘出があり，あたかも個々の粒子
が意思を持っているかのように運動する系のことである．例えば鳥の群れなどが挙げられる．この系のパターン形成
を場の理論を用いて定式化し，アクティブマターの支配方程式を導く．

6. 複雑ネットワーク上の量子ウォーク
大学院学生 （羽田野研）向井 奏絵，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．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として，複雑ネットワーク上の量子ウォークを導入する．

7. 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，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， 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 ，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．

8. 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，准教授 羽田野 直道

　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．

9. 量子熱機関における熱浴との非マルコフ接触の効果
准教授 羽田野 直道，教授 （山梨大）内山 智香子，大学院学生 （山梨大）手塚 隆太

　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 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．

10. 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，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．

11. 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 等式を導き，従来の結果に補正が必要
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なことを示した．

12. 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） ，上級研究員 （テキサス大）

　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 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．

13. 難削材切削加工の研究
教授 臼杵 年

14. 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，准教授 （日本大）鈴木 康方，学術支援専門員 （加藤（千）研）鈴木 常夫， 

研究実習生 （加藤（千）研）黒木 祐樹，研究実習生 （加藤（千）研）白藤 拓，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．他方，同じ形状のファンを
対象に数値解析をおこない，計算格子の違いによる解析結果の違いを評価した．

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. 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

17. 次世代モビリティ評価シミュレーションに関する研究
教授 須田 義大

18. 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

19. 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

20. 車両空間の最適利用に関する研究
教授 須田 義大

21. 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

22. 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
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23. 航空機用ものづくりの研究
教授 柳本 潤，特任助教 （柳本研）アーサン・サブリナ，特任研究員 （柳本研）樋口 拓也

　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．

24. 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 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， 年改修）の設置に始まった．以後，高速多段圧縮試験機（ 年設置），高ひずみ速度付与試験装置（
年設置）を利用して，材料ゲノムの取得は 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，
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．

25. 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 （ ）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．

26. 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（ ）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（ ）
を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施している．

27. 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）居駒 知樹，准教授 （日本大）惠藤 浩朗

　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．

28. 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．

29. 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

30. 自動運転技術，運転支援技術に関する車両走行実験
准教授 中野 公彦

31. ITS 技術の鉄道車両への展開
准教授 中野 公彦
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32. 将来の気象条件が全循環に及ぼす影響に関する研究
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，大学院学生 （東大）周 金鑫，大学院学生 （東大）朴 相圭， 

教授 （滋賀大）久保 英也，准教授 （滋賀大）菊池 健太郎，准教授 （滋賀県立大）吉山 浩平

　琵琶湖において全循環が停止し，深層の溶存酸素濃度が回復しない場合は，古い歴史を持つ貴重な生態系に大きな
影響を及ぼすと考えられる．そこで，全循環が停止した場合に，対策費用を調達できるように，全循環停止オプショ
ンをデリバティブとして商品化する際に，全循環の停止リスクを計算する必要がある．そこで，将来の気象シナリオ
に基づいた琵琶湖の数値シミュレーションを実施し，琵琶湖で全循環が停止する要因や確率を調べた．

33. 定置漁業における自動揚網システムの開発
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，シニア協力員（北澤研）水上洋一 

大学院学生 （東大）周 雪

　定置漁業における揚網作業には，多大な労力がかかる．近年，漁業者は高齢化しており，新規参入者が少ないこと
から，定置漁業の存続が危ぶまれている．そこで，可撓性ホースによって構成されたホースネットを海底に設置し，ホー
スネット内に空気を注入することによって浮上させ，揚網する技術を開発した．まず，可撓性ホース一本の挙動を明
らかにするため，巻研究室の水槽にて，可撓性ホースの浮上，沈下実験を実施した．さらに，実物のホースネットの
1/6模型を製作し，千葉実験所の海洋工学水槽においてホースネットの浮上，沈下の水槽実験を実施した．ホースネッ
トを円滑に浮上，沈下させるために取り付けるウェイトの重さと分布を調べて，沈下，浮上時間や沈下，浮上時の
次元的な形状の変化を明らかにした．

34. 乱流環境下におけるスカラー源探索アルゴリズムの開発
准教授 長谷川 洋介

35. 海洋センシングに関する連携研究
准教授 ソーントン ブレア

36. 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

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

37. 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，准教授 中野 公彦，教授 大口 敬

38. 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

39. 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

40. 自動車排ガス浄化用触媒システムの構築
教授 小倉 賢

41. 室内温熱環境・エネルギーシミュレーションおよび空調制御技術の開発
教授 加藤 信介

　ネットワークシミュレーションによる，建物のエネルギー使用シミュレーションに を組み込み，室内温度分
布が空調エネルギー使用に及ぼす影響を考慮するシミュレーションにより，精緻な建物エネルギー使用のシミュレー
ションを行う．また，室内温度分を有効に生かす空調システムを開発する．
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42. 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

　再生温度が ℃程度の低温再生の可能なデシカント空調機を開発し，顕潜熱分離空調を実現し，室内および空調
システム内の結露をゼロとするシステムを開発している．

43. 新型地震計による地震動観測
教授 目黒 公郎

44. 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

45. 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

46. 建築構造物の力学特性に関する研究
教授 川口 健一

47. ひび割れ自己治癒コンクリートの実環境暴露試験に関する研究
教授 岸 利治

48. 再生可能エネルギー熱利用システム技術開発
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

　水ループによる熱のネットワークを構成して様々な再生可能エネルギーを利用し，これを熱源とするヒートポンプ
を用いて冷暖房や給湯など多目的な熱需要に高効率に応える水循環・分散型ヒートポンプシステム技術を研究開発す
る．

49. 木質構造物の崩壊挙動に関する研究
教授 腰原 幹雄

50. 文化財建造物の保全に関する研究
教授 腰原 幹雄

51. 組積造構造物の耐震性向上に関する研究
教授 腰原 幹雄

52. 3D プリンタ等の次世代技術を用いたローコスト住宅のプロトタイピング
教授 今井 公太郎

53. 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）国枝 歓，特任研究員 （今井研）伊東 優

　新たな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・生産技術研
究所研究実験棟Ⅰの設計を通じて，その有効性を検証した．

54. 水同位体情報を用いた気候と水循環に関する研究
准教授 芳村 圭

　水の中の水素安定同位体比或いは酸素安定同位体比を地球システムモデルに組み込むことによって，複雑な地球水
循環過程における水の動きを詳細に追跡し，気候システムとの関連について研究している．同時に，質量分析計・分
光分析計や人工衛星を用いて地球上様々な場所での雨や地表水，水蒸気等の同位体比を観測している．
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55. 環境パラメータの逆解析手法に関する研究
講師 菊本 英紀

　計測と数値予測，統計分析などを融合し，未知の環境パラメータを逆解析する手法を研究している．その応用例の
ひとつとして，環境汚染物質の濃度計測データをもとに，数値流体解析とベイズ統計モデリングを用いて，その汚染
物質の発生源を確率的に同定する手法を研究している．

56. 自律システムの連携による海中観測手法
准教授 巻 俊宏

　 （自律型海中ロボット）と海底ステーション， 同士など，複数の自律プラットフォームの連携により新
たな海中海底探査用システムを提案する．試作海底ステーション， 台のホバリング型 （

）等のテストベッドを用いて，水槽試験，海域試験等により研究開発を進めている．

価値創造デザイン推進基盤
1. Design led innovation に関する研究

教授 野城 智也，教授 ペニントンリチャードマッキントッシュマイルス，助教 （野城研）森下 有

　デザインが機縁となって生起するイノベーションの組織・プロセスのあり方を研究するとともに，その成果を実践
することを目的とする．

光電子融合研究センター
1. ナノ構造の形成技術の開拓～量子ドット結晶の高密度化・多層化技術

教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　 基板上の In（ ） 量子ドットは， ～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，量子ドット結晶の高面
密度化技術と高体積密度化技術の研究開発を進めている．アンチモン導入による高面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 μm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 μm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 μm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，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 となる高体積密度量子ドットを可能にする歪補償近接超多重積層化，また，1.5μm帯
応用を念頭にした発光長波長化についても取り組んでいる．（シャープ， ，富士通研， レーザ，三菱電機と
の共同研究）

2. 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
量子ドットの形成技術の高度化を分子線エピタキシー（ ）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 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 μm帯で単一ドット発光分光が可能な高品質低密度 量子ドットの形
成にも成功している．また量子ドット埋め込み層形成の工夫により，表面形状観察で位置特定可能な埋め込み量子ドッ
トの形成にも成功している．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．最近では新規 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 との共同研究）

3. 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
ザや太陽電池などへの応用が期待できる．これまでに 基板上で In（ ） 量子ドットをナノワイヤ中に形成す
る技術を確立し， 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
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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

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．

4. 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

　本研究では，短波長発光素子および室温動作量子情報素子用材料としての窒化ガリウム（ ）系半導体の特性に
注目し， 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 ナノワイヤ量
子ドットの作製に成功し，室温以上の温度での単一光子発生を実現した．また，量子井戸層の膜厚ゆらぎを利用した

界面ゆらぎ量子ドットの形成にも成功し，発光線幅や単一光子発生純度などの特性が従来の 系半導
体量子ドットと比較して格段に優れていることを実証した． 系半導体ナノ構造における光電子物性の解明・制
御への貢献が期待される．一方，低しきい値青色～紫外レーザの実現を目標として，活性層材料となる 量子ドッ
トまたは 量子ドットの高密度化技術の開発も行った．今後は，高密度 量子ドット結晶成長条件の最適化を
進め，紫外高出力レーザへの応用を目指す．

5. 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 次元フォトニック結晶（ ）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， からなる
ナノ共振器に 量子ドットを埋め込み，近赤外域で ナノ共振器レーザの実現に成功している． を
大型化する技術開発によって， ナノ共振器において世界最高の光閉じ込め強度（ ）を達成すると共に，

ナノ共振器の光集積回路への応用にも取り組んだ．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
技術の開発によって，これまでの 倍の積層数を達成し，ナノ共振器と導波路からなる光回路の集積化に成功した．
ナノ共振器に 量子ドットを埋め込み，その発光を光導波路の出力ポートから観測することで，集積回路の動作
実証に成功している．これらの要素技術を組み合わせることで， ナノ共振器と量子ドットとの相互作用の制
御の探求およびその応用研究への展開を目指す．

6. ナノ構造の形成技術の開拓～三次元カイ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

　光の円偏光と固体のスピンとの間に起こる角運動量転写は，スピン量子ビット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利用されている．我々は，三次元フォトニックナノ構造を用いて，円偏光状態の制御を中心と
した，新たな光の偏光制御技術の開拓を目指している．三次元構造に特有なカイラリティを導入したカイラルフォト
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．これまでに，マイクロマニピュレーション法による三次元ナノ構造作製技術を駆使することで，
からなる三次元カイラルフォトニック結晶の作製に成功し，近赤外域の光に対して円偏光を制御した光学活性（旋光
性および円二色性）を見出した．また，構造内に 自己形成量子ドットを導入することで，高効率な円偏光光源
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，半導体三次元カイラルナノ構造において初めての成果で
ある．現在は，カイラルフォトニック結晶の表面における円偏光偏極したトポロジカルエッジ状態に注目し，無散逸
な円偏光導波路の実現を目指している．

7. 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， 系量子ドットに着目し，その電子 /正孔 /核
におけるスピンを光により制御することを目指して研究を進めている．これまでに，量子ドット内の単一荷電励起子
状態に対する価電子帯バンド混合の影響を明らかにするとともに，円偏光励起による量子ドットへのスピン注入を介
した動的核スピン制御の研究を進めてきた．特に，時間変調スピン注入による核スピンダイナミクスの観測に成功す
るとともに，量子ドットの励起状態を介した動的核スピン偏極の実証にも成功している．さらには，フォトニック結
晶による輻射場制御によって，スピン注入ダイナミクスを制御できることも明らかにした．このような量子ドット電
子 /正孔 /核スピンの状態を制御・検知する技術は，将来の量子情報処理やスピントロニクスの発展に重要な役割を
果たすと期待される．
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8. 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 ホームズジェームズマーク，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 量子ドット，サイズの小さな位置制御 ナノワイヤ量子ドット，及び界面揺らぎ 量子ドットの
光物性を調べている．位置制御ナノワイヤ 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（ ）（ ）＝ ）．そのドットの温度
依存性，及び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．

9. 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．

10. 量子 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 を共有する
量子 配付（ ）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 1.5 μm帯での量子ドット単一光子源，お
よびこれを用いた システム開発を行っている．我々は 1.5 μm帯で良好な発光特性を有する InP基板上の
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
（ ）（ ） × ）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， 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 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 システムを新構築し，最長伝送距離となる ファイバーリンクでの量子
伝送実験に成功した．（富士通研， ，NICT，NIMS等との共同研究）

11. 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 ホームズジェームズマーク，准教授 岩本 敏

　単一光子源は将来，量子 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

量子ドットにおいて電子冷却可能な 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 量子ドットにおいても 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 量子ドットにおいて 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

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 （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．

12. 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，正孔を
用いたデバイスは，スピン軌道相互作用によりスピン操作可能であるという利点がある．今年度は， 構造に
重量子ドットを含む素子を用いて， 重量子ドット特性の観測，電荷検出に成功し，スピン依存トンネル現象の観測
を行った．また g因子の見積もりにも成功した．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．
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13. 集積型量子ドット単一光子源技術
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　高速・高効率・高コヒーレンスで動作する単一光子源は，集積量子光回路技術におけるキーデバイスの一つである．
我々が開発を進めている 半導体量子ドットは，これらの要求を同時に満たすことが可能な固体量子光源で
ある．本研究では，量子ドット単一光子源のシリコンフォトニクス光回路等への集積を目指し，フォトニック構造お
よび作製手法の観点から基盤技術開発を進めている．すでに，フォトニック結晶ナノビーム共振器を利用しつつ細線
導波路との結合を最適化することで，99％を超える単一光子の導波路結合効率が実現できることを理論的に見出し
た．また，ナノビームと導波路の間に 程度の空間位置ずれがある場合においても，高い効率が維持されるこ
とを確認している．作製手法としては，転写プリント法を検討しており，すでにナノビーム・クラッドガラス・細線
導波路からなる 次元積層構造を簡便かつ高精度に作製できることを実証した．同時に作製デバイスにおいて，単一
光子発生とその光伝搬を確認している．また，複数の単一光子源を同一の光導波路に集積することにも成功している．
これらの成果は，線形光学量子演算などの高度な光量子情報処理技術の実現する上で極めて重要な進展と言える．（富
士通研との共同研究）

14. ナノ光電子デバイスの実現～量子ドット受光デバイス基盤技術開発
教授 荒川 泰彦，准教授 岩本 敏

　量子ドットを用いた受光デバイスとして，高効率太陽電池，高感度赤外線検出器が期待されている．量子ドット太
陽電池では，複数の中間バンド構造を用いることで変換効率 以上が得られることを理論的に示し，単一量子ドッ
トにおける 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．また，ワイドギャップ母体
材料を用いた多積層量子ドット構造を作製し，単一中間バンド型（詳細平衡モデル）で最適なバンド構造に近付くこ
とを確認した．量子ドット赤外線検出器では，高感度化・低コスト化に取り組んでおり，最近では，シリコンジャス
ト基板上の多積層 量子ドット構造でサブレベル間遷移の光電流観察に成功した．本結果はシリコンジャス
ト基板に直接成長された量子ドット構造が受光素子としても有効であることを示すものであり，低コスト化が期待さ
れる成果となる．現在，量子ドット赤外線検出器の高感度化にも取り組んでいる．（シャープとの共同研究）

15. 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 値 ナノビーム共振器作製法の開発，高
品質 ナノ共振器作製法として活用可能な 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 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， フォトニック結晶ナノ共振器 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， 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．

16. 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，昨年度までに開発した ピクセルのセンサ
アレイ素子の作製技術を元に，長尺型のセンサアレイ素子の作製に取り組んだ．また，マイクロピラー構造の導入に
よる感度の向上に成功した．（ との共同研究）

17. 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，或は拡張現実デバイス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 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 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 （111） 基板上に 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やフレキシブル基板上ナノワ
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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．

18. ナノ光電子デバイスの実現～窒化物半導体カスケードの開発
教授 荒川 泰彦，特任准教授 （東大）有田 宗貴，准教授 岩本 敏

　テラヘルツ帯の電磁波は光と電波の中間に位置する周波数帯域であり，電波の透過性と光の直進性を併せ持ち，多
くの分子の指紋スペクトルが存在する周波数帯域であることから，非破壊センシングや近距離無線通信への応用が期
待されている．テラヘルツ電磁波の低コストかつ高出力発生源として量子カスケードレーザが着目されてきた．従来
研究されてきた 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 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 に限られていた．我々は高温動作化を目指して， 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 量子井戸を用いている．これまでに， 成長
非極性 m面 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， 中間層の挿入によりクラックフリー 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 量子カスケードレーザの実現を目指す．

19. 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光源をシリコン基板上に形成する技術に注目されて
いる．特に量子ドットレーザは温度安定性などの優れたレーザ特性を示すことから対象となる発光素子として期待が
集まっている．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 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（ ）を用い，シリコン基板および 基板上に，高密
度でかつサイズの均一性の高い 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

量子ドットの発光特性は， 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 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．現在は Si基板上の量子
ドットレーザの特性向上を進めている．

20. 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．化合物半導体量子ドットレーザは低発振閾値電
流と高温動作安定性などの優れた特性を持つ光源デバイスである．我々は，半導体ウェハ接合技術を用い，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．大容量高速データ
通信の応用に向け，ハイブリッド量子ドットレーザの単一波長発振に成功している．さらに，レーザアレイを作製し
発振に成功している．これら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とともに，光回
路上への量子ドットレーザの集積に向けた研究に取り組んでいる．

21. 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

　 プロセスを中心として構成されるシリコンフォトニクスにとって，Siと融和性の高い をベースとした
光源は重要な研究テーマである．しかし，これらの Siや 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． は Siと同様に間接遷移半導体ではあるが，伸長歪に加えて高濃度の n型ドーピングを組み合わ
せることにより，Γ点からの直接遷移発光を大幅に増強することが期待されており，この直接遷移発光の寄与を増や
し正味の光利得を得るにはΓ点での高い電子濃度が必要となる．我々は， 基板上直接成長ノンドープ 試料に
おいて成長時残留歪（初期歪）とマイクロパターニングを用いることで 軸性伸長歪の増強に成功している．この
軸性伸長歪増強構造を高い電子ドーピング濃度が期待できる 基板上直接成長 n型 試料に適用した．今後は，
高い n型ドーピング濃度が与える結晶品質を注視しつつ， 軸性伸長歪とフォトニックナノ構造とのと組み合わせな
どに関する研究を進め， 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．（ との共同研究）

22. フォトポリマーフィルムを用いた自然光再生ホログラフィーの研究
教授 志村 努
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23. Surfaced plasmon enhanced optical torque between twisted nanorods
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）呉 安安，大学院学生 （志村研）福原 竜馬，助教 （志村研）田中 嘉人

　Interaction between plasmonic nanostructures can lead to a lot of interesting phenomena such as shift of resonance and genera

ter. It provides a new mechanical degree of freedom to manipulate objects.

24. ナノ構造に働く新奇光圧の研究
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

　表面プラズモン共鳴は，ナノ構造と光の間に従来にない相互作用を生じさせ，その特性がナノ構造の形状に強く依
存している．本研究は，表面プラズモンを介してナノ構造に働く従来にない光の力を発見し，解析することを目的と
している．現段階では，V字ナノ構造に新奇な横向きの光トルクが生じることを発見し，その物理を明らかにした．
今後，実験的な検証を進めていく．

25. 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，大学院学生 （志村研）金 東錫， 

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，SLM上の信号光位置に依存
して再生信号が系統的に乱れるという本方式特有の現象が数値計算及び実験で確認されており，その乱れを除去でき
る入力方式の効果についても数値計算と実験によって検証されている．今後は効率的な位相検出方法を検討する他，
大容量化に向けてピクセル間クロストークやトラック間クロストーク等のノイズについても検証していく予定であ
る．

26. プラズモニックナノ構造からの第二高調波放射制御
教授 志村 努，大学院学生 （志村研）木村 友哉，助教 （志村研）田中 嘉人

　プラズモニックナノ構造を用いた波長変換は，センシングや生体イメージングなどへの応用が見込まれ注目されて
いる．特にナノ金属の第二高調波は，従来のマクロな波長変換素子とは異なる原理で発生するため興味深い性質を持
つ．我々はこの性質を制御し，プラズモニックナノ構造からの第二高調波の放射を自在にコントロールする，新奇な
ナノスケール波長変換素子の創出を目指している．本研究では局在プラズモンモードを利用することで，第二高調波
を入射光の散乱から分離し放射方向を側方一方向に制限する金属ナノ構造を考案した．また，その実験的な観測に成
功した．

27. ピコニュートン力の計測に向けたMEMS用レーザー変位計の開発
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

　ピコニュートンオーダーの力計測は，分子間相互作用の研究やタンパク質， の力学的な構造解析など，物理
のみならず生体計測等にも広く必要とされている． の分野では，レーザードップラー振動計を用いた変位測
定による微弱力計測が広く用いられてきたが，一般的にサブナノニュートンオーダー程度の力検出感度しか得られな
かった．そこで我々は，サブピコニュートンオーダーの力によって生じる変位を計測するため，マイケルソン干渉計
を応用したレーザー変位計の開発を進めている．これまでの成果として，構築したレーザー変位計を用いて，幅
ミクロンの梁の変位量を 1nm分解能で計測できることを明らかにした．今後は，この変位計の変位検出限界値をサ
ブピコメートルオーダーまで改善し，これにばね定数 1N/m前後の片持ち梁を組み込むことで，サブピコニュートン
オーダーの力計測を実現していく．

28. 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） ，研究員 （LIMMS） ， 

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 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
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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，素子構造を最適化することにより，量子井
戸からのフォトルミネセンスを測定し，スペクトル形状から電子温度を決定することに成功した．その結果，電子が
共鳴トンネル効果で注入・熱電子放出効果で放出されることにより，室温において電子温度が 低下することを
見いだした．これは半導体量子構造系で evaporative coolingの効果が見いだされた重要な成果である．現在，理論計
算との比較により，電子温度低下の機構や格子温度との関係について検討を行っている．

29. 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，大学院学生 （平川研）邱 博奇， 

大学院学生 （平川研）牛 天野，特任研究員 （平川研）長井 奈緒美，室長 （情報通信研究機構）関根 徳彦， 
研究員 （情報通信研究機構）諸橋 功，主任研究員 （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， を用いたボロメータについて，（1） 検出法を用いることにより， 程度の高速動作が
可能であること，（ ）梁構造の初期曲がりが感度を劣化させるため，梁の内部歪みや梁表面の構造の最適化を進めて
いる，（ ）テラヘルツ吸収層にメタマテリアルを導入し，高感度化を図る検討を行っている，（4）初期的なテラヘル
ツイメージ画像の取得に成功した．

30. 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，特任研究員 （平川研）杜 少卿， 
学振特別研究員 （平川研） ，特任助教 （平川研）張 亜， 

大学院学生 （平川研）鶴谷 拓磨，大学院学生 （平川研）中津川 広樹

　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．（ ）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．（ ）単一カーボンナノチューブのサブレベル間遷移の
スペクトルの観測に成功した．観測されたスペクトルと電子間相互作用の効果について議論を行っている．

31. 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．

32. 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）杉山 達哉，大学院学生 （立間研）小野塚 頌人

　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．

33. 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） ， 

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）リュウ カンゼン， 

大学院学生 （立間研）小野塚 頌人，大学院学生 （立間研）戸江 紫乃，大学院学生 （立間研）三宅 晃史

　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．

34. 半導体ナノワイヤの構造制御および電子スピンの長距離輸送
客員教授 寒川 哲臣

　本研究では，VLS法による半導体ナノワイヤーの形状・組成・界面の精密制御ならびに発光波長の制御を行って
いる．また量子井戸に表面弾性波を印加することで，電子スピンを ミクロンに亘って輸送可能であり，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が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. 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， 

（ ） ， 



VI.　研究および発表論文

（Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani， 
准教授 （大阪大）菅野 裕介，特任研究員 （佐藤（洋）研）神窪 利絵

　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．

2. 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， （Carnegie Mellon University）Kris M. Kitani， 

教授 佐藤 洋一

　人間工学の分野における人の動作解析やロボティクスの分野におけるハンドマニピュレーション制御，さらに，映
像からの人の行動理解全般において，人がさまざまな状況においてどのように物体を手に取り操作するのかを知るこ
とは重要となる．しかしながら，従来の手操作の解析では，動作記録映像の人手による処理や，装着型デバイスによ
る手形状の計測が必要となり，データ解析のためのコストやセンサ装着による動作の制限などが課題となっていた．
本研究課題では，この課題の解決を目指し，手による把持動作に焦点をあて，動作者視点から記録された一人称視点
映像を用いた把持タイプの認識手法，ならびに把持タイプと被把持物体属性との関係性に基づく手動作認識手法を開
発した．

3. 一人称視点映像における将来移動予測
助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，教授 佐藤 洋一，学生 （佐藤（洋）研）八木 拓真， 

インターン （インド工科大）

　ウェアラブルカメラで撮影した一人称視点映像に映る人物が将来どのように移動するかを予測する技術を開発し
た．提案手法では，カメラ装着者の自己運動や予測対象人物の大きさ，姿勢といった情報を畳み込みニューラルネッ
トワークを用いてエンコード，デコードすることにより，既存手法と比較して高精度の予測を実現した．

4. 並び替え準同型暗号を利用したプライバシー保護機械学習
助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，教授 佐藤 洋一， 
（Carnegie Mellon University）Kris M Kitani， 

（Michigan State University）

　サーバ・クライアント環境において複数クライアントが分散して持つ画像データが与えられた際，データ内のプラ
イバシー情報を保護しつつ，サーバが分散機械学習を行う枠組みを提案した．具体的には，クライアントに自身のデー
タを用いて学習中のモデルをスパース制約付きで更新し，その結果を doubly permuted homomorphic encryptionと呼ば
れる新たな暗号化方式で暗号化してサーバに送信させる．これにより，サーバはクライアントの保持するデータの中
身を知ることなくモデルの学習が可能となる．いくつかの公開データを用いた実験により提案方式の有効性を示した．

5. 伸縮タイムライン生成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
フェースを提案した．提案インターフェースでは，閲覧者が着目する手による動作や対話など，一人称視点映像中の
手がかりを入力することにより，解析結果から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機能を搭載している．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
人称視点映像からすばやく特定のイベントを発見できることを確認した．

6. 発達障害児介入現場のための視線可視化によるビデオコーディング支援
特任助教 （佐藤（洋）研）樋口 啓太，日本学術振興会特別研究員 （ ）（筑波大学人工知能研）松田 壮一郎， 

特任研究員 （佐藤（洋）研）神窪 理絵， 研究員 （慶應義塾大）榎本 拓哉， 
准教授 （大阪大）菅野 裕介，教授 （慶應義塾大）山本 淳一，教授 佐藤 洋一

　本研究では，自閉症スペクトラム障害（ ）児童への介入による支援を行う研究及び臨床現場のための，注意行
動のビデオコーディングを効率化するユーザインターフェースを提案した．提案インターフェースはコンピュータビ
ジョン技術による視線方向解析の結果を可視化する機能，探索対象となる注意行動の発見を支援する機能を搭載して
いる．評価実験から，視線の推定精度が完全でない場合においても，提案インターフェースが提供する機能によりビ
デオコーディングを効率化できることを確認した．
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7. タスクに依存した注意状態遷移学習による一人称視点映像からの視線推定
学生 （佐藤（洋）研） ，特任研究員 （佐藤（洋）研）蔡 敏捷，学生 （佐藤（洋）研）李 振強，教授 佐藤 洋一

　

8. 複数の一人称視点映像を用いた共同注視イベントと注視対象の検出
学生 （佐藤（洋）研） ，特任研究員 （佐藤（洋）研）蔡 敏捷，大学院学生 （佐藤（洋）研）計良 宥志， 

助教 （佐藤（洋）研）米谷 竜，特任助教 （佐藤（洋）研）樋口 啓太，教授 佐藤 洋一

　

methods on a newly collected dataset.

9. 分散型地球環境情報ベース
教授 喜連川 優，准教授 根本 利弘

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

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）佐藤 翔悦， 
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 ， 

大学院学生 （吉永研）根石 将人，大学院学生 （吉永研）佐久間 仁，大学院学生 （吉永研）遠田 哲史， 
大学院学生 （豊田研）張 翔，大学院学生 （豊田研）清水 洸希，大学院学生 （喜連川研）保田 和彦

　 情報は大規模かつ多様な情報源であり，ネットワーク分析，自然言語処理を用いた多様なアプリケーション
のための解析手法の研究開発を行っている．本研究では，ソーシャルネットワークサービス等の メディアにお
ける情報伝搬分析，新固有表現抽出，対話分析，ソーシャルネットワークにおける テスト手法など，様々な

メディア解析手法を提案した．

11. 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．

12. 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．

13. 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

14. 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．
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15. （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

16. 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，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
（ ）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 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．

17. 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

18. （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

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， 
特任助教 （喜連川研）梅本 和俊，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

20. 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

21. 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

22. 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

　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．

23. 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．

24. 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， 
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
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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．

25. AMED臨床研究等 ICT 基盤構築研究事業　エビデンスの飛躍的創出を可能とする超高速・超学際次
世代NDBデータ研究基盤構築に関する研究

教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，特任准教授 合田 和生

26. AMED臨床研究等 ICT 基盤構築研究事業　画像診断ナショナルデータベース実現のための開発研究
教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

27. AMED臨床研究等 ICT 基盤構築研究事業　全国消化器内視鏡診療データベースと内視鏡画像融合に
よる新たな統合型データべース構築に関する研究

教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

28. AMED臨床研究等 ICT 基盤構築研究事業　AI 等の利活用を見据えた病理組織デジタル画像（P-WSI）
の収集基盤整備と病理支援システム開発」

教授 喜連川 優，特任准教授 合田 和生

29. AMED臨床研究等 ICT 基盤構築研究事業　「次世代眼科医療を目指す ICT/ 人工知能を活用した画像
等データベースの基盤構築」のうち「人工知能（A.I.）を用いたデータ解析」

教授 喜連川 優

30. 深層学習に対する効率的なブラックボックス攻撃とその対策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，特別研究員 （産業技術総合研究所）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　機械学習技術を使った人工知能の応用が過熱している今，それを騙す攻撃の研究は喫緊の課題である．実際，デー
タにわずかな改変を加えることで学習器の出力を大きく誤らせる攻撃がいくつも知られている．既存の攻撃の多くは，
攻撃者が対象となる学習器の内部情報を事前に知っておく必要のある「ホワイトボックス攻撃」であった．もしくは，
内部情報が不必要な「ブラックボックス攻撃」であったとしても，事前情報不足を補うための学習器への「問い合わ
せ回数」に相当する下準備の負荷が高かった．本研究では，より現実的な攻撃として，効率的なブラックボックス攻
撃を考案しそのインパクトを解析した．また，その攻撃に対して防御側が行うべき対策の考え方を示した．

31. POW型ブロックチェーンの安全性証明と実務的知見の導出
技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗，教授 松浦 幹太

　暗号通貨などへの応用が進んでいるブロックチェーンとして代表的なものに， （ ）型のブロック
チェーンがある．応用が過熱しているにもかかわらず安全性評価が不十分であったが， 年にようやく理論的な
安全性評価が発表された．本研究では，そこで示された安全性証明に誤りがあることを指摘し，それを修正した．ま
た，修正後の証明から，実装する際に選択すべきパラメータのサイズとして推奨すべきサイズなど，実務的に有用な
知見を導出した．

32. ブロックチェーンと秘密分散法を用いた情報ライフサイクル制御
大学院学生 （松浦研）今田 丈雅，教授 松浦 幹太

　例えばメールサーバを経由する電子メールのように，中央サーバを経由する通信では，ユーザーからデータの制御
権が離れてしまう．すなわち，サーバにログを残すと，ユーザの意志と関係なく，メールに関する情報（場合によっ
ては内容全て）が後になって使われる可能性が残る．そのような脅威に対抗するためには，データに期限を設定し，
期限が来たら自動的に情報が消去されるような仕組みに一定の有効性がある．本研究では，公開分散型台帳と秘密分
散法を組み合わせることによって，そのような要請を満たす仕組みを提案する．このシステムは，信頼できる第三者
機関やセキュアなハードウエアを必要とせず，シビル攻撃という重要な攻撃にも耐性があるという性質を持つ．

33. 高度な漏洩耐性を持つ述語署名
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，教授 松浦 幹太

　暗号プロトコルが満たすべき性質の中で，秘密 に関する情報が部分的に漏洩しても安全性が保持されることを保
証する漏洩耐性は，その暗号技術を実用化する上で重要な性質である．本研究では，漏洩耐性の中でも高度なモデル
である「 モデル（ ）」において適応的安全性という高い安全性を満たす述語署名
（Predicate Signature）というタイプの電子署名構成法を提案する．本研究の成果により，暗号理論で長く未解決であっ
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た つの問題を同時に解決することができた．

34. 公開 型検索可能暗号を用いた適応的安全な匿名 ポリシー型属性ベース暗号の一般的構成
大学院学生 （松浦研）林田 淳一郎，大学院学生 （松浦研）石坂 理人，研究員 （産業技術総合研究所）坂井 祐介， 

研究グループ長 （産業技術総合研究所）花岡 悟一郎，教授 松浦 幹太

　検索可能暗号は，暗号化されたデータから特定のキーワードを含むデータのみを検索することができる手法である．
検索可能暗号には共通 型と公開 型の方式が存在する．公開 型の検索可能暗号は ベース暗号から一般的に構
成可能であることが証明されている．このように暗号要素技術間の関係性を厳密に証明することは，今後の方式設計
の指針を与えるという点で重要である．一方，より複雑な検索条件を利用可能な公開 型検索可能暗号について，
ポリシー型属性ベース暗号からより複雑な検索条件を利用できる公開 型検索可能暗号を一般的に構成可能であるこ
とは証明されているが，その逆が可能かどうかは分かっていなかった．本研究では，論理積及び論理和を用いて検索
条件を指定できる公開 型検索可能暗号から，適応的安全な匿名 ポリシー型属性ベース暗号が一般的に構成可能で
あることを厳密に証明した．

35. 仮想通貨を用いたワンショット型の公平なストレージサービス
大学院学生 （松浦研）今田 丈雅，教授 松浦 幹太

　今日，クラウドストレージサービスは急速な普及をみせている．クラウドは便利である一方で，ユーザー側からす
ればクラウドは他人であり信頼できない．そのような安全性の懸念を解消するために，外界にあるデータの完全性（改
ざんされていないこと）を検証するプロトコルが提案されてきた．しかし，特に有料のクラウドサービスについては，
利用料金に関する不正や詐取などの課題もあり，問題は複雑である．本研究では，これらの問題を同時に解決する技
術として，ストレージサービス業者が，ユーザーと合意した一定期間ユーザーから預けられたデータを（完全性を保っ
て）保持した場合には必ず，また，その場合にのみ，それに対する報酬としてユーザーから公平に利用料金を徴収で
きる仕組みを提案した．具体的には，仮想通貨を用いてワンショット型の公平なストレージサービスのプロトコルを
構成した．また，プロトタイプ実装により，技術的パフォーマンスだけでなく，経済学的な評価も行った．

36. 攻撃情報も学習して深層学習を保護する技術の副作用とその緩和策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，特別研究員 （産業技術総合研究所）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　深層学習で使われる畳み込みニューラルネットワーク（ ）は，画像認識や音声
認識，自然言語処理などへ応用した際に高い精度を出すことがわかってきたため注目を集めている．しかし一方で，
CNNへの入力データに微小な改変を加えることで出力を大きく誤らせることが可能な敵対的入力の存在が報告され
ており，CNNを実社会で用いる際に大きな脅威となることが予想される．この問題に対して頑健な識別器を構成す
るテクニックとして，敵対的入力も学習用データに加えて学習する「敵対的訓練（ ）」と呼ばれる
手法が提案されており，敵対的入力に対する耐性を向上させることが確認されている．本研究では，この敵対的訓練
における問題点として副作用を指摘し，その対策法を提案した．具体的には，CNNに対して敵対的訓練を行うと（本
来高い精度で識別できるはずの）ランダムノイズが乗ったデータに対する識別率が大きく減少してしまうことを指摘
する．その問題を解決するためにランダムノイズを付加した画像も教師データに加えて学習する手法を提案し，計算
機実験により提案手法の有用性を実証した．

37. 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．

ested in displayed products.

38. ポジショニングとナビゲーション
准教授 上條 俊介

　 の 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． 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．

mous driving.
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39. 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．

control algorithms are performed. The algorithms are possible to replace conventional signal control systems in the near future.

40. 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， や画像のセンサー，慣性航法システム， ，二次元および三次元ディジタル地図
といった様々な技術の統合が必要である．当研究室では，これらの要素技術の統合を最適化する研究を行っている．

41. 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）佐藤 翔悦，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 

　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．

42. 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，教授 喜連川 優，准教授 豊田 正史，大学院学生 （喜連川研）石渡 祥之佑， 

大学院学生 （喜連川研）佐藤 翔悦，大学院学生 （豊田研）赤崎 智，大学院学生 （喜連川研）保田 和彦， 
大学院学生 （吉永研）根石 将人，大学院学生 （吉永研）遠田 哲史，大学院学生 （吉永研）佐久間 仁

　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. 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，准教授 （日本大）鈴木 康方，学術支援専門員 （加藤（千）研）鈴木 常夫， 
研究実習生 （加藤（千）研）黒木 祐樹，研究実習生 （加藤（千）研）白藤 拓， 

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．他方，同じ形状のファンを
対象に数値解析をおこない，計算格子の違いによる解析結果の違いを評価した．

2. 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，大学院学生 （加藤（千）研）織茂 勝利， 

大学院学生 （加藤（千）研）清水 佑樹，研究実習生 （加藤（千）研）亀山 琢磨， 
研究実習生 （加藤（千）研）池山 克行，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， 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
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年度は，基礎研究として単独翼まわりの流れについて 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，積分長さスケールや，その数値解析の検証用データを多く蓄積した．

3. 風車から発生する空力音の高精度予測に関する基礎研究
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）小林 典彰，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 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 万 rpm，圧力比 1.88，タービン入口温度 ℃，推力 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. LES のための壁面モデルに関する研究
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）三木 悠也

　 は，流れの支配的な渦を解像することで高精度な乱流解析が可能である．工学的に扱われるレイノルズ数を基
に具体的に見積もると，自動車で約 兆，水力機械で約 兆，旅客機で約 兆，船舶で約 11京の格子数が必要
になる．将来の計算機の発展を考慮したとしても，現実的な乱流解析を行うためには壁面モデルなどを導入し，格子
数を減少させる工夫が必要である．そこで，本研究では，信頼性のある壁面モデルの提案のための基礎的な知見を得
るために，流れの支配的な渦を解像する高精度な 解析を行い，壁面せん断応力と流れ場から予測した壁面せん
断応力の相関を調べた．

6. 格子ボルツマン法による乱流解析に関する研究
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）腰塚 翼， 

研究実習生 （加藤（千）研）難波 聖

　格子ボルツマン法（ ）は， 方程式を離散化して解く従来の計算手法と
は異なり，計算アルゴリズムが単純なことから，従来の計算手法に比べて計算負荷が小さく高速に計算が行えるとも
に，並列計算に適しているという利点を持っている．そこで，キャビティ流れと角柱まわりの流れを対象に， と

の乱流解析を行い，その特徴と解析精度を評価した．

7. 翼端から発生する空力騒音の発生機構の解明とその制御に関する研究
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）渡邉 雄一郎

　流体機械の小型高速化や鉄道車両の高速化に伴い，流れから発生する騒音，即ち，流体騒音の問題が顕在化し，そ
の予測や低減が大きな課題となりつつある．本研究では，ファンから発生する空力騒音の発生機構を明らかにするた
めの基礎研究として，単独の翼端を対象に数値解析による流れ場解析を行った．翼端部に つの大きな流れの構造が
あることと，翼端渦がある特有の周波数帯で大きく変動する可能性があることを示した．

8. 舶用プロペラに発生するキャビテーション励振力予測手法の高度化
教授 加藤 千幸，大学院学生 （加藤（千）研）陳 夏峰

　舶用プロペラに発生するキャビテーション励振力の数値予測には，キャビテーションのミクロからマクロまでの問
題を含んでおり，いまだに十分な予測ができていない．まずは，種々の既存の予測手法による数値予測を行い，既存
の手法の特徴と欠点を調査している．

9. ミクロスケール強度基準に基づく短繊維熱可塑性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 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
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 次
元モデルに基づく強度評価手法を樹脂の材料非線形強度モデルを導入して検討した．統計モデルを設定し現実的なマ
クロ破壊モデルを構築した．
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10. 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．

11. 熱可塑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

　熱可塑炭素繊維強化複合材料の強度信頼性評価を，製造プロセス段階にまで立ち入って的確に評価するためのなシ
ミュレーションシステムを開発している．ミクロスケールでの炭素繊維と樹脂の複合システムとしての加工特性をシ
ミュレーション可能なように，樹脂の温度依存非線形材料特性を直接的に導入した．マルチスケール展開によりマク
ロな加工特性を導出し，実部品の熱可塑プレス成形プロセス中に発生する不整を評価可能にした．

12. 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 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．フィラメントワィ
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
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や製造時に発生する欠陥が寿命に与える影響も評価した．

13. CFRP 製ジェットエンジンファンブレードの開発
教授 吉川 暢宏，大学院学生 （吉川（暢）研）川井 健太郎

　 製ファンブレードの実用化においては，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．ミクロスケールモデルに関して，樹脂単体の構成則にひずみ速度依存性を導入する手法開発し
た．実部品の解析は，直交異方性体モデルで行うとの想定で，ミクロからマクロスケールに繋がるマルチスケール動
的損傷力学の方法論を考究している．

14. 高圧水素容器製造のための多給糸フィラメントワインディング法の開発
教授 吉川 暢宏，技術専門職員 （吉川（暢）研）針谷 耕太

　 本程度の繊維束を同時に巻きつける多給糸フィラメントワインディング手法の，炭素繊維強化プラスチック製
容器製造方法としての適用可能性を検討した．メゾスケールシミュレーションにより，多給糸フィラメントワインディ
ング法のメリットを明らかにし，既往の単給糸フィラメントワインディング手法に対して，製造効率および力学特性
の両面において有利となることを実証した．

15. 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

　再生温度が ℃程度の低温再生の可能なデシカント空調機を開発し，顕潜熱分離空調を実現し，室内および空調
システム内の結露をゼロとするシステムを開発している．

16. 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 次元血管モデルについて，医用画像から血管抽出および， 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．



VI.　研究および発表論文

17. 1D-0D 全身循環シミュレーションによる体循環血流解析の検討
教授 大島 まり，研究実習生 （大島研）平山 貢大，大学院学生 （大島研）張 浩，研究員 （大島研）仁木 清美

　心臓と血管系は密接に干渉しあい動作している．これは，動脈硬化の進行が左室収縮時の負荷を増大させることか
らも明らかである．心臓・血管系干渉の解析には，血圧・血流速度同時計測が必要であり，これは超音波装置により
可能であるが，計測部位に制限がある．そこで，血流シミュレーションに着目する．本研究では，心臓・血管系干渉
の重要因子である加齢変化に着目し，各年代の血行動態について，超音波実測とシミュレーション値を比較する．ま
た，比較結果に基づき，各動脈血管径や末梢血管抵抗，心臓モデルに対して補正を行い，波形改善の検討も行う．

18. 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 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 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 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．

19. 腹腔動脈狭窄時における膵十二指腸アーケードの血管リモデリングに関する数値解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）尹 彰永

　膵臓と十二指腸に動脈血を届ける血管である，膵十二指腸アーケードは，その両端がそれぞれ腹腔動脈と上腸間膜
動脈につながった構造を持つ．そのため，腹腔動脈狭窄時は，上腸間膜動脈から肝臓，胃，脾臓に血液を届けるため
の側副血行路となる．また，その際には血管リモデリングが進行し，血管が大きく拡張することが知られている．こ
のような，血管リモデリングを伴う側副血行路の形成は，内臓虚血をきたす恐れのある腹部の手術において，考慮す
べき重要な要因である．しかし，膵十二指腸アーケードの血管リモデリングが内臓への血液供給に及ぼす影響は明ら
かになっておらず，手術方針は確立されていない状況である．そこで，本研究では，血管リモデリングを予測するた
めの数値解析手法の開発を行う．また，開発した手法を用いた解析によって，膵十二指腸アーケードの血管リモデリ
ングが，内臓への血液供給に及ぼす影響を解明することを目指す．

20. 分岐血管モデルの為の血圧無負荷状態推定法の検討
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）夏川 理央，研修実習生 （大島研）前田 渓太，研究員 （大島研）山本 創太

　動脈瘤などの血管病変予防と治療の為に血管の生体内力学状態の推定が求められている．本研究では負圧負荷によ
る血管の血圧無負荷形状（ZPS）推定法について，分岐形状への適用検討及び負圧負荷時の座屈抑制の為のフィリン
グ材物性値と適切なメッシュ構造の検討を行った．メッシュ構造については円管形状の周方向分割数とフィリング部
高さによる適切な結果解像度化を示すことが出来た．また手法の分岐形状への適用の為，該当形状によく見られる 8
の字形状とトラック形状での簡易形状 ZPS推定と評価を行った．

21. 腹部大動脈瘤用ステントグラフトの曲げ剛性測定および留置状態を模擬したステントグラフトの力
学的挙動解析

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

　研究内容の説明：腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術は低侵襲かつ短期的な治療が可能だが，ステントグラフト
がずり上がり，瘤が再形成し，破裂する症例が報告されている．本研究では，ステントグラフトのずり上がりのメカ
ニズムを解明する．ステントグラフトの力学特性解明の為，4点曲げ試験を行い，曲げ剛性特性は構造に依存する事
を示した．解明された特性を利用して，有限要素モデルを作成し，モデルの検証を行った．4点曲げ試験と同条件で
次元形状の解析を行い，最適なモデルの形状を計算した．これらの結果はずり上がり解析に応用可能である．

22. 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，腫瘍栄養動脈内にフック状のカテーテルを留置
することで高濃度の抗癌剤を腫瘍に供給できるが，カテーテル留置が困難な場合は直線状のカテーテルを外頸動脈の
本幹に留置する従来法の動注となり，その場合，腫瘍栄養動脈にどの程度の抗癌剤が流入するのかは未だに解明され
ていない．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 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．
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23. CT 画像からの 3次元血管形状自動抽出手法，血管形状編集手法の開発
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，大学院学生 （大島研）陳 琰

　CTのスライス画像を重ねて 次元血管形状を構築する際には，近接血管がくっついて認識してしまったり，CT解
像度程度の細い血管が分岐することに起因する血管の突起など，セグメンテーション処理において医学的知見に基づ
いて手動で補正しなければならない．また，動脈瘤が出現する過程を考察するため，動脈瘤を除去した血管形状をセ
グメンテーション領域に対して手動で編集する必要がある．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．

24. 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，大学院学生 （大島研）陳 琰， 
大学院学生 （大島研）尹 彰永

　 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， 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 次元血管形状に対して， 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 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．

25. 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．

26. モデリング及び可視化機能のある統合的血流 1D-0D シミュレーションシステムの開発
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）陳 琰

　血流 シミュレーションは，手術効果予測・評価のために行われる．全身動脈の血流状態を直感的に把握す
るには，シミュレーション計算に使われる患者固有医療画像データだけでなく，統計データも取り入れて，人体の全
身循環網を 次元に構築し，可視化する必要性がある．本研究は，統計データに基づいて全身主な動脈の 次元モデ
ルを構築し，deformable modelの手法により患者固有経常モデルと連結させて，その上にシミュレーション結果を可
視化する．また，仮想手術と想定する，システム上でインターラクティヴに血管径を調整し， シミュレーショ
ンに使うインプットファイルを作成する機能もモジュールに取り入れる．

27. Development of a modified peripheral resistance model for patient-specific 1D-0D blood flow sim-
ulation inside the Circle of Willis (CoW)

教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）余 雪柯

　

28. 血圧無負荷時における脳血管実形状予測と流体構造連成解析
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）佐藤 利彦，大学院学生 （大島研）小林 匡治，研究員 （大島研）山本 創太

　脳血管障害などの循環器系疾患において，血流が血管壁に及ぼす壁面せん断応力などの力学的ストレスが重要な原
因とされている．現在，CT・MRIなどから得た医用画像から作成した患者特有形状を用いた解析が行われている．
医用画像に写る血管形状は血圧がすでに負荷している状態のものであり，血管には応力が働いている．数値解析にお
いて，初期の応力 ひずみ状態が血管の変形解析に大きく影響を与える．しかし，医用画像からこの撮影当時の血管
に働く応力状態を取得することは出来ない．本研究では，血管の実形状をモデル化した形状にテーパ管を取り上げ，
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このモデルに血圧と同じ大きさの負圧をかけることで血圧無負荷時の形状を推定する方法の検討を行う．その後，こ
の推定手法の有無が流体構造連成解析の結果に及ぼす影響の検討を行う．

29. 予測医療に向けた 1D-0D シミュレーションにおける医用画像データの不確かさの影響の検討
教授 大島 まり，大学院学生 （大島研）岡田 耕，大学院学生 （大島研）尹 彰永， 

大学院学生 （大島研）小林 匡治，研究員 （大島研）山田 茂樹

　過灌流症候群は頸部頸動脈狭窄症の外科治療の合併症として，その死亡率の高さから術前の予測が重要視されてい
る．Zhangらは患者の術前の医用画像に基づく血管形状や血流情報を用いた シミュレーションによって術前
後の脳血流量変化を予測することで，過灌流症候群のリスクを定量的に評価する方法を提案したが，予測精度の検証
は一症例に対して行われたのみにとどまる．また シミュレーションに対する感度解析・不確かさ解析によれば，
狭窄部位における圧力降下の大きさが予測結果に大きな影響を与えるが，狭窄部位の流体現象は Youngによる経験
的モデルに基づいており，患者固有の狭窄形状を考慮できない．そこで本研究では，狭窄部位においては患者固有形
状に基づく局所的な三次元流体解析を用いた計算による予測精度の向上を検証する．また，実形状での三次元流体解
析を踏まえた新たな狭窄モデルにより圧力降下を計算する手法を検討する．

30. 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（東大）研）尹 彰永， 
大学院学生 （大島研）小林 匡治，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．

31. 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フ ヅールの開発
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
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
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
分，これらの形状及び速度データの 血流解析部分，そして解析結果を 次元に可視化する可視化部の 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， 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， 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 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， ）そ
の条件を元に 血流解析による再解析を行うための Interactive機能， ）計算時間を短縮させる機能の実装を想
定する．

32. 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，助教 （東大）佐藤 正寛

　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．

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

34. 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 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
にこれら電荷を用いた分子動力学法に関する研究を行った．
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35. タンパク質の正準分子軌道の新しい表示法の研究
教授 佐藤 文俊，助教 （佐藤（文）研）平野 敏行，大学院学生 （東大）江口 晴輝

　タンパク質の正準分子軌道は複雑かつ広範囲に広がっているため，通常の等値面表示法では詳細に観察することが
できない．そこで，雲モデルと VRを用いた新しい表現法を研究した．

36. 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，本格研究での確実な成果創出へ向けて研究開発のより効率的・効果的推進施策を強化して実施中．

37. 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．

38. 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．

39. 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．

40. 熱流体システムの形状最適化に関する研究
准教授 長谷川 洋介

41. 生体内における毛細血管網リモデリングに関する研究
准教授 長谷川 洋介

42. 乱流環境下におけるスカラー源探索アルゴリズムの開発
准教授 長谷川 洋介

43. 懸濁液の塗布乾燥に関する研究
准教授 長谷川 洋介

エネルギー工学連携研究センター
1. 次世代熱機関用要素技術の研究

教授 鹿園 直毅

　低温度差で作動するヒートポンプや蒸気エンジンはエクセルギー損失が非常に小さく，将来のエネルギー問題の解
決に不可欠な技術である．一方で，競合する燃焼式給湯器等に比べ大型で高価であることが課題であり，従来の延長
線上にない画期的な要素技術が求められている．本研究では，基礎的な研究に基づいて，より高性能，高信頼性，小
型，安価を実現する新たな機構を提案し実証している．具体的には，超小型フィンレス熱交換器の開発表面張力を利
用した超小型気液セパレータの開発斜交波状面を用いた新たな伝熱促進等の研究を進めている．
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2. マイクロ 2相流の基礎研究
教授 鹿園 直毅

　将来のエネルギー問題を解決する上で，エクセルギー損失の小さい低温度差の熱機関であるヒートポンプや蒸気エ
ンジンへの期待は非常に大きい．一方で，競合技術である燃焼式の給湯器やエンジンに比べ大型・高価であることが
課題である．極めて細い冷媒流路を用いることで，ヒートポンプや蒸気エンジン用熱交換器の大幅な小型軽量化が実
現できるが，本研究では，そのために必要となる超薄液膜二相流の基礎的な現象理解を進めている．具体的には，共
焦点レーザー変位計を用いたマイクロチャネル内の薄液膜厚さの測定およびそのモデリング，マイクロチャネルを利
用した高性能蒸発器の限界熱流束の研究等の研究を行っている．

3. 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， ～ 度で作動する固体酸化物形燃料電池（ ）
に注目が集まっている． 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， 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， 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 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（ ）を用いた 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．

4. 固体酸化物形燃料電池スタックの劣化機構解明と長期耐久性予測
特任教授 横川 晴美

　産官学連携して スタックの劣化挙動の解明と耐久性の迅速評価に関する研究を行う．

5. 新規二次電池・燃料電池の開発
特任教授 堤 敦司

6. 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

7. 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

8. 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

9. エネルギーと物質の併算（コプロダクション）システム
特任教授 堤 敦司

10. 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

11. 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

次世代モビリティ研究センター（ITS センター）
1. 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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2. 車両空間の最適利用に関する研究
教授 須田 義大

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

4. 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

5. 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

6. 車輪・レール系の知能化に関する研究
教授 須田 義大

7. 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

8. 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

9. 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．

10. 動的交通ネットワーク均衡問題の数理特性に関する研究
助教 （大口研）和田 健太郎，大学院学生 （大口研）佐津川 功季，教授 （東北大）赤松 隆，教授 （神戸大）井料 隆雅

　ドライバーの出発時刻選択・経路選択の結果として実現するネットワーク交通流を記述するための動的交通均衡問
題は，解の基本的な数理特性（存在，唯一性，安定性等）の多くが依然として明らかになっていない．本研究では，
通常の（オイラー）座標系ではなく，ドライバーとともに移動するラグランジュ座標系における定式化を用いてこれ
らの問題に取り組んでいる．単一ボトルネックネットワークにおける出発時刻選択問題については，最適輸送理論 /
問題との数学的同型性を指摘し，均衡解の唯一性・均衡交通パターンの規則性を理論的に証明・明らかにした．経路
選択問題については， というクラスのネットワークにおいて，均衡解が大域的に安定である
ことをゲーム理論分野の手法（ ）に基づき証明した．

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，大学院学生 （大口研）佐津川 功季，大学院学生 （大口研）森田 智美

　道路ネットワークの交通状態・特性を巨視的に表す （ ）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 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．
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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

　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（
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， 年 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

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，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）アブドッラ・ムハッマド

　交通安全上も円滑上も最も重要な平面交差点における交通信号制御について，多角的な研究を推進している．損失
時間の実証評価手法の開発，現示方式の違いによる得失の評価，時空間ネットワークによるネットワーク解析手法を
用いた信号パラメータ最適化問題の定式化とその解法，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. 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 web
上で公開したマニュアルの更新・詳細化を進めるとともに，日本各地で現場の実態の把握と実用的な適用方策を盛り
込んだマニュアルとして正式に書籍刊行を目指して活動している．

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

　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研究を行った．もっとも
単純な格子状の最小単位となる 4リンクで囲まれたシングルグリッドを対象として，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するとともに，現実的
なセンサを想定した検知手法，およびグリッドロック発生の抑制制御方法を体系化した．

16. 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

　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 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
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について検討を進めるとともに，オリンピック
開催時などイベント対応についての検討も進めている．

17. 近未来型の効率的道路交通システム設計のための基礎理論の構築
助教 （大口研）和田 健太郎，教授 （東北大）赤松 隆

　近年技術的発展が著しい自動運転車の将来的普及は，Uberに代表されるモビリティ・サービス事業での採用とい
う形をとる可能性が高い．本研究は，その様な （ ）の将来普及を想定した上で，渋滞
を発生させない新たな道路交通システムを設計するための基本的枠組と理論を提供する．より具体的には， 普
及下でのシステム設計の枠組として，従来の道路システムに加え，1）ネットワーク通行権取引市場， ）モビリティ・
サービス市場，及び，それに付随する新制度の創設を提案している．最適な市場構造・取引ルールを考察するために，
この新たなシステムの特性を理論的に解析するとともに，数値的な分析を行なっている．

18. ITS （高度道路交通システム）に関する研究
客員教授 天野 肇
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19. Bluetooth OD estimation Structural Similarity
客員教授 チュン エドワード，（ ）

　

20. Lane Changing Advisory for Weaving Sections
客員教授 チュン エドワード，（ ）

　

21. Adaptive Traffic Signals
客員教授 チュン エドワード，（ ）

　

emissions and reduces personal and national productivity.

22. Autonomous Driving Strategies for Motorway On-Ramp Merging Assistance
客員教授 チュン エドワード，（ ）Yue Zhou

　

al vehicles’

to arrive at a merge point with a desired speed, and a proper gap between merging and facilitating vehicles.

23. 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，准教授 中野 公彦，教授 大口 敬

24. 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 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．

25. 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）

　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
が杭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，近年の自動車走行騒音はパワーユニット系騒音の大
幅な低減により，タイヤ・路面騒音の低減が社会的な課題となりつつある．そこで，異なる路面を同一の交通流が走
行するデータを収集して，舗装種別の違いが道路交通騒音に及ぼす影響を定量的に調べた．
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26. 音響計測法に関する研究
准教授 坂本 慎一，特任助教 （坂本研）李 孝珍，大学院学生 （坂本研）菅原 彬子， 

大学院学生 （坂本研）

　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，屋外騒音の効率的測
定方法について研究を行っている．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．材料の
表面インピーダンス等の吸音特性に関して，強力超音波による擬音の影響が誤さ要因となることを確認し，擬音の影
響を低減する手法として，音源に位相反転信号を用いる手法，及びフォノニック決勝を応用した物理フィルタを用い
る手法を考案し，それらの有効性を確認した．数百ヘルツ程度の低周波数帯域における計測には未だに課題が残り，
今後も継続して検討を行う．屋外騒音の測定法に関する研究として，自動車の走行騒音パワーレベルの測定の自動化
に関する研究に着手した．ビデオによる映像データとマイクロホンによる音響データを組み合わせ，映像データから
通過時刻と走行速度を自動検出し，対応した音データから音響パワーレベルを算出するシステムを構築した．

27. 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 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 の構築に関わる研究として行い，次期モデルである の
構築のための基礎データとして役立てた．

28. 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）米村 美紀， 

大学院学生 （坂本研）菅原 彬子

　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 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，屋外環境騒音の つの観点から主に つの応用研究
を行った．まず，室内音響に関するの研究として，駅コンコースにおける音環境の実測調査を行い，現場で収録した
音データを試験音として， 次元音場シミュレーションシステムを用いた主観評価実験と行った．屋外環境騒音に関
わる研究としては，異なる舗装上を走行する道路交通騒音の実測調査を行い，同一交通流が異なる舗装路面上を走行
する場合の走行音を録音した．録音したデータを編集した試験音を用いて騒音のうるささに関する聴感評価実験を
行った．

29. 純音性騒音の評価に関する研究
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）佐々木 奏子

　風力発電施設から発せられる騒音や，ヒートポンプ給湯器から発せられる騒音は，機械の回転に起因する純音性の
成分が多く含まれ，苦情の原因となっている可能性がある．そこで，実験室における聴感評価実験を用いて，純音性
騒音の不快感を調べる研究を開始した．本年は，もっとも基礎的な検討として，定常騒音に単一周波数の純音が含ま
れる騒音を対象としてその「大きさ感」，及び「わずらわしさ」に関する主観評価実験を行った．得られた主観評価
値と，純音成分の強さに関する指標との対応性について検討を行った．

30. 自動運転技術，運転支援技術に関する車両走行実験
准教授 中野 公彦

31. ITS 技術の鉄道車両への展開
准教授 中野 公彦

32. 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．
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33. 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．

34. 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．

35. 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
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．

36. 最新 ITS の導入によるバス情報化推進に関する研究
助教 （須田研）平沢 隆之，准教授 坂井 康一，教授 須田 義大

　国内幹線道路を中心に通信用路側機の全国配備が進められてきたことを背景に，柏 ITS推進協議会メンバーが社会
実験参画して得られた新型 プローブデータを追加分析し，空港連絡バスを対象に高速バスロケーションサービ
スほかの運行管理支援サービスの実用性を検討した．同様に，柏 ITS推進協議会との連携の下，柏市域の路線バス・
コミュニティバスへ適用する場合を想定して，中小バス会社の参画を意図して国内整備の進められてきた最新のバス
情報フォーマットの，バス事業者への導入効果を試算した．

統合バイオメディカルシステム国際研究センター
1. 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，特任助教 （藤井研）金田 祥平， 
国際研究員 （酒井（康）研） ，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，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．

2. 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 （ ） ， 

外国人客員研究員 （藤井研）

　マイクロ流体デバイス技術と 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．
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3. 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，特任助教 （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．

4. 確率生体現象の数理と熱力学
准教授 小林 徹也

　細胞はすべての多細胞生物の構成要素であり，また化学反応はすべての細胞の構成要素である．細胞という微小環
境に閉じ込められた，少数だが多種の反応群は極めて確率性の高い挙動を示す．本研究では，確率論に基づく数理理
論の構築と，定量データを用いた理論の検証を通して，このような現象をどのように記述したら良いのか？ 分子の
少数性は現象の定性的な振る舞いにどのような影響を持つのか？ 少数分子からなる平衡・非平衡系に成り立つ熱力
学的法則は何か？ といった問題を数理的な立場から解決することを目指す．

5. 生体情報処理の数理理論
准教授 小林 徹也

　生体システムは個体から細胞まで積極的に環境の情報を取得・処理し，運動・状態変化などの応答を決定する．し
かし，ミクロな細胞を構成する化学反応は極めて確率的でノイジーである．ノイジーな化学反応を用いてどのように
細胞は情報を扱い，そして情報をどう活用しているのか．その原理は明らかではない．本研究では，情報理論や情報
熱力学をベースとして，動的に変化する環境の認識や探索に関する数理理論の構築を行っている．またそれを定量的
な計測と組み合わせて，生体情報処理を情報の観点から理解することを探求する．

6. 進化と適応の統一理論
准教授 小林 徹也

　生体システムは確率的に変動する環境に柔軟に適応する能力を有する．自然選択に基づくダーウィン進化は，環境
適応の基本メカニズムの一つであり，生体は集団内に遺伝型・表現型の多様性を生成することで，未知の環境変動へ
のリスクを分散し，生存確率や適応度を高める．一方で，生体システムは環境を積極的に感知・予測し，事前に適応
的な状態を選択することのできる脳の様な器官を発達させてきた．この つの適応機構はどのように関連しているの
か？ 本研究では，ダーウィン的自然選択と予測的情報処理に共通する情報論的変分構造を用いて，この つの適応
機構を理論的に統合し，生物に適応関する統一理論の構築とその応用に取り組んでいる．

7. 定量細胞生物学
准教授 小林 徹也

　大腸菌，酵母，細胞性粘菌，培養細胞などの単細胞生物は，生命システムにおける定量的な法則を見出すためのよ
いモデルシステムである．本プロジェクトでは，様々な実験研究者と協力することで，多様な定量データに様々な数
理・データ解析手法を組み合わせ，新たな法則の発見に取り組んでいる．特に我々は，1細胞レベルでの振る舞いと
細胞ごとの確率性・多様性の結果として，どのように細胞集団の挙動や機能が実現しているか？に着目して研究を進
めている．

8. 定量免疫学
准教授 小林 徹也

　免疫は未知で多様な外敵を認識・学習し，速やかに外敵を排除する生体防御システムである．免疫による外敵の認
識・学習において，T細胞・ 細胞をはじめとした免疫細胞の多様性（レパートリ）とその変化が重要な役割を果たす．
本研究では，免疫細胞集団の集団ダイナミクスモデルと，ハイスループットシーケンシングに基づく免疫レパートリー
解析を統合し，我々の免疫状態がどのように維持され，また動的に制御されているか，その原理の理解に取り組んで
いる．

9. 定量発生学
准教授 小林 徹也

　着床前胚の形成は，1つの受精卵が多能性細胞を含む複数の状態の細胞に分化・脱分化をする哺乳類胚発生の最も
単純な第一ステップである．複雑な多細胞構造が動的にまた空間的に形成される原理を理解するためには，発生の系
譜を追跡し再構成することが不可欠である．本研究では，長期胚培養，定量的 タイムラプスイメージング，画像
からの細胞核の自動同定，核の自動追跡アルゴリズム，発生系譜の統計解析技法，そして胚発生の力学モデルなどの
技術開発に取り組んでいる．これらの手法は発生の理解のみならず，胚の状態を定量化し，その培養条件を最適化す
る応用にも貢献すると期待される．
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10. In vitro 3 次元網膜微小血管モデル系の構築
講師 松永 行子

11. 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

12. 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

13. 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 （東大・LIMMS） ，

14. 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，特任助教 （藤井研）金田 祥平，助教 （年吉研）久米村 百子

15. 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） ， 
東京大学特別研究員 （東大・LIMMS） ，

16. 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 （東大）高橋 治子

17. 炎症と免疫に関する宿主応答制御機構の解明及び関連疾患の克服に向けた応用研究
特任教授 谷口 維紹

　炎症・免疫系におけるシグナル伝達・遺伝子発現の制御機構を中心に研究を進めており，関連疾患との関わりにつ
いて解析を行っている．確固とした分子生物学を土台とし，新しい技術や考えを積極的に取り入れながら，免疫系・
生体防御系という複雑系をどう理解するかという分野の先端的研究を目指している．臨床医学とも深くかかわる分野
であり，新しい予防・治療法に路を開くことも視野に入れながら研究している．

18. SMMiL-E における科学ディレクション
特任教授 興津 輝

　 （ ）は，フランスか
ら受け入れた研究者と共に生産技術研究所で開発している最先端の （ ）技術と

技術をフランスにて癌医療に応用することをミッションとしている．国際的かつ学際的共同研究である
において，研究者間の情報伝達を促進し，研究活動が生産的・効率的に進むよう支援する．加えて，工学

医学連携によるプロジェクト遂行のための，プロセスと論理の構築を研究する．

マイクロナノ学際研究センター
1. 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，共同研究員 （鷺宮製作所）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

　 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．

2. 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

　 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．
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3. 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，助教 （ ）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．

4. ラボ・イン・TEM・システム
教授 藤田 博之，教授 年吉 洋，教授 （静岡大）橋口 原，助教 （東京工業大）石田 忠，助教 （ ）三田 信， 

特任助教 （藤田研）佐藤 隆昭，准教授 （University of Twente）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 （ ）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（ ）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 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．

5. 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

6. 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．

7. 探針のフォーススペクトロスコピー
教授 川勝 英樹，教授 （三重大）北川 敏一，教授 （電気通信大）佐々木 成朗

　分子修飾法，背景力評価等を 等で評価．小型の走査型プローブ顕微鏡で，修飾分子を含む気体
を還流し表面や探針の修飾の可能なものの研究を行なっている．

8. 励振機能を有する光てこ変位検出機構
教授 川勝 英樹

　原子間力顕微鏡の力検出素子としてカンチレバーを用いる場合，その振動励起方法が極めて重要で有る．本研究で
は，広く用いられている光てこ変位検出機構を用いて振動励起と振動検出を同時に行う手法の研究を行なっている．

9. オペランド環境走査型プローブ顕微鏡
教授 川勝 英樹

　探針や表面の修飾や改変のインプロセス観察を目的とした，環境可変，雰囲気可変走査型プローブ顕微鏡の開発を
行なっている．

10. 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．
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11. 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 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．

12. 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，教授 （立命館大）峯元 高志

　原子間力顕微鏡（ ）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 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．

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，教授 （立命館大）峯元 高志，大学院学生 （髙橋研）潘 鎮海，大学院学生 （髙橋研）福澤 亮太

　導電性カンチレバーを用いた静電引力検出モード 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. 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，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 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．

15. 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 
（ ）の開発が脚光を浴びている． 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 デバイスの開発を行っている．

16. 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，技術職員 （金（範）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．

17. 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（ 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， 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．

18. 共同研究
教授 年吉 洋，大学院学生 （東大）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



VI.　研究および発表論文

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．

19. 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 （東大）全 晟豪

　 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．

20. 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 プログラム 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 フィ
ルタデバイスを印刷技術によって製作する．

21. 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 （電力中央研究所）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（ ），IoT推進のた
めの横断技術開発プロジェクト（ ）からの受託研究の一環として，環境振動から 程度の電力を回収する
振動発電型の 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．

22. 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

23. 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）

24. 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） ， 

特別研究員 （野村研） ，准教授 （東大）宇佐見 康二

25. 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（ ） ， 

教授 （東京都市大）澤野 憲太郎，大学院学生 （野村研）岡本 昴

26. 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，准教授 （東大）江島 広貴， 

大学院学生 （野村研）

27. 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，大学院学生 （野村研）岡本 昴

28. 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） ， 

特任研究員 （野村研） ，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人
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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） ，グループ長 （物材機構）森 孝雄，特任研究員 （野村研）

， 
大学院学生 （野村研）柳澤 亮人，野村研 （野村研）

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

特任研究員 （野村研） ，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人

　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，熱フォノンの波動性に基づいた熱伝導制御に成功している．

31. トポロジカルフォノニクスに関する研究
准教授 野村 政宏，大学院学生 （野村研）秦 佑介

32. 表面フォノンエンジニアリングによる熱伝導制御と熱電発電デバイスへの応用
准教授 野村 政宏，大学院学生 （野村研） ， 

大学院学生 （野村研）柳澤 亮人，特任助教 （野村研）

33. シリコン薄膜ペルチェ素子を用いた局所冷却
准教授 野村 政宏，教授 金 範埈，大学院学生 （野村研） ， 
特任助教 （野村研） ，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人

34. IoT ノード向けのエネルギーハーベスティング，無線給電，DC-DCコンバータ
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　設置後は電池交換不要で永久に動作する IoTノードを実現するためには，エネルギーを環境から取り出すエネル
ギーハーベスティングや無線給電と，それに伴う電圧変換回路（ コンバータ）が必要とされる．未来の IoTノー
ドの方向性を探索する研究として，ヒューマン・コンピュータ・インタラクションと集積パワーマネジメントの異分
野連携により，超音波集束ビームを用いて空中浮遊・移動する直径 4ミリメートルの極小 光源を開発した．無
線給電を使用した電池の不要化と， 点灯に必要な無線給電用受信回路の専用 IC化の 点を工夫したことで小型・
軽量化を実現し，超音波による微弱な力でも浮き上がらせることに成功した．極小 光源の空間中の移動と点灯・
消灯はコンピュータから無線で制御でき，将来は手で触れる空中ディスプレイ向けの発光画素への応用が期待される．

35. パワートランジスタ（IGBT）駆動用波形制御プログラマブルゲートドライバ
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　パワーエレクトロニクスと LSIの異分野連携により， のゲート駆動電流をデジタルインタフェースで変えら
れるプログラマブルゲートドライバ ICを開発した． のスイッチング過程におけるゲート電圧波形を最適に動
的制御することにより，スイッチング時の損失低減とスイッチングノイズ低減を両立することができた．

36. マイクロプロセッサの高エネルギー効率動作に向けたオンチップ電源回路
准教授 高宮 真，教授 桜井 貴康

　メニーコアのマイクロプロセッサを高性能かつ低消費電力に動作させるためには，要求性能に応じてコア毎に最適
な電源電圧を供給することがキー技術となっている．マイクロプロセッサ上のコア数は増加する一方のため，必要な
電源電圧の種類も増加する，マイクロプロセッサ外部に多数個の コンバータを設置して多種類の電源電圧を
供給することはサイズの観点で困難である．そこで，マイクロプロセッサのチップ上に搭載できる超小型のオンチッ
プ電源回路が必要とされている．そこで本研究では，チップコンデンサ（MLCC）を LSI上に直接実装した高効率で
電力密度の高いスイッチトキャパシタ コンバータを開発した．
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持続型エネルギー・材料統合研究センター
1. 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，大学院学生 （岡部（徹）研）成田 伊織

　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．

2. 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）大内 隆成，リサーチフェロー （岡部（徹）研）谷ノ内 勇樹， 

学部学生 （岡部（徹）研）Truong Cong Yen Nhu

　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．

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）大内 隆成，大学院学生 （岡部（徹）研）鄭 忱奕

　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. 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，リサーチフェロー （岡部（徹）研）姜 正信

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

5. 貴金属の新規な高効率溶解法の開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）大内 隆成

　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．

6. チタン製品の革新的高効率製造技術の開発
教授 岡部 徹，助教 （岡部（徹）研）大内 隆成，大学院学生 （岡部（徹）研）飯塚 昭博

　最先端のチタンの脱酸技術である ”極低酸素ポテンシャル（極低 ）制御技術 ”をチタン粉末の焼結法に応用し，
安価なチタン粉末から高品質なチタン製品を効率良く製造する革新的な手法を開発する．

7. 高い抗酸化活性と水中接着性を示す新規ポリフェノール模倣高分子の開発
教授 吉江 尚子，准教授 （東大）江島 広貴，大学院学生 （吉江研）Kan Zhan

　植物由来のポリフェノールがもつ官能基を側鎖に導入した合成高分子を開発している．このポリフェノール模倣高
分子は自然界のポリフェノールと同様に高い抗酸化活性を示すほか，強い接着性を示すことも明らかになった．特に，
水中での接着性が既存の接着剤に比べ極めて強いことが分かった．

8. 動的結合による高分子材料の強靭化機構の解明
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）中川 慎太郎，大学院学生 （吉江研）中井 脩也，大学院学生 （吉江研）川名 紗貴

　共有結合よりも弱い可逆的な動的結合による架橋を用いて，硬く伸びしろのある強靱な高分子材料を開発している．
本研究では動的結合の数密度を精密に制御した分子設計により，動的結合が強靭化に寄与するメカニズムの解明を目
指している．
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9. 動的結合の制御配置による高分子材料の強靭化
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）中川 慎太郎，研究実習生 （吉江研）近藤 慶

　可逆的な動的結合を高分子鎖中に組み込むことで，硬さと伸びしろを両立した強靱な高分子材料が得られる．本研
究では，高分子鎖中の動的結合の配置を精密に制御することで，更なる強靭化を目指す．動的結合の配置の対称性を
破ることで材料が強靭化することを明らかにした．

10. 架橋によるパターン化ポリマーブラシの形状制御
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）中川 慎太郎，大学院学生 （吉江研）西村 俊亮

　パターン化された基板表面を起点として高分子鎖を成長させたパターン化ポリマーブラシは，表面物性の動的制御
など様々な応用が期待されている．本研究では，高分子鎖を架橋することによりパターン化ポリマーブラシの形状制
御を目指す．架橋により，パターン化ポリマーブラシの端部の段差がより鋭くなることが分かっている．

11. 高い剛性・耐水性を有する真珠層模倣クレイ /ポリマーナノハイブリッドの創製
教授 吉江 尚子，助教 （吉江研）中川 慎太郎，大学院学生 （吉江研）Kyungmo Sung

　貝殻の内側に形成される真珠層は，板状の無機微粒子と少量の有機高分子からなる無機 /有機ナノハイブリッドで
ある．無機クレイ微粒子と合成ポリマーからなる真珠層模倣材料は高い剛性を示すことが知られているが，クレイの
親水性により耐水性が極めて低いという問題点があった．本研究では，クレイ表面の疎水化とその場重合により，高
い剛性と耐水性を両立した真珠層模倣クレイ /ポリマーナノハイブリッドの創製に成功した．

12. 海水中および高湿度環境下で安定的に自己修復する高分子材料の開発
教授 吉江 尚子，准教授 （東大）江島 広貴，助教 （吉江研）中川 慎太郎， 

大学院学生 （吉江研）Chaehoon Kim

　動的結合を有する高分子材料は自己修復性を有する場合がある．本研究では，動的結合としてカテコール ボロン
酸結合を利用した高分子材料を開発した．この材料は水によって動的結合の可逆性が発現し自己修復性を示す一方，
海水中で極めて低い膨潤率を示し安定的な自己修復が可能であった．さらに，液体の水の中だけでなく空気中の水分
のみでも自己修復性を示すことが分かった．

13. 両親媒性温度応答性ハイドロゲルのミクロ相分離メカニズムの解明
助教 （吉江研）中川 慎太郎，教授 吉江 尚子

　温度に応じて膨潤率が変化する温度応答性ハイドロゲルは，医療・生命科学の分野で有用な材料である．本研究で
は，親水性高分子と温度に応じて親水性の変化する高分子を組み合わせた両親媒性温度応答性ハイドロゲル中に形成
されるミクロ相分離構造の形成メカニズムの解明を目指した．構造形成過程および形成される構造のサイズを支配す
る熱力学的因子の特定に成功した．

14. 均一なゲルの形成過程における構造・ダイナミクス変化
助教 （吉江研）中川 慎太郎，教授 吉江 尚子

　ゲルは一般に高分子鎖間をランダムに架橋したものであり，固有の不均一性を有しているとされてきた．本研究で
は，均一な架橋が起こるようなモデル系を用いて，ゲル化過程における構造およびダイナミクスの変化を各種散乱法
により解析した．初期状態で系が高分子鎖で覆われている場合，架橋によって不均一性が発現せず，初期の構造・ダ
イナミクスを保った均一なゲルが形成されることを初めて実証した．

15. 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

16. 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．
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17. 無容器浮遊法によるガラスの合成と物性
教授 井上 博之，助教 （井上研）中塚 祐子

　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．
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

18. 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 の熱電変換材料を実現することを目的としている．

19. 準結晶の成長機構
教授 枝川 圭一

　結晶とは異なる特異な秩序構造をもった「準結晶」は 1984年に発見された．現在までにこの新物質に関する多く
の研究がなされてきたが，未解決の重要問題として成長の問題がある．つまり原子が凝集して準結晶秩序を形成する
メカニズムが未だによくわかっていない．我々は，実験的に準結晶の微視的成長機構を解明することをめざしている．
本年度は 正 角形準結晶の成長を高分解能 観察（ 法）を用いて高温その場観察した．

20. 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 次元
光禁制帯（ ）が形成し，強い 次元光閉じ込め効果が発現することを 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， 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 が形成するこ
とを発見した．この が，ランダムネットワーク構造における とは異なる機構で形成することを示し
た．

21. 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，協力研究員 （吉川（健）研）川西 咲子，大学院学生 （吉川（健）研）中川 弥生

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

22. 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 （吉川研）鳴海 大翔，（CNRS）

　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．

23. 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，大学院学生 （吉川（健）研）Yao Yuchuang， 

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．

24. マグネシウム蓄電池用正極活物質の開発
准教授 八木 俊介

25. マグネシウム蓄電池用電解液中におけるマグネシウムの電析・溶解挙動の解析
准教授 八木 俊介
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26. 高活性な酸素の電気化学反応触媒の開発
准教授 八木 俊介

27. 電気化学QCM法を用いたリチウムイオン電池中の不純物挙動の解析
准教授 八木 俊介

28. 白金族金属のリサイクルプロセスの開発
客員教授 山口 勉功

29. HEV/EV モーター磁石からのレアアース回収に関する研究
客員教授 山口 勉功

30. 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， 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（ICUS）
1. 新型地震計による地震動観測

教授 目黒 公郎

2. 行政機関における危機管理のあり方
客員教授 伊藤 哲朗

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. 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

9. 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
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10. 復興準備の概念構築と手法の構築
准教授 加藤 孝明

11. 多世代共創に向けた建築・都市システムへの数理的アプローチ
准教授 本間 裕大，助教 （東京電機大）宗政 由桐，助教 （千葉工業大）稲坂 晃義， 

助教 （東大）薄井 宏行，助教 （目黒研）郷右近 英臣，助教 （首都大）讃岐 亮， 
助教 （中央大）関口 達也，准教授 （慶應義塾大）中西 美和，准教授 （東大）廣井 悠， 
助教 （日本大）藤井 愛，助教 （今井研）本間 健太郎，准教授 （東京海洋大）渡部 大輔

　近年，持続可能社会や多世代共創社会といった目指すべき社会像，あるいは少子高齢化や人口減少といった日本が
抱える問題点について，活発な議論がなされている．立地適正化計画など都市計画的な誘導も試みられているものの，
その包括的な道筋・解決策を確立するためには普遍性や客観性に基づいた数理的議論を深める必要もあるように思わ
れる．このような問題意識から，日本建築学会・特別研究委員会を立ち上げ，議論を重ねている．様々なフィールド
で研究を推進しつつも，建築・都市に対する数理的アプローチに心得のある委員構成が，その特徴である．数理的に
分析する際の前提条件の整理に当っては，「時間・空間・人間」なる構成軸と，「人間⇔建築⇔都市」という対象スケー
ルを意識している．セットで頻繁に議論される時間・空間あるいは建築・都市に，人間（じんかん）を加えたことが
ポイントと言える．これらの軸とスケールを用いながら，問題の前提条件をクリアにすることによって，決して無視
できない問題の構造と，結果としてどうしても避けられない宿命を導きたいと考えている．一例を挙げると，空間を
取り扱う際には，移動距離の負担と空間容量の限界が，問題の構造だと思われる．そして数理的アプローチは，結果
として距離負担の多寡・交通量の粗密・領域形状の影響といった宿命を導く．これまで空間に主眼が置かれがちであっ
た建築・都市への数理的アプローチを多角的に深化させることによって，持続可能性という時間，人口減少という人
間の，構造とその宿命を追求したい．

12. 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
准教授 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． を用い，面積・重複距離の 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．

13. 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「 」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．

14. 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
准教授 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．

15. 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
准教授 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
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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， ，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．

16. 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
准教授 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
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．

17. 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
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（ ： ）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 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， 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， 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 到着数の見積もりを行うための数理モデルを提案する．

18. 幾何ブラウン運動モデルを用いた複数橋梁の改修スケジュール最適化
准教授 本間 裕大

　本研究では，幾何ブラウン運動過程によって表される劣化過程を橋梁に適用し，その最適な補修計画を考えた．マ
ルコフ過程を用いたハザードモデルとは異なり，このモデルでは幾何ブラウン運動過程の導入によって劣化過程を非
負かつ連続的に表現することができる．我々は本モデルから導かれる確率密度関数を用いて複数の橋梁を含む全体の
信頼度を算出し，それを最大化するような改修計画を導出した．この改修計画は，優先度を設定するのが難しい橋梁
のマネジメントにおいて指針と成り得るだろう．

19. 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過程の数理的分析
准教授 本間 裕大

　本研究では，学生ピアノコンペティションの時系列採点データを活用し，戦後日本社会におけるピアノ教育過程を
数理的に追及することを目的とする．具体的には，” ～ 年度のピティナ全参加者の属性・選曲・採点結果 ”
という延べ 56万件規模のデータベースを解析し，ピアノ技術の伝承過程とそこから導かれる社会的距離，さらには
ピアノ学習者の演奏技術習得過程に，焦点を当てる．本研究で着目するのは，（i）ピアノ教育における師弟関係と，（ii）
楽曲の習得過程，の つに関する ”ネットワーク ”と ” 距離 ” である．時間・空間・難易度という 軸上で展開され
るピアノ教育 ”過程 ” を定量的に解析することによって，ピアノ教育者が感覚的に認識していた仮説の可視化のみな
らず，その数学的帰結から導かれる新たなる知見の創出を目指す．

20. 災害対応のプロセスとシステム化に関する研究
講師 沼田 宗純

21. 災害対策トレーニングに関する研究
講師 沼田 宗純

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（統合・合成開口・サブボトム）

教授 浅田 昭

　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 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
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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．

2. 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．

3. 音響手法による水中植物の植生計量手法の開発
教授 浅田 昭，特任助教 （浅田研）水野 勝紀

　水中植物はその水域の緩急指標ともなる重要な植物であり，その植生の増減をモニターすることは水環境の変化を
とらえる上で極めて重要である．高周波ソーナーを基とする計測システムを構築し，水中植物のイメージング，植生
ボリュームの計量手法の開発を行っている．

4. 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．

5. 内閣府　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．

6. 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 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．

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）居駒 知樹，准教授 （日本大）惠藤 浩朗

　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（ ）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（ ）
を開発し，海域実証試験（試験送電）を実施している．

9. 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 （ ）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
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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．

10. 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．

11. 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．

12. 地震・津波観測監視システム（DONET）の運用及び保守
客員教授 川口 勝義

　平成 18年度より実施している，海溝型巨大地震発生帯における先進的かつ効率的なリアルタイム長期観測手法の
確立を目指す研究開発計画「地震・津波観測監視システム」の構築において，巨大地震発生の切迫度が高まっている
とされる南海トラフの内，東南海地震の想定震源域が存在する熊野灘を観測対象と設定し，海中での交換・修理・機
能向上等が可能な世界的にも例を見ない高密度地震津波観測用の海底ケーブル式観測ネットワーク の開発と
整備を進めてきた．熊野灘にはすでに システムが展開されており，陸上と同等の観測点密度を持つ 点の
高精度地震・津波観測ネットワークが構築され平成 年度より本格的な運用に供されている．この観測ネットワー
ク開発の成果を受け，現在熊野灘の西側に位置する，南海地震の想定震源域をもつ紀伊水道沖を観測対象として，

と比較してさらに大規模なシステムを管理運用することが可能な観測ネットワーク の開発と構築
を進めてきた．平成 年度にはシステムの大規模化が直面する，システムの高電圧対策に関する問題を克服した新
たなシステムの海域への構築を完了し平成 年度からはこれら二つのシステムの運用が開始されている．

13. 海域地震発生帯研究開発
客員教授 川口 勝義

　巨大地震発生のメカニズムの解明や地震発生の準備過程の理解を進めるにあたり，地殻変動観測の重要性が近年議
論されている．陸上では を用いた観測網により研究が進むが， 情報を取得できない海底における地殻変動
観測の実現には，新たな手法の導入が必要となる．リアルタイム観測のためのインフラとして を用いること
を前提に，海底に展開された津波観測用水圧計の高精度校正による地殻の上下方向の微小変動検出と，海底堆積層の
傾斜変動を組み合わせた，海底地殻変動観測技術の開発に着手した．平成 年度には水圧計校正装置の試作を行い，
環境シミュレータを用いた機能検証を進め，次年度以降海域での試験校正を計画している．傾斜変動観測については
高精度傾斜計の基礎検討を進めた．さらに，海底面下 － 程度の深度に傾斜計を埋設設置する掘削技術に関し
ても検討を行っている．

14. 将来の気象条件が全循環に及ぼす影響に関する研究
准教授 北澤 大輔，助教 （北澤研）吉田 毅郎，大学院学生 （東大）周 金鑫， 

大学院学生 （東大）朴 相圭，教授 （滋賀大）久保 英也， 
准教授 （滋賀大）菊池 健太郎，准教授 （滋賀県立大）吉山 浩平

　琵琶湖において全循環が停止し，深層の溶存酸素濃度が回復しない場合は，古い歴史を持つ貴重な生態系に大きな
影響を及ぼすと考えられる．そこで，全循環が停止した場合に，対策費用を調達できるように，全循環停止オプショ
ンをデリバティブとして商品化する際に，全循環の停止リスクを計算する必要がある．そこで，将来の気象シナリオ
に基づいた琵琶湖の数値シミュレーションを実施し，琵琶湖で全循環が停止する要因や確率を調べた．

15. 定置漁業における自動揚網システムの開発
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 雪，シニア協力員 （北澤研）水上 洋一

　定置漁業における揚網作業には，多大な労力がかかる．近年，漁業者は高齢化しており，新規参入者が少ないこと
から，定置漁業の存続が危ぶまれている．そこで，可撓性ホースによって構成されたホースネットを海底に設置し，ホー
スネット内に空気を注入することによって浮上させ，揚網する技術を開発した．まず，可撓性ホース一本の挙動を明
らかにするため，巻研究室の水槽にて，可撓性ホースの浮上，沈下実験を実施した．さらに，実物のホースネットの
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1/6模型を製作し，千葉実験所の海洋工学水槽においてホースネットの浮上，沈下の水槽実験を実施した．ホースネッ
トを円滑に浮上，沈下させるために取り付けるウェイトの重さと分布を調べて，沈下，浮上時間や沈下，浮上時の
次元的な形状の変化を明らかにした．

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

　 （自律型海中ロボット）と海底ステーション， 同士など，複数の自律プラットフォームの連携により新
たな海中海底探査用システムを提案する．試作海底ステーション， 台のホバリング型 （

）等のテストベッドを用いて，水槽試験，海域試験等により研究開発を進めている．

17. 低コスト・小型・高機動AUV
准教授 巻 俊宏

　これまでの の 以下のコストで，また運用にクレーンの要らない小型 のデザイン，ナビゲーション
手法，運用手法の開発に取り組んでいる．スキャニングソーナーおよび基本的なセンサにより凹凸のある海底面を低
高度かつ高速に追従する手法の開発に取り組んでいるほか，試作機 を用いて，生物観測や海氷下への展開
など，新たな応用の可能性を探っている．

18. 福島第一原発事故による海底土の放射能汚染調査
准教授 ソーントン ブレア

　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．平成
年度は，原子力規制庁の委託事業において， ホースによる福島沖曳航調査（11月 日 月 1日， 月
日 ~18日の 航海）の曳航式スペクトロメータ測定結果を回収し，スペクトルデータの解析を行った．また，福島県
沖曳航調査で取得するデータを解析した結果について，地理情報システムの整備を行った．

19. 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

　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（ ：Laser Induced 

）装置「ChemiCam」を研究開発し，実海域での運用試験を行っている．平成 年度は，
において，遠隔操縦ロボットに ChemiCamを搭載し， 以上の深さにある沖縄トラフにおいて，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・間 水や粒子の成分を やレーザ
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る装置の開発を進めている．
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． ・ 航海では，レーザラマン装置による間 水計測を実施．チムニー麓の間 水から二
酸化炭素のピークをはっきり捉えた．

20. 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

　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． ～ の低高度からの画像マッピングでは，数 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 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， の高高度から 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 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．平成 年度は，クレスト課題の瀬底フィールドキャンペーンプログラムと合同で，琉球大学
やシドニー大学らとサンゴ礁の調査を および を用いて実施し， ではマンガ
ンクラストの調査を （インターフェロメトリーソーナー）， （高高度 画像マッピング）および

（マンガンクラストの厚さ計測）で実施した．

21. ホログラフィックカメラによるプランクトン計測技術
准教授 ソーントン ブレア

　アバディーン大学が開発したホログラフィックカメラ をベースとした高温熱水中の粒子をイメージン
グする計測技術に関する共同研究を行っている．平成 年度は， 航海において， に
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を搭載して計測を実施，取得データの解析をアバディーン大学と共同で進めている．

22. 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（ ）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 」， ）海中で試料を採取
し固定するための機構， ）海中探査機に実装し現場環境で安定にに動作させるためのプラットフォーム，等の総合
的な技術開発を行っている．現在，浅海や深海において動作テストを行っている．今後，水産現場や外洋船舶のバラ
スト水など，様々な実環境で測定・評価を進める予定である．

23. 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，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， （ ：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 や （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 型 」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．

最先端数理モデル連携研究センター
1. 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．

2. 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，特任助教 （合原研）神山 恭平，特任助教 （合原研） ， 

特任助教 （合原研）安田 裕之，准教授 河野 崇

　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（ ）
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 結合を 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
年に Science誌に 本の論文が掲載された．

3. 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．

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

　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
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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. 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．

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. 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 Lumiere Matiere, 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．

8. 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．

9. 複雑ネットワーク上の量子ウォーク
大学院学生 （羽田野研）向井 奏絵，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．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として，複雑ネットワーク上の量子ウォークを導入する．

10. 確率生体現象の数理と熱力学
准教授 小林 徹也

　細胞はすべての多細胞生物の構成要素であり，また化学反応はすべての細胞の構成要素である．細胞という微小環
境に閉じ込められた，少数だが多種の反応群は極めて確率性の高い挙動を示す．本研究では，確率論に基づく数理理
論の構築と，定量データを用いた理論の検証を通して，このような現象をどのように記述したら良いのか？分子の少
数性は現象の定性的な振る舞いにどのような影響を持つのか？少数分子からなる平衡・非平衡系に成り立つ熱力学的
法則は何か？といった問題を数理的な立場から解決することを目指す．

11. 生体情報処理の数理理論
准教授 小林 徹也

　生体システムは個体から細胞まで積極的に環境の情報を取得・処理し，運動・状態変化などの応答を決定する．し
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かし，ミクロな細胞を構成する化学反応は極めて確率的でノイジーである．ノイジーな化学反応を用いてどのように
細胞は情報を扱い，そして情報をどう活用しているのか．その原理は明らかではない．本研究では，情報理論や情報
熱力学をベースとして，動的に変化する環境の認識や探索に関する数理理論の構築を行っている．またそれを定量的
な計測と組み合わせて，生体情報処理を情報の観点から理解することを探求する．

12. 進化と適応の統一理論
准教授 小林 徹也

　生体システムは確率的に変動する環境に柔軟に適応する能力を有する．自然選択に基づくダーウィン進化は，環境
適応の基本メカニズムの一つであり，生体は集団内に遺伝型・表現型の多様性を生成することで，未知の環境変動へ
のリスクを分散し，生存確率や適応度を高める．一方で，生体システムは環境を積極的に感知・予測し，事前に適応
的な状態を選択することのできる脳の様な器官を発達させてきた．この つの適応機構はどのように関連しているの
か？本研究では，ダーウィン的自然選択と予測的情報処理に共通する情報論的変分構造を用いて，この つの適応機
構を理論的に統合し，生物に適応関する統一理論の構築とその応用に取り組んでいる．

13. 定量細胞生物学
准教授 小林 徹也

　大腸菌，酵母，細胞性粘菌，培養細胞などの単細胞生物は，生命システムにおける定量的な法則を見出すためのよ
いモデルシステムである．本プロジェクトでは，様々な実験研究者と協力することで，多様な定量データに様々な数
理・データ解析手法を組み合わせ，新たな法則の発見に取り組んでいる．特に我々は，1細胞レベルでの振る舞いと
細胞ごとの確率性・多様性の結果として，どのように細胞集団の挙動や機能が実現しているか？に着目して研究を進
めている．

14. 定量免疫学
准教授 小林 徹也

　免疫は未知で多様な外敵を認識・学習し，速やかに外敵を排除する生体防御システムである．免疫による外敵の認
識・学習において，T細胞・ 細胞をはじめとした免疫細胞の多様性（レパートリ）とその変化が重要な役割を果たす．
本研究では，免疫細胞集団の集団ダイナミクスモデルと，ハイスループットシーケンシングに基づく免疫レパートリー
解析を統合し，我々の免疫状態がどのように維持され，また動的に制御されているか，その原理の理解に取り組んで
いる．

15. 定量発生学
准教授 小林 徹也

　着床前胚の形成は，1つの受精卵が多能性細胞を含む複数の状態の細胞に分化・脱分化をする哺乳類胚発生の最も
単純な第一ステップである．複雑な多細胞構造が動的にまた空間的に形成される原理を理解するためには，発生の系
譜を追跡し再構成することが不可欠である．本研究では，長期胚培養，定量的 タイムラプスイメージング，画像
からの細胞核の自動同定，核の自動追跡アルゴリズム，発生系譜の統計解析技法，そして胚発生の力学モデルなどの
技術開発に取り組んでいる．これらの手法は発生の理解のみならず，胚の状態を定量化し，その培養条件を最適化す
る応用にも貢献すると期待される．

16. 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. 航空機用ものづくりの研究

教授 柳本 潤，特任助教 （柳本研）アーサン・サブリナ，特任研究員 （柳本研）樋口 拓也

　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．



VI.　研究および発表論文

ソーシャルビッグデータ ICT連携研究センター
1. 深層学習に対する効率的なブラックボックス攻撃とその対策

大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，特別研究員 （産業技術総合研究所）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　機械学習技術を使った人工知能の応用が過熱している今，それを騙す攻撃の研究は喫緊の課題である．実際，デー
タにわずかな改変を加えることで学習器の出力を大きく誤らせる攻撃がいくつも知られている．既存の攻撃の多くは，
攻撃者が対象となる学習器の内部情報を事前に知っておく必要のある「ホワイトボックス攻撃」であった．もしくは，
内部情報が不必要な「ブラックボックス攻撃」であったとしても，事前情報不足を補うための学習器への「問い合わ
せ回数」に相当する下準備の負荷が高かった．本研究では，より現実的な攻撃として，効率的なブラックボックス攻
撃を考案しそのインパクトを解析した．また，その攻撃に対して防御側が行うべき対策の考え方を示した．

2. POW型ブロックチェーンの安全性証明と実務的知見の導出
技術専門職員 （松浦研）細井 琢朗，教授 松浦 幹太

　暗号通貨などへの応用が進んでいるブロックチェーンとして代表的なものに， （ ）型のブロック
チェーンがある．応用が過熱しているにもかかわらず安全性評価が不十分であったが， 年にようやく理論的な
安全性評価が発表された．本研究では，そこで示された安全性証明に誤りがあることを指摘し，それを修正した．ま
た，修正後の証明から，実装する際に選択すべきパラメータのサイズとして推奨すべきサイズなど，実務的に有用な
知見を導出した．

3. ブロックチェーンと秘密分散法を用いた情報ライフサイクル制御
大学院学生 （松浦研）今田 丈雅，教授 松浦 幹太

　例えばメールサーバを経由する電子メールのように，中央サーバを経由する通信では，ユーザーからデータの制御
権が離れてしまう．すなわち，サーバにログを残すと，ユーザの意志と関係なく，メールに関する情報（場合によっ
ては内容全て）が後になって使われる可能性が残る．そのような脅威に対抗するためには，データに期限を設定し，
期限が来たら自動的に情報が消去されるような仕組みに一定の有効性がある．本研究では，公開分散型台帳と秘密分
散法を組み合わせることによって，そのような要請を満たす仕組みを提案する．このシステムは，信頼できる第三者
機関やセキュアなハードウエアを必要とせず，シビル攻撃という重要な攻撃にも耐性があるという性質を持つ．

4. 高度な漏洩耐性を持つ述語署名
大学院学生 （松浦研）石坂 理人，教授 松浦 幹太

　暗号プロトコルが満たすべき性質の中で，秘密 に関する情報が部分的に漏洩しても安全性が保持されることを保
証する漏洩耐性は，その暗号技術を実用化する上で重要な性質である．本研究では，漏洩耐性の中でも高度なモデル
である「 モデル（ ）」において適応的安全性という高い安全性を満たす述語署名
（Predicate Signature）というタイプの電子署名構成法を提案する．本研究の成果により，暗号理論で長く未解決であっ
た つの問題を同時に解決することができた．

5. 公開 型検索可能暗号を用いた適応的安全な匿名 ポリシー型属性ベース暗号の一般的構成
大学院学生 （松浦研）林田 淳一郎，大学院学生 （松浦研）石坂 理人，研究員 （産業技術総合研究所）坂井 祐介， 

研究グループ長 （産業技術総合研究所）花岡 悟一郎，教授 松浦 幹太

　検索可能暗号は，暗号化されたデータから特定のキーワードを含むデータのみを検索することができる手法である．
検索可能暗号には共通 型と公開 型の方式が存在する．公開 型の検索可能暗号は ベース暗号から一般的に構
成可能であることが証明されている．このように暗号要素技術間の関係性を厳密に証明することは，今後の方式設計
の指針を与えるという点で重要である．一方，より複雑な検索条件を利用可能な公開 型検索可能暗号について，
ポリシー型属性ベース暗号からより複雑な検索条件を利用できる公開 型検索可能暗号を一般的に構成可能であるこ
とは証明されているが，その逆が可能かどうかは分かっていなかった．本研究では，論理積及び論理和を用いて検索
条件を指定できる公開 型検索可能暗号から，適応的安全な匿名 ポリシー型属性ベース暗号が一般的に構成可能で
あることを厳密に証明した．

6. 仮想通貨を用いたワンショット型の公平なストレージサービス
大学院学生 （松浦研）今田 丈雅，教授 松浦 幹太

　今日，クラウドストレージサービスは急速な普及をみせている．クラウドは便利である一方で，ユーザー側からす
ればクラウドは他人であり信頼できない．そのような安全性の懸念を解消するために，外界にあるデータの完全性（改
ざんされていないこと）を検証するプロトコルが提案されてきた．しかし，特に有料のクラウドサービスについては，
利用料金に関する不正や詐取などの課題もあり，問題は複雑である．本研究では，これらの問題を同時に解決する技
術として，ストレージサービス業者が，ユーザーと合意した一定期間ユーザーから預けられたデータを（完全性を保っ
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て）保持した場合には必ず，また，その場合にのみ，それに対する報酬としてユーザーから公平に利用料金を徴収で
きる仕組みを提案した．具体的には，仮想通貨を用いてワンショット型の公平なストレージサービスのプロトコルを
構成した．また，プロトタイプ実装により，技術的パフォーマンスだけでなく，経済学的な評価も行った．

7. 攻撃情報も学習して深層学習を保護する技術の副作用とその緩和策
大学院学生 （松浦研）先崎 佑弥，特別研究員 （産業技術総合研究所）大畑 幸矢，教授 松浦 幹太

　深層学習で使われる畳み込みニューラルネットワーク（ ）は，画像認識や音声
認識，自然言語処理などへ応用した際に高い精度を出すことがわかってきたため注目を集めている．しかし一方で，
CNNへの入力データに微小な改変を加えることで出力を大きく誤らせることが可能な敵対的入力の存在が報告され
ており，CNN を実社会で用いる際に大きな脅威となることが予想される．この問題に対して頑健な識別器を構成す
るテクニックとして，敵対的入力も学習用データに加えて学習する「敵対的訓練（ ）」と呼ばれる
手法が提案されており，敵対的入力に対する耐性を向上させることが確認されている．本研究では，この敵対的訓練
における問題点として副作用を指摘し，その対策法を提案した．具体的には，CNNに対して敵対的訓練を行うと（本
来高い精度で識別できるはずの）ランダムノイズが乗ったデータに対する識別率が大きく減少してしまうことを指摘
する．その問題を解決するためにランダムノイズを付加した画像も教師データに加えて学習する手法を提案し，計算
機実験により提案手法の有用性を実証した．

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 （ ） ， 
外国人客員研究員 （藤井研）

　マイクロ流体デバイス技術と 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. 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） ，研究員 （LIMMS） ， 

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 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，素子構造を最適化することにより，量子井
戸からのフォトルミネセンスを測定し，スペクトル形状から電子温度を決定することに成功した．その結果，電子が
共鳴トンネル効果で注入・熱電子放出効果で放出されることにより，室温において電子温度が 低下することを
見いだした．これは半導体量子構造系で evaporative coolingの効果が見いだされた重要な成果である．現在，理論計
算との比較により，電子温度低下の機構や格子温度との関係について検討を行っている．

3. 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

4. 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．

5. 探針のフォーススペクトロスコピー
教授 川勝 英樹，教授 （三重大）北川 敏一，教授 （電気通信大）佐々木 成朗

　分子修飾法，背景力評価等を 等で評価．小型の走査型プローブ顕微鏡で，修飾分子を含む気体
を還流し表面や探針の修飾の可能なものの研究を行なっている．
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6. オペランド環境走査型プローブ顕微鏡
教授 川勝 英樹

　探針や表面の修飾や改変のインプロセス観察を目的とした，環境可変，雰囲気可変走査型プローブ顕微鏡の開発を
行なっている．

7. 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 （東大・LIMMS） ，

8. 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） ， 
東京大学特別研究員 （東大・LIMMS）

9. 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）

10. 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） ， 

特別研究員 （野村研） ，准教授 （東大）宇佐見 康二

11. 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） ， 

特任研究員 （野村研） ，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人

12. 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） ，グループ長 （物材機構）森 孝雄， 

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

　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．

13. フォノニクスによる熱伝導制御
准教授 野村 政宏，教授 （CNRS）Sebastian Volz，特別研究員 （野村研） ， 

特任研究員 （野村研） ，大学院学生 （野村研）柳澤 亮人

　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，熱フォノンの波動性に基づいた熱伝導制御に成功している．

14. 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．

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，
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自己形成 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. 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，教授 （立命館大）峯元 高志

　原子間力顕微鏡（ ）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 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．

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

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

18. 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，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 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．

東京大学 Max Planck 統合炎症学国際連携研究センター
1. 炎症と免疫に関する宿主応答制御機構の解明及び関連疾患の克服に向けた応用研究

特任教授 谷口 維紹

　炎症・免疫系におけるシグナル伝達・遺伝子発現の制御機構を中心に研究を進めており，関連疾患との関わりにつ
いて解析を行っている．確固とした分子生物学を土台とし，新しい技術や考えを積極的に取り入れながら，免疫系・
生体防御系という複雑系をどう理解するかという分野の先端的研究を目指している．臨床医学とも深くかかわる分野
であり，新しい予防・治療法に路を開くことも視野に入れながら研究している．

電子計算機室
1. ネットワークアーキテクチャ，ネットワーク運用に関する研究

助教 （電子計算機室）山本 成一


