
16

第3章　�エコロジカルで持続可能な社会の創生に資する　
科学技術研究

　本学では、環境研究が多様な組織で行われています。なか
でも、すずかけ台キャンパスの総合理工学研究科が中心的な
活動を行っていますが、同キャンパスの生命理工学研究科、
大岡山キャンパスの各研究科でも環境研究が行われていま
す。また、資源化学研究所、応用セラミックス研究所、原子
炉工学研究所、炭素循環エネルギー研究センター等において
も環境研究の取り組みが行われています。さらに、「統合研
究院」でも、7つのソリューション研究プロジェクトのうち
の2つが環境関連研究です。

総合理工学研究科
　これら多様な研究活動組織のうち中心的な研究活動を
行っている、総合理工学研究科の環境系4専攻（環境理工
学創造専攻、人間環境システム専攻、創造エネルギー専
攻、化学環境学専攻）は、もともと環境研究のために設置
された専攻です。その活動状況は各専攻の博士論文、修士
論文の研究課題をみればよくわかります。通常の理工学的
な環境研究が中心ですが、それとともに、それらの成果を
政策形成につなげるための研究も行っています。これらの
研究は、科研費や文部科学省科学技術振興調整費、民間財
団等の各種の研究助成を得て、精力的に行われています。
研究成果は国内外の環境関連諸学会で毎年、多数発表され
ており、各種の学術賞を授与されるとともに、それらの主
要学会で中心的な活動をしている教員が相当数います。世
界をリードするという点で、2008年には世界の環境ア
セスメント研究で最も権威ある国際学会、International 
Association for Impact Assessment（IAIA） で、 初
の日本人会長が本研究科から生まれました。また、国立大
学の環境系研究科長等会議には、総合理工学研究科が代表
して参加し大学間の連携交流を深めています。

　このほかに、全学的な支援のもと次のような研究活動が
行われていますが、環境分野においても、盛んな研究が行
われています。

フロンティア研究センター
　当センターは、産学官共同研究プロジェクトの形成と実
施により東工大発の技術による新産業創造に資するという
理念のもと、1998年4月、すずかけ台キャンパスに創立
されました。生命系、情報系、物質系、環境系、機能機械
系の5分野に関する新産業創造に資する本格的な産学官の
共同研究プロジェクトを実施することとし、本学のエース
と目される教員がリーダーになって、限られた任期の中で
の成果を挙げるべく、プロジェクトを推進しています。
　現在、環境分野では小型廃棄物発電などの研究がおこな
われていますが、フロンティア棟1階の「東京工業大学新
技術展示コーナー」では、各分野から生まれた独自性の高
い新技術やそれらの技術移転成果をタイムリーに展示して
います。

グローバルCOEプログラム
　このプログラムは文部科学省において開始されたもの
で、21世紀COEプログラムの基本的な考え方を継承しつ
つ、2007年度から新たに設けられました。応募にあたっ
ては、「社会の要請に合致した領域」、「他機関・他国の研究
者との連携によって画期的なシナジー効果が期待できる分
野」などを目的として、拠点案を策定しました。また、本
プログラムに採択された複数の拠点における教育研究活動
を連携することでその効果をさらに高めるため、拠点リー
ダーをメンバーとする先進研究機構の役割をさらに発展さ
せ、全学的な研究・教育システムを構築することを目指し
ています。
　2008年度は3拠点が採択されましたが、そのうち「震
災メガリスク軽減の都市地震工学国際拠点」と「エネルギー
学理の多元的学術融合」の2つでは、その一部として環境
研究が行われています。

イノベーション研究推進体
　国際的研究拠点の形成基盤となるような革新的特定研究
分野を立ち上げ、その戦略的展開を推進するため、学内で
の部局・専攻といった従来の垣根を越えた全学に渡る横断
的な研究組織として、現在26のイノベーション研究推進
体を設置しており、新産業創成に向けて積極的に事業展開
を行っています。これらのうち、環境・エネルギー・社会
基盤など環境関連研究は、その3分の1にあたる8つの推進
体で行われています。

3-1 世界をリードする環境研究の推進

環境理工学創造専攻、原科幸彦教授による
IAIA会長就任演説、オーストラリア、2008
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3-2 環境関連研究

社会地域地球規模の環境安全の基盤に関する研究

【科学研究費】
◇電気化学インピーダンス法の原理に基づく耐候性鋼橋梁の環境劣化モニタリングシステム

基盤研究（A）

◇固体地球・表層環境・生命の共進化

◇動的統合系としての極浅海域生態系の維持・変遷機構解明と複合ストレス下での機能再生

◇固結力が小さな地山内のトンネルの地震時破壊挙動とその対策法に関する研究

◇激震域での地盤の超非線形応答と変状が建物・基礎に与える影響とその性能設計への反映

◇大気圧下の水プラズマによるポータブル型廃棄物処理システムの開発

基盤研究（B）

◇分散的気候変動ガバナンスの有効性と行為主体の相関分析

◇暴風環境下における金属・メンブレン防水屋根の耐風性評価

◇レーザ光の背面照射による透明材料の高アスペクト比クラックフリー加工

◇─新技術の生産・流通と特許制度-ゲーム理論による分析

◇大規模社会シミュレーションのための創発的計算機構

◇河川感潮域における出水時と平常時の遷移過程に関する研究

◇自動車電子化推進のための自動車-半導体産業間技術共同開発の在り方

◇対話型ベンチマーク手法に基づく環境統計・情報の収集改善策および利用活性策の提案
基盤研究（C）

◇原生代の温暖化:下部地殻岩石に見る大規模脱二酸化炭素イベントの証拠と表層環境変動

◇液状化対策工の設計合理化に向けた固化改良体の変形性能を考慮したモデル化

若手研究（B）

◇地域による公共空間の管理・運営における責任・権限範囲に関する基礎的研究

◇条件不利市街地における住環境の持続と地域再生ビジョンに関する研究

◇東北アジアを中心としたグローバルSCM効率化阻害要因の解明とその解決ツールの開発

◇大規模複雑構造物系の地震時挙動予測手法の高度化

◇交通システムの時間信頼性評価値に関する理論・実証研究

◇複合ストレスの包括的評価・予測とサンゴ礁生態系応答モデル解析 新学術領域研究
（研究領域提案型）

◇溶融塩を用いた廃家電からのインジウム分離・精製一括処理 萌芽研究

【受託研究費】
◇SEA-WP海域における広域沿岸生態系ネットワークと環境負荷評価に基づく保全戦略 環境省

◇羽田周辺水域における流動構造と土砂・懸濁物質動態に関する総合解析委託 国土交通省関東地方整備局

◇食品・農産物の表示の信頼性確保と機能性解析のための基盤技術の開発 （独）農業・食品産業技術
総合研究機構

◇光応答抽出剤を用いた無廃棄物型貴金属リサイクル技術の開発
（独）科学技術振興機構

◇地域共同管理空間（ローカル・コモンズ）の包括的再生の技術開発とその理論化

◇時空間処理と自律協調型防災システムの実現 文部科学省
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グリーン工業プロセス関連の研究
【科学研究費】

◇地域の環境計画づくりの参加における学習プロセスの構築

基盤研究（A）
◇異分野融合によるフッ素資源循環型システムの構築
◇折紙工学と空間充填理論に基づく新しいコア構造の機能創出と製造法に関する研究
◇ペロブスカイトエンジニアリング:化学結合制御による新規非鉛強誘電体の設計
◇微小空間を活用する有機電解プロセスのブレークスルー

基盤研究（B）

◇気液二相流プラズマによる水中有機フッ素化合物の完全分解
◇セキュアマテリアルを目指すセラミックス構造設計
◇光誘起相転移の能動的制御
◇フッ化物塩イオン液体およびそのポリマー誘導体を用いる環境調和型選択的電解フッ素化
◇超臨界ナノプレーティング法による細密高段差被覆性の結晶学的研究
◇精密分子触媒を駆使する機能分子迅速合成プロセスの創成
◇熱ナノインプリント対応金属加工用レジスト高分子薄膜の究明
◇エピタキシャル二酸化チタンへテロ電極の光電気化学
◇放射性廃棄物処分施設における人工バリアの性能低下に関する実験的研究

基盤研究（C）
◇革新的機械構造物特性同定法の開発
◇Lhx2非依存的に発現するマウス嗅覚受容体多重遺伝子の発現制御機構の解明
◇マイクロリアクターの特性を利用した光触媒反応
◇ナノカーボン分散イオン性液体ゲルの生成およびトライボロジー特性の基礎的研究
◇圧力誘起非従来型超伝導体における超伝導対称性および異常金属状態の研究 若手研究（A）
◇カーボンナノファイバーシートを応用した電子デバイスの開発

若手研究（B）

◇表面誘起分子組織化による固体表面間の液晶の潤滑に関する研究
◇メージャライト、リングウッダイト粘性コントラストの解明
◇メタンからメタノールを合成する酵素の複合体形成による活性安定化要因の解明
◇マルチ化された一重項ビラジカルの合成と構造・物性解析
◇シクロメタル化した白金錯体の電気化学的酸化による高活性反応場の構築
◇層状ケイ酸塩と有機金属錯体とのナノハイブリッド型発光材料の創製
◇ドナーアクセプター型共役高分子の「クリック」合成と機能開拓
◇多自由度柔軟変形ロボットの開発
◇光ファイバ伝搬光によるシリコンの次世代スライシング法の開発
◇M&Pの観点から検証するEIT型メモリの量子性
◇新規シリルピンサー型遷移金属錯体を触媒とする還元的アルキル化反応の開発
◇錯体空間制御による精密金属集積と物性誘起
◇Ge/Siヘテロ構造の歪開放機構の解明と刃状転位の新機能探索
◇ガラス成形金型用Ptフリーアモルファス合金のコンビナトリアル探索とそのナノ加工 若手研究（S）
◇ポリ（ヘキシルチオフェン-b-スチレン誘導体）の合成と有機薄膜太陽電池への応用

若手研究（スタートアップ）
◇高分子電解反応による機能性高分子の創製
◇遷移金属様の補助配位子を持つ前周期遷移金属錯体を用いた小分子活性化と分子変換
◇熱応力によるチタン酸ストロンチウム単結晶膜の強誘電性誘起とその発現機構の解明
◇置換活性遷移金属と有機典型元素配位子から構成される新構造ハイブリッド多核錯体

特定領域研究
◇高密度ポリマーナノシリンダーアレイによる金属ナノ構造機能化
◇ナノリンク分子による界面制御有機半導体の電気伝導評価
◇ナノギャップ電極を用いた分子スイッチ素子の構築
◇前周期遷移金属相乗系錯体の創成と小分子活性化
◇ナノグラフェンの端の精密科学:エッジ状態の解明と機能 特別推進研究
◇電界誘起光第二次高調波による有機FET構造素子内のキャリヤ輸送機構の評価

萌芽研究◇電解質プラズマによる革新的部分酸化法の開発
◇高性能永久磁石薄膜マイクロアクチュエータの基礎研究
◇ピンサー型異種二核金属錯体の創製に基づく二酸化炭素、メタンの触媒的固定化反応開発 新学術領域研究

（研究領域提案型）◇1分子イメージングによる生命情報の「その場」計測
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【受託研究費】
◇三次元錯体空間を活用したπ共役ナノ集積体の構築と機能

（独）科学技術振興機構

◇ネオシリコン構造作製・機能探索

◇多剤排出トランスポーターの結晶構造に基づく、多剤排出メカニズムの解明

◇両親媒性ブロック共重合体の表面濃縮を用いた機能性表面の構築

◇白色発光ポリ（フルオレン-フルオレン）共重合体の合成と特性評価

◇パラレルメカニズムを用いた非球面形状高精度加工機の開発

◇試験プラント・デモプラントによる工業化技術開発

◇高精度にサイズ制御した単電子デバイスの開発

◇ナノ半導体への不純物ドーピング効果の解明と低抵抗ナノフィルム半導体の創製

◇ワイドギャップ酸化物における界面機能開発

◇クリック型反応による有機光電子機能材料の創製

◇制御された単分子-金属接合系の構築およびその物性制御

◇カーボンアロイ触媒の性能検証に係わる先導研究 （独）新エネルギー・産業
技術総合開発機構

◇新規メソポーラスシリカ触媒の開発 （独）産業技術総合研究所

◇アクチノイド、Ⅶ族元素及び核分裂生成物のイオン交換特性の研究 （独）日本原子力研究開発
機構

◇半導体ナノ構造による量子情報インターフェースの研究 総務省

エネルギー関連の研究
【科学研究費】

◇半実験的逆解析手法に基づいた高エネルギー密度プラズマの科学 基盤研究（A）

◇化学蓄熱機能のハイブリッド化による高温プロセスの高効率化 基盤研究（B）

◇固体微粒子添加による自励振動ヒートパイプの性能向上と熱輸送機構の解明 基盤研究（C）

◇バイオ燃料の増産は世界の水危機状況においても許容されるか? 若手研究（A）

◇欠陥化学的発想によるケイ酸鉄リチウム材料のリチウムイオン電池反応機構の考察

若手研究（B）
◇マルチエキシトン生成を用いた超高効率太陽電池の開発

◇最適化のナノ流体を用いる原子炉の高性能冷却技術の開発

◇大規模超電導電力貯蔵の実現をめざした超電導コイル用電流型電力変換器システムの開発

◇安定地中貯留を目指した液体CO2超微粒化メカニズムの解明と粒径制御に関する研究 若手研究（スタートアップ）

◇逆ビルドアツプ法を用いた金属薄膜-金属多孔体複合型水素分離膜の開発 萌芽研究

【受託研究費】
◇─固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発／次世代技術開発／低コストな可溶性全芳香族高分子
の新規合成手法に基づく高ロバスト性高分子電解質の研究開発

（独）新エネルギー・産業
技術総合開発機構

◇エネルギーイノベーションプログラム／革新的ガラス溶融プロセス技術開発

◇─新エネルギー技術研究開発／バイオマスエネルギー等高効率転換技術開発（先導技術開発）／セル
ロース系バイオマスエタノールからプロピレンを製造するプロセス開発

◇─新エネルギー技術研究開発／革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事
業）／高度秩序構造を有する薄膜多接合太陽電池の研究開発（ナロー／ワイドギャップ、高性能透
明導電膜、有機単結晶）

◇固体高分子形燃料電池用全無機物質電極の開発

（独）科学技術振興機構◇高分子ナノシリンダーによるナノ回路・配線技術の開発

◇植物由来原料から創る有機ラジカルポリマーとその二次電池応用

◇ヒートポンプを応用した低環境負型木材加工装置の開発 （独）森林総合研究所

◇固体酸触媒を用いた新しいセルロース糖化法に関する技術開発 環境省
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「地球温暖化対策に向けた二酸化炭素の
地中貯留技術の確立を目指す」

大学院総合理工学研究科　物質科学創造専攻
石川─正道　教授

　発電所等の二酸化炭素の固定発生源は、自動車などの移動発生
源と合わせて、2大二酸化炭素放出源として知られています。固
定発生源では、二酸化炭素の回収が可能であることから、回収後
に地中に圧入し、100年から200年のオーダーで大気への散逸を
遅らせて温暖化への影響を緩和する地中貯留技術が注目されてい
ます（図1）。二酸化炭素は地下水を酸性化するため、岩石の溶解
を加速し、隔離の実効性を低下させます。このため、二酸化炭素
の地中隔離を技術として確立するには、地中に圧入されたCO2と
周囲の岩石との溶解反応の程度及びそのリスクを評価することが
重要です。地下水温度では、弱酸性を示す二酸化炭素を溶解した

地下水と不透水層岩石との反応は遅く、従来正確な溶解速度を測
定することが困難でした。そこで我々は、ナノスケールの表面形
状を立体的に観察し岩石の溶解量を定量化することを可能とする
光学式（位相シフト干渉型）その場観察顕微鏡を新規に開発し、
反応過程における表面形状の変化を克明に評価することを可能と
しました。その結果、従来の測定データは溶解速度を低く見積る
傾向にあり、岩石によっては10倍の速さで反応することを見出し
ました。これらの知見を集積することにより、地中での溶解反応
を正確にシミュレーションすることが可能となり、地中貯留技術
のリスク評価の信頼性を向上することが期待されます。

「燃料電池と二酸化炭素（CO2）の回収・貯留を
組み合わせた地球温暖化対策」

炭素循環エネルギー研究センター
平井─秀一郎　教授／津島─将司　准教授

　石油などの化石燃料を使用しながら、大気中へのCO2排出を
大幅に削減するために、燃料電池と二酸化炭素（CO2）の回収・
貯留を組み合わせた研究を進めています。火力発電所などの大
型定置型エネルギーシステムから排出されるCO2は回収･貯留
し、自動車などの小型分散型エネルギーシステムにおいては、
化石燃料を水素エネルギーへ転換し、使用することでCO2排出
を大幅に削減します。
　燃料電池と二酸化炭素（CO2）の回収・貯留の研究は、いずれも、
熱と物質の輸送、化学反応などを伴っており、多孔質のような
複雑な系を対象とする点で多くの共通点があります。我々は、

実験と数値解析に基づく現象の解明に加えて、新たな計測技術
の開発を行っています。たとえば、燃料電池内部の計測に、磁
気共鳴イメージング（MRI）を適用し、世界ではじめて固体高
分子膜中の水分布の計測に成功するなど、高性能化のための研
究を進めています。CO2地中貯留の研究においても、MRIを用
いて地層を模擬した多孔質層の一部に水が残留する様子を計測
し、CO2貯留量を予測するデータの取得に成功しています。平
成20年6月には、平井秀一郎教授を拠点リーダーとしたグロー
バルCOEプログラム「エネルギー学理の多元的学術融合」が採
択され、将来の人材育成の面からも貢献しています。

CO2排出削減のためのエネルギーパス

図1　二酸化炭素の地下水への注入による貯留技術の模式

図2　─開発した位相シフト干渉計による岩石と二酸化炭素との溶
解による表面の溶解。温度が高い方が多く溶解している様
子がみてとれる。

多孔質層内への注入したCO2のMRI計測結果

3-3 最先端の環境関連研究内容��～トピックス～

(a)50℃、
(b)25℃での
表面構造
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「空気・水資源の浄化・修復・有効利用を目指す
新産業創出」

大学院総合理工学研究科　物質電子化学専攻
大坂─武男　教授

　空気と水は、地球上のあらゆる生命体が“生きる”上で根源的
な物質系であると同時に、社会・経済的に貴重な環境資源でもあ
ります。この環境資源の人為的な汚染、破壊が問題になってきて
おり、国家的、国際的規模で解決に取り組み始めています。地球環
境の恵沢を現在及び将来の世代が享受し続けるためには、環境保
全志向型経済システムの実現が求められ、そのための基盤を整え
ることは現在を生きる我々が今まさに取り組むべき責務でありま
す。本研究室では、空気・水資源の“浄化・修復”を考慮し、かつ

“積極的な有効利用”を目指した新産業（水（みず）産業・空気産
業など）の創出のための技術開発、特に「電気化学デバイス・シ
ステム」の開発を目的とする基礎及び応用研究を推進しています。
　例えば、水道水（17.7ppm Cl－イオンを含む）に溶解して
いる酸素の電解還元及び水の電解酸化によって活性酸素（O2－、

H2O2、HO・など）、オゾン（O3）、次亜塩素酸（HClO）、次亜塩
素イオン（ClO－）などの殺菌種を生成させ、飲料水のオンサイト
殺菌を行います。過酢酸は、環境に優しく（分解されて酸素、水、
酢酸になる）、食品産業などの製品容器、製造ラインの洗浄及び
殺菌剤用水等として近年注目され、また合成化学酸化剤として有
用であり、ラジカル反応開始剤や重合触媒として使用されてきて
います。しかし過酢酸は分解し易いので安定化剤を添加すること
が多く、安全性の問題があり、これを回避するためにオンサイト
で合成することが望ましい。我々は、空気中の酸素を溶解させた
酢酸水溶液を電解還元することにより過酸化水素を生成し、固体
酸触媒の存在下で過酢酸－過酸化水素混合溶液のオンサイト電解
合成に成功し、また、過酢酸－過酸化水素混合溶液中のそれぞれ
の酸化剤の検出法も確立しています。

資源

空気（酸素）

水

電気化学プロセス

電気化学エネルギー変換

酸素還元
水の電気化学酸化

電気化学測定

電気化学合成

電気化学的酸化・還元サイクル

新機能創生

活性酸素の生成

活性酸素の検出

洗浄水・殺菌水のオンサイト生成

酸素の分離・濃縮

酸素の電極触媒還元

応用（新産業）
医療用洗浄殺菌水、歯科医療用具への応用、
食品製造ラインの洗浄殺菌水、水処理

医療センサ、水環境分析センサ、自然環境
浄化の評価

食品産業、医療分野、公共施設等における
洗浄殺菌水

燃料電池用酸素電極、エコ電池、バイオ電池

医療用、工業用酸素濃縮器

ナノ構造体・ナノ複合体正極材料

空気・水資源を利用する新産業創出のための研究開発

「ナノ構造体・ナノ複合体電極材料を用いた
次世代リチウム二次電池の開発」

大学院理工学研究科　化学工学専攻
谷口　泉　准教授

　エコ社会を構築するうえで、風力発電や太陽光発電により得られ
る再生可能エネルギーの導入は必要不可欠です。しかしながら、こ
のようなエネルギーを世の中に安定供給するためには系統連係蓄電
システムの構築、さらにはこれを達成させるための低コストで高性
能な蓄電池の開発が必要になっています。ところで、リチウム二次
電池は、他の二次電池と比較して体積エネルギー密度および重量
エネルギー密度が格段に大きいため、系統連係用蓄電池やクリーン
カー（ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車等）搭載用の
二次電池として大いに期待されています。しかしながら、現在、こ
の電池のキーとなる正極材料にはCoやNiを含んだLiとの複合酸化

物が用いられており、材料コストおよび原料資源の観点から、新規
正極材料の開発が求められています。
　下図は研究室で開発したナノ構造体・ナノ複合体材料製造技術
を用いて合成したリチウム二次電池正極材料（LiMn2O4, LiFePO4/
C）のSEM及びTEM写真です。これらの材料は、従来の合成法で
は得られない優れた電池特性を示します。現在、研究室ではこの製
造技術を用いて、更なる低コストで高性能な次世代正極材料の開発

（NEDOプロジェクト：「系統連系円滑化蓄電システム技術開発/次世
代技術」）を行っております。


