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レーザーを用いた森林生態系におけるメタン動態の研究
Methane dynamics in a forest ecosystem studied by laser-based techniques





マイクロ波を利用したバイオマス変換プラント
Biorefinery plant using microwave

燃料電池用カソード触媒の開発
Development of nitrogen doped 
carbonized cellulose for fuel cells 

機能性炭素材料中の炭素と窒素の元素マッピング
Element mapping of carbon and nitrogen in 
functional carbon materials

木質バイオマスの生分解
機構解析と生体触媒の開発
Analysis of biodegaradation 
mechanisms and 
development of biocatalysts









バイオナノファイバーを用いた材料開発
Bionanofiber-based Materials



生存圏学際萌芽研究センターは、生存研の 4 つのミッションに関わる萌芽・学際的な研究を発掘・推進し、中核研
究部および開放型研究推進部と密接に連携して、新たな研究領域の開拓を目指すことを目的として設置されました。
そのために、所内教員のほか、ミッション専攻研究員、学内研究担当教員、学外研究協力者と共同で生存圏学際
新領域の展開に努めています。生存圏研究所は、平成22年度から共同利用・共同研究拠点研究所として活動し
ており、プロジェクト型共同研究の拠点活動を担う生存圏学際萌芽研究センターは、若手を対象とした学際・萌芽的
な研究公募である「生存圏科学萌芽研究」と、生存研の4 つのミッションを遂行する「生存圏ミッション研究」を広く
学内外研究者を対象として公募するとともに、生存圏に特徴的なプロジェクト型共同研究を「生存圏フラッグシップ共
同研究」として位置づけて連携研究活動を推進します。さらに平成 23年度からは生存圏と人の関わりを研究することに
より、人の健康や生活の質の向上に貢献する“生存圏科学の新領域開拓 ”研究を推進しています。これらの公募型研
究や学内外の様 な々教育・研究プログラムを通して国際共同研究を推進するとともに、生存圏シンポジウムやオープン
セミナーなどの共同研究集会を募り、研究成果の公開、生存圏科学の啓蒙と関連コミュニティーの拡大に努めます。

The Center for Exploratory Research on Humanosphere was established to explore and promote new 
interdisciplinary research projects relevant to the four missions of the Research Institute for 
Sustainable Humanosphere (RISH) and to pioneer new scientific fields in close cooperation with Core 
Research Divisions and Department of Collaborative Research Programs. The Center seeks vigorously 
to expand new interdisciplinary fields of the humanosphere, in collaboration with RISH staff members, 
mission research fellows, on-campus guest researchers and outside cooperative researchers. From April 
2010, RISH is functioning as a Joint Use/Research Center in the field of Humanosphere Science. The 
Center for Exploratory Research on Humanosphere is committed to being a base for project-based 
collaborative research. In keeping with this commitment, the Center seeks applications from 
researchers in and outside the University for collaborative research projects: the“ Exploratory Research 
for Sustainable Humanosphere Science” program invites applications from young researchers to
undertake interdisciplinary exploratory research; the “Mission Research for Sustainable 
Humanosphere” program invites applications for research projects that address RISH’s four missions. 
From 2011, the Center supports a new project “Frontier Researches in Sustainable Humanosphere”, which 
is relevant for human activities to contribute human health and quality of life. In an effort to promote 
project-based collaborative research, the Center also conducts several research projects on sustainable 
humanosphere, as its flagship research projects. The Center seeks to promote international research 
collaboration through open recruitment of research projects as well as various educational and research 
programs in and outside the University. The Center also holds various events, such as symposiums and 
open seminars, to disseminate results of collaborative research projects, thereby promoting Humano-
sphere Science and expanding the Humanosphere Science research community.



第275回生存圏シンポジウム

生存圏ミッションシンポジウム
2015 年 2 月 16 日（月）・17 日（火）
京都大学宇治キャンパス 京阪黄檗駅・JR 黄檗駅より徒歩 10 分
●2月16日（月）

●2月17日（火）

 おうばくプラザ　きはだホール

 おうばくプラザ　きはだホール

連絡先：京都大学生存圏研究所生存圏学際萌芽研究センター　矢崎 一史
〒611-0011　京都府宇治市五ケ庄　TEL: 0774-38-3621　E-mail: yazaki@rish.kyoto-u.ac.jp

来聴
歓迎

参加
無料

時　間 演　者 タイトル 司会・座長

所長挨拶 10:30 10:40 津田敏隆 矢崎

学際萌芽研究センター　ミッション専攻研究員 成果報告
ミッション専攻研究員１ 10:40 11:00 稲飯洋一 大気微量成分観測に基づく対流圈成層圏大気輸送・混合過程の評価

矢崎

ミッション専攻研究員２ 11:00 11:20 BONG,Lee-Jin Semiochemical communication of Heterobostrychus 
aequalis(Waterhouse)：host location and aggregation signals

ミッション専攻研究員３ 11:20 11:40 髙橋良香 木質材料がヒトの心理生理に与える作用に関する研究　　　　　                 　
～木質材料の断面と表面加工の違いの影響、各種受容感覚の寄与率の推定～

ミッション専攻研究員４ 11:40 12:00 YAO Yao Study on substorms by virtual experiment on the basis of 
global simulations

ミッション専攻研究員５ 12:00 12:20 潮見幸江 重力勾配計の小型可搬化開発
休    憩

開放型研究推進部　共同利用専門委員会 活動報告

MUレーダー (MUR) / 赤道大気レーダー (EAR)
14:00 14:05 委員長　　山本衛 活動報告

山本
14:05 14:20 横山竜宏　（独）情報通信研究機構 赤道大気レーダーによる電離圏観測と高精細数値シミュレーションの開発

先端電波科学計算機実験装置 (A-KDK)
14:20 14:25 委員長   大村善治 活動報告

大村
14:25 14:40 東　邦昭京都大学生存圏研究所 メートルオーダー分解能気象予報モデルによる大気微細構造の解明

マイクロ波エネルギー伝送実験装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(METLAB)

14:40 14:45 委員長　 篠原真毅 活動報告
篠原

14:45 15:00 中村修治(一財 ) 宇宙システム開発利用推進機構 宇宙太陽発電所SPSのためのマイクロ波電力伝送地上試験

木質材料実験棟
15:00 15:05 委員長 　五十田博 活動報告

五十田
15:05 15:20 木島正志筑波大学大学院数理物質科学研究科 木質起源物質の微細形態・構造化と炭素変換

休    憩

居住圏劣化生物飼育棟 (DOL)/
生活・森林圏シミュレーションフィールド (LSF)

15:35 15:40 委員長代理　柳川綾 活動報告
柳川

15:40 15:55 中野正樹名古屋大学大学院工学研究科 津波災害廃棄物有効利用のための木片混じり土の力学特性の把握

持続可能生存圏開拓診断 (DASH)/
森林バイオマス評価分析システム (FBAS)

15:55 16:00 委員長  矢崎一史 活動報告
矢崎

16:00 16:15 馬場啓一京都大学生存圏研究所
組換えポプラを用いた木部細胞壁におけるマトリックス糖鎖の機能
解析

先進素材開発解析システム (ADAM)
16:15 16:20 委員長   渡辺隆司 活動報告

渡辺
16:20 16:35 上坂晃弘京都大学大学院工学研究科 ヘリックスの性質を利用した分子集合体の構造制御と機能化

生存圏データベース
16:35 16:40 副委員長   杉山淳司 活動報告

杉山
16:40 16:55 西 憲敬福岡大学理学部地球圏科学科 熱帯域雲活動データベースについて

(2 階へ移動 )

ポスター発表 17:00 18:00

ミッション研究　　　　25件

森萌芽研究　　　　　　　16件
ミッション専攻研究員　　5件
新研究醸成支援　　　　　4件

交流会 ( ポスター発表 )　　　　　　                   
参加受付：17:00～ 18:00 18:00 19:00 森

生存圏研究所　ミッション活動紹介
ミッション１ 10:00 10:20 ( 代表 )　塩谷雅人 ミッション１：環境計測・地球再生  

橋口
ミッション２ 10:20 10:40 ( 代表 )　篠原真毅 ミッション２：太陽エネルギー変換・利用  

ミッション３ 10:40 11:00 ( 代表 )　山川　宏 ミッション３：宇宙環境・利用

ミッション４ 11:00 11:20 ( 代表 )　矢野浩之 ミッション４：循環型資源・材料開発  
休    憩

生存圏研究所　フラッグシップ 成果報告

フラッグシップ

11:30 11:45 篠原真毅 バイオマス・物質変換のためのマイクロ波高度利用共同研究

橋口11:45 12:00 梅澤俊明 熱帯産業林の持続的生産利用に関する多角総合的共同研究

12:00 12:15 矢野浩之 バイオナノマテリアル共同研究

平成26年度はオープンセミナーを12回開催し、平成26年度末までの通算の開催件数は192回に達しました。
オープンセミナーの開催を通して、研究成果の公開、生存圏科学の啓蒙と関連コミュニティーの拡大に努めていま
す。

大気微量成分観測に基づく大気輸送過程の評価　Estimation of atmospheric transport 
precesses based on trace gas measurements / やけど虫 : 農業益虫と有毒害虫の狭間で 
Paederus: an agricultural beneficial insect and its impact on human health / シロアリ多様
性への野火のインパクト：スマトラ泥炭地におけるケーススタディ　Fire impacts on termite 
biodiversity: a case study in fire-induced degraded peatlands, Sumatra Indonesia. / High-
pressure region as a key factor on understanding the physical processes around the sub-
bstorm onset / 太陽惑星圏進化の理解に向けて：太陽変動と地球型惑星からの大気散逸
Exploration into evolution of solar-planetary environments: Solar variation and atmo-
spheric escape from terrestrial planets / 超高感度溶液ＮＭＲ法によるライフイノベーション・
グリーンイノベーション研究　Life-and green-innovation studies by cryogenic solution NMR 
/ Structural investigations of cellulosic materials using xray and neutron scattering  

The Center for Exploratory Research on Humanosphere held 12 open seminars in 2014 bringing 
the total number of open seminars held by the end of 2014 to 192. Through open seminars, the 
Center seeks to disseminate research results, promote Humanosphere Science, and expand the 
Humanosphere Science research community.

Open Seminar in FY2014 

Organization of Symposium



稲飯洋一：大気微量成分観測に基づく対流圈成層圏大気輸送・混合過程の評価
Youichi Inai：Research on atmospheric transport and mixing processes in 
the troposphere and the stratosphere based on trace gas observations

潮見幸江：重力勾配計の小型可搬化開発
Sachie Shiomi：Development of a transportable laser-interferometric 
gravity gradiometer 

BONG Lee-Jin：Semiochemical communication of Heterobostrychus 
aequalis（Waterhouse）：host location and aggregation signals
侵入木材害虫ホソナガシンクイの化学コミュニケーション：食害木の定位と集合シグナル

Yao YAO：Study on substorms by virtual experiment on the basis of 
global simulations
シミュレーションに基づくサブストームの仮想実験

高橋良香：木質材料がヒトの心理生理に与える作用に関する研究　～木質材料の
断面と表面加工の違いの影響、各種受容感覚の寄与率の推定～ 
Yoshika Takahashi：Psychological and Physiological Effects of Wood Com-
posite Products, Section of Wood and Surface Processing and their Esti-
mate of the Contribution Ratio of Various Senses



開発した超低ノイズアナロ
グASICプリアンプ

イネの根における切片の放射性カドミウムの蓄積画像

吸収特性が低い溶媒と
金属粒子の電磁波加熱模式図

実際の衛星システムと等価の開発システム

MU レーダー周波数イメージング観測例 シミュレーションにより再現されたコーラス放射の励起と相対論的電子加速



製造





Department of Collaborative Research Programs

Humanosphere and served for public use. Proposals 
for scientific and technological use are always 
welcome.

Collaborative researches in 2004 consisted of 99 projects based on 
three facilities. Our collaborative research is expanding with 13 
facilities being operated for collaborative research from 2011 and the 
total number of projects has exceeded 300 since 2012.

DOL/LSF started in 2008. Simi1ar internationa1 use of other facilities is being prepared. Already six committees of collaborative 
researches invite the committee members from oversea.

Expansion to International Collaborative Research

平成 16 年度、研究所が学内措置で設立されたときの共同利用は 3件 99 課
題でした。その後共同利用の拡充を進め、平成 23年度からは13の施設を運
用し、共同利用件数は平成 24年度に300 課題を超えました。

括して「生存圏データベース」として管理・運営してい
ます。科学技術利用目的の場合は特に制限を設けずにデ
ータを公開しています。

2 3 7 8 9
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GreenBlade 8000 2548X

SFA1000XE6

A-KDK

・CRAY XE6
　 　- Core: 32 cores x 128 nodes = 4096 cores
　 　- Memory: 64 GBytes x 128 nodes = 8.2 TBytes

・APPRO GreenBlade 6000
　 　- Core: 16 cores x 8 nodes = 128 cores
　 　- Memory: 64 GBytes x 8 nodes= 0.5 TB

・CRAY XC6
　 　- Core: 28 cores x 56 nodes = 1568 cores
　 　- Memory: 64 GBytes x 56 nodes= 3.6 TBytes

・APPRO 2548X
　 　- Core: 32 cores x 2 nodes = 64 cores
　 　- Memory: 1.5 TBytes（shared memory）x 2 nodes = 3.0 TBytes

CRAY XE6、APPRO GreenBlade 8000、APPRO 2548Xの一部





METLAB are collaborative research facilities for wireless power transmission, Space Solar Power Station/Satellite (SPS), 
radio science, and humanospheric science. They consist of METLAB, SPSLAB, A-METLAB, high power microwave 
generator/amplifier/measurement system, and phased array facility. 

METLABは、無線電力伝送、宇宙太陽発電所 SPS、電波科学一般、及び生存圏科学に関する研究のために利用可能な共同利用設
備です。以下のMETLAB、SPSLAB、及びA-METLABを中心とした研究設備に加え、大電力マイクロ波発生 /測定装置やフェー
ズドアレー装置も利用できます。

マイクロ波エネルギー伝送実験装置（METLAB）と宇宙太陽発電所研究棟（SPSLAB）
Microwave Energy Transmission Laboratory & Solar Power Station/Satellite Laboratory

METLAB is an anechoic chamber of 16m(L)×7m(W)× 7m(H) with 
high power radio wave absorber (>1W/cm²), a turn table and X-Y 
positioner. You can use spectrum analyzers, network analyzers, 
power meters, magnetron of 2.45GHz-5kW, and 2.4mφ parabolic 
antenna. 
  SPSLAB is a research laboratory with plane-type near field 
scanner for 3mx3m antenna measurement which is in a shielded 
room. You can design, develop, measure, and analyze antennas 
and microwave circuits. 

METLABは高耐電力電波吸収体（1 W/cm²以上）を配した16m(L)×7m(W)
×7m(H) の電波暗室で、ターンテーブルと X-Y ポジショナが利用できま
す。スペクトラムアナライザやネットワークアナライザ、パワーメータ等の各
種マイクロ波測定器や 2.45GHz、5kWのマグネトロン発振器と直径 2.4m
のパラボラアンテナ、レクテナアレーも利用できます。
SPSLAB は 3m×3m のアンテナを測定可能な平面型近傍界測定装置を
備えたシールドルームと研究スペースで構成されます。アンテナや回路の
設計・開発・測定・評価がすべて行うことが出来ます。

高度マイクロ波エネルギー伝送実験装置（A-METLAB）と高度マイクロ波電力伝送用フェーズドアレー・受電レクテナシステム
Advanced Microwave Energy Transmission Laboratory and Advanced Phased Array ‒ Rectenna System for MPT

A-METLAB is an anechoic chamber of 18m(L)×17m(W)×7.3m(H) 
with high power radio wave absorber (>1W/cm²) in a building of 
34m(L)×21m(W)×10m(H). We have a large plane-polar type near 
field scanner which can measure 10mφ, 10t, 10kW phased array. 
A-METLAB is also clean booth of class 100,000. We can carry out 
experiments of 10mφ satellite. 
  Advanced Phased Array ‒ Rectenna System for MPT have 
highest characteristics for microwave power transmission. We 
have some kinds of beam forming and direction of arrival method, 
retrodirective, REV method, PAC method, parallel method, etc. 
You can carry out various experiments of beam forming, antenna, 
circuit, rectenna, and wireless power transmission.

A-METLABは 34m（L）×21m（W）×10m（H）の建物の内部に設置された18m
（L）×17m（W）×7.3m（H）の電波暗室と、10mφ, 10t, 10kWのフェーズドアレーを測
定可能なplane-polar型の近傍界測定装置で構成される。暗室には1W/cm2に耐え
る電波吸収体を備え、class 100,000のクリーブースとしても利用できるようになって
います。つまり直径 10m の人工衛星に関する実験を行うことが可能です。
高度マイクロ波電力伝送用フェーズドアレー・受電レクテナシステムは世界最高性
能を持つマイクロ波エネルギー伝送用フェーズドアレーとレクテナアレーである。ま
た、レトロディレクティブ、REV法 , PAC法 , 並列化法他の目標推定手法とビームフ
ォーミング手法を備えている。本設備は、様 な々ビームフォーミング実験、目標追尾ア
ルゴリズム実験、制御系を利用したアンテナ開発研究、アンテナを利用した回路開
発研究、レクテナ実験、無線電力伝送実験等が可能な実験設備 です。

A-METLAB外観
A-METLAB

A-METLAB暗室
A-METLAB Anechoic chamber

高度マイクロ波
電力伝送用フェーズド
アレーシステム
Advanced 
Phased 
Array
for MPT

METLAB暗室
METLAB Anechoic chamber

SPSLAB外観
SPSLAB

近傍界測定装置
Near field scanner
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宇宙圏電磁環境計測装置性能評価システム
Performance evaluation system for measurement instruments of space 

electromagnetic environments （PEMSEE）

ADAM is collaborative research facilities, which was installed in 
FY2009, in order to support researches of microwave processing 
science and advanced material science. The ADAM consists of a 
microwave applicator, high power microwave generators/
amplifiers of various frequencies, microwave measurement 
facilities, a mass spectrometer, and two kinds of electron micro-
scopes for inorganic and organic materials, which can be used for 
various analyses. The ADAM is a core research facility of a 
flagship collaborative research in RISH. 

ADAMは平成 21年度に導入された共同利用設備であり、マイクロ波
プロセッシング科学の発展と新材料開発を目指す研究を支援します。
ADAMはマイクロ波アプリケータ、様々な周波数対応の大電力マイク
ロ波発生装置、マイクロ波測定装置、質量分析器、有機用 /無機用の 2
種類の電子顕微鏡等で構成され、様々な分析も行うことが出来ます。
ADAMは研究所のフラグシップ共同研究の中核研究設備です。

電磁シールドルーム（外側）内に設置されたクリーンブース（Class 10000）
Clean booth（Class 10000）located inside the outer shield room.

電磁シールドルーム（外側）内に置かれた内部シールドルーム
Inner electromagnetic shield room located inside the outer shield room.

PEMSEE is dedicated to evaluating the performance of instru-
ments which observe very faint plasma/radio waves generated in 
space. The core of the PEMSEE is the double electromagnetic 
shield rooms. The small shield room is located inside the outer 
shield room. This allows us to conduct performance tests of high 
sensitive instruments under the enough reduction of external 
noises. The clean booth（Class 10000）is also placed inside the 
outer shield room. Precision equipment such as space instruments 
can be tested free of dust. The PEMSEE is also equipped with 
necessary sensors and analyzers for the Electromagnetic compat-
ibility（EMC）measurement. 

本システムは、宇宙電磁環境中において発生している微弱な電波現象
を捉える計測装置の性能評価を目的としており、測定環境設備および
測定を行うセンサー、計測機器からなります。高感度機器の性能評価
が可能なように電磁シールドルーム（二重シールドルーム）により外来
ノイズの影響を除去し、また更に衛星搭載機器の試験ができるよう電
磁シールドルーム内にクリーンブース（Class 10000 以下）が設置され
ています。また、温度環境の変化に対する試験を行うことができる恒
温装置も備えています。宇宙用に限らず電磁的にも環境的にもクリー
ンな状態で性能試験を行う必要のある機器の性能試験に利用できま
す。また、電磁適合性（EMC）の試験を行うためのセンサー、計測器も
備えています。

高分解能
多元構造
解析システム超高分解能有機分析サブシステム 高度マイクロ波加熱応用

及び解析サブシステム 

先進素材開発解析システム
Analysis and Development System for Advanced Materials (ADAM)
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3

3

竪型
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木質材料の耐久性に関
する国際共同野外試験
International research 
collaboration on durability 
of wood-based materials

生活・森林圏シミュレーション
フィールド（LSF）に設置され
ている気象測器
Weather apparatus in LSF 

行動研究のために生体染色した
シロアリ
Artificially-dyed termites for 
behavioral experiments

木材中に侵入した木材腐朽菌の菌糸
Mycelia of wood-decaying fungi 
penetrated into wood
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（FBAS）
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178
18725
9965

18725 178
3617 種以上）、永久プレパラート数は9965 枚です。また他の機関には見られない特徴的なコレクション
に歴史的建造物由来の古材標本があります。

Most unique samples are the aged wood collections from historical buildings.
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