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上述のような先進国型産業の例としては自動車産業とスイスの時計産業に

東北大学大学院工学研究科長

近 年の産 業の特 質 と工 学の行 方

筆者は画像エレクトロニクス、特に電子ディスプレイを専門としているが、

電 子ディスプレイ分 野は日 本が世 界を常にリードしてきた。 その基 本 的な

生 産によって低 価 格 化を達 成したために壊 滅 的な打 撃を受けた。 しかしその

高級品を誇っていたが、日本が超高精度のクォーツ時計を開発し、その大量

高 級 品まで幅 広い品 揃えができている。 スイスの時 計はかって世 界を征する

見ることができる。自動車は百万円程度のものから数千万円のものまで、時

姿勢は、高性能、高信頼性、高品質なものを適度な価格で供給することであっ

後、 スウォッチと名 付けた普 及 品の開 発に努めて、 しばらく前から前 述のよ

この電 子ディスプレイを産 業 面から見て、 最 近の工 業に起こっている問 題を

た。 これを可 能としたのは、 極めて高 度な製 品でありながら大 量 生 産によっ

うな商 品のピラミッド構 成の構 築を成し遂げている。 そして最 近では普 及 品

計も数 百 円のものから１ 千 万 円のものまで、 ユーザーに合わせた普 及 品から

て低 価 格 化を図ることができたためである。 しかし、 このことが過 度に進 行

考えてみたい。

すると、大量生産は市場の拡大を必要とし、そのために更なる低価格化が要

から高 級 品までいずれの製 品についても著しい復 興と急 激な伸びを示してい

このことは、どのようにしたら付加価値が付けられるか、人は何を必要とし、

求されることになる。 しかも複 数の技 術や企 業で競 争が行われると、 投 資や

何を高 級 品と考えるか、 高 級 品から普 及 品までを品 揃えして、 それぞれの特

る。

技 術が国 外にも拡 散してますます激しい価 格 競 争が行われるようになる。 こ

技術開発の分散を図るために部材、製造装置、生産技術の水平分業が行われ、
の状況では、新たな発想で高性能な製品を研究開発しても、初期投資やコス

る必 要があることを示 唆している。 そして、 多 様 化している世 界の人々に対

徴に応じた生 産 方 式をどのように構 築するか、 等々、 幅 広く産 業 形 態を考え

応する製 品を的 確に生 産・ 供 給し、 状 況の変 化に応じて柔 軟に進 化し続ける

ト上昇を伴うものはなかなか受け入れられなくなってしまう。
同 様なことが半 導 体 産 業を初めとして、 他のエレクトロニクス産 業にも見

必要があることを示している。そのためには、我が国の得意な物質材料、部品、

ものづくりを基 本とすると共に、 多 様なユーザーに最も適 合するシステム製

られる。 この状 況が続けば、 エレクトロニクスは開 発 途 上 国 型 産 業になって
それでは、 先 進 国 型 産 業が何かと言うことであるが、 これについて筆 者は

品まで展 開して供 給できる製 品 開 発と仕 組み作りが重 要であろう。 これはエ

しまうのではないかと懸念される。
次のように考えている。普及品から中級品、高級品を商品として取りそろえ、

レクトロニクス産業に限らず、新時代のどの産業にも当てはまることである。

このような新たな時 代に向けて、 広く柔 軟な発 想のできる人 材を育 成する

そしてこれが健全な経済活動と連動していく必要があると考えられる。

た段階で順次中級品、普及品に移行させる。更に最終段階では開発途上国に

工学教育が重要である。現在、このための布石を打つべく模索・検討してい

付 加 価 値の高い高 級 品には新しい高 度 技 術を注 入し続け得る仕 組みを作るこ

技術移転させていくというものである。普及品では量産によって利潤をあげ、

るところである。先輩諸氏のご支援とご鞭撻を節にお願いする次第である。

とである。 これらの高 度 技 術がある程 度 普 及してコストダウンが可 能になっ

高 級 品では量は得られないが、 高 付 加 価 値で利 潤を得る。 このためには普 及
品と高級品でどれだけの価格幅をもたせられるかが重要なポイントである。
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我々は、お客様により良いサービスを革新的な発想で提供し
そして自らが継続的に発展することにより社会に貢献する
ケイテック株式会社

代表取締役社長

野

村

和

正

（Development & Design、Manufacturing、Service &

１．企業概要
ケイテック株式会社の設立は 2005 年ですが、その母体の

Solution）』つまり、製品開発から試作、製造、関連サービ

創業は 1963 年で、創業当初から 2000 年 11 月まではソニー

スなどを融合して展開する『技術開発サービス業』として、

の国内生産拠点として、当時の主力製品だったトランジス

その地位の確立を目指しております。

タラジオ、 ラジカセなどを生 産。 世 界 的に大ヒットした
ウォ ークマン第 一 号 機の生 産も手がけました。 その後、
2000 年 12 月に米国の EMS 大手ソレクトロン社の傘下とな
り、2005 年、MBO で現在の会社に生まれ変わりました。

■ Development & Design（開発・設計）
【フルスペック対応可能な「量産 / 現場に強い」設計部隊】
回路設計・機構設計・ソフト設計から梱包設計まで、弊

私は、元々ソニーの出身で技術畑（トリニトロンブラウ

社には約 150 名の設計者がおり、また、試作業務・製品評価・

ン管の開発）を長年歩み、ソニーで培ってきた技術力と開発

工程設計・試作購買等、製品開発を支援する部門もあり、

力を弊社に活かし、この地で世界を相手にする製品を生み

全社員の約 35% をエンジニアで構成しています。生産現場

出しています。現在弊社の主力分野は液晶パネルや液晶モ
ニターに代表されるディスプレイ系を中心に、その応用と
してゲーム機器のディスプレイに使われるアミューズメント
系、スイッチングハブや光ネットワークに代表される通信
系、さらに車載機器等の分野での製品開発に取り組んでお
ります。
この様な経歴から、当社は生みの親がソニー、育ての親
がソレクトロン社といえるでしょう。ソニー時代の開発技
術と、ソレクトロン社の受託生産サービスのノウハウを活
かし、単なる受託製造業者を超えた独自の地位を築き上げ
て い き た い と 考 え て お り、 事 業 コ ン セ プ ト を『DMS

図２：設計部門

図１：本社社屋

図３：プリント基板設計
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とともに“製品構想～設計～試作～評価～導入”を行う事で、
「量産現場に強い = 設計完成度が高く造りやすい」製品開発
を実現しております。新分野・新カテゴリーや初めてお取

部品・実装基板（はんだ付け）
・製品に対する信頼性評価を、
弊社開発製品以外にもサービスビジネスとして単独でも受
託しています。

引するお客様に対しては、設計者・エンジニアをお客様の
企業へ派遣し技術ノウハウの習得を行うと共に、コミュニ
ケーションを深める等、ビジネス形態にあわせ最適な取組
をすすめています。
■ Manufacturing（製造）
【治具開発・基板実装～セット生産、多品種少ロットに対応】
生産に使用する検査設備や、組立冶工具を製品開発・工
程設計と並行して社内で仕様検討・設計・製作しており、
より効率の良い製品生産を実施しています。基板部品実装
においては、携帯電話等の高密度微細部品実装から大型基
板実装まで幅広く対応しており、社内で生産する製品に搭

図６：３ D 赤外線分析

載する基板以外に、基板部品実装単独のビジネスも受託し
ています。製品組立では、多品種少ロットに対応する為セ
ル生産方式を採用し、生産切り替えロスの削減、生産効率
の最適化を図っています。

図 7-1：振動試験機

図 7-2：冷熱・振動複合試験機

図 7-3：サージ試験機

図 7-4：電源変動試験機

図 7-5：はんだ断面解析

図 7-4：３ D X 線解析

図４：SMT 生産フロア

品質については、1993 年から各種 ISO の認証や車載関連
製品製造に欠かせない国際規格 TS16949 まで取得いたしま
図５：生産部門

■ Service & Solution（サービス＆ソリューション）
【信頼性評価、不良解析、リワーク等、幅広く展開するサービス】
携帯電話の二次修理（不良交換した基板自体の修理業務）
等のメンテナンス業務や、弊社保有の各種評価設備を用い
て、高い信頼性が求められる車載評価基準にも適応する、

した。これらの企業力により『お客様によりよいサービス
を革新的な発想で提供し、そして自らが継続的に発展する
ことにより、社会に貢献する』という企業理念にむけた取組
を全社一丸で実施しており、このことが大手メーカーにも
評価され、現在顧客となっているのは、以前の親会社ソニー
をはじめ、日本を代表するエレクトロニクスメーカー約 30
社余となっています。
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図８：TS16949 ／ ISO14001 認証取得

図 10：マイクロソルダリング技術教育研修機関認定基準認定証
及び 技術認定試験場認定基準認定証

図９：TS16949 認定証

■ Micro Soldering School（半田付け技術認定スクール）
【従業員の技術力標準化のための社内スクール】
弊社は、はんだ付けの品質と信頼性向上を目的として、
人材育成と技術力維持の体制を確立し、TS16949 に基づい
た「ものづくり」を実践しています。
その取り組みのひとつに「ケイテックソルダリングスクー
ル」があります。これは、社団法人日本溶接協会の「マイ
クロソルダリング技術認定試験場認定基準」及び「マイクロ
ソルダリング技術教育研修機関認定基準」審査に合格した、
研修施設です。同協会のインストラクター資格を有する社
員の指導の下、社内のみならず外部団体の希望者にも、常
時はんだ付け技術講習を開催できる設備と体制を有してい
ます。
スクールでは、日本溶接協会が実施する検定資格である
「マイクロソルダリング技術オペレーター」資格の検定試験、
及び受験に当たっての研修セミナーを開講しており、社員
の自己啓発に対するモチベーションアップに寄与していま
す。この資格は、JIS-Z3851「マイクロソルダリング技術
検定における試験方法及び判定基準」に基づく日本で唯一の
準公的なはんだ付け資格です。検定試験の合格者には日本
溶接協会より技術証明書が交付され、JIS 規格に基づく客
観的な技術力の証明となります。
加えて、弊社の社内資格として「マニュアルソルダリン
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図 11：MSO 認定試験

グオペレーター（MSO）」資格を設け、全社員が社内認定資
格試験を受検しています。これにより、はんだ付け技術者
のレベルを高い水準で維持しています。
２．企業存続の鍵
弊社の今後の目標は、従来の事業に新たな技術開発や事
業領域を加え、年間２桁成長を目指したいと考えておりま
す。さらに、日本の製造業はどうあるべきかという姿を実
証できる会社にしたいと考えております。
戦後の日本の経済成長を支えてきたのは製造業で、高度
な開発力や設計力があったから、世界的なヒットとなる製
品を生み出す事ができました。今の日本経済の停滞は、そ
れを忘れてしまったところにあると考えます。安価な製品
で勝負しようと頑張っても、外国製品には勝てない。でも
他が真似できないオリジナリティー豊かな技術開発力がこ
の国にはある。それが日本本来の実力。他人を真似て安い
ものを作っても付加価値は生まれない。価値のあるものは
高くても買われるし、会社そのものが評価され、未来へ生
き残っていける。私たちは、それをこの会社で実現したい。
そして国内の多くのメーカーの皆さんを励まし、夢を与え
て上げられれば、と思っています。

企業紹介

Display / Digital / Communication を軸に様々な技術領域をカバー

図 12：当社の技術展開領域

３．技術者の醍醐味
自社技術の向上と自主企画製品による夢の実現。その達

【会社概要】
会社名

ケイテック株式会社

成のために弊社では社員の行動指針を『Speed、Challenge、

http://www.k-technology.co.jp/

Creative』と定め、夢の実現に向けて大きな一歩を踏み出そ

所在地

宮城県加美郡加美町字雁原 325 番地

うとしております。そこで弊社は、より優秀な技術者を数

資本金

8 億 8008 万円

多く求めている状況です。私たちが求める技術者のタイプ

売上げ

2006 年実績

とは、行動指針も触れているように“失敗を恐れず、チャ

従業員数

687 名（2007 年 10 月 31 日現在）

レンジする”タイプ。夢を実現するには様々な障害があり、

151 億円

（外部委託業者含め

1300 名）

それを乗り越えるには、“何度でも挑戦してやる”という強
い意志がないといけません。それを支えるのは“自分はこ
んな事をやりたい”という夢を持ち、確かな言葉で語れる人
だと考えます。最近面接に来る学生さんと話すと、現実的
で堅実だと思いますが、余りにも夢がありません。
誰もが“そんな事できっこないよ”という事を成し遂げる
のが技術者の醍醐味だと思います。
ソニーの創業者、井深さんが会社創業時に、“自由闊達
な雰囲気を作り、楽しく愉快なる工場を作ろう”という方針
を打ち出しましたが、弊社もその精神を受け継いで行きた
いと思います。

【著者略歴】
代表取締役社長
の

むら

野

村

かず

和

まさ

正

昭和 25 年 7 月

石川県金沢市生まれ

昭和 49 年 4 月

ソニー株式会社入社

平成 13 年 4 月

ソニー株式会社ディスプレイデバイス
カンパニー

プレジデント就任

平成 16 年 6 月

ユニデン株式会社

取締役専務就任

平成 17 年 6 月

ケイテック株式会社 代表取締役社長就任

座右の銘 「着眼大局、着手小局」
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自動車産業の発展とともに
ＴＤＦ株式会社

代表取締役社長

滝

沢

聰

なっている。特にシャシー用の保安部品とエンジン部品等で

１．会社の歩み
当社は、旧社名を「東京鍛工所」といい、創業は、第一
次世界大戦も終末に近い大正 7 年 4 月 11 日である。
場所は当時の東京府荏原郡大崎町（現品川区大崎）で、
410 坪の敷地に 83 坪の建屋、従業員 29 名という小さな町工

は質的に強靭な鋼鉄が必要とされ、フロント・アクスル、
ステアリング・ナックル、クランク・シャフト等数多くの
部品が鍛造品である。したがって鍛造業は自動車産業の発
展とともに成長してきたといっても過言ではない。
現在、当社の売上はほぼ 100% 自動車向けであり、また子

場であった。
鍛造業の歴史は古く、いわゆる鍛冶と称して、ふいごと
手槌を用いて鉄を加工したのはおそらく紀元前後であろう

会社のトーカイ㈱は完成車メーカーと直接取引をいただい
ているが、関連の部品企業も重要なお客様である。

といわれている。しかし、わが国で機械を用いた鍛造は、
明治 42 年に軍の工廠で兵器の製造をしたのが始まりとされ、
民間において鍛造機と金型を用いて鍛造を始めたのは当社
が最初であった。
型鍛造には、型打ちハンマーが必要だが、最初の仕事は
このハンマーを作ることだったという。関係方面に手を回
し何とか機械の一部の図面を入手し、これを基礎として設

３．幅広い要望に応える生産体制
当社のお客様は関東から中部以西に立地している。その
ため、岐阜県関市にある子会社トーカイ㈱との 2 社で全国
をカバーする体制を備えている。
また、鍛造素材だけでなく、一部は子会社の東北精工㈱
で機械加工を行い、部品として出荷している。

計図を起こし、国産第１号のハンマーを発注することがで
きた。現在当社にある東鍛神社境内に保存されているボー
ドドロップハンマーがこれである。

＜ＴＤＦ㈱本社工場 ･･･ 宮城県村田町＞
当社は、1975 年に神奈川県川崎市から村田町沼辺に工場
の全面移転を行い進出してきた。この地はもともと農地及
び山林であったが、山懐を馬蹄形に開発し、工場建屋の周
囲に多くの樹木、緑地を残した敷地となっている。その後、
周囲に工場用地を広げ、現在では敷地面積約 27 万 7 千㎡、
建築面積約 2 万㎡の工場となっている。東北新幹線からも
一瞬ではあるが線路の西側に見ることができる。
ISO14001 の認証は、2003 年に取得しており、豊かな自
然環境に融合した工場造りを目指している。
当社は関東のトラックメーカー 3 社（いすゞ、日産ディー
ゼル、日野）及びトヨタ自動車が主要なお客様である。
主要生産設備は、鍛造部門が国内に数台しかない大型の 35
トン カウンター ･ ブロー ･ ハンマー ･ ラインをはじめ、ハン
マー３ライン、1600 ～ 4000 トンの鍛造プレス５ライン、ア
プセッタ（据込鍛造機）２ライン、クロスロール（熱間転造）

図１：国産第１号型打ハンマ

２ライン、冷間鍛造機１ラインの全１３ライン。生産量は
月産約 5,000 トンである。

創業時の製品としては第一次大戦も終わり、兵器の受注
もなく、
スパナー等の民生用の鍛造品から始めたようである。
ところが、現在では鍛造業の最大のお客様は自動車産業と

6
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他に現在 1600 トン・ラインを設置する新工場を建設中で
ある。￼
この大型～小型まで能力の異なる各種鍛造機を保有する
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図４：トーカイ㈱
図２：鍛造部門

第１工場（大型機械を設置）

＜東北精工株式会社 ･･･ 宮城県蔵王町／村田町＞
TDF で生産した鍛造品を機械加工し、自動車部品完品に
仕上げる工程を受け持っている。1978 年に蔵王町に設立し
たが、業容の拡大に伴い 2000 年に TDF 敷地内に 2 番目と
なる村田工場を建設した。
現在、いすゞ、日野、日産ディーゼルのフロント ･ アク
スル、ナックル ･ ステアリングなどの製品加工を行っている。

図３：35 トン

カウンター・ブロー・ハンマ

ことにより、お客様の幅広い要望に応えられる生産体制を
維持している。

図５：東北精工㈱村田工場

また、付帯施設として熱処理工場、仕上・検査工場、金
型工場などがある。なお、金型は鍛造の「命」ともいわれ、
当社ではほぼ 100％内製している。

３．高い品質を誇る製品群
当社では、トラックのフロントアクスル（前車軸）の生産

＜トーカイ株式会社 ･･･ 岐阜県関市＞

では国内トップ、60％超のシェアをもっているが、この部

岐阜県関市に 1969 年に設立した当社 100％出資の鍛造会

品は、もし万が一折損すれば乗員もしくは歩行者に生命の

社である。敷地面積は約 6 万 4 千㎡、建築面積約 1 万 5 千㎡

危険を伴う事故につながることから「重要保安部品」の指定

で、社員約 210 名の工場である。この工場も、木曽川に程

を受けている。このランクの製品を生産するには生産工程

近い風光明媚な山間に位置し、環境に配慮した工場造りを

の整備はもとより、製品に対しても 1 点 1 点厳しい検査が要

目指している。なお、ISO14001 認証は 2002 年に取得して

求される。例えば、寸法検査はもとより、材料の受入検査、

いる。

硬度検査、キズ検査（目視及び磁粉探傷検査）などである。

主要なお客様としてはアイシン AW、豊生ブレーキ、豊

当社では、品質保証のため検査器具の整備、検査員のス

田自動織機、マツダ他である。従って、自動車部品とりわ

キルの向上など、お客様の信頼確保に努めている。これに

け乗用車向けの製品を数多く生産している。

より、客先での受入検査をすることなく加工ラインに直接

乗用車部品の場合は大量生産品が多く、鍛造プレスでの
生産がメインとなる。鍛造ラインとして全 22 ラインを有す
るが、うちプレスが 17 機で、残る 5 機がハンマーとなって

供給が許される直納指定工場の認定を受けている。
このほか、分類ごとに当社で生産している代表製品名を
紹介する。

いる。生産量は月産約 3,000 トンである。

SUIRAN
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これら、一連の流れにおいて当社ではお客様から、紙ベー

＜シャシー部品＞（殆ど重要保安部品）
フロント ･ アクスル
ナックル・ステアリング
＜エンジン部品＞
クランク・シャフト
コネクティング・ロッド
カム・シャフト
＜トランスミッション部品＞
ギアー（各種）
メイン／カウンター・シャフト
＜プロペラ・シャフト部品＞
ヨーク類（自在継手の部品、各種）
＜ディファレンシャル部品＞
アクスル・シャフト

スの設計図に加え、電子データによる受領・社内展開が可
能であり、また CAM データは金型工場の各工作機械へデー
タを送信し、モデル等を製作することなく、直接型彫する
仕組みを整えている。さらに試作は量産機械を使って行い、
類似部品に関するノウハウ・データベースを活用すること
により、量産開始までの期間を最小限に抑えることが可能
である。
代表的な製品であるフロント ･ アクスルでは金型だけでも
5 種類製作する必要があるが、最短では 2 ヶ月で量産開始が
可能であり、簡単な製品ではさらに短納期が可能となって
いる。

図６：
写真上：フロント ･ アクスル
（上：大型車、下：２～３トン車）
写真左：ギアーなどの小物部品
（一例）

図 7：設計部門

４．高品質・低コスト・短納期を支える生産技術
鍛造品は、完成車メーカーにおいて部品を設計し、当社

５．更なる発展を目指して

のような企業が鍛造品として製品化を行うという分業が一

排ガス規制によるトラックの国内需要の好調は一服の感

般的である。新規に部品を開発する場合の流れを図示する

があるが、ディーゼルエンジンはヨーロッパを中心に環境

と、以下のようになる。

面での評価が高く、今後輸出ボリュウムの増加が見込まれ
ている。当社は、自動車メーカーからの要求増に対応、納

部品設計 （お客様）

入責任を果すことが課題となっている。
また、タイ、中国、インド等の自動車生産新興国に品質・

･･･ 電子データにて受領

コスト・納期で優位を保ち続けなければならない。製鋼メー
カー、自動車メーカーと連携し、新材料、新工法開発等に

鍛造品基本設計 （以下当社）

より世界レベルの魅力的製品造りを目指していくことが今
CAD ／ CAM データ作成
金型製作
技術試作・評価
生産試作・評価
量産試作・評価
量産開始
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金型材料手配

材料手配

後の課題である。
６．おわりに
近年、自動車の開発においては、より燃費の良い、環境
にやさしい車造りが求められ、構成部品に占める鉄の量が
大幅に減少してきました。つまりアルミや樹脂に置き換わ
り、この鍛造業界も縮小傾向に傾いた時期を経験しました。
しかし自動車がより複雑な機能を付加するにつれ構成部品
のサイズダウンが要求され、鉄を使った複雑な形状で高強
度材の部品が復活しつつあり、この業界は現在活況を呈し

企業紹介

ています。
日本の自動車技術は今や全世界を凌駕し、海外での生産
は毎月更新中であることは皆様周知のことですが、この鍛
造部品、特に特殊鋼分野では、品質、納期面で海外生産が
難しく、当社は得意分野である乗用車の小物部品もさるこ
とながら、商用車（トラック）の大物重要保安部品を供給
する重要な責務を負っています。排ガス特需の一巡で、国

【会社概要】
会社名

ＴＤＦ株式会社
http://tdforge.co.jp/

英語名

TDF Corporation

代表者

代表取締役社長

本

宮城県柴田郡村田町沼辺字方作 39

社

直近の課題は、メーカー各社からの増産要求に対応する

FAX：0224-52-5419
営業

東京営業所
TEL：03-3280-6311

為に、タイムリーに設備を増強することです。もう一方の
課題は、近年メーカー各社から機械加工も同時にやって欲
しいとの要求が多く、これに対応したインフラ、技術を確
立することです。
いずれにしても、当社は 90 年の歴史を持つこの業界の老
舗であり、得意な技術、技能を継承し自動車産業の発展に
寄与することが責務と痛感する次第です。

聰

TEL：0224-52-5411

内向けは減少しましたが、海外向けの増量が著しく、フル
操業状況を持続しています。

滝沢

FAX：03-3280-6315
創

業

1918 年 4 月

設

立

1930 年 4 月

資本金

1,694 百万円

社員数

282 名（男 276 名、女 6 名）

事業内容

鍛工品・機械加工品の製造及び販売

【著者略歴】
代表取締役社長
たき

滝

ざわ

沢

さとし

聰

昭和 22 年 3 月

新潟県柏崎市生

昭和 44 年 3 月

新潟大学工学部卒業

昭和 44 年 4 月

いすゞ自動車㈱入社

平成 11 年 4 月

同社取締役

平成 13 年 6 月

いすゞテクノ㈱

平成 15 年 4 月

いすゞバス製造㈱

平成 16 年 10 月

ジェイ・バス㈱

専務取締役

平成 17 年 6 月

ジェイ・バス㈱

取締役社長

平成 18 年 6 月

ＴＤＦ㈱

取締役社長
取締役社長

取締役社長
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独創的研究開発を推進して新しい価値を
創造する
株式会社アドバンテスト研究所

代表取締役社長

小

谷

範

人

１．会社設立の経緯
弊社 ( 株 ) アドバンテスト研究所を紹介する前に親会社で
ある ( 株 ) アドバンテストを紹介します。
( 株 ) アドバンテストは当時ベンチャー企業であったタケ
ダ理研工業 ( 株 ) の名で 1954 年に電子計測器ビジネスをベー
スに創業を開始しました。その後 1985 年東証 1 部に指定変
えし社名を ( 株 ) アドバンテストに変更し、半導体試験装置
市場におけるトップ・シェアを獲得、この業界におけるリー

図 1-4：電子ビーム露光装置 F3000

ディング・メーカになり現在に至っています。2006 年度の
業 績は売 上 額 2,350 億 円、 純 利 益 356 億 円､ 研 究 開 発 費
295 億円､ 海外売上比率 69% です。

商品開発拠点及び生産拠点は群馬県館林市近郊、埼玉県
熊谷市に存在します。主な商品として SoC テストシステム、
メモリテストシステム、ダイナミックテストハンドラ、電
子ビーム露光装置、光センシングシステムなどがあります。
( 株 ) アドバンテスト研究所は ( 株 ) アドバンテストの 100%
出資の会社で、1991 年に設立し、情報通信社会の基盤を支
える半導体試験装置や製造装置、そして電子計測器の分野
で躍進を続けるアドバンテスト・グループの基礎技術の研
究開発を使命として活動を続けています。所在地は青葉区
上愛子字松原にあり、2007 年 10 月末の仙台市「杜の都の

図 1-1：SoC テストシステム T2000

環境を作る審議会」にて弊社の敷地内に在る樹齢 100 年以上
の約 80 本のアカマツ林が「保存樹林」に指定を受けるとい
う自然に恵まれた環境の中に在ります。

図 1-2：ダイナミックテストハンドラ M6300

図２：（株）アドバンテスト研究所と仙台市保存樹林
「アカマツ林」

２．産学連携
弊社が仙台市に設立した理由の 1 つに東北大学の存在が
欠かせません。昨今の技術開発スピードは目まぐるしく速
図 1-3：メモリ・テストシステム T5383
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く、技術を選択しながら外部との連携を図って如何に早く
技術開発を進めるかのスピード勝負となっています。当初
から東北大学工学部教授との共同開発を進めて来ており、

（MBE、MOCVD 装置等､ クラス 1000）
・特殊高圧ガス使用プロセス室
（ドライエッチング等、クラス 1000）

成果の挙がったテーマが多くありますがその中でいくつかを

・一般プロセス室（ウエットエッチング等、クラス 1000）

紹介します。

・基板加工室（研磨、ダイシング装置等、クラス 10000）

まず、江刺教授の指導の下で MEMS 技術の研究を重ねて、
現在は高速 SoC テストシステムの RF-MEMS スイッチとし

４．研究テーマの紹介

て実用・量産化しています。また、文部科学省が実施した

4-1．化合物半導体技術による機能集積回路の研究

知的クラスタ創成事業へ中沢教授と参画し「次世代フォト
ニクスに関する研究」テーマにおいて高精度光周波数制御技
術を開発し高精度な光計測と試験に貢献できました。最近
では伊藤名誉教授とテラヘルツ技術開発、青木教授と広帯
域信号をサンプリング可能なアーキテクチャ・理論と解析
法を研究開発しています。

大容量高速デジタル通信時代に向け、高速信号デバイス
テストの要求および高速試験装置の要求が益々多くなると
予想されます。弊社では、高速信号デバイス試験技術の先
端要素技術として、GaAs、その他新しい化合物半導体をベー
スとした半導体試験装置のキーデバイスの集積化技術と、
従来の半導体素子構造とは異なる集積回路 (MMIC) 技術の
研究を行っています。

３．クリーンルーム施設
弊社の特徴として中央監視システムによる安全管理シス
テムを備えたクリーンルームを所有しています。
高周波計測技術、MEMS 技術、光計測技術などの先端技
術研究には、半導体プロセス技術、ファイン・パタニング

特に SoC テストシステムの高性能化のために、新概念に
基づく半導体デバイスの研究に着手し DC、RF 試験を可能
とする小型高集積回路の実現を目指しています。同時に高
速信号デバイスの部品実装技術にも着目し、低損失、簡易
実装を目指した実装方法の研究にも取り組んでいます。

技術が不可欠となり、クリーンな作業エリアが必要となり

次世代半導体試験装置用アナログ / デジタル / 光高速回

ます。また特殊材料や特殊ガスを使用した研究にも対応す

路、高感度信号測定技術などデバイス試験の性能を革新す

るために、排ガス処理装置を有した設備も必要です。

る超高速回路技術の研究を進めていきます。

このクリーンルームは化合物半導体プロセスに対応する
ために、0.1 μ m の粒子（パーテイクル）を対象にしたクリー
ン度の異なる 3 つのエリアを有し、5 つの機能的な部屋に分
かれて、それぞれ目的に応じた研究装置、設備、器具を備え、
プロセスの高効率化と安全性を基本とした配置がなされて
います。主な部屋の機能は以下の通りです。
・フォトリソグラフィ室
（EB、ステッパ､ 装置等クラス 100）
・エピタキシャル成長室

図４： GaAs 3 インチ Wafer と MMIC

4-2．MEMS 技術による高性能キーデバイスの研究
LSI テストシステムでは、リレー、コネクタやプローブ
ピンなど微細な機械加工により作られたデバイスが数多く
使われています。LSI テストシステムで評価を行う LSI の
シリアル通信速度は年々増加の一途をたどっており、これ
ら機械加工によって作られたデバイスの高周波数特性がテ
ストシステム性能のボトルネックとなってきています。こ
の様な問題に対して、既存技術の限界を打破する新しいア
図３：クリーンルーム施設

プローチによる解決が求められる中、我々は MEMS(Micro
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Electro-Mechanical Systems) 技術に着目し、特に高周波特

ス試験については、IBM T.J. Watson 研究所や Bell 研や

性を重視した様々な個別デバイスや半導体デバイスと性能

Agere Systems さらに Intel や Motorola（現 freescale）を訪

を補いながら新しい機能を実現するモジュールに関する研

問し、その測定ニーズを見極め物理層試験技術を開発して

究を行っています。MEMS デバイスの開発には多岐に渡る

います。その研究成果は、ユニークなジッタ試験技術やデー

技術が必要となりますが、我々は①薄膜形成と微細加工技

タジッタをリアルタイムで測定できる非常にコンパクトな

術

回路であり、ISSCC2005 や RFIC2007 や ITC2007 などの

②デバイス設計技術

③高周波パッケージ技術とデバ

イス企画設計から生産までを一貫して行うことができる環
境を整えています。

国際学会で発表してきました。
一方、最先端のデジタル RF の試験は物理層とプロトコー

これまでに弊社は東北大学と共同で MEMS 技術を応用し

ル層の試験に対応し、これらの最先端デバイスの試験もデ

たリレーの高 性 能 化に取り組み、 従 来の高 周 波 性 能 ( ～

ジタル信号処理を核に展開できます。しかし従来の理論の

8GHz) を大幅に上回る ( ～ 20GHz) リレーの開発に成功して

枠組みは最先端デバイス試験を可能にするには不十分であ

います。この MEMS リレー ( 写真 ) は熱駆動のバイモルフ・

り、このため東北大学・大学院情報科学研究科の青木教授

アクチュエータにより接点を可動させ、MEMS 技術による

と広帯域信号標本化技術の理論開発とその実用化を共同で

駆動部およびパッケージの小型集積化により、従来のリレー

進めています。

で実現できなかった 20GHz と高い周波数の切り替えを可能
としました。ここで実現された MEMS リレーは LSI テスト
システムに搭載され、最先端のプロセスにより実現される
高速 LSI テストに寄与しています。今後も、MEMS 関連技
術の研究を進め、ますます高速化する LSI テストシステム
の高機能化に対応したデバイスやモジュールの提供を継続
していく予定です。
図６：ジッタ試験技術の実験系

4-4．アナログ・デジタル混載試験技術の研究
今後、移動体通信技術は自立分散型ネットワークに進化
して車車間通信に代表される機械対機械のコミュニケー
ションを取り込み、さらに社会に深く浸透していこうとし
ています。これらに用いられる無線通信デバイスの多くは、
干渉防止のためにスペクトラム拡散により広帯域な変調信
号を扱います。弊社ではSoCデバイスの設計やプロセスマー
ジン不足による潜在不良を LSI テストシステムで検出し、
図５：MEMS リレー（大きさ：5mm × 4mm）

4-3．信号品質を短時間で試験するアルゴリズムの研究

社会に安心を提供するために、広帯域・高精度なアナログ
波 形の高 速 観 測のための研 究に取り組んでいます。 帯 域
20GHz を超えるサンプリング素子や BIST（Built in Self

SoC（システム・オン・チップ）の高度化にともない、
SoC テストシステムは次の 2 つの方向で進化しようとしてい
ます。ひとつは、物理層の試験の高度化であり、高速の電
気信号や光信号を対象とします。もうひとつは、上位のプ
ロトコール層に対応するプロトコール試験や、プロトコー
ルにあかるい物理層試験を提供する方向です。
高度化する物理層の試験に対応し、デジタル信号処理を
核とし、10Gbps（1 秒間に 100 億ビット）を超える高い伝送
レートをもつシリアル I/O インタフェースやデジタル無線
デバイスを試験できるアルゴリズムや試験方式、回路方式
を開発しています。例えば、超高速シリアルI/Oインタフェー
図７：アナログ信号品質評価系と ADC Chip
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Test）用 CMOS 小型 A/D コンバータなど、アナログとデジ

半導体の故障箇所の検出や医薬品の結晶性評価、麻薬など

タルが混載した試験ハードウエアや信号処理の技術を研究

の禁止薬物の発見、ガン診断などの医療応用など様々な応

しています。

用可能性が広がっております。テラヘルツ光の基礎研究や
応用開発は今までテラヘルツ光を発生する技術が難しかっ

4-5．光インタコネクション、高精度計測のための光制御技術

たため非常に困難でありましたが、近年、東北大学や理化

広帯域・低損失性を持つ光伝送は、海底ケーブルや幹線

学研究所などの研究機関によりテラヘルツ波の発生、検出

系、メトロネットワークなどの長距離通信の技術として広

を可能とする技術が開発され、多岐にわたりテラヘルツ光

く実用化されていますが、装置間の伝送容量が 1 テラビッ

の応用研究に拍車がかかるようになりました。

ト毎秒を上回る現在では、架間・ボード間のインタコネク

弊社ではこの未開拓な周波数領域であるテラヘルツ光の

ションの高速・高密度化のための技術としても、使われよ

応用を開拓することを目標に掲げ、2005 年より基礎技術・

うとしています。半導体試験装置の内部でも、信号伝送の

応用技術の開発を進めております。弊社が東北大学まで 20

ボトルネックを解消する手段として、また低消費電力の目

分足らずの距離に立地する地の利も生かし、産学共同研究

的のために光によるインタコネクションの技術が必要にな

として東北大学と 2 つの研究を行いました。1 つは、電気通

ると考えられます。弊社では、光配線基板の技術やリチウ

信研究所の伊藤所長（現在

ムナイオベート (LN) などの強誘電体導波路を用いた変調器

をいただき、有機非線形結晶である DAST 結晶を使った 0.5

や波長変換などの光制御技術により、光を用いた信号伝送・

～ 40THz に及ぶテラヘルツ光の発生技術を開発しました。

デバイス試験の技術を研究しています。また、高精度計測

これは、世界一の発生の広帯域性を持ったテラヘルツ光源

の分野では、ガスセルや光コム（光の櫛状スペクトル）を応

です。もう 1 つは、同時期より農学部

用したファイバーレーザー技術により、100 億分の 1 以下の

名古屋大学教授）とテラヘルツ波を用いたバイオ基礎研究を

精度を持つ光周波数計測技術の開発も行っており、光通信

行いました。 薄い金 属 板にテラヘルツ光の波 長 程 度（ 約

の更なる大容量化や、地震や津波計測などへの応用が期待

100 μ m）の微小な穴を周期的に多数開けた「金属メッシュ

されています。

素子」にテラヘルツ光を照射します。そうすると、金属表面

東北大学名誉教授）のご指導

川瀬教授（現在、

に表面プラズモンポラリトンという定在波が発生します。
この定在波とテラヘルツ光との相互作用を利用したテラヘ
ルツ機能素子の基礎研究です。
現在、弊社ではこれらの要素技術を開発して様々な物質
をテラヘルツ波でビジュアルに計測・解析できるなど、今
までに無かったソリューションを提案したいと考えておりま
す。

図８：光制御技術の実験系

4-6．テラヘルツ光を応用した技術研究
電磁波を周波数で表すと、携帯電話やテレビ放送で使用

図９：

有機非線形光学結晶 DAST と広帯域テラヘルツ波発生

されている低い周波数領域である「電波」や、光ファイバ通
信光や CD や DVD といった民生機器に入っているレーザダ
イオードの光などの高い周波数領域である「光」があります。
この「電波」と「光」のちょうど中間に、テラヘルツ光とよ
ばれる 0.1 ～ 100THz の周波数領域があります。このテラヘ
ルツ光は電波や光、さらに高い周波数である X 線などには
無い、物質への適度な透過性と光の扱い易さとを兼ね備え
ております。 このテラヘルツ光をうまく使うことにより、

５．キーデバイスの創出拠点として展開
弊社の同じ敷地内に化合物半導体デバイス、MEMS など
の部品開発製造拠点として ( 株 ) アドバンテスト・コンポー
ネントの生産用クリーンルーム棟Ａ館を建設中であり 2007
年内に完成予定です。Ａ館面積は 7,843㎡で、今後 3 年間で
約 80 億円の投資、従業員数 100 名を目指しています。弊社
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研究所と ( 株 ) アドバンテスト・コンポーネントが協力、融
合することにより半導体試験装置の差別化を図るキーデバ
イスの創出拠点として展開していく計画です。

【会社概要】
会社商号

株式会社アドバンテスト研究所

設

1991 年 1 月 1 日

立

設立目的

アドバンテスト・グループの基礎技術の
研究開発

資本金

5,000 万円

株

( 株 ) アドバンテスト (100%)

主

研究所人員

50 名

所在地

宮城県仙台市青葉区上愛子字松原 48-2

【著者略歴】
代表取締役社長
こ

図 10：（株）アドバンテスト・コンポーネント ( 写真後方 )

たに

小 谷

のり

範

ひと

人

昭和 23 年 3 月

兵庫県生

昭和 45 年 3 月

鳥取大学電工学部電気工学科卒業

昭和 45 年 4 月

タケダ理研工業 ( 株 )（現 アドバンテスト）
入社

平成 15 年 6 月

常務執行役員

計測器事業本部長

平成 17 年 6 月

顧問 ( 株 ) アドバンテスト研究所
代表取締役社長就任

現在に至る
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核融合の夢を現実へ
燃焼プラズマの診断とその計測技術開発
東北大学工学研究科
量子エネルギー工学専攻 教授

笹 尾 真 実 子
１．はじめに
1958 年に IAEA ジュネーブ会議において、熱核融合を未

や核兵器に転用される核物質を出さない、④ CO2 等の温暖
化ガスの排出がほとんどない、等の利点をもっています。

来のエネルギー源として公開で研究することが提唱されて、
はや半世紀が立ちました。前後して東北大学工学部でもプ
ラズマ実験装置 (AWRA-Alfven Wave Resonance Apparatus)
の建設が始まり、翌 1959 年３月の河北新報にはその実験と
将来の核融合研究のための展望が紹介されています。
それから 50 年、多くの困難に直面し、そしてそれらをひ
とつひとつ解決して、ようやく実際にプラズマ中で起きた
核融合反応でエネルギーを生成する、そういう時代を私達
は迎えようとしています。現在国際協力で南フランスに建
設中の ITER（国際熱核融合実験炉 - 図１ (a)）では、DT 核
融合反応、すなわち重水素を原子核と三重水素原子核を衝
突させてエネルギーを生み出す実験をする予定です。この
時発生するエネルギーの約 80% は中性子の運動エネルギー
となり、残り 20% がアルファ粒子の運動エネルギーとなり
ます。図１(b)には核融合発電炉の概念を示します。アルファ
粒子は閉じ込め磁場により内部に留まり、衝突によりプラ

図１ (a)：ITER（国際熱核融合実験炉）概念図。10 年後の完成を
めざして国際協力で南フランスに建設中。

ズマを加熱します。このことにより、外部からの加熱入力
がほとんどなくても高温の状態を維持することができます。
80% の中性子の運動エネルギーは周辺部のブランケットと
呼ばれる部分で熱に変換され、さらにタービン等で電気エ
ネルギーに変換されます。また、ブランケットの熱変換媒
体の中にリチウムを内蔵させ、中性子との反応により三重
水素をつくることができます。１個の中性子が１以上の三
重水素を生み出せば海水から得られる重水素とリチウムの
みを燃料とすることができます。ブランケットはさらに遮
蔽材としての役割も持っています。
このように核融合は①燃料はほぼ無尽蔵であることが特
徴ですが、その他にも②燃焼制御の時定数が短く暴走の危
険がない、③中性子により放射化された構造物は低レベル

図１ (b)：核融合発電炉の概念図。アルファ粒子はプラズマ内で
自己加熱源となる。周辺のブランケットでは中性子のエネルギー
が熱に変換され、同時に中性子は遮蔽される。さらにここで中性
子はリチウムと反応して三重水素をつくる。

放射能として処分される必要があるものの高レベル廃棄物
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２．核融合研究の現状と課題

で、ほとんどは重水素か水素を使用して実験していました

多くの利点を持った核融合ですが、これまで最大の難関

が、ITER では実際に三重水素を注入して DT 反応を生起さ

は DT 反応を十分生起させるだけのプラズマ温度、密度を

せ、そのことによりエネルギー生産に見合う核融合出力を

持ったプラズマを必要とされる時間保持できないことと考

実現すること、具体的には、入力に対するその比 (Q) として

えられていました。プラズマがミクロな擾乱を内蔵してい

10 以上（定常運転では約５）を実現することを目標にして

たため、熱伝導が高すぎて加熱してもすぐに冷えてしまう

います。

からです。この問題は 1980 年前後に H モードといわれる閉
じ込めの改善モードが発見され一挙に進展をみることがで
きました。すなわち、輸送障壁といわれる熱伝導が低い部
分を形成することにより、プラズマ内部の熱が逃げないよ
うにすることが鍵であることがわかったのです。また、こ
の輸送障壁の形成にはプラズマ内部の電場が重要な役割を
はたしていることもわかりました。私達の研究室でも小型
の実験装置“東北大学ヘリアック装置-TU-HELIAC”
を使っ
て勢力的にこの研究を行っております。今年の EPS( 欧州
物理学会 ) プラズマ部会年会で H モードの発見者のワーグ
ナー 教 授が「JET（ 世 界 最 大のトカマク装 置 ） から
TU-HELIAC まで共通の課題が研究されている」と引用した
ほどです。
もうひとつの問題は閉じ込め磁場の問題です。プラズマ
閉じ込め容器として考えられているのはトーラス（環状：

図２：燃焼プラズマを実現するための課題。主なものは
(1) 核融合で発生するアルファ粒子による自己加熱、
(2) 自己加熱のもとでの圧力分布制御、
(3) 輸送障壁の制御、(4) プラズマ電流の分布制御とその効率的維持、
(5) アルファ粒子が不安定化する固有モードの制御、
(6) ダイバータによる熱とα粒子灰の制御。
この６者全てを同時に制御する必要がある。

ドーナツ形状）ですが、プラズマを安定的に閉じ込めておく
ためには磁力線にねじれをいれる必要があります。ねじれ

図２にこのような燃焼プラズマを実現するための課題を

を取り込んだヘリカル系と呼ばれる磁場配位方式が研究さ

示します。人類は核融合でアルファ粒子を発生させ、それ

れている一方、プラズマ内部に環状の電流を流し（プラズ

による自己加熱しているプラズマを初めて手にするわけで

マ電流）外部磁場との重ね合わせでねじれをつくるトカマク

すが、これまでのプラズマ制御に加えてさらに、アルファ

方式が現在は近道と考えられています。このプラズマ電流

粒子による自己加熱制御が加わります。このことは、輸送

は通常トランスの原理による誘導電流で駆動しますが、ト

障壁内部の正のフィードバックがかかった領域を持つこと

ランスですので永久に一方向に流し続けることができませ

ですから、輸送障壁近傍で圧力分布制御とプラズマ電流の

ん。そのため、加熱装置を工夫して加熱入力の一部をプラ

分布制御が複雑になります。また、アルファ粒子はアルヴェ

ズマ電流駆動に利用することが考えられてきましたが、こ

ン固有モードと称されるモードを不安定化します。これら

れでは核融合の効率はぐっと下がってしまいます。この問

により、アルファ粒子が擾乱をうけ予想外の空間的移動、

題の解決に一役かって出たのがブートストラップ電流と呼

場合によってはプラズマ対向面に局所的にあたる危惧もあ

ばれる自発電流です。プラズマの内部圧力に局所的の勾配

ります。またエネルギーの落ちたアルファ粒子は燃料を希

があるとその近傍で圧力勾配に比例した電流が流れるので

釈しないように排出されなければなりません。しかも、こ

す。

れらいくつもの課題の間には強い相関があることが、これ
までの実験及び理論研究により明らかになってきているの

３．国際熱核融合炉と燃焼制御

です。さらにこれらの相関は非線形性を内在するものと考

このように H −モードの発見により、核融合に必要な温

えられています。このような複雑なシステムに対して能動

度と密度を持ったプラズマとその内部エネルギーを十分な

的フィードバック制御を行うためには、非線形性物理の徹

時間保持できる見通しが立ちました。そこで、国際的に協

底的な解明と制御のための診断システムを検討することが

力して実際に核融合を用いたエネルギー生産を科学的、か

重要と考えられています。

つ技術的に立証するために、熱核融合実験炉 (ITER) プロ
ジェクトをスタートさせるに至ったのです。いままでの核
融合プラズマ実験では三重水素を用いることは非常にまれ
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で進んでいます。とりわけ難しいのは、(1) 強い放射線環境

② 閉じ込められているプラズマ中のアルファ粒子分布

下で、(2) 厳しい熱環境のもと、(3) さらに空間的にも厳しい

③ 熱化されたα粒子（He-ash）の密度（コアプラズマ領域、

制限が課せられた条件で設計をしなければならないことで
あります。図 3 に放射線環境を示します（日本原子力機構

エッジ領域）
が挙げられますが、ここでは①、②二つについて述べます。

の西谷健夫氏による）。熱電対等がおかれているプラズマに
最も近い壁（第一壁と称される）近傍は、毎秒 1018/㎡以上

5.1

損失アルファ粒子計測

もの中性子にさらされる見込みです。遮蔽材であるブラン

ITER の最大の核反応率は毎秒 1021 程度と予想されその

ケットの隙間には基幹となる計測センサーがいくつか配置

うち１％のアルファ粒子が高速のまま損失したとすると、

される予定ですが、その領域では２桁ほど下がる。といっ

平均では 1016m -2 程度が第１壁にあたると思われます。しか

16

ても中性子束は毎秒 10 /㎡以上になると予想されます。γ

し、損失は局在しますので局所的にはその数倍の入力とな

線も線量にすると同量に近いと考えられます。

ると予想され、また不安定性やプラズマ消滅 (Disruption) に
付随してパルス的にはその 10 倍以上の損失がおこる可能性
があります。このような場合には壁の損傷が問題になると
言われています。そこで第１壁上で熱負荷をモニターする
だけでは不十分で、そのメカニズムを早急に特定し対策を
とらねばなりません。そのためには、損失アルファ粒子の
エネルギーや軌道、時間変化、第１壁上での面分布等を測
定する必要があります。
これまでもこのような測定は水素プラズマ実験、重水素
実験、限られた DT 実験で行われてきました。中でもシンチ
レーターを使ったプローブを真空容器壁に取り付けて、ト

図３：ITER 計測機器の放射線環境
（日本原子力機構の西谷健夫氏による）。

カマク磁場による粒子のジャイロ運動を利用して、シンチ
レーター上に２次元の発光画像に得る方法は、プラズマよ

このような放射線が計測装置の様々なコンポーネントに

り損失してくる高エネルギーイオンの計測手段として様々

及ぼす影響としては、ファイバー、窓材などの透過率が減

な損失現象の解明に使われてきました。この方法を ITER

少する、発光が誘起される等の光学的効果や、電気信号の

の環境下で使おうとすると様々な問題が出てきます。

ためのケーブルの電気伝導度の変化 (RIC) や起電力の発生

第１にシンチレーターは通常温度が上がると特性が変化

(RIEMF)、絶縁体の絶縁劣化 (RIED) 等が考えられます。さ

することが知られています。200 度以上となる ITER の壁面

らに中性子照射が高く、積算されるとスウェリング、ブリ

上で使用できるでしょうか、この問題に対しては高温下で

スタリング、エロージョンといった機械的／化学的効果が

も変化が少ないセラミックシンチレーターが最近我々の仲

あらわれます。プラズマを直接見込むミラー（第１ミラー

間が開発し、問題を解消しました。第２に中性子照射でシ

と称される）ではこの問題が極めて厳しい状況と考えられて

ンチレーターが誤信号を出す問題です。この問題に対して

います。

は、新に開発したセラミックシンチレーターを極限まで薄

そのためにこれまで計測装置の様々なコンポーネントの

くすることで対処しようと考えられています。実際に中性

照射試験と耐放射線性の高い部品の開発が進められてきま

子感度を測定する実験が近々計画されています。第３にこ

した。これらの試験結果と開発を基にして空間的熱的制限

のようなプローブを設置できるか否かです。装置の安全上

下で信頼性の高い部品を組み合わせて設計する活動が世界

の問題でプローブを第１壁から飛び出すことは危険です。

中の研究グループで分担して進められています。

また信号を外に取り出すためには潜望鏡的構造を必要とし
ます。アルファ粒子の軌道を詳細に検討しながら現在設計

５．アルファ粒子計測・中性子計測
これらの計測の中でもアルファ粒子計測と中性子計測は、
２で述べたように燃焼プラズマを制御し ITER の使命を果た
す上で欠かすことのできないものと考えられています。
アルファ粒子に係わる計測としては
① 損失アルファ粒子

が進められています。そのほか、ファラデーカップ方式の
プローブや、ボロメトリックな測定原理を利用したプロー
ブの開発が進められています。
このようなプローブは壁面上の数点しか設置することが
できませんが、アルファ粒子損失が局在してないかどうか
も制御上重要です。それには赤外カメラなどで壁面の温度
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上昇を２次元的モニターすることが考えられていますがこ

により分極率が変わるので、入射光、反射光の屈折の問題

れではアルファ粒子損失か一般のプラズマ粒子によるもの

があり解析が困難とも指摘されています。そこで日本原子

かが区別できません。上述の新しいセラミックシンチレー

力機構では 20J の CO2 レーザーを使い、前方散乱で散乱波

ターを壁面上に何箇所も貼付けて、シンチレーション光だ

を測定する計画があります。この方式のITERでの可能性は、

けをみるカメラで観測することが提案されています。これ

この計画により明らかになると期待できます。

らの様子をまとめて、図４に示します。
中性子に起因するノイズや耐久性の問題があり以上の方
法が使用できない場合は、真空容器壁においたサンプル試

高エネルギー中性粒子ビーム荷電交換法によるアルファ
粒子計測にも大きな期待が寄せられています。この方法で
は２価の荷電交換過程
He++ + X0 --> He0 + X++

料を真空外で回収し分析する方法があります。この方法は
オンラインのデーターは得られませんが、詳細な分析によ

によって生じる中性の He0 粒子をエネルギー分析する方法で

り表面にデポジションされた粒子の粒子種やエネルギー分

す。ここで、X0 は電子を２個以上有するヘリウムより重い

布の情報を得ることができます。

元素の中性粒子ビームです。ビームを使用する場合は測定
しようとするアルファ粒子との相対速度を小さくして断面
積の大きい領域を用います。そのため、中性化効率の高い
負イオン源が必要です。 現在もっとも有効と考えられてい
るヘリウムビームについて、負イオンの元となる正イオン源
のプロトタイプが完成し ITER で用いるのに必要な電流量
（３Ａ）に匹敵するビームが得られています。品質の良いビー
ム、減衰の少ない基底状態への中性化を試験する実験も並
行して進められています。
またアルファ粒子との相対速度を小さくするためには分析
すべき中性粒子はビーム入射方向に対して前方小角方向で
測定されねばなりません。ITER での可能な幾何学的配置は

図４：ITER の内側図。壁面上に設置された損失アルファ粒子
プローブの信号は複雑な経路をたどって外へ運ばれる。また、
セラミックシンチレーターを壁面上に何箇所も貼付けて、シ
ンチレーション光だけを見るカメラで観測。

5.2

図 5 に示されるように接線方向入射による配置であり、現在
のところある程度の調整を行えば可能と考えられています。

閉じ込められたアルファ粒子計測

プラズマ中に閉じ込められた状態のアルファ粒子を調べ
るためには、電磁波の散乱や、原子衝突を利用して、アルファ
粒子の速度分布の情報を、電磁波、光、中性粒子の情報に
変換してプラズマ外に取り出さねばなりません。そこで
1) 集団トムソン散乱によるアルファ粒子計測
2) 高エネルギービーム荷電交換法によるアルファ粒子計測
3) 中性子スペクトル測定によるアルファ粒子計測
について考えてみましょう。その他にも、核反応を利用し
て測定することがいくつか提案されています。

図５：高エネルギー中性粒子ビームとの荷電交換を使った
α粒子計測システムの ITER での配置図。若干の調整が
必要な部分もある。

まず集団トムソン散乱によるアルファ粒子計測ですが、
これはレーザー光等のようにコヒーレントな電磁波の散乱
が被散乱体の熱運動や速度分布の情報を含むことを利用し

5.3

中性子計測

ます。アルファ粒子を測定するためには、できるだけ波長

核融合炉の出力は発生する中性子の数を測定することに

を長く散乱角度を小さくし、散乱時の運動量移行を小さく

より得られます。発生源がドーナツ形状をしていること、

する必要があります。そのため波長の長いジャイロトロン散

ドーナツ内部と周辺部では発生率が一桁以上も異なり、ドー

乱 (60GHz) を利用することが提案されています。あまり散

ナツ中心も変動する事、中性子発生源と測定位置周辺を含

乱角度を小さくする必要がないのが利点です。しかし、充

むすべて物質は、中性子を散乱する、減速する、減弱する

分な散乱波強度が得られないこと、およびプラズマの分布

機能を果たす事を考えると、その測定がいかに難しいかが
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理解いただけることと思います。
また、中性子の発生率や中性子エネルギー分布を測定す

います。そのため、国際的に研究課題を取り扱う“国際トカ
マク物理活動”
という枠が設けられ活動しております（図６）
。

ることにより、プラズマのイオン温度、プラズマの回転ス

私も 10 年にわたってこの活動に参加しております。この

ピード、高速イオンの閉じ込め、重水素／三重水素の燃料比、

中では、必要課題を話し合い、成果を持ち寄るだけではなく、

それらすべての空間分布・時間分布が得られる可能性があ

次々と研究協力事業が遂行されていきます。私もロシアで

ります。そこで、ITER においては

開発された検出器を日本の大型装置で利用し、たくさんの

１．高時間分解の中性子束モニター

研究をさせていただきました。また大型装置実験のかなり

２．発生源分布測定のための中性子カメラ

の課題はこの活動の中で生み出されてきたものです。研究

（有限個の線積分測定からトモグラフィにより像を得る）
３．中性子スペクトロメーター
４．金属フォイルと、循環水を使用した放射化システム

者仲間は家族のような信頼関係で結ばれているといっても
過言でありません。
核融合研究はこの 50 年間、公開を原則としているばかり

の４種類のシステムを用意する予定です。これらすべてに

でなく真の国際協力として進められてきました。エネルギー

対し上述の減速・減弱効果が重要となりますので、プラズ

問題だけでなく平和にも貢献できることが、私の新たな夢

マ実験に先だって真空容器の内部（プラズマ中心部）で小

であります。

型加速器や強力中性子線源をリング上で旋回させて、シス
テムの較正を行う計画です。もちろん、較正時と実験時で
は発生率が 10 桁以上も違うので較正係数をいかに保持する
かも課題です。
これらのいくつもの問題があり、そのため、いかに精度
よく測定するか、研究者の知恵を結集しているところです。
６．まとめ
現在 ITER 建設に向けた各種計測装置の仕様が具体化さ
れてきています。プラズマ計測に関わる重要課題としてあ
げられるのは、第１に強い放射線環境、熱環境のもと空間
的に厳しい制限が課せられた条件で設計をしなければなら

図６：国際トカマク物理活動計測班中性計測委員会会合。2007 年
９月コモ湖にて開催。参加メンバーの国籍は９カ国にわたる。

ないことであります。そのためにこれまで計測装置の様々
なコンポーネントの照射試験と耐放射線性の高い部品の開

【著者略歴】

発が進められてきました。第２に、(a) アルファ粒子等の新

ささ お

しいパラメーターの計測と (b) 非燃焼実験では想定されてい

昭和 22 年 4 月 29 日生

なかった高精度の計測開発が挙げられます。科研費特定領

昭和 45 年 3 月

東京大学理学部物理学科卒業

域研究「プラズマ燃焼のための先進計測」は燃焼プラズマを

昭和 47 年 3 月

東北大学大学院理学研究科修士課程修了

ターゲットにこれらを重要課題として活動してきました。

昭和 51 年 3 月

東北大学大学院理学研究科博士課程修了

その開始から３年、当初計画は順調に進展しいくつかの大

昭和 51 年 4 月

Post Doctoral Fellow /Research

笹尾

ま

み

こ

真実子

きな成果も生み出されてきています。さらに今後は上記の

Associate(Part time)/ 湯川奨学生

課題に加え、非線形性を内在する複雑系システムという核

スタンフォード大学 / ローレン

融合炉をフィードバック制御するためには、(c) 非線形性物

スバークレー研究所 / 大阪大学

理の徹底的な解明と (d) 制御技術開発の視点で計測システム

昭和 54 年 4 月

日本学術振興会特別研究員、大阪大学

を検討することも重要ではないかと考えています。

昭和 56 年 4 月

名古屋大学プラズマ研究所

ITER 計画は、日本／欧州連合／ロシア／アメリカ／中国

平成 元年 5 月

核融合科学研究所

助手

／韓国／インドの６極が協力して遂行している国際事業で

平成 4 年 3 月

核融合科学研究所

助教授

す。これら６極の人口を足し上げると地球上の人口の 1/2 を

平成 14 年 10 月

東北大学大学院工学研究科

助手

教授

越えます。ここで述べたような研究課題は、事業体だけで解
決できる問題ではありません。関係するすべての研究者の知

平成 13 年より国際トカマク物理活動計測班日本委員、

恵をしぼる必要があり、大学人がその重要な担い手となって

ならびに中性子計測委員会委員長
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安全・安心な社会基盤を構築するための
ナノスケールでの材料強度・信頼性研究
東北大学大学院工学研究科
附属エネルギー安全科学国際研究センター 教授

三

浦

英

生

や破壊強度が変化することも知られています。さらに最近

１．はじめに
21 世紀の人類社会の維持発展には、地球環境保護対策や
クリーンエネルギーシステムの開発、高度情報化通信社会
を支える様々なデバイス、機器の開発、あるいは医療福祉、

では、高い応力場で化学反応（原子の拡散現象や界面反応
係数）が変化することも明らかになっています。
このように、新材料の開発や既存材料の維持延命には原

介護支援技術の開発などが不可欠であり、工学の果たすべ

子配列の最適化とその制御技術及びその変化の検出と修復

き役割は一層重要なものになっています。また、新技術の

技術の確立が極めて重要となっています。そこで私が担当

開発に加えて、既存の経年機器の維持運営あるいは延命化

させて頂いております破壊物理化学研究部門／ナノ構造体

も、限りある資源の有効活用という観点からは避けて通れ

強度信頼性研究分野では、図１にも示しますように、各種

ません。したがって

構造材料や薄膜デバイスの機能・信頼性の発現メカニズム

安全や安心な社会基盤を構築するた

めには、最新鋭の機器開発においては性能やコストと同時

を原子の結合状態から最終製品形態まで一貫して解明し、

に信頼性の創り込み（Built-In Reliability）が重要な課題と

適切な構造・材料・プロセス設計を実現するための解析技術、

なりますし、経年機器の維持運営においては、損傷の非破

計測技術、設計技術の開発研究を推進しています。そこで

壊評価あるいはモニタリング技術と修復技術の開発が重要

本稿では当研究室で進めています代表的な研究内容とその

になるものと考えられます。

応用事例について簡単に紹介させて頂きます。

様々な構造材料や新機能材料の性能や信頼性は、材料を
構成する元素の配列とその安定性で決定されています。し
たがって材料設計とは、所望の性能や信頼性を実現する元
素の配列規則を決定すること、及びその配列規則を乱す欠
陥や不純物あるいは環境因子などを定量的に解明し、その
制御方法を確立すること、と言っても過言ではありません。
材料の性能は原子を取り巻く電子の結合状態（電子の分布
と運動状態及び原子核との結合エネルギー）で議論できま
す。例えば材料の融点は原子の結合エネルギーの大きさ、
材料の弾性率は単位原子間距離当たりの結合エネルギー、
材料の電気伝導性は電子エネルギー構造などで決定されて
います。したがって、結晶欠陥や不純物が材料中に混入（発
生）したり、酸化などの化学反応で元素の配列規則に変化（組
成の変化や周期構造の乱れなど）が生じると材料の機能や性
能は変化します。材料に力が作用し変形（ひずみ）が生じる

図１：製品設計対象となる構造材料寸法の広がり

と原子間距離が変化、すなわち構成元素の配列規則が変化
しますから、様々な材料機能あるいは性能にも変化が生じ
ます。電磁気材料では圧電現象（変形で表面電荷（分極）

２．原子レベルでの材料性能や信頼性の設計と評価
絶縁材料（主にガラスやセラミック材料）は半導体デバイ

が生じること）やピエゾ抵抗効果（変形で電気抵抗が変化す

スから構造材料まで幅広く使用されています。絶縁材料の

る現象）、磁気ひずみ効果（変形で磁化状態が変化する現象）、

機能としましては、文字通り電気を絶縁（遮断）することや、

複屈折現象（ひずみで屈折率が変化する現象）などの存在が

誘電体としての分極などが期待されます。このような電気

知られています。残留応力の存在で材料の実効的な弾性率

的な性質は、材料中の電子が自由電子として振舞う（運動
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する）ために必要なエネルギー（バンドギャップ）で決定さ
れます。一般的にはバンドギャップが大きい材料ほど絶縁
性能は高く、誘電率は低くなります。したがって、絶縁材
料の性能や信頼性を設計・評価する場合には、このバンド
ギャップの大きさや安定性について検討します。
従来半導体デバイス用の絶縁材料としては酸化ケイ素
（SiO2）が多用されてきました。しかし、ナノテクノロジー
の進歩でトランジスタやコンデンサなどの電子部品やこれ
ら部品間を接続する薄膜配線材料の寸法が急速に縮小され
る一方で、性能や信頼性が低下していることから、新機能

図２：酸素欠損によるハフニウム酸化膜電子分布異常の解析例
（赤球：ハフニウム、黄球：酸素）

材料の開発が求められています。例えばコンデンサでは電

このような原子レベルのシミュレーション技術の適用対

極面積の微細化で静電容量が減少し、信号の記録に必要な

象はナノテクノロジー応用材料とは限りません。一般的な

電荷量が確保できなくなることから、誘電率の高い材料が

金属表面の酸化現象に及ぼす合金組成の影響について解析

求められています。一方、隣接する金属配線間距離が狭まり、

した事例を、図３を用いて紹介します。ステンレスが錆び

配線間の静電容量は増加しますので、高周波信号の漏えい

にくい材料であることは良く知られています。純鉄の表面

や混信が懸念されており、配線系の絶縁膜としては逆に誘

に水が吸着しますと、水分子は容易に分解され、酸素が鉄

電率の低い材料が求められています。配線の微細化は断面

内部に拡散し酸化物を形成します。この時同時に鉄原子は

積の縮小を意味しますから、必然的に単位長さ当たりの抵

表面に向かって拡散し、イオンとなって一部は溶け出しま

抗値が増加します。したがって、高速信号伝送を実現する

す。このため酸化し始めた鉄の表面は荒れ、連続的に酸化

ためには電気抵抗率の低い材料が必要になります。このよ

（錆）が進行します（図中の右上図）。一方、鉄中にクロムの

うに、ナノテクノロジーの発展においては、微細加工技術

原子が混在しますと、鉄よりも先にクロムが表面に移動（拡

の開発と同時に様々な新材料の開発が不可欠となっており、

散）し、酸素と強固な結合を形成します。クロム原子は水中

構造が複雑になると同時に多くの材料が導入されることで

には容易には溶け出さないため、表面には安定した酸化膜

異種材料界面が多数存在することになります。異種の材料

（不動態皮膜）が形成され、酸化の進行（水や酸素の拡散浸

間では構成元素やその配列規則が異なりますから、一般的

入）を抑制します（図中右下図）。本解析結果は一般にもよ

に異種材料界面あるいは表面は不安定であり、たとえばは

く知られているものですが、このように化学反応の進行を

く離や化学反応が生じやすいため、何らかの強固な接合（接

決定している様々な因子を特定することで、例えば材料を

着）方法あるいは表面を安定化させるコーティング処理技術

使用する環境の制御方法や、化学反応を加速あるいは減速

の開発も望まれます。

させるために必要な添加物などを定量的に決定（設計）する

さらに、ナノテクノロジーにおいて重要な視点として、

ことが可能になります。

材料の均質性があります。構造寸法が小型化することは、
その構造を構成する原子数が減少することを意味しますの
で、わずかな欠陥や不純物の存在で局所的な材料物性が大
きく変化します。そこで、原子レベルのシミュレーション

水分子

技術（量子分子動力学解析技術）を応用し、材料物性に及
ぼす結晶欠陥や応力、ひずみの影響を解明しています。図
２に示しましたのは、次世代半導体向けに期待されている
高誘電率材料であるハフニウム酸化物内に、酸素欠損に起
因して異常電荷密度分布が生じている状況を解析した事例

黄球：鉄
茶球：クロム

です。この局所的な異常電荷密度の発生により、絶縁物で
あるはずの酸化物が電流を流しやすくなり、信頼性が著し

図３：組成の違いによる金属表面の酸化過程の変化事例の解析例

く損なわれることを明らかにすることができました。このよ
うな異常電荷密度を発生させる不純物や欠陥を特定するこ

これからはこのような原子レベルのシミュレーション技

とで、製造工程中に厳密に制御しなければならない項目を

術を活用することで、様々な物理化学現象の支配因子を本

定量的に知ることが可能となります。

質的に解明することが可能となり、無理や無駄の少ない材
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料、構造の設計開発が可能になるものと期待しています。

の元素濃度の濃淡が、波長相当の空間分解能で観察できる
ことになります。

３．材料の経年損傷メカニズムの解明と非破壊評価

この着想に基づき、ガスタービンやジェットエンジンに

構造材料や各種機器を長年使用していますと、材料が損

使用されている Ni 基超合金の微細組織観察を試みた事例を

傷を受けて強度が低下し、最終破壊に至ることが知られて

図４に示します。図はガスタービン翼材料を高温クリープ

います。この材料損傷の発生原因としましては、力学的な

試験し、損傷前と後の材料表面を近紫外レーザで観察した

要因と化学的な要因、あるいは両者の相互作用を考えるこ

例です。Ni の反射率が他の主要な合金元素と比較して波長

とができます。力学的な要因としましては、材料が繰返し

500 nm 近傍から急激に減少することから、近紫外の波長を

負荷を受けた場合のいわゆる疲労損傷や高温で長期間一定

もった光を照射しますと、Ni の濃度が高い領域からの反射

負荷を受けることで生じるクリープ損傷などが知られてい

率が低くなり、観察画像としては暗く見えます。損傷前に

ます。化学的な要因としましては、材料中を特定の元素が

は微細に分散していた Ni 高濃度相が、損傷後では層状化し

拡散して材料の組成（結晶構造）に変化が生じる、拡散した

ている状況が捉えられています。この観察はレーザ光を照

元素が偏析、析出する、あるいは先ほど紹介しました酸化

射するだけでできますので、実際のタービン翼に対しても

反応や紫外線等による原子結合の破壊に基づく材料の変質

適用可能な観察方法と考えています。このように、材料中

などが挙げられます。以上のような経年損傷の過程では、

の元素の濃度分布変化を波長を最適化したレーザ光を用い

すでにお気づきかもしれませんが、必ず材料内部で原子の

て観察捉することで、材料中の元素の拡散、すなわち損傷

移動（拡散）が発生しています。疲労やクリープ現象は材料

の進行を非破壊・非接触で観察することができるようにな

内部で転位が移動して生じるので、集団で原子が移動して

るものと期待し研究を進めています。

いることになります。したがって、この材料中の原子の移
動を分析評価できれば、材料の損傷度合いを評価できる可
能性があります。
従来、一般的な構造物の健全性評価は、材料表面や内部
のき裂の存在とその寸法の検出でなされてきました。き裂
のような尖った欠陥の先端では、応力やひずみの集中が発
生し、実効的な材料強度が著しく低下するためです。しかし、
き裂の発生位置が予測できる場合は検査もある程度可能で
すが、不特定の場所に発生するき裂を検出することは膨大
な時間を要しますし、場所によっては実質的に不可能な場
合もあります。また、ご存知のように、現状の非破壊検査
技術では、残念ながらき裂の検出確率は 100% ではありませ

図４：タービン翼クリープ損傷の非破壊観察事例

ん。そこで、材料の健全性を、き裂が発生する前に評価で
きないか、と考えています。
材料の損傷は構成原子が移動（拡散）して進行するので、
原子の移動を観察できれば損傷の進行度合いを定量的に評
価できる可能性があります。もちろん原子を直接観察する
ことは、高分解能の電子顕微鏡を使用すれば可能ですが、
使用中の構造部材を電子顕微鏡の中に持ち込むことは不可
能です。特定の元素のみが主として移動（拡散）する場合は、
その移動の前後で材料の組成が変化します。そこでこの組
成の変化を検出できれば、材料の損傷を評価できることに
なります。多くの材料は何らかの色を有することはご存知
の通りです。これは可視光の波長領域で各波長に対する反
射率に相違があるためです。したがって、着目している元
素の反射率の波長依存性が、他の構成元素と異なる場合、
その相違が顕著に現れる波長の光で材料を観察すると、そ
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４．実動負荷の非接触評価
構造材料の損傷は疲労であれクリープであれ機械的な負
荷が作用することで進行しますので、損傷評価という観点
からも実動負荷の定量的な計測評価に対する需要は益々高
まっています。特に工作機械や車両、あるいは昨今ではワ
イヤーロープなど、負荷が時々刻々変化し、その変動幅も
予測が困難な場合には、どうしてもオンラインモニタリン
グ技術が望まれます。従来の応力あるいはひずみの計測に
はひずみゲージが多用されてきましたが、ひずみゲージの
電気抵抗変化を計測するためにはどうしても電気配線が必
要であり、高速で回転あるいは移動する物体の実動負荷を
計測することは極めて困難でした。そこで、電気配線の不
要な非接触ひずみ計測技術の開発も進めていますので、い
くつか紹介させて頂きます。

研究プロフィール

めっき銅薄膜に降伏応力相当以上の繰返し応力（ひずみ）

ブの軸方向ひずみに依存して大きく変化することを見出し

を作用させますと、結晶内部で転位が発生成長し、表面に

ました。この抵抗変化は引張ひずみに対しては線形的に増

スリップという形で放出されますと新生面が現れ、その新

加、圧縮ひずみに対しては線形的に減少することも明らか

生面が酸化されることで変色するという現象が生じます。

になりました。

この現象は基本的には材料の塑性変形を伴う疲労現象と同

そこで、この多層カーボンナノチューブを取扱いが容易

じなので、この変色の発生寿命は負荷振幅の関数となり、

で曲面などにも適用可能なように、フレキシブルな変形が

疲労曲線と同様な対数関数として表わされます。したがっ

期待できる樹脂中に分散させ、その電気抵抗変化を測定し

て、組織変化の発生寿命（負荷の繰返し回数）から負荷振

ましたところ、抵抗変化率が従来の金属ひずみゲージの 100

幅を定量的に評価することが可能となります。薄膜の微細

倍以上にも達することを実証できました。したがって、従

加工技術を応用し、微細貫通スリットを形成しますと、図

来の金属ひずみゲージに替わる超高感度ひずみセンサの実

５に示しますように、スリット端部に応力（ひずみ）集中場

現可能性を明らかにすることができました。さらに、この

を形成できますので、感度良く平均負荷振幅を評価できま

ような大きな電気抵抗変化は、電磁波を利用して非接触で

す。本観察例では負荷の主軸に直行する三角形の頂点近傍

計測することが可能です。実際、図６に示しましたように

のみで組織変化（変色）が生じており、その他の頂点近傍で

高周波信号の微小プローブを作製し、波長を制御した電磁

は変化が認められません。したがって、頂点の向きが異な

波を照射しながらひずみが作用している多層カーボンナノ

る三角形スリットを形成すると、負荷振幅のみならず負荷

チューブ分散樹脂からの反射波強度変化を計測することで、

の主軸方向も分離決定することが可能となります。現在で

動ひずみ計測が可能であることも実証することができまし

は頂点近傍の加工形状（頂点部分の曲率半径）を最適化す

た。今後測定の感度や空間分解能を向上させ、現状ではか

ることで、数 10 ppm のひずみ振幅（軟鋼で数 MPa の応力

なり高価になる価格を低減させることで、高速回転や移動

相当）負荷を計測することが可能になりつつあります。本方

あるいは過酷環境下で使用される構造物表面に作用する実

法は、測定したい位置に直接銅薄膜をめっきするか、予め

動負荷の計測やオンラインモニタリング、あるいは遠隔計

作製しためっき膜を接着し、その表面を観察するという単

測などが可能になるものと期待しています。

純な構成で動的負荷の振幅を非接触、電気配線無しで実現
できる極めて簡便な方法です。
0.426nm
負荷の
主軸方向
0.470nm
1.1nm

図５：繰返し負荷を受けためっき銅薄膜における
微細組織変化観察例

最後に動ひずみの非接触計測技術について紹介します。
新機能材料として、カーボンナノチューブの軽量高強度、

図６：カーボンナノチューブ分散樹脂を使用した
非接触ひずみ計測

多様な電気伝導性、化学的安定性など様々な特徴が多方面
で注目されています。私たちはこの中で電気伝導性のひず

５．おわりに

み依存性に着目しました。既にご紹介しました原子レベル

科学技術基本政策でも重要な課題と位置付けられていま

のシミュレーション技術を応用し、カーボンナノチューブ

す安全で安心な社会の構築には、社会基盤でもある各種構

の電気伝導性のひずみ敏感性について解析したところ、図

造物や機械の破壊予知と破壊防止技術の確立が不可欠です。

６にも示しますような、複数の層からなる多層カーボンナ

これまでの工業技術は、破壊防止という観点では主に安全

ノチューブが金属伝導性を示し、その電気抵抗率がチュー

率を用いた過保護な設計で対応し、破壊予知は本稿でも述
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べましたき裂検出を中核とした非破壊検査で対応してきま
した。しかし、21 世紀の人類社会の維持発展のためには、
地球環境保護という観点からも省資源省エネルギーを前提
にしたモノ創りは必須課題であることから、これまでは見
過ごしてきた破壊メカニズムの本質解明と、科学的にも合
理的な設計、製造技術の確立が不可欠です。また、損傷の
早期発見とその場修復という観点からの技術開発も重要に
なるものと考えています。
材料や構造が複雑化し、使用環境も苛酷化する中で、い
かにして安全と安心を実現していくかは、単に工学研究に
留まらず理学研究との融合、あるいは医学や農学研究との
融合も必要になるものと考えています。まさに当研究室の
所属するセンターの名称でもある、エネルギーと安全と科
学を統合した研究を推進していきたいと考えておりますの
で、皆様方のご指導ご鞭撻、ご支援方よろしくお願い申し
上げます。また、研究内容にご関心を持って頂けました場
合はご連絡を頂戴できれば幸いです。
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一ノ倉
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(3) モータドライブとその応用

１．はじめに
半導体デバイスを利用して電力の変換と制御を行う技術

モータは、エネルギー変換効率が高いこと、トルク重

分野をパワーエレクトロニクスとよんでいます。高速で損

量比が大きいこと、応答速度が速いこと、形状の自由度

失が少なく、きめ細かい制御が可能なため、民生から産業、

が高いことなどの特長から、さまざまな分野で数多く使

運輸の広い分野で利用され、エレクトロニクスのみならず、

用されています。現在の日本の総発電量の半分はモータ

モータや発電機などの電磁エネルギー変換、および制御を

が消費しているという統計もあります。したがって、モー

融合した学際的な技術分野と位置づけられています。図１

タには常に高効率化と高性能化が求められます。本研究

にパワーエレクトロニクスの概念を示します。

では、小型で力が強く、電力損失の少ないモータの開発
を行っています。また、モータの制御方式や電気自動車
への応用研究も行っています。
(4) 電気・電子機器のシミュレーション技術
開発期間の短縮や開発コスト削減のため、シミュレー
ションの重要性が高まっています。本研究では、インバー
タや制御回路も含めたモータの動特性を高速に精度良く
算定することを目的として、磁気回路法をベースにした
リラクタンスネットワーク解析というオリジナルな計算
手法を提案しています。本手法は汎用性が高く、磁気デ

図１：パワーエレクトロニクスの概念

バイスと電子回路で構成される電力変換器やシステムの
解析・設計にも有用なものです。

私は電力システム工学講座のパワーエレクトロニクス分

ここでは、「モータドライブとその応用」の一環として当

野を担当しており、以下のような研究を行っています。

研究室が進めている「SR モータを用いたインホイール電気

(1) インバータ・コンバータのフルディジタル制御

自動車の研究」について紹介します。

エネルギーの有効利用には、インバータやコンバータ
などのパワーエレクトロニクス機器の高性能化が不可欠

２．研究背景

です。本研究では、制御特性の調整が容易で再現性も良

ホイール内にモータを装着するインホイール方式の電気

いディジタル制御に着目し、高速応答で高効率、回路構

自動車は、車内空間の確保や四輪独立駆動による高度な運

成が単純で高信頼な電力変換器の開発を行っています。

動制御などの利点があります。さらに、減速ギアを省略す

(2) 電力用磁気デバイスとその応用
近年、風力発電などの分散型電源の導入に伴い、電力
系統の電圧変動や電力品質低下の問題が指摘されていま
す。また、電力の効率的な輸送や配分がますます重要に

ることにより機械損失や騒音が低減され、信頼性もあがり
ます。したがってインホイールダイレクトドライブは究極
の電気自動車駆動方式といえます。
しかし、 インホイールダイレクトドライブ用モータは、

なってきています。本研究では、電力用可変インダクタ

低速から高速まで有効トルク範囲が広く、高温や振動など

ンスを利用して高信頼で高品位な電力系統機器について

の厳しい環境に耐えること、ばね下重量の増加による運動

研究を行っています。一例として、電力会社と共同で

性能低下を防ぐためできるだけ小型軽量であること、複数

6.6kV 高圧配電系統に適用する可変インダクタ型電圧調

台必要なことから低価格であることなど、さまざまな条件

整器を開発しています。

をクリアする必要があります。
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これまでも永久磁石同期モータを使用したインホイール
方式の電気自動車が開発され、試作車ながらガソリン車な

のときの発生トルクは固定子と回転子の突極性に起因するも
ので、リラクタンストルクとよばれています。

みの走行性能を発揮した例もありますが、乗り心地や実用
性の面でいくつかの問題が指摘され、広く普及するにはい
たっていません。
スイッチトリラクタンスモータ（以下 SR モータ）は、磁
石を使用しないため、堅牢で高速回転に適し高温にも耐え
ること、始動トルクが大きく誘導モータより高効率なこと、
構成が簡単で形状の自由度が高く価格の低減も期待される
ことなど、インホイールダイレクトドライブ用モータに適し
たいくつかの特長を備えています。
３．SR モータの原理

図３：SR モータの駆動回路

SR モータは、図 2 のように、固定子、回転子ともに突極
構造を有し、巻線は固定子極に集中巻きされます。固定子

４．電気自動車用アウターロータ型多極 SR モータ

および回転子は積層鉄心で構成されますので、製作が容易

前述の SR モータは内側が回転子のインナーロータ型です

で量産に向き、価格の低減も可能です。図のモータは固定

が、ホイールに装着するためにはアウターロータ型のほう

子が 6 極、回転子が 4 極の例ですが、固定子 8 極、回転子 6

が好都合です。さらに、ダイレクトドライブには低速大ト

極や、固定子 12 極、回転子 8 極などの組み合わせもあります。

ルクが要求されますので多極化が有効です。図４に小型電
気自動車用に開発した SR モータの諸元を示します。固定
子 16 極、回転子 20 極のアウターロータ型４相 SR モータで、
固定子および回転子の鉄心には 0.35mm 厚の無方向性ケイ素
鋼板を使用しています。

図２：SR モータの形状
図４：アウターロータ型多極 SR モータの諸元

図 3 に駆動回路を示します。各相とも 2 個のトランジスタ
と還流ダイオードで構成されます。上下のトランジスタを同

図 5 は、種々の供給電圧 V dc に対するトルク－速度特性で

時にオン・オフすることによって固定子巻線に流れる電流を

す。同図のように、SR モータはトルクの増加に対して回転

制御します。いま、図 3 の状態で B 相を励磁すれば、回転子

数が減少し、始動トルクも大きいことが特徴になります。

の極 b が固定子の極 B に、b’が B’にひき付けられ、時計方

これは電車等に使用される直流直巻モータと類似の特性で、

向に 30 度 ( 固定子と回転子の極ピッチ角の差）回転します。

乗り物に適した特性といえます。駆動回路のトランジスタ

同様に B 相から C 相に励磁を切り替えれば、回転子の極 a が

のオンオフを調整して巻線電流を変えれば回転数が制御さ

固定子の C’に、a’が C にひき付けられ、さらに 30 度回転し

れます。

ます。したがって、ロータリーエンコーダなどで回転子の位

図 5 のトルク－速度特性をもとに、摩擦や空気抵抗など

置検出を行い、励磁を適切に切り換えることにより連続的に

の走行抵抗を考慮して計算した、電気自動車の走行性能曲

回転させることができます。この原理は VR 形ステッピング

線を図 6 に示します。ここで電気自動車は 1 人乗りで、ドラ

モータに似ていますが、ステッピングモータがオープンルー

イバーも含めた総重量は 300kg とし、図 4 の多極 SR モータ

プで間欠駆動されるのに対し、SR モータでは回転子位置を

を後輪に装着してダイレクト駆動するものとしています。

検出し、フィードバックによって連続回転を得ています。こ

図中の破線は、道路の勾配が 0% から 10% まで 2% おきに変
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出のためのエンコーダはホイール内に組み込まれます。
５．電気自動車への適用
試作したアウターロータ型多極 SR モータの写真を図 8 に
示します。同図 (a) が回転子、(b) が固定子、(c) が回転子を
ホイールに装着した状態、(d) が固定子を挿入した状態です。
製作した電気自動車の外観と諸元を図 9 に示します。本電気
自動車は ENAX( 株 ) の一人乗りミニカー
「ENAX S3」
をベー
ス車両として製作したものです。本来この自動車は 2 台の
DC モータを搭載し、チェーン伝達機構により 2 つの後輪を
左右独立に駆動する構造となっていましたが、これらを取り
外し、開発した SR モータを取り付けました。主電源は 42V
図５：トルクー速度特性

巻線電流を 80A（巻線電流密度 =15A/ ｍ㎡）
に制限したときのトルク

(a) 回転子（20 極）

(b) 固定子（16 極）

(c) 回転子をホイールに装着

(d) 固定子を挿入

図６：走行性能曲線の計算例

化した場合の車両速度対走行負荷特性を示しており、実線
が供試 SR モータのトルク速度特性です。このトルク速度特
性曲線と走行負荷特性曲線の交点から、平坦地における最
高速度は 46.6km/h、10% 勾配時における最高速度は 28km/

図８：開発した極 SR モータ（寸法は mm）

リチウムイオン電池

h と予想されます。
図 7 は SR モータをホイールに装着した状態を模式的に示
したものです。これまでのインホイールモータは、ホイー
ルの近傍にモータを配置し、ギアを介して車輪を駆動する
方式が主流ですが、私たちのモータはロータとホイールが
完全に一体構造になっている点が特徴です。回転子位置検
タイヤ
SR モータ

駆動回路

回転子
固定子

回転子位置
センサ
巻線
図７：ホイール一体型 SR モータの模式図

図９：試作した電気自動車の外観と諸元
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り、最大電流値を基準値に制限したうえでアクセルペダル
の操作による速度制御が可能になります。
図 11 に走行試験の様子を示します。図 12 は、直線走行
において、停止からの発進加速中の速度および相電流です。
これを見ると、 電 流 制 御が適 切に行われていること、 約
30sec 後に速度が 34km/h に達していることがわかります。
シミュレーションに比べて加 速 時 間ならびに速 度が低く
なった理由としては、勾配や摩擦抵抗などの路面状況がシ
ミュレーション条件と異なったためと考えられます。
６．おわりに
ホイール一体型 SR モータを用いた電気自動車は本研究が

図 10：制御システムの構成

初めてです。しかし、実際に公道を走るためにはさまざまな

のリチウムイオンバッテリを用いました。
制御システムの構成を図 10 に示します。駆動回路の主素

課題があげられます。まず、試作したモータはホイールとタ
イヤを含めて 1 台あたり 16kg になり、軽量化が望まれます。

子にはパワー MOSFET を用い、 制 御 回 路は 32 ビット

現在、モータ鉄心の設計を見直し、約 2 割の重量削減が可

RISC マイコンと 3 万ゲートの FPGA を搭載した汎用制御

能であることを確認しています。また、SR モータは突極構

ボードを利用しました。ホイール内に組み込まれたアブソ

造のため、トルクリプルと騒音が大きいという問題が指摘さ

リュートエンコーダの信号を処理して回転子の位置角を決

れます。これに対しては、例えば駆動回路のトランジスタ

定し、これに従って励磁相を選択します。同時に電源電流

のスイッチングモードを工夫することによりトルクリプルを

を電流センサで検出し、ヒステリシスコンパレータを用い

1/2 に低減するなど、制御面から改善を進めています。

て基準電流値と比較して電流制限信号を生成します。また、

電気自動車は、環境対策の切り札として期待されていま

アクセルペダルの踏 込み量をポテンショメータで検 出し、

すが、バッテリーのみで走行する純電気自動車は、充電時

踏込み量に応じたデューティ比の PWM 信号を生成します。

間や価格の問題で普及が進んでいません。しかし、近距離

以上の 3 信号の論理積を取ってゲート信号とすることによ

専用の小型車に限れば、バッテリーも小さくて済み家庭で
充電できるため、価格の低減が期待されます。小形車でも
インホイールモータを適用すれば大型車なみの車内容積が
確保されます。本研究で開発した SR モータがこのような電
気自動車の実用化と普及に寄与できれば幸いです。なお、
走行試験の様子は、http://www.ecei.tohoku.ac.jp/ichinokura/
research/ev2.html でご覧いただけます。
【著者略歴】
いち の くら
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図 11：走行試験風景
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図 12：走行中の速度と電流の測定結果
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生体膜輸送と物質輸送系
東北大学大学院工学研究科
バイオ工学専攻 教授

魚
１．はじめに

住

信

之

は深く関係することから、チャネル病 (Channelopathy) とい

ヒトや植物は細胞が寄せ集まって出来上がっていること

う言葉が使われています。チャネル病は、人間や動物に限っ

から、生命の構成最小単位は細胞ということになります。

たことではなく植物や微生物にもあり、生体膜輸送系の遺

大腸菌、乳酸菌やビール酵母は一つの細胞 ( 単細胞 ) で構成

伝子が破損すると養分吸収や細胞間の情報連絡がおかしく

されており、ヒトは 10 兆以上の細胞で成り立っています。

なり、様々な異常が生じます。また、細胞の生体膜は外界

この細胞は生体膜と呼ばれる疎水性の脂肪酸で包まれてい

との接触点つまりインターフェイスであることから、生体

ます。細胞はいわば建物内の一つ一つの部屋であり、細胞

膜輸送体は外界と細胞との情報のやり取りや、外界変化の

を取り囲んでいる生体膜は部屋と部屋を仕切る壁とみなす

感知に重要な役割を果たしています。

ことができます。部屋には出入り口となる扉や、外気や太
陽光を取り入れる窓があります。これと同様に細胞にも、

２．生体膜電位を感知するセンサー

栄養分を取入れたり細胞内で作った生産物や不要物を排出

生体膜には電位差が発生しています。生物や細胞の種類

する“扉”や“窓”が備わっています。この扉や窓に相当す

で大きさは異なりますが、一般に -60mV から -200mV 程度

るものが、生体膜輸送体 ( チャネル・トランスポーター・ポ

の膜電位が形成されています。この膜電位は様々な要因で

ンプなど ) と呼ばれるタンパク質です。私たちはこの生体膜

変化しますが、その膜電位の変化に応じて生体膜輸送系で

輸送体を研究対象として、生体膜を介して行き交う物質の

ある膜電位依存性イオンチャネルの開閉が生じます。私た

輸送形態に関する検討を行っています（図１）。

ちの神経や心臓の機能の維持にこのチャネルが働いていま
す。この膜電位依存性イオンチャネルは、膜電位を感知す
るための仕組みを持っています。それが図２に示したよう
な膜電位センサーと呼ばれるタンパク質の分子構造です。
この作動機構について世界中の研究者が多種多様な方法で
調べてきました。膜電位センサーは正電荷をもつ領域が存
在する特徴をもち、膜電位に依存して作動すると考えられ

図１：細胞 ( 左 ) と生体膜に埋め込まれた輸送体（右）

ていました。それを示したのが図３上となります ( 従来モデ
ル )。ところが、2003 年 5 月にこのモデルとは全く異なる作

生物は精巧な部品でできた器械と考えることができます。

動機序が X 線結晶解析に基づいて発表されました。それは、

その器械は各部品の設計図である遺伝子に基づいて構築さ
れています。上述した生体膜輸送体も遺伝子を設計図とし
て作られています。そのため生体膜輸送体の遺伝子に異常
( 突然変異 ) が生じると、生物に異常が生じます。例をあげ
れば、突然死の原因の一つとなる不整脈に関する病気のな
かには、イオンチャネル遺伝子に変異に起因しているもの
があります。また、耳垢には湿型と乾型がありますが、こ
れを決定づけているのも生体膜輸送体の設計図である遺伝
子配列の差によります。この遺伝子配列の異同によって、
ある薬剤に対する効きやすさが異なることまで分かっていま
す。このように、生体膜輸送系の遺伝子の変異と遺伝病と

図２：膜電位を感知するイオンチャネルの構造と膜電位センサーの作動
正電荷アミノ酸が数個並んでいる膜貫通領域 ( 上 ) が膜電位変化
に合わせて作動する ( 下 )。
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生体膜を突き抜ける形態をとることがわかり、その膜への
組み込みはこれまでに知られていない新様式であることが
わかりました。膜タンパク質は全体がひものように長い分
子のかたまりです。通常、この“ひも”の頭側の膜貫通領域
が一つづつ順序よく生体膜に入っていくのですが ( 図５上 )、
この場合は頭側の膜貫通領域がその後にある膜貫通領域を
誘って一緒に生体膜に侵入するのです ( 図５下 )。さらに、
膜電位センサーに存在する電荷アミノ酸は正電荷と負電荷
が膜挿入時には相互的作用を行うことがわかりました。こ
のことは、上述した新規モデルには起こらない相互作用で、
図３：膜電位センサーの作動モデル。従来モデルと新規モデル
の真偽に注目が集まっている。

疎水性の生体膜を、膜電位センサーが膜電位変化に合わせ
て大きく動くというモデルです ( 新規モデル )。このモデル

従来のモデルに見いだされます。このため、私たちは従来
モデルの方が正しいという可能性が高いと推定しています。
Sequential integration

を発表した研究者はその年のノーベル化学賞の受賞者でも
あります。しかし、この新規モデルに対して数々の研究者
が異議を唱えることとなり、現在に至ってもまだ議論が続
いています。
私たちは、別の観点から膜電位センサーの生体膜に組込
まれる形成過程を研究してきました。一般に生体膜に埋め
込まれている部分は疎水性です。しかし、この膜電位セン

Co-operation integration

図５：膜電位センサーの生体膜組込みは、通常の Sequential 様式
（上）に加えて、Co-operation 様式 ( 下 ) で進行する。

サーは電荷アミノ酸を複数持っていることから疎水性は比
較的小さく、親水性に近い性質を持っています。そこで、

３．新規膜輸送系の機能の解明

どの様にして疎水度の低いタンパク質領域が生体膜に適切

現在はポストゲノムシークエンス時代といわれます。こ

に組み込まれ、膜電位センサーとして構成されるのかを調

れはヒトをはじめ、多くの生物の遺伝子配列（ゲノムシー

べました。私たちはこの目的のために試験管内タンパク質

クエンス）の決定された時代であること示しており、現在は

合成系（無細胞系とも呼ばれます）を用いて研究しました。

遺伝子産物の機能の完全理解をめざした時代にあることを

この方法は、生きた細胞を用いずに細胞成分のみを調製し

示しています。遺伝子配列が分かっても、遺伝子の産物で

て、DNA から mRNA を合成し、次にタンパク質を合成し、

あるタンパク質の機能や役割が分からないものが数多く残

最後に生体膜小胞に膜電位センサー組み込みを試験管の中

されています。遺伝子配列からそのタンパク質のおおよそ

で行なうという方法です ( 図４ )。この方法は、実験者にとっ

の情報が得られることから、膜輸送系であるだろうと推定

て既知の生体成分や化学物質を用いて行わせる合成反応の

できるタンパク質は存在しますが、機能を調べるまでは予

ため、明確な結果が得られる可能性があります。対象とす

想の域を出ません。私たちは、
膜輸送系を調べる道具として、

る膜電位センサーは、植物のチャネルと動物のチャネルの 2

大腸菌、酵母、植物、卵母細胞などのタンパク質発現系と

つを用いて実験を進めました。その結果、
膜電位センサーは、

電気生理測定法を組み合わせて解析しています。調べたい
輸送系の測定に阻害となる内在性チャネルを遺伝子破壊に
よって不活化しておいて、バックグランドを下げます。そ
こに、解析したい輸送系を生産させて測定する方法です。
これには、様々な工夫と特殊な装置が必要となります。特に、
私たちは大腸菌や酵母のような遺伝子破壊が容易な微生物
を宿主細胞を用いています。これらの細胞のサイズは小さ
く、通常の電気生理測定法は用いることができません。共
同研究者の協力を頂いて、装置をくみ上げるとともに巨大

図４：細胞内で設計図のＤＮＡから正規の構造をもつタンパク質
が合成される。この生合成反応を細胞を用いることなく試験管
内（無細胞系）合成および組み込み系で行うことができる。
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により、これまで測定できなかった輸送体の実態が明らか
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になってきました。

機能は検出できませんでした。あれこれ調べてみた後、Na
が透過することがわかりました。これは、植物ではじめて
Na を選択的に細胞の中へ取り込む装置の存在を明らかにし
たことになります。この生体膜輸送体によって、Na の濃度
が高い塩ストレス生育環境では、植物は高浸透圧にさらさ
れ脱水の危機に直面しますが、そのときはこの装置によっ
て Na をわざと植物内に取り込んで細胞内の浸透圧を上げて
脱水を防いでいるということが明らかとなりました。さら
にこの輸送装置は、今まで存在がぼんやりしていた Na 循環
系の重要な因子の一つであることもわかってきました。植
物における Na 再循環 (Na recirculation) という概念が唱え
られ、この装置がその中心的な役割を担っていると考えら

図６：巨大化した酵母を用いてチャネル電流測定を行う。
Ａ 通常の酵母の直径 3-4 µm
Ｂ 酵母を巨大化 (10 〜 20µm)
ＣとＤ ガラスピペット先端’(1 µm) を巨大化酵母の
膜に吸い付いている。

４．耐環境ストレスに対抗する生体膜輸送体
生体膜は細胞の最も外郭にあるため、外界とのインター

れています。
この輸送体が不活化したらどのような障害が起こるのか
を調べました。植物や微生物におけるこの輸送体の不活化
は高い塩濃度の環境では生育が著しく悪くなりましたので、
耐塩性を担う生体膜輸送体であることが明らかとなりまし
た ( 図 7)。

フェイスとみなせます。環境変化に適応して生体膜輸送体
は機能して、細胞の生存が脅かせる変化に対抗します。乾
燥に耐える仕組みが植物や微生物には備わっています。私
たちはその役割を担う生体膜輸送体を研究対象としていま
す。耐乾燥性や耐塩性は地球規模で進行する砂漠化への対
処や生育限界の拡大などに有効な性質であるため、世界中
で研究者が環境変化への適応メカニズムの解明と、それに
関与する生体装置を追い求めています。
水を体内に取り込むには、水を細胞に吸収する透過装置
があればよいと考えるのがふつうですが、水というのは簡

図７：塩・浸透圧の耐性獲得に重要な輸送体
光合成をおこなうラン藻や植物のトランスポーターの機能を
破壊すると、高塩濃度 ( 高浸透圧）の培地では生育が阻害される。

単に周りの環境に左右され移動してしまいます。野菜を塩
や砂糖づけにすれば脱水が起こり野菜はしおれますし、私
たちは甘いお菓子や塩辛いものを食べれば水が飲みたくな
ります。これは浸透圧と関係があり、乾燥と塩ストレスは
同じ物理現象となります。つまり水を汲み入れる装置だけ
では耐乾燥性や耐塩性を持つことはできません。脱水を防
ぐには、細胞の中に水以外の物質を取り入れる装置も必要
で、蓄積したその物質の力で水が逃げるのを止める必要が
あります。この吸収される物質は細胞にやさしいものが望
まれます。K はもともと細胞の中に最も多量に含まれている
金属元素 ( イオン ) で、細胞内に吸収しても悪いことは起こ
りません。
私たちは、K を取り入れると考えられる輸送装置の遺伝
子を、実験によく使用するシロイヌナズナという植物から
取り出しました。この生体装置は大腸菌や小麦の K を輸送
する装置とほぼ同じ形でしたので、当然 K を輸送すると思っ
ていました。ところが、どうしたことか全く K を輸送する

図８：イオン輸送体の分子構造
橙色 ( 矢印 ) で示されたアミノ酸が Gly である輸送体と Ser である
輸送体が存在する。Gly である場合は K 透過性を示すが Ser である
輸送体は K を透過しない。紫色の＋は透過する陽イオンを示す。
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上記の植物の輸送体では Na を透過しますし、他の場合で
は K を透過します。私たちは輸送体のイオン選択性はどこ
が決定しているのかを探ってみました。イオン選択性が異
なるのです。原因を調べたところ、イオン透過孔に接する
１つのアミノ酸の種類の差によってこの違いが生じているこ
とがわかりました ( 図 8)。このような例は、私たちが望む選
択性を持った輸送体の作出が可能であることを意味してい
ます。分子デザインされた人工分子機械または改変分子装
置が可能となる時代に来ています。自然から学ぶことは多
いことは言うまでもありませんが、得られた知見を有効に
利用することも可能となっています。
５．おわりに
生体分子は地球が生まれてから、数限りない試行錯誤を
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新しい光・テラヘルツ (THz) 光の開拓と応用
- 半導体で薬や建造物の欠陥が分かる 東北大学大学院工学研究科
知能デバイス材料学専攻 教授

小
１．はじめに
現在携帯電話で使われている周波数の約 1000 倍位高いテ

山

裕

期待されています。更に有機高分子の欠陥検出等への期待
も大きいです。

ラヘルツ波(THz)は、実用的な光源や検出器が無かったため、

近年、世界中を不安に陥れている懸案として、偽薬ある

永らく使われない電磁波と呼ばれていました。しかし近年、

いは医薬品中の結晶多形や不純物の問題があります。これ

いくつかの光学的な発生・検出方法が開発され、電子デバ

まで、 抜き取り検 査による種 々の Process Analytical

イスの高周波化も進んだため、漸くその幅広く有望な応用

Technology(PAT) 手法を用いた品質管理がなされてきまし

分野が急速に開拓されつつあります。

たが、今後抜き取りではなく全量検査の方向へ向かう動き

私たちの研究室では、この THz 光の発生を、光と電波の
二方向からアプローチしています。

がありますので、THz 分光を用いればこの全量検査をオン
サイトで瞬時に行なえる可能性が高いです。

光からのアプローチとしては、半導体結晶の GaP を高品

また、結晶多形の問題は医薬品ばかりでなく、例えばチョ

質化して透明度を高め、その中で二つの近赤外線を混合す

コレート中のカカオ結晶多形の制御が舌触りや体温付近で

ることで幅広く周波数が変えられる高出力の THz 波光源の

の溶け具合に大きく影響しますから、食品製造工程管理に

開発に成功しました。そしてこの THz 光源を用いて、実用

も、大変重要です。

的な高性能分光測定装置を構築しました。もうすぐ 30㎠の
小型化が実現できそうです。更に半導体レーザによる連続
波 (CW)THz 発生にも成功しましたので、超小型化と狭線幅
化 (≤1MHz) が大いに期待でき、通信分野への応用も広がる
見通しが出てきました。更に言うと、一つのレーザによる
THz 発生現象も確認できたので、「指先に載る THz 光源」へ
の道が拓けました。
一方、電子デバイスではタンネットダイオードの高周波
化で THz に迫っています。最初の TUNNETT ダイオード発
振は、1968 年に西澤潤一教授らによって実現されました。
その後、私たちは、分子層エピタキシー法という 1 分子層

図１：THz による測定結果（左）、従来の FTIR 法による結果（右）
従来の FTIR を用いた測定では結晶多形を識別することが出来な
いが、THz 波で測定すると、明確に識別できる。

をコントロールできる結晶成長法でタンネットを作製し、
0.72THz(720GHz) 室温連続発振に成功しました。

図１はサルファ剤という抗菌薬の測定例です。これは細

本稿では、半導体結晶完全性に基づく高性能 GaP テラヘ

菌の葉酸合成を阻害する静菌作用を持つ古典的な抗菌薬剤

ルツ分光スペクトル測定装置を用いた有機結晶評価あるい

の一種ですが、これには組成は同じですが、α、β、γの

は有機分子欠陥検出とその応用、そして電子デバイスのサ

3 種類の結晶多形があり、それぞれ溶出特性等が違います。

ブテラヘルツ発振器であるタンネットを用いた、木材及び

これらを従来法の FTIR という方法で調べても殆ど全く同じ

コンクリート構造物中の欠陥の安全で安心な非破壊探傷イ

スペクトルを示しますが、THz 波で調べると明瞭にそれら

メージングについて紹介します。

の違いを識別することが出来ます。私たちは各種医薬品や
生体関連物質についていくつかの同様な結果を得ています。

２．医薬分野への応用
THz 波のエネルギーは室温や体温に近いため、生体関連
物質の多くを検出することが出来て、医薬分野への応用が

この THz 周波数領域の明瞭な振動周波数の違いを利用す
れば、薬品製造現場で瞬時に、従って多量の医薬品の全量
スクリーニング用 PAT 手法として有望だと考えています。
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３．建築・構造物欠陥探傷への応用
セメント・コンクリートの起源は遠くエジプト・ローマ
時代まで遡りますから、その研究は数多くそして歴史も永
いです。科学的な手法による多くの集積されたデータに基
づいて経験的に強度・劣化の状況が把握され、充分な強度
を持つ工程管理がなされた建造物が作成されてきたわけで
す。しかし、近年その経験則が脅かされる事態が数多く発
生しています。
1960 年代に建造された米国ミネアポリスの橋梁崩壊は記
憶に新しいですが、日本の援助で建造していた海外で建造
中の橋梁崩壊、そして日本でも国道 7 号線の由利本荘市の
橋梁破壊、北海道や九州のトンネル崩落等多発するコンク
リート建造物崩壊や鉄筋偽装問題を受けて、構造物欠陥を
非破壊で知る事が要望されています。これまでその手法は、
人体に危険な X 線やγ線を用いた透視や、コア抜きによる
破壊的な手法によっているのが現状でした。最近報道され
た、水道水と中水との配管ミスによる食中毒事故も同じで
すが、時を経た構造物では、構造設計図面が無い事態が頻
繁に発生しています。
このような背景を受けて、非破壊で建造物欠陥あるいは
劣化の程度を把握するニーズは大変高まっており、市場的
にも計り知れないものが持続的にあります。
また、木材は優れた耐久性、調湿性、見た目の美しさな
どの理由から、古くから様々な製品に加工され、現在でも
建造物や家具などの材料として広く利用されています。建
築物へ木材を利用する際、白蟻などによる食害や乾燥不足

図２：杉材概観（a）と杉材内部の孔と木目内部構造の
サブテラヘルツイメージング画像（b）

木材中の節はその周囲にほぼ垂直な繊維方向を持ってお
り、このような繊維方向の不完全性は木材の強度に大きな
影響を与えます。従って、節の大きさや周囲との付着状況
を知ることは木材の力学的特性を見積もる上で重要です。
図３に杉材 ( 厚さ 20mm) の表面に存在する節のイメージング
画像を示します。この図から節のところで透過度が小さく
なっていることが分かるが、これは節の繊維方向 ( 年輪 ) が
周囲と異なる事が原因です。さらに、イメージング画像中
で目視した場合に比べて節が大きい理由は、木材内部で節
が傾斜しており、節の内部構造でテラヘルツ波が反射され
たと考えられます。言い換えれば、節の内部構造が分かる
ということです。
木材は乾燥することで強度が増し、さらに乾燥が不足し
た状態では腐食が進行します。木材中に存在する水分はテ
ラヘルツ波をよく吸収するため、この特性を利用して木材

による狂い・割れ・腐朽などの発生が問題ですが、木材内
部に存在する欠陥を目視によって発見することは非常に困
難です。社会基盤の安全・安心の観点からも、木材内部の
欠陥検出や含水率測定を非破壊で精度良く行う方法が求め
られています。現在、木材の欠陥検出・含水率測定には超
音波または X 線を利用した探傷装置や電気抵抗式および高
周波容量式水分計などが利用されていますが、安全性や精
度などの問題、構造物に組み込まれた木材には適用し難い
という欠点があります。そこでこのような問題点を補完す
る技術として、小型テラヘルツ光源であるタンネット発振

図３：（a）杉材（厚さ 20mm）の概観と
（b）節のサブテラヘルツイメージング画像

器からのテラヘルツ波を利用した構造物欠陥のイメージン
グ測定を紹介します。
図２に杉材内部 ( 厚さ 12mm) のドリル穴 (4mm) を透過測
定により撮像した結果を示します。図中で、色が濃い部分
ほど高い透過強度を示します。ドリル穴端で透過度が小さ
いことが分かりますが、これは木材と空気の界面で全反射
が起こっているためです。このように THz イメージングで
は木材内部を高コントラストで撮像できるため、木材中の
虫食いや腐食そして木目の非破壊検査が出来ます。

34

SUIRAN

図４：トウヒ材（厚さ 14.2mm）の水の浸潤測定。1.55g の水を
医療用注射針で注入した。（a）は水を注入する前の試料のイメー
ジング画像。水が注入された領域（約 3.㎠）は矢印で示されてい
る（b）。（c）は木材を室温で乾燥させ、約 90％の水が失われた
段階でイメージングしたもの。
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中の水分の分布を測定することが可能です。図４にトウヒ
材中に注入した水が広がっていく様子示します。図中の色
の赤い部分が透過の大きい部分、紫色の部分が吸収の大き
い部分を表している。図４に明瞭に現れているように、水
分を注入した部分で吸収が大きくなっており、さらに木材
を乾燥させるとその部分が小さくなっていることが分かり
ます。実用的な反射測定ももちろん可能です。
図６：タイルの反射テラヘルツイメージング画像。外壁とセラ
ミックスタイルの接着状態の良否を画像として把握することが
出来る。

４．コンクリート建造物欠陥
コンクリート建材の強度形成過程には、骨材との水和物
形成が密接に関係しています。またその強度劣化には脱ア

５．最後に

ルカリ反応の影響が大きい。脱アルカリ反応には、使用す

発生・検出とも難しいためこれまで実用的には用いられ

る砂材の塩分濃度や建造後の水分浸潤が大きく影響します。

てこなかったのが THz 電磁波領域で、かつて「未使用電磁

0.2THz 付近の電磁波は、大気中の吸収係数は適度に小さい

波領域」と呼ばれた空白の周波数帯でした。しかし近年、比

のでリモートイメージングに適していますが、 しかし尚、

較的コンパクトな光源が開発されるに伴い、世界的に基礎・

水分子による吸収が大きいため、建造物中の水の存在を高

実用研究が進んでいます。今回はその一端をご紹介しまし

感度に検出することが可能です。図５は通常のポルトラン

た。今後、コヒーレント THz 光源の超小型化と高性能化を

ドセメントで形成した試料内部に小径の孔を形成し、その

益々推し進めて実用に供するとともに、未だ未整備の THz

孔から水を浸潤させて、試料内部の水の浸潤状態を透過イ

帯データベースを充実して実用化して行きたいと考えてい

メージングしたものです。

ます。
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お

やま
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課程電子工学専攻修了、同年工学博士

昭和 58 年
図５：コンクリートで形成した試料内部に小径の孔を形成し、
その孔から水が浸潤して行く様子。黒い部分が水が浸潤している
領域を示す。
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平成 4 年
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西澤テラヘルツプロジェクトグループ

コンクリートと同様に、外壁建材として広く用いられて
いる各種セラミックスタイルもテラヘルツ透過特性が良好
です。テラヘルツ波を用いることで外壁とセラミックスタ
イルの接着状態の良否を画像として把握することが出来ま
す。図６はその一例です。この種の検査は、建築業界では
打診法という、壁を叩いてその音響変化による診断法が専
ら行なわれています。発生する音響のスペクトル解析も行
なわれているようですが、多くは熟練した検査技師の技に

リーダー ( 基本解析グループ )
平成 6 年

東北大学工学部

助教授

平成 9 年

東北大学大学院工学研究科

助教授

( 配置換えによる )
平成 16 年

東北大学大学院工学研究科

教授

現在に至る。

頼る場面が多いと言う事です。トンネル内壁の剥離状態も
同様の手法が用いられますが、テラヘルツイメージングを
適用することで誰でも定量的に接着・劣化状態を把握でき
るものと期待しています。
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地盤環境工学研究のこれから
- 地震地盤災害研究の最前線 東北大学大学院工学研究科
土木工学専攻 教授

風

間

基

樹

災害に関する研究内容の一端を他分野、産業界の方々向け

１．はじめに
人間社会と地盤に関わる問題を取り扱う学問分野が、私

にご紹介したいと思います。

の専門領域とする「地盤環境工学」です。具体的な問題と
しては、古くから構造物や建物を支える地盤の力学的性質

２．地盤の液状化研究

の解明や土構造物の構築方法が中心的課題として研究され、

2.1

土木工学の一分野として発展してきました。近年では、こ
れに加えて、地盤災害（地盤沈下、地すべり、地震時の液
状化、土石流、降雨による斜面災害など）、廃棄物地盤や
土壌汚染などの地盤環境問題が新たな研究対象に加わって
きています。土木工学の他、建築学・地質学・農学・地震
工学などに跨る学際領域でもあります。
ここでは、私たちの研究室の中心的課題である地震地盤

液状化現象とその被害

地盤が地震動を受けてあたかも液体のように振舞う現象
のことを「液状化現象（liquefaction）
」と呼びます。最近で
は、政界の液状化などと社会的な現象の比喩にも使われて
いますから、一般の方にも認知されきた言葉といえるでしょ
う。液状化研究は、今から約 40 年前に起こった新潟地震を
契機に開始されました。液状化が起こると、図１に示すよ
うに様々な現象や被害を引き起こします。

図 1：液状化現象による様々な現象とその被害
1964 年
2003 年
2003 年
2004 年
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左上から：

新潟地震 （新潟市川岸町）、東京都の資料より：直接基礎で支持されたこのアパートは地震動が終わってからゆっくり傾斜した
十勝沖地震 （苫小牧東港）：圧力の高まった泥水が地中から噴出した噴砂跡
宮城県北部地震，墓石の沈下 （現・東松島市）：泥水よりも重いものは沈みこむ
新潟県中越地震 マンホールの浮上（小千谷市若葉地区）：軽量な地中構造物には過大な浮力が作用して、地中から浮き上がる
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様々な液状化被害のうち、これまでにその機構がよくわ

密度は土粒子の詰まり具合によって決まりますが、自然状

かっていなかったものがあります。液状化した地盤の残留

態でも間隙の大きな緩い状態から小さい密な状態まで様々

水平変形のことを「流動変形」と呼びますが、大地震の際に

な状態で存在します。土がどのくらいの密度で存在するか

地面が液状化によって大きく移動した例が数多く報告され

は、土の堆積環境やそれまでに受けた応力履歴などで決ま

ています。このような現象は、地震前後の航空写真の比較

ります。今、土が地震動を伝える際に、せん断変形した場

によって確認されていましたが、地中のどの部分がどのよ

合を考えると、図３に示したように、緩い状態の土はせん

うに変形したのかがよくわかっていませんでした。

断変形に応じて間隙が収縮するような体積変化を起こすの

私たちの研究室では、1964 年の新潟地震の際に生じた信

に対して、密な状態の土は逆に間隙が膨張するような体積

濃川河口部（地震時に川岸が移動し川幅が最大23mも狭まっ

変化を起こす性質があります。このようにせん断変形を与

た）での流動変形の痕跡調査を 2005 年に行いました。調査

えたときの体積変化をダイレイタンシーと呼びます。

は落橋した昭和大橋の上流左岸で行われました。この地質

変形が十分にゆっくりと生じる場合には、土の間隙中に

調査手法は、地中にサンプラーとなる矢板を打ち込み、そ

ある空気や水を出し入れすることによって、土は図３のよ

れを抜き出して、河川堤防の横断面を目視により観察する

うに収縮したり膨張したりすることができ、作用している

ことができるものです。図２は抜き出したサンプラーを河

応力を土粒子骨格で支え下部に伝えることができます。と

川敷に並べたところを示しています。

ころが、地震時のように急激にせん断変形しようとする場
合、間隙中の空気や水が移動する暇がないため、空気や水
は外に出たり入ったりすることができません。そのような状
態では、間隙中の空気や水の圧力変化が生じ、作用してい
る応力の一部を空気や水が受け持つことになります。特に、
間隙が水で満たされていて、負のダイレイタンシー特性を
有する緩い土の場合には、過剰な水圧が発生して、土粒子
同士の接触をはずすような作用が起こります。土粒子同士
の接触が外れると、摩擦抵抗を失うため、あたかも液体の
ように振舞うことになります。この状態が液状化なのです。
したがって、液状化現象を生じさせるためには下記のよ
うな条件がそろう必要があります。

図 2：地中から抜き出されたサンプラー（流動変形の痕跡調査）

1）地震動によって生じるせん断変形が土粒子骨格の体積変
化を生じさせるほど大きいこと：小さな揺れでは液状化

その結果、40 年を経過した現在でも、液状化による噴砂

は生じません。

脈が地中に残されていることや、液状化した砂層の直上部

2）土粒子骨格構造が脆弱で負のダイレイタンシー特性を有

に流動の際に揉まれた痕跡があることなどが明らかになり

すること：密な土は液状化を起こしません。逆に地震時

ました。その断面写真は、研究室の下記ホームページに公

は強い抵抗を発揮します。

開しています。http://soil1.civil.tohoku.ac.jp/

3）土粒子同士の接触が外れやすいこと：大きな粘着力（直
応力に起因しない摩擦抵抗）を有する粘性土は液状化を
起こしません。
4）震動中に間隙中の水が逃げない条件を満足するほど透水
性が小さいこと：透水性の高い礫は過剰間隙水圧が消散
しやすいため液状化を起こしません。
5）土の間隙を水が満たしていること：間隙中に気体が含ま
れる土のことを水で満たされていないという意味で不飽
和土と呼びますが、気体が含まれると気体の圧縮性が大
きいために水圧が上がりにくく、液状化を起こしません。
上記のことを踏まえれば、人為的に回避できない 1）の条
件（震動の強さを制御する）を除いて、液状化に対する対策
が見えてきます。
2）の条件を回避する方法としては、土を締固めて密な状

図 3：土のせん断変形による体積変化の模式図

2.2

地盤材料から見た液状化のメカニズムと対策

土は、土粒子と水と空気から成る三相混合体です。土の

態にする必要があります。この対策は最も有効な方法であ
り、このための専用の地盤改良機械が開発されています。
しかし、既存構造物直下地盤を改良することが難しいこと
や振動などを嫌う環境下では適用できないことなど適用限

SUIRAN

37

研究プロフィール

界があります。

2.3

3）の条件を回避する方法としては、セメントを混ぜるこ
とや間隙水を粘着性のあるゲルと置換えることなどが行わ
れます ( 図４）。置換えの材料、方法、耐久性などが技術開
発の要点となります。当研究室でも、改良された地盤の改
良効果の評価方法を提案しています。
4）の条件を回避する方法としては、地中に排水性の高い
ドレーン（排水）材を敷設することなどが行われます。
5）の条件を回避する方法としては、地下水位を下げるこ
とや地盤を不飽和化することなどが考えられます。地下水
位の低下は周辺への影響評価を事前に行う必要もあります。
不飽和化のために気泡を地中に入れる方法なども考えられ
ています。

地盤の液状化判定と変形予測

前節では、液状化のメカニズムとそこから考えられる対
策原理を概説しましたが、当然ながら、対策の前に実際に
当該地盤が液状化に対して安全かどうかをまず評価する必
要があります。しかしながら、最近では、旧来の判定方法
をそのまま使えない事態が発生しています。
液状化は地震によって引き起こされますから、安全性の
検討は、対象とする地盤にある地震力が作用したときに、
液状化を引き起こすかどうか、いわば壊れるかどうかを判
定する作業です。ところが、最近、1995 年の兵庫県南部地
震をはじめ、強震動記録が蓄積されてゆくにつれて、外力
である地震動レベルが徐々に大きくなってきています。例
えば、2007 年中越沖地震では、東京電力の刈羽原子力発電
所で設計地震動の応答スペクトルを超える地震動が観測さ
れています。このような状況は、液状化の検討の場合も同
じです。新たに設定されたこれまでより大きな設計地震動
レベルに対して、既存の液状化判定方法を使うと、多くの
地盤が液状化してしまうことになってしまうのです。
このような事態に対処するために、現在では性能規定型
の設計法が導入されています。地盤の性能としては、液状
化してもそれによる大きな被害に結びつかない程度の被害
で治まればよいとする考え方で設 計するのです。 つまり、
設計としてはこれまでのように液状化するのかしないのか
を判定するのではなく、液状化してもよいから、どのくら
いの変形で治まるのかを予測し、安全性を照査するわけで

図 4：間隙水を薬液で置換える液状化対策工法

す。具体的に言えば、地震前の位置と地震が終わって動き

図 5：オンライン液状化予測システム
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が止まったときの差（残留変形量）を予測するのです。地盤

私たちの研究室では、主に土砂の物性面から研究を行い、

は人工的に作られたものではなく、自然に存在するもので

これが軽石を多く含む砂質の火砕流堆積物の性質に起因し

す。しかも、地中は簡単に見えません。地盤の調査方法、

た被害であることを明らかにしています。図８は、静的に

液状化の評価方法、変形予測の方法など多くの研究テーマ

は安定を保っている土砂が、振動を加えると容易に流動化

があります。

することを示したものです。先に液状化のメカニズムの節

私たちの研究室でも、このニーズに答えるべく様々な研

で、間隙に気体を多く含むものは液状化しないと説明しま

究を行っています。図５、６は、当研究室で開発されたオ

したが、その意味で、先に説明した液状化とは違う機構で

ンライン液 状 化 予 測システムと変形 予 測のための数値シ

流動が生じていることがわかってきました。土砂中の空気

ミュレーションコードの解析例を示しています。

がベアリングのような働きをして、流動性を高めるのです
が、空気が容易に外にでないためには、細粒の土粒子をあ
る程度含むことが必要です。

図 6：三次元液状化解析
（護岸近傍の基礎および地盤が液状化し側方流動している。
赤い領域が液状化した領域を示す）

３．谷埋め盛土や宅地地盤の耐震性の研究
3.1

谷埋め盛土地盤の被害

2003 年５月の三陸南地震において、宮城県築館町におい
て図７のような高速流動性の斜面崩壊が起こりました。そ
図 8：斜面流動破壊から採取した火砕流堆積土の性状：
静的状態（上）では安定しているが振動を加えると
（下）容易に流動化する。

の際には、TV で大きく報道されましたのでご記憶の方も多
いかと思います。その後の調査で、崩壊した部分は旧谷地
形を埋めて行われた造成盛土であることがわかっています。
このような盛土は谷埋め盛土と呼ばれていますが、集水地
形であることから、地下水が溜まりやすく、地震時に大き
く崩落することがあることが知られています。

3.2

宅地地盤の耐震性

読者の皆さんは、ご自分の住んでいる場所がどのような
場所であるかよくご存知でしょうか。例えば、地震以外の
火山災害、洪水や高潮・津波災害、土石流、急傾斜地など
では、ハザードマップが作られており、ある程度潜在的に
どのような災害の危険性があるかが認識できる機会が増え
てきています。しかし、地震に対するハザードマップは、
お目にかかったことはないのではないでしょうか。これは、
わが国では地震はどこにでも発生する可能性があって、そ
れを１枚のハザードマップに示すことが難しいという事情
からだと思いますが、地盤にも潜在的に揺れやすいところ
や危険度の高い所があるのです。
地震に対する地盤の安定性を調べる第一の方法は、過去
にどのような土地利用が行われていたか？あるいは、過去

図 7：宮城県築館町斜面流動破壊現場の空撮
（2003/5/27 9 時：PPG 空撮（有）ミヤギエンジニアリング）

にどのような地震被害を受けていたかを知ることです。最
近では、地理情報システム（GIS）が高度化し、調べようと
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思えばその場所の土地情報が容易に入手できます。また、
「国

埋めた盛土部頂点と地山部分では揺れの振幅に約２倍の違

土画像情報（オルソ化空中写真）国土交通省」を使えば、昔

いがあることがわかってきています。

の航空写真を見ることもできます。図９は、土地標高差を

図 10 は 1971 年以降 30 年間に仙台市で開発許可された面

用いて仙台市内のある丘陵宅地造成地の切り盛り分布図を

積の年次推移を示しています。1978 年の宮城県沖地震以降

作成し、その上に 1978 年の宮城県沖地震の被害家屋を重ね

にできた造成宅地は約３倍になっており、これらが大地震

たものです。暖色が濃いほど盛土が厚く、寒色は逆に切土

の免疫がない状況であることがわかります。

量が多いことを示しています。
４．おわりに
ここでは、地震地盤災害研究に絞って私たちの研究をご
紹介させていただきました。これ以外に、降雨による土の
強度低下や三相系の力学（不飽和土力学）、熱的性質と化
学物質と土の力学的相互作用に関する基礎研究も行ってい
ます。これらは災害対策ばかりでなく、土壌汚染、リサイ
クル、地球環境問題に関わる社会基盤の基礎研究です。こ
れらの社会技術研究を遂行する上では、とりわけ技術者倫
理・透明性・公平性などを強く意識することも重要である
と考えています。

図 9：1978 年宮城県沖地震による宅地建物被害と宅地造成の
切盛の関係（（株）復建技術コンサルタントによる）

【著者略歴】
かざ

ま

風 間

もと
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き

樹

昭和 34 年 2 月 7 日生
これを見ると、切盛り境界部での被害が比較的多いこと

昭和 56 年 3 月

東北大学工学部土木工学科卒業

がわかりますが、盛土でも被害がなかったり、切土部でも

昭和 56 年 4 月

運輸省港湾技術研究所

被害があったり、一概に切盛だけでは被害は説明できそう

平成元年 4 月

もないことがわかります。建物基礎の形式や建物地震の耐

平成元年 10 月～平成 2 年 10 月

震性が関係するからにほかなりません。
私たちの研究室では、ハウスメーカーと協力して宅地地

同

研究官

主任研究官

University of California, San Diego,
Scripps Institution of Oceanography , 客員研究員

盤の切盛や緩さの違いがどのように耐震性の差となって顕

平成 6 年 3 月

東北大学工学部

在化するかを調べるための地震観測を行っています。未だ

平成 12 年 8 月

東北大学大学院工学研究科

大きな地震動レベルのデータは取れていませんが、谷部を

図 10：仙台市都市区画整理事業、開発許可区域図（平成 16 年 2 月）
から抜粋作成した仙台市で開発許可された面積の年次推移

40

SUIRAN

助教授
教授

研究プロフィール

強風災害の低減を目指して
東北大学
未来科学技術共同研究センター（NICHe） 教授

植
１．はじめに

松

康

型化したハリケーン・カトリーナ級の台風が頻繁に日本を

『地震、雷、火事、親父』といえば、日本で昔から怖がら

襲うようになるということです。計算の仮定が変われば、

れていたものの代表です。どういう訳か、台風は入ってい

結果も大きく変わりますから、本当にそうなるかどうかは

ません。恐らく、地震は予知することができず、突然やっ

分かりませんが、最近の傾向から判断すれば、『当たらずと

てくるのに対し、台風はある程度予測することが可能で、

も遠からず』といったところでしょう。今後益々増えると予

災害に備える時間的余裕のあることが一つの要因だと考え

想される強風災害を低減する技術を確立することは、安全・

られます。また、心理的インパクトや恐怖感の違いも大き

安心な都市空間を創出する上で非常に重要です。

く影響していると考えられます。地震では家屋の全壊といっ
た大きな被害が狭い地域に集中して発生しますが、台風の

順位

災害名

発生年月

支払保険額（億円）

場 合、 その運 動エネルギーは巨 大 地 震をもたらすマグニ

1

台風 19 号

1991 年 9 月

5,679

チュード 8 クラスの地震エネルギーの 10 から 100 倍もの値

2

台風 18 号

2004 年 9 月

3,874

ですが、規模が数 100 から 1000km にも及ぶため被害が分散

3

台風 18 号

1999 年 9 月

3,147

します。また、最近では家屋が全壊するようなケースは少
なく、殆どの被害が『一部損壊』です。そのため、世間の注
目度は地震に比べてはるかに低いのが実状です。例えば、
2004 年 10 月 20 日、近畿地方を襲った台風 23 号では 94 名

4

台風 7 号

1998 年 9 月

1,600

5

台風 23 号

2004 年 10 月

1,380

表１：自然災害の対する損害保険金支払額
( 日本損害保険協会 HP より )

もの死者が出ました。しかし、そのわずか 3 日後に新潟県

私は、2003 年 5 月から未来科学技術共同研究センターの

中越地震が発生すると、死者・行方不明者は台風 23 号の半

未来都市創製分野にて、『環境保全と強風災害低減技術の

分以下の 40 名 ( 発生直後 ) であるにも拘らず、マスコミの関

開発研究』というプロジェクトを進めてきました。台風等の

心は地震一色となってしまいました。同じような被害を受

強風被害を受けた構造物には、設計・施工上耐風性に対す

けているにも拘らず、台風 23 号の被災者はわずか 3 日ですっ

る配慮に欠けているものが多く見られます。このような被

かり忘れ去られてしまったのです。

害を低減するため、合理的な耐風設計法、適切な耐風性能

表 1 は最近の自然災害に対する損害保険金支払額を示し

評価法、風荷重低減技術を確立することを目的としていま

ています。過去最高は、1991 年の台風 19 号で、約 5,700 億

す。また、強風対応型マイクロ風力発電システムを開発し、

円にも達しました。この金額は、一国の一災害に対して支

それを強風被害の発生しやすい建物屋上端部に設置するこ

払われた保険金としては当時世界一の記録でした。また、

とで、風車の制風効果を利用して屋上空間の風環境改善や

2004 年を見ますと、台風 18 号で約 3,900 億円、台風 23 号

屋根風荷重の低減、延いては強風被害低減を図ります。構

で約 1,400 億円であり、2004 年全体では実に 7,000 億円を

造物の強風被害は経済的にだけではなく地球環境にも大き

超えています。台風被害は極めて広範囲に及ぶため、個々

な負荷を与えるものであり、これを低減することは安全で

の建物の被害は比較的軽微であっても、まさに『塵も積も

持続可能な都市空間の創製に寄与する、との観点に立って

れば山となる』で、国全体としての経済的損失は膨大な額に

開発研究を進めてきました。以下、これまでに取り組んで

なるのです。しかも、台風は毎年のようにやってきます。

きた研究をいくつか紹介します。

世界的にみても、自然災害による経済的損失の 85 パーセン
ト以上が風によるものと言われている。
最近発表された我が国のスーパーコンピューター『地球
シミュレータ』による予測によれば、地球温暖化に伴い、大

２．大空間構造屋根葺き材の性能設計対応型風荷重評価
システムの開発
最近、ドームなど柱のない大空間構造が各地に建設され､
その屋根葺き材として膜や薄い金属板がよく用いられます
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( 図 1 参照 )。そのような薄くて軽い材料は風に対して敏感で

な風洞実験に基づく風圧係数統計量のデータベース、屋根

あるため、設計においては風の動的荷重効果をきちんと考

面上任意点での風圧の統計量を推定するためのニューラル

慮しないと大きな被害に結びつきます。建築基準法等従来

ネットワーク、非正規性も再現可能な変動風圧の時刻歴シ

の基規準では、外装材の風荷重は全風向中の最大・最小ピー

ミュレーション、さらに極値解析やレインフロー法を組み

ク風圧係数を用いて算定されます。このピーク風圧係数は

合わせることで、ピーク風圧係数の確率分布や変動風圧の

風洞実験に基づいて設定されますが、我国では一般にピー

頻度分布を計算することができます。これによって、経費

ク値の平均値が用いられます。この場合、建設地の風向特

と時間のかかる風洞実験を行うことなく、屋根葺き材の様々

性やピーク値の確率分布を考慮することはできません。す

な耐風性能を評価することが可能となります。

なわち、部材や接合部の耐力の確率分布が試験等によって
分かったとしても、屋根葺き材の破壊確率を求めることは

３．ニッチ構造物・部材の風荷重評価

できません。また、最大・最小ピーク値以外のピークがど

構造物の強風被害を見てみますと、カーポートといった

のような割合で変動風圧の中に含まれているのか分からな

工作物や園芸用ハウス、建設足場など、建築基準法の適用

いので、疲労損傷を検討することもできません。屋根葺き

を受けない構造物に多く発生していることが分かります。

材の緊結部では応力集中によって大きな繰り返し応力が作

建築基準法は言うまでもなく国土交通省 ( 以前の建設省 ) の

用することが予想され、長時間強風に曝されると疲労によっ

管轄で、通常の建築物だけでなく、煙突などそれに付随す

て破壊してしまう可能性があります。

る構造物が対象となります。ところが、形状は建築物に似
ていても建築基準法の定める『建築物』にならないもの、言
い換えれば建築基準法の適用を受けない構造物が沢山あり
ます。例えば、カーポートは経済産業省、園芸用ハウスは
農林水産省、建設用の仮設足場は厚生労働省(以前の労働省)
の管轄です。正に縦割り行政の結果です。園芸用ハウスでは、
切妻や円弧形の屋根がよく用いられます。似た形の屋根は
工場や体育館といった『建築物』にもよく用いられます。風
から見ればどちらも同じです。「園芸用ハウスは農林水産省
管轄だからちょっと大目にみてやろうか」などと風が思うは
ずはありません。形が似ていれば、作用する風力に大きな

図 1：青森県の平賀ドーム ( 屋根葺き材には膜を使用 )

差はありません。しかし、設計する側の扱いが違うので耐
力に差がでます。だから被害が多く発生する結果になるの

1998 年に建築基準法が改正され、設計体系が従来の仕様

です。また、建築基準法の適用を受ける構造物・部位であっ

設計から性能設計へとシフトしています。そのような要求

ても、設計者の認識の違いによって耐風性能に大きな違い

に応えるため、大空間構造としてよく用いられる球形ドー

が生じます。例えば、建築の構造設計者は、構造骨組はしっ

ムと円弧屋根の屋根葺き材を対象とし、コンピュータ支援

かり設計しますが外装材はメーカー任せというのがこれま

の新しい風荷重算定システムを開発し、現在ソフト化を行っ

で一般的でした。外装材はそれほど高価なものではありま

ています。そのシステムの概要を図 2 に示します。系統的

せんし、壊れたら取り替えればいいということで、設計者
の外装材の耐風設計に対する認識は決して高くありません。
構造骨組を設計する際、外装材が壊れていないことを前提
に風荷重を計算しますが、外装材が壊れてしまえば前提条
件が崩れ、力の流れが大きく異なってしまいます。外装材
の破壊が大きな構造被害のトリガーとなった事例は少なく
ありません。
私が現在所属している未来科学技術共同研究センター
(NICHe、通称ニッチェ ) に掛けている訳ではありませんが、
このようないわば『隙間』(niche、ニッチ ) の構造物や部材
の風荷重や耐風性能を正しく評価し、きちんとした設計・
施工を行うことが全体としての強風被害を低減することに

図 2：大空間構造屋根葺き材のコンピュータ支援風荷重評価システム
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3.1

独立上屋の風荷重

カーポート、バス停や駅舎の屋根のように、壁がなく柱

クハウスであり、その中でも耐風性に劣るパイプハウスの
占める割合が高くなっています。そのため、パイプハウス

だけで支えられた屋根のことを『独立上屋』と呼びます。こ

に強風被害が多く発生しているのが実状です。その原因は、

のような屋根の場合、一般に風荷重が設計上支配的な荷重

基準等に定められている設計用風力係数が適切でないこと、

となります。建築基準法 ( 建設省告示 ) の中には、切妻型と

ハウスの耐風性能が正しく把握されていないことが挙げら

翼型の独立上屋の風力係数が規定されていますが、カーポー

れます。そこで、本研究室では、( 独 ) 農業・食品産業技術

トによく使われる片流れ型、さらに曲率をもった屋根に対

総合研究機構農村工学研究所並びに秋田県立大学と共同で

しては規定値がありません。与えられている規定値につい

パイプハウスの風荷重と耐風性能に関する研究を進めてい

ても、数十年前に行われた一様流中での風洞実験結果に基

ます。一般のパイプハウスのように曲率を有する構造物の

づいており、必ずしも妥当であるとは言えません。そこで、

場合、構造物周りの流れや構造物に作用する風圧はレイノ

図 3 に示すような模型を用いた系統的な風洞実験を行い、

ルズ数 Re によって変化することが知られています。風洞で

屋根葺き材および構造骨組設計用風力係数の算定式を、屋

の模型実験と実物では、Re 数は 2 ～ 3 桁異なりますから、

根形状 ( 切妻、翼型、片流れ ) と屋根勾配をパラメータとし

風洞実験に当っては Re 数に対する配慮が特に重要です。風

て与えました。構造骨組用風荷重の設定に当っては、最も

洞実験結果の妥当性を検証するためには、自然風中での実

重要な荷重効果として柱に作用する軸力や曲げモーメント

測が必要になります。図 4 は、秋田県立大学本荘キャンパ

に着目しています。なお、この研究は、カナダ・モントリオー

スに建てた実測用モデルで、現在、風向・風速並びに多点

ルにあるコンコルディア大学の Stathopoulos 教授との共同

風圧の同時測定を行っています。このような曲面構造物を

研究であり、現在改訂作業が進められているアメリカの設

対象とした実測例は世界的にも少なく、曲面構造物まわり

計基準 ASCE 7 における規定値のバックデータとして利用

の流れの現象を理解する上で、また、妥当な風洞実験法を

されています。我が国においても、日本建築学会の『建築

検討する上でも貴重なデータを提供するものと期待されて

物荷重指針』の次回の改訂 (2014 年頃を予定 ) には、この研

います。

究成果を反映させたいと考えています。

図 3：独立上屋の風洞実験模型 ( 切妻屋根の場合 )
図 4：実測用パイプハウス ( 秋田県立大本荘キャンパス )

3.2

園芸用パイプハウスの風荷重と低コスト耐候性鉄骨
ハウスの開発

植物の生産施設としての温室では、光合成に必要な光透
過量を確保するため骨組部材寸法と部材数を最小限に抑え
ることが、また、作業性の観点からできるだけ大きいスパ
ンが求められます。強風の際に人間がその中に滞在するこ
とは殆どないことから通常の建物と同じ安全性を確保する
必要はなく、建設コストの観点からも、通常の建築物より
細い部材や軽微な基礎が利用されます。軽量であることよ
り風に対しては脆弱で、台風等の強風による被害がしばし
ば発生しています。農林水産省・農林水産統計情報総合デー
タベースによれば、温室の設置面積の約 95％がプラスチッ

ハウスの中での作業効率を上げるためには大スパン化が
求められます。従来の鉄骨ハウスでは屋根形状として切妻
や円弧形が一般に用いられますが、そのような屋根形状で
は大スパン化に限度があります。風荷重の大きな特徴は、
荷重の大きさや分布が構造物の形状に依存するということ
です。逆に考えれば、形状を工夫することで荷重低減を図
ることができます。そこで、本研究室では、翼型断面を有
する新しい『低コスト耐候性鉄骨ハウス』を提案しました。
風洞実験によれば、従来形に比べ、揚力係数は同程度です
が抗力係数は約 1/2 に減少します。これによって、比較的
細い部材で大スパン化が可能となります。図 5 は、神奈川
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県海老名市にある『かながわ農業アカデミー』内に建設した

に変動する風荷重によってシートや定着部が疲労破壊する

試験ハウスで、現在、風向・風速と風圧の多点同時測定や

可能性があります。ところが、現行の基規準や指針にはこ

内部環境の実測を行っています。

のような疲労損傷検討用の荷重サイクルは与えられていま
せん。そこで、本研究室では、中低層の陸屋根建物を対象
とし、一連の風洞実験に基づいて疲労損傷検討用の荷重サ
イクルモデルを提案しました。我国の陸屋根では一般にパ
ラペットを有していますので、その高さの影響も考慮して
います。カナダやヨーロッパでは既に類似の荷重サイクル
モデルが提案されていますが、パラペットの影響を考慮し
ているのは本研究のみです。荷重サイクルモデルに基づく
変動風圧を作用させ、防水システムの耐風性能を評価する
ための試験装置の開発も併せて行っています。

図 5：翼型断面を有する鉄骨ハウスの実測用モデル

3.3

機械固定式防水システムの耐風性能評価法の開発

施工性や環境に対する配慮から、従来の全面接着型より
『機械固定式防水システム』が陸屋根の防水として普及して
きました。この工法は、図 6 に示すように、厚さ 1.5mm 程
度の防水シートを 0.45 ～ 0.6m 間隔で格子状に配置された
ディスク (65mm φ程度 ) に点状に固定 ( 熱溶着あるいは溶剤
溶着 ) するものです。シートは離散的な点でしか固定されて
いませんから、上向きの風圧を受けると大きな変形や固定
部に大きな応力が発生します ( 図 7 参照 )。従って、不規則

４．マイクロ風力発電システムの開発と屋上風環境改善と
屋根風荷重低減への応用
高層建物の屋上では風上端で流れが剥離するため風速が
増大します。最近では、ヒートアイランドなど都市の温熱
環境を改善するため屋上緑化が流行っていますが、強風で
屋上の樹木等が飛ばされるといった被害も懸念されます。
本研究室では、強風対応型直線水平軸マイクロ風力発電シ
ステムを開発し、屋上風上端の強風発生箇所にこれを設置
することで効率的に発電すると共に、風車の制風効果を利
用して屋上風環境の改善や屋根風荷重の低減 ( 延いては強風
被害低減 ) に利用することを狙っています ( 図 8 参照 )。図 9
は直径 60cm、長さ 80cm の試作機で、風洞気流によって回
転している様子を示しています。ブレード断面は弦長 10cm
の NACA0015、ブレード枚数は 2 です。気流速度の数倍の
周速度で回転しますので効率よい発電が可能です。また、
直線水平軸とすることで低コスト化と耐風性向上を図って
います。図 10 は回転している風車後方の風速分布を測定し
た例です (X､ Z は風車回転軸からの水平距離および鉛直座
標を表す )。風上風速の 15 ～ 20％程度に低減していること

図 6：機械固定式防水システムの概念図

が分かります。

図 8：風車による屋上風環境改善と屋根風荷重の低減
図 7：一様な負圧を受ける場合のシートの変形とミゼス応力分布
( 黒い丸がディスクを表している )
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超高速・知的情報システムを目指して
東北大学大学院情報科学研究科
情報基礎科学専攻 教授

堀
１．はじめに

口

進

精細画像、映画、音楽やストリーミング動画受信を楽しみ、

私たちにとってもはや欠かせない存在になっているコン

ネットワーク利用が急増している。その結果、インターネッ

ピュータ。その内部でさまざまなプログラムの実行やネッ

ト上の通信要求は刻一刻と増大し、膨大な通信要求量のた

トワークと接続を行っているのが、マイクロプロセッサと

め電子的ルータやスイッチによるパケット処理の限界が指

呼ばれるチップである。 わずか数ミリ四 方のチップには、

摘され、次世代高速ネットワークの実現が望まれている。

何百万～何千万ものトランジスタが集積されている。コン

次世代ネットワークにおいては、バックボーンとしてペ

ピュータは半導体を中心にした目覚ましい技術革新により

15
タビット（10 BPS）の伝送性能が必要とされ、ワイヤレス

高速化、高信頼化や小型化が可能になり、パーソナルコン

通信では 100MBPS の高速広帯域化やマルチキャスト通信

ピュータとして多くの人が身近で利用できるようになった。

など研究開発に期待が寄せられている。このような超高速

更に、インターネットと 1991 年に始まった WWW (Word

広帯域化が必要とされる次世代バックボーンネットワーク

Wide Web) プロジェクトの爆発的な普及により、社会や生

として、一本の光ファイバーケーブルに複数の異なる波長

活のあり方に様々な変化をもたらす高度情報化社会の到来

の光信号を同時に乗せることによる多重通信方式が注目さ

もコンピュータとネットワークの技術革新によると言って

れている。光信号の多重通信として波長分割多重伝送方

も過言ではない。

WDM

(Wavelength Division Multiplexer) は、特に注目さ

我々の研究室では、近未来の高速・高信頼な知的情報シ

れ、1000 波長以上を使用する稠密波長分割多重伝送方式

ステムを構築する基盤技術や統合システムの研究を推進し

DWDM（Dense WDM）
による超高速・広帯域化に期待が寄

ている．本稿では、図１に示すように超高速光ネットワー

せられている。

クや高速ワイヤレスネットワークなどの情報通信分野、超

超高速光ネットワーク分析では、ネットワークにおける

並列ハードウェアや超並列分散ソフトウェアなどの高速情

基盤技術として、図２示すようなルーティング、ルータ、

報システム分野、ダイナミック再構成システムや自律再構

スイッチ、高サバイバル方式、VoIP(Voice over IP) そして

成技術などの高信頼技術分野の研究を中心に紹介する。

マルチキャストの主に６つの分野の研究を行っている。以
下に各項目について簡単に説明する。

図１：近未来の高速・高信頼な知的情報システム

２．超高速情報通信ネットワーク
インターネットプロトコルを用いたトラフィックが主流
になり、多くの技術革新によりそのネットワーク性能は飛

図２：次世代光ネットワークの基盤技術研究

躍的な高速・広帯域化を実現した。近年では、各家庭への
対称デジタル加入者線 ASDL やファイバー接続により、安
価でブロードバンド通信かできるようになり、ユーザは高
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できる光ルータについて研究を行っている。図３に示すよ

故障を考慮した方式や高速制御に関する研究も行っている。

うに、従来型の出力バッファや入出力バッファ方式にスイッ
チ間にバッファを挿入した負荷分散型ルータ方式を考案し、
その有効性を示した。
また、データ通信方式として光バースト通信に着目し、

・ルーティング
大規模光ネットワークにおける経路選択（ルーティング）
では、冗長経路構成を容易に実現できるオープン・ショー

光スイッチと遅 延バッファからなる方 式について研 究を

テスト・パス・ファースト OSPF (Open Shortest Path

行っている。特に、接続要求をブロックすることなく（ノ

First) の研究を進めている、
また、図５に示すような蟻（Ant）

ンブロック）接続達成するために必要な光スイッチと遅延

の食 性に基づいた新しい Ant-based Routing を考 案し、

バッファを削減する新しい低コストな方式を考え、その性

OSPF より効率の良いルーティングを見出した。

能解析を行っている。また、ルータでの攻撃の検出、攻撃

各ノードで隣 接するノード間の蟻のリンク選 択 状 態を

発信元の追跡、攻撃パターンのフィルタリングを連携させ

フェロモンテーブルとして更新していく方式である。本方

ることで攻撃に対して有効なセキュリティ方式の研究開発

式は、波長分割多重伝送方 WDM での波長割り当てについ

も遂行している。

ても応用でき、従来の手法よりネットワーク全体の性能を
かなり改善できる。更に、大規模光ネトワークにおける通
信の品質を確保するための新しい QoS ルーティングの提案
を行い性能解析とその有効性の検証を行っている。

図３：高速負荷分散型ルータ方式

図５：蟻の食性に基づいたルーティング方式

・光スイッチ
現在の光接続（コネックション）を変更することなく多数

・高サバイバル方式

の結合要求を瞬時に実現する光スイッチのアーキテクチャ

高速・広帯域光ネットワークでは、ファイバー切断やノー

について研究を行っている。全ての処理を光で行うフォト

ド故障を考慮した故障回避、故障回復が必要不可欠である。

ニック・ネットワークの基盤技術であるノンブロック光ス

そのための高耐故障性に優れたサバイバルルーティングや

イッチ方式として再帰型多段結合網光スイッチやスタック

適応型ネットワークルーティングについて研究を行ってい

型多段結合網光スイッチを考案し、その性能解析を行い有

る。特に、故障回復方式として能動的故障回復（Active

効性について明らかにした。図４に、クロストークの無い

Restoration）方式を考案し、バックアップ方式より低コスト

スタック型多段結合網光スイッチを示す。また、スイッチ

で高サバイバルネットワークを実現できることを明らかにし
た。図６はファイバー切断による WDM 方式における能動
的に故障を回復する方式の例を示す。

図４：スタック型多段結合網光スイッチ

図６：WDM ネットワークの能動的故障回復方式
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・VoIP（Voice over Internet Protocol）

案とその詳細な解析を行っている。

インターネットにおいて音声を各種符号化方式で圧縮し
パケットに変換した上で伝送する VoIP 技術は、IP 電話の
普及に伴いトラフィックが急増している。音声パケットの
遅延時間のばらつきによるパケットの間隔や順序の乱れを
吸収するためのスケジューリング方式やバッファ方式につ
いて研究を行っている。
・マルチキャスト
インターネット上では、ストリーミング動画配信、ビデオ・
オン・デマンド VOD(Video On Demand) や比較的短時間の
間隔をずらして次々と同じ番組を送出 NVOD（Near VOD）
など様々なサービスが提供されている。このようなサービ
スを実現するためには光ネットワーク上でのマルチキャスト

図８：大規模 H- ツリー型クロック供給方式

を効率よく実現する方式が必要である。我々は、ネトワー
クコーディング理論を用いたマルチキャスト方式やネット

・超並列コンピュータ

ワークトポロジー構築方式を考案し、トラフィック量を抑

最先端科学技術における大規模シミュレーションなど膨

えマルチキャストを実現できることを示した。また、図７

大な計算パワーを要する分野では，スーパーコンピュータ

に示すような、一般的 f- キャスト用いた多段結合網光スイッ

や多数のプロセッサからなる超並列コンピュータシステム

チのノンブロック理論性能を解析した。この f- キャストに

を用いた高速計算を必要としている。我々は、 超並列コン

より VOD などを実現させる新しい方式の提案とその実装方

ピュータを実 現するためのシストリックアレイ、 三 次 元

式について研究を行っている。

ウェーハスタック型コンピュータ、適応的パケットルーティ
ングに関する理論的研究を行っている。
特に、数千個のプロセッサを結合するネットワークやデー
タ通方式、ルーティングは重要な問題である。我々は、図
９に示すような超並列コンピュータシステム指向の階層型
構造プロセッサ間ネットワーク TESH を考案し、その動的
通信性能が他のネットワークより優れていることを明らか
にした。また、プロセッサ間データ通信におけるデッドロッ
クを起こさないルーティング方式やノード混雑を回避する
適応型ルーティングを考案した。

図７：f- キャスト用いた多段結合スイッチ網解析

３．超並列システムと並列分散ソフトウェア
・VLSI システム
システム研究グループは、計算機ハードウェアを中心と
した超大規模集積回路 (VLSI) の設計や製造や性能評価など
を中心に研究している。 現在、VLSI の設計と製造が益々
複雑化し、プロセスはナノメーター時代に突入し、更にチッ
プ上に搭載される数億ゲートから数千億ゲートを持つギガ
ヘルツレベルの SoC（Silicon on Chip）や NoC（Network
on Chip）
の実現が期待されている。

図９：超並列コンピュータネットワーク TESH

しかし、VLSI の製造はいろいろな要因に影響されやすく、
大規模チップにおけるクロック供給では、クロック信号の
遅延やスキューが発生する。我々は、図８に示すような大
規模チップにおけるH-ツリー型クロック供給方式において、

・超並列分散コンピューティング
コンピューティング分野では、図 10 に示すような多数の

配線の信号の自己相関だけでなく隣接配線間の信号の相互

プロセッサから構成されるクラスタ型計算機システムを用

作用も考慮した信頼性のある統計スキュー解析モデルを考

いて、分子動力学シミュレーション、並列画像認識・理解

案し、より正確なスキューの導出を可能にした。現在は、

や超並列シミュレーションのアルゴリズムの研究を行って

次世代ナノプロセスでの X- ツリー型クロック供給方式の提

いる。
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アプリケーションに特化したハードウェア構成を持つ従
来の ASIC(Application Specific IC) に対して、システムに
求められる機能要求に応じて、自身のハードウェア構成を
動的に変更可能なリコンフィギャラブルシステム（再構成
可能ハードウェア）が注目されている。我々は、図 12 に示
すように、ハードウェアにより機能ブロック間の接続を適
応的に切り替える自律再構成可能オンチップ型ハードウェ
アシステムの研究や学習機能により動的にハードウェア構
成を変更可能な組込み型システムの研究を行っている。

図 10：クラスタ型計算機システム

・ボランティアコンピューティング
現在、膨大なパーソナルコンピュータやゲーム機がネッ
トワークに接続されている。これらの機器は常時時使用さ
れているわけではなく、ネットワーク上の余剰計算資源と
して利用が可能である。そこで、図 11 に示すようにネット
ワーク上の遊休計算機資源を有効利用し、大規模並列分散
計算を行うボランティアコンピューティングに関する研究
を行っている。
ネットワーク上の一般ユーザを対象にしているため、一
部の悪意のあるユーザによるサービスの妨害行為や電源オ
フによるサービス中断などの問題がある。したがって、ボ
ランティアコンピューティングでは、計算機群全体の信頼
性向上やジョブ割り当てを工夫して並列分散処理を行う必
要がある。我々は、計算機に信頼度を設定し、従来から用
いられたスポットチェッキング、ブラックリストやバックト
レースを組み合わせ、ジョブ信頼度に基づいた多数決法に

図 12：自律再構成可能ハードウェアシステム

よる高速ジョブスケジューリング法を考案した。また、ジョ
ブ信頼度手法を拡張し、過去の履歴に基づいて動的な妨害
行為の予測を行い、動的にクラスタ構造を自律再構成する
手法を提案し、その有効性を明らかにした。

・自律再構成可能マルチプロセッサシステム
多数の高性能プロセッサを大口径ウェーハ上に構築し、
自己診断技術と欠陥救済技術により超並列システムを実現
する自律再構成マルチプロセッサシステムや３次元ウェー
ハスタック構造超並列コンピュータに関する研究を行って
いる。
図 13 に、スイッチ、リンク、プロセッサからなるメッシュ
型自律再構成マルチプロセッサシステムを示す。自律再構
成方式は、プロセッサに隣接する状態情報のめを用いて、
欠陥プロセッサを回避してメッシュ型マルチプロセッサを
構築するシステムである。
・ハードウェア－ソフトウェア協調型システム
現代社会において、テレビや冷蔵庫のような家電機器か
ら産業用ロボットのようなものまで至るところで組込みシ

図 11：ネットワーク上の遊休計算機資源を有効利用する
ボランティアコンピューティング

ステムは用いられている。従来の組込みシステムは、パソ
コンなどの汎用のコンピュータシステムと異なり、要求さ
れる機 能が極めて限 定されるものであったため、 安 価な

４．ダイナミック・ファームウェアならびに知的情報システム

CPU と少ないメモリのみで実現されていた。しかし、近年

・再構成可能ハードウェアシステム

の携帯電話、情報家電、ディジタルオーディオなどに組込
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フィードバック制御ではミリ秒単位での制御を行うために、
視覚処理も高速に行うことが期待されている。我々は、図
15 に示すような時間評価型オプティカルフローをリアルタ
イム処理のため画像処理ハードウェアやクラスタ型計算機
を用いた並列処理により画像処理に関する研究を行ってい
る。
また、図 16 に示すような全方位カメラによる知的情報処
理システムとして、セキュリティシステムや３次元仮想空
間構築の研究を行っている。

図 15：リアルタイム画像処理ハードウェア

図 13：メッシュ型マルチプロセッサの自律再構成方式

まれる機器は、画像や音声などの多彩なメディアへの対応
やネットワークやセキュリティ機能も求められているため、
多機能化に伴う処理時間の増加が問題になっている。
我々は、図 14 に示す組込みシステム設計において、どの
処理をハードウェアで実行させ、どの処理をソフトウェア
で実行させるかを決定するハードウェア / ソフトウェア分割
方式の研究を行っている。また、FPGA や DRP などの書
き換え可能デバイスを用いたハードウェア－ソフトウェア協

図 16：全方位カメラとカメラ画像

調型システムの開発などを行っている。

【著者略歴】
ほり

ぐち

堀 口

すすむ

進

昭和 27 年 7 月 10 日生

図 14：ハードウェア / ソフトウェア分割方式

・知的情報システム
生産、交通などさまざまな分野で高速視覚情報処理が重
要な要素技術として求められている。特に、FA など視覚
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地圏環境インフォマティクス
- 地質環境と土壌汚染 東北大学大学院
環境科学研究科

土

屋

範

教授

芳

１．はじめに
平成 15 年に土壌汚染対策法が施行され、土壌汚染をめぐ
る問題にもようやく法の網がかぶせられることになりまし
た。水質、大気汚染に加えて、地面の環境を保全する法律
が制定されたことになります。この法律は、工場跡地など
の人為的土壌汚染の防止と改善にとって大きな進歩となり
ましたが、一方で、土壌汚染をめぐるさまざまな問題が浮
き彫りになってきました。
土壌汚染対策法は、人為的な汚染に対しての規制と対策
を講じるもので、自然由来の重金属類については、法の対
象外であることが明確に示されています。しかしながら、
火山地域や地熱地域などにおいては、自然由来の重金属類
が基準をはるかに超える例は少なくなく、単純な含有量比
較に基づく誤解や風評被害、さらに不適切な土壌処理が生
じています。

図 1：地圏環境インフォマティクス

土壌汚染は、人が、飲用や呼吸などを通じて汚染土壌を
直接摂取することはまれなため、水質汚濁や大気汚染の場
合とは異なった問題解決の手法が求められます。さらに、
自然由来の土壌中の重金属類は、岩石からもたらされ、な
んらかの物理化学的過程を経て土壌から溶出され、地下水
や河川水を媒体として移行します。このため、自然由来の
土壌汚染の問題の解決には、岩石が土壌化して、最終的に
地下水や河川水に流出するプロセスの実態を解明すること
が不可欠になります。
我々の研究グループでは、地圏環境のうち特に地質や土
壌などの地質環境に関する基本地図情報に加えて、岩石、
土壌、地下水の分析情報を全国規模で集積する GIS（地理
情報システム）の整備を進めるとともに、岩石－土壌－流体
（河川水、地下水）への重金属類の移行メカニズムに関する
研究に取り組んでいます。
図１にこの研究の概要を、図２に想定される応用先を示
します。
２．地圏情報インフォマティクス
地 圏 環 境インフォマティクス (GENIUS: Geosphere
Environmental Informatic Universal System) は、地圏環境

図 2：社会公有財としての応用先

情報として、地質、地形、土壌分布、植生、土地利用形態、
変質帯分布、鉱床位置、土壌中の元素濃度分布、地下水デー
タ等を 20 万分の 1 の縮尺をベースに整備し、一部地域にお
いては詳細な小縮尺のデータも含んでいます。これらの地
図情報に加えて、岩石や土壌中の主要元素および重金属類
の含有量や溶出量、元素の化学形態などの情報を包含し、
GIS（地理情報システム）上で統合化して表示できるように
しています。図３に示す変質帯分布は、過去に行われたさ
まざまな地質調査、資源調査の紙ベースのデータを GIS マッ
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図 3：資料収集による変質帯マップ

プとして示した一例です。

図 5：女川層の Pb 含有量

のグラフが女川層中の Pb の濃度をそれぞれ示しています。

このシステムでは、複数の地圏環境マップをレイヤーと

ヒストグラムを見ると、女川層に含まれる Pb の濃度は東北

して重ね合わせることができ、さらに、個々のマップがも

全体の傾向に比べて高濃度側にシフトしており、女川層中

つ固有の属性を比較し、互いの関連性を調べたり関係の深

の濃度分布が東北六県全体のデータとは異なる傾向にある

い領域を抽出したりすることができます。図４は GIS の空

ことがわかります。

間検索機能により、ある特定の地質（中新世後期の女川階

このように、“GENIUS ”では異なる情報を有機的に結合

の堆積岩類）上に位置する鉱床を示したものです。図中の表

し、そこから新たな知見を取得することできます。また、

には鉱床の情報（稼行当時の鉱山名称、県名、地名、経緯度、

本システムは、できる限り汎用性の高いデータ形式を採用

鉱種。）が示すことができます。また、図５は東北六県およ

し、あらたに公表されたデータを継続的に取り込むことで

び女川層中の Pb の濃度分布についてヒストグラム解析を実

情報の蓄積および継続的な更新を可能にしています。

施した結果の表示画面で、白のグラフが東北六県中の、黒
３ . 地形解析による重金属濃度分布
土壌中に含まれる重金属の分布を調べる場合、周辺の地
形の影響や様々な地圏情報を考慮することが重要になりま
す。日本の地球化学図（今井ら、2004）で示される重金属
濃度データを用いて、重金属の濃度分布と地形やその他地
圏情報との関連性について検討を試みてみました。解析対
象範囲は宮城県仙台平野とし、地形の効果として流路網お
よび流域情報を、また地圏情報として土壌分布を考慮して
います。GIS 機能を用いて、各河川の流路網を解析し、各
流域の Pb 濃度を河床堆積物から推定します。
結果の一例を図６に示します。色分けは Pb 濃度を示し、
青ほど濃度が低く、赤くなるほど濃度が高いことを表して
います。また、流域内に表示された数字は Pb の濃度です。
最も低濃度の流域で 6.61 ppm、最も高濃度の流域で 52.21
ppm と大きな差があります。
第６図において、図中の黄緑色の○印は鉱種に Pb が含ま
れる鉱床を示しており、Pb 鉱床がある流域の Pb 濃度は他
の流域に比べて相対的に高く、また、鉱床の数が多いほど
流域の Pb 濃度は高い傾向が認められます。図７にはさらに
流域を広げて、北上川、阿武隈川まで流域を広げて、流路
図 4：衛星画像と鉱床位置
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Pb は、脊梁山脈から太平洋側平野部にかけての広い地域

成されることが一般的であり、鉱床本体よりも地表に露出

で、高い含有量を示す地域があり、Pb の含有量分布と鉱床

している熱水変質帯や鉱染帯が広域に分布し、土壌の重金

の位置関係には密接な関係があるとともに、鉱床の下流域

属分布に大きな影響を与えると考えられます。また、鉱床

にも影響を及ぼしていることがわかります。As、Cd、は、

下流域の河川堆積物は、これらの変質岩類の集積の場であ

鉱床にこれらを含む鉱石鉱物があるかどうか厳密には決め

ることから、変質帯分布の影響を強く受け、これに鉱山開

られないので、鉱床との位置関係は明確には定められない

発による人為的汚染が加わることが予測されます。

のですが、Cd は Pb と同様に下流域まで高含有量領域が広

鉱山廃水処理については、過去の鉱山開発の負の遺産と

がっていますが、As については、高含有量流域は局所的に

して多額の資金が廃水処理に投じられ、また今後未来永劫

分布しています。すなわち、重金属によって分布の特徴が

にわたってこの処 理を続けなければいけません。 そこで、

異なり、高含有領域が限定されるものと、下流域までその

この問題解決の基礎情報を取得するため、秋田県小坂町周

影響が広がるものがあることがわかります。

辺域をモデルフィールドに、旧鉱山と変質帯と土壌や河床

これらの例は、“GENIUS ”でのデータベース解析の一例

堆積物中の重金属含有量を明らかにし、鉱山開発の影響と

ですが、河川堆積物中の重金属の濃度分布情報に対し、流

自然発生源である変質帯からの重金属類の溶出との関わり

域や鉱床、土壌といった様々な情報を多角的、有機的に関

について検討しています。

連づけることにより、重金属濃度分布のあらたな特徴付け

詳細なデータについては割愛いたしますが、本地域の鉱
山のように鉱山廃水や廃石（ズリ）がある程度管理されてい

が可能となります。

る場合には、鉱山近傍での底質試料に重金属類の顕著な濃
集は観測されず、自然由来の変質帯底質試料と大差が認め
られません。一方で、鉱山から離れたより下流域で重金属
類の濃集が生じています。この原因は明確ではないのです
が、変質帯や鉱山の近傍から重金属の排出は、主として河
川中の真溶存種か、流動性の高いコロイド粒子として供給
され、これが下流域において異なった水質の水流との合流
により急速な沈殿作用が生じたことが示唆されます。
変質帯の存在は、底質試料に与える影響が大きく、後背
地や周辺に変質帯などがある場合には、自然由来の重金属
図 6：仙台平野の流路網と Pb 分布

10km

類の異常と操業による鉱山由来の汚染とを単純には区分す
ることができず、場合によっては、周辺変質帯からの重金
属類の排出が、鉱山の影響を上回る可能性があります。また、
多くの河川が集積する場での底質試料は、その地域の高い
値に引きずられる可能性があり、このことは、より下流域
の底質試料が、上流域での重金属類排出のよい指標となる
ことを示しています。しかし一方で、遠く離れた河川堆積
物の評価では、排出源を特定できないことになります。自
然由来の重金属類の評価には、底質試料に加えて、変質帯
分布などを加味した岩石試料（非変質岩、変質岩）が必要

図 7：北上川、阿武隈川流域の流路解析と Pb、As、Cd の分布

４．変質帯と旧鉱山周辺の重金属含有量

であるとともに、河川中での重金属類の化学形態と沈殿条
件などを加えた総合的な検討の必要があります。
５ . 自然由来の重金属

鉱床地域においては、鉱山の開発にともない周辺域に重

そもそも岩石や土壌に含まれる重金属類は、自然由来で

金属汚染が生じ、この環境評価は重要な課題となっていま

あり、その濃度範囲もきわめて広く、ppb 以下から鉱石に

す。鉱床地域においては、鉱山そのもののほかにその周辺

いたっては％オーダーの含有量を示すものもあります。こ

の変質帯が分布することが多い黒鉱鉱床地域においても、

れら玉石混合状態にあることそのものが自然と考えるのが

鉱床本体に加えてその下盤側や周辺に強い熱水変質帯が形

普通でしょう。なかには自然状態ですでに規制値をはるか
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に超える場合も見受けられます。しかしこれが環境汚染で
あるかどうかについては慎重な対応が必要です。一方で、
工場跡地などの重金属汚染は大きな社会問題になっていま
す。ここで自然由来と人為汚染の見極めが問題となります。
問題の種になりそうな人為汚染を見過ごす一方で、過度な
土壌浄化、環境修復はかえって二次的な環境汚染を生じる
可能性もあります。土壌汚染は、そもそもの地圏環境が多
様なため、バックグラウンド値からの異常を画一的に求め
ることは困難です。地圏環境インフォマティクスの研究は
この問題の解決への応用が強く考えられますが、一方で、
全国一律で画一的な環境規制が、多様性をもつ土壌の場合
にはなじまないことも浮き彫りになってきました。環境規
制のあり方、またリスク評価に関しても今後考察を進めな
ければなりません。
６ . おわりに
ここでご紹介した地圏環境インフォマティクス“GENIUS”
は、平成 20 年 3 月に公開予定です。しかしながら、このシ
ステムに含まれる情報が一人歩きすると、風評被害や、科学
的合理性を失った間違った解釈に結びつくおそれが懸念され
ます。環境社会の知的基盤としてしっかりと社会に根付くこ
とを願っております。皆様のご協力をお願い申し上げます。
公開情報等については、当研究室のホームページ等を通
じて情報発信いたします。
http://geo.kankyo.tohoku.ac.jp
なお、この研究は（独）産業技術総合研究所ならびに（株）
同和エコシステムとの連携研究の成果です。感謝申し上げ
ます。

図 8：“GENIUS”の展開
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昭和 58 年 3 月
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昭和 63 年 3 月

東北大学大学院工学研究科資源工学専攻

		

博士課程後期３年の課程修了

昭和 63 年 4 月

東北大学工学部資源工学科
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平成元年〜平成 2 年

第 31 次日本南極地域観測隊（地学）

平成 5 年〜平成 6 年

第 35 次日本南極地域観測隊（地学）

平成 8 年 4 月

東北大学大学院工学研究科地球工学専攻

		

助教授

平成 16 年 4 月

東北大学大学院環境科学研究科

教授

事業・決算報告

平成18年度

事業・決算報告

宮城県における工業技術に関する研究振興を図り、もっ
て地域社会の科学技術・産業の向上発展に寄与するため、

４．地域コンソ－シアム研究開発事業への参画
補完コンソーシアム継続

２件

次に掲げる事業を行った。
５．産学官交流大会の開催
産業界、大学等の学術研究機関および、国、県等の

1. 科学技術に関する試験研究
研究者を委嘱

( 非常勤研究員 ) し、各研究科と包括

産学官の相互連携・交流促進を図るための交流大会に

的協力協定により、施設、設備等の相互利用し、委託

主催団体として参画した。

研究

１．第 40 回産学官交流大会

｢三次元信号処理技術に関する研究｣

他 129 件

の試験研究を行った。
２．学術研究・教育への助成
( １ ) 学術研究を行うための指定研究助成金の交付
指定研究助成金審査委員会の審査に基づき、指定研

日

時

平成 18 年６月 15 日（木）開催

場

所

仙台国際センター

２．第 41 回産学官新春交流大会
日

時

平成 19 年１月 18 日（木）

場

所

仙台国際センター

究助成金 「鉄系形状記憶合金の研究」 他 67 件の指定
研究助成金を交付した。

６．みやぎいいモノテクノフェア 2006 の実施
宮城県内の産業界を中心に、学術研究機関、地方自

（２）若手研究者助成のための各種研究奨励賞の交付
１．第 12 回「研究奨励賞」を授与した。
被推薦者 30 名、受賞者９名
２．第 11 回「井上研究奨励賞」を授与した。
被推薦者１名、受賞者１名
３．第 10 回「及川研究奨励賞」を授与した。
被推薦者 5 名、受賞者３名

治体及び関係各団体の協力を得ながら、工業製品並び
に工業技術を幅広く紹介するとともに、技術情報の交換
と技術交流を行うことにより、地域産業の一層の活性化
を図るため、「みやぎいいモノテクノフェア 2006」に主
催団体として参画した。
開催期間

平成 18 年 10 月 12 日（木）～ 14 日（土）

場

みやぎ産業交流センター

所

（夢メッセみやぎ）
（３）研究会開催への助成
「第 15 回環境科学討論会他８件に助成した。

７．東北大学工学研究科、情報科学研究科及び環境科学
研究科の公開（オ－プンキャンパス）への助成

（４）国際学術等開催への助成
｢第５回材料電磁プロセッシング国際シンポジウム｣
他２件
（５）学術研究・教育のための国際交流に対する助成

中・高校生及び一般市民に対し、世界の最先端の設
備と研究・教育の活動状況を公開するオープンキャンパ
スに助成をした。
開催期間

平成 18 年 7 月 27 日（木）～ 28 日 ( 金 )

会

青葉山キャンパス

場

「韓国学生との交流」他１件に助成した。
３．研究成果および工学情報の提供
東北大学工学研究科・工学部における研究成果や工
学情報を県内企業に提供し地域工業技術の高度化と産
学協同の促進を図るため、
「翠巒」第 21 号 … 19 年１月、1,200 部を発行した。
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事業・決算報告

（１） 貸

借

対

照

表
（単位：円）

科

目

Ⅰ 資産の部
１・流動資産

現金預金
有価証券
未収金

流動資産合計
２・固定資産
（１）基本財産
有価証券

現金預金
基本財産合計
（２）その他の固定資産
什器備品
その他の固定資産合計
固定資産合計
資産合計
Ⅱ 負債の部
１・流動負債
前受金
預り金
未払費用
未払法人税等
未払消費税等
流動負債合計
負債合計
Ⅲ 正味財産の部
１・一般正味財産
（うち基本財産への充当額）
正味財産合計

負債及び正味財産合計
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当年度

前年度

増 減

事業・決算報告

（２） 正 味 財 産 増 減 計 算 書
科

Ⅰ 一般正味財産増減の部

目

当年度

前年度

(単位：円）

増減

１・経常増減の部

(1) 経常収益

① 基本財産運用益
基本財産受取利息

基本財産受取配当金

② 事業収益

研究委託収益

③ 受取寄附金
研究寄附金収益
受取寄附金

④ 雑収益
受取利息
経常収益計

(2) 経常費用

① 事業費

委託研究経費

指定研究助成金

若手研究者助成金

研究会等開催助成金

講習会・研究発表助成金
情報提供印刷製本費
情報提供謝金

情報提供通信運搬費
技術相談経費

産学官交流推進費

国際学術会議開催助成金
国際交流助成金

広報活動経費

研究協力推進費
② 管理費
給与
法定福利費
中退共掛金
会議費
旅費交通費

通信運搬費
備品費
消耗品費
印刷製本費
光熱水料費
謝金
リース料
建物借上料
雑費
租税公課
減価償却費
③ 法人税・住民税及び事業税
経常費用計
当期経常増加額
当期一般正味財産増加額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高
Ⅱ 正味財産期末残高
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号を迎えることになりました。本会は、昭和六十年三月二十七日

青葉工学振興会機関誌「翠巒」は今回お届けする号で第二十二

と考えております。

いますし、今後とも積極的にこのような事業を展開していきたい

うな形で評価されているということは大変に喜ばしいことだと思

既に皆様ご存知のこととは思いますが、政府は、行政改革の一

を受けた財団法人として活動しております。

青葉工学振興会は、宮城県から特定公益増進法人としての認可

に宮城県より設置が認可され、今日に至っている訳ですから、「翠
巒」は認可の翌年から年一回発行し続けていることになります。
掲載内容は、宮城県と関連の深い企業を紹介するとともに、大学
の最前線で研究しておられる教員に「研究プロフィール」を分か

今年度は青葉工学振興会の事業内容をより発展的に展開すべ

目 的 と す る 法 人 で、 公 益 目 的 事 業 比 率 が 五 十 ％ 以 上 あ る こ と で

ます。要約しますと、公益財団法人とは、公益目的事業を主たる

意味で、本会としても新制度に対応していく必要に迫られており

貫として、公益法人制度の見直しを行っており、平成二十年十二

く、「青葉工学振興会賞」を新たに設けました。これは、四十歳以

す。 こ の 認 定 を 受 け る と 税 制 上 の 特 別 措 置 が 受 け ら れ ま す。 反

月からは新制度が施行され、五年間の移行期間を経て、新しい枠

下の若手研究者を対象として、これまで挙げてこられたすばらし

面、遵守事項も厳しくかつ認定基準維持のための査定も定期的に

り易く書いて頂いております。ご多忙のところ、執筆にご快諾頂

い業績に対して一件を表彰しようとするものです。従来より実施

受ける必要があります。さらに、現行の規約等の整備も求められ

き、貴重な原稿をお寄せ頂きました皆様、また編集にご協力を頂

しております三十五歳以下の若手研究者を対象とする「研究奨励

ます。未だ、詳細な制度運用指針が公表されていない状況にあり

組みの中で公益法人が活動していくことになります。このような

賞」は、内容をより充実して継続して参ります。このような事業

きました皆様方に厚く御礼申し上げます。

展開については、理事長初め常任理事の間で平成十八年度より継

記
後

続的に検討を重ね、本年度から実施に至りました。この背景は、

おります。

ますが、理事長、常任理事、事務局を中心として鋭意検討をして

らないものと思います。皆様におかれましては、青葉工学振興会

する」組織です。公益法人の見直しに際しても、この目的は変わ

を図り、地域社会及び産業の向上発展等に寄与することを目的と

本会の事業としては、この他に大学のオープンキャンパスや学

記）

生の国際交流活動にも助成し、大学の教育研究の推進に貢献して

佐藤正明

の事業にご理解を賜り、より一層の発展のため、ご協力・ご支援

大学院工学研究科教授

をよろしくお願い申し上げます。
（常任理事

います。平成十九年七月末に開催されました東北大学のオープン

学として、東北大学が選ばれました。本会の助成の結果がこのよ

ンキャンパスの中で、高校の先生から見て最も評価の高かった大

成十九年八月六日付けの朝日新聞によれば、全国の大学のオープ

キャンパスには、二日間で約三万人の方が訪れました。また、平

の促進を願う、というところにあります。

方々に広く知って頂きご活用頂くとともに若手研究者の方の研究

青葉工学振興会は、「宮城県における工業技術に関する研究振興

青 葉 工 学 振 興 会 の 活 動 を、 宮 城 県 内 の 大 学、 高 専 等 の 研 究 者 の

集
編

仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-04
東北大学大学院工学研究科内
電 話 022－795－7991
http://www.aoba-found.or.jp/

財団法人青葉工学振興会

