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巻頭言

工 学 技 術 が 対 象 と す る 時 間 範 囲 について

です。仮に百年としますと、作業の開始から終了まで一貫して、この作業

勝

に従事できる技術者はいないということになります。技術者の技術者とし

山

平 成 二 十 三 年 三 月 十 一 日 十 四 時 四 十 六 分、 三 陸 沖 を 震 源 と す る マ グ ニ

ての寿命を仮に三十年としますと、およそ三～四世代の技術者をこの廃炉

内

チュード９・０の巨大地震「平成二十三年（二〇一一年）東北地方太平洋沖

作業に投入する必要があります。ひとつの工学プロジェクトに、これほど

大学院工学研究科長
工学部長

地震」が発生しました。仙台市では最大震度６強を記録するなど、東日本

長い時間をかける例を私は知りません。おそらく、これほど長い時間範囲

東北大学

にかけての広い範囲で強い揺れを観測しました。この地震に伴って「東日

にわたる作業を適切に管理し、目標を達成するための工学は、新研究所が

大さは、かつて人類の経験したことのないもので、各国の原子力政策に大

て全世界に流され、人々に大きな衝撃を与えました。また、原発事故の重

すれば、これから我々が研究し、創造する工学技術は、千年の時間範囲を

に起こっている大地震と大津波のひとつであるという見方が有力です。と

ます。今回の大震災は、偶然いま起こった訳ではなく、千年に一度周期的

同様の問題は、もっと大きな時間範囲を対象とする事例のなかにもあり

挑戦すべき課題のひとつではないでしょうか。

きな影響を与えようとしています。当然ながら、この衝撃は、工学研究科

なぜ、この大震災に対して、我々はかくも無防備であったのか、あるいは、

すべき重要な工学技術の問題となります。

験に基づき見出された有効な対策をいかに伝えるかは、やはり、今後研究

年後の子孫に、今回の大震災の情報をいかに伝えるか、今回の大震災の経

対象とし、そのなかで安定に機能する工学技術でなければなりません。千

無力であったのか、津波被害、原発事故などにおいて「想定外」といわれ

新たな工学の創造に向かうべきです。東北大学では、総長のリーダーシッ

し て、 人 々 を 守 り、 損 害 を 最 小 限 に と ど め る た め の 技 術 の 開 発 に 努 力 し、

るべき重要な側面ではありますが、千年、百年単位の長い時間範囲も、こ

先端技術の目まぐるしい開発競争も、我々、工学者、技術者が視野に入れ

大きな拡張の必要性を取り上げたいと思います。ドッグイヤーと呼ばれる

私は、そのひとつに、工学技術が対象とする時間範囲の、これまでにない

今回の大震災は、様々な問題を我々、工学者、技術者に投げかけましたが、

プの下、「災害科学国際研究所」の設立が計画され、工学研究科を始め、全

れ か ら の 工 学 技 術 が 対 象 と し な け れ ば な ら な い 重 要 な 側 面 だ と 思 い ま す。

関係各位のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

災 三 県 を 豊 か な 工 業 地 帯 に す べ く、 努 力 す る 所 存 で ご ざ い ま す。 産 官 学、

ま せ ん が、 せ め て、 百 年、 二 百 年 の 計 ぐ ら い ま で は 視 野 に 入 れ、 東 北 の 被

これから、大震災からの復興が始まります。国家千年の計とまでは申し

い時間範囲です。その中で最適解を模索する必要があります。

この時間範囲は、ヨーロッパに始まった産業革命の歴史を超えるような長

学規模の参加を得て、発足の予定です。この新研究所では、災害に立ち向

報道によると、この廃炉に要する時間は、数十年あるいは百年ということ

今回の事故により、福島第一原発の四個の原子炉の廃炉が決まりました。

徴付けるひとつの観点について述べたいと思います。

が従来の工学技術の開発とは異なる、文字通り新たな挑戦であることを特

訓とし、今後の大震災に立ち向かう挑戦が開始されています。以下、これ

このように、東北大学および工学研究科では、この未曾有の大震災を教

かう人類の英知を結集し、災害科学研究の国際拠点を形成する予定です。

し た。 我 々、 工 学、 技 術 に 携 わ る も の は、 い ま こ そ、 こ の よ う な 災 害 に 対

る事態に、対処のしようはなかったのか、などなど、様々な課題が残りま

な影響を与えるはずです。

の 学 生、 教 職 員 に も 広 く、 深 く 浸 透 し、 こ れ か ら の 工 学 教 育、 研 究 に 大 き

地震にともない発生した大津波の言語に絶する映像は、メディアを通じ

害をもたらしました。

本大震災」が発生し、東日本の太平洋岸一帯の広い範囲にわたり大きな被
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青葉工学振興会賞等受賞者

平成 23年度

「青 葉 工 学 振 興 会 賞」
授賞報告
「青葉工学研究奨励賞」

本財団では、その設立目的である工学の振興に必要

の受賞候補者２名、第17回青葉工学研究奨励賞の受賞

な研究教育助成を通じて、地域社会及び産業の向上発

候補者３名を選出致しました。そして、11月10日 ㈭ 開

展に寄与するため、宮城県内の工学系を有する大学等

催の青葉工学振興会理事会において、審査委員会の原

に所属する研究者等で、工学又は工業技術の分野にお

案の通り受賞者を決定致しました。

いて優れた研究業績をあげた者を顕彰しています。
平成23年度は、宮城県内各大学から、「第５回青葉工
学振興会賞」に13件、「第17回青葉工学研究奨励賞」に
は23件の応募があり、審査委員会による第１次及び第
２次の慎重なる審査により、第５回青葉工学振興会賞
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授賞式は、平成23年12月10日 ㈯ ホテルメトロポリタ
ン仙台において、受賞者のほか役員、審査委員、推薦
教授の臨席のもとに執り行われました。
なお、受賞者の研究業績は次に掲載しました。

青葉工学振興会賞等受賞者

第 5 回青葉工学振興会賞

細胞レベルから構築した
微生物サスペンジョン力学の創生
東北大学大学院工学研究科
バイオロボティクス専攻
准教授 石 川 拓 司

微生物懸濁液は我々の周りに遍く存在し、生態系や地球

て求めることに成功した。

温暖化、環境問題等と密接に関わっている。工学的には微

これらの取り組みは「微生物サスペンジョン力学」とい

生物はバイオリアクターとして利用されており、近年では

う新しい学問分野を切り開き、J. R. Soc. Interface 誌にレ

藻類を利用したバイオ燃料が脚光を浴びている。しかしな

ビュー論文を執筆することで、工学のみならず物理学や生

がら、微生物懸濁液内の輸送現象は未解明なことが多く、

物学の研究者にも教育的効果を上げている。また、現在は

その定式化はほとんど進んでいない。特に、従来の数理モ

「細胞レベルから構築した微生物サスペンジョン力学によ

デルでは微生物が引き起こすミクロな流動構造をきちんと

る藻類の分布予測モデルの革新」の課題で日本学術振興会

表現できず、懸濁液のマクロな特性を予測できない欠点が

の最先端・次世代研究開発支援プログラムを実施しており、

あった。微生物懸濁液のマクロな特性は、懸濁液内のメゾ

微生物サスペンジョン力学の更なる発展にも尽力してい

スケール流動構造に大きな影響を受け、メゾスケール流動

る。

構造は微生物同士の干渉によって構成される。こうした背
景から、我々はボトムアップの戦略を用い、遊泳微生物の
２体干渉をまず始めに解明し、それを
多体干渉に拡張することで、マクロな
懸濁液特性を解明してきた。
具 体 的 に は、ま ず 始 め にVolvox や

Paramecium 等の繊毛虫を用いた実験を
行い、２体の繊毛虫の干渉現象を調べ
た。そして実験結果を表現することが
可能な数理モデルの構築に取り組み、
繊毛虫を剛体表面に接線方向速度を持
つsquirmerとしてモデル化した。そし
て微生物周りのストークス流れや運動
方程式を境界要素法や潤滑理論等を用
いて解くことで、繊毛虫の２体干渉の
数理モデル化という困難な課題の克服
に成功した。さらに、このモデルを拡
張して多体干渉を解くことにより、微
生物懸濁液のマクロ特性を調べること
ができる。ストークス流れ中の多体干
渉は非常に困難な問題であるが、我々
はストークス動力学法を拡張した独自
の解析手法を確立した。そしてこの解
析手法を用いることで、微生物の集団
遊泳やメゾスケールの特異流動構造、
懸濁液のマクロな特性であるレオロ
ジー特性や拡散特性を、世界に先駆け

図：細胞スケールからボトムアップ的に再構成した微生物サスペンジョン力学の模式図
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青葉工学振興会賞等受賞者

第 5 回青葉工学振興会賞

中性子計測用 LiCaAlF 6 結晶シンチレータの開発
東北大学
未来科学技術共同研究センター
准教授 柳 田 健 之

シンチレータは福島第一原子力発電所の事故などで世に

イズと区別がつかなくなるため、正確な測定は出来なくな

知られるようになったが、そのままでは透過力が強すぎて

る。図１（下）は、LiCaAlF6 を位置敏感型光電子増倍管

検知不能な放射線を、簡単に検知が可能な可視光に変換す

とアセンブリし、実験用原子炉 JRR3 を用いて撮影実験を

る一種のコンバーターであり、医療用（X線CT、陽電子断

行った結果である。被写体としては、1 mm 径の Cd ワイ

層撮影装置）、空港等の手荷物検査器、石油等の資源探査

ヤーを用いているが、図より明らかなように極めて鮮明な

装置、宇宙・素粒子物理学、活断層探査など幅広い応用範

画像がえられている。基礎研究レベルの最新鋭の 3He を用

囲を有している。放射線は、高エネルギー光子であるX・

いた中性子カメラを除き、一般的なカメラの解像度は数ミ

ガンマ線、電荷をもつα線やβ線（荷電粒子）、電荷をも

リであることから、今回開発した中性子カメラは解像度に

たない中性子等に大別され、それぞれの計測には異なる材

おいて従来品を凌駕しているといえる。

料が利用されている。

現在、同シンチレータは株式会社トクヤマにより製品化

この中でも中性子はあらゆる放射線の中で最も透過力が

がなされており、既に資源探査等の産業用途、また NASA

高く、He、Li、B 等特定の元素でしか検知できない。従

やスタンフォード大学が主導する PoGO-light ミッション

3

来は He という気体検出器が中性子計測に用いられてき

に採用されて高層大気中性子の直接観測に成功するなど、

たが、2001年の９.11 事件以降、欧米でのセキュリティ用

基礎科学用途においても利用され始めている。今後も他の

中性子検知装置の需要が高まり、枯渇が問題視されるよう

元素置換や共添加などで更なる特性向上が期待できるた

になってきた。3He は自然界には 0.0001% しか存在せず、

め、鋭意研究を行っていきたいと考えている。

産業用途に対しては、米国の核実験により生じたトリチウ
ムからの崩壊物を用いていたが、それだけでは年間 20 kl
の供給量しかなく、現在の年間 100 kl の需要にはとても
足りない。そのため 3He を代替する中性子計測用の材料開
発が喫緊の課題となっている。
本研究では中性子計測用にLiCaAlF6 という結晶シンチ
レータを開発した。一見して分かるように、Li が主たる
構成成分であるため、中性子に対して高い検出効率を有し
ている。一通りの材料開発を行った結果、特に 0.01% 程度
Eu 元素を添加することで極めて高い特性を示すことが明
らかとなった。3He による中性子計測では主に中性子の数
を数える計数用途と、中性子の高い透過能力を利用した中
性子撮像用途（いわゆる中性子用カメラ）が挙げられるが、
私はこれらを試作し、どちらに関しても3He と同等もしく
はそれ以上の性能を有していることを実験的に確認した。
図１（上）は中性子をLiCaAlF6 に照射した場合の波高値
スペクトルと呼ばれるものであり、横軸が放射線のエネル
ギー、縦軸がそのエネルギーを持つ放射線が何回検知され
たかという意味を持つ。中性子に起因する信号は図中にあ
るようなピーク形状を示すために、他のノイズ源とは明瞭
に区別することが可能である。仮にシンチレータの性能が
悪い場合図のようなピーク形状を持つ信号は得られず、ノ

4
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図1 L
 iCaAlF6 に 中 性 子 を 照 射 し た 際 の ス ペ ク ト ル（ 上 ） お よ び
LiCaAlF6 を用いたカメラによる中性子透過画像（下）。

青葉工学振興会賞等受賞者

第17 回青葉工学研究奨励賞

新しいマルテンサイト変態を利用した温度依存性の
小さな鉄系超弾性合金の研究
東北大学大学院工学研究科
金属フロンティア工学専攻
助教 大 森 俊 洋

超弾性は、変形しても加えた力を取り除けば元の形状に

でしか超弾性特性を得られないが、Fe-Mn-Al-Ni合金はひ

戻る弾性的な変形量が通常の金属の10倍程度大きい現象

とつの材料組成に対して-196℃～ 240℃の広い温度範囲に

で、Ti-Ni超弾性合金はガイドワイヤーなどの医療用途や

おいて超弾性を確認し、150℃程度までは比較的安定的に

各種工業用途に広く用いられている。しかし、超弾性合金

利用できると考えられる。そのため、温度変化に曝される

には温度が高くなると応力が高くなる性質があり、そのた

用途においても利用可能と考えられる（図２）。例えば、

め不可逆欠陥が導入されて、ある一定の温度範囲でしかそ

自動車（例えば-50 ～ 150℃）や宇宙（地球軌道上：-150℃

の効果は発現しない。受賞者は、Fe-Mn-Al-Ni合金におい

～ 120℃）など温度変化が大きい環境への適用拡大が期待

て、超弾性応力の温度依存性が極めて小さく、広い温度範

できる。さらに、資源が豊富で安価な鉄合金で超弾性が得

囲において超弾性が得られる新しい鉄合金を見出した。

られることは、小型部材にしか利用されてこなかった超弾

鉄合金のマルテンサイト変態は古くから多くの研究がさ

性合金の応用分野を大きく広げることが期待できる。

れており、面心立方晶（fcc）のγ相から体心立方晶（bcc）
又は体心正方晶（bct）のα’
相へと構造変化することが常
識である。受賞者は、Mnを多量に含むFe-Mn-X合金にお
いて、通常とは全く逆となる、α相からγ相へとマルテン
サイト変態が生じ得ることを示し、これを利用した新しい
鉄系超弾性合金を得ることに成功した。
CALPHAD法に基づきFe-Mn-Al合金の熱力学解析を
行ったところ、純Feや低濃度のMn、Alを含むFe-Mn-Al合
金では、α相の磁気エネルギーにより低温でα相が安定化
するが、Mn、Alを多く含むFe-Mn-Al合金ではα相への磁
気エネルギーの寄与が減少することを定量的に示し、鉄合
金でもα→γマルテンサイト変態が起こり得ることをシ
ミュレーションにより示した。この結果に基づき設計した
Fe-Mn-Al合金においてα→γマルテンサイト変態が起こ

図1 Fe-34Mn-15Al-7.5Ni(at%)合金および実用Ni-Ti合金の各温度
における超弾性特性

ることを実験的に確認し、さらに、適量のNiを添加した
Fe-Mn-Al-Ni合金において、B2-NiAl相を微細整合析出さ
せることで、マルテンサイト変態を非熱弾性型から熱弾性
型にし、良好な超弾性特性を得た（図１）。
超弾性応力（マルテンサイト変態誘起応力）は、ClausiusClapeyron の関係に従い温度が高くなるほど高くなる。例
えば、実用合金Ni-Tiにおける応力の温度依存性は約６
MPa/℃であり、機械的性質が温度により大きく変動して
しまう（図１）。Fe-Mn-Al-Ni合金では、応力の温度依存
性が約0.5MPa/℃と一桁小さい異常現象を示すことを見出
した（図２）
。この現象が、磁気効果のために変態エント
ロピー変化が極めて小さいことに起因していることを解明
した。
また、Ti-Ni実用合金では、通常-20 ～ 80℃の温度範囲

図2 Fe-Mn-Al-Ni合金および各種超弾性合金の超弾性応力の温度依
存性と利用温度範囲
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原子オーダー平坦ゲート絶縁膜 / シリコン界面を有する
金属 － 絶縁膜 － 半導体デバイスの高性能化
東北大学大学院工学研究科
技術社会システム専攻
助教 黒 田 理 人

様々な集積回路の基本構成素子である、金属－絶縁膜－

能力の向上、

Si電界効果型トランジスタでは、ゲート絶縁膜/Si界面の

・トランジスタ特性ばらつき、ノイズの低減、

平坦性が、動作速度や増幅率、ノイズ特性などの素子性能

・長期信頼性に関わるゲート絶縁膜寿命の１桁以上の

や長期信頼性に密接に関わる重要な要素となっている（図

長寿命化、

１）。集積回路の今後の継続的な発展のために、界面の平

を達成した。また、絶縁膜/Si界面の原子オーダー平坦

坦性を物理的限界である原子オーダーで平坦化し、素子性

化技術の一つの応用展開として、化学計測分野、分光分析

能を向上することが求められている。しかしながら現状は、

分野で強い要求がある紫外光センサの高感度化への展開が

素子の微細化によりゲート絶縁膜が１nm程度まで薄膜化

最近始まった。

されている状況の中で、従来の素子製造技術に起因して

以上、本研究業績は集積回路分野のみならず、光センシ

ゲート絶縁膜/Si界面には約１nmの凹凸が生じていた（図

ング分野、科学計測分野、表面科学分野に応用展開するこ

２⒜）。また、報告されているSi表面の平坦化技術は、大

とが可能であり、物理的限界まで制御された表面・界面で

口径Siウェハ全表面の原子オーダー平坦化が出来ないこと

起こる様々な物理現象を利用した学問領域を新たに創出す

や、平坦化処理中に素子の故障を引き起こす結晶欠陥を発

るものと期待される。

生し易いこと、さらに、原子オーダー平坦表面を形成した
としても素子製造中にその平坦性を維持できない、といっ
た未解決の課題が多く残っていた。
本研究では、上記に挙げた大口径Siウェハ全表面の原子
オーダー平坦化、素子製造プロセス中の平坦性維持に関す
る課題を解決する新規な技術を世界で初めて提案し、
・熱処理を用いたSiウェハ表面の原子オーダー平坦化
技術において平坦化の阻害要因となる、熱処理ガス

図１． 金属－絶縁膜－Si電界効果型トランジスタの断面図。

雰囲気中の酸素・水分濃度の低減（30ppb以下）
、
・原子オーダー平坦化Si表面の平坦性を維持可能な表
面洗浄と絶縁膜形成に代表される素子集積化技術の
開発、
によって原子オーダーで平坦なゲート絶縁膜/Si界面の
形成を実現した（図２⒝）。
本研究業績により、
・直径200mmの大口径Siウェハ全表面の原子オーダー
平坦化（図３）、

⒜

⒝

図２．従来のゲート絶縁膜/Si界面と、原子オーダーで平坦化された界
面の原子間力顕微鏡像。

・平坦化に必要な処理温度を従来の1200℃から900℃
以下まで低減したことによる、原子オーダー平坦化
と結晶欠陥抑制との両立、
・原子オーダーで平坦化されたゲート絶縁膜/Si界面
を有するトランジスタを用いた集積回路の製造、
を可能とし、ゲート絶縁膜/Si界面の原子オーダー平坦
化により、
・キャリア移動度の向上によるトランジスタ電流駆動
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図３．原子オーダー平坦化処理後に測定した直径200 mm Siウェハ面
内の様々な場所の表面原子間力顕微鏡像。
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ゲル転写培養法を用いた
収縮型筋肉細胞アッセイシステムの開発
東北大学大学院工学研究科
バイオロボティクス専攻
助教 長 峯 邦 明

現在世界中で増加傾向にある２型糖尿病は、患者の筋肉

ゲル上の筋肉細胞は培養シャーレ上と同様、電気刺激の

組織におけるインスリン依存的な血糖取り込み能力の減少

印加により収縮運動を示した。また、筋肉細胞は剥がれる

が原因の１つとされている。２型糖尿病治療法の１つであ

ことなくその収縮運動を１週間以上持続し、培養皿と比較

る運動治療は、インスリン抵抗性筋肉組織における血糖取

して倍以上の長期培養が実現された。

り込み能力を活性化することで血糖値の正常化を促すこと

本ゲルシートは、筋肉細胞束の構造、活性を維持したま

が知られている。このように、筋の糖代謝機能と２型糖尿

ま、様々な細胞分析デバイスへ貼り付けることができる。

病との関連性が広く認知されているにもかかわらず、その

例えば、筋肉細胞ゲルシートを微小電極基板に貼り付ける

詳細な分子メカニズムは不明な点が多い。そのため、筋肉

と、ゲル上の個々の筋肉細胞束を独立に動かすことができ

組織を標的とした２型糖尿病機構の解明、及びその機構に

る。運動負荷の異なる筋肉細胞束が隣り合うことで、運動

基づく２型糖尿病治療薬の開発が活発化している。

効果を明瞭に比較することが可能となる。本研究では、２

これまでの筋機能の研究は主に動物実験により進められ
てきた。しかし、細胞、分子レベルでの定量的機能解析が

型糖尿病に対する運動治療を模擬した筋収縮運動をゲル上
で実施し、運動治療効果の比較、評価に成功した。

困難であること、及び倫理面の問題等から培養筋肉細胞を

併せて、電極配線をゲルシート上に印刷する新規技術を

用いたバイオアッセイシステムによる研究への移行が切望

確立し、細胞や組織に貼り付いて一緒に動く、柔らかくて

されている。この流れを受け、生体筋に近い収縮運動能力

安全な電極ゲルシートを開発した（図 B ）。この電極ゲル

や血糖取り込み能力を持つ筋肉細胞を体外の培養シャーレ

シートは筋肉細胞ゲルシートへ貼り合わせることで、柔軟

上で培養する方法が開発され、運動効果や薬効に基づく筋

な電気刺激細胞培養システムとなる（図 C、D ）。ゲルを

肉細胞の糖代謝機能研究が可能となりつつある。しかし、

介した酸素や栄養の供給による細胞活性の維持、筋肉細胞

培養シャーレ上の筋肉細胞はその底面に強く付着している

への電気刺激印加、及び筋肉細胞の収縮運動のサポートを

ため運動自体が起こりに難く、運動するとすぐに剥がれて

同時に実現できる本システムは、より生体内に近い活発な

死滅してしまうというジレンマを抱えており、研究が困難

収縮運動を体外で再現できる新規培養システムとして期待

であった。

できる。このようなゲルを母材とする培養システムが今後

この問題に対し本研究では、柔軟なハイドロゲルを培養

の２型糖尿病研究の基盤技術となることを期待している。

基板とすることで筋肉細胞の収縮運動をサポートすること

現在は、収縮運動中の筋肉細胞の糖代謝をリアルタイム

を考案した。その実現のため、培養皿で培養した筋肉細胞

でモニタリングするセンサ機能を搭載した新規ゲル培養シ

をゲル表面へ写し取る新規培養法を確立し、従来の問題を

ステムを開発中であり、筋肉細胞アッセイシステムの更な

克服した。図 Aは筋肉細胞ゲルシートの写真であり、中央

る発展を推進している。

の白い線の１本１本は筋肉細胞が束になったものである。

図 A 筋肉細胞を写し取ったハイドロゲルシート。B 電極配線を印刷したハイドロゲルシート。C 筋肉細胞と電極配線ゲルシートの貼り合わせの概
要図。柔軟かつ安全な電気刺激細胞培養システム。D 電気刺激細胞培養システムの顕微鏡写真。３本の筋肉細胞束が電極上に並んでいる。
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研究プロフィール
高温フォトニクスによる
エネルギー有効利用を目指して
東北大学大学院工学研究科
機械システムデザイン工学専攻
教授 湯 上 浩 雄

１．はじめに
近年、地球温暖化や炭素系エネルギー枯渇問題を背景に、
限りあるエネルギー資源を有効に利用するための技術開発
が急務となっている。エネルギーを有効利用するためには、
エネルギーシステムの高効率化や省エネルギー化が不可欠
である。特に高温領域でのエネルギー利用の高度化は、多
くのエネルギーシステムに展開できる可能性がある。
熱を伝える方法としては、物質間の接触点における接触
伝熱や気体の流れによる対流伝熱に加えて、高温では熱ふ
く射（放射）、すなわち光による熱の移動が大きな寄与を
する。熱ふく射スペクトル（どの波長の光が熱を伝えるか）
は、プランクの法則により決定され、高温物体からの熱ふ
く射ほど短波長の光を含むことになる。太陽スペクトルは
6000Ｋ（太陽表面温度）からの黒体ふく射であり、可視領
域にピークを有している。
太陽光に代表されるふく射光は、自然放出光であり可干
渉性が低いことから、従来の利用形態では、光の粒子性を
利用している。すなわち、フォトン（光子）による光電効
果（太陽電池）や太陽光線の集光による光―熱変換（太陽
熱発電）によりエネルギー利用を行っている。
一方、近年のナノテクノロジーの発達により、物質表面
に光と同程度の周期構造を容易に作成することができるよ
うになってきている。この技術により、光の波動性を利用
したフォトニクスデバイスに関する研究が盛んに行われて
いる。また、自然放出光である熱ふく射においても部分的
なコヒーレンスを利用したデバイスが実現できることが明
らかとなってきた。
我々は、高温領域で利用可能なフォトニクス材料を用い

て、熱ふく射光の波動性を利用した新しいエネルギー利用
技術を研究している。この技術のコンセプトは、図１に示
すように、表面構造を設計することにより、任意の波長領
域で放射率（＝吸収率）を高め、それ以外の波長領域では
それらを抑制することにより、各種のエネルギー変換デバ
イスの効率を向上させるものであり、太陽エネルギーを初
めとする広範な分野に適応できるものである。本稿では幾
つかの研究例を紹介する。
２．熱光起電力発電用の選択放射素子の開発
熱光起電力（Thermophotovoltaic; TPV）発電は、図２
に示すように、熱源により1000K以上の高温に加熱された
素子（エミッタ）から出る熱放射光を光電変換（Photovoltaic;
PV）セルで電力に変換するシステムであり、稼動部が無
く小型化が容易といった特長を持つため、新しい熱発電方
式として近年研究が活発化している。TPV発電において
は、エミッタがPVセルの感度波長に整合したペクトル特
性を持つと、熱エネルギーを効率良く電力に変換でき、発
電効率が大幅に向上する。このような波長選択性を持つエ
ミッタ（選択エミッタ）の作製に、周期構造による熱放射
制御を応用する。対象とするPVセルを波長感度が0.8 ～
1.8μmのGaSbに仮定し、この波長帯で優れた波長選択性
を持つ選択エミッタの実現を目指した。

図２

図１
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表面構造による物質の輻射特性制御

TPV発電の概念図

本研究で対象とする表面構造と電磁波の相互作用は非常
な複雑な事象であり、一般にスペクトル特性を解析的に求
めることは困難である。そこで、これらを数値計算により
求めるため、周期構造におけるMaxwell方程式の厳密解法
であるRigorous Coupled-Wave Analysis（RCWA）法に基

研究プロフィール

づくシミュレーションコードを使用した。この方法は回折
格子やホログラフィなど光学の分野で定評のある解析手法
であり、周期構造における誘電率分布をフーリエ級数展開
して表現するため、任意形状の構造に対して適用できるメ
リットがある。このプログラムを用いて解析を行うことで、
所望のスペクトル特性を有する表面構造を求めることがで
きる。本研究では、角度や偏光に依存しないスペクトル特
性を得るため、表面構造を２次元周期構造に限定して解析
を行った。また、高温耐性を得るために基板材料をタング
ステン（W）とした。高融点金属であるWは、可視～近赤
外域に吸収を持つので、耐熱性だけでなく波長特性の点で
もTPV発電用の選択エミッタとして優れた特性を有して
いる。以上の条件の下で、TPV発電に適した選択熱放射特
性を持つ表面構造を検討した。いくつかのパラメータにた
いするシミュレーション結果を図３に示す。光電変換素子
感度波長領域で高い放射率を有していることがわかる。

した。試料加熱時には、ヒータ内部に水素を５％混合した
Arガスを流して試料の酸化を防いだ。加熱温度1180Kにお
いて測定したW格子の放射率スペクトルを図４に示す。表
面に微細構造を施すことにより、近赤外域で放射率が大き
く増大し、選択エミッタとして振舞うことが分かる。波長
1.3μm付近に明瞭なピークが現れており、これは反射率の
極小値に対応している。放射率はピーク値で0.86が得られ
た。
また、耐熱性を調べるために温度を1400Kまで上げて１
時間保持した。加熱後の試料の反射スペクトルを測定した
ところ、単結晶試料は加熱前のスペクトル特性を維持して
いたが、多結晶試料は特性の劣化が見られた。両試料の表
面をSEMで観察したところ、単結晶試料の格子形状は安
定に保たれているが、多結晶試料は表面形状が一部崩れて

図４

単結晶W格子の熱放射スペクトル

いることが分かった。詳しく観察すると、多結晶試料表面
では結晶粒の成長やボイドの生成が見られ、この構造の崩
壊が主として結晶粒の成長に伴う原子拡散によるものであ
ると考えられる。単結晶材料を用いることで、粒界拡散を
抑制でき、高い熱安定性が確保できることが分かった。

図３

 CWA法により計算した矩形キャビティからなる２次元W格子
R
の放射率スペクトル。
(a) 周期1.0μm、アスペクト比1.0のW格子の垂直放射率
(b) 周 期1.0μm、開口0.8μm、アスペクト比1.0のW格子の放射率
の角度依存性

前述のRCWA法により表面構造のパラメータを決定した
あと、実際に試料の作製を行った。半導体微細加工で用い
られる電子線描画と高速原子線（Fast Atom Beam; FAB）
エッチングを利用し、サブミクロンスケールの構造をバル
クのタングステン（W）基板表面に作製した。FABは電気
的に中性な原子または分子であり、これを高速で基板に照
射することにより微細構造を垂直に転写することが可能で
ある。この作製方法は、現状では時間と手間がかかるもの
の、パラメータを細かく制御できるメリットがあり、基礎
的な研究に適した方法と考えられる。
作製した熱放射測定系で試料の熱放射スペクトルを測定

３．波長選択性熱放射材料を用いた電子デバイス冷却促進
近年、電子デバイスの小型・高性能化はこの数十年で加
速度的に進展しており、その発熱量の増加は著しい。発熱
量の増加が著しい電子デバイスの代表例としては中央演算
処理装置が挙げられる。その発熱密度は非常に大きく、原
子力発電所の炉心レベルまで達しており、今後さらに増大
すると言われている。しかし、電子デバイスに用いられる
半導体素子は温度が数℃上昇するだけで故障率は数十%増
加すると言われており、電子デバイスの温度をできる限り
低く保たなければならない。したがって電子デバイスの冷
却は非常に重要な課題となっており、新規の冷却技術が求
められているのが現状である。

図５

樹脂に埋め込まれた電子デバイスからの排熱
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各伝熱が全放熱量に対して占める割合は、系の大きさ、
また、配置などによって異なるが、密閉された機器内では
全放熱量の20% ～ 40%がふく射伝熱によって行われると言
われている。したがって本研究では、このふく射伝熱に注
目し、ふく射伝熱による放熱を促進させることで電子デバ
イスの冷却を促進することを考えた。
一般的にパッケージに用いられている樹脂は熱伝導率が
小さく、C-H、C-C等の化学結合に起因する赤外域の高い
熱ふく射吸収のため電子デバイスから外部への放熱を妨げ
る大きな要因となっている。一方で樹脂の吸収スペクトル
分布には強い波長依存性があり、ほとんど吸収されない波
長の熱ふく射もある。そこで我々は電子デバイスからの放
射スペクトルを制御し、樹脂に吸収されない波長のふく射
のみを選択的に放射することで、樹脂に熱ふく射を吸収さ
せず、直接外部へ放射させることにより電子デバイスから
のふく射伝熱による放熱を促進するという全く新規の冷却
手法を考案した。
本研究では電子デバイスのパッケージ材料として一般的
なエポキシ樹脂に対して、最も冷却効率の高い波長選択エ
ミッタの表面構造を検討・作製した。また、作製したエミッ
タを用いて電子デバイスを模擬した試験装置により冷却性
能の評価を行うことで、新規冷却手法の実証及び確立を目
指した。
本研究においては、各種の樹脂の吸収スペクトルを計測
し、吸収率が低い波長領域において高い熱放射率を有する
波長選択性エミッタを作成する。まず、RCWA法により表
面構造の決定を行うとともに、リソグラフィ技術を用いて
シリコンを加工して、その表面に金属薄膜を形成すること
で試料を作成した。
図５に示される樹脂にパッケージされている電子デバイ
スを模擬した実験装置を作製し、冷却性能試験を行った。
ヒーターを発熱する電子デバイスに見立て、エポキシ樹脂
筐体中にヒーターを設置した。冷却性能実証試験はヒー
ター表面に以下のエミッタを取り付け、それぞれの場合に
おいて、冷却性能の評価を行った。エミッタは通常の電子
デバイス表面を模擬した金属平板エミッタ（全波長域にお
いて低い放射率）、また、高放射平板エミッタ（全波長域
において高い放射率）、そして、最適構造を有する波長選
択である。その際、電子デバイスからの発熱量は一定と仮
定し、ヒーターへの投入電力を一定とした。冷却性能は樹
脂外部への放熱量を輻射熱流束計によって測定し、評価を
行った。
冷却性能実証試験の結果を図６に示す。試験は投入電力
2.3Wと一定にして行い、熱流状態が定常状態になってか
ら測定を行った。その際、外気温は一定とした。
試験結果より最適構造波長選択エミッタを用いた場合に
金属平板エミッタと比較して37％樹脂外部への放熱量が増
加するという結果が得られた。また、黒体塗料を用いた高
放射平板エミッタと比較しても17％増加させることができ
た。最適構造波長選択エミッタからの放射エネルギー量の
方が高放射エミッタからの放射エネルギー量より小さいに
も関わらず樹脂外部への放熱量が増加したのは熱ふく射が
樹脂に吸収されず、外部へ効率よく放射されたためである
と考えられる。
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図６

各種エミッタを用いた時の模擬デバイスからの放熱量

この技術を用いることにより、樹脂筐体内に発熱体を有
する、薄型テレビやLED電球などの各種デバイスからの放
熱量を増加させることができる可能性が示された。
４．波長選択性熱放射を用いた共鳴振動励起による化学反
応促進
石油などの化石燃料は、私たちの生活の中で快適に暮ら
すために重要な役割を担っているが、これらの大量消費は、
地球温暖化、大気汚染、酸性雨など、地球環境に悪影響を
及ぼす。そこで、これに代替できるクリーンなエネルギー
資源として、近年特に注目されているのが水素である。現
在、世界の水素製造量は5000億m3ほどであり、その約半分
は天然ガスの主成分であるメタンの水蒸気改質により工業
的に製造されている。
CH4+H2O→CO+3H2 ∆H 298 = 206.1kJ/mol … ⑴
CO+H2O→CO2+H2 ∆H 298 = -41.6kJ/mol   … ⑵
メタン水蒸気改質反応は主に式⑴の水蒸気改質反応と、
式⑵の水性ガスシフト反応の２つの反応式からなり、式⑴
は吸熱反応であり反応を進めるために大量のエネルギーを
消費しており改質効率の向上が強く望まれている。
メタン分子や水分子は振動や回転状態において高いエネ
ルギー準位へ遷移することにより、赤外域において特定の
波長帯に強い吸収スペクトルを持つ。この光吸収帯で選択
的に放射率を高めれば、振動や回転のエネルギー準位を励
起することができ、化学反応促進の可能性があると考えら
れる。
そこで本研究では、メタンの三重縮重伸縮振動による波
長3.3μmの強い吸収帯位置で高い放射率を示す波長選択エ
ミッタを作製し、メタンの振動準位を熱ふく射光で共鳴励
起とメタン改質の促進に関する研究を行う。
研究に用いた波長選択性エミッタの熱放射スペクトルを
図７に示す。
波長選択エミッタを用いることにより、波長3.3μm付近
にあるメタンの振動の強い吸収スペクトル波長帯で、放射
率を選択的に上げることができることが確認された。
メタンの水蒸気改質実験を波長選択エミッタと非波長選
択エミッタを用いて行った。ガスは99.99%の高純度メタン

研究プロフィール

したことについて、その要因を調べるために、２種類のエ
ミッタを用いた場合のガス温度依存性を調べた。ここで、
ガス温度はエミッタ直上の中央付近で測定した結果を使用
した。エミッタ表面温度に対しガス温度はほぼ同様の傾向
を示しており、水素生成量の違いを平均的なガス温度の違
いにより説明することは困難であり、反応促進に熱放射ス
ペクトルが影響することが確認された。

図７

 長選択性エミッタの熱放射スペクトルとメタン・水蒸気混合
波
ガスの光吸収スペクトル

を使用し、混合比Steam/Carbon (S/C) = １になるように
水蒸気で加湿し、反応容器内に導入し改質反応させた。改
質ガスの成分を分析するためにガスクロマトグラフにより
測定した。
図８は反応容器内の構成を表している。ガス流路は反応
容器中央部に水平に通っており、流路下部にヒーターとエ
ミッタが設置され、ヒーターにより加熱されたエミッタか
ら光が放射される。さらに、エミッタからの放射光を効果
的に反射するために、上部にはAuミラーが設置されてい
る。ガスがエミッタやAuミラー部分に流入することによ
る触媒反応が起こる可能性が考えられる。これを防ぐため
に、流路は上部下部ともに流路中央から等間隔になるよう
に、反応に必要な透過範囲を有するサファイアガラスを容
器中央部に設置した。

図９

 長選択性および非選択性エミッタを用いた時の水素生成量と
波
気体温度のエミッタ表面温度依存性

５．まとめ
本稿では波長選択性エミッタを用いた、高温フォトニク
スデバイスのコンセプトと幾つかの応用例を紹介した。選
択的な熱ふく射の放射材料は、熱ふく射の波長選択性吸収
材料にもなりうる。これらの特性を利用することで、広範
な温度領域すなわち波長領域における応用が期待できる。
[著者略歴]
図８

反応容器断面の概要図

ガス温度は流路入口、エミッタの直上、出口の３ヶ所に
熱電対(K)を設置し、エミッタ表面温度はAgペーストを用
いエミッタと熱電対を接触させて測定した。実験はヒー
ターへの投入電力を０～ 180Wの間で制御した。
S/C = １の条件下において波長選択エミッタを用いた場
合と非波長選択エミッタを用いた場合とで、水素生成量と
ガス温度をエミッタ表面温度に対しプロットした結果を図
９に示す。エミッタ表面温度750 ºC付近において水素生成
量は、波長選択エミッタを用いた方が非波長選択エミッタ
を用いた場合に比べ約４倍に増加した。水素生成量が増加
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サステイナブル社会のための表面改質
～強さと軽さはエコの基本～
東北大学大学院工学研究科
ナノメカニクス専攻
教授 祖 山
均

入しやすく、水素脆化により材料が劣化しやすいのですが、

1．はじめに
日本の二酸化炭素総排出量の約1/5は、トラックや車な

圧縮残留応力を導入すると、水素脆化を防ぐことができま

どの運輸部門が占めています。加速時に燃料を多く消費し、

す。また高度成長期に建造された化学プラントや橋梁など

加速時に必要な力は質量と加速度の積で表されますから、

の劣化が危惧されていますが、これらの機器・構造物も表

輸送機器の材料を強化して軽量化した分だけ二酸化炭素の

面改質により、信頼性を確保しながら寿命を延ばして安心

排出を減らすことができます。また持続可能な社会、サス

して使用することも可能です。

テイナブル社会の実現には、化石燃料ではなく、水素燃料

我々の研究室では、サステイナブルな社会の実現に役立

を主体とした水素社会が望まれていますが、そのためには

つように、表面改質層の材料特性を調べる方法について研

金属材料が水素に曝されたときに材料が脆くなる水素脆化

究するとともに、CPなどの表面改質法も開発し、表面改

の抑止が喫緊の課題となっています。これらの問題の解決

質した材料を詳しく調べてさらなる表面改質効果の向上を

には、表面改質が有効な方法です。

図っています。ここでは、私共の研究室で行っている表面

輸送機器の軽量化には、素材の開発も欠かせませんが、
部品は表面から壊れる場合が多いので、表面だけ強くする

改質層の評価方法と表面改質法の開発、ならびに表面改質
の効果についてご紹介します。

表面改質が効果的です。母材の材質を変更しないで材料を
強化する表面改質は、リサイクル時に材料を分別する必要

2．表面改質層の評価

がないので、リサイクルも容易なサステイナブルな技術で

一般に、降伏応力などの材料の強さは、引張り試験（図

す。一般には引っ張られて壊れる場合が多いので、表面に

２の挿絵参照）により求めますが、表面改質材では母材の

圧縮応力を付与（圧縮残留応力を導入）すると、圧縮応力

影響が出やすく、表面改質層の降伏応力を求めることがで

の分だけ引張応力を弱めることができるので、その分だけ

きません。そこで、当研究室では、図２に示すような圧子

壊れにくくすることができます。従来は、ショットピーニ

押込み試験の荷重 - 変位曲線を使って、表面改質層の降伏

ングSPと呼ばれる、ショットを打ち付けて局所的な塑性

応力を求める手法を開発しました。この荷重 - 変位曲線に

変形を与えて材料の疲労強度を向上する方法がとられてい

は、降伏応力や残留応力、縦弾性係数などの影響が表れま

ますが、我々はキャビテーションという泡を使ってピーニ

す。そこで、実験により荷重 - 変位曲線と残留応力を求め

ングする方法を開発しており、これをキャビテーション

る一方で、降伏応力や縦弾性係数などを種々変化させた数

ピーニングCPと呼んでいます１）。SPでは固体接触により

値解析を行い、実験と数値解析の荷重 - 変位曲線が一致し

表面粗さが増大してしまいますが、CPでは表面がそれほ

た場合の降伏応力が、求める表面改質層の降伏応力、とい

ど荒れないので疲労強度をSPよりも向上させることがで

うことになります。このように、結果から元のパラメータ

２）

きます（図１参照 ）。また引張応力の領域では水素が侵

を求める手法を逆問題解析と呼びます。私共は、球状圧子
を用いることにより精度良く降伏応力を求めることができ

図１

表面改質によるアルミニウム合金の疲労強度向上２）
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図２

逆問題解析による降伏応力の同定
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３．表面改質法の開発研究
疲労強度向上を目的とした代表的な表面改質法はSPで
すが、我々の研究室では、ショットを用いずに、キャビテー
ション気泡の崩壊衝撃力で表面改質するCPを開発してい
ます。CPでは、水を満たした水槽に高速水噴流を噴射し
てキャビテーションを発生させています。この噴流を水中
キャビテーション噴流と呼んでいます（図５⒜）
。高速水
噴流を用いているので、「高速水噴流の噴射圧力を増大さ

⒜ 準静的変形

⒝ ショット速度60 m/s

図３表面改質における歪速度の影響

⒜ 水中キャビテーション噴流
図４

表面改質層の渦電流法による評価

図５

⒝ 気中キャビテーション噴流

キャビテーション噴流の様相

ることを実証し、表面改質層の評価に活用しております３）。

せればCPの加工能力が増大する」と誤解されがちですが、

表面改質の目的の一つは、安全で安心な社会を実現する

CPではキャビテーション衝撃力を用いているので、単に、

ための金属疲労破壊の抑止です。図１に示したように、表

噴射圧力を増大させた場合には、加工能力は著しく減少し

面改質により疲労強度を向上できますが、その機構につい

ますので、キャビテーションに対する配慮が欠かせません。

てはまだ不明な点も残っております。疲労破壊の過程は、

図６には、噴流パワー（大略的にはポンプ用モータ出力に

亀裂の発生と進展の二段階に大別でき、亀裂の発生には、

相当）を等しくして、噴射圧力p 1 = 300 MPa、ノズル口径

転位や欠陥などに由来する結晶粒と同オーダの歪（ミクロ

d = 0.35 mmのキャビテーション噴流と、p 1 = 30 MPa、d

歪）が関わり、亀裂の進展には前述した残留応力などの結

= 2 mmのキャビテーション噴流でそれぞれ処理したステ

晶粒よりも大きなオーダのマクロ歪が関与していると考え

ンレス鋼の残留応力の深さ方向の分布を示します６）。大口

られます。当研究室では、X線回折を使ったミクロ歪やマ

径のノズルを用いて低噴射圧力の噴流で処理したほうが、

クロ歪の計測に関する研究を行なうとともに、非局所結晶

小口径のノズルを用いて高噴射圧力の噴流で処理するより

塑性理論を用いた有限要素解析（図３参照）などを行い、

も、大きな圧縮残留応力を深くまで導入できることがわか

表面改質における歪速度の影響などを明らかにし、さらな

ります。要するに、キャビテーション現象を活用すること

る表面改質効果の向上に役立てています。

により、安価なポンプを用いて低ランニングコストでCP

亀裂の進展については、実際に亀裂の進展速度を調べる
ことが必要ですが、アメリカ材料規格協会ASTMなどの規
格では、母材の亀裂進展特性は評価できるものの、表面改
質層の評価ができません。そこで、平面曲げ疲労試験を用
いた亀裂進展試験を提案し、表面改質層の亀裂進展速度を
評価できることを実証しました４）。
また表面改質層の信頼性の確保を目的として、表面改質
材の非破壊評価に関する研究も行っています。励磁コイル
の周波数により浸透深さが変化することを利用すると表面
改質層厚さの評価が可能、非接触での評価が可能などの利
点から、渦電流法を用いた評価に関する研究を行なってい
ます５）。SPでもCPでも圧縮残留応力を導入できますが、
渦電流法で計測した結果、図４に示すようにSPとCPでは
逆の傾向を示す興味深い傾向が明らかになっています。

図６

 テンレス鋼への圧縮残留応力導入における噴射圧力とノズル
ス
口径の影響
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４．表面改質の効果
CPによりSPと同様に圧縮残留応力を導入でき、疲労強
度向上や応力腐食割れの抑止に役立ちます。CPにより、
図１や図６に示したアルミニウム合金やステンレス鋼のよ
うに比較的軟らかい材料ばかりでなく、合金工具鋼のよう
な硬い材料にも圧縮残留応力を導入できます。図９には、
合金工具鋼をSPとCPでそれぞれ処理した表面の様相を示
します。SPでもCPでも800 MPa程度の圧縮残留応力を導
入できます。なおSPではショットの衝突により表面が荒
図７

キャビテーションピーニング装置

れてしまいますが、CPではキャビテーション衝撃力によ
る塑性変形ピットが認められるものの、表面粗さは、SP

流れ方向

のR a = 1 µmに対してCPではR a = 0.18 µmと表面粗さの増
加が少ないことがわかります。図10には、鍛造用金型に用
いるような熱処理を施した合金工具鋼を、CPで処理した

図８

キャビテーション噴流中の発光スポット

場合の残留応力の変化を示します。CPの処理時間ととも
に圧縮残留応力が増大することから、CPにより圧縮残留

を行うことが可能です。これらの知見を生かし、経済産業

応力を導入できることがわかります。図11には、処理した

省の地域新生コンソーシアム研究開発事業により図７に示

表面からの回折X線分布について最大強度で無次元化して

すようなキャビテーションピーニング装置を開発しまし

示します。CPにより回折X線分布の半価幅が減少する興味

た。また、同心円状のノズルを用いて、低速水噴流を大気

深い現象が見て取れ、単位長さ当りの処理時間の増加に伴

中に噴射し、その中心部に高速水噴流を噴射することによ
り、水を貯留した水槽を用いない、気中キャビテーション
噴流（図５（b））によるCPに成功しています７）。この気
中キャビテーション噴流を用いると、水槽に入れることが
できない大型機器やプラントなどもCPで処理できます。
以上のように、キャビテーション衝撃力を有効利用するこ
とも可能ですが、未だにキャビテーションによる壊食も大
きな問題となっており、当研究室では、ASTM G134（キャ
ビテーション噴流を用いた材料の耐キャビテーション性試

図９

表面改質した合金工具鋼表面の様相

験）の国際標準化試験の取り纏めも行っております。以上
は、キャビテーション気泡崩壊時に生じる物理的作用であ
る衝撃力に関わる研究ですが、気泡崩壊時の断熱圧縮によ
り高温・高圧のホットスポットが生じるので、その化学的
作用に関する研究も行っており、ホットスポットで生じた
ヒドロキシラジカルによる殺菌や化学プロセスへの有効利
用を図っています。キャビテーション噴流中に生じたホッ
トスポットに起因する発光スポットを図８に示します。な
おこの化学的作用の悪影響としては、キャビテーション気
泡崩壊後に生じる残留気泡による腐食への影響８）が懸念さ
れますので、高速流動場の腐食機構の解明にも取り組んで
います。なおこの現象を上手く使うと不動態皮膜を生成し

図10

キ ャビテーションピーニングによる圧縮残留応力導入とミク
ロ歪低減

て、耐腐食性を改善できます。
通常のSPは、羽根車を使って遠心力で投射したり、圧
縮空気でショットを加速しますが、当研究室では、プラン
トなどへ適用できるように、循環型の高速水噴流で加速す
るSP装置を開発しました９）。この方法ですと、ショット
の衝突時にスパークが生じないので、安全に表面改質する
ことができます。またSPとCPを組み合わせたハイブリッ
ドピーニングにより、SPやCPの個々の単一ピーニングよ
りも疲労強度を向上できることも見出しました。
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を紹介しました。なお機械材料の表面に生じる腐食も相変
わらず大きな問題です。金属材料の役に立たない酸化膜は
「錆」と呼ばれますが、銅の酸化膜の一種である亜酸化銅
などは、太陽電池として使用することが可能で、理論効率
はシリコン製太陽電池と同程度といわれているばかりでな
く、製作時の環境負荷もかなり少ない太陽電池です。この
ような観点からも、表面改質とその評価に関する研究に取
り組んでおります。

図12

動力循環型歯車疲れ試験機による疲労強度向上の実証
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新世代電力システムの構築に向けて
東北大学大学院工学研究科
技術社会システム専攻
教授 斎 藤 浩 海

１．はじめに
電気は言うまでもなく生活と産業に必須のエネルギーで
ある。昨年３月11日の東日本大震災による大停電は、電気
が如何に私たちの生活の基盤となっているのかをあらため
て気づかせる出来事であった。この現代社会の必需品であ
る電気を、経済的かつ品質（電圧・周波数の安定性）を保
ちながら、停電の無いように消費者へ送り届けるシステム
が電力システムである。この電力システムの本質的目的に
加え、近年は地球温暖化ガスの二酸化炭素を可能な限り排
出せずに電気を安定供給することが新たな目的となってい
る。これを達成するため世界的に原子力発電と再生可能エ
ネルギーの利用が促進されてきているが、震災による福島
第一原子力発電所の事故を契機に、風力発電機や太陽光発
電装置などの再生可能エネルギー電源の導入が一層望まれ
ている。
ところで風力発電機や太陽光発電装置（以下PVと呼ぶ）
の出力は気象や天候に左右されるため不安定である。この
ような出力変動電源の電気を安定化して大量に供給できる
ようにするためには、それらの電源を送電ネットワークや
配電ネットワークに接続して（系統連系と呼ぶ）、既存の
大型火力発電機や水力発電機の電力変動吸収能力に頼る必
要がある。しかし出力変動電源の系統連系台数が増加しす
ぎると、火力・水力発電機の電力変動吸収能力では対応し
きれず、周波数変動や電圧変動の増大といった電気の品質
劣化を招く危険性がある。また送配電ネットワークでの事
故に伴う瞬時電圧低下に対して、多数の風力発電機やPV
が自身の損傷を防ぐため自ら電力システムから切り離れて
しまうと（解列と呼ぶ）、電力システム全体の需給バラン
スが崩れ周波数が不安定化し、最悪の場合
には広域停電に至る可能性がある。した
がって、これからの電力システムは、多数
の出力変動電源が系統連系してもシステム
全体としての安定性を確実に保てる能力を
持つ必要があり、そのための新機能・新技
術の開発が望まれるものと考えられる。
以上の背景の下、著者の研究室では、多
数の再生可能エネルギー電源の電気を、電
力品質の劣化を招かず電力システムの安定
性を維持しながら供給・分配できる新しい
電力システムの構築に向けて、以下に紹介
する基礎的な研究を行っている。

２．電力システムの特徴と出力変動電源の系統連系問題
現代の電力システムは図１に示すように大型の火力、原
子力、水力発電所と、超高圧・高圧送電線および配電線、
そしてこれらを結ぶ変電所から構成されている。近年、風
力発電やPVは急速に増えてきているものの、全発電容量
からみると我が国においてはまだわずかである。したがっ
て電気エネルギーの流れる方向は、大型発電所から消費者
側への一方向となっている。しかし将来的には、低圧配電
ネットワークに連系するPVの台数が増大すると予想され
るので、電気エネルギーの流れ方は複雑になり、現状の電
力システム技術では、その複雑な流れを適切に制御できな
くなる可能性があろう。
さて電力システムで最も重要な特徴は、需給バランスを
常に保たなければならないという点である。要するに、あ
る時点で発電した電力は、その時点で消費する電力に常に
一致していなければならない。その理由は、大量の電気エ
ネルギーを経済的かつ高効率に貯蔵する工学的手段が現状
では乏しいことにある。そこで現代の電力システムでは、
ミリ秒オーダーから年オーダーという幅の広いタイムス
ケールで需給バランスを保つための多様な方策がとられて
いる。例えば、落雷等の送電線事故による短時間の電力輸
送能力低下と需給バランスの崩れに対しては、ミリ秒オー
ダーで保護リレーシステムが事故除去と送電線復旧を行
い、秒オーダーで発電機安定化制御が連動することにより
需給バランスを回復させている。また、数秒から分オーダー
での負荷需要変化に伴う需給バランスの崩れに対しては、
発電機に備えられている出力－周波数制御の動作により対
応している。さらに一日先あるいは数年先までの需給バラ

図１ 現代の電力システムの全体像
（東京電力のパンフレットを参照に著者の研究室で作成）
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ンスについては、負荷需要予測に基づいて供給予備力を勘
案しながら発電機の運転スケジュールを立てたり、新しい
電源を建設したりして、長期的視点からの方策がとられて
いる。
上述した特徴を持つ電力システムに風力発電やPVのよ
うな出力変動電源が多数連系すると、次のような問題が発
生する可能性がある。
１）電圧変動や周波数変動の増大による電力品質の劣化
２）送配電線事故をきっかけとした多数の出力変動電源
の解列などによる需給バランスの崩れ
３）送配電ネットワークにおける電気エネルギーフロー
の不確実な変化と電力システム安定度評価の複雑化
３．出力変動電源の影響緩和と効果的活用
多数の風力発電機が系統連系した場合に最も重要になる
問題は、送電ネットワークの事故時に生じる瞬時電圧低下
によって、多くの風力発電機が自身の電気機械的損傷を防
ぐため一斉に解列してしまうことである。その結果、供給
電力不足が生じ、需給バランスが崩れて周波数が不安定化
し、最悪の場合には広域停電に至る。なお、瞬時電圧低下
により風力発電機が解列するメカニズムは、誘導機を用い
た固定速風力発電機の場合、次のとおりである。まず、発
電機端子電圧が低下するため電気出力が減少する。これが
風車を加速させて、回転速度の超過あるいは誘導機の過電
流を引き起こし、最終的には遮断器が動作して電力システ
ムから切り離れてしまう。
このように風力発電機が勝手に解列してしまわないよう
にするため、瞬時電圧低下時においても系統連系を継続し
て運転し続ける能力（Low-Voltage Ride-Through, LVRT）
を風力発電機自身に備える必要がある。著者の研究室では、
この風力発電機のLVRT能力を風車の翼のピッチ角度を調
節することで向上させる新しい制御方法を考案した⑴。図
２は考案した制御方法の概要である。考案方法の基本的な
考え方は、電圧低下量に合わせてピッチ角度を調節し、風
車の受ける風力を逃がすことで回転速度超過と誘導機過電
流の発生を防ぎ、遮断器を動作させないようにして電力シ
ステムとの連系運転を継続するものである。考案方法を風
力発電機群が連系した電力システムの詳細モデルに適用
し、計算機シミュレーションを行った結果、考案方法が有
効であることが明らかになっている。
現在、多数の風力発電機が導入されているヨーロッパ諸
国では、LVRT能力を重視しており、系統連系ルールとし

図２

固定速風力発電機のピッチ角度制御によるLVRT能力向上制御

て風力発電機に要求されるLVRT能力が規定されている。
今後、日本においても風力発電機の導入台数がさらに増加
すれば、LVRT能力が重要視されてくるものと予想される。
その際、考案方法が風力発電機の連系した電力システムの
安定度向上に貢献できることを期待している。
次に多数の住宅用PVが配電ネットワークに連系された
場合の電圧適正化とPV総出力最大化に関する研究につい
て簡単に紹介する。
図３に示すように、現在の配電ネットワークは放射状の
接続構成を採用している。このネットワークに多数のPV
が連系し、発電すると、配電線の電圧が上昇し、電気事業
法で定められた規定値を超えてしまう危険性がある。この
ような電圧上昇を発生させないようにするため、現在の
PVには、連系点の電圧が規定値に近づくとPV出力を下げ
て電圧上昇を抑制する機構が組み込まれている。この制御
動作は電圧の適正化という観点から好ましいものである
が、再生可能エネルギーを最大限活用するという点からは、
さらなる工夫が必要と考えられる。
そこで著者の研究室では、配電ネットワークの接続構成
を変更することで電圧上昇を抑制するとともに、連系して
いるすべてのPVの出力合計値を最大化するというアイデ
アを打ち出し、そのような配電ネットワークの接続構成を
効率的に探索する方法を考案した⑵。図３に示す通り、接
続構成Aの場合には、配電線の末端に位置するPV連系点
での電圧上昇を抑制するため、PV出力が削減されてしま
う。しかし接続構成Bの場合には、どの地点の電圧も規定
範囲内にあるため、全てのPVの出力は抑制されずに、日
射量で決まるPV出力を発生できる。考案方法は、このよ
うな配電ネットワークの接続構成と電圧およびPV出力の
相関関係を利用した組み合わせ最適化問題の効率的解法で
ある。
今後、多数のPVが普及し、配電ネットワークの電圧適
正化によるPV出力の抑制が問題になった場合、考案方法
は一つの解決策を与え得るものと考えている。
４．情報通信技術を活用した電力システムの高機能化
前述した出力変動電源の系統連系問題を解決し、かつ多
様な電気を選択可能にする電力システムとして、著者は図
４、図５に示す開放型電力ネットワークとパケット電力輸

図３

配電ネットワークの接続構成変更によるPV総出力最大化
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送方式のコンセプトを1990年代初めころに提案した⑶。こ
の電力システムにおける電力流通は、配電ネットワークに
連系した種々の分散型電源の発生する電気に、その電気の
送り手と受け手の位置情報、発電スケジュールとその電気
を購入する消費者の消費スケジュールの情報、そして電気
の価格情報を付けて、荷札の付いた小包のように、情報を
ガイドとして電気エネルギーを輸送する方式である。この
輸送方式を実現するためには、分散型電源と消費者のそれ
ぞれに発電と消費の行動に連動して情報を送受信できる情
報端末（図中の情報付帯器）と、それらを結ぶ情報通信ネッ
トワークが必須となる。また、出力変動しやすいPVや熱
需要主体に運用されるコージェネレーション、自家消費主
体の自家用発電など、余剰電力を消費者の望む電力消費ス
ケジュールに追従させにくい分散型電源が多く存在すると
考えられるので、それらの電源と消費者の間の需給バラン
スを保つために電力貯蔵装置も重要な設備となる。
開放型電力ネットワークとパケット電力輸送を提案した
頃には、まだスマートグリッドという言葉は無く、また近
年ほど、その考え方も広く一般に注目されていなかったよ
うに思う。著者としては、スマートグリッドの基本的コン
セプトは随分前に考えたことなので、さほど新鮮味を感じ
ていなかったが、再生可能エネルギー電源の連系台数が非
常に増大し、電力供給の安定性をあらためて重要視しなけ
ればならない今後の新しい電力システムを考えていく上で
は、開放型電力ネットワークのコンセプトをさらに深度化
し、その具現化に向けた研究が必要であると感じている。

18 SUIRAN

図４

開放型電力ネットワークの構成

図５

パケット電力輸送のコンセプト

ところで、開放型電力ネットワークのコンセプトの中で
特に電力貯蔵装置に着目し、その活用方法を検討したのが、
図６に示すエージェントを用いた分散電力貯蔵装置群の運
用管理に基づく電力フロー制御の研究である⑷。配電ネッ
トワークに多数の電力貯蔵装置が連系された場合、これら
の貯蔵装置群を適切に充電・放電させることにより、配電
ネットワーク内はもとより、電圧階級の高い送電ネット
ワークの電力フローも制御可能である。このような制御を
実現するため、多数の電力貯蔵装置の充放電管理・制御を
エージェントという知的情報処理システムを活用して行お
うというのが、この研究の特色である。小規模なプロトタ
イプシステムを研究室内の計算機ネットワークを使用して
作成し、エージェントの適用可能性を明らかにしたが、現
実的な規模における適用可能性については今後の課題であ
る。
５．電力システムのリアルタイム安定度監視
電力システムの安定性は、経済的で品質の保たれた電気
を停電なく消費者に送り届ける上で最も重要な性質であ
る。今後、多数の風力発電機やPVが系統連系した場合にも、
電力システムの安定性が保たれていなければ、地球温暖化
防止として期待されている再生可能エネルギー電源を十分
に活用することはできない。著者は指導教授のおかげで、
学部４年の卒業研究から博士課程修了までの６年間、電力
システムの安定性に関する研究に携わることができた⑸。
その研究は多くの後輩学生達に引き継がれ、現在も地元電
力会社と協同で行っている。
電力システムの安定性は、多数の同期発電機と複雑な交
流送電ネットワーク、特性が不明確な負荷、そして各種制
御系の動的相互作用によって決まり、その解析には複雑な
数学モデルや解析理論、計算機シミュレーションなどを必
要とする。そこで著者の研究室と地元電力会社では、電力
システムで計測される実際のシステム応答から、安定度を
リアルタイムで評価しようという研究を進めてきている。
図７は、ある送電線から実測した有効電力の流れ（電力潮
流と呼ぶ）である。そのパワースペクトルから分かるよう
に、電力潮流には0.5Hz程度の振動（電力動揺と呼ぶ）が
常時観測され、異なる送電線では電力動揺の強さが異なる。
電力システムが不安定になると、このような電力動揺が持
続的あるいは発散的振動になるので、電力動揺の減衰特性
をシステム応答から捉えられれば電力システムの安定度を

図６

 ージェントを用いた分散電力貯蔵装置群の管理による電力潮
エ
流制御
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リアルタイムで評価できる可能性がある。
図８は、GPS信号に基づく多地点同時刻計測システムを
利用して多数の発電機の回転速度等を計測し、その計測
データと多入力多出力のシステム同定法を用いることで、
電力システムの安定度をリアルタイムで評価する方法の概
要である⑹。この評価方法の特色は、負荷変動が白色雑音
を入力としたブラックボックスからの出力であると仮定す
ることにより、電力システムの動的特性を正確に同定でき
ることを理論的に明らかにしている点にある。現在、この
安定度評価法とは異なるアプローチとして、白色化フィル
タと回帰モデルを組み合わせた評価方法の研究も新たに進
めている。
６．むすび
電力システムは現実に動いている巨大なインフラである
ので、そのシステム内部の本質的な問題を大学という外側
から発見することは容易ではない。しかし、地球温暖化防
止のために風力発電やPVといった再生可能エネルギー電
源を大量に系統連系しなければならないといった現在の状
況は、これまでの電力システムを見直す良い機会になって
いるので、大学における基礎的研究も少なからず今後の電
力システムを考える上で貢献できるのではないかと感じて

図７

実測の電力潮流ゆらぎに観測される固有振動

いる。また昨年３月11日の震災体験を通じて、災害時にも
機能する電力システムの必要性を強く感じた。著者は震災
以前より、学生時代の指導教授である豊田淳一先生からの
ご示唆もあって、災害に対して回復力のある電力システム
を漠然とではあるが考え始めていた。今回の震災を新たな
きっかけとして図９に示すレジリアント（回復力のある）
電力システムの研究を開始している。この研究が、将来の
「持続可能な人間社会を支える新世代電力システム」の構
築に少しでも貢献できれば幸いであると考えている。

図９

提案するレジリアント電力システム（REPS）のイメージ
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多地点同時刻計測に基づく電力システム同定

SUIRAN 19

研究プロフィール

工業プロセスへの化学工学的アプローチ
－ 各種プロセスへの展開を例に －

東北大学大学院工学研究科
化学工学専攻
教授 青 木 秀 之

いわれる、現象把握と工業化のための方法論でプロセスを

１．はじめに
化学工学専攻プロセス解析工学講座では、化学工業にお

捉え、各要素について詳細な検討を行うことで、プロセス

ける、より高度な製品開発に向けた研究と、従来プロセス

全体の効率化を図っていく。本稿では、当講座で現在取り

の省エネルギーや環境汚染物質低減に向けた研究を実施し

組んでいる各種工業プロセスにおける研究のいくつかを紹

ている。近年のエネルギー価格の高騰、将来予想される良

介する。

質なエネルギー資源の枯渇問題などにより、今後はエネル
ギー生産や化学製品製造のための良質な原料入手が困難に

２．各種プロセスへの展開例

なっていくと予想される。したがって、高度なエネルギー

２－１．劣質・未利用炭素資源からの製鉄用コークスの製

転換技術の開発や、低廉な化学製品製造技術の開発を実現

造技術開発

するための研究開発が急務となっている。従来の化学工業

2010年において世界で14億トンの粗鋼を主に高炉で生

プロセスにおいては、生産効率の向上や省エネルギーなど

産しており、増加傾向にある。その一方で鉄鉱石やコーク

の改善を、現場の試行錯誤的な工夫によって行ってきた。

スの原料となる石炭の低品位化、価格の高騰、資源量の減

しかし、さらなるコストの低減や原料組成に対する生産弾

少が課題となっている。高効率で粗鋼を生産するためには、

力性の強化を図るためには、工業装置内で生じている化学

高炉で用いるコークスの機械的強度が重要となる。鉄鋼

反応や輸送現象を正確に把握し、その情報を基に製造条件

メーカーではドラム指数と呼ばれる方法で、使用するコー

の決定、装置の設計や改良を行うことが必要となる。当講

クスの強度評価を行ってきたが、より低品位な石炭の利用

座では、上記の観点から、現象の解明を目的とした数値シ

拡大を図るうえで、材料力学的な観点からコークスの強度

ミュレーション法の開発に取り組んでいる。シミュレー

を検討することが必要となる。著者らはコークス強度発現

ション法の開発を行うためには、場合によっては実験を行

機構の解明が低品位石炭の利用拡大、さらにはこれまで利

うことも必要となる。特に新規なプロセスの現象解明や既

用されてこなかったバイオマス、亜瀝青炭、褐炭など、コー

存プロセスで未知とされる現象把握のためには、実現象の

クス製造には不向きとされる炭素資源の利用拡大につなが

観察・理解がまず重要となり、得られた知見を従来から知

ると考え、コークスの微視構造に着目した研究を実施して

られている経験則なども活用してモデル化・定式化を行う

いる。

ことが要求される。開発したモデルを用いたシミュレー

コークスは、微粉まで粉砕した石炭粒子をコークス炉に

ションによる確認と実験の工夫や精緻化により、実験手法

挿入し、18時間ほど空気を遮断して乾留して製造される。

とモデルの高精度化を同時に達成していくのが研究のスタ

乾留時に発生する熱収縮により、拳大程度の粒径の塊に分

イルとなっている。図１に現在取り組んでいる研究テーマ

断され、分級の後、高炉に運ばれ使用される。このコーク

と関連要素技術の関連を示す。化学工学で「単位操作」と

ス塊の断面を顕微鏡で観察すると、図２に示すような炭素

Active

Pore
Inert

100μm
図１
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実験・解析の重要性と研究テーマの関連

図２

コークス断面の顕微鏡写真
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が主成分の基質（アクティブとイナート）と、石炭の乾留

したロータリーベルカップ塗装機が用いられているが、最

中に発生した気孔によって、三次元的なマトリックスを形

近はエアタービン駆動による回転数数万rpmでの使用が一

成している。粘結炭と呼ばれる良質で高価な石炭で製造し

般的となっている。これは高速回転によるカップ表面液膜

たコークスは、いったん石炭粒子が溶融してその後固化す

の均一化と大容量微粒化を行おうとするためであり、塗装

るため、基質の連結性が保たれ、強度が高い。一方、劣質

工程の時間短縮や塗膜均一性の向上に寄与する。しかし、

な微粘結炭や非粘結炭などを用いると、粒子は溶融性に乏

塗着効率は噴霧される塗料液滴の粒径に左右されるため、

しいか、溶融しないため、粒子同士の接着が不十分となり、

塗装工程の高度化を実現するためには、噴霧粒径の均一化

低強度なコークスあるいは粘結しない粉状のコークスとな

が重要となる。既往の研究における噴霧液滴径の相関式は、

る。このため一般的には粘結炭をベースとして、非・微粘

ロータリーベルカップ回転数が数千rpm程度までしか適用

結炭を20 ～ 30%配合して、強度を維持しつつ、コストの

できない。

削減を図っている。衝撃を繰り返すことによって破壊の程

著者らは、弘前大学・稲村隆夫教授および八戸工業大学・

度を数値化するドラム指数は、あくまでも操業上の品質管

大黒正敏教授のグループと共同でベルカップ表面に形成さ

理指数であり、コークス強度向上のための情報は少ない。

れる塗膜流動解析を実施している。図４に研究実施概要を

そこで著者らは、コークスを気孔と基質からなる複雑な多

示す。

孔性材料と捉え、数値解析的に強度発現機構に関する検討
を行ってきた。ナノインデンテーション法によるコークス
基質の微視的強度測定と均質化法による応力解析により、
粘結炭から製造されたコークスの強度は、基質強度には支
配されず、あくまでも基質のマトリックス構造によって支
配されることがわかった。一方、粘結しない石炭を配合し
た場合には、石炭粒子の形を維持したままコークス化する
ため、粒子と溶融成分との接着が強度を支配する重要な要
素となる。著者らは、コークス破断面のレーザー顕微鏡測
定データより気孔、接着部位および非接着粒界を自動判別
し、定量化した。図３に示すレーザー顕微鏡画像データを、
１）輝度値の小さい部位（暗い部分）を気孔として判別、２）
残りの部分について粗さを分析し、粗い部分を非接着粒界、
滑らかな部分を接着部位として判別した。この判別結果は

図４

ロータリーベルカップ噴霧塗装に関する共同研究の概要

目視による判別結果と同等である。また、画像面積に占め
る欠陥総量（非接着粒界面積＋気孔面積）は、強度を表す

解析の一例として、図５にVOF法による液流量200ml/

スケールパラメータと良好な相関を示すことがわかった。

min、ベルカップ回転数10,000 ～ 30,000rpm時のベルエッ

本手法により非接着粒界を少なくするためのコークス製造

ジでの液膜厚さの経時変化の予測結果を示す。液供給開始

法やバインダー添加の検討および未利用炭素資源活用法の

後、液体がベルエッジに到達し、その後振動しながら一定

開発を行っていく予定である。

の膜厚に達することがわかる。また、回転数の増加により、
非接着粒界

接着部位

膜厚が減少することがわかる。一方、ベルエッジで微粒化
された液滴は、ベルの外周に設置された同心円スリットか
ら噴出するシェーピングエアにより方向を制御され、塗着

１）

2）

気孔
図３

コークス破断面における非接着粒界の自動定量化

２－２．ロータリーベルカップ噴霧塗装現象の解明
自動車ボディの塗装工程においては、自動化が進み省力
化と高速化が進められているが、さらなる塗料の塗着効率
の向上が望まれている。これは作業環境の改善、コストの
削減（塗料費用、排水処理費用）および塗膜品質向上につ
ながるためである。本工程では、高粘性の塗料の噴霧に適

図５

 ータリーベルカップ表面に形成される液膜厚さの予測結果
ロ
(10,000 ～ 30,000rpm)
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面に向かって飛行する。
この際、様々な要因で一部の塗料液滴が塗着面に付着せ
ず、塗着効率を低下させることになる。著者らは乱流モデ
ルによる気流計算とラグランジェ法による飛跡計算によ
り、塗着を阻害する要因を詳細に検討した。図６に空気流
量600NL/min.における噴霧液滴の分散結果を示す。初期
液滴径分布には実測値を用いている。図中の左側に示すと
おり、塗着面に付着するものを水色、気流に同伴して塗着
しないものを黄色、中心軸付近で循環し塗着しないものを

図７

タイヤに求められる性質とカーボンブラック凝集体の形状

桃色、シェーピングエアに従わず、ベルカップ半径方向に

合物である重油の熱分解を対象にするのではなく、CB原

飛散するものを緑色で表している。図中の右側が、結果の

料として単純な構造であるベンゼンを出発物質として、

体積割合を粒径ごとに表している。初期粒径がバイモーダ

CBの生成過程を解明すべく、実験室レベルでの実験なら

ル分布であるものの、付着しない液滴の割合をみると、い

びに数値解析を行っている。実験においては、窒素中にベ

ずれの粒径においても塗着面に沿って流れる気流に同伴す

ンゼンを一定濃度で混合し、磁性管中で熱分解を行い、温

る液滴割合が多いことがわかった。微粒化時の粒径の制御

度や滞在時間およびベンゼン濃度の凝集体を構成する一次

とともに、気流の制御も重要であることがわかる。

粒子の粒径や凝集体の形状を数値化することで、生成過程

本共同研究により、噴霧液滴径分布を支配する液供給孔、

を検討してきた。一方、数値解析においては、ベンゼン分

孔数、カップ直径、塗料粘度・密度、表面張力およびカッ

子からCB一次粒子核の生成・成長をディスクリート・セ

プ外周の溝形状の影響を明確化し、塗着効率の向上を実験

クショナルモデル（DSM）で表し、生成した一次粒子の

と解析の両面から検討する予定である。

凝集過程についてはクラスター・クラスター・アグリゲー
ション（CCA）モデルを新規に開発し、実験結果を分析す
ることにより開発を進めてきた。両モデルの特徴を簡単に
記すと、DSMにおいては、化学種および粒子濃度の変化
を予測可能であるが、原理的に凝集体形状を考慮すること
ができない。このため、体積相当径をもつ球状粒子として
CB一次粒子を考慮する。CCA過程においては、凝集体の
形成過程を予測することが可能であり、三次元的な凝集体
形状を再現することができる。しかし、粒子の生成・成長
過程を考慮することができない欠点を有する。このため、
DSMとCCAモデルの組み合わせにより、両モデルの欠点
を補うことのできるモデルを構築し、実験における現象を

図６

 ータリーベルカップ塗装機から噴霧された液滴の飛跡と塗着
ロ
効率を支配する因子

予測した。解析の一例として、実験において反応器出口で
捕集したCBのTEM写真と、DSM-CCA解析で得られた凝
集体形状の比較を図８に、その際のCB一次粒子の粒径分

２－３．カーボンブラック凝集体の形態予測

布の比較を図９に示す。図８を見ると、実験結果のほうが

タイヤのコンパウンドにはゴムとカーボンブラック

一次粒子径が大きく、凝集体形状については、解析結果の

（Carbon Black, CB、工業的に製造したすす）が主に用い

ほうがより発達していることがわかる。また図９に示す通

られており、タイヤ重量の25%はCBが占める。このCBは

り、CB凝集体を形成する一次粒子の粒径は、解析結果に

すすのナノ粒子（一次粒子）が複雑な形態で凝集した構造

比べて実験結果が全体に大粒径となっている。図８中の

を有し、その形態がコンパウンドの性質に影響を及ぼす。

TEM写真を見ると、一次粒子同士が合体し、一部が融合

例えば図７に二種類のCBの性状を示すが、球状のCBをゴ

した粒子が多数存在することが確認できる。これは、高温

ムに混ぜると、CBとゴム分子との相互作用が弱いため柔
らかいコンパウンドになる一方、構造の発達した鎖状の
CBの場合には硬いコンパウンドとなる。タイヤの部位に
よって最適なゴムやCBを用いたタイヤとすることで、走
行と環境の性能をより高めることができる可能性がある。
CBは工業炉中の高温・高速な燃焼ガス中で重油を噴霧
することで大量生産されている。しかし炉内で進行する現
象を理解することは、各種の測定が困難であることなどか
ら、ほとんど行われていない。著者らは、各種有機物の混
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図８

実験と解析で得られたカーボンブラック凝集体状の比較
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図９

 験と解析(焼結を未考慮)におけるカーボンブラック一次粒子
実
径の比較

図11

実験と解析（焼結を考慮）におけるカーボンブラック一次粒子
径の比較 凝集体状の比較

図10 焼結現象とカーボンブラック一次粒子同士の融合過程の模式図
図12

ガス中で一次粒子同士が衝突し、その後、図10に示すよう
なセラミック粒子同士の焼結と同じ原理で融合が進行した

表

と考えると結果を説明することができる。そこで、焼結の

カーボンブラック凝集体形状の4分類

凝集体形状の実験結果と解析結果の比較

原理をCB一次粒子同士の融合に応用し、CB一次粒子の粘
度や表面張力を与えることで焼結速度を考慮したCCA解
析を、同条件で試みた。
図11に反応器出口で捕集したCBと、焼結を考慮した
DSM-CCA解析で得られたCBにおける一次粒子の粒径分
布の比較を示す。焼結を考慮した解析結果は、実験結果の
傾向を良好に再現していることがわかる。また、凝集体形
状の評価については、幾何学的な形状パラメータにより整

くつかを紹介した。これらの研究については、まだまだ未

理した図12に示すような球状、楕円状、棒状および枝発達

解明なところがあり、今後もさらに検討していく必要があ

状の４形態に分類して実験と解析の比較を試みている。

る。また、現在主流の化学工業プロセスの改良や新規プロ

TEM写真による４分類の存在率と、焼結を考慮しない解

セスの提案、次世代型エネルギーの生産の高効率化など、

析と考慮した解析における存在率の比較した結果を表に示

化学工学分野の担う役割は大きいと考えている。そのよう

す。ここでは棒状と枝発達状のものを構造が発達したCB

な工業分野の発展に一部でも貢献できればと考えている。

と位置づけるが、焼結を考慮しない解析の場合には、構造
が未発達なCB凝集体の存在率が０%となる。一方、焼結
を考慮すると、構造が未発達なCB凝集体の存在率が増加
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合金状態図と新材料開発
東北大学大学院工学研究科
金属フロンティア工学専攻
教授 貝 沼 亮 介

れ、広く普及している１）。しかしながら、計算状態図の解

１．はじめに
今から約30年前の学部２年生の時、材料組織学講座を担

析に必要とされる３元系状態図は、その膨大な組合せのゆ

当されていた西澤泰二先生による金属組織学の講義の中

えにまだまだ不明なものが多数を占めているのが現状であ

で、合金の地図とも言える状態図を初めて習った。合金状

る。３元系状態図の実験的決定には、一般に多くの時間と

態図により、任意の温度や組成における合金の安定な相状

労力が必要とされるため、近年では実験状態図を手掛ける

態や複数の相の存在分率、冷却中に形成される材料組織を

研究グループが世界的にも激減している。その様な中で、

も予測できること。さらに、その裏には、ミクロ組織の熱

より効率的に状態図を決定する実験手法を開発すること

力学という深遠な学問が横たわっていることを知った時、

は、非常に有意義である。我々は、従来から相平衡決定に

深い感動を覚えたことを今も忘れることができない。以来、

利用されてきた拡散対法を改良して、究極的には１試料だ

私の研究は、常に状態図を基本とするスタイルを通してき

けで１つの３元系等温断面状態図を決定出来る拡散トリプ

た。図１に、現在私の行っている（正確には、行おうと目

ル法を開発してきた。図２には、最近Fe-Co-Ga系状態図

指している）研究テーマ全体を示す。大きく分けると、

において行った拡散トリプル実験のポンチ絵、界面付近の

⑴ 合金状態図そのものを実験的に作成し、その裏側にあ

組織と濃度プロファイル、そして実際に決定した状態図を

る熱力学パラメータを解析すること、⑵ 析出や相分離と

示している2）。本ケースでは、予めFe/Co ２元拡散対を作

いった相変態を実験的に調査し、熱力学パラメータを利用

製し、熱処理により接合界面近傍に十分に幅広い拡散領域

した組織シミュレーションによりその本質を理解するこ

を形成させた後に、界面付近に穴をあけて低融点金属であ

と、⑶ 状態図の情報を利用して新材料を開発すること、

るGaを挿入した上で再度拡散処理を行った。図２にある

に分類される。本稿では、⑴ および ⑵ についてはその概

ようにFe,Co,Gaの素材がぶつかる三重点付近から複数の

略程度に留め、⑶ の新材料開発を中心に最近の研究内容

濃度プロファイルを得ることで、異相界面における局所平

を御紹介したい。

衡を実験的に決定できた。Fe-Co-Ga系は、状態図に関す
る情報が全く存在していなかったことから、これを合金法
だけで決定しようとすると、組成域全面を網羅する膨大な
数の合金を準備する必要がある。本合金系の場合、結果的
に得られた状態図はシンプルなものだったが、本手法の有
用性を示す一例として御理解頂けると思う。なお、拡散ト
リプル法は、製薬や化学の分野で発展しているコンビナト

図１

貝沼研究室の研究内容概略

２．状態図の研究
合金状態図の研究は１世紀以上にも及ぶ長い歴史を持
ち、蓄積されたデータは膨大である。これらの内、２元系
や３ 元 系 状 態 図 は、1990年 代 以 降 米 国 材 料 学 会（ASM
International）により状態図ハンドブックとしてまとめら
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図2

拡散トリプル法と決定されたFe-Co-Ga系状態図
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リアル法の一種であると言える。

より計算した結果である3）。ここで、固相Alや液相Biの平

さて、上記 ⑴ に示した熱力学解析では、現象論的な状

衡や拡散現象には、⑴ で得た熱力学データベースを利用

態図計算法であるCalculation of Phase Diagrams（CALPHAD）

している。この様な液相Bi粒子の引き摺り現象は実験的に

法を利用して行っている。本手法は、図３に示す通り既存

も確認されているが、シミュレーションにより拡散係数の

の実験データや第一原理計算により得られた各種熱力学

非常に大きな液相粒子ではこのような現象が十分に起きう

データや相平衡データを利用して、各相の自由エネルギー

ることが証明された。なお、ここに示す様な組織シミュレー

を評価し、それら熱力学パラメータを一旦データベース化

ションを行うためには、熱力学データベースと合わせて原

する。そのデータベースを用いることで、実験が困難な４

子移動度のデータベースも不可欠である。我々は、拡散対

成分以上の多元系における相平衡を計算できる他、凝固シ

実験の結果と熱力学データベースを組み合わせることで、

ミュレーションや組織シミュレーション等の基礎データと

合金中各構成元素の原子移動度データ（自己拡散係数）の

して利用出来る。本研究手法は、世界中で精力的に利用さ

評価も行っている。

れており、現在までに数多くの合金系で熱力学データベー
スの構築が行われている。我々の研究グループも当研究室

３．新材料開発

先代の石田清仁教授の時代より、マイクロソルダー（はん

我々が取り組んでいる、⑶状態図を利用した合金開発は、

だ合金）系、銅合金系などのデータベースを開発し、現在

図１に示す通り形状記憶合金・制振合金、鉄鋼材料、耐熱・

はCo合金系データベースの構築に取り組んでいる。

耐摩耗材料、磁性材料など多岐にわたる。紙面も限られる

次に上記 ⑵ の組織シミュレーションについて触れたい。
組織形成シミュレーションにも様々な手法があるが、本研

ので、本稿ではこの中の新型形状記憶合金の開発について
紹介する。

究室では、モンテカルロ法や近年発展が著しいフェーズ・

従来、実用形状記憶合金としては、加工性と形状記憶効

フィールド法を利用した結晶粒成長の研究を行っている。

果に優れるNiTi合金が広く利用されてきた。耐食性のある

図４は、液相Biをトラップしながら引き摺る様にして粒界

Tiを多量に含むことからNiTi合金も高い耐食性を示し、近

移動するAlの結晶粒成長過程をフェーズ・フィールド法に

年ではカテーテル治療用ガイドワイヤーやステントといっ
た医療分野への応用が進んでいる。一方、NiTiは、B2構
造を有する金属間化合物でありCuやAlといった金属固溶
体ほどの高い加工性はなく、線材以外への形状を得ること
が困難な点が、さらなる実用分野の拡大を阻んでいる。わ
れわれは、実用NiTi合金を補完する特徴を有する合金の開
発を目指し、実際様々な新しい合金系を報告してきた。本
稿では、その中から実用的に有望な銅系および鉄系形状記
憶合金を取り上げて解説したい。
３-1．銅系形状記憶合金4）
Cu-Al ２元系においては、bccからfcc構造へのマルテン
サイト変態が出現することが古くから知られている。マル

図３

CALPHAD法の概要

テンサイト変態とは原子拡散を必要としない無拡散型構造
相変態であり、低温相で変形を行った後に高温相へと逆変
態させることで、あらかじめ高温で記憶させていた形状に
回復させるのが“形状記憶効果”である。また、高温相が
安定な状態で応力を加えると低温で安定なM相が応力誘起
変態するが、この様にして得たM相は応力除荷により無応
力状態で相対的に安定な高温相に逆変態することから、合
金系によっては10％もの弾性的かつ可逆的な歪が得られ
る。この時の弾性的挙動はバネにみられる真の弾性挙動と
は大きく異なり、まるでゴムの様なしなやかな感触が得ら
れ、“変態擬弾性”もしくは“超弾性”と呼ばれている。
銅系形状記憶合金としては、従来よりCu-Al-NiやCu-AlZn合金において優れた形状記憶効果や超弾性の出現が報
告されており、特に1980年代に精力的に実用化研究が行わ

図４ フェーズ・フィールド法による組織シミュレーション。
Al-1vol%Bi合金の773Kにおける凝固および結晶粒成長過程。
ここで、黒は液相Al、青は固相Al、緑は液相Biを示している。

れた。しかし、高いAl濃度を有するCu-Al-Ni合金はNiTi
合金以上の脆性を示し、Cu-Al-Zn合金は室温で長期間保
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持すると脆化するなど、それぞれに致命的な欠点があり実
用化まで至らなかった。我々は、Cu-Al-Mn ３元系状態図
を研究する過程で、図５ ⒜ に示す様にCu-Al へのMnの添
加により形状記憶効果を示すβ相（規則bcc相）の存在範
囲が低Al側まで大きく拡大することを見出した。そこで、
10at%程度のMnを含有する３元合金を調査したところ、図
５⒝ に示す様にこの組成域でもマルテンサイト変態が生
じること、図６に示す様に20at%以下のAl濃度において室
温での加工性が劇的に改善されることを確認した。図６か
ら、加工性は17％ Al以下で60％の冷間圧延率を越えるが、
16％以下では母相の結晶構造が不規則化するために形状記
憶特性が著しく低下する。従って、高加工性形状記憶合金
としては、Cu-17Al-10Mn付近の濃度が最適であると結論
した5）。
以上の様な経緯により、新しい銅系形状記憶合金が開発

図７ 異なる比粒径（d/D ）を有するCu-Al-Mn線材試料の応力-歪線図。
d/D >1の試料において、優れた超弾性特性が得られる。

されたが、当初その超弾性特性は十分とは言えなかった。

有する線材の応力 - 歪線図である。ここで、d およびD は、

図７は、上部にポンチ絵で模式的に示す様な結晶粒組織を

それぞれ平均結晶粒径および試料の線径である。Cu系形状
記憶合金は、著しく大きな弾性定数や変態歪の結晶方位異
方性があるため、超弾性特性は結晶粒サイズ大きく影響を
受ける。すなわち、図７に示す様に相対的に大きな結晶粒
径を有する（d/D ：大きい）竹状組織試料では、単結晶に
類似した非常に優れた超弾性を示す一方、d/D が小さい微
細結晶粒の場合には結晶粒が互いに互いの変態を阻害する
ため、見掛け上の降伏応力が高くなり形状回復歪が大きく
低下する6）。この様にCu-Al-Mn合金の場合には、結晶粒組
織を制御することが極めて重要であることが理解できる。

図５ ⒜ 800℃におけるCu-Al-Mn系等温状態図と ⒝ Cu-Al-10Mn
系縦断面状態図

表１ Cu-Al-Mn合金とNiTiおよび他の銅系形状記憶合金との性能比較。

表１に、本合金と他の主な形状記憶合金の特性比較を示
す。Cu-Al-Mn合金は、NiTi合金と同等の超弾性特性を示
すと同時に、２倍以上の高い冷間加工性を示すため、複雑
形状部材へ応用できる可能性がある。実際、この特性を利
用して開発したのが図８に示す巻き爪矯正クリップであ
る7）。足親指の爪が湾曲し両側の肉に食い込む疾患は、巻
き爪・陥入爪と呼ばれ、ハイヒール靴を履く女性を中心に
多くの患者が存在すると言われている。本疾患は、放置す
ると患部の化膿が進行し爪を剥ぎ取るなどの外科的施術に
まで至る場合が少なくない。そこで、湾曲した爪自体を平
坦にする爪の矯正が重要であるが、従来有効な手法があま
り無かった。我々は、開発した新型銅系超弾性合金を利用

図６ Cu-Al-Mn合金の冷間加工性および破断伸びに関するAl濃度依
存性
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約３週間の装着で目に見える矯正効果が得られることを確

量 のNiを 添 加 し て、 不 規 則bcc相 内 に 規 則bcc構 造 の

認した。現在、素材メーカへの技術移転が終了し本年３月

NiAl-B2相を微細析出させることで変態を熱弾性型へ変化

から医療機関を対象に販売が行われている。今後は、本材

させることに成功した。図10は、Fe-Mn-Al-Ni合金の熱磁

料の医療分野への用途拡大も検討している。

化曲線と超弾性特性を示す。本合金系でも、銅系で行った
と同様の結晶粒組織制御を利用することで優れた超弾性を
得ることができた8）。
本超弾性合金の最大の特徴は、応力誘起変態の臨界応力
（見掛け上の降伏応力）が温度にあまり依存しない点にあ
る。図11は、主要な超弾性合金における変態応力の温度依
存性を示している。実用合金であるNiTiをはじめ他の超弾
性合金と比較するとFe-Mn-Al-Ni合金は直線の傾きが非常
に小さく、超弾性特性の温度変化が非常に小さい。このこ
とは、低温から高温まで広い温度領域にわたってあまり特
性の変わらない安定した超弾性が得られることを意味して
おり、温度変化の大きな環境で利用したい場合には好都合
である。温度変化の大きな環境としては自動車や宇宙関連
が挙げられるが、本合金は低廉な元素からなるため、制震

図８

Cu-Al-Mn合金を利用した巻き爪矯正クリップとその矯正効果

部材など大型の“機能性構造材料”としての利用も大いに
可能性がある。

３- ２．機能性構造材料としての鉄系形状記憶合金8）
鉄系におけるマルテンサイトは、母相fcc-γからbcc（bct）
-αやhcp-εといったマルテンサイト相への変態が一般的
である。しかし、最近、図９ ⒜ に示すFe-Mn-Al ３元系状
態図を決定していく中で、Mn濃度の比較的高い組成域に
おいて通常とは逆のαからγへのマルテンサイト変態を見
出 し た。 状 態 図 の 熱 力 学 解 析 の 結 果、 こ の 現 象 は 図
９ ⒝ に模式的に示す様に、Feの高温域に存在するbcc-δ/
fcc-γ変態が多量のMnとAlの添加により室温付近まで降り
てきたために生じることが判明した9）。ただし、Fe-Mn-Al
３元系では、不規則bcc相からの変態であるため非熱弾性
型となり、超弾性は出現しない。そこで、Fe-Mn-Alに適

図10 ⒜ Fe-Mn-Al-Ni合金の熱磁化曲線（H =500 Oe）と⒝ 応力歪線図。Fe-Mn-Al-Ni合金は、強磁性母相から弱磁性M相へ変態し、
ほぼ完全な超弾性を示す。

図９ ⒜ 1200℃におけるFe-Mn-Al系計算状態図と ⒝ Fe-Mn-X系縦
断面状態図の模式図。Fe-Mn-Al系bcc/fccマルテンサイト変態は、δ
Fe/γFe変態に対応する。

図11 Fe-Mn-Al-Ni合金および他の主要な超弾性合金の超弾性臨界応
力（見掛け上の降伏応力）の温度依存性。NiTi等の実用超弾性合金と比
して桁違いに温度依存性が小さく、幅広い温度での使用が期待できる。
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４．おわりに

６）Y. Sutou, T. Omori, Y. Yamauchi, N. Ono, R. Kainuma,

ナノテクノロジーが注目を集める昨今、合金状態図やバ

and K. Ishida,“Effect of Grain Size and texture on

ルク合金材料の研究は、典型的なオールドメタラジーとし

Pseudoelasticity in Cu-Al-Mn-based Shape Memory

て軽視されがちである。しかし、先にも述べたように大多

Wire.”, Acta Materialia, 53,（2005）4121-4133

数の３元系状態図は未知なままであり、その中には本稿で

７）田畑伸子，石橋昌也，末武茂樹，大森俊洋，須藤祐司，

紹介したCu-Al-MnやFe-Mn-Al-Ni系で得られた様な今ま

貝沼亮介，山内

でに知られていない優れた性質を持つ機能性材料が数多く

製矯正器具による陥入爪の治療”，皮膚科の臨床，50

眠っていると考えられる。貝沼研究室としては、今後も、

⑷（2008）, 491-496.

清，石田清仁“新しい形状記憶合金

地道な状態図研究を続けながら副産物としての新材料探索

８）T. Omori, K. Ando, M. Okano, X. Xu, Y. Tanaka, I.

を行う、といった研究スタイルを通して基礎・応用両面に

Ohnuma, R. Kainuma, K. Ishida,“Superelastic Effect in

おける社会貢献を進めていきたい。
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68-71
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ボリビアの水資源政策立案を科学的側面から支援する
～氷河減少に対する水資源政策支援システムの開発～

東北大学大学院工学研究科
土木工学専攻
教授 田 中
仁

１．はじめに

ん。南緯16°に位置するボリビアは気候的に熱帯に属しま

本稿では、著者が代表を務める南米ボリビアにおける水

す。しかし、アンデス高地には6,000mを超える高峰が聳え、

資源問題に関する研究プロジェクトについて紹介します。

一定の標高以上では気温が０℃以下となり、アマゾンから

「20世紀の戦争が石油を巡り戦われた。21世紀は水を奪い

流れ込んだ水蒸気が降雪として堆積し、雪氷体が下流に流

合う戦争が始まる。」という世界銀行副総裁（1995年当時）

れて氷河を形成する仕組みとなっています。世界の寒帯に

の予測がボリビアでは現実になっています。ボリビアは南

存在する氷河と比較すると降雪の地域が０℃付近に限られ

米大陸の中央部に位置し、かつては海に面していましたが、

るため、１、２℃の気温上昇が降雪（涵養）量の減少と融

周辺国との戦争に負け続けたため現在は内陸国となってい

解量の増加に繋がり、気候変動に対して脆弱な氷河と言わ

ます。国民１人当たりのGDPは4,603ドル（日本は33,884

れています。気候変動はアンデス高地の氷河は急速に減少

ドル）、国民のおよそ８割が最貧層に属している、南米で

を続け、1970 ～ 2006年までに約30%が減少したと報告さ

最も開発水準の低い国の１つです。天然ガス、鉄、マグネ

れています。図１はアンデス山脈チャカルタヤ氷河の後退

シウム、銀など豊富な天然資源にもかかわらず、多くのボ

を示したもので、当時は人が開発した最も高所（約5,300m）

リビア国民がその恩恵を受けられない状況にあります。こ

のスキー場としてもギネスブックにも認定されていまし

のような経緯から、現在でも鉱山労働者による大規模なス

た。現在も断片化した氷塊は残っていますが、氷河の定義

トライキが度々発生します。ボリビアは水も重要な天然資
源として捉え、2000年にはボリビア第３の都市コチャバン
バで水を巡る壮絶な「水戦争」が起こりました。1980年代
中ごろからIMFや世界銀行による指導のもと構造調整政策
が取られ、1999年にコチャバンバの上下水道事業はイギリ
ス籍の業者によって40年間の民営化契約が締結されまし
た。民営化以降、この業者は数度と大幅な値上げを繰り返
し、最低賃金が月100ドルを下回る中で20ドルを超える値
上げは貧困層から中流階級に打撃を与え、壮絶なゼネラル
ストライキが起こりました。コチャバンバの街は完全な都
市機能の停止に陥り、一部には抗議運動による暴動もあり、
その結果、民営の水道供給会社は事業撤退を表明しました。
このコチャバンバ紛争は、1980年代から進めてきた経済の
自由化や民営化、特に水資源の民営化に対する反対運動で
あり、現在の世界の水資源のあり方に大きな示唆を与えて
います。
２．熱帯氷河とラパスの水資源事情
ボリビアの実質的な首都ラパス（憲法上はスクレ）は古
くからアンデス高地に存在する氷河の融解水を水資源とし
て利用してきました。氷河と聞いても日本ではあまり実感
がないかもしれません。「長年に渡って存在する雪氷体で
高所から低所に向かって連続的に流動するもの」と定義さ
れます。日本でも局所的に窪地や谷などで越年する雪氷体
は存在しますが、流動していないので「雪渓」に分類され
ます。熱帯氷河というとさらに違和感があるかもしれませ

図１

チャカルタヤ氷河の後退（サンアンドレス大学提供）
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に東京は4.4%）。現在、現地の水道公社は水道施設の老朽
化に伴い新しいマスタープラン作成に取り組んでおり、氷
河縮小と人口増加という２つのファクターを組み込む必要
に迫られていますが、ボリビアにおける経済的・技術的な
事情により氷河後退の影響を展望する技術、水資源計画を
評価する技術が確立されておらず、先進国による技術援助
と持続的な計画を担う人材育成が必要とされています。
３．GRANDEプロジェクト
国際協力機構（JICA）と科学技術振興機構（JST）の
支援により、地球規模課題対応国際科学技術協力事業とし
て「氷河減少に対する水資源管理適応策モデルの開発」を
ボリビア国立サンアンドレス大学と連携して2010年４月
から実施しています。プロジェクトの呼称として、スペイ
ン語で「雄大な」という意味のGRANDE（Glacier Retreat
Impact Assist for National Policy Developmentの略でもあ
る）を利用しています。 GRANDEは政府開発援助の一環
として実施され、⑴ 氷河後退が水資源に及ぼす影響を予
測し、さらには水資源計画を支援することができる統合的
なモデル（水資源政策支援システム）の開発、⑵ 上記シ
図２

GRANDEプロジェクト体制

ステムを用いたボリビア国の将来水資源の展望とそれに基
づいた科学的知見の提供（社会実装）、⑶ 水資源計画を担
う人材の育成、という三本柱の目標に掲げ、技術移転と研
究成果の社会実装を理念としてプロジェクトを構成してい
ます。研究体制は、雪氷・流出・土砂・水質の４グループ
と、社会・経済的な側面から水資源を評価するマネジメン
ト班の合計５グループで構成されています（図２）。
４．水資源政策支援システム
GRANDEは、ラパス市の主要な水源機能の役割を果た
すトゥニ貯水池の流域（図３）を試験流域としてモデル開
発を進めています。流域の最下流（貯水池）の標高は4,437m

図３

GRANDEプロジェクト試験流域

で、３つ河川が貯水池に流入し、それぞれの河川の上流に
はコンドリリ、トゥニ、ワイナポトシ西氷河が存在します。

からすれば消滅していると言えます。このチャカルタヤ氷

水資源政策支援システムの氷河融解・流出モデルが、最

河の融解水もラパス市の水資源として古くから利用されて

上流の３つの氷河からトゥニ貯水池に至るまでの水循環を

いました。氷河の規模によっては融解水によって水資源が

予測します。IPCCの報告書で利用されている気候モデル

豊富になっている地域もありますが、氷河の後退は水資源

のアウトプット（気温や降水量の予測値）を氷河融解・流

の枯渇につながると予測され、水資源計画の再構築に迫ら

出モデルのインプットとすることで将来トゥニ貯水池へ流

れています。また、ラパス市は氷河の縮小以外に社会経済

入する水資源を展望することができます。また、流出モデ

的な側面で水資源管理に関する大きな問題を抱えていま

ルの河川流量の出力値を用いて、土砂モデルは貯水池に堆

す。融解水が流入する貯水池は隣接するエルアルト市と共

積する土砂量、水質モデルは貯水池の水質を評価するとい

同運用しており、現地の公社が両市の水道事業を一括で管

うモデル構成です。ここで利用される氷河融解・流出・土

理しています。両市の人口は200万を超えますが、ラパス

砂・水質それぞれの要素モデルは本プロジェクトに参加す

には比較的裕福な層が居住する一方、エルアルト市には貧

る研究者によって開発済みで、トゥニ貯水池流域に移植・

困層が居住し、近年は他地域からの流入によって急速に人

検証を進めている段階です。一方で、マネジメントグルー

口が増加し、それに伴って水需要が加速しています。水道

プが社会経済変動とラパス・エルアルト市内の人口変動か

管への違法な接続と老朽化した水道施設からの漏水によ

ら将来の水需要量のシナリオを作成し、トゥニ貯水池の流

り、無収水率（配水した水道水に対して利益を得られなかっ

入量と比較することにより、ラパス・エルアルト市内の水

た水道水）は40%を超えていると言われています（ちなみ

資源管理を支援するシステムが作成されます。ここでは自
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図４

衛星画像と地上測量により再現された氷河地形

然科学分野を取り扱う氷河融解・流出・土砂・水質を取り
扱うモデルの概要について説明します。
４－１

氷河融解モデル

氷河融解モデルでは、気温・湿度・短波放射・長波放射・
風向・風速などの気象要素を入力して氷河の融解量を求め
ます。融解現象は雪氷表面と大気とのエネルギー交換（放
射収支、顕熱・潜熱交換、雪氷体の熱伝導）に支配されて
いるので、このプロセスをモデル化します。この中でもキー
となるのがアルベド（日射量の反射率）の与え方です。通
常、新雪が堆積した雪氷面ほどアルベドは高く日射を反射
（アルベドは0.7前後）、時間の経過とともに積雪の粒子が
丸みを帯びて粒径が大きくなり、さらには融解した水が日
射を吸収するので雪氷面が日射を吸収するようになります
（同0.4 ～ 0.7）
。氷河の上流側では降雪が堆積、下流へ流動
する途中で融解が起こるので、基本的に氷河のアルベドは
上流から下流に向かって低下します。しかし、下流側の現
象は複雑で、降雪の堆積と融解を繰り返すので、氷河の表
面が新雪に覆われた場合も短期間で融けてしまうことが多
く、アルベドは時間的に大きな変動を繰り返します。
このようなモデルをコンドリリ、トゥニ、ワイナポトシ
西の三氷河に適用する予定ですが、氷河の地形情報は人工
図５

衛星ALOS（だいち）のセンサーを使って抽出しています。

氷河湖，気象観測

衛星に搭載されたセンサーを使って２方向から対象物を撮
影して（いわゆるステレオグラム）氷河の地形を再現して

そのまま実蒸発散量となりますが、対象流域は半乾燥地帯

います。しかし、宇宙から撮影したデータは地上で測量デー

なので地表面に十分な水分があるとは限りません。特に現

タとの突き合わせが必要なので、３次元レーザースキャ

地の気圧は600hPa前後とうこともあり、地表面の水分は

ナー測量を用いて氷河の末端を計測して、衛星画像による

即座に蒸発してしまいます。そこでプロジェクトでは流域

立体視データを校正・検証しています（図４）。

内に気象観測装置を設置し、さらには蒸発散と土壌水分の
集中観測を行い、従来の蒸発散モデルの改良と検証を進め

４－２

流出モデル

流出モデルは、氷河融解モデルのアウトプット（融解量）

ています。
テスト流域のもうひとつ特徴的な水循環特性は、氷河の

と降雨をインプットとして、氷河以外の地表面の水・熱交

直下から連続的に氷河湖や湿地が並び、水を貯留する機能

換（蒸発散、浸透、貯留）、流域内の水移動を計算し、最

を果たしていることです（図５）。氷河湖とは小氷期に氷

終的には集水地点のトゥニ貯水池の流入量を予測します。

河が拡大していた際の痕跡の１つで、氷河が前進した際に

氷河の融解と同様に、蒸発散も大気と地表面のエネルギー

地形から削られた砕屑物（モレーン）がダムの堤体の役割

交換に支配されています。日本のような気候帯は地表面が

を果たし、モレーンの内側に水域が形成された湖を意味し

十分に湿潤なのでエネルギー交換から算定された蒸発散が

ます。現地の気候は雨季（夏）と乾季（冬）に分類され、

SUIRAN 31

研究プロフィール

雨季に氷河の融解量が卓越し、これに対応して氷河湖の水

であるサンアンドレス大学からの留学生が日本側の研究グ

位上昇と湿地が拡大して融解水が貯留されます。一方で、

ループに加わり、水資源政策支援システムのモデル構造に

氷河の融解水が減少する乾季には氷河湖の水位低下、湿地

ついて研究を行います。ラパス市・エルアルト市の周辺に

の縮小が生じます。このように、降水を蓄える「真水の貯

はトゥニ貯水池以外にも氷河からの融解水が流入する流域

水庫」としての機能を有する氷河の他に、流域内には氷河

が幾つかあります。GRANDEの留学システムでは、留学

湖や湿地などの自然の貯留機能を多く保有しているといえ

生が帰国後にサンアンドレス大学で研究活動に従事するス

ます。GRANDEプロジェクトでは主要河川に流量観測堰

キームとなっており、彼らが主体となってトゥニ貯水池以

を設けて、貯留機能の定量化に取り組んでいます。さらに

外の流域にもモデルを適用して氷河後退時の水資源を展望

は、気候変動や氷河後退に対するこれら自然の貯留機能の

する予定です。気候変動のような地球環境問題はプロジェ

変動を展望することも流出グループの目的のひとつです。

クト期間だけではなく、長期的に取り組む必要があります。
水資源問題を担う人材の育成は、ボリビアが気候変動に対

４－３

土砂モデル

して持続的に対応する能力向上に資すると期待されます。

土砂モデルは流域からの土砂生産と河道内の土砂移動を
取り扱い、最終的にトゥニ貯水池の堆砂量を推定します。
貯水池の堆砂は貯水池の容量を減らすので流域管理の面で
重要な要素となります。現地の地質は泥岩が圧密してやや
変成が進んだ粘板岩で構成され、河道付近には粘板岩のモ
レーン地形が形成され、細粒砂で構成され、モレーン地形
の山側には滑落崖状に粘板岩の露頭が見られます。また、
氷河の季節的な前進・後退によってモレーンから岩粉（ロッ
クフラワー）が削られ、融解水に混じって混濁します。
IPCCの報告書では気候変動に伴い豪雨頻度も増加すると
指摘されています。豪雨による斜面侵食量の変化、氷河後
退によるロックフラワーの変化、河川流量の変化による土
砂輸送とトゥニ貯水池の堆砂という一連の過程を土砂モデ
ルが取り扱い、気候変動に対する影響を展望します。
４－４

ボリビア・ラパスでの技術セミナー（2011年9月26日）

水質モデル

将来のトゥニ湖における水質の予測・評価を目的として、
上流域の氷河からの流出水が湖に至るまでの水質変化過程

【著者略歴】
た なか

ひとし

について現地調査を実施しています。流域において、季節

田中

の別を考慮しながら河川水（氷河から湖まで）の多地点に

昭和31年11月17日生まれ

おける採水を行い、一部はボリビア現地で分析をするとと

昭和54年３月

東北大学工学部土木工学科卒業

もに、日本へも持ち帰りより詳細な分析（硝酸に関する安

昭和56年３月

東北大学大学院工学研究科博士前期課程修了

定同位体分析）を実施しました。同位体の解析により、氷

昭和59年３月

東北大学大学院工学研究科博士後期課程修了

河や河川流域内における物質循環過程を推定することがで

昭和59年４月

宇都宮大学工学部土木工学科助手

きる可能性があります。分析結果から、再生硝酸の窒素と

昭和63年４月

東北大学工学部土木工学科講師

酸素の同位体比を推定することが出来ました。この結果か

平成２年７月

東北大学工学部土木工学科助教授

らは、大気沈着や脱窒より、植物による同化で流域河川内

平成３年８月－平成５年９月

仁

の窒素循環が進んでいると考えられます。今後、これらの

アジア工科大学院水資源工学科助教授

現地観測データをベースとして、流域および湖内の数値解
析モデルを組み立てていく予定です。
５．おわりに
GRANDEは科学技術協力に基づく政府開発援助の一環
として実施され、研究成果の社会実装が求められています。

（バンコク）
平成５年９月

東北大学工学部土木工学科助教授に復職

平成８年３月

東北大学工学部土木工学科教授

平成８年４月

東北大学大学院工学研究科土木工学専攻
教授に配置換え

平成８年７月－９月



資源政策支援システムを用いて氷河後退時の水資源を展望

デンマーク工科大学水理水工学研究所

する予定で、得られた科学的知見は、ラパス市の水道公社

客員研究員

が作成している水道事業のマスタープランにも反映される
予定です。また、プロジェクトではカウンターパート機関
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交通シミュレーション：
ダイナミックな交通解析ツール
東北大学大学院
情報科学研究科
教授 桑 原

１．はじめに
専門分野である交通工学は、交通マネジメント全般を守

雅

夫

評価する必要性から、トリップの出発時刻や交通機関の選
択も考慮するモデルが開発されつつある。

備範囲としているが、私はその中でも交通渋滞に関連する
研究を多く手掛けてきた。道路には単位時間に通すことが
できる車の台数（容量）があり、道路の種類によっていく

３．開発モデル
これまで２種類の交通シミュレーションモデルSOUND

らか異なるものの１時間当たり1500 ～ 2000［台／車線］

とAVENUEを開発してきた。SOUNDは東北地方全域のよ

くらいである。交通渋滞のメカニズムは単純で、需要が容

うに広いエリアを対象とするモデルで、車両のフローモデ

量を上回ると起こる現象である。皆さんが日常目にするよ

ルを単純化して大規模なネットワークに対しても、適度な

うに、渋滞というのは、時々刻々と長さが伸びたり縮んだ

計算時間でシミュレーションが実行できるように工夫され

りする時間的にダイナミックな現象である。本稿で取り上

ている。

げる交通シミュレーションは、近年さかんに実務にも活用

もう一つはAVENUEで、信号交差点数十個を含む中規

されるようになってきた交通解析ツールで、時間的な交通

模のネットワークに適用するモデルである。信号制御や交

変化を考慮して、交通渋滞を的確に表現できるという点に

通規制などの交通マネジメントの設計・評価を行うモデル

おいて優れている。本稿では、交通シミュレーションモデ

で、SOUNDに比べると車の動きを詳細に記述している。

ルの開発とそれを支援する周辺技術の紹介、およびその活
用場面と今後の展開について紹介する。
２．交通シミュレーションとは
交通シミュレーションは、計算機の中に道路ネットワー
クを読み込んで、そこに車を移動させていくものである。
車を移動させるためには、フローモデルと運転者の選択行
動モデル（経路、出発時刻、交通機関などの選択モデル）
の２種類のモデルが必要である。
⑴ フローモデル
フローモデルとは、計算機に入っているネットワーク上
の経路に沿って車を移動させるモデルで、流体モデルと離

図１

交通シミュレーションSOUND

図２

交通シミュレーションAVENUE

散モデルに分類することができる。流体モデルは、川の流
れのように車の流れを流体と見て移動させるもので、離散
モデルとは実際の車のように車両を離散的な物体として移
動させるモデルである。どちらのモデルも、道路の性質と
車両（運転者）の性質を考慮して車両を移動させていく。
⑵ 選択行動モデル
選択行動モデルとは、車両が移動する経路や起点を出発
する時刻を決定するモデルである。移動に必要な旅行時間、
旅行距離、通行料金などによって、経路や時刻、交通機関
などが決められる。当初は、経路の選択だけを組み込んで
いるモデルがほとんどであったが、近年では需要の時間的
な分散方策、混雑料金政策、インターモーダル政策などを

４．交通シミュレーションで何ができるか
交通シミュレーションモデルは、信号制御、交通規制、
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ランプ制御などの交通運用・管理政策の評価や、より上位

動きよりも自由度が高く、より複雑になりやすい。最近の

の新規道路インフラ整備、混雑課金制度の効果評価など、

歩行者シミュレーションの特徴としては、従来のものより

各種の交通政策や交通管理策の評価と設計に用いられてき

もより高密度の流れも再現できるようになってきたことで

ている。㈳ 交通工学研究会でのアンケート調査によれば、

あろう。

合流部対策・交差点対策などに代表される局所的な渋滞対
策や、駐車規制・通行規制などの交通規制の評価が多いよ
うだ。最近では、より広域に影響を与えるような政策に評
価にも積極的に活用が始まりつつある。特に下記が最近の
興味深い研究成果である。
⑴ 環境評価
最近では、大気汚染、CO2 排出量、騒音など、環境問題
に関する評価にも交通シミュレーションは活用され始めて
いる。これらの環境評価は、交通シミュレーションによる
交通状態の評価結果に基づいて行われるもので、交通シ
ミュレーションの出力を環境評価モデルの入力とするもの

図５

複数の交通機関を含めたネットワーク

図６

歩行者実験と歩行者シミュレーション

である。私の研究室でも日本自動車研究所、スイス連邦工
科大学、首都大学東京などと連携して、道路周辺の建物の
３次元的な構造を考慮しながら、大気中にどのように排ガ
スが拡散していくのかを再現するモデル（図３、文献１）
や道路騒音を評価できるモデル（図４、文献２、３）を開
発してきた。また、エネルギー消費やCO2 排出量を推定す
るモデル（文献４）の開発も行っている。

５．これからの課題と展望
⑴ グリッドロックの回避
グリッドロックとは、車両が混雑したネットワークの中
でお互いに進行をブロックしあって動かなくなってしまう
図３

大気汚染濃度の評価モデル

現象である。本年３.11大震災当日の仙台市内や東京都内
でもグリッドロックが起こり、ほとんど車が流れない状態
が起こった。現実の世界でもこのようなグリッドロック現
象は発生するが、運転者がお互いに譲り合いをして、長い
間完全に流れが止まってしまうことはない。しかし、モデ
ルの中では、このような譲り合い、あるいは調整行動が組
み込まれていないことが多く、一旦これが発生すると、ずっ
と車両が停止した状態が続いてしまう。混雑したネット

図４

道路騒音の評価モデル

⑵ 車から人へ

ワークを対象にする場合には、したがって譲り合いの行動
を組み込んで、グリッドロック現象を現実に近づける工夫
が必要である。

「車」ではなく「人」を主体としたモデルへと研究を展
開しつつある。すなわち、バスや鉄道などの公共交通機関

⑵ 短経路探索の計算効率向上

も組み込んで、それら異なる交通機関間を人がどのように

大規模ネットワークにおける交通シミュレーションで

移動するのかを記述しようとするモデル開発である。この

は、最短経路探索に費やす計算時間が全体の８割を超えて

場合には、交通機関の選択モデルをいかにシミュレーショ

しまう場合が少なくない。何万ものリンクで構成される

ンに組み込むかが課題となる。

ネットワークで最短経路を探索するには、多くの繰り返し

また、人自体の動きを記述する歩行者シミュレーション

計算が必要だからである。シミュレーションは、通常いく

についても開発を進めてきた（図６、文献５）。歩行者の

つかのシナリオにしたがって何回も計算させることが一般

行動は、車線のような規定の動線があるわけではなく車の

的で、計算時間の短縮は、今後の大規模ネットワークへの
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展開を考えると必須の課題である。これまで用いられてき

の車両感知器データなどからは、直接計測することが不可

たDijkstra法、ラベル修正法などの基本的な最短経路探査

能な量である。OD交通量の計測についても、選択行動モ

のアルゴリズムを改良する試みが始められている。

デルと同じように、プローブデータやETCデータなどのセ
ンシング情報がきわめて有効である。これらの高度センシ

⑶ 択行動のモデル化
交通シミュレーション結果を最も左右するのが、選択行

ングデータは、個別車両の経路を観測できるというリッチ
な情報を持つ反面、全数サンプルが難しいこと、移動主体

動モデルである。これらは旅行時間、旅行費用などを主な

の属性がわからないことなどの問題点も有しているため、

要因として、利用者の選択行動を決定しようとするが、最

従来の車両感知器による定点観測データ、既往のアンケー

近では時間帯によって変化する通行料金、旅行時間情報の

ト調査などと、融合させる必要がある。

提供などが導入され、経路だけではなく、出発時刻選択や
交通機関選択までがシミュレーションに組み込まれつつあ
り、複雑になってきている。

⑹ 交通安全への適用
これまで交通シミュレーションは、渋滞が政策によって

一方、プローブ車両情報やETC情報など最新のセンシン

どのように変化するのかなど、ほとんどが効率性の評価に

グ技術も発達してきており、これまでなかなか取得できな

用いられてきた。しかし、安全性も政策評価の重要な位置

かった個々の車、人の動きが時間的･空間的に連続して観

を常に占めるため、交通シミュレーションを安全性の評価

測できるようになってきたことも事実で、このような最新

に活用しようとする試みが、いくつか出始めている。これ

のセンシング技術によって明らかになる利用者の行動が、

らの試みは、交通事故を直接シミュレーションで再現しよ

選択行動モデルの発展に寄与する可能性が高い。

うとするものではなく、再現された交通状態から間接的に

人間の行動は複雑で、個人差も大きい上、同じ個人であっ

安全性を評価するものである。例えば、分合流部の交通シ

ても時と場合によって選択結果は変化する。このような個

ミュレーション結果から、車両の速度分布や密度などを求

人差やおかれた環境を考慮した選択行動モデルは、永遠の

め、それらと事故との関係を別途解析して、安全評価を行

課題かもしれないが、高度センシング技術を活用しながら

うものである。交通事故はきわめて希少な事象であるので、

一層の発展を期待したい。

シミュレーションの中で事故を発生させることは難しいで
あろうし、交通状態と事故との関係もきれいに求められな

⑷ パラメータの同定
モデルの適用に際しては、まず現状再現性を確保できる
ようにモデルに内生する多数のパラメータを同定すること

い場合が少なくない。しかし、我々の交通社会における最
大の問題は交通事故であり、そこへの交通シミュレーショ
ンの貢献は、今後の大きな挑戦の場であろう。

が必要となる。現在のところ、この作業はモデルを熟知し
ている専門家が、何回もモデルをRUNさせながら、現状
の交通状態がうまく再現できるまで、経験的にパラメータ

⑺ 交通データベース
最後にデータについて付け加えたい。交通シミュレー

値を調整している。交通シミュレーションを適用する際に、

ションは、フロ－モデルにも選択行動モデルにも多様な

最も時間と労力が必要な作業である。さらに問題なのは、

データを必要とすることが多い。ネットワークデータ、車

調整を行う人間によって、同定されたパラメータ値が異な

両感知器データ、プローブデータはもちろんのこと、気象

り、そのためシミュレーションの結果に違いが出てしまう

データ、土地利用データ、事故データ、人口データなど、

ことである。同じモデル、同じデータを使っても、このよ

さまざまである。これらのデータを融合して使おうとする

うなことは起こってしまうことが多い。

と常に問題が生じる。まず、使いたいデータの所在がわか

パラメータ同定は、基本的には専門家の経験と交通工学

らない。データ利用の許可を取るのに多くの手間と時間が

的な知見を使って行う作業であるので、これを自動化する

かかる。うまく許可が得られたとしても、そのデータの質

ことは可能である。すなわち、専門家が持つ経験的な知見

的な性質がよくわからない、位置座標系が異なっている、

や交通工学の理論的な知見を知識ベースとしたアルゴリズ

フォーマットやコードがわからない、など数多くの問題が

ムが構築できるのではないかと考える。このような自動化

発生することが普通である。交通シミュレーションに限ら

によりシステマティックなパラメータ同定が行われるよう

ず、交通の解析には異なるデータを組み合わせて使うこと

になれば、同定結果に個人差が入り込むこともなくなる。

が多く、将来のことを考えるとそれらを効率的に集めた

まだまだ未完成の段階ではあるが、このような取り組みも

データベースの構築が必要である。さらに、CO2 排出量な

始めている（文献６）。

どのグローバルな環境問題を考えると、このようなデータ
ベース化はわが国だけでなく、国際的な活動として実施す

⑸ ODデータの取得

べきである。2008年度から日本自動車研究所などと一緒

モデルへの入力データで、最も取得が困難な上、結果に

に、NEDOプロジェクトの一環として、ヨーロッパとアメ

大きな影響を与えるのが、OD交通量データである。車や

リカの専門家とともに国際的な交通関連のデータベース構

人の動きの起終点を観測することは容易ではなく、従来型

築に取り組んでいる。
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図７ International Traffic Database
<http://www.trafficdata.info/>

６．おわりに

４）小根山裕之，大口敬，桑原雅夫，交通流シミュレーショ

私の研究のキャッチフレーズは「StaticからDynamicへ」

ンを用いた排出量推計手法に関する考察 ・ 土木計画

である。交通現象は、時間的にダイナミックだからであり、
従来の静的な交通解析を、できるだけ動的な解析へ進展さ

学研究・講演集，Vol.27，CD-ROM，土木学会  （2003）
５）浅野美帆，井料隆雅，桑原雅夫，交錯交通の容量評価
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である交通シミュレーションについて、モデルの開発とパ

accepted，㈳ 交通工学研究会（2008）

ラメータ同定、入力データの取得などの周辺技術について、

６）Furukawa, M. and Kuwahara, M., Automatic tuning of

これまでの研究成果と今後の展望を概説した。技術の進展、

parameters in a network traffic simulation model,  

社会からの要請、国際化など、さまざまな周辺環境の変化

Proceedings of ７th World Congress on Intelligent

と整備によって、交通シミュレーションへの期待とその守

Transport Systems, Turin（2000）

備範囲は確実に拡大しており、研究開発と実用化がますま
す進展することを願うものである。
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研究プロフィール

高度資源利用と環境保全のためのプロセス研究
～資源循環型・持続的社会具現化のために～
東北大学大学院環境科学研究科
環境科学専攻
教授 葛 西 栄 輝

２．炭酸ガス排出量削減のための製鉄用複合塊成原料の開発

１．はじめに
「大量生産→大量消費→大量廃棄」の流れを止めて、真

国内のエネルギー使用量のおよそ15％を占める鉄鋼業

の資源・物質循環型／持続的社会を具現化することは容易

は、良質鉄鉱石資源の枯渇や原燃料価格の高騰に対応しな

なことではありません。日本がOECD等の関係国際機関と

がらCO2 の排出量削減を目指すという難しい問題に直面し

4

4

4

協力して2005年に開始した3Rイニシアチブでは、
「経済的
4

4

4

4

4

ています。このような課題を解決するためには、製鉄プロ

に実行可能な限り、廃棄物の発生を抑制し（Reduce）、資

セスにおける重要な反応である酸化鉄還元反応や炭材のガ

源及び製品を再使用（Reuse）、再生利用する（Recycle）」

ス化反応の低温化実現が有効な手段と考えられます。その

と述べられています。冒頭の「経済的に実行可能」かどう

具体的な方法として、高炉への鉱石－炭材コンポジット塊

かは、資源やエネルギー価格、焼却などの中間処理－最終

成鉱や金属鉄含有コークス（フェロコークス）の使用が注

処分コストなどの経済情勢に大きく依存します。実際、

目されています。一方、近年の世界的な鉄鋼生産量の飛躍

2008年夏をピークとするいわゆる資源バブルでは、例えば

的増加に伴う優良鉄鉱資源の枯渇化に伴って、脈石成分や

数年前に約6,200円／トンの最安値を記録した鉄スクラッ

結晶水含有量が多い劣質鉱石の使用量が増加し、その効果

プの値段が、11倍の約68,000円（関東電炉炉前価格）まで

的な使用方法の開発が求められています。また、化石燃料

高騰し、郊外の各地に積まれていたスクラップの山が消え

由来のCO2 排出量削減を達成するためには、熱分解過程で

たのは記憶に新しいことです。一方、リサイクルが経済的

H2やCO、CH4 などの還元ガスを発生する廃プラスチック

に自立しない場合は、「家電リサイクル法」
、「自動車リサ

やバイオマスなどの有効利用も重要です。本研究では、将

イクル法」などのように事業に補助をしたり、広報や教育

来の使用量増加が見込まれる結晶水含有量の多い劣質鉄鉱

を強化したり、場合によっては強制的な手段を伴う政策的

石と炭材のコンポジットに着目し、鉱石特性が定速昇温下

誘導が必要になります。したがって、前述した3Rイニシ

の鉄鉱石還元や炭材ガス化反応に与える影響、およびコン

アチブでもリサイクルの技術を重点的に発展させることが

ポジット用炭材として廃プラスチックを高効率に利用する

重要課題に挙げられています。大学におけるプロセス研究

方法等を検討しています。以下、結果の一例を紹介します。

は、現存する各種工程の基礎的および詳細な解析評価には

図１に示すように結晶水分解後は鉄鉱石の表面積が増加

直接的に貢献していますが、新規な技術開発、特に金属製

するため、石炭の揮発分に由来する炭素及び水素による低

錬や化学工業など、規模の大きなプロセス開発に対して明

温での還元が高速に進行します。しかし、高温における還

確な寄与を示すことは中々難しいことです。これは、基礎

元後期では、1100℃程度で始まる難還元性スラグの形成に

研究の成果を実用プロセスとして完成させるまでの時間が

起因する還元停滞が認められます1）。一方、炭材比率の高

長大なことと、プロセス全体からみれば1つの技術だけで

いコンポジットから生成するフェロコークスの金属鉄源と

なく、多くの技術革新の成果であることがほとんどのため
です。このようなことも原因となり、大学におけるプロセ
ス研究者がかなり減少しているように感じます。しかし、
資源循環や地球環境におけるインパクトは、やはり取り扱
う量に依存することは必至であり、大量の物質を処理しつ
つ、低エネルギー消費、低環境負荷を目指した高温プロセ
ス技術の発展は、これからますます重要になると考えます。
筆者の研究室では、波及効果の大きな基幹素材の製造お
よびリサイクルプロセスの高効率化と低環境負荷化を達成
するための新しいプロセス技術原理を生み出すための基礎
研究を行っています。また、このような研究成果を応用し、
再生可能エネルギー利用技術開発や新規材料創製に関する
研究を進めています。

図1 炭材内装鉱の等速昇温加熱時の所定還元率に到達する温度と鉱
石中結晶水含有量との関係
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して、このような高結晶水鉱石を用いると、乾留中に生成

大きなエネルギーが必要であり、溶融炉の操業変動を通し

する金属鉄粒子が微細化されるため、ガス化反応の低温化

て耐火物損傷などをもたらします。一方、焼却灰組成も対

2）

象廃棄物や焼却炉の操業条件によって変動するため、常に

が図れます 。
比較的低温で熱分解が進行する廃プラスチックを還元材

的確な組成制御を行い、低温で流動性が高い液相を形成す

に採用することにより、コークスなどでは通常900℃程度

るための技術開発が不可欠です。以上の背景に基づき、本

以上の熱炭素還元温度が、約400℃という低温から開始し

研究では、まず、溶融炉操業の条件を最適化するためのデー

ます。また、内外２層の炭材添加量を独立に制御した２層

タベース構築と操業条件のマニュアル化を図り、実証試験

構造の採用により、還元剤の利用率向上も可能です3）。さ

によって検証することを目的としました。まず、典型的な

らに、プラスチックの熱分解で発生する炭化水素は、酸化

アスベスト廃棄物と焼却灰の化学組成および鉱物構成を把

鉄共存下でCとH2 に分解され、それぞれ異なる温度域で還

握し、対応する酸化物状態図を選択あるいは整備し、最適

4）

元に利用されるため、反応の効率化が期待できます 。

組成に誘導するための低コストフラックス材を広範囲に検
討しました。これにより、アスベスト廃棄物－廃棄物焼却

３． 二次資源からの亜鉛回収プロセスの高効率化
亜鉛は資源耐用年数（可採年数）が少ない金属であり、

灰－フラックス系で生成するスラグの流動性と凝固状態に
関するデータベースを作製し、主要流動性支配因子を決定

効率的なリサイクルシステムの確立が望まれています。高

しました。さらに、スラグ組成を適正値に誘導可能なマニュ

温で揮発しやすい性質をもち、鉄スクラップを原料とする

アル（図３参照）を構築しました。これらの結果を活用し

電気炉製鋼プロセスのダストや廃棄物の焼却および溶融処

廃棄物焼却灰の実機溶融炉を使用した実証試験を行い、操

理プロセスの飛灰等に濃縮するため、これらリサイクル原

業状態の安定化と廃棄物処理量の増加を確認することによ

料からの高効率回収技術の確立が求められています。製鉄

り、提案したマニュアルの有効性を確認しました。

ダストや焼却飛灰は、亜鉛のほかに鉛やアルカリ金属、ハ
ロゲン成分等、高温で揮発しやすい成分を含むため、これ
らの効率的な分離・除去と主な残留成分である鉄の資源化
がキーとなります。また、酸化亜鉛（ZnO）に比較して
zinc ferrite（ZnFeO4 ）は還元しにくい物質とされ、その脱
亜鉛反応の促進も必要です。
本研究では、実際の含亜鉛ダストや合成zinc ferrite等を
用いて、各試料のキャラクタリゼーションや熱炭素還元実
験（図２参照）を行い、亜鉛回収効率向上のための技術原
理を探索しています。

図3 アスベスト廃棄物の高効率・安全無害化処理マニュアルイメージ

５．水素利用製鉄のための原料性状評価
現在、高炉で鉄鉱石から銑鉄を製造するために、石炭か
ら製造したコークスを熱源および酸化鉄の還元剤として用
いており、必然的にCO2 ガスが生成します。もし、これら
の機能を水素で代替することができれば、生成するガスは
H2Oであるため、CO2 排出量削減に直結します。一方、高
炉の低温部（500℃程度）では、還元進行に伴って焼結鉱
の粉化抑制が重要であることが知られています。しかし、
図2

温度変化に伴うZincferrite - Graphite試料中組織構成率の推移

還元剤に水素を用いた際のこの粉化現象を詳細に把握した
例はこれまでありません。そこで、本研究では水素含有還

４．アスベスト廃棄物と廃棄物焼却灰の高効率・高信頼性
溶融無害化及び資源化

元ガスが鉱石還元粉化に及ぼす影響を調査しています。
図４に示すように、少量のH2 添加により還元率と還元粉

今後も大量に排出されると予想されているアスベスト廃

化率は共に増加するが、更なるH2 濃度増加によって還元率

棄物は、高い溶融温度を持つ上にモルタル等と複合化して

が低下すると共に、還元中に発生する微細亀裂量が低下す

いるため、局所的な成分偏在に加えて平均化学組成の大き

るため還元粉化率は低下します 5）。H2 濃度により還元粉化

なばらつきが存在します。したがって、その溶融処理には

の挙動が異なるため、現在その機構を検討しています。
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粗大粒子の破砕や乾燥過程で形成しやすい凝集体の解砕が
同時に進行し、効率的な乾燥が行われます。乾燥後は篩分
あるいは磁力選別で蓄熱体と乾燥産物を分離し、蓄熱媒は
余熱を保持したまま直ちに熱交換装置に送られ、再利用さ
れます。
本システムは、適切な合金設計により蓄熱効率が大幅に
向上した熱媒体を使用し、高濃度のダストが含まれる排ガ
スから熱を回収することができ、また乾燥プロセス排ガス
が非常に少ないといった特長を有します。これまでに、蓄
熱体粒子と湿潤粉体が共存する乾燥機内流れを模擬した
コールドモデル実験と、離散要素法による数値シミュレー
ションを行っています。実験結果を利用して、摩擦係数の
図4 焼 結 鉱 の500 ℃，1時 間 の60%N2 – (20-x)%CO – (20-y)
CO2 – xH2 – yH2Oガスによる還元後の還元率と還元粉化率

パラメータフィッティングを行うことにより、蓄熱体粒子
の挙動を予測することに成功しています。乾燥機内では湿
潤粉体で覆われた蓄熱体（複合粒子）の乾燥が行われると

６．顕熱・潜熱併用型蓄熱体による高効率排熱回収 －

仮定し、シミュレーションを行った結果、蓄熱体の潜熱を
利用できれば乾燥時間を2/3に短縮可能であることも分か

乾燥システムの開発
鉄鋼業や化学工業のような高温プロセスを有する工業で

りました。実規模の製鉄ダスト乾燥を想定したシステム設

は、現在でも広い温度域にわたる膨大な量の廃熱を排出し

計を行った結果、本乾燥機における蓄熱体－ダスト間の伝

ています。一方で、原料や、湿潤ダストやスラッジといっ

熱容量係数が大きいことから、通常の回転乾燥機と比べサ

た廃棄物の乾燥プロセスには、重油や天然ガスなどの化石

イズが数倍小さくなることが示唆されました。また、蓄熱

燃料が使用されている場合が多いのが現状です。そこで本

用熱交換装置もコンパクトであることから、本提案システ

研究では、高温プロセス排熱の有効利用を促進するため、

ムは未利用廃熱回収に有効なものと評価されます6）。

顕熱・潜熱併用型蓄熱合金で作製した熱媒体により熱回収
を行い、これを直接湿潤粉体の乾燥・解砕に利用する新し
いシステムを提案しています。

７．還元反応を利用した高機能発泡鉄鋼材料製造プロセス
の開発

本システムの概略を図５に示します。まず、250 ～ 500℃

発泡金属の主な用途は衝撃吸収材であり、素材強度が高

の低・中温排ガスを、鉄系合金で調製した顕熱・潜熱併用

いと吸収エネルギーも大きいことが知られており、発泡ア

型蓄熱体粒子を充填した移動層型熱交換装置に流通させ、

ルミニウムは合金化による高強度化が進められています。

200 ～ 300℃に加熱します。これを湿潤ダスト等の湿潤粉

鉄鋼材料はアルミニウム系材料に比較して高強度で原材料

体と共に所定のフィード量比で乾燥機に装入します。乾燥

コストが小さいため、鉄を基質とする高発泡率体が製造で

機内では、蓄熱体と湿潤粉体の直接接触に伴う伝熱と共に、

きれば、輸送機器や構造材料の軽量化や高機能化等、様々

図5

顕熱・潜熱併用型蓄熱体による高効率排熱回収－乾燥システムの概略
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な用途への展開が期待できます。そこで、酸化鉄の還元反
応により発生するガスを発泡剤として利用することに着目

３）T. Murakami, T. Akiyama, and E. Kasai: ISIJ Int ., 49
（2009）
, 809.

し、酸化鉄、純鉄及び黒鉛からなる混合粉体を用いた発泡

４）T. Murakami, and E. Kasai: ISIJ Int ., 50（2011）
, 9.

鉄の製造方法の開発を行っています。さらに、より均一か

５）Y. Kamiya, T. Murakami, and E. Kasai: CAMP-ISIJ ,
23（2010）
, 875 [in Japanese].

つ微細な気泡を持つ発泡鉄を製造するための方法として、
気泡の凝集を抑制する粒子の添加に着目し、酸化物添加が
発泡特性へ及ぼす影響について検討しています。その結果、
Cr2O3 添加はセル壁に酸化物粒子が偏析し気泡の安定化を

６）N. Hayashi, E. Kasai, and T. Nakamura: ISIJ Int ., 50
（2010）
, 1282.
７）T. Murakami, G. Omameuda, and E. Kasai: ISIJ Int .,
49（2010）
, 307.

促進することにより、またWO3添加は融液の粘性を増加す
ることにより、それぞれ気泡を均一・微細化できることを
見出しました7）。
８．おわりに
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触覚・触感に基づく QOL テクノロジーの
創出を目指して
東北大学大学院
医工学研究科
教授 田 中

真

美

によって、触覚感性量を抽出するシステムが良いのではな

１．はじめに
触覚は五感の一つであり、皮膚を通して感じる感覚です。

いかと考えました。これを基にセンサシステムを開発し

皮膚は人間の器官の中で大変大きな器官であり、また原始

様々な対象物を計測し、これまでそれらの有効性を確認し

的な感覚でもあります。母親のお腹の中に居る胎児は約９

ています［２］－［４］。

週目から外皮機能を持ち、生まれたばかりの赤ん坊は目の

本稿では、ヒトの触動作および触覚感覚受容器について

機能が未熟で見えないため、物を手に持ったり口に入れた

述べ、これらの特徴を利用し、私達が開発している触覚セ

りすることで、認識を行う様子がしばしば見られます。

ンサシステムの応用例として前立腺触診用センサの開

触れるということは能動的な行為であり、自分の手指を

発［２］と布を対象とした触感計測［３］について紹介します。

用いて対象物に触ります。特に触覚は五感のうちでも他の
器官と違い、作用反作用の法則に支配されます。触ること
によって生じる相手の変形や熱の伝達の様子等の情報を、

２．ヒトの触動作および触覚受容器について
触運動知覚の研究はこれまで多くなされており、視覚を

手指を通し受け取り感じますが、触覚のメカニズムについ

用いずに、テクスチャー、硬さ、重さ、形状のような触覚

ては十分解明されておらず、記録・再生技術の確立が困難

情報をどのような動きによって得られるか、その探索行為

となっています。

について調査されています。Ledermanらによって得られ

触覚・触感を用いて判断されるものは数多くありますが、

た各動作と触覚情報の関係を表１に示します［５］。

その一つとして香粧品の使用感があります。香粧品の使用

表中のⅠ ～ Ⅶ は欲しい触覚情報を示しており、次のよ

感評価においては、もちろん触覚だけでなく視覚や嗅覚等

うに対応しています。Ⅰ テクスチャー、Ⅱ 硬さ、Ⅲ 温度、

の他の感覚も大きく影響し、視覚による使用感は「つや」
「美

Ⅳ 重さ、Ⅴ 体積、Ⅵ 全体の形、Ⅶ 細部の形状。

しい色見」「透明感」「光沢」など、嗅覚は様々な「香り」

表１より欲しい情報によって人が行う必要な動作がそれ

などがわかります。それに比べ、触覚は「手触り感」「しっ

ぞれ異なることが分かります。 また皮膚の感覚受容器に

とりさ」「なめらかさ」「さらさら」「しなやかさ」などが

ついて図１に示します［６］。機械的受容器にはマイスナー

分かり、他の感覚では分からない様々な使用感を感じるこ

小体、メルケル触盤、パチニ小体およびルフィニ小体が挙

とが可能です。

げられます。受容野の特徴として受容野の大きさの違いで、

これまで製品の触感評価の主な方法としては、摩擦係数

小さいものはⅠ、大きいものがⅡと分類され、また感覚器

や圧縮、曲げ、引っ張りやねじり剛性など、触覚・触感と

の順応性の速さの違いで、速いものがFA、遅いものがSA

関連すると考えられる対象物の各物理量の計測が行われて

と分類されます。これらより、FAⅠ、FAⅡ、SAⅠ、SA

きました。これらによって得られるデータは多数あります

Ⅱの４種類に分類されますが、FAⅠにはマイスナー小体、

が、ヒトの触感との対応を十分に見つけることは極めて困

FAⅡにはパチニ小体、SAⅠはメルケル触盤、SAⅡはル

［１］

難であることが報告されています

。

フィニ小体が対応すると考えられています。

以上のことから、私たちの研究室では、ヒトの触感計測

感覚受容器の閾値と周波数の関係を図２に示します。各

として、対象物の物理量を計測するのではなく、触覚・触

受容器の特徴が異なることは非常に興味深く、様々な情報

感が作用反作用によって情報が得られることに着眼し、ヒ

の取得に役立っていると考えられます。

トの特性を模したセンサシステムを作製しそれを用いて計
測することに着目しました。ヒトの指と似ているような構
造を持つセンサの製作、またヒトの手指のような動きを実
現し、対象物を触り対象物からの情報を得ることです。そ
のために、ヒトの触覚感覚受容器の特徴を実現するセンサ
の製作、ヒトの触動作を基とした触動作機構の構築および
これらの統合、さらに得られるセンサ出力に対してヒトの
皮膚感覚受容器の特性を基とする信号処理方法を行うこと

表１

 索行為と触覚情報の関係（◎は極めて適した動作、○は有効
探
な動作、●は極めて適しており、かつ必須の動作）［５］

横方向の動き
圧
迫
静 止 接 触
挙
上
包 み 込 み
輪 郭 探 索

Ⅰ
◎
○
○
○
○

Ⅱ
○
◎
○
○
○

Ⅲ
○
○
◎
○
○
○

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

◎
○
○

○
○
◎
○

○
○
◎
○

●
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図1

ヒトの触覚感覚受容器［６］

図３

 電体の出力応答。（上）
圧
圧 力 パ ル ス、（ 下 ） 高 分
子圧電材料の応答

図４

 チニ小体への圧力パル
パ
ス（上）とパチニ小体か
らの活動電位（下）［７］

４．前立腺硬さ計測用センサ
表１にあるように、ヒトは対象物への押し付け動作を行
うことによって硬さを測定することが可能です。これを利
用して開発した前立腺硬さ計測用センサ［２］について述べ
ます。特にこのセンサは指で前立腺を探りながら測定部位
を医師の判断で発見し接触測定を可能とする能動駆動型指
装着型のセンサです。
図２

皮膚の感覚受容器と正弦波閾値と周波数の関係［７］

センサの構造を図５に示します。指装着で対象物への押
し付け力を測定するために、アルミニウム板を土台として
半導体ひずみゲージを貼り付けます。この土台の上に母材
［９］

、受感材である厚さ28μmのPVDFフィルム、保護膜で

３．センサ材料
前章で示したように、感覚受容器は様々な特性があり、
それらを実現可能とするセンサを作ることが重要となりま
す。
図３に圧電材料に対して圧力パルスが一定圧に負荷され
た時の出力特性を示します。圧力の負荷時と除荷時には圧
電材料から電圧は発生され、一定圧時には発生されません。
また図４に前述の人間の皮膚感覚受容器の一つであるパチ
ニ小体の活動電位の様子

［７］

を示します。これらより圧電

材料の出力電圧特性がパチニ小体の応答出力特性に類似し
ていることがわかります。
圧電材料には単結晶やセラミックス薄膜など多数ありま
すが、その中でも非常に薄く極めて柔軟であり、日常での
使用や生体の測定に適していると考えられる高分子圧電材
料のポリフッ化ビニリデン（Polivinylidene Fluoride 以
下PVDF）をセンサ素子とすることとしました。
PVDFフィルム表面に応力が加わると、その大きさに応
じた電荷が生じますが、その出力電圧の大きさの尺度とな
る g 定数（圧電電圧定数、またはセンサ定数）が300×10 -3
V・m/N以上あり、水晶（ g ≒ 50×10 -3V
・
m/N）やセラミッ
ク（ g ≒ 20×10 -3V・m/N）より、かなり大きいことが分かっ
ています［８］。

あるアセテートテープを層状に重ね、さらに、センサの感
度を向上のための表面に加硫ゴムの小型突起を取り付けま
す。PVDFフィルムからの圧電出力を用いて対象物の硬さ
を計測します。
センサ表面の突起が対象物に接触され測定が行われます
が、操作性についての医師の所見によると指先での安定装
着が重要であり、そのため、第２関節付近までの固定が可
能な指サックをセンサの一部として装着し利用していま
す。またセンサ表面の突起は、指サックの先端に穴を開け
貫通させることで表面に出されています。これらの構造よ
り、指を指サックに挿入するだけでセンサと指の装着が可
能となります。
最初に開発したセンサは指装着型のセンサで、動作が医
師の指で自由に行われるものでしたが、患者の病変によっ
ても医師の触動作も異なるため、得られるセンサ出力が不
安定になるという問題がありました。そこで、安定した駆
動が可能となる駆動機構もセンサの一部として設ける必要
があります。
本稿のセンサは、一定押し付け動作を実現する駆動機構
として、指根元部に小型振動モータを配置し駆動させ、モー
タ振動を指先に直接伝わらせ、指先の押し付け動作を実現
しています。センサおよびモータを指に装着した様子を図
６に示します。臨床実験ではセンサおよびモータを装着し
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た上にさらにゴム手袋を着けて計測を行います。

正常な状態から得られる値に近く、そのため平均値μも小

計測では、センサを指の先端に装着し、指根元に固定さ

さくなりました。しかし、硬い点を計測できた時の出力値

れた振動モータを駆動させ、指先端を計測対象物に押し当

は最大値Ⅰmaxとして表れており、本センサでは触診を同時

てます。このことよりPVDFフィルムに電荷が誘起され、

に行えるという特長を生かした計測となっていると言えま

この電荷をデジタルオシロスコープで計測します。また同

す。

時に、押し付け力と比例するひずみゲージの出力値をブ

結果より患者の前立腺の病状による出力値の違いが表れ

リッジボックス、ストレインアンプを介し、PVDFフィル

ており、本センサシステムを用いた硬さ判別による前立腺

ムの出力と同様にデジタルオシロスコープを用いて計測し

の病状診断に有効であることが確認されたと言えます。

ます。
計測データをPCに転送し信号処理を施してセンサ出力
値として得ます。PVDFの出力は高感度ですので、そのノ
イズ除去のため、センサ出力値として計測時間域における
信号出力値の絶対値の和を求め、その値をサンプリング数

N で割った値を出力値平均Ⅰ ［Ⅴ］を求め、評価します。
センサ出力Ⅰ の測定回数による平均値をμとします。同
時に、押し付け力補償のためにひずみゲージによる出力値
も同様の方法で評価も行い、押し付け力 F の平均値であ

表２

 触力平均値 Fave、センサ出力平均値μ、センサ出力最大値Ⅰmax
接
および最小値Ⅰmin

Patients
A
B
C
D
E
F
G

Fave［N］
0.436
0.404
0.382
0.357
0.522
0.455
0.368

μ［mV］
6.64
7.34
13.91
13.47
21.20
19.00
9.72

Ⅰmax［mV］
7.84
9.36
20.00
25.76
22.79
26.04
18.78

Ⅰmin［mV］
5.18
5.90
9.35
8.29
19.99
12.89
7.12

るFaveを求めました。
５．触覚感性計測
二つ目のトピックとして触感計測について述べます。測
定方法はセンサにより対象物に対し一定圧で押し付け、ス
ライド機構により一方向へ走査するものであり、前述のテ
クスチャーの触動作を摸したものであります。図７にセン
サシステムの概略図および写真を示します。センサの部分
は各測定対象物に合わせて調整は必要ですが、基本的には
このようなシステムでテクスチャーの測定は可能であると
考えられ、これまで布や毛髪などの計測が良好に行われて
います［３］［４］。
図５ センサー構造

図６

 ンサーと駆動モーター
セ
の装着の様子

布を対象物として計測したセンサ出力の一例とその波形
に対して周波数解析であるFFT解析を行い、パワースペク

センサを医師に装着してもらい、臨床実験により前立腺
硬さ計測および病気の診断について行った結果について紹
介します。臨床実験では58 ～ 79歳の男性患者７名（A ～ G）
を計測しました。各被験者の病状は次の通りです。Aは正
常、Bはほぼ正常、Cは正常と前立腺肥大症の間、Dは癌の
治療中、E ～ Gは結石が存在しています。計測は医師が各
患者に対して病変部位を探しながら、超音波画像を用いず
にセンサを装着した示指での触診のみで計測が行われまし
た。測定回数は患者によって異なりますが４～ 15回でし
た。
臨床実験から得られた出力値を表２に示します。Faveの
値から分かるように測定中の押し付け力は患者に関わらず
ほぼ一定であることが分かります。また患者A、Bはほぼ
正常であるため、出力平均値μの値が小さく、また、患者
C、Dさらに患者E、Fと病状によりセンサ出力値が大きく
なっております。
患者Gについては結石が一部のみでありその他の部分は
正常と同じ硬さであったとの医師の診断であり、触診によ
り硬い点を探しながら計測を行ったため、出力値の多くが

図７テクスチャー計測装置（上）および実験装置外観写真（下）
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の創出ということで、触覚・触感の取得技術を医療・福祉・
健康機器へ応用展開したいと考えています。また、触運動
については、特に経験による熟練度の差が大きいと考え、
触診や手技において熟練者と未熟者の指の動きについて現
在調査を行っており、熟練者の手指の機能が実現できるこ
とをさらに目指しています。
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異分野融合による次世代膵島移植の確立
細胞療法による糖尿病治療の普及を目指して

東北大学
未来科学技術共同研究センター
教授 後 藤 昌 史

膵島のみを抽出するこの技術は、膵外分泌組織にのみ病態

１．はじめに
膵島移植は、インスリンで血糖をコントロールすること

を有する慢性膵炎、膵外傷、膵動静脈奇形といった疾患に

が困難である重症糖尿病患者様を対象とした低侵襲細胞移

も応用可能となる点は特記に値します。これらの疾患にお

植療法です（１ ）。現在既に試みられている細胞移植の中

きましては、いずれも膵全摘術が必要となりますため、摘

でも、膵島移植は最も社会的なインパクトが大きく、今後

出した膵臓より健常である膵島のみを抽出し、患者様本人

に引き続き起こるあらゆる細胞療法の良き雛形となるとい

に戻す自家膵島移植術を実施する事になります。自家膵島

う重要な役割を有しております。

移植におきましては、本人の膵島を利用する事になります
ため、免疫抑制剤を必要としない点が最大の魅力でありま

２．膵島移植の現状

す。自家膵島移植は、移植医療であると共に、膵全摘に伴

図１に膵島移植の流れをお示し致します。まず、コラゲ

い発症が不可避である糖尿病を防ぐための究極の再生医療

ナーゼという特殊な酵素剤を膵管より逆行性に注入し、膵

とも位置づけられます（図２）。我々のグループは、東北

臓よりインスリンを産生する膵島という内分泌組織のみを
抽出致します。これは、膵管と膵島が交通していないとい
う原理に基づいております。膵島は、膵組織全体の約１２％程度しか占めておりませんため、そのような微量組織
を効率良く抽出するためにこの方法はいたって合目的であ
ると言えます。次に消化された膵組織より膵島のみを純化
するために、膵島の比重が他組織より軽度であるという性
質を利用し、比重遠心分離を行います。このようにして膵
組織より分離された膵島を、超音波ガイド下に経皮的経門
脈経路で肝内へ点滴の要領で約20-30分かけて移植を行い
ます。膵島移植は、臓器そのものを移植する膵臓移植に比
し、はるかに安全・低侵襲であり、また我が国において未
だ主流である心臓停止ドナーからの提供臓器でも移植が可
能であるという利点を備えております。さらに、膵臓から
図２．膵島移植の魅力

大学病院内に組織横断型のプロジェクト志向チームを構成
し、この後にご紹介させて頂く様々な研究成果を入れ込む
ことにより、H22年10月に第一例目の臨床自家膵島移植術
を実施致しました。本ケースは、グラフト生着が長期に渡
り確認された我が国初の成功例となりました。
一方、糖尿病患者様を対象とした同種膵島移植に関しま
しては、学会が認定する全国の６認定施設（東北大学、福
島医科大学、国立千葉東病院、京都大学、大阪大学、福岡
大学）が一丸となり、多施設共同研究として医師主導型治
験を構築し厚生労働省に申請し、ようやく高度医療制度の
承認がおりましたので、近々に臨床を再開する予定となっ
ております（図３）。今回承認を頂いた臨床試験は、先進
図１．膵島移植の流れ

細胞医療に対する高度医療制度下での医師主導型治験とし
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図3．高度医療制度下の多施設臨床試験の概要

図４．酸素透過性に優れる新規膵島培養デバイスの開発

ては我が国初の試みであり、今後の様々な細胞療法の承認

何に酵素剤を効率良く膵外分泌組織内へ注入できるかとい

におけるゴールデンスタンダードを構築するという重責を

う点であります。膵管にも個人差があり、症例によりまし

担っているものと認識致しております。

ては膵尾部まで酵素を充填することが困難である場合も
多々見られますため、膵管内へ中心静脈栄養カテーテルを

３．膵島移植の課題と対策

導入する手技も確立致しました。さらに、実際の臨床膵島

このように、膵島移植は安全、低侵襲であり、患者様に

移植におきましては、臓器摘出時の損傷に起因する注入酵

とって絶対的利点を有する魅力的治療法でありますが、現

素剤のリークがしばしば問題となります。我々はその解決

状ではまだ一人の患者様の治療に複数臓器を必要とし、そ

法として、注入酵素剤に臨床応用可能な微量色素を混入す

の長期成績にも改善が求められております。私は、その主

ることにより損傷部位を同定し、脆弱な膵組織に最適な修

たる原因は Ⅰ 膵島分離技術の未成熟 Ⅱ 有用な移植前膵
島評価法の欠如 Ⅲ 移植後早期における膵島グラフトの生

復法として医療用ボンドの導入を世界に先駆け確立し（２、
３ ）、今や世界標準となるに至っております。いずれの創

着不全に集約されるものと考え、こういった諸問題に対応

意工夫も臨床現場の経験、工学関係者との会話などが契機

すべく多角的アプローチを積極的に導入し、医学・工学・

となっており、あらためて異分野との接触の重要性を認識

農学・薬学などを革新的に融合させることにより、本学独

する次第であります。

自の次世代膵島移植の確立に取り組んでおります。

我々がもう一つ改良を加えた重要な点と致しまして、膵
島分離溶液および膵島移植溶液を挙げることができます。

まず一つ目の膵島分離技術に関してですが、膵臓より膵

我々のこれまでの研究により、膵島自身が炎症性メディ

島を分離する作業中に膵島が被る一種の温阻血障害を最小

エーターであるTissue FactorやMCP- １を発現しており、

限に抑えるために独自のクーリングデバイスを作製し、臨

これらが移植直後にホストの自然免疫系を活性化し、早期

床膵島移植へ導入致しました。また膵島分離作業時間の短

の膵島グラフト障害を引き起こすことが判明致しておりま

縮化と分離膵島のバイアビリティーを向上させるため、酸

す（４-６ ）。我々はこういった一連の連鎖反応をInstant

素透過性に富む新規素材を導入した、世界初となる膵島専

Blood-Mediated Inflammatory Reaction（IBMIR）と呼んで

用の培養・移植用デバイスを構築致しました。本デバイス

おります。我々はこれまでにNicotinamideおよび抗酸化作

は、今秋より実施される高度医療制度下の医師主導治験に

用を有するチオレドキシンが炎症性メディエーターを効果

おきましても承認され、全国の膵島移植施設で使用される

的に制御することをつかんでおります。Nicotinamideに関

こととなり、今後膵島移植における標準品になるものと思

しましては、既に臨床同種膵島移植および自家膵島移植に

われます（図４）
。さらに基礎検討の結果に基づき、膵管

実用化するに至っております。このように本学独自の膵島

への酵素注入圧を低圧（約60 mmHg）とし、その代わりに

分離法を導入することにより、2006年より２例の臨床膵島

酵素溶液濃度を世界標準の約４倍（６ mg/mL）に保つと

移植を施行致しております。いずれのケースも心停止ド

いう実にユニークな膵島分離法を確立致しております

ナーよりの臓器提供でありましたが、海外における脳死ド

（２ ）。2000年に世界標準として広まったエドモントンプロ

ナーケースに匹敵する十分量の膵島を回収することに成功

トコールでは、酵素注入圧は高圧（約180 mmHg）であり、

致しております。しかしその後、欧州より供給されており

酵素溶液濃度は低値（1.5 mg/mL）に設定されておりまし

ました膵島分離用酵素剤にウシ成分が混入されておりまし

たが、近年我々の方式に切り替える施設も出始めておりま

たことが判明し、2007年初頭より今日に至るまで膵島移植

す。膵島分離の成否を分ける最大の要因は、膵管を通し如

は世界的に一時停止の状態へ追い込まれております。そこ
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で我々は本学農学部・医工学部と連携し、世界初となる動

れまで強力な抗凝固・抗補体作用を有するLow molecular

物成分を完全に含有しないリコンビナントタイプの新規膵

weight dextran sulfate（LMW-DS）の有用性を見出し報告

島分離酵素剤の開発に乗り出しております。この酵素剤は

して参りました（５、８ ）。しかしLMW-DSはその抗補体

コラゲナーゼのサブタイプを別々にクローニングしており

作用に比し内因系抗凝固作用が著しく亢進しておりますた

ますため、提供臓器のコラーゲン組成に対応したテーラー

め、症例によりましては出血のリスクを伴いますため至適

メード型膵島分離が可能となり、膵島移植の新たなステー

量の投与が難しいことも判明致しております。そこで現在

ジを展開できるものと確信致しております。本開発酵素剤

我々は、既に臨床現場で活用されている抗凝固剤と、臨床

は、膵島移植に限らず、コラーゲンの分解を要するあらゆ

応用が望めるcGMPグレードの補体阻害ペプチドの組み合

る細胞療法がそのターゲットとなって参りますので、今後

わせによる新規IBMIR制御プロトコールを構築中でありま

飛躍が期待されるES・ips細胞治療の臨床応用にも欠かせ

す。補体の中心的存在であるC5aに対する阻害ペプチドは、

ない重要な研究であると考えております。

ホストの移植部位である肝内好中球が発現するTissue
Factorを制御することにより補体・凝固活性のクロストー

現行の膵島移植におけるもう一つの大きな課題として、

クを遮断し、グラフトの生着を促進することが判明致して

有用な移植前膵島評価法の欠如が挙げられます。そのため、

おります（９ ）（図６）。しかし、C5a阻害ペプチドは、グ

現在の膵島移植は分離膵島の外観と移植医の“カン”に頼

ラフトが発現するTissue Factorは制御し得ないことも併

り盲目的に移植を行っているのが現状であります。我々は

せて判明致しましたので、既にご説明させて頂きましたチ

これまでに分離膵島のバイアビリティーを簡便かつ正確に

オレドキシンやNicotinamideと組み合わせることにより、

計測する手法としてADP/ATP assayを確立し提唱して参

一層効果的なIBMIR制御プロトコールが構築可能であると

りましたが、近年本学工学部との連携により、膵島自身の

考えております（図７）。

呼吸によって生じる還元電位を波形として具現化する呼吸
活性測定システムの確立に成功致しております（７ ）（図
５）
。このシステムはこれまでのバイアビリティー評価法
とは根本的に異なり、非侵襲的でありますため膵島そのも
ののバイアビリティーを経時的に観察することが初めて可
能となり、移植前評価法として有用であることは言うに及
ばず、その汎用性から十分今後の世界スタンダードになり
得るものと期待致しております。

図６．C5a阻害ペプチドによるグラフト生着促進効果および肝内好中
球が発現するTissue Factor制御効果とそれに伴う凝固活性制
御作用

図５．膵島の呼吸活性計測システム

膵島移植がさらなる飛躍発展をとげる重要なポイントと
して、早期の膵島グラフト障害、つまり我々が提唱してい
る IBMIRを 効 果 的 に 制 御 し て い く 必 要 が あ り ま す。
IBMIRにより約70-80％の膵島が障害を受け、提供膵臓が
本来含有している全膵島数の実に約10％しか生着しないこ
とがこれまでの我々の研究で判明致しております。我々は
IBMIRを制御するためのホストへのアプローチとして、こ

図７．C5a阻害ペプチドおよびチオレドキシンによるIBMIR制御の概
念図
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研究プロフィール

４．おわりに
膵島移植を今後より広く普及していくためには、問題点
を多角的に捉え、積極的に臨床と隣り合わせのトランス

【著者略歴】
ご とう

後藤

まさふみ

昌史

レーショナルリサーチを展開していく必要があると思われ

（生年月日）：1968年10月18日

ます。今後、当研究室におきましては、細胞治療の利点を

（職

最大限に活用し、免疫制御隔離膜を導入したバイオ人工膵
島移植という究極の糖尿病治療を構築し、研究成果の社会
還元を目指していきます。
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現在に至る
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事業報告

平成22 年度

事業報告

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、
次に掲げる事業を行った。

⑵ みやぎ優れMONO発信事業
宮城県内の良いモノを「みやぎ優れMONO」とし
て認定し、県内外に発信するための認定制度と、認

１．科学技術に関する試験研究

定企業並びに認定を目指す企業への技術、経営、販

研究者を委嘱（非常勤研究員）し、各研究科と包括

売等について様々な支援を構築し、宮城から数多く

的協力協定により、施設・設備等の相互利用を図り、委

のものづくりヒット商品を生み出すことを目的とし

託研究「コバルト基耐熱合金の研究」他108件の試験研

た支援事業に共催団体として参画した。

究を行った。
また、経済産業省の平成22年度予算戦略的基盤技術

開催期間

平成22年10月27日㈬

場

夢メッセみやぎ

所

高度化支援事業３件を受託した。
４．工学振興に関する情報提供等広報活動への助成
２．学術研究・教育への助成
⑴ 学術研究を行な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
研究助成金「超精密切削加工に関する研究」他68件

⑴ 東 北大学工学系研究科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25号を発行した。
平成23年３月

1,200部

の指定研究助成金を交付した。
⑵ 東 北大学大学院工学研究科、情報科学研究科、環境
⑵ 若手研究者育成のための各賞の授与
① 第４回「青葉工学振興会賞」の授与について
被推薦者12名

受賞者２名

② 第16回「青葉工学研究奨励賞」の授与について
被推薦者26名

受賞者３名

⑶ 研究会開催への助成

科学研究科及び医工学研究科の公開（オープンキャ
ンパス）への助成
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22年７月28日㈬～ 29日㈭

場

青葉山キャンパス

所

「22年度資源素材学会」他８件に助成した。
⑷ 学術研究・教育のための国際交流に対する助成
「韓国大学との交流」他６件に助成した。
⑸ 奨学金の給付
外国人留学生

７名に給付。

３．産学官交流推進事業への助成
⑴ 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
の産学官の相互連携・交流促進を図るための交流大
会に共催団体として参画した。
① 第48回産学官交流大会
日

時

平成22年６月23日㈬

場

所

仙台国際センター

② 第49回産学官新春交流大会
日

時

平成23年１月20日㈭

場

所

仙台国際センター
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財団法人青葉工学振興会の発行する機関誌「翠巒」第二十六
ます。

科の工学分野の先端的研究を紹介する「研究プロフィール」欄

工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科、医工学研究

昨年三月十一日に東北地方を中心とする「東日本大震災」が

にも多くの投稿を頂きました。このような研究が、本財団が目

号をお届けします。

発生し、本財団関係者にも多くの被災された方おられることと

最後に、既に皆様ご存じの通り、本財団も政府の公益法人制

的とする「宮城県を中心とする地域における科学・技術振興の

東北大学青葉山キャンパスにおきましても複数の建物が甚大な

度の見直しに伴い、平成二十五年度末には新法人に移行する予

存じます。まずは、この場を借りてお見舞い申し上げます。当

被害に遭い、研究・教育に大きな影響が出ております。被害の

定で着々と準備を進めております。財団の活動目的・意義等に

活性化に寄与すべく産学の連携・協力活動を積極的に支援する」

大きかった建物については、補正予算において建て替えが認め

大きな変更はなく、継続していく予定です。皆様におかれまし

財団の事務局があります青葉記念会館も例外ではなく、建物の

られ、これから約三年をかけて工事が行われる予定です。この

ては、本財団のより一層の発展のため、ご協力ご支援をよろし

の一助になってくれることを期待しております。

ような大きな物理的被害にも拘わらず、人的被害が出なかった

くお願い申し上げます。

外 壁 お よ び 室 内 の 天 井 等 の 落 下 等 の 被 害 が あ り ま し た。 ま た、

ことは幸いでした。宮城県沖地震の発生に備え、日頃より避難
訓練を実施すると共に各人が自然災害に対して高い意識を持っ

さて、本号では平成二十三年度で第五回を迎えた「青葉工学
振 興 会 賞 」、 第 十 七 回 を 迎 え た「 青 葉 工 学 研 究 奨 励 賞 」 の 受 賞
者の業績と喜びの声を伝えたいと思います。これらの賞は毎年
多くの応募を頂き大変レベルの高い内容となると共に各方面か
ら高い評価を頂く企画になってきております。本年度から、
「青
葉工学振興会賞」の応募の上限年齢が四十二歳に引き上げられ
ていることから、今後とも多くの若手研究者の応募をお願いし

（常任理事 東
  北大学大学院医工学研究科教授 佐
  藤正明 記
  ）

集
ていたお蔭であろうと思います。

記
編

後

