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代わって青葉山の意に用いたものである。なお、武山斌郎元青葉工学振興会理事長の揮毫によります。
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がって、今後の百年間を乗り切るため、過渡期となる今後五十年が、国や
人類の歴史にとって非常に重要となる訳です。すでに欧州理事会は、従来
のままエネルギーや資源を消費し続けると、二〇五〇年までに世界は危機
的な状態になるとして、二〇二〇年までに各国が一体となって省資源経済
に舵を切る政策を決定し、そのシナリオとして「賢い成長」
「持続可能な成長」
「包括的な成長」を成長の柱に採択しています（ EUROPE 2020
）。また、そ
の 具 体 的 な ロ ー ド マ ッ プ も 二 〇 一 一 年 に 発 表 し て い ま す（ Roadmap to a
）。その一つの解決策が、 IBM
から始まったスマー
Resource Efficient Europe
トシティに代表される、再生可能エネルギーも含め利用可能な全てのエネ
ルギーを情報通信ネットワークで制御することのようです。 EU
は、今回の
震災対応によって東松島市で計画されている環境都市構想スマートシティ
を調査するという話もあります。
特に資源の少ない日本では、「工学」が中心になって、いかにこれからの
国を支えていくかの中長期的戦略を検討し、それに基づき、個々の教員の「研
究」の全てあるいは一部を、大学組織として束ねながら社会に発信し貢献
することが必要です。
一方、「人材育成」の面では、今後、大学を卒業・修了する学生が、来た
るべき過渡期において、「地球と人類の持続可能性に関わる複合的な問題」
を解決できるよう、問題全体を俯瞰できる幅広い学問的基礎を有する創造
的な人材育成するため、大学院と学部での教育を再点検することも必要で
す。
我々の使命は、国と世界の将来を守るため、今後の激動の時代を乗り切り、
「真に豊かな持続可能社会」を創造するため、教育と研究における自分の責
務を常に自覚することではないかと思います。今後も国立大学を巡る状況
が益々厳しくなる中で、ぎりぎりの崖っ縁に立たされる前のまだ時間の残
されているうちに、将来を託すことができる「優れた人材育成」と、社会
に貢献できる「素晴らしい研究成果」があがるよう、研究科・学部をあげ
て社会の期待と要請に応えていく所存です。
今後ともどうぞ皆様のご理解とご支援をよろしくお願いします。

東北大学

「 今 後の 激 動の 時 代 に
工 学 研 究 科 が 行 うべき こ と 」

平成二十四年四月に工学研究科長を拝命しました。現在の工学研究科は、
十 八 専 攻、 教 員 約 三 百 五 十 名、 事 務 職 員 約 百 名、 技 術 職 員 約 百 名、 学 生 約
六千名の組織です。また、片平等の工学系の研究所を含めると、約三百以
上の研究室と連携があります。
東北帝国大学は、東京帝国大学から三〇年遅れ、明治四〇年に創立しま
したが、第一回卒業式の演説で、第二代北条時敬総長は、人材養成を目的
とした東京帝国大学に対し、東北帝国大学は真理の考究に重きを置くべき
で、既存の大学（東京・京都）と異なった個性の学風を主張されたそうで
す（東北大学五十年史、一二九頁）。そのモデルはドイツの大学で、実験室
と図書室が生命であり、学生にも学問研究に従事させることを目指した点
は、現在の研究第一主義の理念にも引き継がれております。
確かに研究関係では、学術論文の引用数などの評価による「二〇一二年
上海交通大学 世界大学ランキング」で、東北大学の工学・情報科学分野は、
二十三位になりました。その上位には、米国一八校、英国二校、スイス一校、
カナダ一校のみで、日本では第一位です（ http://www.shanghairanking.com/
）。
FieldENG2012.html
し か し、 近 年 の 我 が 国 の 財 政・ 経 済 状 況 の 悪 化 以 来、 社 会 や 産 業 界 か ら
大学に対し、人材育成、研究の両面で改革を求める期待が強くなっています。
一方では、国立大学を巡る状況は、益々厳しくなっており、少子高齢化（高
校 卒 業 者 の 数 は 一 九 九 二 年 に 対 し 現 在 約 六 〇 ％） に 加 え、 財 政 再 建 途 上、
新興国の追い上げに伴う「右肩下がり」の経済状況で、国立大学への運営
費交付金一％減は二〇〇五年度から八年間続いております。本学の教職員
も、震災予算確保のため、平成二六年三月までの約二年間、国家公務員同様、
給与が平均七・八％削減されました。
さらに震災後、エネルギー問題が注目されるようになりました。現代社
会を支えている主なエネルギー資源は、今後約百年間にほぼ枯渇すると言
わ れ て お り ま す（ 可 採 年 数 石 油 四 六 年、 天 然 ガ ス 六 〇 年、 石 炭 百 二 十 年、
ウラン百十五年）。エネルギー資源に加え金属資源も、今後不足または枯渇
すると言われております（可採年数インジウム八年、銀一四年、アンチモ
ン 一 六 年、 金 一 七 年、 鉛 二 十 一 年、 亜 鉛 二 十 四 年、 銅 三 十 二 年 ）（ http://
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青葉工学振興会賞等受賞者

平成 24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１名、第18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15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24年度は、宮城県内各大学から、「第６回青葉工
学振興会賞」に10件、「第18回青葉工学研究奨励賞」に
は20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６回青葉工学振興会賞
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授賞式は、平成24年12月７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６回青葉工学振興会賞

超高スピン分極率・低磁気緩和ホイスラー合金薄膜
の開発とスピントロニクスデバイスへの応用
東北大学大学院工学研究科
応用物理学専攻
准教授 大 兼 幹 彦

電子は電荷としての性質の他に、スピン（磁気）として

可能な性能です。この成果により、次世代HDDヘッドの

の性質を有しています。その両者の性質を積極的に利用し

開発は、ホイスラー合金を用いたCPP-GMR素子を中心に

て、画期的な電子デバイスを創成することを目指す、スピ

展開されると考えられます。この成果は2012年１月24日

ントロニクス（または、スピンエレクトロニクス）と呼ば

の日経産業新聞１面で、2011年技術トレンド調査の評価点

れる分野が大変注目を集めています。スピントロニクス分

の高い成果第１位として掲載され、多方面から高い評価と

野における最重要課題の一つは、非常に高いスピン分極率

注目を集めています。

を生成するための強磁性体材料の開発です。スピン分極率
とは、電気伝導に寄与する電子のスピンの向きが、どの程
度揃っているかを示す量です。理想的な高スピン分極率材
料はハーフメタルと呼ばれる、フェルミレベルに片方の電
子スピン状態のみを有する（つまり、伝導電子のスピン分
極率が100％）材料です。私は、ハーフメタル材料の中でも、
室温でそのハーフメタル特性を示すと考えられる、ホイス
ラー合金材料に着目して研究開発を行ってきました。
2002年頃からホイスラー合金薄膜、および、それを用い
た強磁性トンネル接合素子１） の開発に取り組み、2006年
にCo2MnSi組成のホイスラー合金薄膜をスパッタ法で単結
晶成長させることに成功し、それを用いた素子において低
温で160%の磁気抵抗比２） を実現しました。磁気抵抗比か

【用語の説明】
１）トンネル磁気抵抗素子：
強磁性体/絶縁体/強磁性体の３層構造を基本とする磁
気抵抗素子。
２）磁気抵抗比：
物質や素子に磁界を印加した際に電気抵抗が変化する
が、その抵抗変化の割合。トンネル磁気抵抗素子や、
CPP-GMR素子では二つの強磁性体の磁化の相対角度
によって電気抵抗が変化する。
３）CPP-GMR素子：
強磁性体/非磁性金属/強磁性体の３層構造を基本とす
る磁気抵抗素子。

ら見積もられるホイスラー合金のスピン分極率は89%であ
り、この結果は、ホイスラー合金がハーフメタルであるこ
とを、世界で初めて示したものです。
さらに、2008年にはトンネル接合素子のトンネル絶縁層
をアモルファスの酸化アルミニウムから、結晶質の酸化マ
グネシウムに変更することで、低温において753%、室温
において217%という非常に大きな磁気抵抗比を得ること
に成功しました。室温における巨大磁気抵抗比の実現は、
単に学術的な興味の範疇を超え、ホイスラー合金が実用に
供する可能性を示したものです。
以上のホイスラー合金に関する基盤技術をもとに、従来
のスピントロニクスデバイスの性能を凌駕する、または、
これまでにない革新的デバイスを創出するための応用研究
も精力的に行ってきました。特に、ホイスラー合金を電極
とした面直通電型巨大磁気抵抗（CPP-GMR）素子３）にお
いて、室温で74%という、非常に大きな磁気抵抗比を観測
することに成功しました。この磁気抵抗比はCPP-GMR素
子において断トツで世界最高であるとともに、5 Tbit/
inch2 容量の次世代ハードディスク（HDD）ヘッドに応用

図素
 子の断面電子顕微鏡像（上図）とホイスラー合金電極CPP-GMR
素子の成果の位置づけ（下図）
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第18 回青葉工学研究奨励賞

嗅覚皮質の電気信号解読による
脳の匂い判別機構の解明
東北大学大学院情報科学研究科
数学連携推進室 / 応用情報科学専攻兼任
助教 三 浦 佳 二

脳科学の発展はめざましく、「マインド・リーディング」

よって符号化されていることを明らかにした（図１，図２）。

が可能となる程まで進展してきている。事実、両手が動か

本研究は、基礎研究として、電気パルスによる匂いの符号

せない患者の脳の運動野に電極を埋め込み、電気活動から

化様式を解明することで解読を可能とした以外にも、火薬

意図を汲み取って義手を動かすブレイン・マシン・インター

の匂いを検出して地雷を撤去したり、災害現場で人を発見

フェースの研究がNatureの表紙を飾っている。危険性を伴

するレスキューラットとして使うなどの応用に繋がる可能

う電極の埋め込みを行わなくても、非侵襲的な脳波の測定

性も考えられる。

から意図を読み取り、車椅子を動かしたり、対戦型テトリ

以上では、脳の出口である運動系や入口である感覚系の

スを行うことも可能となった。さらには、脳波から被験者

例を主に挙げたが、ごく最近の傾向として、脳の「中間層」

が感じているTVゲームの面白さを評価したり、α波が出

の様子もよくわかるようになってきた。例えば、快楽に関

た時に銃を撃つことで命中率を上げる試みも成功してい

連するとされる脳の報酬系などで「価値細胞」が見つかっ

る。ただし脳波の場合、頭蓋骨の外で記録するために信号

たことは近年の脳科学のブレイクスルーの１つである。価

が弱くなり、精度の高い制御は難しくなる。そこで、脳を

値細胞とは、行動の価値に「応答」する細胞であり、例え

理解するための基礎研究や動物が使える応用においては、

ば、２つの選択から１つを選ぶ課題を動物が行う時に、特

電極を埋め込んだ実験も行われる。

定の選択の価値（＝期待される報酬量）に比例して活動す

我々の研究では、匂い刺激に対する応答を調べるために、

る。我々の現在進行形の研究においては、この行動価値は、

テトロードと呼ばれる複数の電極を用いて、ラットの嗅覚

行動選択の基準となるだけでなく、さらに、モチベーショ

皮質の神経細胞群の活動を計測した。そして、神経細胞の

ンとも関わることを解明しつつある。２つの選択肢から選

電気信号（パルス）を機械学習によって解読して、嗅いだ

ぶ課題において、どちらの行動の価値も高くなった時に応

匂いを解読できることを実証した。特に、神経活動におけ

答する「モチベーション細胞」も存在し、その細胞が高い

る情報処理の符号化は、パルスの「タイミング」によるの

活動を示した場合には、やる気が高まって動物がより俊敏

か、あるいはその「回数」によるのかという問いは神経科

に行動することがわかった。事実、報酬系（大脳基底核）

学の難問とされてきたが、嗅覚系の入口付近で匂いの情報

を標的とした脳深部刺激を行うと、パーキンソン患者がそ

はパルスのタイミングによって符号化される（匂いの違い

れまで困難としてきた運動が開始できるようになることは

によってパルスの伝わるタイミングが異なる）のに対し、

臨床においても知られている。このように、「やる気」ま

嗅覚系の出口に近い嗅覚皮質ではパルスの回数（頻度）に

でをも制御する時代がもうすぐ来るのかもしれない。

図１ 嗅覚系における匂い情報の流れの模式図。
匂い分子 ⑴ は、鼻腔内の嗅覚受容器 ⑵ にて検出されて電気パルスへ
と変換されて、嗅球 ⑶ を経由した後、嗅覚皮質 ⑷ へと伝えられる。
（L.B.Vosshall, Developmental Cell（2001）より改変）
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図２ 嗅球と嗅覚皮質における匂いへの応答の違い（模式図）。
嗅覚皮質の神経細胞は、呼吸（水色）の開始から一定時間の遅れの後、
応答する。その際のパルスの数によって、匂いを区別することが可能
である。嗅球ではパルスのタイミングも、匂いの区別に役立つ。

青葉工学振興会賞等受賞者

第18 回青葉工学研究奨励賞

網羅的電気化学測定に向けた
新規測定システムの開発
東北大学大学院環境科学研究科
自然共生システム学講座 環境生命機能学分野
助教 伊 野 浩 介

細胞やDNA、タンパク質などの生体分子を網羅的に解

向けた電気化学測定システム・デバイスの開発を行った（図

析する手法は、多くの研究機関で用いられ、生体機能の解

１）。このシステムでは、レドックスサイクリングと呼ば

析に必要不可欠な方法となりつつある。また、生体分子の

れる電気化学測定法に注目した。レドックスサイクリング

網羅的解析法は、病気の診断にも用いられるようになり、

とは、近接させた２つの電極の電位を適切に制御する事で、

医療分野への応用が行われている。このような解析法では、

それぞれの電極で測定物を酸化と還元反応を繰り返させて

小型の測定チップが用いられており、高密度に配置された

シグナルを増幅させる手法である。本研究では、このレドッ

測定対象物を、主に光学的手法を用いて網羅的に検出する

クスサイクリングを局所的に誘導する事で、少ない電極で

事が可能になっている。しかしながら、光学的手法は、周

多くの電気化学測定点を１枚のチップ内に組み込む事がで

辺装置も含めた小型化が困難、光を吸収、遮光、放出する

きる新しい電気化学測定システムを開発した。このシステ

物質や材料を使えないと言った問題を抱えている。

ムを用いて、DNAアレイの電気化学検出や、レポーター

別の手法として、電気化学的手法を用いた検出法が開発

ジーンアッセイに向けた細胞アレイへの応用に成功した。

されている。これまでに、同時に多数のサンプルの電気化

また、培養細胞の評価にも成功しており（図２）、移植医

学検出が行えるように、多数の電極が配置されたチップ型

療などの様々なバイオアッセイへの展開が期待できる。本

のデバイスが開発されている。このようなデバイスには、

測定システムは、細胞分泌物の検出にも応用可能であり、

微細加工技術を用いて作製された微小電極が組み込まれて

タンパク質生産、細胞診断による健康診断といった応用も

おり、高密度に電気化学測定点を組み込む試みがなされて

期待できる。

いる。しかしながら、測定部分の電極だけでなく、測定機
器と接続するためのコネクタパッドやリード電極を含む全
ての電極面積を考慮した場合、その電極面積が非常に膨大
になってしまう。したがって、１つのデバイス内に多数の
電気化学測定点を組み込む事は非常に困難な課題であっ
た。したがって、電気化学的手法を用いた網羅的測定がほ
とんど行われていないのが現状である。
このような背景から、本研究では網羅的電気化学測定に

図2
3次元的な培養した細胞の活性評価。光学イメージ（左図と中央図）
と電気化学イメージ（右図）。

開発された測定システムの改良が進めば、さらなる生体
分子の網羅的解析やイメージングが可能となり、本システ
ム・デバイスを、集積型バイオチップに向けた新たな小型
検出用素子として提案できる。高感度で簡単な計測が可能
であるという電気化学検出特徴を活かす事で、これまで用
いられているような光学的検出法との差別化、棲み分け、
融合が行われ、新たなセンサ技術への確立が期待できる。
本デバイスの実現は、バイオセンシングだけでなく各種化
学センシングに革命をもたらし、センサ工学の技術体系に
も新しい展開が期待できる。
図1
開発した網羅的電気化学測定システム。局所的にレドックスサイクリ
ングと呼ばれる現象を誘導する事で、2n 本のコネクタパッドで、n 2個
の電気化学測定点を組み込む事が可能。

現在、デバイスのさらなる小型化や高感度化、簡便化に
向けた取り組みを行っており、新たな電気化学イメージン
グデバイスへの応用を検討中である。
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機能性流体の鎖状クラスタ切断抵抗により
脳組織切断感覚を提示する力触覚提示装置
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
助教 辻 田 哲 平

手術計画の検討や技術向上のために、医師に計算機内に

MR流体の降伏ひずみは小さく、生体軟組織において生じ

構築した仮想臓器に対して力を与えた際の反力等を提示可

る弾性変形のような、ひずみが10 -3を超える大変形運動の

能な力触覚提示装置を有した手術シミュレータへのニーズ

提示には適さない。そこで、図２に示すようにサーボモー

が高まっている。手術はメスやせん刀など様々な術具を交

タにより上部が開放されたMR 流体入りの容器を駆動し、

換しながら行われ、シミュレータにおいても実物と同形の

モータで大変形・低周波数、MR 流体で微小変形・高周波

術具を脱着可能とし、様々な術具を介した力触覚を提示す

数な力触覚を提示する手法を提案した。

ることで臨場感が増す。特に脳外科手術においては、脳組
織圧迫に伴う脳細胞破壊を回避しつつ繊細な手技を行う必
要があり、力触覚情報の提示が重要であるが、様々な術具
を介した力触覚提示が可能な外科手術用シミュレータの実
用化はなされていない。先行研究において、サーボモータ
で駆動される力触覚提示装置に機械的に術具を固定してい
る例があるが、着脱に手間がかかり現実感を損なってしま

図２

サーボモータを利用した大変形の提示

う問題があった。そこで、Bingham 流体としての挙動を示

本提案手法に基づき、図３に示す２自由度力触覚提示装

す機能性流体であるMR（Magneto-Rheological）流体を仮

置を試作した。MR流体に対して一様に磁場が１
［T］程度印

想生体組織に見立て、図１に示すようにMR 流体の鎖状ク

加されるように電磁石とMR流体を入れる容器からなる切

ラスタを術具で切断等の操作を行う新しい手法を提案し

断感覚提示部を電磁界解析ソフトウエアにより磁場シミュ

た。術具の交換が容易であり、術具とMR 流体が接触して

レーションを行いながら設計した。また、この切断感覚提

いない時の拘束感が無い利点を持つ。従って、実際の手術

示部を効率よく駆動できるように高精度、高負荷、高剛性、

のように術具を横に複数並べて置いておき、頻繁に交換し

高速性に優れるパラレル機構に基づいた２自由度並進モー

ながら手術を進めるといったトレーニングが可能になる。

ションテーブルを開発した。本設計では、早期に提案手法

また、切断抵抗力は流体への印加磁場強度により可変であ

の有効性を確認するために、プロトタイプとして２自由度

り、10［N］程度から0.01
［N］程度の微細な力も表現可能な

としたが、今後、姿勢も考慮した６自由度モーションテー

ことを確認した。抵抗力は計算機上の生体組織力学モデル

ブルを開発する。

で計算される目標力に従い制御することが可能である。
本MR 流体を用いた力触覚提示装置は、サーボモータだ
けでは実現困難な300［Hz］程度の高周波振動刺激も発生で
きることを確認しており、指の腹の力触覚感覚受容器のう
ち最も高速に応答するパチニ小体も刺激可能である。一方、

図３

力触覚提示装置

上記のように鎖状クラスタを直接術具で切断する感覚提
示手法とサーボモータによる力制御を組み合わせたハイブ
リッド力触覚提示手法は国内外で唯一の取り組みであり、
様々な術具による剥離や切開などの手技が可能なシミュ
図１
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術具による鎖状クラスタの切断

レータが実現可能となる。
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研究プロフィール
宇宙探査ロボットと超小型衛星の研究開発
東北大学大学院工学研究科
航空宇宙工学専攻
教授 吉 田 和 哉

１．まえがき

ば、2007年に打ち上げられた日本の探査機「かぐや」は、

ロボットとは、人間の活動には適さない極限環境で人に

月面の詳細観測を行うことを目的としたオービターで、月

代わって仕事を行う知能作業機械です。宇宙空間は、真空、

の全球に対して高精度の地形図を作製するなどの成果をあ

微小重力で、熱的にも放射線的にも厳しい環境ですので、

げました。

まさにロボットの活躍が期待されているフィールドである

第三は、特定の地点へ着陸するランダーです。天体表面

といえます。地上を離れて月へ火星へ小惑星へと、宇宙へ

に軟着陸できれば、着地点周囲のローカルな地形や土壌の

向けて人類が活動領域を広げていくためには、ロボット探

分析などをすることができます。

査が不可欠です。特に、地球から遠く離れた深宇宙では、

そして第四は、表面を移動探査するローバー（移動車、

ロボットがフロンティアを切り拓く、重要な役割を担って

移動ロボット）です。ローバーを使えば、天体表面に関す

います。

る知識を、点から面へと飛躍的に拡大できるようになりま

私の研究室では、極限的な環境の中で自在な探査を可能
とするための、ロボット技術の研究開発を進めています。

す。
ランダーやローバーでは、岩石や土砂を採集し、その組

日ごろの研究活動は実験室内に留まらず、常に探査の現場

成についてその場で分析を行うこともできます。しかしな

により近い、自然のフィールドに出て実験を行っています。

がら、もし、採取したサンプルを地球に持ち帰ることがで

自分たちの手で開発したモノが、宇宙空間へ飛び出して行

きれば、さらに詳しい分析が可能となります。そこで、月

くことを目指して、小さな人工衛星も開発しています。ま
た、これらの技術と経験を総合して、原発事故対応ロボッ

惑星探査の究極の（第五の）段階は、サンプル・リターン
（標本の持ち帰り）であるということができます。

トの開発にも貢献しています。
本稿では、宇宙探査ロボットの研究課題と、これまでの
開発成果について紹介します。

２．２ 小惑星探査機「はやぶさ」
「はやぶさ」は、世界初の小惑星からのサンプル・リター
ンという目標を達成するために開発された探査機であり、

２．宇宙探査ロボット

数々の困難を乗り越えて2010年６月に地球への帰還に成

２．１

功しました。JAXAに統合される前の宇宙科学研究所を中

月惑星探査：５段階のステップ

月、惑星、小惑星などの地球以外の天体を探査する方式
は、大きく次の５つの段階に分けることができます。

心に、日本全国の英知を結集する形で1996年に開発プロ
ジェクトはスタートしました。私は、プロジェクト開始時

第一の段階は、探査機が天体の近傍を通過する際に、写

から2003年の打上げに至る開発フェーズにおいて、サンプ

真撮影などの観測を行うものです。これをフライバイ探査

ル採集のためのメカニズムと、探査機の運動解析を行いま

といいます。目標天体の近傍をすれ違う時間は短く、でき

した。

ることは限られていますが、たとえば1977年に打ち上げら

小惑星は小さな岩屑のような天体です。その表面は微小

れた米国のボイジャー１号、２号は、木星、土星、天王星、

重力状態で、その場に安定して「立つ」ことすらままなら

海王星の近傍を順に巡り、数々の新発見を行い、私たちを

ない場所です。そのような環境で岩石のサンプルを採集で

驚かせました。

きる方法として、図１に示すような様々なアイディアが検

第二段階は、対象天体の周りを周回しながら観測を行う

討されました。対象天体の正確な大きさ、形状や表面組成

オービター探査と呼ばれるものであり、長期間にわたって

もまったく未知な状態で、より確実性の高い方式を実現せ

対象天体の全貌を詳しく調査することができます。たとえ

よという難しい命題に対して、最終的に、探査機全体がタッ
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チ＆ゴーをする間に同図d）に示したメカニズムを用いて

おり、私もふたたびプロジェクトに参加しています。

サンプルを採集する方式に、デザインが収斂されていきま
した。私はさらに、タッチ＆ゴーの際に探査機全体がどの

２．３

月惑星探査ロボット

ようにダイナミックな運動をするか、タッチダウンの反動

月や惑星の表面を探査するロボットは、未知の不整地を

で転倒しないかなどの問題を検証するために、さまざまな

移動しなければなりません。従って、走行系メカニズムの

条件を想定して運動予測シミュレーションを行いました

設計が重要な課題となります。移動の方式には一般に、車
輪型、クローラー型、歩行型の３つのタイプが考えられま

（図２）。
「はやぶさ」は、NASAもまだ実現していない、小惑星
からの究極段階であるサンプル・リターンを目指す探査機

す。
機構的にもっともシンプルな形は、車輪です。車輪型は、

であり、非常に挑戦的なミッションでした。挑戦的である

平坦地を走行する場合は最も高速性、効率性に優れていま

が故に、数々の困難にも遭遇しましたが、トラブルを乗り

す。起伏のある地形への適応性が課題ですが、サスペンショ

越えて成功に至りました。運がよかったと思う場面もいく

ン機構を工夫することによりある程度の踏破性能を確保す

つかありましたが、これは運ではなく、開発当初からメン

ることができます。

バー全員が一丸となって、緻密で周到な準備、実験や解析
を積み上げてきた結果だと、私は考えています。

NASAの火星探査ローバーはいずれも６輪型であり、６
つの車輪をロッカーボギーと呼ばれるサスペンションシス
テムで懸架する方式が採用されています。この機構はイコ
ライザ機構の一種であり、各車輪を受動的な、てこ（リン
ク）で結合し、その連動作用により凹凸のある地形でも、
常に全軸接地の状態を保つことができ、車輪直径と同程度
の障害物を乗り越えることができます。実際、岩石がごつ
ごつしている火星表面において、高い移動能力が実証され
ています。

図１

小惑星から岩石のサンプルを採集するアイディアの例

クローラー型は、地上では建機・重機等にみられる形態
であり、履帯（クローラー）により接地荷重を分散させる
ことができ、特に、斜面登攀性能に優れています。しかし
ながら、履帯まわりの構造が複雑になるため、小型化には
工夫が必要です。また、ステアリングの際に路面とのすべ
りが必然的に生じ、万一、履帯が脱落してしまうと走行不
能になってしまうことが最大の欠点となります。無人探査
ロボットにおいては、現場で修理することは不可能ですの
で、履帯脱落は致命的です。このような理由から、これま
での月や火星探査ロボットは、すべて車輪型の形態となっ
ています。しかしながら、複数のクローラーを組み合わせ
たロボットは、階段昇降や瓦礫上でも高い走行性能を発揮
できるので、後述するように、災害対応ロボットでは多用

図２ 「はやぶさ」タッチダウンシミュレーションのCG図

されています。
最後に、歩行型は機構的に最も複雑になります。脚式歩

地球に帰還したカプセルの中には、ミクロンサイズでは

行の利点は険しい地形への適応性であり、車輪でもクロー

ありますが多量の微粒子が採集されていました。その初期

ラーでも適応できないような厳しい地形において有効な移

分析から太陽系の形成史が明らかになってきています。分

動方式であるといえます。

析にはSPring- ８放射光X線回折などの、現在の科学が手
にできる最新かつ最高性能の手法が用いられており、この
ような詳細分析ができるのも、サンプルを地球に持ち帰っ

２. ４

月惑星探査ロボットの研究課題

私の研究室では1997年より移動探査ロボットの研究を

たからこそ成せることです。
「はやぶさ」の成果に関しては、

進め、これまでに10台を超える車輪型ローバーの研究モデ

Science誌に２度も特集号が組まれ１）２）、これは世界に誇

ルを開発し、さまざまな屋外環境で実験を積み上げていま

れる成果であります。

す。図３は“MoonRaker”と名づけた最近のモデルです。

太陽系内に小惑星は無数にあり、その一つを探査しただ

全質量10kgのローバーに４点接地機構（ロッカーリンク）

けでは十分ではありません。いま、「はやぶさ」の技術を

により懸架される４つの能動車輪とセンサー、オンボード

発展させた後継機「はやぶさ２」が、生命の起源である炭

計算機、通信系、バッテリーを搭載し、月や火星表面と地

素を多く含んだ小惑星の探査を目指して開発が進められて

形的な類似性が高い火山地形を利用して、不整地踏破性能

8
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や遠隔自律機能を検証するためのフィールド実験を行って

図を作りながら移動探査した例を示しています３）。

います。
具体的な研究課題を、以下に紹介しましょう。

⑵ すべりとトラクションコントロール
月や惑星の表面は砂や岩石で覆われており、砂のような
柔らかい地盤の上を走行する必要があります。特に軟弱地
面を走行する際には、車輪やクローラーにすべりが生じて
しまいます。すべりは、走行の効率を低下させ、車輪回転
数に基づく位置推定（オドメトリ）の精度を低下させます。
最悪の場合、車輪が砂に埋もれてしまい走行不能に陥って
しまいます。NASAの火星探査ローバー（MER）は、上述
のロッカーボギー機構のおかげもあり、岩礫に覆われた環
境ではすぐれた走行性能を発揮したのですが、表面的には
平坦であるのもかかわらず土壌として軟弱な砂地で動けな
くなってしまいました。

図３

 面探査ロボットの研究モデルMoonRaker。火山地形を利用
月
したフィールド実験の様子。

軟弱土壌における車輪のトラクションコントロールは非
常に興味深い研究分野であり、私の研究室ではかなり早い
時期から研究に取り組んでいます。現在では、世界をリー

⑴ 地形認識に基づく遠隔自律機能

ドする研究チームの一つと見なされていますが、まだまだ

地球・月間の通信には片道約1.3秒の伝播時間を必要と

研究は途上であり、解明したい課題がたくさんあります。

します。中継器等での遅れも加算すると、遠隔操縦の際に

特に月面では、ほとんどの領域がレゴリスと呼ばれる灰色

は、往復約５秒あるいはそれ以上の時間遅れが生じること

でパウダー状の柔らかい表土に覆われています。図５は月

になります。火星の場合には、通信伝播時間は最大で片道

レゴリスの模擬砂を用いて実験している様子を示していま

約20分もかかります。このような条件のもとで、未知環境

す。車輪を空転させること無く月の砂漠を自在に走り回る

の探査を行うためには、遠隔操縦と自律機能を総合した戦

ためには、土壌（レゴリス）と車輪の力学をよく理解する

略が必要となります。

ことが必要です。地道な研究ですが、土壌の特性を理解す

ローバーがどこに進むべきか、大局的な判断を下すこと

ると、確実に走行性能が向上するという確信も得ています。

は、地上の科学者の仕事といえるでしょう。一方で、目の
前の障害物を避けて安全に走行する能力は、ローバー自身
が自律機能として備えていなければなりません。いずれに
しろローバーには、周辺の３次元形状を計測して地図を作
り、地図上で自分の位置を適切に認識する機能が不可欠と
なります。実績のある手法としてステレオカメラによる地
形計測が知られていますが、近年、地上用民生技術として
レーザースキャンによる３次元計測の技術が広まってきて
おり、今後の探査に有望な方式であると考えられます。移
動ロボットによる地形認識と自己位置同定は、Simultaneous
Localization and Mapping（SLAM）技術と呼ばれ、ロボット
工学において成長著しい研究分野の一つとなっています。
図４には、障害物が点在するフィールドで、ローバーが地

図５

月レゴリスの模擬砂を用いた斜面登攀実験

⑶ 火山でのフィールド実験
以上の技術をローバーの実機モデルに実装し、自律走行
や遠隔操縦のフィールド実験を繰り返しています。実際の
月惑星環境に近い場所として、伊豆大島三原山、九州阿蘇
山やハワイ島のマウナケア火山などのフィールドをそれぞ
れ許可を得て使用して、実践的なデータを集積しています。
先に示した図３は、そのようなフィールド実験のひとコマ
です。
求められればいつでも日本の宇宙探査に貢献できるよ
図４

移動探査ローバーによる未知環境地図の作成例

う、日々研鑽を積んでいます。

SUIRAN
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３．超小型衛星の開発

ていた科学観測は達成できませんでした。しかし、その後、

いま大学では、超小型の人工衛星を開発する活動が熱を

国際宇宙ステーション（ISS）よりCUBESATと呼ばれる

帯びています。日本における超小型衛星開発の潮流は、

断面が10×10cmの超小型衛星を放出するプロジェクトに

1993年にスタートした「衛星設計コンテスト」に原点を見

採択され、今度は、技術実証に主眼を置いた衛星「雷鼓」

出すことができます。第１回コンテストで入賞した鯨生態

を開発しました。「雷鼓」は2012年10月４日にISSに滞在

観測衛星（WEOS）が、2002年12月、日本初の大学衛星

中の星出彰彦 宇宙飛行士が操作するロボットアームに

として、日本のH-ⅡAロケット４号機の相乗りにより打ち
上げられました。
私の研究室では、1999年頃より超小型衛星による科学観
測について検討を始め、理学部の研究グループとともに、

よって、地表高度400kmの地球周回軌道に投入されました。
「雷鼓」は現在順調に運用を続けており、ISSや地球の写
真を撮影し、画像を地上へ伝送しています（図７参照）。
私たちの第３号機となる衛星「雷神２」も既に完成して

地球大気高層のスプライトと呼ばれる発光現象の観測を目

おり、2013年後半の打上げに向けて待機しています。「雷

的とした大きさが50×50×50cm、重さ約50kgの科学観測

神２」では、１号機で実現できなかった科学的な観測を、

衛星「雷神」を開発しました（図６）。この衛星は、2009

ぜひとも成功させたいと願っています。

年１月23日にH-ⅡAロケット15号機の相乗り衛星として地
球周回軌道に打ち上げられました。

図６

50kg級科学観測衛星「雷神」RISINGの開発風景

国の機関による大規模な宇宙開発には、多額の費用と長
い開発期間を必要とします。これに対して、大学や民間企
業が主体となって超小型衛星を開発することによって、絞
り込んだシャープなミッション目的を持って、低コストで
短期間の開発を行うことができるようになります。新しい
科学現象やビジネスに対してタイムリーな宇宙ミッション
を行う可能性が広がることにより、宇宙開発のすそ野が大

図７ 「雷鼓」RAIKO説明図（上段：ISSからの放出概念図、中段左：

放出衛星を準備する星出宇宙飛行士、中段右：「雷鼓」フライ
トモデル、下段：「雷鼓」が撮影したISSおよび地球の写真）

きく拡がっていくことが期待できます。
また大学教育という視点では、人材育成の効果が極めて

４．宇宙技術の災害対応ロボットへの応用

大きいといえます。「はやぶさ」のような最先端の挑戦を

2011年３月に東日本を襲った大震災は、甚大な被害をも

継続して行くためには、実はそれを支える優秀な人材を育

たらしました。特に福島原発では建物の水素爆発や炉心の

成することが重要な課題です。プロジェクトの立案から成

メルトダウンが発生し、ロボット技術による緊急対応が求

果が得られるまで何十年もかかり、一生に１度しかチャン

められました。

スが巡ってこないような長期サイクルでは、人を育てるこ

私の研究グループは、月惑星を探査する技術を、地上で

とは容易ではありません。３年程度で結果が見えるような

の極限的状況である災害現場へ応用するための技術開発

小さな衛星ミッションを数多く手がけることにより、経験

を、2006年頃より、レスキューロボットの第一人者である

値を高めていくこと、低コストで回数を増やすことにより、

東北大学 田所諭教授、千葉工業大学 小柳栄次教授らとと

ハイリスクで挑戦的なミッションをも許容する風土を醸成

もに進めてきていました。震災発生後は、田所グループ、

して行くことが重要であると、私は考えています。

小柳グループと協力して、「クインス」と名づけた探査ロ

東北大学第１号衛星「雷神」は、打上げ直後から順調に

ボットを、福島原発用に対応させる緊急改良を行いました。

動作を開始し、技術的に有益なデータも多く得られたので

「クインス」は図８左に示すように、複数のクローラー

すが、途中で発生した搭載機器の不具合により、目的とし

を使った移動機構を持ち、世界一の瓦礫踏破性能、階段昇
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図８ 「クインス」福島対応モデル（左）と「クインス」によって撮影された原発内部の様子（右）

降性能を持ったロボットです。しかしながら、懸念事項の
ひとつに、放射線が強い環境で搭載コンピューターが誤動

【著者略歴】
よしだ

かずや

作しないかという問題がありました。その際に、「雷神」

吉田

や「雷鼓」のような人工衛星を手作りしてきた経験が役立

昭和35年12月生まれ

ちました。宇宙空間はそもそも非常に放射線が強い環境で

昭和61年３月

和哉

あり、衛星開発の過程で、電子機器の放射線耐性は重要な
ポイントです。そのノウハウが「クインス」にも活かされ、

課程修了
助手
平成２年９月

工学博士（東京工業大学）

平成６年３月

米 国マサチューセッツ工科大学
客員研究員

５．あとがき
宇宙探査は未知への挑戦であり、人類の知的好奇心が原

平成７年１月

東北大学 工学部 助教授

動力となっています。探査ロボットは、人類の夢を適える

平成10年（～現在） 国際宇宙大学 非常勤講師

工学的手段として重要な役割を担っています。その開発の

平成15年３月

醍醐味は、より過酷な環境における問題解決にあります。
私たちの眼の前には常に新しい問題が立ちはだかります
が、そこに潜む力学的本質をひもとくことにより、必ずや

修士

昭和61年４月 東 京工業大学 工学部機械物理工学科

「クインス」は他のロボットでは成しえなかった原子炉建
屋内の探査活動を行うことに成功しました（図８右）。

東 京工業大学 大学院理工学研究科

東 北大学 大学院工学研究科

航空宇宙工

学専攻 教授
平成23年７月 極限ロボティクス国際研究センター・セン
ター長

解を見出すことは可能です。知識と技術を総動員して問題
解決を積み上げて行くその先には、新しい科学的知見が私
たちを待っています。
…これこそが宇宙探査工学の最大の魅力であると言える
でしょう。
【参考文献】
１）Science, vol. 312. no. 5778（2006）
（はやぶさ特集号１）
２）Science, vol. 333, no. 6046（2011）
（はやぶさ特集号２）
３）K. Yoshida: "Achievements in Space Robotics," IEEE
Robotics & Automation Magazine, vol. 16, no. 4, pp.
20–28（2009）
上記のほか下記 webページをご参照ください。
http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/
http://create.eng.tohoku.ac.jp/
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新しいロボットシステムの創造を目指して
東北大学大学院工学研究科
バイオロボティクス専攻
教授 小 菅 一 弘

１．はじめに

２．新しいロボットシステムを創る

ロボットは人工物である。ロボットに関する研究をロボ

ロボットシステムを創るということは、どう言う意味を

ティクス（ロボット学）というが、人工物である以上、ロ

持つのであろうか。例えば、高齢者介護用ロボットの研究

ボティクスの研究は、人類の福祉に資することができなけ

開発を行うとしよう。ロボットはシステムであり、多くの

れば存在する価値がないと考える。そこで、私どもの研究

要素技術から構成されている。

室では、実世界で使えるロボティクスの研究を目ざし、基
盤研究から実世界への展開まで、幅広く研究を行っている。
私が、東北大学に赴任してしばらくしてから、平成11年
４月12日付けで日本学術会議から出版された「第３常置委
員会報告

［１］
新たなる研究理念を求めて」
という報告書に

関するご講演を、本報告書を取り纏められた岩崎俊一先生
（現東北工業大学理事長）から拝聴する機会を得た。本報

・システム開発の具体的なターゲットは何か？
から始まり、
・どのような機構を設計するか？
・どのようなセンサーを用いるか？
・どのようなアルゴリズムを用いてセンサー情報を処理
するか？
・どのように制御し、それらを統合するか？

告書では、「学術全体の研究を基礎、応用、開発と細分し

・エネルギー供給はどのようにするのか？

て固定化する分け方自体が、学術の進歩をゆがめてきたの

など、必要な機能・サービスを実現・創出するため、複

ではないだろうか」と指摘し、創造モデル研究、展開モデ

数の要素技術を組み合わせ、介護用ロボットを創ることに

ル研究、統合モデル研究（創造・展開・統合モデル）を、

なる。しかし、新しい分野でのロボット開発の場合、これ

基礎研究、応用研究などに変わる新しい研究モデルとして

だけではうまくいかないことが多い。通常は、さらに３種

提案している［２］。この研究モデルは、ロボティクス（ロボッ

類の研究開発を行うことが必要である。

ト学）に極めて良く当てはまり、それ以降の、私の研究に
大きな影響を与えている。

１）分野固有の研究開発
必要な機能・サービスの創出に必要となる、その

かなり昔になるが、日本ロボット学会の設立に関わられ

分野固有の研究開発項目である。介護用ロボットの

たある先生に、どうして日本ロボット学会は、日本ロボッ

場合には、「介護ロボティクス」なる分野固有の研

ト工学会ではないのかという質問をさせていただいたこと

究が必要である。

がある。ロボティクスをロボット工学とすると、ロボティ

２）既存の要素技術の高度化

クスの科学的側面が抜けてしまうし、ロボット科学とする

既存の要素技術は、そのままでは不十分なことが

と、ロボティクスの工学的側面が表現できないので、ロボッ

多く、必要な機能・サービスを提供するためには、

ト学としたというのがその理由だそうだ。

既存の要素技術の研究開発をさらに推進し、それら

当時は、「工学」でもなく「科学」でもない「学」という
のはあいまいで、それが、我が国のロボットの研究開発を
間違った方向に導いていると考えていたので、十分に「学」

の機能・性能を高めることが必要になる。
３）新要素技術の研究開発
必要な機能・サービスを実現するための要素技術

の意味を理解することができなかったが、岩崎先生らによっ

がすべて存在するとは限らないので、存在しない場

て提案された、創造・展開・統合モデルは、ロボティクス

合には、新しい要素技術の研究開発が必要である。

あるいはロボット学の本当の意味を、極めて自然に説明す

これが、そのシステムのコア技術となることが多い。

ることができる。ロボットという人工物の研究開発に関わ

技術的には、これら３つのタイプの研究開発が行われる

る一人の研究者として、創造・展開・統合モデルの中で、

ことによって、初めて新しいロボットシステムの創造が可

自分自身が関わっているそれぞれの研究の立ち位置を確認

能になる。もちろん、システムの社会への統合が終わって、

することは、極めて重要であると考えている。以下、本稿

はじめて新しいシステムの創造が完成する。

では、新しいロボットシステムを創るには、どのような研

現在我が国で行われている多くのロボット開発では、既

究開発が必要かについて考えるとともに、私どもの研究室

存の要素技術の組み合わせを、新しいロボットの研究開発

で行っている最近の研究の一例を紹介させていただきたい。

だと捉え、要素技術を組み合わせるための新しい科学（シ
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ステム統合のための科学）が必要だと主張する研究者が多
いが、新しいロボットの開発が、それほど単純でないのは
明らかであろう。システム統合には、システム統合のため
の科学ももちろん重要だが、それだけでは不十分で、シス
テム構築のための設計思想（デザイン）、要素技術の高度化、
新規要素技術開発、持続可能な社会へのシステム統合が行
われてはじめて完成する。
３．複数ロボットの協調
当研究室では、力学的に相互に干渉する複数ロボットの
協調制御システムの研究を行ってきた［２］-［５］。以外に思わ
れるかもしれないが、ロボットアームでも移動ロボットで

図１

［６］
MRWheel（a Mobile Robot for a Wheel）

も、複数のロボットを協調して、高精度に、思い通りに運
動を制御することは容易ではない。各ロボットには、それ
ぞれの運動誤差があるし、さらに、複数移動ロボットの場
合には、ロボットの移動システム（車輪、クローラなど）
と床との間に滑りが存在するので、全てのロボットが、運
動誤差無く動作するということはあり得ないからである。
このような問題を解決するために、当研究室では、一つ
のロボットをリーダとし、残りのロボット（フォロワー）は、
リーダの運動を推定し、リーダと個々のロボットの間に生
じる運動誤差の影響を抑制するように制御系を設計するこ

図２

iCART Ⅱ（ご協力：IHI運搬機械株式会社）

とによって、複数ロボットの協調制御を実現するリーダ・

には、車両重量は加わらないような構造になっている。また、

フォロワー型の協調制御システムを提案している。

移動モジュールは、全方向移動車輪を用いて駆動される。

この成果を活用して、自動車の搬送を行うシステムの研

これまで提案してきた複数移動ロボットの協調制御系で

究開発を行っている。従来の複数移動ロボットの協調シス

は、物体は完全に持ち上げて搬送することを前提としてい

テムとは異なり、

たが、本システムでは、物体は複数のキャスターを介して

・搬送する自動車の質量が大きい。

支えられるため、物体に働く摩擦力が大きな問題となった。

・搬送する自動車の大きさ
（ホイールベース、
トレッド等）

そこで、新しい制御システムを開発し、自動車の搬送を実
現した。図２に実験の様子を示す。１t 以上ある自動車を

は多様。
・国内で車検をパスする車両の高さは、最低で、床面か

小型の移動ロボット４台で搬送できることがわかる。
本システムは、機械式駐車場システム、ホテルやレスト

ら９cmしかない。
などの条件がある。搬送する自動車の重量を、すべてロ

ランなどでのバレーパーキングシステムなどでの利用が期

ボット本体で支えようとすると、ロボットが大きくなって

待されている。また、工場内での、大型重量物の搬送にも

しまうので、自動車の重量を、各ロボットに分散すること

利用できるのはないかと考えている。今後の、実社会への

ができる複数移動ロボット協調システムによって実現する

統合が期待されている。

ことにした。
図１に、最新のMRWheel（a Mobile Robot for a Wheel）
コンセプトに基づいて試作された、iCART Ⅱ
（intelligent

４．ダンスパートナロボット
複数のロボットの協調が可能になると、ロボットの１台

Cooperative Autonomous Robot Transporters Ⅱ） を示す。

を人と置き換えてみたくなる。これが、当研究室における、

本システムは、車輪毎に１台のロボットを用いるもので、

人とロボットの協調に関する研究の始まりである。図３に

４台のロボットを協調して、１台の４輪自動車を搬送する

示すような、人と協調して単一の物体を搬送できるロボッ

ことができる。

- ８］
トヘルパー（MR Helper, DR Helper）の開発を通して［７］［
、

［６］

自動車は、各タイヤを両側から、開閉機構を有する一組

難しい問題が色々と存在し、そのままでは実用化できない

のリフトバーで挟み込んで把持することにし、自動車の自

ことがわかるようになった。簡単な物体搬送のように、実

重は、リフトバーならびにリフトバーとその開閉機構から

現できる作業もあるが、問題はそれほど簡単ではない。何

なるリフターモジュールに取り付けられたキャスターで支

らかの仕組みを組み込まないと、ロボットは、人とどのよ

える構造とした。さらに、リフターモジュールは、ロボッ

うに協働すればいいのかわからない。

ト本体からはコネクティング・モジュール（リンク機構）

例えば、人と協調して作業を行うためには、ロボットは、

によって切り離され、移動ベースモジュール（ロボット本体）

・作業者はどのような作業をしているのか？
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・作業者は何をしようとしているのか？

ボットの協調に関して多くのことを学ぶことができた。例

・作業者はどのように作業を支援して欲しいのか？

えば、ダンススクールでは、実は男性が不足していて、女

などについての情報がないと、作業者を支援することは

性をリードできる男性側のロボットが必要なのだそうだ。
ロボットにとって、その運動を計画することはそれほど難

できない。
ロボットヘルパーが、作業者を支援する際に一番大きな

しくない。もしも、他のダンスカップルの位置や、踊って

問題は、作業者が何をどのようにしようとしているかを知

いるステップの情報を得ることができれば、そのダンス

ることだと考え、その研究のためにダンスパートナロボッ

カップルを避けるように、ライン・オブ・ダンスにそって

トMS DanceR（Mobile Smart Dance Robot）を開発した。

ダンスを踊るような運動を実時間で計画することもそれほ

MS DanceRは、男性と社交ダンスを踊るロボットである。

ど難しくはない。

社交ダンス（初級・中級）は、特定のダンスステップから

しかし、残念ながら、ダンスをリードできる男性側のロ

構成され、ステップ間の遷移には特定のルールがある。通

ボットを創ることはそれほど容易ではなかった。どのよう

常は男性がダンスをリードし、女性は男性のリード（次の

にして、ロボットが女性側のダンサーにその意図を伝える

［９］

ステップ）を読んで、男性と協調してダンスを踊る

。

か（次のステップを知らせるか）がわからないのである。
これは、人と協調するロボット共通の問題であり、現在も
研究を継続している。また、男性と女性が一緒に踊れるのは、
動力学的には運動の引き込みが起こっているからであると
考えて、その解明も行っている。これがわかれば、例えば
介護において、体位を変換する際に、介護人ならびに被介
護人双方の負担を低減することが可能になるであろう。
５．組立作業支援ロボット
自動車の組立工場を見せていただいた際に、自動車の組
立工程には、自動化できない多くの作業が残っており、ダ
ンスロボットで研究した成果を生かせば、作業支援ロボッ

図３

ロボットヘルパーの一例（DR Helper）

トが実現できるのではないかと感じた。自動車の組立作業
では、作業者が、ライン脇に置いてある部品を取りに行っ
て、それを車体に組み付けるという作業が残っている。も
しも部品を取りに行く手間が省ければ、作業効率が向上す
る の で は な い か と 考 え、 組 立 作 業 支 援 ロ ボ ッ トPaDY
（in-time- Parts/tools- Delivery-to-You robot）を開発する
ことにした。図５にそのオリジナルコンセプトを示す。図
５のコンセプトに基づき、作業対象を考慮して開発したプ
ロトタイプを図６に示す。
ダンスパートナロボットの場合と同様に、作業者の行動
をモデル化し、それに基づいて何を行っているのかを予測

図４

ダンスパートナロボットPBDR

し、予測した結果に基づいて、必要な時に必要なものを作
業者に届けることができれば、効率的な作業支援が達成で
きることになる。ダンスロボットで研究してきた、人とロ

社交ダンスは、ある意味で、もっとも簡単な協働作業で

ボットとの協調に関する研究成果の実世界への展開であ

ある。作業を行う対象が無く、協調した運動を実現するこ

る。幸か不幸か、研究を開始した当初は、リーマンショッ

と自体が作業である。このMS DanceRを発展させたのが、

クの後で、自動車の生産量が減少し、ラインにも余裕があ

2005年の愛知万博で公開したPBDR（Partner Ballroom

り、試作したロボットを用いて実験を行うことができた。

Dance Robot）である。PBDRでは、
男性側のダンサーから、

実験の結果、作業支援ロボットの導入によって、作業効

ロボット上半身に加わる力をリアルタイムで計測し、その

率がかなり上げられることがわかったが、驚いたのは、実

力情報に応じて、あらかじめ学習しておいた次のステップ

験を実施すると、その後、現場からの提案で、その工程が

を推定するアルゴリズムを開発した。もちろん、人間はロ

改善され、現場での創意工夫と、ロボットによる性能向上

ボットのように常に同じ運動をすることはできないので、

の競争が限りなく続くということである。現場の創意工夫

ロボットと人との間に働く力に基づき、ロボットの運動を

では実現できない成果が得られないと、ロボットを使って

修正する機能も加えてある［10］。図４にPBDRを示す。

もらえないということであり、現在も、より高度で高効率

これら一連のダンスロボットの研究によって、人とロ
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図５

PaDYのオリジナルコンセプト

図６

PaDYのプロトタイプ

色々な研究機関で、日常生活を対象とした人間共存型ロ
ボットの開発が行われているが、日常生活は多種多様であ
り、ある意味で問題を定式化することが難しい。一部の問
題を除き、人と共存するロボットは、問題を明確に定義で
きる、工場などにおけるプロフェッショナルを対象とした
ロボットから研究すべきだと考えている。PaDYは、その
一例である。
６．おわりに
著者らのグループでは、ロボットは人工物であり、何ら
かの意味で、人の役に立たないならば、研究開発する意味
は無いと考え、ロボティクスの研究を行ってきた。近年、
他の学術分野での科学的研究を目的としてロボットの研究
開発が行なわれることも多い。ある意味で、日本における

グルマスタ・マルチスレイブ・マニピュレータシステ
ムのTask-oriented 制御”
,［計測自動制御学会論文集
30 ⑺（1994）793-801］.
３）小菅一弘, 吉田英博, 福田敏男, 蟹谷清, 酒井勝, 針木和
夫, “インピーダンス制御に基づく双腕マニピュレータの
協調制御”
,［日本ロボット学会誌 13 ⑶（1995）404- 410］
４）小菅一弘, 大住智宏, 千葉晋彦,“単一物体を操る複数移
動ロボットの分散協調制御”
,［日本ロボット学会誌 16
⑴（1998）87-95］.
５）遠藤 央, 廣瀬 健治, 平田 泰久, 小菅 一弘, 菅原 雄介,
鈴木 公基, 篠塚 博之, 新井 浩幸, 阿久根 圭, 神林 隆,
“複数ロボットを用いた車両搬送システムiCART : 第
１報, 車両搬送ロボットの設計と制御）
”
,［日本機械学
会論文集（C編）75（755（C）
（
）2009）2028-2029］
６）柏崎耕志，米澤直晃，小菅一弘，菅原雄介，平田泰久，
遠藤央，神林隆，篠塚博之，鈴木公基，小野右季，
“複
数の一輪把持ロボットによる車両の協調搬送システム
iCART Ⅱ”，
［計測自動制御学会論文集, 48⑺,（2012）,
389-398］
７）小菅一弘, 須田理央, 風村典秀, 佐藤学, 角谷啓, “人と双
腕型移動ロボット“MR Helper”による物体の協調搬送”,
［日本機械学会論文集（C編）69（685）
（2003）84-90］.
８）平田泰久, 小菅一弘, 淺間一, 嘉悦早人, 川端邦明,“複
数移動ロボットによる大型物体の協調ハンドリング”,
［日本機械学会論文集（C編）67（656）
（2001）
1077-1084］
.
９）竹田貴博, 林智大, 平田泰久, 小菅一弘,“社交ダンスにお
ける人間とロボットとの力学的相互作用型協調運動シ
ステム”
［
, 日本ロボット学会誌（25）⑴（2007）
113-120］.
10）T . Takeda, Y. Hirata, K. Kosuge, “Dance Step
Estimation Method Based on HMM for Dance Partner
Robot”
,［IEEE Transactions on Industrial Electronics
54⑵（2007）699-706］.
11）衣 川潤，川合雄太，菅原雄介，小菅一弘，“組立作業
支援パートナロボットPaDY（第１報，コンセプトモ
デルの開発とその制御）
.”，
［日本機械学会論文集，C編,
77（783）
（
, 2011）
, 4204-4217］

ロボティクスの健全な発展を妨げているのではないかと心
配している。
著者は、東北大学に赴任してから、実世界の問題に触れ
る機会を数多くいただき、これまで、実世界への展開を念
頭に、様々な研究を行うことができた。ロボティクスの研
究には、色々な動機や、研究の立場がある。他の学術研究
のために、ロボティクスの研究成果を利用することももち
ろんその中の一つであるが、最終的には、人類が昔から夢
に描きつづけてきたようなロボティクス本来の成果を社会
へ統合することを目指し、今後も研究を継続したいと考え
ている。
【参考文献】
１）http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/17htm/1708z.html
２）小菅一弘, 石川潤, 古田勝久, 針木和夫, 酒井勝,“シン
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集積システムが切り拓く賢い省エネ社会
東北大学大学院工学研究科
電気エネルギーシステム専攻
教授 遠 藤 哲 郎

（兼）東北大学国際集積エレクトロニクス研究
開発センター センター長
今後の社会では、これまでの高度情報化技術に加えて、
地球環境・資源の枯渇の観点から、新しい省エネ化技術が
益々必要となってきている。このことは、東日本大震災で
広く社会に再認識されたところである。
20世紀には、半導体集積回路、特にシリコン集積回路は、
真空管と比べて飛躍的な省エネ化を実現することで、真空
管を置き換え、情報処理システムの基幹デバイスとなった。
そして、シリコン集積回路は、情報処理社会の爆発的な発
展に伴い、その回路規模は飛躍的に大規模化し、デバイス
サイズもナノ世代にまで微細化されている。その結果、情
報処理に伴うアクティブパワーとリーク電流に伴うスタン
ドバイパワー（待機電力）の増大により、その消費電力は
150W/cm2にも達している。従って、世界中で途切れるこ
とのない情報処理に伴う消費エネルギーを抑制するため
に、集積回路の飛躍的な省エネ化技術が渇望されている。
上記のエネルギーの最終消費量を削減する技術に加え、
エネルギーの転送効率を向上（エネルギー輸送に伴う損失
を削減）させる技術も重要である。具体的には、各種機器
の消費エネルギー増大を受けて、電圧変換と交流・直流変
換を行いながら、コンセントから各種電気・電子機器へ、
さらにはその中にある集積回路へと「Last 10m」のエネル
ギー供給の極限までの低損失化技術が今後重要になると考

図１
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遠藤研究室の研究テーマと目標

えている。これは、
「Last １ Mile問題」と呼ばれる基幹通
信網から一般家庭への通信ボトルネック課題と同様のこと
である。また、この技術は、太陽光発電などの新エネルギー
の利用促進にも重要な技術である。
これらの社会情勢と技術動向の認識に立ち、電気エネル
ギーシステム専攻にてグリーンパワーエレクトロニクス分
野を担当している遠藤研では、これまで提案し研究してき
た①３次元縦型デバイス技術、②高性能電源回路技術、及
び、電源制御による低消費電力で高性能な回路・システム
技術、③高耐圧デバイスのための新規材料プロセス技術を
コア技術として、パワーエレクトロニクスとナノエレクト
ロニクスの融合技術へと発展・展開させ、更なる高性能化
と省エネ化の両立という社会的要請に応える新しいグリー
ンパワーエレクトロニクス領域を創出することを目指して
システムアーキテクチャ、回路、デバイス、CAD（Computer
Aided Design）までの研究・開発を、図１に示すように一
貫して行っている。本稿では当研究室で行っているいくつ
かの研究について紹介させていただく。
１. 高
 効率エネルギー利用のためのパワーデバイス＆マ
ネージメント回路技術
限られたエネルギーを有効に活用するためには、石油や
ガスなどの一次エネルギーから生み出されるエネルギーの
利用効率を向上させる必要性があると共に、地球温暖化問
題に伴う排出CO2 を削減する必要がある。これを実現する
ためには、可能な限りエネルギーの最終利用形態を電力に
していくことが必要と考えられている。このことは、ガス
調理器がIH調理器に、ガソリン自動車が電気自動車（含む
ハイブリッド自動車）にシフトして行っていることからも
分かる。従って、電力利用の高効率化技術は、今後の省エ
ネ社会にとって必要不可欠となる。その中でも、世界の電
力需要におけるIT機器の占める割合は急拡大しており、
IT機器の省エネ化は緊急の課題である。IT機器では、半
導体プロセッサやディスプレイ等のため、家庭用の100V
の電気エネルギーを数Vから十数Vの種々の電圧に変換し
て供給しているが、その過程での電力ロスが深刻な課題と
な っ て い る。 本 研 究 で は、 コ ン セ ン ト か ら 供 給 さ れ た
100V ～ 200Vの電気エネルギーを、様々な電圧にいかに
高効率で変換し、賢く使用するかを追求し、デバイスから
そのマネージメント回路技術までを図２に示すように一貫
して研究している。
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電源技術として、新しいチャージポンプ（CP）回路（昇
圧回路）や降圧回路も開発し、世界最高レベルの性能を実
現してきている。
これらの高性能パワーデバイス技術とパワーマネージメ
ント回路技術とGaN等のワイドバンド材料技術を融合して
いくことで、システム状態に同期させて高効率に電力変換
しながら高品質な電力を供給するシステムの開発を今後と
も推進していく。

図２

 効率エネルギー利用のためのパワーデバイス＆回路技術＆パ
高
ワーマネージメント技術

パワーデバイス技術の一例として、図３に示す複数の細
いピラーからなるマルチピラー縦型構造パワー MOSFETを
提案している。この構造を用いることで、現在のパワーデ
バイスの性能を律速している要因の一つである、デバイス
の放熱効率を飛躍的に向上させることが出来ることを見出
した。これにより、セルフヒーティング現象に起因するデ
バイスの内部温度の上昇が抑制され、駆動電流やリーク電
流特性を向上させることができることを明らかにしてきた。

図３

将来の低消費電力社会（低炭素社会）の実現のためには、
IT機器の中核を担うシリコン集積回路の更なる低消費電力
化が必要不可欠である。これまでシリコン集積回路は微細
化により高性能化・省エネルギー化を実現してきた。しか
し現在の集積回路の基本素子である平面構造MOSFETは、
その微細化に伴い性能向上が困難になってきている。この
限界を打破するため、３次元縦型構造MOSFETとその回
路技術を提案し、シリコン集積回路の高性能化と低消費電
力化を実現し、さらには効率よく電気エネルギーを変換し
供給する高効率なパワー集積システムのプラットフォーム
とすべく研究を推進している（図５）。

マルチピラー型縦型構造パワー MOSFET

低消費電力な電源回路技術の一例として、図４に示す電
流供給電源を提案している。前述の縦型パワー MOSFET
の高い駆動力と安定性の上に、新しい電流再利用技術を組
み合わせることで、通信機器や，液晶パネル向けのデジタ
ル・インタフェースに用いられるLVDS（low voltage differential signaling）回路の高速性と低消費電力動作を同時
に実現できることを示している。
さらに、高効率パワーマネージメント技術として、一つ
の供給電圧から様々な電圧にシステム内で変換するための

図４

２. ３
 次元縦型構造デバイス・回路技術によるパワー集積
システムのプラットフォーム構築

低消費電力出力回路のための新電流源の回路図とその特性

図５

３次元縦型構造のコンセプトおよびその模式図

３次元縦型構造デバイス技術
我々は、図６に示すようなデバイスのボディー領域全体
を電流駆動領域とする新概念の３次元縦型構造トランジス
タを提案し、20nm世代以降も引き続き電力の無駄な消費
である待機電力の原因となっているリーク電流を抑制で
き、加えて放熱性にも優れていることを明らかにしている。
現在は、更なる一歩として、ナノスケールの集積回路の
高性能化と低消費電力化の両立のため、リーク電流を指数
関数的に抑制するデバイス設計指針構築を、駆動電流を支

図６

提案した縦型ボディーチャネルMOSFET

SUIRAN 17

研究プロフィール

配する電荷のダイナミクスに立ち返り進めている。
加えて、高密度メモリデバイス技術として、３次元縦型
構造の３D-NANDメモリを世界に先駆けて提案し、試作す
ることに成功している。さらに、この技術を進展させ、量
産性に優れ且つ安定動作性に優れた新しいFG型３D－
NANDセルの提案・開発を行っている。さらに、縦型キャ
パシターレス１T-DRAMを提案し、従来の１T-DRAMセ
ルと比較して、高い集積性と十分なデータ保持力を達成す
るなど、新たな研究成果を得つつある。
これらの技術をマルチピラー化技術や縦型ボディーチャ
ネルMOSFET技術と組み合わせることで、更に低消費電
力で高性能なデバイス技術の開発を目指していく。
３次元縦型MOSFETの回路技術とその設計技術
３次元縦型MOSFETに基づく集積回路技術の新しいプ
ラットフォームを創出するために、３次元縦型構造デバイ
スの高駆動力・省エネ性能と構造的な自由度の向上を生か
して、３次元回路技術と設計技術の研究開発を進めている。
その一例として、キャッシュメモリ向けの縦型MOSFET
に基づく10T-SRAMセルを提案し、高集積度と安定性の向
上など優れた性能を達成している。加えて、３次元縦型構
造MOSFETに基づくカレントラッチセンスアンプ回路を
提案し、高速低電圧で安定な動作を示すことに成功してい
る。そして、図７に示すように、低消費電力性と高速動作
が同時に向上できることを示した。

いない時には電力供給を止め待機電力のゼロ化を実現し、
情報処理をする時にのみエネルギーを消費する究極の省エ
ネデバイスを開発することを目指している。

図８

 積システムの低消費電力化を実現するための待機電力ゼロの
集
集積システムのコンセプト

上記、不揮発性集積回路の一例として、同期型論理集積
回路の基本構成単位の一つであるフリップフロップの要素
回路（ラッチ回路）を開発した。そして、図９に示すよう
に、300mmウエハープロセスで本提案の不揮発性ラッチ回
路の試作に成功し、世界最高速となる600MHzでの動作を
実証した。また、１Mビットのロジック混載用メモリチッ
プを開発した。この図10に示すようなチップでは、32とい
う少数のメモリセル単位ごとに電源をオン・オフさせると
いうパワーゲーティング動作を行うことで、世界最高速の
データ・ロード特性、データ・セーブ特性を得ることに成
功し、待機電力ゼロと高速のメモリ読み出し特性が両立で
きることを世界で初めて実証した。この成果は、従来の
SRAMよりも高密度・大容量なロジック混載メモリへの道
を拓く成果である。

図９

図７

世界最高速の600MHｚ動作の不揮発性ラッチ回路

 案した３次元縦型構造MOSFETに基づくカレントセンスラッ
提
チセンスアンプ回路と、その高速化と低電圧動作化の検証

なお、本テーマは、JST－CREST「次世代エレクトロ
ニクスデバイスの創出に資する革新材料・プロセス研究領
域」にて「縦型ボディーチャネルMOSFETとその集積プ
ロセスの開発」（研究代表者：遠藤哲郎）の課題として採
択され推進中である。
図10

３. 低
 消費電力化のための不揮発性半導体集積回路・シス
テム技術の構築
ナノスケールまでの微細化が進んだことにより、半導体
集積回路で消費される電力に占める待機電力の割合が急速
に拡大してきている。この待機電力は情報処理をしないに
も関わらずエネルギーを消費するものであり省エネの観点
から一日も早く解決すべき課題である。本研究では、不揮
発性スピン素子とシリコン素子を融合した新たなシリコン
集積回路により、待機電力ゼロの集積化システムの研究開
発を行っている。不揮発性という機能を全ての集積回路に
持たせることにより、図８に示すように、情報処理をして
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世界最高速の１M混載メモリチップ

これらの成果は、従来のスピン素子-CMOS融合集積回
路において課題であった低消費電力と高速性の両立を可能
にした成果である。
最終的には、多種多様な不揮発性集積回路を開発するこ
とで、高性能且つ省エネルギーな不揮発性コンピューティ
ングシステムの構築を目指している。
なお、本研究は、総合科学技術会議により制度設計され
た最先端研究開発支援プログラム（研究課題：「省エネル
ギー・スピントロニクス論理集積回路の研究開発」）（中心
研究者:大野英男）に参画し、推進中の研究である。

研究プロフィール

４. 国際集積エレクトロニクス研究開発センター
将来の省エネ社会を実現するために、集積エレクトロニ
クス分野で技術イノベーションが求められている。この技
術イノベーションを起こすためには、国際的な産学連携研
究をベースに、地域経済を含む産業界・国・地域自治体と
の連携を推進するなど我が国の力を結集することが必要で
ある。この背景のもと、集積エレクトロニクス技術を研究
開発し、及びその技術に係る国際的産学連携拠点の構築を
図ることにより、次世代集積エレクトロニクス分野におけ
る我が国の国際的な競争力の強化に寄与するとともに、当
該分野の技術の実用化及び新産業の創出を目的として、平
成24年10月１日に本学の恒久設置のセンターとして、国際
集積エレクトロニクス研究開発センターが発足した（図
11）。ここに、本センターの発足に際し、多くのご尽力を
いただいた皆様に御礼申し上げる。
本センターのクリーンルームを含めた研究棟等は 初の
100%民間拠出によって東北大学青葉山新キャンパスに建
設される。昨年の８月には、本学から里見総長他、宮城県
から村井知事他、仙台市から奥山市長他、東北経済産業局

なってきている。特に、新しい本分野の成長原理を創出し、
革新的な省エネ技術を創出していくためには、科学的理解
（学の力）と高度な物つくり力（産の力）を結集する産学
連携の場の構築が急務となっている。
これらの社会的要請に基づき、国際集積エレクトロニク
ス研究開発センターを中核活動施設として、図12に示すよ
うな川上から川下にいたる技術サプライチェーンを網羅す
る多くの研究者が一堂に集まる集中研方式での産学コン
ソーシアム運営の実現を目指していく。
そして、地元企業との連携を進め、集積エレクトロニク
スの将来を切り開く革新技術の創出を宮城の地から先導す
ると共に、地元自治体（宮城県、仙台市など）と連携して
地域経済活性化を促進し、東北地域復興に貢献できること
を目指す。加えて、この産学による共創場にて、産学が協
力して理工学に対する夢と希望を学生・若手研究者に与る
ことで高度人材育成も行っていく所存である。
本センターの上述の目的を達成し、持続的運営を可能に
するためには、継続的な皆様のお力添えが不可欠である。
皆様の一層の御支援とご鞭撻をお願い申し上げる。

から滝本地域経済部部長他、関連企業の社長他の列席のも
と安全祈願祭がとりおこなわれた。本センターには、100
名を超える研究員を収容できる居室に加え、約2000ｍ2の
クリーンルームやデバイス評価室などの各種実験室が設置
され、300mm対応の製造設備が導入される予定である。さ
らに、本センターを中核施設とした集積エレクトロニクス
分野の国際産学連携コンソーシアムとして発展させていく
ために、評価分析装置やデバイスの基本特性評価設備や計
算機システムなどの共通設備を整備することを計画してい
る。本センターには、学内から10を超える研究室の参加と
国内外の複数の企業が参画する予定である。

図12

国際集積エレクトロニクス研究開発センターの目標とする姿

著者略歴
えんどう

図11

国際集積エレクトロニクス研究開発センター

本センターが取り組む集積エレクトロニクス分野は、
シーズを持つ半導体企業などの川上産業から、ニーズを持
つ応用電子機器企業などの川下産業まで広範囲に広がる巨
大産業である。さらに、半導体産業の中には、材料や製造
装置産業などシーズを持つ川上産業から、半導体デバイス
産業などニーズを持つ川下産業がある。この階層的なニー
ズ・シーズの技術サプライチェーンの繋がりは年々強まっ
てきている。そのため、集積エレクトロニクス分野でイノ
ベーションを生むためには個別技術の高度化に止まらず、
多様な技術を融合させてパラダイムシフトを生む多対多型
研究開発の場を構築することが急務となっている。加えて、
本産業はグローバル時代に突入しており、川上のシーズと
川下のニーズのマッチングを生むためには、国際的なオー
プンイノベーションの場として構築していくことも重要に

てつお

遠藤 哲郎
昭和37年10月30日生
昭和62年３月 東京大学理学部物理学科卒業
昭和62年４月 株式会社東芝総合研究開発センター
平成７年４月 東北大学電気通信研究所 講師
平成７年５月 工学博士（東北大学）
平成９年６月 東北大学電気通信研究所 助教授
平成19年４月 東北大学電気通信研究所 准教授
平成20年４月 東北大学電気通信研究所 教授
平成20年５月 東北大学学際科学国際高等研究センター
教授（電気通信研究所教授を兼務）
平成22年３月より東北大学省エネルギー・スピントロニク
ス集積化システムセンター 副センター長・教授を兼務
平成24年４月

東北大学大学院工学研究科

教授

（学際科学国際高等研究センター教授を兼務）
平成24年10月より東北大学国際集積エレクトロニクス研
究開発センター センター長・教授を兼務
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資源変換のための固体触媒の開発

―持続可能な社会構築を目指したバイオマス化学品合 成―
東北大学大学院工学研究科
応用化学専攻
教授 冨 重 圭 一

１．はじめに：資源とその変換と触媒
エネルギーというと電気をイメージすることも多いかも
しれないが、ガソリン、灯油、軽油などの液体燃料もエネ

割をもっているのである。例えば、合成ガスという一酸化
炭素と水素の混合ガスを原料として、様々な燃料や化学品
が製造可能である（図１）。

ルギーとして電気と同じく極めて重要である。現在、これ

同じ反応物質であるにも関わらず、Cu触媒はメタノー

らの液体燃料は、石油から製造されている。また、私たち

ルを与え、Fe, Co, Ru触媒は炭化水素でありガソリン・灯

の身の回りにあるプラスチックや繊維の多くは石油から作

軽油を与え、Rh触媒はエタノールを与え、Pd触媒はシュ

られている。石油のほか、石炭、天然ガスは炭化水素系化

ウ酸やエチレングリコールを与えるのである。このように、

石資源であり、石炭は発電と鉄鋼製造に、天然ガスは発電

触媒が変わると、反応するルートは大きく異なる。化学反

と都市ガスとして用いられている。炭化水素系資源は、液

応は、反応物質の中にある化学結合を組み替えて、生成物

体である石油、固体である石炭、気体である天然ガスそれ

質へと導くものであるが、触媒はこの結合の組み替え方を

ぞれが役割分担をしながら、現代の社会を支えているとと

コントロールすることで特定の生成物質を与えているので

らえることができる。

ある。その意味では、あるルートの活性化エネルギーを下

これらの炭化水素系資源の中で、埋蔵量という観点から

げて進行しやすくする一方で、その他のルートの活性化エ

言えば、石油が最初に枯渇してしまう可能性が高い。その

ネルギーは下げないことになる。触媒が反応ルートを決定

ため、石油資源の役割を他の資源で代替する技術は次世代

しているのであれば、新しい触媒が創られれば、新しい反

技術として重要である。同時に、現在大量に用いられてい

応ルートが開拓され、これまで導くことができなかったよ

る炭化水素系エネルギー資源である石油、石炭、天然ガス

うな物質を合成できるかもしれないのである。

はいずれも化石資源であり、持続可能な社会を構築するた

私たちの研究の目的は、未来の資源変換技術として重要

めには、再生可能な炭化水素系資源を使いこなす技術が必

になると思われるバイオマス、天然ガス、二酸化炭素から

要不可欠となるであろう。

有用な燃料や化学品を合成するための新しい触媒反応とそ

現在石油から製造されている燃料や化学品を石油以外の

れを可能にする固体触媒を開発することである（図２）。

天然ガスや石炭から製造するため、また、化石資源を再生
可能資源へと原料の転換を図っていくためには、資源を物
質変換する技術を高めていく必要があり、そのキーテクノ
ロジーとなるのが触媒技術である。触媒の役割は化学反応
の活性化エネルギーを下げて、反応速度を向上する物質と
して認識されていると思われる。実際にはもっと重要な役

図２．固体触媒を用いたバイオマス、天然ガス、二酸化炭素からの燃
料や化学品の製造

２．バイオマス
再生可能エネルギーは、太陽光、風力、地熱、波力等様々
なものが知られているが、ほとんどの再生可能エネルギー
図１．合成ガスから製造できる様々な化合物と触媒
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は電気を与えるものである。一方、バイオマスは再生可能
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エネルギーの中で唯一の有機資源であるため、液体燃料や

ゲットとした研究成果を紹介する。ジオールは、プラスチッ

化学原料として用いることで石油代替の効果が期待されて

ク、繊維などの高分子材料を製造するための原料となるた

いる。ここでは特に、バイオマス資源から現在石油から製

め、付加価値が高く、使用量も多い化学品といえる。セル

造している化学品を誘導するための固体触媒の開発につい

ロース、ヘミセルロース、植物油等からジオールを誘導す

て報告する。図３は、石油、石炭、天然ガスなどの化石資

るには加水分解反応、脱水反応、水素化反応、水素化分解

源およびバイオマスの主成分であるセルロース、ヘミセル

反応等を必要とするが、私が主として研究対象としている

ロース、リグニンとバイオマス関連物質について、それら

のは、水素化反応と水素化分解反応であり、これを実現す

に含まれる炭素、水素、酸素の比でプロットしたものであ

る固体触媒として、合金ナノ粒子、酸化物種で表面修飾さ

る。

れた金属微粒子に関する研究を行っている（図４）。
３．グリセリンの水素化分解用Ir-ReOx /SiO2 触媒
植物油からバイオディーゼルを製造する際には、重量で
10％程度のグリセリンが副生するが、そのままでは付加価
値が低く、現在多くは廃棄されている（図５）。そのため、
グリセリンはバイオマス由来原料として位置づけることが
できる１）。そこで、グリセリンの付加価値を上げるために、
水素化分解して1,3-プロパンジオールを与える触媒の開発
を行った。水素化分解反応は、分子中のC-O結合を切断し
て、水素原子を付加する反応である（ROH+H2→RH+H2O,
ROR’+H2→RH+ R’OH）。グリセリン分子中には、２種類
のC-O結合が存在し、端のC-O結合が水素化分解されると
図３．石油、バイオマス、化学品（ジオール類）の組成

1,2-プロパンジオールを与え、中央のC-O結合が水素化分
解されると1,3-プロパンジオールを与える（図６）。また、

化学品は、例として示した２価アルコールのように、酸

これらのジオールはさらに水素化分解されると、１-及び

素原子を含むことが多い。石油は酸素含有率が低いため、

２-プロパノールを与える。副反応として、C-C結合が切

このような含酸素化学品は、酸素分子を分子内に付加して

断されると、C2及びC1の化合物が生成する。これらの生

いく酸化反応を用いて合成されている。一方で、バイオマ

成物の中で1,3-プロパンジオールの付加価値がもっとも高

ス資源は非常に酸素含有率が高いため、バイオマス関連物
質から含酸素化学品を製造するためには、分子の酸素含有
率を減らす反応を用いることになる。この意味で、同じ化
学品を異なる原料から製造することは容易なことではな
く、これまで石油化学産業が培ってきた技術とは異なる新
しい技術の開発が必要不可欠となっている。その技術の具
体例が、新しい触媒や触媒反応、プロセスの開発であり、
本研究室の成果が寄与できるものである。
ここでは、一分子中に２つのOH基をもつジオールをター

図４．バイオマス由来ジオール合成とそれに用いる固体触媒のコンセプト

図５．バイオディーゼル製造法とグリセリンの副生

図６．グリセリンの水素化分解と1,3-プロパンジオール製造法
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いが、1,3-プロパンジオールを選択的に得るには、グリセ

次に、触媒の構造を示す。様々な方法を駆使して、触媒

リンの水素化分解が選択的に進行すると同時に、1,3-プロ

構造の解析を行ったところ、２nm程度のIr金属ナノ粒子の

パンジオールが逐次的に反応して１-プロパノールになっ

表面上に３次元Re酸化物クラスターが形成した構造を

てしまうことは避けなければならない。しかし、これまで

もっていることが分かった（図８）５）。ここで、IrとReの

知られている多くの触媒は1,2-プロパンジオールを主とし

協同効果で活性が発現していることを踏まえて、Ir金属微

て与え、1,3-プロパンジオールの生成は不利であった １）。

粒子とReO xクラスターの境界面が触媒活性点となってい

これに対して、私たちが開発した触媒は、1,3 -プロパンジ

ると考えられる。さらに、反応機構解明に関する研究を行っ

オールを主生成物として与える新しい触媒として位置づけ

た、グリセリン分子の-CH2OHとReO xクラスターが相互作

られている。

用し、アルコキシドが生成し、一方、水素分子はIr-ReO x

図７にIr-ReO x/SiO2触媒、Ir/SiO2触媒、ReO x/SiO2触

境界面でH -とH +が生成する。H -が-CH2O-Reに隣接する炭

媒を用いたグリセリンの水素化分解反応の結果を示す。非

素原子を攻撃し、C-O結合が切断されるという新しい反応

常に興味深いこととして、Ir単独、Re単独の成分からなる

機構を提案している（図９）。

触媒は全く活性を示さないのに対して、IrとReが共存した
触媒は、1,3-プロパンジオールを高活性・高選択率で与え、
優れた触媒特性を示すことを見出した。Irは水素化分解反
応に対して、ほとんど活性を示さないため、Irをベースと
した触媒開発はほとんど行われていなかった。

図９．Ir-ReOx上のグリセリンの1,3-プロパンジオールへの水素化分
解反応機構

４．開発 Ir-ReO x /SiO2触媒を他の反応物質の水素化分解
図７．Ir-ReOx/SiO2触媒を用いたグリセリンの水素化分解反応特性

反応に適用する6, ７）
グリセリンの水素化分解反応用に開発してきた触媒をグ

そのため、運よく私たちがその触媒を見出すことができ

リセリン以外の反応物質の水素化分解反応に用いてみたと

たと思っている。結果として、グリセリンの水素化分解で

ころ、触媒の適用範囲がかなり広いことが明らかになって

1,3-プロパンジオールを与える特性は、IrとReの協同効果

きた。よく知られているように生体触媒である酵素は、反

で発現していると考えらえる

２- ４）

。

応物質をきっちりと認識するため、反応物質の構造が少し
変わっただけで反応は進行しなくなる。これは、酵素の性
質としては極めて優れた性質であるといえるが、バイオマ
スから様々な物質を合成しようとする場合には、逆にいろ
いろな反応物質に適用できる方が便利である。固体触媒は、
酵素に比べると基質の構造に鈍感であるため、広い適用性
が期待できるのである。その意味では、この能力は鈍感力
と呼んでよいであろう。
テトラヒドロフルフリルアルコールは、ヘミセルロース
から誘導される化合物であり、テトラヒドロピラン-2-メ
タノールはグリセリンから誘導可能である。また、3-ヒド
ロキシテトラヒドロフランは、糖発酵により得られるエリ
スリトールから誘導できる化合物であり、シクロヘキサン
ジオールは、リグニンから得られるグアイヤコールという
化合物を経て誘導可能な化合物である。いずれも、バイオ

図８．Ir-ReOx/SiO2触媒のモデル構造
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素化分解は、付加価値の高いジオールを与えるのであった。

５）Y. Amada, H. Watanabe, M. Tamura, Y. Nakagawa, K.

開発した触媒は、反応物質の構造が多少変わっても、共通
する構造であるHO-C-C-O-を認識し、その中のC-O結合を
選択的に切断することができることが分かった（図10）。

Okumura, K. Tomishige, J. Phys. Chem. C, 116, 23503
（2012）.
６）Y. Amada, H. Watanabe, Y. Hirai, Y. Kajikawa, Y.
Nakagawa, K. Tomishige, ChemSusChem, 5, 1991
（2012）.
７）K . Chen, K. Mori, H. Watanabe, Y. Nakagawa, K.
Tomishige, J. Catal., 243, 171（2012）.
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新規リチウムイオン伝導体の開発と全固体電池への応用
Development of novel lithium-ion conductors and their application to all-solid-state battery
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 高 村
仁

イ オ ン 伝 導 体 と な る こ と は 十 分 に 予 見 さ れ る。 ま た、

１ はじめに
現在、リチウム二次電池の高容量化、大型化の要請にと

LiBH4の水素放出を促進する目的でマイクロ波照射が行な

もない、固体電解質への期待が高まっている。リチウム二

われており、その際に115 ℃の相転移でマイクロ波吸収特

次電池における固体電解質適用のメリットは、１）リチウ

性に顕著な差が生じることも、LiBH4におけるリチウムイ

ムイオンの輸率がほぼ１に近いこと、２）溶媒や電解質中

オン伝導性の発見に大きな寄与をなした３）。

のリチウム以外の構成元素に起因する副反応が少ないこ

図１には、LiBH4のイオン伝導特性評価に用いる測定系

と、３）過充電等による発火の危険性が低いこと、などが

を示す。LiBH4は強い還元性を有する材料であり禁水、大

挙げられる。すなわち、高性能な固体電解質の開発は、高

気暴露が不可な材料である。よって、試料ペレットの作製、

性能かつ安全性の高いリチウム二次電池実現のキーテクノ

測定セル（宝泉 ㈱ 製HSセル）への封入は全てグローブボッ

ロジーに位置づけられる。固体電解質となるリチウムイオ

クス中で行なわれる。なお、LiBH4は圧粉性に優れ、一軸

ン伝導体としては、これまでに窒化物系、硫化物系、酸化

成型のみで簡単に緻密なペレットが作製できる。電気伝導

物系や酸素酸塩などが開発されている。

度測定は、Au電極またはLi電極を用いた複素インピーダ

近年、我々のグループでは、新たなリチウムイオン伝導

ンス法により行なわれる。

体として金属水素化物が高い特性を示すことを報告してき
た。本稿では、その端緒となった水素化ホウ素リチウム
（LiBH4）におけるリチウムイオン伝導性の発現、リチウ
ムイオン伝導度向上の試み、さらに、全固体電池への応用
について述べる。
２ 水素化ホウ素リチウムにおける高速リチウムイオン伝導
水素化ホウ素リチウム（LiBH4）は、工業的に還元剤な
どに広く応用される汎用的な材料である。この用途に加え
て、本材料は、軽量かつ多量に水素を含有することから、
近 年、 水 素 貯 蔵 材 料 と し て の 応 用 も 期 待 さ れ て い る。

図１：LiBH4の複素インピーダンス測定装置

LiBH4は、室温で斜方晶（空間群No. 62, Pnma ; a = 7.17858

図２には、LiBH4のリチウムイオン伝導度のアレニウス

Å, b = 4.43686 Å, c = 6.80321 Å; Z = 4）をとるが、115℃

プロットを示す４）。なお、インピーダンス解析による電気

で 六 方 晶（ 空 間 群No. 186, P6 3 mc ; a = 4.27631 Å, c =

伝導度がリチウムイオン伝導度であることは、1）115 ℃

6.94844 Å; Z = 2）に相転移する。さらに280 ℃近傍で融

における７Li NMRスペクトラムの先鋭化、２）スピン−格

解した後、さらなる昇温でLiBH4 → LiH + B + 3/2 H2な

子緩和時間（T1）から見積もられるLi +の拡散係数から計

る分解反応により、13.9 mass%にあたる水素を放出する。

算されたイオン伝導度と実測値の一致、３）Au電極（不可

LiBH4の水素貯蔵材料としての特性は折茂らによる解説に

逆電極）とLi電極（可逆電極）でのインピーダンス応答の

１）

差異から確認された。

詳しい 。
LiBH4の化学結合および電子構造に着目すると、[BH4] +

115 ℃近傍の斜方晶から六方晶への構造相転移に伴い、

内部の結合は共有結合性であるが、この錯イオンとLi は

リチウムイオン伝導度が急激に増加し、相転移後では、固

イオン結合性であることが第一原理計算により示唆されて

体電解質に要求される10-3 S/cm台の伝導度に達している。

いる２）。すなわち、価電子帯は[BH4] -の電子により、伝導

イオン伝導の活性化エネルギーは、高イオン伝導相におい

帯はほぼLi +の空軌道により構成される。さらに、バンド

て0.53 eVと見積もられた。

ギャップは7 eVに達することから、LiBH4はほぼ理想的な

さらに、このLiBH4は圧力印加により多様な構造相転移

イオン性固体であると言える。よって、適切なキャリア濃

を起こすため、その高圧相のイオン伝導度測定も行なわれ

度と伝導経路が確保されるならば、このLiBH4がリチウム

た。図３には、LiBH4の圧力（P）-温度（T）相図 ５） と、
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イオン伝導度の測定点（図中 • ）を示す。LiBH4は200 ℃、

り、高イオン伝導相の室温安定化が望まれる。そこで、錯

4 GPa以上でより対称性の高い立方晶（岩塩（NaCl）型;

イオン[BH4] -置換が結晶構造およびリチウムイオン伝導性に

空間群No. 216, F-43m ; a = 5.556 Å）となる。この岩塩相

及ぼす影響が調査された。図４に、これまでに報告された

のリチウムイオン伝導度は260 ℃において1.9×10-3 S/cm

種々の錯体系水素化物のリチウムイオン伝導度をまとめる。

であり、図２で高イオン伝導を示す六方晶相の値と同一温
度で比較すると一桁程度低い。しかし、同じ岩塩型構造を
とるヨウ化リチウム（LiI）よりも遥かに高い値であり、
また、ドーピング等により陽イオン空孔などを導入してい
ない岩塩構造にもかかわらず、10-3 S/cm台のリチウムイ
オン伝導度となっている。このことは、LiBH4が本質的に
高リチウムイオン伝導性を発現しやすい材料であることを
示唆している。また、この高圧実験から、高イオン伝導相
（六方晶相）のイオン伝導の活性化体積（ΔV）も見積も
ることができる。その値は、260 ℃において3.1 cm3/molで
あった。これは、LiBH4のモル体積Vm = 33.1 cm3/mol（六
方晶相）に比べて1/10以下であり、超イオン伝導体として
知られるヨウ化銀（α-AgI）の活性化体積0.9 cm3/molや
他の高速リチウムイオン伝導体のそれと同等の値である。
すわなち、LiBH4には多量の構造的欠陥が内在し、それが
6）

高速リチウムイオン伝導に寄与していると考えられる 。

図４：錯イオン置換されたLiBH4のリチウムイオン伝導度

前川らは、[BH4]-のハライド置換を提案し、特にヨウ素（I）
置換が高イオン伝導相の室温安定化に有効であることを見
出した７）。25%I置換された3LiBH4•LiIでは、60 ℃で10-4
S/cm台のリチウムイオン伝導度が得られる。また、大口
らは、LiBH4-LiI系の結晶構造や相平衡について、熱分析
と第一原理計算の観点から検討を行なった８）。
松尾らは、[BH4]-を他の錯イオン[NH2]-で置換することを
試み、LiBH4とLiNH2が1:1であるLi2（BH4）（NH2）と、1:3
であるLi（BH
）NH2）3において高リチウムイオン伝導性
4
4（
の発現を見出した９）。これら複数の錯イオンを含有する系
は水素貯蔵材料の観点でも注目されているが、相関係や結
晶構造の決定にはさらに詳細な検討が必要と考えられる。
松尾らは、さらにLiBH4-LiNH2-LiIの三元系に探索領域を
拡大し、[BH4] -錯イオンを含まないLiNH2-LiI系において、
3LiNH2•LiIが3LiBH4•LiIと同等のリチウムイオン伝導度

図2：LiBH4のリチウムイオン伝導度

を有することを見出した10）。[NH2] -に関連して、[NH]2-を含
むLi2NH（ 逆 蛍 石 型 構 造 ） に 着 目 す る と、Boukampと
Hugginsは1979年に、Li2NHがLi3Nに匹敵するリチウムイ
オン伝導度を有することを報告している11）。化学的安定性
が低く電位窓が0.7 Vと予想されたことから、この材料は
その後広く研究されていない。
また、その他のリチウムを含有する錯体系水素化物とし
ては、大口らは、LiAlH4およびLi3AlH6を調査しているが、
そのイオン伝導はLiBH4低温相と同程度であった。なお、
Li-Al-H系においてもハライド置換とミリングの効果によ
りイオン伝導度の向上が認められている12）。

図３：LiBH4のP-T相図と高温・高圧下におけるリチウムイオン伝導度

3 錯イオン置換によるイオン伝導度の向上
-3

前節で述べたように、LiBH4は10

S/cm台のリチウムイ

4 全固体電池への応用
LiBH4をはじめとする水素化物系リチウムイオン伝導体
は、伝導度の観点からは固体電解質に適用しうる高い特性

オン伝導度を有する新たな材料として注目される。しかし、

を有している。しかし、先述のとおり、金属水素化物は一

その伝導度を得るためには、115 ℃以上の高温が必要であ

般に強還元性材料であること、また、材料によっては電位
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窓が狭いことからリチウム二次電池への適用は必ずしも容
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性に優れるなどの長所もあるため、全固体電池への適用が
期待される。
まずサイクリックボルタンメトリー（CV）によりLiBH4
の電位窓が調査されたが、5 V（vs Li/Li+）まで分解電流
が観測されず、リチウム二次電池に適用しうる固体電解質
であることを確認した。負極材料に関しては、既存の炭素
系材料のみならず、金属リチウムに対しても優れた化学的
安定性を示し、過電圧も極めて小さい。また、近年、コン
バージョン型高容量負極材料としてMgH2などの金属水素
化物が注目されているが、これら水素化物系負極材料に対
してもLiBH4は優れた特性を示す。MgH2を例にとれば、
MgH2 + 2Li+ + 2e- → Mg + 2LiHが反応式であり、平衡電
位は反応の自由エネルギー変化ΔGから予測される0.560
Vに対して、実測値0.537 Vと良い一致を示している13, 14）。
LiBH4はMgH2、Mg、LiHに対して化学的に安定である。
一方で、強酸化性材料であるLiCoO2等の正極材料との反
応性が、LiBH4を全固体電池に適用する上で課題であるこ
とは明らかである。しかし、電極・電解質両材料に対して
安定かつリチウム輸送を阻害しない保護層の適用によりそ
の問題は解決しうる。図５には、パルスレーザー蒸着法
（PLD）により作製されたLi3PO4被覆LiCoO2薄膜正極を示
す。この薄膜にLiBH4固体電解質と金属リチウムを貼付け
た薄膜電池を作製したところ、89 mAh・g-1 の容量を示し、
30回の充放電サイクル後にも97%の容量が維持されること
を見出した15）。現在、より適切な正極材料や保護層との組
み合わせにより、さらに高出力・高容量な全固体電池の開
発を進めている。

著者略歴
図５：Li3PO4で被覆されたLiCoO2薄膜正極の断面SEM像
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自然災害に強い東北コミュニティ再生に向けて
～水災害弾力性の高いオランダ都市モデルに学ぶ

東北大学大学院工学研究科
人間環境系 都市・建築学専攻
教授 石 田 壽 一

１. はじめに
東北地方が激甚な地震津波災害に襲われた昨年３月の震
災からすでに１年半が経過しました。今なおライフライン
が回復していない地域が散在する東日本大震災の過酷な現
実は収束を見せていません。今回の災害は、とりわけ都市
計画や建築設計に携わる者にとって多くの課題を残しまし
た。災害発生直後に求められる避難所や、復旧過程での応
急仮設建築などのファースト・エイドとして求められる生
活環境の整備にはじまり、続く移行時期に必要な庁舎や学
校などの応急建築物や、さらにその先の恒常的な環境復興
にむけて計画が進んでいる高台移転を想定した災害復興住
宅問題など、インフラ整備、防災・耐震技術、コミュニティ
再生を巡り多様な専門的支援が今後も継続的に必要となる
ことが推測されます。
一方で今回の震災が建築物や都市環境といった人々の生
活の器とそれを支えるインフラとの関係を抜本的に再考す
る大きな契機を与えたことも事実です。3.11震災をきっか
けにして再生可能エネルギーを用いた持続的社会実現への
関心が急速に高まり、自立分散型のエネルギー・システム
やコミュニティ・グリッドに関する実証ベースの研究が拡
大し、一面的な整備であったスマート・コミュニティの計
画が、エネルギー・通信領域の融合的技術の適用によって
生活環境整備の新たな可能性を開示しています。
今回の震災から学んだ第一の教訓は、平時の生活環境整
備が、そのまま災害時の緊急事態にも支障なく機能するた
めのコミュニティ・モデルのあり方です。つまり、エネル
ギー・通信・交通等のライフラインを支える系統電源のダ
ウンによっても生存限界時間内の安全を維持でき、また、
復旧期にも支障なく機能するコミュニティを平時の生活環
境としていかに融合させるかということです。ハード・ソ
フト両面に関わるコミュニティ・モデルの根本的な再考が
迫られたといえます。
BCPに要約される事業継続性が重用視される役所など
の公共施設や交通制御システム、膨大なデータを保有する
民間企業、なによりも人命尊重が優先される医療福祉・教
育機関等を含め、今回の災害が関連各方面に与えた衝撃と
教訓は計り知れません。我が国は先進国のなかでもっとも
自然災害リスクの高い国といわれますが、今後予想される
余震や東南海・南海地震の発生に対する最適なリスク・マ
ネージメント手法を考える上でも、今回、明らかになった
安心安全上の盲点から学び、その教訓を最大限に活用した

平時時・災害時を連携する防災・減災対策の策定とそれを
実装するコミュニティ・モデルの推敲がすみやかに望まれ
ます。
本稿では、現在、研究室で検証を行っている21世紀に向
けた安心安全な持続型社会のコミュニティ・モデルを考え
る上で、地球温暖化や気候変動へのユニークな水災害対応
策を実践し、非常時の防災・減災技術としての有効性のみ
ならず、平時においても質の高い環境デザインを提案して
いるオランダ王国の水災害に対する弾力性の高いコミュニ
ティ作りについて報告します。
２. アンフィビアス・リビング（Amphibious Living）
オランダ王国は、国土の1/4が海面下と言われます。ロッ
テルダムやアムステルダム等の主要都市が存在する北西部
の南北ホラント州は、大半が海の下に築かれた町として有
名です。中世以来、北海の高潮位時に起きる洪水災害に悩
まされたこの一帯では、海水の浸入を防ぐ堤防技術の改良
と余剰水排水の技術革新が一義におかれ、築堤の整備とと
もに余剰内水を生活環境の外部に排除するための人工河川
や運河などの排水路網との組み合わせによって、苦労して
築き上げた生活環境を襲う水災害を低減してきました。同
時にこの水路のネットワークが北部ヨーロッパの物流を支
える有効なインフラとなり、国が繁栄したことは周知の通
りです。17世紀にフェルメールやデ・ホーホが描いたデル
フトの景観や都市内住居の静謐で透明なイメージからは、
海面より数メートルも低いために水災害の脅威に常に晒さ
れる干拓地に築かれた低地都市の厳しい生活環境の現実は

図１ フェルメールの描いた静謐な17世紀のオランダの都
市景観は、海面下の地勢に築かれた都市を洪水脅威から守
る先進的な治水技術によって維持されている
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読み取れません。しかし、同時期の絵地図をよく眺めると、
都市周辺を囲むポルダー地帯に何千もの排水路が描かれ、
要所に無数の風車が配置されていることが分かります。西
風をパッシブ・エネルギーとして湖沼地帯の広域乾地のた
めに利用した揚水システムと排水運河の組み合わせによる
治水技術の確立によって、海面下の低地都市が水没せずに
すんでいる低地オランダ諸都市の過酷な現実をあらためて
読み取ることになります。
歴史を通じて水災害に対するリスク・マネージメント意
識の高いオランダが今日直面している課題は、地球温暖化
に伴う海面上昇と気候変動に伴うアルプス以北のライン川
流域の内水氾濫の問題です。産業革命期以前は風力による
パッシブ揚水を用い、革命以後は化石燃料による排水ポン
プによって水の侵入を阻止してきたオランダの治水技術で
すが、昨今、温暖化現象に連携して北海の海面上昇とライ
ン川支流域の内水量の増加が顕在化し、内外両水域の変化
に喫緊な対応が求められています。
有効な措置を講じない場合、最悪、南北ホラント州が水
没するシミュレーション結果も出されており、こうした気
候変動が引き起こす水環境の大きな変化に伴ってオランダ
に登場したのが、余剰水をただ強制排除するのではなく、
一部浸水域を受け入れながら、オランダ固有の自然である
水環境とともに共生していこうとするアンフィビアス・リ
ビング（水陸両用居住）の大胆なビジョンです。

図４ オランダの分譲向け水域隣接型住宅イメージ。下図が実
際に建設された住宅

図５ オランダで開催された水陸両用居住のためのデザイン国際コン
ペ案/断面図

図２ 左図が現状の南北ホラント州。右図は最大浸水時のシミュレー
ション

図６、7 交換可能な軽量住居ユニットの組み合わせによるコ
ミュニティ・イメージ
図３ 人間中心的なこれまでの開発に対して、自然の秩序を上位に掲
げた開発志向

アンフィビアンとは両生類を表しますが、乾期と雨期で
肺呼吸とえら呼吸を使い分ける両生類のように柔軟な環境
適応を可能にする住居と、内水の増加時期に余剰水を受け入
れる空間を同一のスペースとして設け、平時には親水環境と
して利用可能し、増水時は調整池として機能する生活環境提
案が現実的コミュニティとして提案されています。
2000年以降、こうしたビジョンに賛同した環境配慮型の
水環境共生団地計画が実際に建設されつつあります。この
ビジョンは、単に調整池を増やし水災害時の保水能力を高
める土木整備を目的とするだけではなく、あえて居住環境
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を浸水水域に隣接させることで低地地域の水災害に対する
日常的な自覚を促すとともに、それとは対極的な低地都市
固有の親水文化の発見や生物多様性環境の維持さらに環境
負荷低減型の低炭素化住宅といった包括的な生態学的アプ
ローチによる環境整備を志向するこれまでの安心安全な生
活環境とは異なった視点からの提案となっています。リス
ク・マネージメント対象である洪水という災害要因をクリ
エイティブなデザイン・フィールドに置き換え、包括的な
再生を試みる同ビジョンは、今後の東日本再生のプロセス
においても学ぶところが多いと思われます。
３. ロッテルダム2035
2005年ロッテルダムで開催された第二回目の国際建築
ビエンナーレにおいて提案された「 Rotterdam Waterstad
2035」は、地球温暖化によって水災害の影響を不可避に受
けるロッテルダム固有の持続的な都市発展モデルを考える
に際し、水災害のリスク・マネージメントと生活環境デザ
インの領域を融合的に捉え、平時・災害時の区分なく、余
剰水の浸入に対する柔軟なアプローチをアンフィビアス・
リビングの都市拡張版として取り込み、環境の弾力性を高
めた30年後の都市モデルとして提案しています。
アーバンデザイン、ランドスケープアーキテクチャー、
インフラストラクチャーにまたがる複合的なデザイン領域
に対し、建築家、エンジニア、行政、オランダ・デルタ治
水委員会等の多様な分野の専門家と行政とが協力して案を
創りだすという通常の土木・都市計画行政にはない横断的
なコラボレーション・プロジェクトである点に計画の特徴
が見られます。ロッテルダムでは、海面上昇による河川上
昇、降水の増加による内水氾濫、水質の悪化・地下水の減
少などの水環境を巡る問題が顕在化しており、技術的に有
効な環境対策と共に、クリエイティブな都市デザインを展
開することで都市の魅力をアピールし人口の流出を防ぐと
ともに、ユーロポートと呼ばれる国際貿易港ロッテルダム
の競争力を高めるための工夫が環境デザインとして模索さ
れています。
Amphibious Living（水陸両用生活）は、生活する空間
と水を受け入れる空間という一見混合が難しい二つの
フィールドを「分け合う」ことで双方に有効な領域を成立
させようとする考え方であり、集約的土地利用が常に求め
られるオランダの特殊な地勢に深く根ざした都市文化が関
係していると指摘されています。空間の領域交換性を前提
に し た ア ン フ ィ ビ ア ス・ リ ビ ン グ の 概 念 がRotterdam
Waterstad 2035では中心的なコンセプトとなり、水と生活
空間の共存方法として建築物や公園、道路等の公共空間の
デザイン手法に新たな試みがなされています。斬新な都市
マスタープランの創案に関わる自由度は、オランダ固有の
行政構造のなせる技ともいえます。
オランダでは20世紀初頭の住宅法成立以来、中央政府の
所管である全国総合計画を除く都市計画・地域計画が各地
方自治体に委託される方式をとり、市当局は市域全体また
はその一部についての開発・再開発計画を立案し、実行す
る権限を有しています。これによって他国では類例のない

先進的な取組みが自治体ごとに可能になっています。
図８に示すロッテルダムWaterstad（水都）計画は、ロッ
テルダムのマース川南部地区をSingelstad（運河街区）、
Riverstad（河川街区）、Vaartenstad（水路街区）とし、水
を排水する地域、水を受け入れる地域、運河と共にある地
域という異なる水域との関係を持たせた街区デザインを提
案しています。図９のコップ・ファン・ザウド地区では、
港湾機能と生活空間のミックスド・ユースが促進されてお
り、日本の港湾景観には見られないダイナミックな開発が
進められています。図10は余剰水を速やかに排水する地域
の集合住宅計画案であり、降水量の増加に対応し中庭・屋根・
境界などの部位を排水機能としていかに最適なデザインを
施すかについてのシミュレーションが示されています。
４. Room for the River（河川のための空間）
アンフィビアス・リビングの考え方を都市レベルからさ
らに広域の地域計画に適用したプロジェクトがRoom for
the River計画です。アルプスから流れるライン川支流域の
内水量の増加により、海面より高い位置にあるオランダ東
南部都市も洪水の脅威に曝される頻度が増しており、増加
し続ける水量に対し堤防間の拡幅や迂回水路の設置、河床

図8、9 ロッテルダム2035のマスタープランとコップファン
ザウド地区の景観

図10 気候変動に伴う降水量の増加を想定した環境住宅ブロックの
デザイン提案
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の二段階化により、一部の土地を浸水空間にすることで許
容水量を15000m3/sから16000m3/sに増加させる大規模な
環境デザイン・プロジェクトと見なされます。この計画は
2006年から2015年にかけて39箇所のプロジェクトが進捗
し、計画の目標が洪水リスクの低減だけでなく、同時に「空
間の質」の向上も目標に掲げているところがこのプロジェ
クトの大きな特徴といえます。一例を挙げると新しく河川
敷に親水空間を作りレクレーション空間を増加させ、工場
地帯の水上運輸の活性化や農業体系の再編によって運用収
益を高めるなど、敷地特性に応じた多岐にわたる計画案が
提案されています。
多様な立地に計画されるプロジェクトの中で特にユニー
クなアプローチを示している事例がノードワルド地区のマ
スタープランです。ドルトレヒトの南部に位置するこの地
域はデルタプランによる封水堤防が完成するまでは２m程
の潮位変化を受ける気水域で、豊かな生態系を維持してい
ましたが、1953年の大洪水以後の治水計画により、広域乾
地を推進し、20世紀後半までに広大なポルダー整備を継続
し豊かな生産緑地を獲得してきました。しかし、近年の気
候変動により水位上昇の頻度が高まり、浸水リスクが大幅
に高まった結果、500年かけて苦労して獲得した人工的な
乾燥大地にあえて余剰水を受け入れるための「空間」
（Room
for the River ）にポルダーの一部を転換する決断を住民合
意の上で受け入れることにしました。
オランダ人にとって過去1000年は水との戦いの歴史で

図11 Room for the River 計画における余剰水空間の整備手法と構
成類型

あり、乾燥大地を入手するために多くの犠牲が払われ、そ
のための技術革新が図られ、多くの人々の無限の尽力に
よってようやく手に入れた希少な宝です。それをわざわざ
堤防を下げ、あえて浸水しやすいような「水のための空間」
に戻すことは、どのように考えても並大抵の決断ではあり
ません。しかし、ノードワルドの住民は、この先100年、
あるいは1000年の時間系の流れのなかでの環境変化を見
据えた大きな決断として計画を受け入れ、整備を支持する
としています。この辺の住民と地方自治による計画立案か
ら実行決定のプロセスは、我が国の震災復興計画において
も見習うべき点がすくなくありません。
５. おわりに
オランダの水災害に対する弾力性の高い環境整備は、そ
の背後に住民が共有する高い環境問題リテラシーと独自の
決定権限を持つ地方自治体が存在し、その相互が協力し合
いコンセンサスを図ることで実行された極めてユニークな
事例といえます。我が国の復興計画においても、オランダ
型モデルの適応の可能性を検証することは、東北地方の復
興プロセスにおける次世代的なコミュニティ計画を考える
上で、一つの有効な指標を提示しており、今後も低炭素化・
スマート化などを踏まえたオランダ型環境デザインの適応
の可能性について継続的な考察を行いたいと考えています。
［参考文献・出典］
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図４	Woonarken, Bouwexpo 2001, Almere, PROPER
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効率のよい文字列処理と圧縮技術を目指して
～万物は文字列である～

東北大学大学院
大学院情報科学研究科
教授 篠 原

１. はじめに

歩

がむしろ早くなるという現象を見つけました ［７］。

情報技術の目覚ましい発展により、膨大なデータが我々

そもそもデータ圧縮とは、データの実質的な性質を保っ

の身の回りに溢れるようになりました。インターネットを

たまま、データ量を減らした別の形のデータに変換するこ

通じて多種多様な情報を瞬時に入手し、また個人で自由に

とで、データ転送におけるトラフィックの軽減や、保管に

発信することもできるようになりました。テキスト情報の

要する記憶容量の削減を主目的とするものです。したがっ

みならず、画像や音声、動画、各種のセンサーデータ等、

て圧縮方法の良さは、主に圧縮率の高さや、圧縮・展開に

あらゆる種類の情報がやり取りされており、それらを効率

要する計算時間で測られてきました。圧縮文字列照合の研

良く処理するために計算機が果たすべき役割はますます高

究は、これに加えて「圧縮したままの照合・操作のし易さ」

まっています。それぞれの形式・性質に個別に特化した技

という新たな価値基準を導入することになりました。つま

術を開発していくことが重要であることはいうまでもあり

り、高速化のための圧縮という観点です。データサイズが

ませんが、考えてみれば、テキスト情報はもちろんのこと

小さくなればアクセスの遅い外部記憶装置を使わずに主記

ながら、画像や音声も含めて、計算機で扱う情報はいずれ

憶だけで処理ができるようになり、またCPUキャッシュ

も記号の列、すなわち文字列として表されています。

の効果によってさらなる高速化も見込めることを考えれ

あのピタゴラスは「万物は数である」と述べて森羅万象
を数で説明しようとしたそうですが、それに準えて、我々

ば、現実的にも極めて有用な技術です。
文字列に含まれる繰り返し部分や回文構造（例：「たけ

の研究グループでは「万物は文字列である」を標語として、

やぶやけた」
）、また複数の文字列に共通に現れる部分文字

計算機科学にかかわる諸問題を文字列処理として定式化

列を見つけ出す問題は、パターン発見やテキストマイニン

し、その効率化を目指した研究に取り組んでいます。

グの基本であり、遺伝子解析などにも応用されています。

本稿では、その中から特に、データ圧縮と文字列照合に

我々は、直線的プログラムという形式で圧縮表現された文

関する話題と、文字列の繰り返し構造に関する研究の一部

字列に対して、これを陽に展開するよりも効率よく上記の

を紹介いたします。

問題を解くアルゴリズムの研究なども行っています ［５, ６］。

２. データ圧縮と文字列照合

３. 文字列に含まれる繰り返し構造

圧縮して保存された大量のファイル群の中から、ある

文字列圧縮の基本的な考え方の一つは、文字列に繰り返

キーワード（パターン文字列）が含まれているものだけを
見つけ出すにはどうすればよいでしょうか。普通に考えれ

し現れる共通部分を検出し、それをより簡潔な表現に置き
換えることで縮めようというものです。例えばaaaaabbb

ば、まずはいったんそれぞれの圧縮ファイルを展開し、そ

という文字列をa5b3のような形で表現する「連長圧縮」

れらに対して文字列照合を行うことになりますが，そのた
めには、手間も時間もかかります。展開したファイルを保

は最も基本的なものです。１文字の繰り返しだけではなく、
文字列の繰り返しを考えると、例えばabababababは (ab)5

持するための作業領域も必要になります。もしも圧縮ファ

のように表せます。それでは、そもそも一本の文字列の中

イルを陽に展開することなく検索や操作ができれば、利便

に、どれだけ多くの繰り返し構造が現れうるのでしょうか。
ここでいう繰り返し構造とは、例えば aa やaaa , ababa ,

性は大幅に向上するでしょう。
このような動機から、圧縮文字列照合という技術への興

abaabaのように、ある文字列が２回以上繰り返されたも

味が高まっています。研究の初期の頃は、主に計算機科学

のを意味します。特に、左右にそれ以上延長できない極大

としての理論的な関心から、圧縮データを展開してから照

な繰り返し部分に着目し、それを連（run）と呼びます。
例えば、図２のように、文字列 abaababaaabの中には、

合するよりも高速に照合ができるかどうかが対象となって
いました。ところが研究が進むに連れ、実データに対して
も状況によってはそれが可能であることがわかってきたの
です。さらに我々は、うまい圧縮方法を用いれば、通常の
テキストデータを照合するよりも圧縮データを照合する方

aa, aaa, ababa, abaaba という４つの連が含まれていま
す。一方、これと同じ長さ11の文字列aabaabbaabbには
７つの連が含まれています。さらに同じ長さ11の文字列で
も、aaaaaaaaaaaには連は１つしか含まれていません。
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図1

長さ𝒏の文字列に含まれる連の最大数 𝝆(𝒏)とその比 𝝆(𝒏)/𝒏を𝟏≤𝒏≤𝟔𝟔まで表示したもの

を行い、𝑛≤66まで求めることができました ［２］
（高速なPC
で約２ヶ月を要する計算です）。こうして求めた𝜌(𝑛)  の厳
密な値を棒グラフとして図１に示します（青線）。
関数 𝜌(𝑛) はどんな挙動をしているでしょうか。一瞥し

てわかるとおり、文字列の長さ 𝑛 の増加とともに 𝜌(𝑛) は
右肩上がりに増えますが、よく見ると、ところどころで停
図２

文字列に含まれる連の例

なお、ここでは、aaaa = (aa)(aa) や aaaaaa = (aaa)(aaa)
のような繰り返しは、aa や aaa 自身が別の文字列 a の繰
り返しであるため、新たな連とはみなさないことに注意し

滞しています。例えば、𝑛=2,  4,  8,  12,  14,  20,… においては、
𝜌(𝑛)=𝜌(𝑛+1) となっています。しかしながら、２回連続

で停滞している部分はないようです。実際、次の２つの不

等式がすべての𝑛≥1に対して成り立つことが証明されてい
ます。

てください。
では、はたして長さ 𝑛 の文字列の中に最大で何個の連が

含まれるでしょうか。以下、長さ 𝑛  の文字列に含まれる最

𝜌(𝑛)  ≤𝜌(𝑛+1)
𝜌(𝑛)  <𝜌(𝑛+2)

では増加量 𝜌(𝑛+1)  −𝜌(𝑛)を見てみましょう。ほとんど

大の連の数を 𝜌（𝑛）と表します。例えば𝑛=11 については、
上述の aabaabbaabb に含まれる、7がその最大数である

の 部 分 で 増 加 量 は 0 ま た は 1 で す が、 よ く 見 る と、

長さ11の文字列をすべて列挙し、それぞれについて実際に
連を数えれば確かめられます。aとbだけからなる文字列の

しょうか。また、増加量が 2 になる場所はこの先にも再び

𝜌(11)=7です。このことは、
ことが知られています。つまり、

11
みを考えるとすると、2 =2,048個の文字列を調べること

になりますが、この程度であれば一瞬で計算が完了します

（なお計算量の話題としては、長さ 𝑛の文字列の連の数を

𝑂(𝑛)時間で計算する巧妙なアルゴリズムが知られていま

す。）しかしながら、このような方法では、長さが一つ増
えるだけで、対象となる文字列の個数が２倍に増えますの
で、検証に必要な時間も指数的に増大することになってし
まいます。近年、計算機は著しく高速化されていますが、

𝜌(14)=𝜌(13)+2と𝜌(42)=𝜌(41)+2の２カ所で増加量が２に

なっています。では、増加量が 3 以上になる場所はあるで
現れるでしょうか。これらのことは、まだ解明されていま

せん。究極の目標は 𝜌(𝑛)の一般項を知ることですが、そ

の前に知るべき多くの基本的な問題が未解決で残っていま
す。

それでは、𝜌(𝑛)の漸近的な挙動に目を向けてみます。既
に観察したとおり𝜌(𝑛)は、ときどき停滞しつつゆっくりと
増 加 し、 ま た 2 以 上 増 え る こ と も 滅 多 に あ り ま せ ん

（1≤𝑛≤66でも２カ所しかない）。このことから、𝜌(𝑛)が𝑛
を越えることはなさそうに思えます。次の単純な不等式

それでもこのような愚直な方法で計算できるのはせいぜい

𝜌(𝑛)<𝑛

数十程度の大きさまでに過ぎません。この計算を少しでも

は「連予想」と呼ばれ、未解明問題として研究者の興味を

高速化するためには、それに適したアルゴリズムの開発と

惹き付けています。この不等式は、すべての 𝑛に対して成

実装技術の工夫が必要です。我々は、ビット演算を巧みに
利用したアルゴリズムとグラフィックプロセッサユニット
（GPU）の活用により、𝑛≤47までの𝜌(𝑛)を求めました

［１］

。

また、探索空間を枝刈りすることによってさらなる高速化
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立するのでしょうか。

文字列の長さ 𝑛の増加に対して、𝜌(𝑛)/𝑛  の挙動を示した

のが図１の赤い折れ線グラフです。𝑛  が小さいところでは

ギザギザしていますが、やがてその伸びは緩やかになり、
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図３

連の最大数の上界と下界。赤線は、図１と同じで、𝝆(𝒏)/𝒏 を厳密に求めたもの。

多少の増減をしながらも収束しそうに見えます。収束する

2003年に、漸化式を用いて巧妙に定義された文字列の系列

としたら、その極限値は何でしょうか。この極限値が 1 未

を示し、0.927という下界を与えることに成功しました。

の歴史を図４に簡単に図解します。KolpakovとKucherov

5, 8, 13, 21,… が様々なところに出現し、それに関連した黄

満であろうというのが、上述の「連予想」です。

この問題は、この十数年で大きな進展がありました。そ

は、1999年に初めて 𝜌(𝑛)/𝑛 が定数で抑えられることを証
明し、連予想問題に対する出発点を与えました。Rytterは

数列を漸化式で表すのと同様に、文字列の系列を漸化式で
定義するのです。数学の世界でフィボナッチ数列 1, 1, 2, 3,

金比ϕ=1.618… とともに興味深い性質を示すのと同様に、
文字列学の世界でも、漸化式で定義される「フィボナッチ

この定数の解析に着手し、2005年に𝜌(𝑛)/n≤5を証明しま

文字列」やその仲間たちがしばしば重要な働きをします。

した。これを契機として、この定数をより厳密に求める競

例えば、アルゴリズムの解析において、効率のよいパター

争が始まり、3.44, 1.6, 1.52と徐々にその上界を下げる証明

ン照合アルゴリズムに対して最も挙動が悪くなる、「手間

導出するために、組み合わせ論的な証明と共に大規模クラ

ナッチ文字列の変種で、さらに面白いことに、この下界値

スタの計算力を活用しています。

0.927は黄金比ϕを用いて 3/2ϕとして与えられました。こ

が示され、現時点では、2009年に Crochemoreらが示し

のかかる」入力として、フィボナッチ文字列を使った議論

た 1.029 が最良の上界となっています。彼らは、この値を

が知られています。Franekらの与えた系列もこのフィボ

それでは、この比 𝜌(𝑛)/nの下界に目を転じましょう。

例 え ば、 図 １ で 観 察 し た と お り、𝑛≤66に お い て は

のような数学的美しさもあって、彼らはこれがいずれ上界
と一致するだろうと予想しており、実際、これを越える下

𝜌(65)/65=56/65≅0.862  が最大となります。長さが65で連

界値はしばらく現れませんでした。

示すためには、もっと長い文字列で、連を多く含むものを

与える文字列を発見しました［４］。ここで用いたアプロー

実際に示す必要があります。この観点から Franekらは

チは、多くの連を含む文字列同士を「交配」と「突然変異」

を56個含む文字列がその証拠となります。よりよい下界を

このような状況の中で、我々は、2008年に新たな下界を

させることで、より多くの連を含む文字列を見つけ出そう
という、遺伝的アルゴリズムにヒントを得たものです。正
直なところ、我々自身もさほど大きな期待を持たないまま
に、軽い気持ちでこのアルゴリズムを実装して計算機の空
き時間に動かしていたところ、あるときに 0.927を越える

連を含む長い文字列が生成されていることに気づき、大変
驚きました。そしてこの観察に基づいて、さらに多くの連

を含む文字列の系列を生成する漸化式を見つけ出しまし
た。こうして𝜌(𝑛)/nの下界を0.944565、さらには0.9445756
に引き上げることに成功しました。現時点で知られている
最良の下界は、我々 ［３］とSimpsonがそれぞれ独立に見つ
けた文字列の系列（図３の青線と緑線）によって与えられ
たものですが、興味深いことにこの２つの系列は定義の見
図４

連の最大数の上界と下界を巡る研究の歴史

かけ上は全く異なるにもかかわらず、これらによって得ら
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れた定数値 0.9445757の真の値（方程式の解として表され

る無理数）は厳密に一致しています。
４. おわりに

本稿では、我々の研究グループで取り組んでいる研究の

６. W
 . Matsubara, S. Inenaga, A. Shinohara, “An Efficient
Algorithm to Test Square-Freeness of Strings
Compressed by Balanced Straight Line Programs”,
Chicago Journal of Theoretical Computer Science,
Article 2010-7, 2010.

中から、文字列処理に関するものの一部を紹介させていた

７. M . Takeda, Y. Shibata, T. Matsumoto, T. Kida, A.

だきました。これらと関連して、機械学習を中心とした人

Shinohara, S. Fukamachi, T. Shinohara, S. Arikawa,

工知能技術の開発についても、理論と応用の両面から取り

“Sp eed i ng u p s t r i ng p at t er n m at c h i ng by te xt

組んでいます。また、研究室のプロジェクトとして、ロボッ

compression: The dawn of a new era”, Trans.

トのコンテストにも挑戦しています。2009年まではロボ

Information Processing Society of Japan, Vol.42, No.3,

カップサッカーの４足ロボットリーグ（SONYの犬型ロ

pp.370-384, 2001.

ボットAIBOを無改造で使ってサッカーをさせるソフトウ
エア競技）に、そして2010年からはETロボコンに取り組
んでいます。ETロボコンは、組み込みシステム開発分野

著者略歴
しのはら

あゆみ

および同教育分野における若年層および初級エンジニアへ

篠原

の分析・設計モデリングの教育機会を目的とした、ソフト

1988年

九州大学 理学部 数学科

ウエア開発のコンテストです。我々のチーム「Joker 艮」

1990年

九州大学大学院総合理工学研究科

歩

（じょーかー うしとら）は、３年連続で全国大会へ進出し、
今年度は総合成績４位で、またリアルタイムOSの特徴を

卒業

情報システム学専攻 修士課程修了
1990年

生かしたモデル開発を行ったチームに対して与えられる

九州大学理学部附属基礎情報学研究施設
助手

TOPPERS賞を受賞することができました。今後もさまざ

1994年６月 博士（理学）（九州大学）取得

まなことに果敢にチャレンジしていきたいと考えていま

1994年９月～ 1995年６月

す。

ドイツ・ボン大学にて文部省在外研究員
1994年

助教授

参考文献
１. K. Hirashima, H. Bannai, W. Matsubara, A. Ishino, A.

1996年

Shinohara, “Bit-parallel algorithms for computing all
the runs in a string”, Proc. Prague Stringology

2012, pp.318-329, 2012.
３. W. Matsubara, K. Kusano, H. Bannai, A. Shinohara, “A
Series of Run-rich Strings”, Proc. 3rd Int. Conf. on
Language and Automata theory and Applications, pp.
578-587, 2009.
４. W. Matsubara, K. Kusano, H. Bannai, A. Ishino, A.
Shinohara, “New Lower Bounds for the Maximum
Number of Runs in a String”, Proc. The Prague
Stringology Conference 2008, pp 140-145, 2008.
５. W. Matsubara, S. Inenaga, A. Ishino, A. Shinohara, T.
Nakamura, K. Hashimoto, “Efficient algorithms to
compute compressed longest common substrings and
compressed palindromes”, Theoretical Computer
Science, Vol.410, Issues 8-10, pp. 900-913, 2009.

34 SUIRAN

九州大学大学院システム情報科学研究院
助教授

2001年12月〜 2005年３月

Maximum Number of Runs in Strings”, Proc. 19th Int.
Symp. String Processing and Information Retrieval

九州大学大学院システム情報科学研究科
助教授

2000年

Conference 2009, pp.203-213, 2009.
２. K. Kusano, K. Narisawa, A. Shinohara,“Computing

九州大学理学部附属基礎情報学研究施設

科技団さきがけ21「協調と制御」研究員 兼任
2005年

東北大学大学院情報科学研究科 教授

研究プロフィール

生物機能を利用した土壌環境の修復
東北大学大学院
環境科学研究科
教授 井 上

千

弘

レメディエーションという用語は微生物により有害な有機

１．はじめに
生物は他の生物と共生し生態系を築きながら、岩石，鉱

化合物を分解する方法として使われています。この狭義の

物，土壌など自然界に存在する無機物質や人工的に合成さ

バイオレメディエーションは、地下の汚染部分に微生物の

れた化学物質ともさまざまな相互作用を示します。特に微

栄養源等を送り込むことにより、その場所に棲息する分解

生物は地球上のいたるところに存在し、その活動は多岐に

微生物を活性化させて汚染物質を無害化していくものです

わたり、自然界の物質循環においても大きな役割を担って

（専門的にはバイオスティミュレーションといいます）。場

います。生物が担う反応は常温常圧で行われるため、省エ

合によっては分解能力の優れた微生物を外部から汚染現場

ネルギー、低環境負荷プロセスとしての利用が期待され、

に注入することも行われています（専門的にはバイオオー

特に環境対策の分野での適用が注目を集めています。

グメンテーションといいます）。一方、植物を用いて有害

近年、有機塩素化合物、重金属類、石油系炭化水素、農
薬類などによる土壌・地下水汚染の問題が顕在化しており

な重金属等を吸収・濃縮する方法は、ファイトレメディエー
ションと呼ばれています。

ます。有害物質で汚染された土壌・地下水の修復には、一

本稿では、筆者の研究室で組んでいるバイオレメディ

般に土壌１トンあたり数万円の費用がかかるとされてお

エーションやファイトレメディエーションの研究について

り、修復義務者にとっては大きな経済的負担です。また、

ご紹介していきたいと思います（図１）。

現行の修復方法では汚染土壌の運搬や処理に莫大なエネル
ギーや資材を必要とするものが多く、その環境負荷の大き

２．有機塩素化合物のバイオレメディエーション
トリクロロエチレン（TCE）やテトラクロロエチレン

さも考えていく必要があります。
土壌・地下水中の有害物質を微生物が持つ分解能力や植

（PCE）などの有機塩素系溶剤は取り扱いが容易で優れた

物が持つ抽出能力を利用して分解あるいは除去する方法が

脱脂力を有するため、金属材料の前処理、電子部品の洗浄

一部実用化されるようになってきました。このような生物

やドライクリーニングの溶剤などに広く用いられてきまし

が担う反応あるいは生物の持つ機能をさまざまな有害物質

た。TCEやPCEは発ガン性が疑われている物質であり、

で汚染された地下環境の修復に利用する手法は、広くバイ

現在は厳しい排出基準などの規制がかけられています。し

オレメディエーションと定義されますが、一般にはバイオ

かしその毒性が指摘されたのは、30年程前からであり、以

図１

生物反応などを利用した土壌・地下水汚染の修復
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前はほとんど規制がなかったので、過去にこれらの溶剤が

無害なエチレンに変換します。図２はこのコンソーシアム

タンクや配管の破損により地中に漏洩しても、特に対策は

によるTCEの分解を示したものですが、TCEは300時間ほ

取られませんでした。そのため、これらの漏洩した溶剤が

どで完全に脱塩素され、無害なエチレンに変換されており

地下水の流れなどによって少しずつ広がり、広範囲の土壌・

ます（文献１）。同様のコンソーシアムは他の研究グルー

地下水汚染を引き起こしてしまいました。このことは20年

プからも報告されていますが、どのような微生物種でコン

くらい前から各地で問題となりましたが、なかなか有効な

ソーシアムが構成され、またそれぞれの微生物種がどのよ

汚染除去の手だてがありませんでした。TCEやPCEは人

うな役割を担っているのかは、これまで明らかにされてき

工的に合成された有機塩素化合物で自然分解性や生分解性

ませんでした。我々の研究室では主に分子生物学的手法を

が低く長期間にわたり地中に残存しやすいのですが、近年

用いて、コンソーシアムを構成する主要微生物とそれらの

になってこれらの有機塩素化合物を脱塩素する能力を持つ

役割をある程度明らかにすることができました。このコン

微生物が見つかり、それらをバイオレメディエーションに

ソーシアムは大別するとTCEをcis -DCEに脱塩素する細菌

活用する試みが行われるようになってきました。しかしな

とcis -DCEをエチレンまで脱塩素するDehalococcoides 属

がら、汚染サイトの状況によっては微生物の分解反応が進

細菌の２種類の脱塩素細菌、メタン生成細菌および水素生

行しないことがあり、なぜ微生物反応がうまくいかないの

成細菌から構成されています（図３）。脱塩素細菌のうち、

か原因は明らかになっていませんでした。

TCEをcis -DCEに脱塩素する細菌は数多く知られ研究も進

バイオレメディエーションの適用範囲を拡大していくた

んでいますが、もう一つのDehalococcoides 属細菌はこの

めには、ブラックボックスとされがちな微生物の生態系や

細菌しかcis -DCEからエチレンまでの脱塩素を行うものが

微生物反応の中身を解き明かし、反応を阻害する要因を取

見つかっていないにもかかわらず、培養が困難なためその

り除いていく必要があります。我々の研究室ではTCEで汚

性質や動態はほとんどわかっていません。我々の研究によ

染された現場から採取した地下水を実験室に持ち帰り、実

り、Dehalococcoides 属細菌が増殖するためには、メタン

験室内でTCEをエチレンまで脱塩素する微生物の群集（コ

生成細菌が生育していることが必須であることを初めて明

ンソーシアム）を育ててきました。このコンソーシアムは、

らかにすることができました（文献２）。このような知見

酸素を遮断した嫌気的な状態で窒素やリンなどの無機塩類

の積み重ねにより、やがてバイオレメディエーションにお

と有機酸を含む液体中で生育し、TCEを完全に脱塩素して

ける微生物反応を自在にコントロールすることが可能にな
ると考えております。
３．石油系炭化水素化合物のバイオレメディエーション
石油は古くから地球上に存在する物質であるため、石油
系炭化水素化合物を分解する細菌は土壌に普遍的に棲息し
ています。そのため、石油系炭化水素化合物のバイオレメ
ディエーション技術は比較的実用化が進んでおり、ガソリ
ンスタンドや石油タンク周辺の土壌浄化に広く用いられて
います。しかしながら石油成分毎の生物分解性を見ていく
と、多くの石油分解細菌は直鎖炭化水素のn-アルカン類は
よく分解するものの、多環芳香族炭化水素類やイソアルカ

図２

脱塩素コンソーシアムによるTCEの分解挙動

ンなどはほとんど分解を行いません。また、BTEX（ベン
ゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン）に代表され
る単環芳香族炭化水素類を分解する細菌も数多く知られて
いますが、その多くはn-アルカン類が共存する場合には
BTEXよりもn-アルカン類を優先的に分解してしまいま
す。一方、BTEXや一部の多環芳香族炭化水素類は発がん
性やその疑いがあり、人体への健康リスクが高い物質にな
りますが、地下環境中ではそれほど容易に微生物分解が起
きずに、残留しやすくなっています。我々の研究室では，
これら地下環境では微生物分解が起き難いとされる物質に
対して高い分解能力を持つ微生物コンソーシアムの育成を
進めてきました。方法は灯油を加えた無機塩培地中に土壌
サンプルを添加して培養を行い、灯油分解活性の高い微生
物コンソーシアムを育成しました。その際に密封できる容

図３

脱塩素コンソーシアムの主要な細菌群とそれらの相互関係
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分に確保して好気条件が維持されるようにしました。灯油

レーターと呼ばれ、亜鉛、カドミウム、ニッケルなどを蓄

成分の分析は、試料を芳香族類とn-アルカン類主体の脂肪

積するナズナ類や、鉛、ヒ素、カドミウムなどを蓄積する

族類に分離した後、それぞれをガスクロマトグラフィーで

シダ植物などが有名です。なかでもモエジマシダでは乾燥

測定する方法で行いました。その結果、油田周辺から採取

重量の２%を超えるヒ素が濃縮されることが報告されてい

した土壌サンプルからn-アルカン類よりも低分子芳香族炭

ます。このような植物の機能を土壌汚染修復に利用するこ

化水素を優先的に分解する微生物コンソーシアムを獲得す

とをファイトレメディエーションと呼び、規模はそれほど

ることができました（文献３）。このコンソーシアムでは、

大きくはありませんが、すでにいくつかの重金属類による

BTEXを含む低分子芳香族炭化水素のフラクションの分解

土壌汚染の浄化に適用されております。

速度が大きくなり、これらの成分が優先的に分解されまし

我々の研究室ではヒ素のハイパーアキュムレーターであ

た（図４）。またこのコンソーシアムを用いて、灯油の代

るモエジマシダ（図６）について、その植物体内でのヒ素

わりに芳香族（例えばキシレン）と脂肪族（例えばデカン）

の分布状態やヒ素の吸収メカニズムに関する検討を行って

の純物質を１成分ずつ添加した系で分解実験を行っても、

きました。これまでの研究から、モエジマシダの葉（羽片）

同様に芳香族の優先的な分解が認められました（文献４）。

に蓄積したヒ素の濃度分布を調べると、輪郭部にヒ素が偏

この微生物コンソーシアムは灯油を基質として継代培養を

在しており、その傾向は色が褐変した羽片で特に顕著であ

行う限り、安定な分解性が維持されています。遺伝子解析

ることがわかりました（図７、文献６）。一方、羽片間で

により、このコンソーシアムを構成する主要微生物種は

のヒ素濃度のばらつきは小さく，根からから吸収されたヒ

Achromobacter 属細菌、Alcaligenes 属細菌、Cupriavidus
属細菌、Burkholderia 属細菌の４種であることがわかりま

素は，すべての羽片にほぼ均等に輸送されていることが推

した（文献５）。現在このコンソーシアム中で芳香族類の

根から吸収されること、吸収後にシダ体内でヒ酸が亜ヒ酸

優先的な分解に関与している細菌の同定を進めており、合

に還元され、地上部ではヒ素のほとんどが亜ヒ酸で存在す

わせて共存する細菌群の役割についての検討も開始してい

ることなどを明らかにしてきました（文献７）。さらに現

ます。

在はモエジマシダのヒ素耐性メカニズムを分子生物学的に

定されました。またヒ素は主に５価のヒ酸イオンの形態で

解明することにも取り組んでいます。
また、東日本大震災で発生した津波堆積物の一部にはヒ
素が含まれているので、その除去にモエジマシダを適用す
ることを試みております。東北学院大学工学部の遠藤銀朗

図５
図４

重金属汚染土壌のファイトレメディエーション

灯油成分の分解速度の比較

４．重金属類のファイトレメディエーション
日本の国土においては、自然的経緯により土壌中に重金
属類が含有されており、自然由来の重金属汚染が低濃度な
がら広範囲にわたって広がっている地域が多くあります。
このような広範囲の汚染土壌を既存の土壌汚染修復方法で
処理することは、莫大な費用を要すため事実上不可能です。
植物の中には根から水分や養分を吸収する際，同時に土壌
中の重金属類を取り込んで、植物体の乾燥重量あたり0.1%
（1000ppm）以上の重金属類を蓄積する機能を有するもの
があります（図５）。このような植物はハイパーアキュミュ

図６

モエジマシダ
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図７

モエジマシダ羽片におけるヒ素の蓄積
左上 各生育段階の羽片の写真
右上 各生育段階における羽片全体のヒ素濃度
下
変色後の羽片における元素分布

教授のグループと共同で、宮城県沿岸部の５ヶ所で圃場を

４．H . Bacosa, K. Suto, C. Inoue : World Journal of

借りて、土壌からのヒ素除去の試験を行なっています（文

Microbiology & Biotechnology,Vol.27, 1109-1117,

献８）。被災地から採取した津波堆積物試料を用いて、研

2011 ５. H. Bacosa, K. Suto, C. Inoue : International

究室の人工的な環境下でヒ素除去実験を実施し、次いで圃

Biodeterioration & Biodegradation, Vol.74, 109-115,

場を用いての本格的な試験の実施を行なっているところで

2012

すが、圃場では亜熱帯性のモエジマシダが順調に生育して

６．H. Yamazaki, K. Ishii, S. Matsuyama, Y. Kikuchi, Y.

おります。

Takahashi, Y. Kawamura, R. Watanabe, K. Tashiro, C.
Inoue : X-Ray Spectrometry, Vol. 37, 184-187, 2008

５．おわりに

７．Y. Huang, M. Hatayama, C. Inoue : Planta, Vol.234,

人類が利用できる資源は有限であり、また地球環境に対
してこれ以上の負荷を与えることは難しい状況にありま

1275-1284, 2011
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略歴
いのうえ

井上

ち ひろ
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す。しかし、生物反応を利用するプロセスはまだ多くの課
題が残されており、本格的な実用化に向けてはさらなる研
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半導体化学センサを用いたイオン分布のイメージング
東北大学大学院医工学研究科
バイオセンシング医工学分野
教授 吉 信 達 夫

図２は、pHに対して応答を示すTa2O5膜をセンサ面に用

１. はじめに
溶液や標本中に含まれる化学物質を可視化する技術とし

いたLAPSの特性の例を示したものであり、基板はp型シ

て、蛍光分子等の標識が用いられることが多いが、アプリ

リコンである。図２⒜は、光電流信号の振幅をバイアス電

ケーションによっては標識の毒性が問題となることがあ

圧に対してプロットしたものである。蓄積側で電流は小さ

る。本研究室では標識フリーな測定方法のひとつとして、

くなり、空乏・反転側で電流が大きくなるというカーブが

半導体デバイスを用いた化学センサによるイオンイメージ

得られ、pHの変化に応じて、このカーブが電圧軸方向へ

ングの手法を開発している。

シフトしている。図２⒝は各カーブの変曲点の電圧をpH

半導体デバイスを用いた化学センサは、小型化や集積化
に有利であり、また微細加工技術を用いてさまざまな表面

値に対してプロットしたものであり、約58 mV/pHという
感度が得られている。

構造を作製することができるという利点がある。半導体化
学センサとしては、溶液－絶縁層－半導体からなる電界効

⒜

果構造（Electrolyte-Insulator-Semiconductor; EIS構造と
も呼ばれる）を用いたイオン感応性電界効果トランジスタ
（Ion-Sensitive Field Effect Transistor; ISFET）
［１、２］
が最もよく知られており、携帯型のpHメータなどとして
実用化されている。EIS構造を有する半導体化学センサに
はこのほか、EIS容量センサ［３］やLight-Addressable
Potentiometric Sensor（LAPS）［４］などがある。図１
にこれらの模式図を示す。
EIS構造の化学センサにおいては、センサ面に接する溶
液中のイオン濃度に応じて半導体中に生じる電荷分布の変

⒝

化を検出する。ISFETにおいては、チャネルのコンダク
タンスの変化、EIS容量センサやLAPSにおいては、半導
体－絶縁層界面の空乏層容量の変化を検出する。半導体が
p型であれば、センサ表面の電荷が正であるほど空乏層幅
が大きくなり、空乏層容量は小さくなる。
⒜

⒝

⒞
図２

LAPSの ⒜ 電流－電圧特性 、⒝ pH感度特性の例。

上の例ではpHに対して感度を有するTa2O5膜表面を用い
図１

半導体化学センサの構造の比較
⒜ ISFET、⒝ EIS 容量センサ、⒞ LAPS。

２. LAPS
LAPSは、EIS構造のセンサに変調光を照射した際に流
れる光電流を測定することによって空乏層容量の変化を検

たが、特定のイオンや分子に対して感度を有する材料を積
層することによって、さまざまなイオンや分子に対するセ
ンサを作製することができる。図３は、１価および２価の
さまざまな陽イオンについて、各イオンに選択的感度を有
するイオノフォアを含むPVC膜をLAPSのセンサ面上に形
成した得られた感度特性の例である。

出する。光照射位置を変えることによって、各位置での局
所的なイオン濃度を求められることが特長である。
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化学イメージセンサの応用分野としては、電気化学反応

⒜

の可視化や、生体試料の観察などが考えられる。
図５は、電解質溶液中に設置された平行平板電極間で電
気分解を行った後、イオンの拡散によってpH分布が変化
する様子を可視化した例である。化学イメージセンサに
よって、反応や拡散を直接観察したり、定量的な解析を行
うことが可能になる。

⒝

図５
図３

さまざまなイオンに対して選択性を有するLAPSの特性、
⒜ １価の陽イオン、⒝ ２価の陽イオン

３. 半導体化学イメージセンサ
半導体化学イメージセンサ［５、６］はLAPSの測定原

イオンの拡散によるpH分布の時間変化を観察した例。

図６は、寒天培地上で培養された大腸菌コロニー周辺の
pHが代謝に伴って変化する様子を可視化した例である。
このように、化学イメージセンサを用いることによって、
生体の活動を視覚的・定量的に測定することが可能である。

理を応用したイメージングシステムである。図４のように、
センサ面上におかれた試料中にイオン濃度の空間分布があ
ると、半導体層中にはこれを反映した空乏層厚の面内分布
が生じる。変調された集光レーザビームを照射すると、照
射位置における局所的な空乏層厚に依存した交流光電流が
発生するため、集光レーザビームでセンサをスキャンしな
がら各点での電流値を記録することにより、イオン濃度の
マップが得られる。
半導体化学イメージセンサの空間分解能は、レーザビー
ムのスポット径、波長（侵入深さ）、半導体層の厚さ、少
数キャリアの拡散距離などのパラメータで決まる。５ミク
ロンのパターンは既に解像できており、活性層としてアモ
ルファスシリコン薄膜などを用いればさらに高い分解能を
達成できるものと期待される。

図６

大腸菌コロニーの代謝によるpH変化を観察した例。

４. 装置の小型化と高画素数化
従来の化学イメージセンサシステムは、集光レーザビー
ムを用いてセンサ基板をスキャンしていたため、集光のた
めの光学系やスキャンのための駆動系が必要であり、装置
を小型化することが困難であった。そこで、有機ELや液
晶などのディスプレイパネルをセンサ基板の直下に配置
し、ディスプレイパネル上に表示する光点の位置を移動さ
せることによってスキャンを行う装置の開発を行っている
［７］。
図７は、ビデオプロジェクタに用いられているデジタル
ミラーデバイス（DMD）を光源に用いた装置の例である
［８］。この装置で用いたDMDの画素数は480×320である
が、すでにフルハイビジョン仕様（1920×1080画素＝約
200万画素）のDMDも存在するため、センサの高画素数化
が期待できる。

図４

 導体化学イメージセンサの原理図。試料中のイオン濃度の空
半
間分布によって生じた空乏層容量の面内分布を、走査光の照射
によって生じる光電流の形で読み出す。
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図８はDMDからセンサ上に投影される光点のサイズを
変化させた場合に得られる画像の解像度を比較した例であ
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る。この例で１ピクセルは約43ミクロンであり、小型の装
置ながら高い解像度を実現できることがわかった。

これまでに64チャネルの周波数多重化に成功しており、
64画素で最高200 fps（frames per second）の動画記録を
実現している。
図10は、pH緩衝作用の無い溶液（0.1 M NaCl溶液）と、
pH緩衝液（リン酸バッファ）に0.1 M HCl溶液を注入した
後のpH分布の時間変化を約14 fpsで記録した動画から抜き
出したスナップショットである。NaCl溶液およびリン酸
バッファの量はいずれも２ ml、注入したHCl溶液の量は
0.2 ml、注入のスピードは0.13 ml/secである。リン酸バッ
ファの緩衝作用によって、いったん酸性化された領域で再
びpHが中性に戻る様子が記録されている。

図７

図８

デジタルミラーデバイスを光源に用いた試作装置。

 点サイズを変えて測定した例。
光
⒜ 10×10 ピクセル、⒝ ５×５ ピクセル、（c）3×3 ピクセ
ルの光点をそれぞれ10ピクセル、５ピクセル、3ピクセルずつ
移動。（d）3×3 ピクセルの光点を1ピクセルずつ移動。1ピク
セルは約43ミクロン角。

５. 高速動画撮影システム
化学イメージセンサを用いて反応のダイナミクスを解析
するためには、動画撮影の機能が必要である。単一の光源
を用いて各画素を逐次的にアドレスする方式では高いフ
レームレートを実現することができない。
図９に示すように、それぞれ異なる周波数で変調された
複数の光源を用意しておき、同時に複数の画素を照射して
得られた光電流信号をフーリエ解析することによって、各
画素位置におけるイオン濃度を同時に求めることができる
［9、10］。

図10
図９

 波数多重化LAPSの原理。光電流のフーリエ解析によって、
周
同時に多点でイオン濃度を求めることができる。

化学イメージセンサによる動画測定の例。
 NaCl溶液中にHCl溶液を注入した場合。⒝ pH緩衝液中に
⒜
HCl溶液を注入した場合。後者では緩衝作用によって元のpH値
が回復する様子が観察されている。
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６. おわりに
本稿では半導体化学イメージセンサの原理と現在の研究
開発状況を紹介した。
今後、解像度やS/N比、動画測定フレームレートのさら
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都市直下巨大地震に対する鋼構造物の
耐震限界性能の向上
東北大学
未来科学技術共同研究センター
教授 木 村 祥 裕

現在、日本における建築物の構造形式は、鋼構造、RC

により大きな被害を生じた。特に、一階柱脚部で塑性化し

構造（鉄筋コンクリート構造）、SRC構造（鉄骨鉄筋コン

た後、層間変形角の増加に伴い、柱頭部でも塑性化を生じ、

クリート構造）、木造等、多様であるが、特に都市部では

最終的には構造物は倒壊に至る場合もあった。2007年には

多くの事務所ビルは鋼構造であり、鋼構造建築物の棟数、

設計基準法に準拠して設計された実大４層鉄骨ラーメン架

建築面積ともに非常に大きな割合となっている。鋼構造物

構にJMA神戸鷹取波を入力したとき、写真１のように上述

はRC構造物に比べて軽量で高い靱性（粘り強い）を有す

のメカニズムにより倒壊することがEディフェンスの実大

ることから、大地震に対しても倒壊などを生じないものと

振動実験により実証された。Eディフェンスとは1995年の

考えられてきた。鋼構造物における主な架構形式としては、

兵庫県南部地震後に兵庫県三木市に造られた世界最大の振

ラーメン架構、ブレース架構（筋違付き架構）が挙げられ

動台実験装置を有する組織の名称である。

る。一般に、ラーメン架構は靭性型、ブレース架構は強度

一般的な鉄骨ラーメン構造物では、図１に示すように、

抵抗型と言われており、前者は地震時に梁端で塑性ヒンジ

上屋構造の柱、梁に鋼構造部材、基礎梁にRC部材が用い

を形成しながら、エネルギー吸収するタイプ、後者はブレー

られる。さらに、柱脚には根巻き型柱脚、埋め込み型柱脚、

ス材の大きな軸剛性によって地震に抵抗し、一度ブレース

露出型柱脚等の工法が用いられる。前者の二つの工法は柱

が曲げ座屈を生じると急速に耐力低下するタイプである。

脚の回転剛性が高く、柱脚固定に近い。そのため、最下層

細長比が大きく曲げ座屈や引張降伏を生じるブレース材は

の水平層剛性が高く、層間変形角が小さくなるものの、上

エネルギー吸収性能に乏しいが、使い方次第では、地震時

層に比べて柱の脚部と柱頭での作用曲げモーメントのバラ

に構造物の安全性を確保できるシステムになりうる。例え

ンスが悪く、脚部の作用曲げモーメントは柱頭に比べて大

ば、1995年の兵庫県南部地震では、ラーメン架構では柱梁

きくなることから、脚部で降伏してしまう。そして、根巻

接合部の梁端近傍で多くの破断を生じたことが明らかにさ

き型柱脚の場合、設計上、根巻内の鉄骨部材の曲げ耐力を

れているが、ブレース架構ではブレース材の座屈やその接

無視し、柱の脚部の曲げ応力を全てRC部分に負担させな

合部での損傷が数多く見られたものの、柱梁接合部近傍で

ければならないため、過剰に安全側となる。また、根巻き

の梁端の破断はほとんど生じていないことが報告されてい

部分の施工は鉄骨鉄筋コンクリート造と同様、かなり複雑

る。すなわち、ブレース材では大きな損傷を生じたものの、

となる。埋め込み型柱脚の場合、鉄骨柱を基礎梁に埋め込

構造物全体で見れば必ずしも大きな被害には至っていな

むことで、鋼材使用量は増えるとともに基礎梁の配筋が複

い。一方、ラーメン架構は梁端でのエネルギー吸収が期待

雑になる。そのため、鉄筋の納まり上、基礎梁の断面を大

されているため、梁端での局部座屈や横座屈や、耐震設計

きくするか、基礎梁にハンチを設けなければならない。さ

上許容されている一階柱脚部での塑性化、局部座屈の発生

らに、鉄骨建て方を基礎梁の工事の前に行わなければなら

写真1

4層鉄骨ラーメン骨組の倒壊実験2007年（E-ディフェンス）

SUIRAN 43

研究プロフィール

ないため、鉄骨部材の製作時間が十分でなく、その間の工
事工程が遅れることも少なくない。一方、露出型柱脚は前
者の二つの工法に比べてピンに近く、半剛接合の挙動を示
すことから、柱頭の曲げモーメントが大きくなるだけでな
く、最下層の層間変形も大きくなってしまうため、この層
の柱断面を大きくするか、柱脚を弾性固定金物等で基礎梁
に緊結し、固定度を上げる必要がある。そのため、多くの
アンカーボルトが必要となり、厳しい施工精度が要求され
るとともに、基礎梁鉄筋との納まりが複雑となる。施工時
にこれらの問題点を解決したとしても、最下層柱の降伏は
避けられない。
そこで、現在、図１⒞ に示すようにRC基礎梁からRC柱
を立ち上げ、上部鉄骨柱と下部RC柱を簡易接合し、鉄骨
支点部で地震時の曲げ応力の反曲点とする新しい柱脚機構

⒜ h’
=0.25 h

⒝ h’
=0.5 h

⒞ h’
=0.75 h

を提案する。この機構は、柱脚が基礎梁と同様、RC構造

図２ 最下層下部RC 柱の軸力－曲げモーメント関係

であり、高い固定度を有する一方、上部鉄骨柱と下部RC

支点部の位置が ⒜ h’=0.25 h 及び ⒝ h’=0.5 hの場合、最下

柱の接合はベースプレートによるシアキャップとアンカー

層柱の作用曲げモーメントはほぼ①鉄筋20-D29（12-D35）

ボルトの緊結とし、鉄骨柱支点部での回転を許容する。こ

の場合の許容モーメント以下である。鉄骨柱支点部の位置

の鉄骨柱支点部には、柱に作用するせん断力に対してはシ

が ⒞ h’=0.75 h の場合、最下層柱に作用する曲げモーメン

アプレートで抵抗し、軸方向の圧縮力とせん断力はRC柱

トは③鉄筋28-D35の場合の許容モーメントを上回ってお

の頂部に設けたシアプレートを介して伝達させ、軸方向の

り、柱を弾性保持させるためにはより多くの鉄筋が必要と

引張力はアンカーボルトで伝達させる方法を用いることが

なることが示されている。

できる。鉄骨柱支点部の位置を高さ方向に調節することで、

図３に６層架構の鉄骨柱支点部の位置の違いによる最下

最下層の水平層剛性や柱の曲げ応力を制御できるため、従

層の作用荷重側の柱の曲げモーメント分布を示す。⒜ は

来の柱脚とは異なり、最下層のRC柱の脚部と鉄骨柱の柱

RC基礎梁に鉄骨柱を剛接合した従来型の埋め込み型柱脚の

頭の曲げ応力の比を制御できる。

架構について、⒝～⒟ は本論文の提案型柱脚の架構につい
て示しており、鉄骨柱支点部の位置は h’=0.25 h、0.5 h、0.75 h
である。図中の線は、最大層間変形角0.02、0.03のときの
柱の曲げモーメント分布である。図中のⅠ及びⅡ（▲）は
最下層上部鉄骨柱の降伏モーメントM y及び全塑性モーメ
ントM pを示しており、ⅡはM pに相当する。図中のⅢ及び
Ⅳ（▽）は最下層下部RC柱で20-D29（12-D35）の主筋を
配筋したときの短期許容モーメントを示している。短期許
容モーメントは図２における軸力と曲げモーメントの関係
から算出した値である。⒜ 埋め込み型柱脚の場合、６層架
構の反曲点は基礎梁中立軸から0.80 hであり、鉄骨柱の脚
部側の曲げモーメントが大きく、鉄骨柱の全塑性モーメン

⒜ 露出型柱脚

⒝ 埋め込み型柱脚

⒞ 本研究の提案型柱脚

図１ 鉄骨柱脚の形状例

トを上回っている。⒝～⒟ では鉄骨柱支点部の位置によっ
て分布は異なり、⒟ 鉄骨柱支点部の位置 h’=0.75 hの場合
が最も ⒜ 埋め込み型柱脚の場合に近い。⒝ 鉄骨柱支点部

図２に６層架構の最下層下部RC柱の軸力－曲げモーメン

の位置 h’=0.25 hの場合、柱頭側の曲げモーメントが大きく、

トの関係を示す。⒜～⒞は鉄骨柱支点部の位置 h’=0.25 h、

鉄骨柱の降伏モーメントを上回っている。⒞ 鉄骨柱支点部

0.5 h、0.75 hの場合である。図中の黒線は最下層RC柱の脚

の位置 h’=0.5 hの場合、RC柱の脚部、鉄骨柱の柱頭に曲げ

部に作用する軸力と曲げモーメントの関係を、図中の灰色

モーメントが均一に配分されるため、概ね弾性保持してい

線は「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説」より算出

る。

した許容軸力と許容曲げモーメントの関係を示している。

以上のことから、６層架構における最下層柱の鉄骨柱支

図中の番号①、②、③ は凡例に示す主筋の種類及び本数

点部の位置をh’= 0.5 hとし、RC断面を800mm×800mm、主

20-D29（12-D35）、20-D35、28-D35の場合の許容値である。

筋を20-D35とし、同様に、３層、９層架構でも h’= 0.5 hとし、

図中のプロット□、○、●は最大層間変形角が0.005、0.02、

RC断面をそれぞれ 800mm×800mm、1000mm×1000mm、主

0.03 のときの軸力と曲げモーメントを示している。鉄骨柱

筋を20-D35、28-D35とすることで、最下層下部RC柱が弾
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⒜ 埋め込み型

⒝ h’
=0.25 h

⒞ h’=0.5 h

⒟ h’=0.75h

図３ 鉄骨柱支点部の位置の違いによる最下層柱の曲げモーメント分布

性保持することを確認した。すなわち、最下層において鉄

ることができる。その際、内部柱の曲げ抵抗の大きさによっ

骨柱支点部の位置を適切に調整することで、最下層RC柱の

てこの効果は異なる。このとき、地震外力に対して外構面

脚部及び鉄骨柱の柱頭での曲げモーメントを等しくでき、

の架構が主抵抗要素となり、内部柱は二次抵抗要素となる。

最下層柱の塑性化を防ぐことができる。

内部柱は、構造設計では耐震要素として考慮されていない

そのため、30年以内に70%の確率で発生するといわれて

ため、構造物にとってはリダンダンシー（冗長性）になる。

いる都市直下巨大地震である東海・東南海・南海地震に対

このような寄りかかり柱を有するラーメン架構をモデル化

しても最下層の上部鉄骨柱、下部RC柱ともに弾性保持し、

したものが図５に示す縮小模型試験体である。試験体は

全層梁降伏メカニズムを形成するできる可能性を示した。

ラーメン架構とピン接合されたリーニングカラムから構成

一方でこのような柱脚機構を適用しても、柱が十分な剛

される。ラーメン架構部分には柱端部を塑性ヒンジとする

性と耐力を保有していなければ、特定の梁の損傷集中を防

ために切欠きを設けた。全ての切欠き部にひずみゲージを

ぐことは難しい。そのため、高さ方向に梁の損傷を分散さ

貼付し、各層に加速度計及びレーザー変位計を設置した。

せる損傷分散システムを付与することで、大地震時におい

図６に柱梁接合部を示す。Ai分布から各層に生じる層せん

ても層間変形角を抑制し、建物の倒壊を防ぐことができる。

断力を求め、その結果から切欠き部断面を決定した。図７

このような損傷分散システムは、米国の構造物にみられる。

にリーニングカラムの柱脚部を示す。試験体の固有周期を

図４は、米国のSACプロジェクト及び建設省建築研究所

実構造物の固有周期に近づけるため、架構の各層に慣性質

（現国土交通省国土技術政策総合研究所）で設計された、

量を与えた。

典型的な日米の鉄骨構造物平面図と立面図である。左側の

試験体１及び試験体２は柱耐力を切欠き板厚で制御した

日本型は全てが剛接合ラーメン架構で耐震架構である。右

架構である。試験体２は試験体１と同様の架構にリーニン

側 の 米 国 型 は 外 構 面 を 耐 震 架 構（Perimeter Moment

グカラムを付与した場合である。試験体１及び試験体２の

Resisting Frame）、構造物の内部を軸力支持柱（もしくは
寄りかかり柱）としている。軸力支持柱もしくは寄りかか
り柱とはGravity Column あるいはLeaning Column の訳で
ある。内部の梁は柱にピン接合されているため、設計上は
建物の自重を支えるための柱であり、地震外力に対しても
水平外力に抵抗する外構面のブレース架構に追随するだけ
で抵抗しないことから、この名前の由来がきている。しか
し、設計用地震外力としてAi分布のような静的地震外力分
布で適切な架構を設計したとしても実際の地震動では必ず
しもそのような分布に従うわけではない。また、構成部材
が次々と降伏し、塑性ヒンジを形成していけば、架構内で
応力再配分され、設計時に想定した損傷分布とは異なる可
能性がある。そして、損傷が過度に進み、特定層に層間変
形が集中し、層崩壊を起こすかもしれない。しかし、上記
の内部柱が心棒として高さ方向に層間変形を均一化させる
機能を発揮すれば、特定層に過度な層間変形集中を抑制す

⒜ 日本型

⒝ 米国型

図４ 日米の典型的な鉄骨ラーメン構造物の一例
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⒜ 試験体１

⒝ 試験体２

図８ 第２層層間変形角時刻歴

図５ 縮小模型試験体及び計測位置

⒜ 試験体１

⒝ 試験体２

図９ 切欠き部のせん断力-曲げ歪関係
（第２層柱脚左側）

図６ 柱梁接合部

図７ リーニングカラムの柱脚部

切欠き長さは20mmとしている。
図８ ⒜ に各試験体の第２層層間変形応答時刻歴を示す。
⒜ は２次固有周期付近で変形の増大が見られる。その後一
旦収束し、40秒付近から再び変形が増大している。50秒付
近から片振りを生じ、第２層に損傷が集中した。⒝ は ⒜
と同様に40秒付近から変形が増大している。⒝ の振幅は
⒜ よりも大きくなっているが、50付近から収束し層崩壊

⒜ Leaning Column なし

写真２ 鉄骨ラーメン骨組の縮小模型振動台実験試験体

には至らなかった。
図９に各試験体の柱脚切欠き部のせん断力 ‐ 曲げ歪関
係を示す。縦軸は層せん断力を層重量で除した値であり、

⒝ Leaning Column 有り

改めて示された。
以上より、新しい柱脚機構と損傷分散システムを組み合

横軸は曲げ歪を降伏歪で除した値である。柱頭の場合を正

わせることで、想定外巨大地震時の建築鋼構造物における

剛性、柱脚の場合は負剛性としている。⒜ は40 ～ 42秒、

損傷集中を回避し、構造物の倒壊を防ぐことができ、地震

50 ～ 52秒、58 ～ 60秒の時間帯の履歴を示す。⒝ は40 ～

後の都市の防災機能を保持する役割を担うことができる。

42秒、50 ～ 52秒の時間帯での履歴を示す。第２層左側柱
脚部での履歴である。⒜ は40 ～ 42秒の時間帯では履歴が
若干膨らみつつある。50 ～ 52秒の時間帯では紡錘型のルー
プを描きながら、横軸負の方向にシフトしている。58 ～
60秒の時間帯は終局状態である。原点からずれた位置で線
形的な履歴となっている。⒝ は40 ～ 42秒、50 ～ 52秒の
履歴ともに同じようなループを描いている。
写真２の縮小模型試験体であり、架構の左側がラーメン
架構、右側が寄りかかり柱である。本研究室でこの試験体
の縮小模型振動台実験を行っている。ラーメン架構と寄り
かかり柱はピン接合であるため、層せん断力を受け持たな
い右の柱は明らかにリダンダンシーとなる。
「余裕」、
「余地」
を意味するリダンダンシーと経済性（コスト削減）とは相
反するが、2001年のワールドトレードセンター（WTC）の
進行性崩壊に見られるように、例え、予期しない災害や事
故に対しても複数のシステムで安全性を確保する必要性が
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【略歴】
きむら

よしひろ

木村 祥裕
昭和43年生
平成３年３月
平成５年３月

東北大学工学部建築学科卒業
東京工業大学大学院理工学研究科修士課程
建築学専攻修了
平成７年９月 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程
建築学専攻修了
平成７年10月 東京工業大学工学部建築学科助手
この間、平成12年９月～平成13年６月
ワシントン大学客員研究員
平成16年４月 長崎大学工学部助教授
平成19年４月 長崎大学工学部准教授
平成21年４月 長崎大学工学部教授
平成23年４月 東北大学大学院工学研究科教授
平成24年４月 東
 北大学未来科学技術共同研究センター教授

事業報告

平成23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、

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

次に掲げる事業を行った。

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「計算化学による反応解析」他100件の試験研究

た支援事業に共催団体として参画した。

を行った。
また、経済産業省の平成23年度予算戦略的基盤技術

開催期間

平成24年１月25日㈬

場

仙台国際センター

所

高度化支援事業５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 東 北大学工学系研究科における研究成果や工学情報

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「接合工学に関する研究」他70件の指定

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26号を発行した。
平成24年３月

1,200部

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 若手研究者のための各賞の授与
① 第５回「青葉工学振興会賞」の授与について
被推薦者13名

受賞者２名

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

② 第17回「青葉工学研究奨励賞」の授与について
被推薦者23名

受賞者３名

ンパスに助成をした。
開催期間

平成23年７月27日㈬～ 28日㈭

場

青葉山キャンパス

所

⑶ 学術研究集会等への助成
「23年度資源・素材学会東北支部春季大会」他５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４件に助成した。
⑸ 奨学金の給付
① 外国人留学生

８名に給付。

② 博士後期課程進学者

20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。
第50回産学官新春交流大会
日

時

平成24年１月25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」第二十七

く掲載されております。研究内容にご興味をもたれた方々は是

非とも執筆者の先生にご連絡いただき、共同研究等に進展させ

本振興会は、昭和六十年三月二十七日に宮城県より設置が認

ていただければ幸いです。本機関誌がそのための掛け橋となり、

可され今日に至っております。昨今、多くの企業が宮城県への

平成二十三年三月十一日に発生した東日本大震災から既に二

号をお届けします。

しみの淵に沈みながらも時は刻まれていきます。津波で被災し

進出を決定、あるいは検討を重ねている背景には、本学の存在、

宮城県を中心とする地域の科学技術振興や産学連携・協力の活

放置されたままの体育館や、積み上げられた車の山の残る校庭

また、産学連携の強化、共同研究の進展を念頭に置いた本会の

性化支援につながることが本財団の目的の一つでもあり願いで

な ど、 今 な お 震 災 が 現 在 進 行 形 で あ る 地 域 が 数 多 く あ り ま す。

活動を欠かすことはできず、本学の研究成果を広く社会へ発信

年を経過しようとしておりますが、本財団関係の方々にも多く

遅々として進まぬ復興策にもどかしさを感じながらも私たちは

するための広報活動が重要になると考えられますので、今後と

の被災された方々がおられることと存じます。この場を借りて

生きていかなければなりません。東北の地に住む者としての誇

もあります。

りを胸に、復興の道を共に歩みたいと思います。当財団の事務

も一層の努力を重ねる所存であります。

改めてお見舞い申し上げます。近しい人を失い、家を失い、悲

局があります青葉記念会館も建物の外壁や天井の落下等の被害

か ら 特 定 公 益 増 進 法 人 と し て の 認 可 を 受 け た 財 団 法 人 で あ り、

また、既に皆様ご承知のとおり、政府は行政改革の一貫とし

同 じ く 新 制 度 に 対 応 し て い か な け れ ば な り ま せ ん。 こ れ ま で、

て公益法人制度の見直しを行っており、平成二十年十二月から

さて、本号では、平成二十四年度で第六回を迎えた青葉工学

理事長、常任理事、事務局を中心として慎重に鋭意検討を重ね、

がありましたが、おかげさまで復旧工事が始まりました。東北

振興会賞、第十八回を迎えた青葉工学研究奨励賞の受賞者の業

平 成 二 十 五 年 度 の 移 行 を 予 定 し た 準 備 を 既 に 整 え て お り ま す。

大学青葉山キャンパスにおきましても甚大な被害のあった建物

績と喜びの声をお伝えしました。これらの賞は毎年多くの応募

新法人移行後も、本会の目的とするところに大きな変更はなく、

新制度が施行され、五年間の移行期間を経て新しい枠組みの中

をいただき大変レベルの高い内容となると共に各方面からも高

で公益法人が活動していくことになります。本財団は、宮城県

い評価をいただくものになってきております。今後とも多くの

（理事

大学院医工学研究科教授

松木英敏

ため、ご協力、ご支援を宜しくお願い申し上げます。


記）

は、靑葉工学振興会の事業にご理解を賜り、より一層の発展の

より一層の発展を確かなものとするべく、皆様におかれまして

も多くの投稿をいただき、最先端の研究についての玉稿が数多

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」に

工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科、医工学研究

若手研究者の応募をお願いいたします。

群の取り壊しが終了し、新棟の建設が始まりましたので、二年

記
後にはキャンパスの風情も蘇ることと思います。

後
集
編

