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巻頭言

大学院工学研究科長
工学部長

金 井

浩

ものでもありません。構成員全員の高い意識と能力、そして先程の醸造所の壁に付い
た「カビ」と同様、長い年月が必要です。学外から本学に赴任して頂いた先生方も、
東北大で新たな伝統の創造を意識し、学術の発展に貢献して頂ければ大変幸いです。
五 〇 年 以 上 前 で す が、 昭 和 三 二 年 、 本 学 創 立 五 〇 周 年 記 念 式 典 の と き だ と 思 い ま
すが、祝辞を述べられた当時の日本学術会議会長の茅 誠司先生（東北帝国大學理学
部 卒、 元 東 大 総 長 ） が 次 の 講 演 を さ れ た そ う で す。「 今 や、 要 領 良 く 研 究 を や っ て、
大きな仕事をしたい、という研究者が多過ぎます。我々の若い頃は、雑用が多く研究
時間が少なかった。しかし良く見ると『此れでは、
良い業績など挙げられる訳がない』
と言っている人より、黙々と、雑用に辛抱する人の方が高い業績を上げています、皆
さん、良く考えて下さい」。これは雑用を進んでやって下さいという意味ではなく、
幾ら優れた設備を用意しても、何事に対しても辛抱強く行わない研究者は、大した仕
事ができない、と言う趣旨だと思います。既に出口の見えている研究課題を要領良く
こなす、というスタイルでなく、容易には解決できそうにない課題、難しく誰もが諦
めて去っていく課題を、大きな夢を抱きながら長年に亘ってこつこつと進める、そこ
で戦うべき相手は、他の研究者ではなく自分自身となりますが、これが東京から離れ
た仙台における研究第一主義の伝統と思います。
困 難 と い う 高 い 壁 が あ れ ば、 苦 労 は 当 た り 前 で す。 壁 の 前 で 騒 ぎ 立 て て も 解 決 に
はなりません。唯一の解決策は自身の可能性を信じて試行錯誤を行うことです。何事
も忙しくなった現代、我々は、
「辛抱強く耐えること」が難しくなって来ていますが、
本学の教員や卒業生の方々は、過去に、自らの研究で試行錯誤の末に、自然の神秘の
一端や思い掛けない成功に世界で初めて触れた時の、あの背筋を滑り落ちる感動の経
験があると思います。その貴重な感動が、「研究者にとって最大の褒賞」であるとご
存じと思います。すなわち、この工学グループの有する第五の伝統は、我慢して日夜
頑張る原動力となる価値観を構成員が共有していることと思います。
いま日本は、少子高齢化、日本型ものづくりの衰退があり、世界に眼を向ければ、
エネルギー・資源・環境問題など、産業革命に端を発し、それ以降の二五〇年間で深
刻な課題が顕在化してきました。これらの課題解決なしに五〇年先の日本・世界の安
寧は望めないとまで言われます。現代ではあらゆる領域に、工学が入り込んでおり、
工学は、様々な学際的研究で拠点になり得ると思います。大きく困難な課題を解決す
るため、その中から、東北大学でこそ行うべき、困難で、しかし社会にインパクトを
与える、夢のある研究課題を敢えて選択し、右記の素晴らしい伝統を意識下で活用し、
使命感をもって頑張って頂きたいと思います。さらに、先の大震災を身近に経験され
た方々は、科学のミッションは、学術や営利のためだけにあるのではなく、「人々を
豊かにすることにある」を、深く理解されたものと思います。研究科長として、こう
した点を皆さんに期待を込めて改めてお願いしたいと思います。
最後に、今までご支援頂いた関係各位、教職員、そして素晴らしい伝統を築いて
頂いた先輩諸先生のご努力、学生・同窓生の皆様に心より感謝申し上げますと共に、
今後も本学工学グループ、そして東北大学へのご支援をお願い申し上げます。

東北大学

「東北大学工学系の優れた
伝統を再認識し社会に活かす 時」

本工学部・工学研究科は、創設以来、世界に誇る素晴らしい伝統を作って来ました。
すでに実用化され歴史に名を刻んだ功績だけでも数多くあり、東北大学の研究第一主
義・実学尊重主義を支え、文明の先頭に立って来ました。元々工学部が設置された大
正八年には機械工学・電気工学・化学工学の十一講座、教員二三名（実質六名の記録
もあり）
、事務室三名、募集学生数各学科二〇名で始まりましたが、その後、業績を
積 み 重 ね、 現 在 こ の 工 学 部・ 工 学 研 究 科 等 に 関 わ る 学 生 数 は 約 六 千 人（ 全 学 の
三〇％）
、学生が配属される研究室の数は約四百に上ります。巨大な教育研究グルー
プと言えます。
さて「この工学グループの伝統とは何か」を改めて考えてみます。日本における
伝統の代表格の味噌醤油・お酒の醸造所や欧州における伝統のチーズ製造では、例え
ば、麹カビが醸造に欠かせないだけでなく、長年の製造を通じ、木の桶や樽、壁に付
いたカビが、その製造所の独特な味を醸し出していると言われます。この「カビ」が
学問の世界の伝統では何に当たるかですが、私は大きく五つあると思います。
第一に教育上の高い意識の伝統。在学中に摺り込まれるもの、または卒業後に振
返り気付くものもあるでしょうが、学生は厳しいカリキュラムの下、「懸命に勉強し
て当たり前」という雰囲気の中で、卒業時には国の礎になる使命感を持ち、本学に学
んだことを誇りに思うという伝統です。
次に研究室での研究環境に関わる伝統。他の大学では困難な実験や精度の出ない
計測が、その研究室では当たり前のようにできるという環境です。いわば、学術論文
の行間に隠れているノウハウです。最近出てきたインターネットによる教育によっ
て、あと十年も経てば大学での教育形態も大きく変わるでしょう。その時でも、各々
の研究室の隅々まで蓄積されている伝統「秘術」の記憶は確実に残ります。ここにこ
そ、研究第一主義に基づく本学の教育の本質があります。
第三は研究における崇高な意識に関わる伝統。百年前の工学部創設時に八木秀次
先生が指摘されたように、世界で誰も行っていない独創的研究を行うことが当たり前
という雰囲気です。さらに、これも八木先生が指摘されていることですが、工学を進
めるときも、理学的側面を重視した研究、すなわち、川下の実用化も目指しながら、
現象の本質に迫る川上の研究を行う雰囲気、一度明らかになれば大きなブレークス
ルーとなる課題を進めるという伝統です。
第四は教員同士の程良い緊張感に関わる伝統。大学組織の中で一分野に一教授し
かいない場合、
お山の大将的状態となり様々な弊害を生じます。しかし、本工学グルー
プでは、先輩の方々が組織を大きくした結果、青葉山と片平等の研究所には、類似分
野の研究室が概ね一対ずつあります。それにより大学院の審査や学内の研究会だけで
なく、教員人事も常に緊張感があり、それが学生や若い教員にも伝わり、質の高い研
究を実現してきた伝統があると思います。
以上の素晴らしい伝統が意識下で作用し、構成員はその先の「世界最先端の教育
と研究」に集中できる環境が整っております。これらの良き伝統は、研究費や新しい
建物を用意しても一朝一夕には作れませんし、優れた研究者が一人いれば達成できる
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青葉工学振興会賞等受賞者

平成26 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な研

名、第20回青葉工学研究奨励賞の受賞候補者３名を選出致

究教育助成を通じて、地域社会及び産業の向上発展に寄与

しました。そして、11月20日㈮開催の青葉工学振興会評議

するため、宮城県内の工学系を有する大学等に所属する研

員会において、審査委員会の原案の通り受賞者を決定致し

究者等で、工学又は工業技術の分野において優れた研究業

ました。

績をあげた者を顕彰しています。
平成26年度は、宮城県内各大学から「第８回青葉工学振
興会賞」に12件、「第20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８回青葉工学振興会賞の受賞候補者１
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授賞式は、平成26年12月５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8回青葉工学振興会賞

生体組織動態の高精度計測を目指した
高速超音波イメージング
東北大学大学院医工学研究科
（東北大学大学院工学研究科電子工学専攻）
准教授 長谷川 英 之
現在、医療現場で広く使用されているX線CTやMRIなど
の画像診断装置は、人体内の高精度な３次元断層像が得られ
る一方、被曝やコストの面などで繰り返し診断が難しいとい
う問題もある。それに対し超音波診断装置は、画像診断装置
の中で唯一胎児への適用が許されている安全性の高い装置で
あり、繰り返し診断に適している。超音波診断装置のもう一
つの重要な特徴として、時間分解能の高さが挙げられる。通
常の超音波診断装置を用いた場合においても、秒間数十枚の
超音波断層像を得ることが可能であり、X線 CTやMRIなど
に比べ遥かに高い時間分解能を有している。本研究では、超
音波診断の高時間分解能に着目し、研究を行っている。
近年、超音波イメージングの時間分解能を更に向上させる
手法に注目が集まっている。従来の超音波イメージング法で
は送信、受信ともに集束音場を形成することにより空間分解
能・コントラストを向上させているが、１回の送受信におい
て非常に狭い領域からの超音波散乱波しか得られないため、
超音波断層像を構成する多数の走査線のうちの１本を得るた
めに１回の送受信が必要である。これに対し、送信は平面波
などの非集束音場を用い、受信において集束指向性を並列に
形成することにより、１回の超音波送受信により多数の走査
線を得ることができ、超音波断層像を構築するために必要な
送受信回数を劇的に低減し、超音波イメージングの時間分解
能を秒間数千枚程度まで飛躍的に高めることができる。
高速超音波イメージングの本格的な応用は、超音波照射時
の音響放射圧により発生したずり波をイメージングした
2000年初頭の研究に端を発する。当該研究では、リニアア
レイ超音波プローブを用いて平面波を送信し、プローブ両端
に狭い受信開口を配置して空間内の同一点に異なる２方向か
ら受信ビームを形成することにより、パルス的な音響放射力
により組織内に発生したずり波による変位分布をイメージン
グしている。送信に非集束ビームを用いる高速超音波イメー
ジングにおいては空間分解能・コントラストが劣化するため、
超音波断層像計測ではなく、そのような劣化があまり問題と
ならないずり波伝搬計測という限られた用途に高速超音波イ
メージングは用いられてきた。

図１：従来法（左）
と開発した高速イメージング法（右）により得られた
画像評価用ファントムの超音波断層像。提案手法により高時間・
空間分解能の両立が実現されている。

本研究では、ダイナミックに拍動する循環器系の診断にお
ける高速超音波イメージングの有用性に着目し研究を進めて
きた。高速超音波イメージングにおいては空間分解能の劣化
が問題となるが、送信指向性の欠如を、広い受信開口により
受信指向性を向上させることで空間分解能はほとんど劣化さ
せず秒間数千枚の血管超音波断層像を撮像可能であることを
示した。ずり波伝搬のイメージングと異なり、超音波断層像
の空間分解能・コントラストも重要となるため、現在もそれ
らを向上させる手法の開発に取り組んでおり、最近では、従
来の超音波断層像よりも高い空間分解能・コントラストを実
現しながら、秒間数千枚の超音波断層像を計測することが可
能となってきている。
本研究で開発した高速超音波イメージング法を用いること
により、循環器系動態の高精度計測や組織弾性特性、血流な
どの定量計測を行うことが可能である。本研究では、超音波
ビーム偏向などを組み合わせた高速イメージングにより動脈
壁のひずみ・弾性特性や血流動態を可視化できることを示し
ている。また、従来は局所での計測が困難であった脈波伝搬
速度（動脈を伝搬する圧力波）についても高時間分解能であ
ることから進行波と反射波それぞれについて伝搬速度を推定
することができるなど、血管系の定量計測の可能性を示して
いる。動脈硬化症などの生活習慣病は長期にわたり徐々に進
行するため、繰り返し診断が必須であり、超音波診断が威力
を発揮できる。高速イメージングによる定量計測は、動脈硬
化の進行に伴う血管壁の組織性状変化を高精度に検出し、循
環器疾患の早期診断に貢献することが期待される。さらに本
研究では、高速超音波イメージング法を心臓にも拡張してお
り、心臓内の血流動態の高速イメージングや、心筋のトラッ
キングによる収縮弛緩特性の評価および心筋の電気的興奮伝
播の計測など、様々な心機能の定量計測にも応用可能である。
最近では、超音波治療のモニタリングに高速超音波イメージ
ングが利用されるなど、その用途は拡大しており、今後は領
域を問わず展開していきたい。

図２：
（左上）

血管壁の従来の超音波断層像。（左下）開発した手法によ
り計測した血管壁内微小変形量（ひずみ）分布。（右上）対応する
断面の顕微鏡像。（右下）計測した微小変形量分布と内圧変化か
ら得た弾性特性分布。顕微鏡像における緑線で囲まれた石灰化
組織（硬い）が弾性特性分布で明瞭に描出されている。
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Ga-Alフラックスを用いた単結晶窒化アルミニウム
液相成長法の開発
東北大学
多元物質科学研究所
助教 安 達 正

紫外線、特にUV-Cと呼ばれる波長200-280 nmの深紫外
領域の中で260 nmの光は、DNAやRNAの最大吸収帯であ

芳

くとも格子不整合の問題を克服することができる。
そこで筆者らは、深紫外LED用の基板の実用化を目指

り、細菌やウィルスに対する強い殺菌作用を示す。現在、

し、Ga-Alをフラックスとして用いた新しい液相エピタキ

深紫外光源として水銀ランプが広く用いられているが、動

シャル成長法［２］を開発し、AlNの厚膜化プロセスの研

作に高電圧が必要となり、デバイスサイズも大きい。また、

究を行っている。Gaは302.8 Kの低融点を示しながら2477

2013年10月に熊本で採択された水俣条約では、2020年ま

Kの高沸点を示す液体状態の安定した物質である。また、

でに水銀を使用した製品の製造・輸出を原則禁止しており、

Ga-Al二元系は典型的な共晶系であり、融点の高い金属間

紫外光源の水銀フリー化が緊急の課題である。

化合物を形成しない。また、Ga自身も窒素と結合しGaNを

一方、深紫外発光ダイオード（LED）は、低消費電力・

形成するが、GaNは1120 K以上の窒素雰囲気下において分

長寿命・コンパクト・水銀フリーという長所を有するため、

解するため、1120 K以上で保持することでAlNを選択的に

水銀ランプの代替として普及していくことが期待される。

成長せることが可能となる。

深 紫 外LEDはAlGaN系 窒 化 物 半 導 体 か ら 作 製 さ れ る。

筆者らのこれまでの研究により、10 mm角の基板ながら、

AlGaN系LEDの基板の材料として、AlGaNとの格子整合

1573 K、
５hのプロセスで厚さ1.2 µmのAlN膜の成長を実現

性が高く、且つAlGaNよりも広いバンドギャップを有する

している。図１に成長したAlNの断面TEM像を示す。結晶

ため紫外光透過性が高いAlNが最適である。しかしながら、

配向性の評価のために取得したAlNのX線ロッキングカーブ

AlNの持つ高温での解離圧の高さから、常圧下では融解せ

の半値幅は（0002）
、
（10-12）
に対しそれぞれ、90、392 arcsec

ずに解離が起こるため、シリコン単結晶のように自身の融

であり、サファイア基板上のAlN膜としては世界最高水準

液からバルクAlN単結晶を育成することは極めて困難であ

の配向性を有することがわかった［３］。

る。これまでハイドライド気相成長法や昇華法などの方法

最近では、供給窒素ガス中にppmオーダー含まれる酸素

で、バルクAlN単結晶の育成が試みられているが、結晶の

が結晶成長に及ぼす影響を調べ、成長したAlNの極性が反

サイズおよびコストの両方を同時に満足する製造プロセス

転するメカニズムを突き止めた［４］。現在、大型化・高

は確立していない。そのため、多くの研究者が深紫外波長

速成長化に関する研究とともに、結晶成長機構の解明を目

に対し透明なサファイア基板を用いたAlNのヘテロエピタ

指した研究を行っており、本手法の実用化を目指している。

キシャル成長法の開発を行なっている。サファイアをテン
プレートとして用いたAlNのヘテロエピタキシャル成長で

［１］H. Fukuyama et al. , J. Appl. Phys., 107 (2010) 043502.

は、格子不整合が問題となる。有機金属気相成長法では、

［２］M. Adachi et al. , Phys. Stat. Sol. A, 208 (2011) 1494.

この格子不整合を克服するため、表面をパターニングした

［３］M. Adachi et al. , Appl. Phys. Express, 6 (2013) 091001.

サファイア基板上にAlNを成長させ、ボイドを形成し、成

［４］M. Adachi et al. , Phys. Stat. Sol. B, in press.

長とともにボイドが埋まりコアレスする箇所で貫通転位密
度を低減させるLateral epitaxial overgrowth（LEO）法が
用いられている。この手法の導入により１-２桁程度の貫通
転位密度の低減が実現されているが、実用化に向け今後さ
らなる高品質化が必要となる。
当研究室では、窒化反応の駆動力を制御しながらサファ
イア基板表面を窒化し、厚さ10 nmの高品質なAlN薄膜を
得る技術を確立している［１］。この基板を用いることで
サファイアをテンプレートとしながらAlNのホモエピタキ
シャル成長が実現し、LEO法のようなプロセスを導入しな
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図１、1573 K、5 hのプロセスで窒化サファイア基板上に成長した
AlNの断面TEM像［３］。
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非同期式信号処理に基づく高速・低電力
VLSI実現の研究
東北大学
学際科学フロンティア研究所
助教 鬼 沢 直 哉

現在、パソコンや携帯電話等のデジタル機器の飛躍的発展
により、生活の利便性が向上している。これらデジタル機器
は、半導体素子であるトランジスタを集積した大規模集積回
路（Very-Large-Scale Integration（VLSI））により実現さ
れており、その制御はクロック信号による全体一括制御を行
う「同期式制御」が用いられている。一方、要求応答処理に
より自律分散制御を行う「非同期式制御」は、半導体プロセ
スバラつき耐性を持つなど高信頼なVLSI が実現可能だが、
制御回路のオーバーヘッドにより、そのVLSI は低速かつ面
積大になってしまう問題が存在する。
本研究では、非同期式制御に伴う上記オーバーヘッドを解
消 す る こ と で、 高 信 頼 性 を 維 持 し つ つ 高 速・ 低 電 力 な
VLSI の 実 現 を 目 指 し た。 従 来 の 非 同 期 式 制 御 に 基 づ く
VLSI 設計は、図１に示すように回路・システムレベルでの
アプローチだったのに対して、提案方式では回路・システム
に隣接する他階層も含めた統合的アプローチによりVLSI 設
計を行った。すなわち、非同期式制御の回路・システムレベ
ルで生じるオーバーヘッドを他階層で解消するために、非同
期式制御に親和性のあるアルゴリズム・符号化・デバイスと
の融合を行い、図２に示す３つの非同期式VLSI を実現した。
まず１つ目のアプリケーションとして、ノイズ下でも正し
い通信を実現する誤り訂正符号の一種であるLow-Density
Parity-Check（LDPC）符号の復号器のLSI 実現を行った。
LDPC 符号はシャノン限界に迫る非常に高い誤り訂正能力
を持つことから、現在のデジタル通信規格であるWiMAX、
WiFI 等に採用されている。そのLDPC復号器を従来の同期
式制御で実現した場合、LSI 内部配線が非常に混雑し、その
中で最悪遅延となる配線により全体の速度が律速されるた
め、
低速になってしまう。提案の非同期式LDPC 復号器では、
クロック信号を用いずに自律分散制御を行うことで、全体の
速度が最悪遅延ではなく平均遅延で決定されるため、高速化
が可能となる。また、その非同期式データ転送回路に双方向
シングルトラック方式を用いることで、非同期式回路に必要
な配線数を１/ ３に削減し、同期式制御と同等配線数を実現
した。その結果、従来同期式 LDPC 復号器と比較して、1.5
倍の高速化、38%の動的消費電力削減を達成した。
２つ目のアプリケーションとして、車載エンジンコント
ロールユニットを高信頼化する基盤となるNetwork-on-Chip
（NoC）の高速化を行った。従来非同期式 NoC はその制御の
複雑性により低速であったが、NoC のパケット構造に着目
した新たな符号化を考案することで、非同期式制御を大幅に
簡略化した。0.13um CMOSプロセスでチップ実装を行った
結果、従来方式と比較して2.4倍程度の高速化を達成した。
３つ目のアプリケーションとして、CPUのキャッシュや
ルータ等に用いられる検索LSIであるContent-Addressable
Memory（CAM）のコンパクト化を行った。トランジスタに加
えて新デバイスであるMagnetic-Tunnel Junction（MTJ）素
子を活用したハイブリッドなCAM を設計した。MTJ 素子は
素子１つで `“ ０”
、“ １”のデータが記憶出来るだけでなくト
ランジスタに積層可能なことから、従来のトランジスタのみ

の回路実現と比較して面積が60%に削減された。
現在は、このような既存のアプリケーションの枠を超えた、
人間の脳を模倣する新概念脳型 LSI の実現に取り組んでい
る。脳に数百億存在するニューロンは自律分散制御している
と言われており、本研究での非同期式制御がこの新概念LSI
の基盤になると期待される。

図１. 統合的アプローチによる非同期式VLSI の設計手法

図２. 非同期式制御に基づく高性能VLSI の実現
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垂直磁化容易CoFeB-MgO構造を用いた
磁気トンネル接合の高性能化
東北大学
国際集積エレクトロニクス研究開発センター
助教 佐 藤 英 夫
論理集積回路は、情報通信機器をはじめとして、それ以
外の多岐にわたる領域でも使用されており、現代社会の基
盤技術である。これまで、論理集積回路は、デバイスの微
細化による高性能化と大容量化により発展してきたが、最
近になり、微細化に伴い生じた新たな問題によりその発展
が妨げられている。その問題の一つは、静的消費電力の増
大である。この静的消費電力の増加の主因は、トランジス
タの微細化に伴い、リーク電流が増加し、その結果として、
論理集積回路中に用いられている揮発性半導体メモリの消
費電力が増加したことである。この問題を解決し、今後の
論理集積回路の発展を支える基盤技術として、磁気トンネ
ル接合を用いた不揮発性メモリが期待されている。磁気ト
ンネル接合は、二つの強磁性体（記録層と参照層）で絶縁
体を挟んだ構造を有し、二つの強磁性体の磁化方向が平行
と反平行の場合に異なる抵抗値を示す。それぞれの抵抗値
をビット情報の０と１に割り当てることで、メモリとして
の応用が可能である。また、磁気トンネル接合は、情報を
強磁性体の磁化方向で記憶するために、不揮発性を有し、
静的消費電力の削減が可能である。磁気トンネル接合をメ
モリとして応用するためには、直径20 nm以下の接合サイ
ズで、高いトンネル磁気抵抗比、低い書き込み電流、10年
以上の情報保持時間を実現する熱安定性（不揮発性を決め
る障壁高さ）を同時に実現する必要がある。我々のグルー
プでは、2010年に世界で初めて垂直磁化容易 CoFeB-MgO
磁気トンネル接合が、直径40 nmでこれらの条件を高い水
準で満足することを実証した。しかし、当時のCoFeBMgO 磁気トンネル接合は、実際のメモリ応用における多
数ビット動作を考えると、10年以上の情報保持時間を実現
する熱安定性を有していないことが問題であった。
本研究では、低い書き込み電流を維持しながら、熱安定
性を向上させ、更に、直径20 nm以下の微細磁気トンネル
接合で高性能を実現することを目的に研究を行った。
はじめに、CoFeB-MgO 磁気トンネル接合の熱安定性を
決める因子を明確にするために、CoFeB-MgO 磁気トンネ
ル接合の熱安定性の接合サイズ依存性とCoFeB 記録層膜厚
依存性を調べた。その結果、CoFeB-MgO 磁気トンネル接
合の熱安定性の最大値は、CoFeB 記録層膜厚に比例するこ
とを実験的に明らかにした。つまり、CoFeB-MgO 磁気ト
ンネル接合の熱安定性を増加させるためには、垂直磁化容
易軸を維持しながら、CoFeB記録層膜厚を増加させる必要
がある。垂直磁化容易CoFeB-MgO 磁気トンネル接合の垂
直磁気異方性は、CoFeB-MgO 界面における界面磁気異方
性に起源を発しており、垂直磁化容易軸を維持しながら
CoFeB 膜厚を増加させるためには、界面磁気異方性を増加
させる必要がある。そこで、本研究では、界面数を２倍に
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増加させた２重CoFeB-MgO 界面構造に着目し、最終的に
は図１の右図に示すMgO/CoFeB(1.6)/Ta(0.4)/ CoFeB(1.0)/
MgO 構造（括弧内の数字は、設計膜厚で単位はnm）を用
いて、図１の左図に示す従来構造であるMgO/CoFeB (1.6)
に比べて、書き込み電流を増加させること無く、熱安定性
をほぼ２倍に増加させることに成功した。次に、同構造を
用いて直径20 nm以下の磁気トンネル接合を作製し、その
特性を評価した。図２には、作製した直径約10 nmの電子
線レジストパターンを示す。作製したレジストパターンを
マスクとして用いて、反応性イオンエッチングとArイオン
ミリングを併用して直径20 nm以下の磁気トンネル接合を
作 製 し た。 表 １ に は、 研 究 を 開 始 し た 当 初 のCoFeBMgO 磁気トンネル接合の特性（上段）、ならびに考案した
構造を用いた直径20 nm（中段）と直径11 nm（下段）の磁
気トンネル接合の特性を示す。考案した構造を用いた直径
20 nmの磁気トンネル接合は、研究を開始した当初に比べ
て、接合サイズが半分に減少しているにも係わらず、ほぼ1.5
倍の熱安定性が得られており、一方、書き込み電流は半分
に低減できていることが分かる。本結果は、発表当時、直
径20 nmという接合サイズでは世界最高の性能を示した。
また、直径11 nmの磁気トンネル接合においても、トンネ
ル磁気抵抗比、熱安定性、書き込み電流を評価できており、
これは特性を評価できている磁気トンネル接合としては、
世界最小サイズである。
以上の結果により、CoFeB-MgO を用いた磁気トンネル接
合は、不揮発性メモリとしての応用に関して高いポテンシャ
ルを有していることを明らかにした。今後は、同技術を更
に発展させて、実用化に向けた検討を継続していきたい。

図１

表１

従 来の磁気トンネル接合の構造
（左）と本研究で考案した構造（右）

図２

 製した電子線
作
レジストパターン

 究開始当初のCoFeB-MgO磁気トンネル接合の特性と本研究
研
で考案した構造を用いた直径20 nmと11 nmの磁気トンネル接
合の特性

研究プロフィール

研究プロフィール
マルチスケール解析に基づく構造材料の
時間依存型破壊寿命則構築のアルゴリズム
東北大学大学院工学研究科
ナノメカニクス専攻
教授 横 堀 壽 光

１. はじめに

す材料組織との影響と構造物に適用される場合に問題とな

材料強度の研究は、破壊のメカニズムの解明という物理

る、局所多軸応力で表される構造脆性［10］と関連づけら

学的観点と、構造安全性、すなわち、安全強度を保証する

れるべきである。特に、高温強度においては、空孔拡散に

という実用的な観点から行われてきたと考えられる

関わる微視損傷形成挙動は、構造の形状に起因する局所多

［１- ５］。この相互の関係を図１に示す。この図からわか

軸応力に影響されるので、このアプローチが重要である。

るように、破壊力学に基づく研究に関しては、試験片形状

本稿は、我々の研究によって得られた結果を基にして、

の影響を制御する、き裂先端の支配力学量を特定するとい

構造安全性の課題解決に向けて微視損傷（ナノスケール損

う観点から、破壊のメカニズムの解明に関わる物理学的研

傷）から構造脆性（マクロスケールの力学因子）にわたる

究［６- ９］が多いが、一部は、構造安全性を維持する工

マルチスケール融合力学構築のアルゴリズムを紹介する

学的ツールとして用いられている［９］。また、ミクロと

［31］。さらに、このアルゴリズムを基にして、“ Science

マクロを結合した力学は、破壊のメカニズムを解明する研

of clarification of mechanism”を発展させて、“ Science of

究領域に入るが、マルチスケールの考え方を基にして、巨

prediction of fracture”を可能とする実用化科学構築の展

視力学と材料のミクロ組織の影響を取り込んで、材料の強

望について述べる［31］。

度特性の多様性を表すことに成功している［２］。
高温クリープ・疲労条件下での破壊寿命予測に関する研
究も、平滑材および切欠き材について過去から多くの研究
が行われてきている。前者は、材料開発に関わる力学的性

２. 高温クリープマルチスケール解析の概念と損傷力学へ
の適用［31］
2.1．高温マルチスケール損傷の概念

能評価である。これらの研究は、空孔、転位およびボイド

高温クリープ損傷は、スケールによって、損傷がマクロ

と関連するマイクロ及びメゾメカニックスなど金属物理学

からナノスケールにわたって、以下のように分類される。

と関連しており、破壊機構の解明を主眼としている。後者

①巨視き裂（mm scale）、②粒界微視き裂とボイド（巨視

は、保守点検期間の最適設定や、損傷検出を目的とした、

損傷）（μm scale）、③空孔（微視損傷）（nm scale）
、①は

き裂および損傷成長寿命予測法および損傷非破壊検出法の

破壊力学［15 -17］、②は巨視損傷力学［11,12,26］と核成

構築に関わるものであり、構造安全性に関わる巨視力学を

長理論［２］および③は応力誘起空孔拡散解析［13］とい

基にした工学的問題である。両者は、研究の目的志向性は

う手法が用いられる。特に③は、モデリングの困難さから

異なるが、融合させることにより、材料組織と関連させた

研究は少なく、また、ボイドの力学と混同される場合があ

高精度の寿命則へ発展させることが出来ると筆者は考えて

る。また、各挙動の観察も、①は光学顕微鏡、②はSEM

いる。

およびTEM、③については実験的観察が、かなり困難で

特に、先進材料では、微視損傷の段階で最終破壊に到る

あるため計算科学に頼らざる得ない状況である。このマル

こともあることから、実用化研究に向けて、微視破壊の理

チスケールを図に纏めたものを図２に示す［31］。どのス

論的研究を構造安全性に結びつけることが重要であろう。

ケールの損傷を検出するかで、損傷関数（ω）の取り扱い

そのためには、図１からわかるように、微視スケールの

が異なることをすでに先行研究で示している［13］。また、

単一欠陥（空孔や転位）ではなく、欠陥の集団輸送現象の

実験室的結果の実機への応用に際しては、クリープ変形や

解析（微視損傷力学）を行うことが重要である。さらに、

き裂成長に及ぼす局所多軸応力効果が発現し、これは構造

それは、メゾスケールの損傷（ボイドや粒界き裂からなる

形態に起因する。これを著者らは「構造脆性」と定義して

損傷力学）と破壊力学（巨視き裂）および破壊強度に及ぼ

いる［10, 18］
。また、材料組織に及ぼす材料作成時のスケー
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ル効果［20］も重要である。本論文では、これらの問題に
ついて詳述し、微視損傷、構造脆性およびスケール効果を
考慮したマルチスケール解析によるクリープき裂成長寿命
則構築のアルゴリズムについて述べる［31］。

⒜クリープ延性材料であるCrMoV ⒝ク リ ー プ 脆 性 材 料 で あ る
鋼の損傷形態（試験温度，応力：
SUS304鋼の損傷形態（試験温
560℃，314MPa）
度，応力：650℃，191MPa）

図１

実用化へ向けた材料強度研究の階層的位置づけ［31］

2.2. 高温クリープマルチスケール解析
2.2.1. クリープ損傷その場観察試験
著者の一部は、クリープ・疲労負荷の下で、試験片に生
じる損傷をその場観察できる装置を開発し、図３に示すボ
イドおよび粒界微視き裂レベルの損傷形成挙動を計測して
きた［13,14］。本装置により実際に検出された種々の材料
の切欠き近傍のクリープ損傷を図３に示す。
本装置で観察される切欠き近傍に生じる暗視部は、粒界

⒞組織強化型材料である一方向凝 ⒟S US304鋼 の ボ イ ド お よ び 粒
固Ni基超合金（試験温度，応力：
界 微 視 き 裂 のSEM観 察 結 果
900℃，300MPa）
［32］.
図３

 リープ延性材料から脆性材料にわたるクリープ損傷形成のそ
ク
の場観察結果。図３⒜-⒞中の暗視部は、図３⒟からわかるよう
に粒界に生じるボイドや微視き裂からなるクリープ損傷である。
また、脆性度が増加して、多軸応力が切欠き先端近傍に集中す
るようになると空孔が切欠き延長方向に凝集して、この領域に
ボイドを形成し、損傷がこの領域に集まる（図３⒝）。Ni基超合
金のようにさらに、脆性度が高まると空孔拡散も容易に生じな
いために空孔発生個所と思われる最大せん断応力方向に鋭いき
裂状の損傷が発生して最終破壊に至る（図３⒞）［14,31,33］。
なお図中における荷重負荷方向は水平方向である。

に発生したボイドや微視き裂が光源から受ける光を乱反射
させることにより観察されるものであり、これをクリープ
損傷と定義した［13,14］
。
これらのボイドは、後述する空孔拡散・凝集を前駆過程
として、核生成機構に基づいて発生・成長する［31］。

⑴

ここに、𝛼1、𝛼2は、濃度勾配項と応力勾配項の相互干渉係数

であり、空孔拡散に際しての応力勾配項の効果を発現させる

ことに寄与する係数である
［13, 23,24］
。
は、静水圧応力である。
は
による体積変化［30］、
R は気体定数（8.314［J/K mol］）、C は、空孔濃度、t は
空孔拡散時間、T は、絶対温度である。
2.2.2.2.

クリープ条件での切欠き先端近傍の空孔凝集
挙動の解析とその場観察によるクリープ損傷
形成挙動の比較

著者が提案した応力誘起空孔拡散解析法により得られ
図２

2.2.2

マルチスケール高温クリープ損傷の相互の関係［31］

空孔拡散解析

た、空孔拡散と凝集の解析結果とその場観察試験法により
得られた高温クリープ条件下でのTiAl金属間化合物（TiAlFe-V-B）両側切欠き試験片の切欠き近傍に形成される時

2.2.2.1 応力誘起空孔拡散方程式［31］

系列的その場観察損傷形成挙動を図４に示す［13, 25］。

基礎式は、著者らの提案するαマルティプリケーション

図４⒜および⒝の結果から、空孔は、温度が800℃において、

法に基づく応力ポテンシャル項を含むFickの第２法則に従

切欠き先端から選択的経路にそって拡散凝集し、時間の経

う方程式であり、式⑴に示す。［13,23,24 ］,

過と共に、切欠き延長方向へ局所化することがわかる。ま

8
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た、800℃のその場観察試験で示されるクリープ損傷形成



挙動は、図４⒞および⒟の結果から切欠き先端から選択的
経路とたどり、時間の経過と共に、切欠き延長方向へ局所
化し、空孔拡散凝集挙動と同じ分布を示した。このことか
ら、図４⒞ and ⒟に示されるクリープ損傷であるボイドあ
るいは微視き裂の形成は、空孔拡散・凝集機構によるもの
であることがわかる。
2.2.4

微視・巨視融合損傷力学によるクリープ変形則の

ここに、

クリープ変形則を構築する連続体クリープ損傷力学は、
構と密接に関わっている［11,12 26,27］。 したがって、

：式⑴の空孔拡散解析から得られる要素、

ｍの代表空孔濃度、 ： 要素 mの面積、 ：臨界空孔濃度、
空孔濃度、C mが
差

より大きいとき、要素面積、

と濃度

の積を、局所損傷増分として加算させている

（式⑷）。 は、D t の時間特性において、D tが飽和値達す
るまでに到達しうる濃度値として、
Ccr=1.2 を与えた。
［13］
。
損傷関数は式⑸で定義した［13］。

導出［13,31］
空孔拡散・凝集を前駆過程とするボイドの核生成・成長機

⑷

⑸


ここに、
式⑸から

は、クリープ破壊時のDt値である［13］。
を求め, 巨視損傷力学方程式である

損傷関数を空孔拡散濃度より導出して、連続体損傷力学に

式⑵に代入する［27］。式⑵のｎ値として本解析は空孔拡

組み込むことは可能である［13］。

散解析を行っていることから、拡散クリープの n 値である
n=1.0を用いる［28,29］
。
TiAl -Fe-V-B（金属間化合物）およびＷ添加9Cr鋼（Ｐ
92鋼）について、式⑵および⑶から得られる理論的クリー
プ変形則と実験特性を比較した結果を図５および６に示す
［13］。これらの結果から、空孔拡散濃度を損傷関数とする

⒜ク リープ定常領域における空孔 ⒝加速クリープ域における空孔拡
拡散凝集挙動
散凝集挙動

理論変形則は、実験によるクリープ変形曲線の大部分の領
域で一致することがわかる。
ただし、RNOD（Relative Notch Opening Displacement）
［34］は式⑹であらわされる無次元化切欠き開口変位であ
る。
⑹

ただし、φ０：初期切欠き開口量、φ：時刻、t におけ
る切欠き開口量である。

⒞そ の 場 観 察 結 果（t/t f =0.51， ⒟そ の 場 観 察 結 果（t/t f =0.88，
800 ℃（t f =1197 hr）.
800 ℃（t f =1197 hr）.
図４

 温クリープ条件下でのTiAl 金属間化合物における切欠き近傍
高
の空孔拡散凝集挙動（⒜ および ⒝）とその場観察クリープ試験
での切欠き近傍のクリープ損傷形成挙動の比較。両者で、類似
した選択的経路に沿う局所凝集挙動が生じている。荷重負荷方
向は水平方向である。［13,25,31］

以上のことから、図２に示される巨視的現象であるク
リープ変形とメゾスケールのボイド、微視粒界き裂（クリー
プ損傷）およびナノスケールの空孔拡散を結びつけること
が可能となった。Ni基超合金のような先進耐熱材料は、微
視損傷形成過程から一気に最終破壊へとつながる可能性が
多いことから、少なくともボイドなどのメゾスケール損傷

クリープひずみ速度に関わる連続体損傷力学構成方程式
として式⑵を用いた［27］。

必要がある。しかし、さらに微視スケール損傷である空孔


ここに,

,

形成段階で損傷を検出し余寿命を予測して安全維持を図る

：静水圧応力,

：相当応力,

⑵

：偏

拡散・凝集は、応力誘起拡散機構に従うため、保存系（可
逆性）が前提とされている。したがって、計算科学で解析
される空孔凝集を解放する力学条件が明らかになれば、こ
のスケールの微視損傷の修復（repair）は理論的には可能

：無次元化に用い

であろう。γ’強化Ni基超合金においては、原子拡散が律

た応力とひずみ速度、 ：ノートン指数 ：クロネッカー
デルタ関数。式⑵を式⑶に代入してクリープひずみが求め

則因子であるγ’のラフト化がこの微視段階の損傷に相当

られる。

した組織の修復条件（repair condition）の特定の可能性は

差応力、 ：損傷関数

,


ここに、

,

⑶

存在すると筆者は考えている。

：時間ステップ、 におけるクリープひずみ、

：時間ステップ におけるクリープひずみ速度である。
空孔濃度から計算する損傷係数として式⑷を定義する
［13］。

すると考えられる。今後計算科学の発達により、ラフト化

３．応力多軸度の効果（構造脆性）
種々の形状による応力集中部を有する実構造にクリープ
き裂成長寿命則を適用するには、き裂成長寿命に及ぼす形
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環状切欠き試験片（CNS）の応力多軸度は、C
（T）試験片
のそれに比べて、広い範囲で大きくなり、塑性拘束効果が
大きくなっていることがわかる。したがって、図７［19］
に示すように、構造体のクリープき裂成長寿命予測には、
構造力学的パラメータである、

なる

応力多軸度の効果を取り入れることが必要である。

図５ 無
 次元化時間に対する空孔拡散解析に基づくクリープ変形曲線
（実線）と実験によるクリープ変形曲線（RNOD）
（材料：TiAl-Fe-V-B）

図７

実用化へ向けての試験法の関係［19］

図６ 無
 次元化時間に対する空孔拡散解析に基づくクリープ変形曲線
（実線）と実験によるクリープ変形曲線（RNOD）
（材料：P92）

状由来の局所多軸応力場、TFに起因した構造脆性効果が
重要である［10］。したがって、実構造体における応力集
中部でのクリープき裂破壊寿命則構築には、TFの低い試
験片レベルから、TFが高くなる部材試験片にわたる実験・

図８ C（T）試験片と環状切欠き試験片の無次元化荷重線変位特性［18］

解析が必要であり、構造力学的取扱いのスケールにおける
解析と微視力学との融合が必要である。この関係を表す模
式図を図７［19］に示す。構造脆性効果は、クリープ延性
材料で顕著に現れ、構造によってクリープ脆性材料のよう
な挙動を示すことが先行研究により示されている
［10,18,19］
。
一例として、Cr-Mo-V鋼のC（T）試験片と環状切欠き試
験片（CNS）におけるクリープき裂成長特性とクリープ変
位特性を図８に示す。［18］本結果より、前者に比べて後
者の変形量が抑制され、典型的なクリープ脆性挙動を示す
ことが先行研究で示されている［10,18］
。また、この影響は、
構造形態に由来する応力集中部近傍の多軸応力に起因する
ことも示されている。［10,18］この効果を表す応力多軸度
解析結果を図９に示す。［18］構造脆性を示すCr-Mo-V鋼
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４. 材料組織とクリープき裂成長速度に及ぼすスケール効果

予測法を実構造体に適用する道筋が開かれる。［20］

著者らは、実機の大きさに応じて作成される構造材料が、
その熱処理工程でのスケール効果により結晶粒の大きさや
ラス組織などの強化組織が変化することを明らかにした。
［20］

５．まとめ
⑴巨視的現象であるクリープ変形とメゾスケールのボイ
ド、微視粒界き裂（クリープ損傷）およびナノスケー

その結果、強化組織の変化も結晶粒の変化としてあらわ

ルの空孔拡散を結びつけることが可能となった。これ

され、この効果を考慮に入れるとクリープ寿命のばらつき

により、ナノスケールの微視損傷解析から最終的に問

が格段に少なくなり、破壊寿命予測の高精度化に大きく寄

題となる巨視スケールの現象である破壊寿命予測に到

与することが示された［20］。

達できる。特に、ボイド発生の前駆過程である空孔拡

クリープき裂成長速度の定式化は、前述したように、種々
の方法があるが［15-17,21,22］
、寿命予測という観点から、

散・ 凝 集 レ ベ ル の 微 視 損 傷 は 計 算 科 学 に よ る 修 復
（repair）の可能性が示唆される。

著者らは原則として、自己拡散エネルギーを活性化エネル

⑵き裂成長寿命予測には、微視力学的因子である空孔拡

ギーとして持つ、局祖応力依存型熱活性化過程に従うQ* パ

散と関連する活性化エネルギーと巨視力学因子（構造

ラメーターによる寿命予測を試みている［21,22］。これを

力学的パラメータ）である応力多軸度（TF）および

式⑺に示す。

メゾ力学因子である材料組織の効果を取り入れること


⑺

が必要であり、これらを取り込んだ構成則により、ク
リープき裂成長寿命予測法を実構造体に適用する道筋
が開かれる。

where
⑻

⑶構造部材の材料組織においては、作成時の熱処理工程

QC：空孔の自己拡散エネルギー , R： 気体定数, T ：絶

現し、結晶粒や強化組織の大きさが変化する。これに



対温度

における材料組織に及ぼす構造体のスケール効果が発
応じて、クリープき裂成長特性も変化する。したがっ

：切欠き近傍の局所弾塑性応力。

式⑺を初期き裂長さから所定のき裂長さまで積分するこ

て、破壊寿命に及ぼす材料組織のスケール効果を取り
込んだ破壊寿命を予測する構成則の構築が必要であ

とによりき裂成長寿命が式⑼により得られる。


⑼

さらに、構造体への適用においては、構造体のスケール

る。
⑷上記の効果を取り入れた、き裂成長寿命予測構成則構
築のアルゴリズムを示した。

および形状効果として、構造脆性（TF）、および結晶粒大
きさ等の材料組織の影響を受ける［19］。これらの影響を
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ソフト・ウェットな生体親和性デバイスの開発
東北大学大学院工学研究科
バイオロボティクス専攻
教授 西 澤 松 彦

ゲルの表面に析出させる「めっき」のような技術を開発し

１. はじめに
リストバンド型、眼鏡型、コンタクトレンズ型・・・様々

ました。電極材料には導電性高分子PEDOTを用いたので、

なタイプの“ウェアラブル端末”が開発され、日々の活動

全体が有機物で非常に柔らかい電極ができました。図１に

情報や健康情報が記録できるようになりました。その応用

示すように、あらゆる種類のハイドロゲル表面に10μm程

は、現在主流のフィットネスから健康・医療分野へと急速

度の精度で配線ができました。PEDOTは、導電性高分子

に拡大中です。一方で、生体機能の補完や薬剤投与を行う

ファイバーの束であり、比表面積が金属電極より100倍以

埋め込みデバイスの開発も進み、生体と電気デバイスを融

上も大きいために電気分解が起きる心配が低く、低侵襲刺

合するサイボーグ工学の進展が加速しています。これら

激に適した電極材料です。

ホットな研究領域に共通のキーワードは、生体と人工物を

コンニャクや寒天などのハイドロゲルは脆く、残念なが

接合するための「生体親和性の工学」であり、私はバイオ・

らデバイスとしての実用には向きません。そこで、大きな

有機材料の微細加工技術の開発でこの課題に取り組んでい

変形にも耐える強靭なダブルネットワーク（DN）ゲルを

ます。生体運動に追従する柔軟性、および生理環境で安定
に動作する「ソフト・ウェットな生体親和性デバイス」を
開発し、さらに酵素によるバイオ計測・バイオ発電の仕組
みを搭載して、自律駆動型のパーソナル診断・治療デバイ
スの創出を目指しています。以下では、最近の研究成果の
一部をご紹介いたします。
２. ハイドロゲルで造る生体親和性電極
ご存知のように、心電・筋電・脳波などの生体電気シグ
ナルは、体表に電極を貼り付けて測ります。また、生体に
電気を流す（刺激）のも重要で、ペースメーカーや人工内
耳などの生体機能補完デバイス、および通電による創傷治
療や骨折治療などに利用されています。そこで必要となる

図１

ハイドロゲルへの導電性高分子電極の析出

のは、細胞や組織に対して低侵襲に接合し効果的に計測・
刺激できる“生体親和性電極”です。ここでは、ハイドロ
ゲルを基板とする有機物による電極デバイスの作製と応用
を紹介します。
2.1

ハイドロゲル基板電極

１, ２）

生体の計測・刺激に用いる電極は、通常、プラスチック
やガラスなどの基板上に金属が配線されたものです。非常
に薄いプラスチックフィルムを基板に用いた柔軟な電極が
登場して注目を集めていますが、プラスチック（ヤング率
数MPa）はどんなに薄くても、細胞や組織（数kPa）に比
べて圧倒的に硬い材料です。我々は、細胞と同程度に柔ら
かくて“分子を自由に通す”ハイドロゲルを基板材料に用
いることにチャレンジしました。既存の総ての回路作製技
術は乾燥プロセスを含むため、70％以上が水であるハイド
ロゲルには適用できません。そこで、電極材料をハイドロ

図２

ハイドロゲルへの伸縮性電極の接着
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基板材料に用いることにしました。電極材料に関しても、

の遺伝子操作や、細胞を用いる検査（細胞アッセイ）にお

PEDOTにポリウレタン（PU）を複合化して伸縮性を持た

いてメリットになります（図３）。電気パルスによる遺伝

せました。このPEDOT/PUは、体表での最大ひずみ50％

子導入（エレクトロポレーション）は浮遊した細胞に限っ

を付加しても導電性が保てます。PEDOT/PUの電極をDN

て行われてきましたが、ハイドロゲル基板電極であれば、

ハイドロゲルの表面に強固に接着するために、図２のよう

付着したままの培養細胞に対しても実施可能になります

に、
“接着剤としてのPEDOT”をハイドロゲルの中に析出

（図３上）。培養した筋肉細胞と組み合わせた「動く細胞チッ

させました。ここでは、PEDOTが電極材料と接着材料の

プ」は、動物実験に代わって運動と代謝の関係を調べるツー

２役に使用されています。基板・接着剤・電極の総てが同

ルです（図３下）。電気刺激による筋収縮に同調して電極

等に柔らかくて硬さのミスマッチが無いために、大きく変

基板も動くため細胞への負荷が少なく、酸素や栄養分が素

形しても剥離しない強固な接着が得られました。たとえば、

通しなので貼り合わせたままで長期間の評価が可能です。

ハイドロゲル基板を乾燥させると体積が10％程度に縮んで

運動させた細胞には、静止していた細胞よりも多くのグル

しまいますが、“水で戻す”ことによって形状と電気特性

コーストランスポーター（血糖取込みチャンネル）が発現

を復元できます。その際も、電極の剥離は起きません。こ

しており、２型糖尿病への運動治療の効果の一端を再現で

の乾燥と膨潤を繰り返せる頑丈さは、乾燥状態で保存・販

きました。

売し、ユーザーが膨潤させて使用することを可能とするた
め、実用化に向けて重要です。

３. 酵素反応を利用するバイオ発電
酵素を電極触媒とするバイオ燃料電池は、糖やアルコー

2.2

細胞アッセイへの応用３, ４）

ルなどの安全で豊富な化学エネルギーから直接発電するデ

ハイドロゲル基板電極の特徴は、細胞・組織と同等の柔

バイスです。生体・環境安全性に優れる有機材料のみで構

らかさ、構成材料の細胞親和性、そして『分子透過性』で

成できる長所と、有機材料であるが故に稼動寿命が限られ

す。特に、体内に埋め込む場合には、酸素や栄養分などの

るという弱点を考え合わせると、安価・安全な使い捨て電

循環を妨げないことが重要です。我々も、埋め込み型の筋

源としての利用が先ずは有望と言えます。また、センシン

電計や無線給電アンテナへの応用を計画し、一部、動物実

グなどの付加機能を持たせることで、従来の「電源」（デ

験もスタートしています。一方で、体外でもハイドロゲル

バイスを動作させるための動力源）を超えて「エネルギー

基板電極の特徴が活きる応用は多岐に渡ります。例えば、

自立の機能デバイス」の創出にもつながると期待できます。

培養した細胞に直接貼り付けることができる特徴は、細胞

ここでは、我々の最近の成果の中から、ウェアラブル電源
への利用を想定した「柔らかいバイオ電池」と、ナノ電極
材料の配列による「高性能酵素電極フィルム」の作製と刺
入型センサへの応用を紹介します。
3.1

貼るバイオ発電デバイス５, ６）

ウェアラブルデバイスへの注目が急速に高まるに伴い、
小型で柔らかいシート状の電源が必要になっています。既
存のバイオ電池で用いる酵素電極（酵素を塗った電極）に
は、金属や炭素の板が用いられますが、我々は、カーボン
繊維製の導電性布（Carbon Fabric, CF）の利用にチャレ
ンジしました。界面活性剤で分散させたカーボンナノ
チューブ（CNT）を繊維に安定に修飾するテクニックを見
出して、比表面積を100倍以上増大させることに成功し、
酵素を高密度に固定できるようになりました。アノードに
は、 果 糖 を 酸 化 す る フ ル ク ト ー ス デ ヒ ド ロ ゲ ナ ー ゼ
（FDH）
、カソードにはO2を還元してH2Oにするビリルビン
オキシダーゼ（BOD）を用いました。果糖を含むハイド
ロゲルのシート（厚さ１mm）を、酵素を修飾した２枚の
CFでサンドイッチすると発電が可能になります（図４）。
寒天やコンニャクなどの一般的なハイドロゲルは機械的な
ストレスに脆くて実用的ではありませんので、ここでもダ
ブルネットワーク（DN）ゲルを利用しました。平坦な状
態と屈曲した状態での出力を比較した結果が図４のプロッ
図３
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は約0.74 V，最大出力密度は，0.36 Vにおいて約１mW cm-2

CFによるバイオアノードとカソードを、ゴム製の抵抗（図

でした（緑丸と青丸）．柔軟なCFによる酵素電極と丈夫な

２でも用いたPEDOT/PU）で連結し、フレームとともに

DNゲルを組み合わせることで，皮膚などに貼ったまま利

O2 透過性のメディカルテープに貼り付けます。これを、果

用できる丈夫で柔らかいシート電池が実現できました。こ

糖および鎮痛剤などを含むハイドロゲルシートに組み合わ

のバイオ電池シートは，積層するだけで直列化による昇圧

せて皮膚へ張り付けると、皮膚を通してイオン電流が流れ

が可能です。図中には３枚のシートを積層して測った電池

る出す仕組みです。皮膚は負に帯電しているため、皮膚内

性能を示しましたが（赤丸）、シート１枚の場合の約３倍

のイオン流の大部分は陽イオンの移動です（アノード→カ

の電圧を示しました。

ソード）。よって、これが生み出す組織液の流れに乗った

フレキシブルな酵素電極を用いて、人体に電流を流す
パッチの開発を行いました。皮膚の表面から薬を投与する
「経皮投薬」は、必要箇所へ簡便に薬が届くメリットがあり、

薬剤浸透（イオントフォレシス）は、主にアノード近傍で
起こります。
流れる電流は、皮膚の抵抗（約700Ω）のために0.3 mA/cm2

鎮痛剤を浸透させる湿布（シップ）や、禁煙用のニコチン

程 度 で し た。 こ の 電 流 値 は、 痛 み を 伴 う 可 能 性 が あ る

パッチなどが身近な実例です。そして、皮膚への薬剤浸透

0.5 mA/cm2よりも小さいので安全です。バイオ電流パッチ

が電流で加速される効果が以前から知られており、病院や

の出力は６時間以上持続するため、就寝時の利用が可能と

美容クリニックなどで利用されています。しかし、電源お

言えます。生体・環境に優しい有機材料のみで造られたバ

よび給電のための配線などからなる装置が必要であるた

イオ電流パッチは、軽く・薄く・柔らかく、そして使用後

め、家庭での個人使用には適しません。バイオ電池によっ

はそのままゴミ箱に捨てることができます。微弱電流で生

て、皮膚パッチに自ら発電する能力を搭載できれば、外部

じる皮下組織液の流れは、それ自体がマッサージ効果やシ

電源が不要となり、家庭用の使い捨てセルフケア用品とし

ワ取り効果を有するので、バイオ電流パッチの応用は経皮

て普及する可能性が生まれます。図５のように、酵素修飾

投薬に限らず多様であり、セルフケア用品としての普及が
期待されます。
3.2

刺すバイオ発電デバイス７, ８）

バイオ電池の圧倒的な安全性を活かした“生物からの直
接発電”は、バイオ電池の研究自体を牽引してきた重要な
テーマです。バイオ電池を動植物に埋め込む実験が世界中
で行われてきましたが、動植物内部の溶存O2 濃度が低い
ために有効な出力が得られません。そこで我々は、大気中
のO2 を用いる刺入型のバイオ発電デバイスを開発してい
ます。その場合、針先端のバイオアノードは小さいので、

図４

シート状バイオ電池

図５

有機物のみで構成した自己発電式の薬剤浸透パッチ
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非常に高い性能が求められます。そこ
で、微細加工技術を用いてフィルム状
に加工した高配向性のCNTのフィル
ム（CNTF）を用い，これに酵素を整
然と配列して包含させる方法を開発し
ました。CNTFは１ mm長さのCNTが
16 nmの間隔で整然と配列してできて
います。厚さは12μmです。この内部
空間にメディエータ高分子とグルコー
スオキシダーゼ（GOD）を順々に導
入して，均一な積層構造を再現性良く
作製することに成功しました。電極
（CNT）が酵素を４方向から取り囲ん
で い る た め 反 応 効 率 が 極 め て 高 く，
37℃のブドウ糖水溶液（200 mM）か
ら25 mA/cm2の電流密度を得ることが
できました。この電流値は，１枚の電

図６ 酵素/CNT複合フィルムの作製と自己発電バイオセンサへの応用

極フィルムに含まれる約３兆個の
GODのほぼ総てがフル稼働した場合の理論値とほぼ一致

２）M. Sasaki, B. C. Karikkineth, K. Nagamine, H. Kaji, K.

しており、すなわち酵素の利用率が100%に達することを

Torimitsu and M. Nishizawa, Adv. Healthcare Mater.,

示しています。究極のバイオアノードが出来たと言えます。
CNTFで造る高性能の酵素電極フィルムは，支持体を必
要としない自立性や，フィルム特有の柔軟性を有しており，
「貼り付け」や「巻き付け」が可能です。この酵素電極シー
ルを用いて刺入型のバイオ発電デバイスの開発に取り組み

3（2014）1919.
３）D. Takahashi, M. Sasaki, K. Nagamine, K. Torimitsu
and M. Nishizawa, Chem. Lett., 43 (2014) 444.
４）K. Nagamine, T. Kawashima, S. Sekine, Y. Ido, M.
Kanzaki and M. Nishizawa, Lab Chip, 11 (2011) 513.

よびセラミックコンデンサ（1μF）で構成され，一定の

５）T. Miyake, K. Haneda, S. Yoshino and M. Nishizawa,
Biosens. Bioelectron., 40 (2013) 45.

電荷が溜まると放電が起こってLEDが点滅する仕掛けで

６）Y. Ogawa, K. Kato, T. Miyake, K. Nagamine, T. Ofuji,

ました。デバイス本体は、LED、チャージポンプIC、お

す。このデバイスの先端にGOD電極シールを貼り付け，

S. Yoshino and M. Nishizawa, Adv. Healthcare Mater.,

大気中の酸素を利用するO2 カソードと組み合わせてブド

in press DOI: 10.1002/adhm.201400457

ウの実に刺すと，果汁に含まれるグルコースから得た電流
でLEDが点灯します。果実の糖度に応じてLEDの点滅間
隔（電荷が溜まる速度）が変わるため、このデバイスは「発
電しながら測る」糖度センサとして機能しました。食品衛

７）T. Miyake, S. Yoshino, T. Yamada, K. Hata and M.
Nishizawa , J. Am. Chem. Soc., 133 (2011) 5129.
８）S. Yoshino, T. Miyake, T. Yamada, K. Hata and M.
Nishizawa, Adv. Energy Mater., 3 (2013) 60.

生・健康医療・アミューズメント・装飾に渡って幅広い応
用が考えられます。
４. おわりに
ハイドロゲルなどのウェット素材を用いるデバイスが、

【著者略歴】
にしざわ

西澤

まつひこ

松彦

昭和40年６月生まれ

少しずつですが実現し始めました。従来のデバイス工学は

平成元年３月

東北大学 工学部 応用化学科 卒業

硬くてドライな材料の微細加工を極めましたが、柔らかく

平成３年３月

東北大学 大学院工学研究科 修士課程 修了

てウェットな素材を成型して組み立てる技術は、これから

平成６年３月

東北大学 大学院工学研究科 博士課程 修了
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イメージセンサの性能追究と実用化開発
東北大学大学院工学研究科
技術社会システム専攻
教授 須 川 成 利

帯域といったイメージセンサの基本性能をすべて圧倒的に

１. はじめに
センサとは、自然界に存在する物理量を検出して、電気

高めた至高性能を有するイメージセンサ技術を世界に先駆

信号（電荷、電流、電圧など）に変換するデバイスのこと

けていち早く実用化し産業界に提供していくことを目指し

を指します。センサの中でも、画像信号をとらえるイメー

て、新規なイメージセンサ技術の開発に精力的に取り組ん

ジセンサは、今日では、スマートフォンやデジタルカメラ

でいます。

などの情報機器に広く搭載され、世界中の人々に日常的に
利用されるようになりました。センサは、近い将来に到来

２. 基礎からの技術開発

する生体レベルから宇宙を含む地球規模のセンサ・ネット

イメージセンサ技術は、半導体プロセス・デバイス・回路・

ワーク社会で中心的な役割を担うデバイスとなります。セ

ソフトウェア・オプティクス・実装技術の領域にまたがる

ンサ技術は、今後さらに加速的に進化し、豊かで安心・安

総合システム技術です。今までにない新規な至高性能イメー

全な生活・環境を提供し、未来を切り拓いていく原動力と

ジセンサを実現するため、我々は、回路設計はもとより、

なるでしょう。

基幹となるプロセス・デバイス・計測評価技術を基礎レベ

そのような中で、産業計測、車載、マテリアル、先進医

ルから総合的に取り組むことで革新的技術開発に挑戦して

療、ライフサイエンス、食品、防災・防犯、宇宙・環境、

います。本稿では、まずその中から、シリコン表面原子レ

資源などの分野においては、人の目でとらえることのでき

ベル平坦化技術と大規模アレイテスト回路技術について紹

ない、微弱・微細・広光波長帯域・高速現象を観察・計測・

介いたします。

記録・ネットワーク接続・解析できる高感度かつ高機能な

⑴ シリコン表面原子レベル平坦化技術

イメージセンサの実現が求められています。一方、我が国

酸素・水分濃度を30ppb以下に抑えた高清浄縦型熱処理

は、イメージセンサ分野において世界をリードする技術力

装置、大気・光を遮断した密閉型無アルカリ洗浄装置、高

はあるものの、おもにコンスーマ向けイメージセンサの製

品質な酸化・窒化を行うマイクロ波励起高密度プラズマ装

品開発に重点が置かれており、科学計測・産業計測向けの

置などの新装置とプロセス技術を2007年から体系的に組

高性能なイメージセンサを専門に手掛ける企業は少なく、

み合わせ、900°C以下の温度でウェーハ全面にわたりシリ

機器メーカが新たに差別化および付加価値のある製品開発

コン表面を原子レベルに平坦化し、最終工程までその平坦

を行おうとした際に大きな障害となっています。

度を維持できるインテグレーションプロセスを実現するこ

そこで、我々は、大学の立場から、企業では為し難いリ

とに成功しました。図１に、平坦化の要となる高清浄縦型

スクは高いが貢献度が極めて大きい長期的な視点に基づく

熱処理装置、大気・光遮断洗浄装置、マイクロ波励起高密

先行的研究に常にチャレンジし続けるということを指導原

度プラズマ装置の概観写真を示します。また図２に、原子

理とし、高感度、広ダイナミックレンジ、高速、広光波長

間力顕微鏡（AFM）により観測したシリコン表面の様子

⒜
図1

⒝

⒞

開発した⒜高清浄縦型熱処理装置、⒝大気・光遮断洗浄装置、⒞マイクロ波励起高密度プラズマ装置の概観写真（未来
科学技術共同研究センタークリーンルーム）
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を示します。この原子レベル平坦化プロセスを適応したト

⑴ 広光波長帯域イメージセンサ

ランジスタは、移動度の向上、ばらつき・ノイズの低減な

原子レベル平坦シリコンをイメージセンサの画素内の

どの基本性能が改善されるだけでなく、後述するように

フォトダイオード構造に適用する取り組みを2010年から

CMOSイメージセンサのフォトダイオード構造形成に利用

始め、波長200 ～ 1100nmの広い光波長帯域に高い感度を

することで、紫外光に対する感度と照射耐性を大幅に高め

持ち、かつ長期間の紫外光照射に対する感度劣化と暗電流

る技術として威力を発揮できます。

増加を抑制した高い信頼性を有するCMOSイメージセンサ

⑵ 大規模アレイテスト回路技術

を開発しました３）。図５に撮影例を示します。現在、この

ウェーハ面内に１億個を超える微細半導体トランジスタ

技術を基に、紫外光強度計、分光光度計、高速液体クロマ

を配備し、その電気的特性（電流電圧特性、しきい値電圧

トグラフ装置、ICP発光分光分析装置、ラマン分光測定装

ばらつき、低周波雑音、ゲートリーク電流、PN接合リー

置、生体観察イメージング装置、高速ビデオカメラなどの

ク電流など）を数分程度以内の短時間で高精度に計測する

機器を高性能化・高機能化するための各種新規イメージセ

大規模アレイテスト回路技術の開発に2004年から取り組

ンサの開発に取り組んでいます。また、広光波長帯域イメー

み、現在、CMOSイメージセンサの低ノイズ化における大

ジセンサは、農業や医療に関連した分野の方々からも注目

きな課題となっている画素トランジスタにおけるランダム

していただいております。

テレグラフノイズの発生機構の解明、低減方法の開発に利

⑵ 高感度・広ダイナミックレンジイメージセンサ

用しています１）, ２）。図３に概要を示します。この大規模ア

イメージセンサの広ダイナミックレンジ化の研究には

レイテスト回路技術は、開発部門だけでなく生産ラインの

2003年 か ら 取 り 組 み、 横 型 オ ー バ ー フ ロ ー 蓄 積 容 量

管理にも利用できることから、すでに国内外のアナログ

（LOFIC）を画素内に設けた広ダイナミックレンジCMOS

LSIやCMOSイメージセンサ関連の多くの企業で使用して

イメージセンサを開発し、同一露光動作における高感度化

いただいております。
３. 高性能・高機能イメージセンサ開発
至高性能を有するイメージセンサ技術を簡単に作ること
はできません。そこで我々は、性能軸として、図４に示す
ように、光波長帯域、感度・ダイナミックレンジ、撮影速
度の３軸を設定し、まず、それぞれの方向で物理的極限性
能を持つイメージセンサを開発し実用化して実力を磨くと
ころからスタートしました。

⒜

⒝

図2

⒜ 通常のシリコン(100)表面、1nm程度の凹凸がある、⒝原子
レベル平坦シリコン(100)表面、0.135nm原子ステップと凹凸
のない幅1µm程度のテラスが見える

図3

 ８インチウェーハに形成した大規模アレイテスト回路群、⒝
⒜
可視化したトランジスタのしきい値電圧、ばらつきが標準偏差
±5σ以上にわたってガウス分布に乗ることを明らかにした

⒜
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⒝

図4

開発目標として設定した光波長帯域、感度・ダイナミックレンジ、
撮影速度の3軸、外側の円周は現在の到達レベルを示している、
チップ写真は⒜広光波長帯域CMOSイメージセンサ（2014年
開発品）、⒝高感度・広ダイナミックレンジCMOSイメージセン
サ（2008年製品）、⒞高速CMOSイメージセンサ（2012年製品）

⒜

⒝

図5 広
 光波長帯域CMOSイメージセンサで撮影したルドベキア、⒜
可視光撮影（目で見ると黄色い花）、⒝紫外光（300-380nm）
撮影（内側に紫外光を吸収する領域が現れる）
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量産ラインで製造できるよう、ウェーハ工程を立ち上げま
した。今後、様々なご要求に対応していける体制を整えら
れると考えております。また、今後、継続して、性能軸３
軸を融合した文字通りの至高性能イメージセンサの開発に
取り組んで参ります。
４. おわりに
⒜
図６

⒝

 OFIC高感度広ダイナミックレンジCMOSイメージセンサによ
L
る撮影例 ⒜従来の防犯カメラ、屋外に露出を合わせると室内は
黒つぶれする、⒝LOFIC技術搭載防犯カメラ、明るい屋外から
暗い室内まで鮮明に撮影できる
画像の出所：h ttp://jp.sanyo.com/cctv/new_item_07/vccwd390/index.html

本稿で紹介したもの以外にも多くのイメージセンサ技術
をすでに多数の企業に提供させていただいており、開発現
場における利用や製品販売がなされています。またラピス
セミコンダクタ宮城内に立ち上げたセンサ製造プロセスは、
国内大学のプレゼンスを向上させるために、まず国内５大
学に開放し、昨年に共同でイメージセンサの設計試作を実

と高飽和信号化の原理的なトレードオフを解消することに
４）
, ５）,６）

成功しました

施しその成果が出つつあります。さらにまた今後本学未来

。図６に撮影例を示します。テキサス・

科学技術共同研究センターの先進クリーンルーム施設を

インスツルメンツと共同で防犯カメラに搭載して2008年

オープン・イノベーションの場として学内外の皆様にも活

に実用化しました。LOFIC技術は、高飽和性能を維持し

用していただくための仕組み作りを始める計画でおります。

たまま、感度（光電変換ゲイン）の向上および暗電流の低

至高性能を有するイメージセンサ技術は「見る世界」を

減を図れる基本的技術であり、今後もCMOSイメージセン

根本から変えると同時に、既存市場の付加価値向上と、新

サのさらなる高性能化を実現できる技術として期待されて

規市場の創造展開により、我が国の研究開発および産業競

います。

争力の強化、予防医療、先進農業、機器設備・環境保全な

⑶ 高速イメージセンサ

どの発展、豊かで安全・安心な社会の実現に向けて大きく

毎秒100万コマを超える超高速撮影性能を有するCMOS

貢献するものと考えております。来るべきセンサ・ネット

イメージセンサの研究に2007年から取り組み、CMOSセン

ワーク社会においても、我が国が技術・産業ともに引き続

サチップに記録コマ数分のメモリを内蔵させ、撮影中は

きリーダーとしての地位を確保していけるよう、さらにイ

チップ内部に映像信号を高速に記録し撮影後に外部に読み

メージセンサの高性能化・高機能化と実用化開発に邁進し

出す方法をとることにより、外部回路による制約を受けな

ていく所存でおりますので、今後とも皆様方のご指導・ご

い超高速の動画撮影を可能とする技術を考案し、毎秒1000

支援・ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

万コマの撮影速度と、256コマの記録コマ数、10万画素の
画素数を有する高速CMOSイメージセンサを開発しまし
た

７）, ８）, ９）

参考文献
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イオン液体の真空蒸着が拓くナノケミストリー
−フラスコを用いない溶液プロセスを真空中で実現−
東北大学大学院工学研究科
応用化学専攻
教授 松 本 祐 司

役割を果たす。そこで、今から７、８年前、「このプロセ

１. はじめに
私は、もともと化学系の出身であるが、色々あって、博

スにイオン液体が使えないか？」と思い付いた。イオン液

士の学位を取得後は、無機セラミックス材料、なかでも酸

体を真空プロセスに応用する研究は、その当時、すでに大

化物薄膜研究を主な専門とし、10年以上にわたって、二酸

阪大学の桑畑 進 先生らが先駆的な研究をされていたが

化チタンや高温超伝導、強誘電体や磁性、光学材料など、

［４］、イオン液体を真空下で蒸着する技術についてはほと

多くの機能性単結晶薄膜を作製し、その物性評価に取り組

んど報告例がなかった。膜厚をナノレベルで制御したイオ

んできた［１］。私たちが用いる手法は、パルスレーザー堆

ン液体膜を形成できれば、例えば、非酸化物系のイオン性

積（pulsed laser deposition: PLD）と呼ばれる、無機セラミッ

固体や有機半導体材料などに、このフラックスエピタキ

クス材料の薄膜研究ではスパッタ法やMOCVD法とならん

シー法が応用できると考えたからであった。

で、よく用いられる真空製膜法の１つである［２］。そのよ
うな私たちの研究室でなぜイオン液体を真空蒸着すること
に興味を持ったか、その経緯について少しふれておきたい。
先に述べたように、私たちの研究室では、基本的に真空
製膜法を用いて薄膜作製を行っている。しかし、構造と組

図２

イミダゾリウム系イオン液体の構造

成が複雑な酸化物については、“フラックスエピタキシー”
と呼ばれる方法を提案し、より高品質な酸化物薄膜の作製

２. イオン液体とは？

に有効であることを実証してきた［３］。この手法では、

イオン液体とは、イオンだけで構成されている室温で安

図１に示すように、基板上に高温・真空下で安定化された

定な液体を指す。このことがどれほど驚くべきことかは、

酸化物の溶融塩である液体fluxが共存する環境で、薄膜原

イオンからなる代表的な塩であるNaClを考えればすぐに

料を気相供給し、真空下で溶液から基板上に薄膜結晶を析

分かる。NaClの融点はおよそ800℃であり、それ以上の温

出させる。気相からの原料供給は、分子線エピタキシーと

度で液化する。液化した塩を溶融塩と呼び、古くから研究

同様、ナノレベルで、かつ薄膜結晶の形成過程は、溶液プ

されている。一般に、イオンからなる物質は、イオン間の

ロセスに特有の固液界面での溶解・析出の過程を利用して

結合力が電気的なクーロン力であるため、空気中で不安定

いる。そのため、ナノレベルでの制御性を兼ね備えたクリー

な一部の物質を除き、NaClのように融点がとても高い。

ンな溶液プロセスと言えよう。

一方、イオン液体を構成するカチオンやアニオンは、主に

この新しいプロセスでは、真空下で安定な液体が重要な

C、H、Oからなる有機系のサイズの大きい分子団であるこ
とが多い。その結果、イオン間のクーロン力は原子がイオ
ン化したものどうしのものと比べ弱く、室温で液体となる。
イオン液体は、イオンのみからなる液体なので、これま
での溶融塩と同様、イオン伝導性を示す。また、揮発性が

図１

フラックスエピタキシー法の概念図

図３

イオン液体の真空蒸着法の開発
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図４

蒸着したイオン液体を反応容器として用いたナノケミストリーの概念

きわめて低いこと、難燃性であることが主な特徴である。

起こるはずである。結晶が単結晶基板上にエピタキシャル

そのため、クリーンな有機合成の溶媒として、また電池や

成長すれば、フラックスエピタキシーである。図４には、

キャパシターなどの電解溶液としての利用に関する研究が

反応容器と見立てたイオン液体のスケール、および形状を

注目されている［５, ６］。図２に、最近、私たちの研究室

変化させた場合の様子を示している。興味深いのは、こう

でも使用している典型的なイオン液体の構造式を示す。

した“反応容器”のスケールや形状が結晶成長に及ぼす効

1-butyl-3-methylimidazolium Bis (trifluoromethanesulfonyl)
imide、略称 [Bmim] [TFSA]と呼ばれるイミダゾリウム系の

果である。

イオン液体の１つである。融点は−３℃である。イオン液

サイズのイオン液体中に、p型の有機半導体の１つである

体の研究開発は、この10数年の間で著しく進展し、こうし

ペンタセン分子を蒸着によって吹き込んでみよう。その結

たイオン液体の多くは、今では市販されるまでになってい

果を図５に示す。わずか30分ほどの蒸着時間で、数多くの

る。

板状のペンタセン結晶が得られる。サイズは幅200µm、厚

例えば、イオン液体の液滴を基板上に滴下したマクロな

さ１µmにもおよぶ。これらの結晶はイオン液体中に浮い
３．イオン液体の真空蒸着

ており、その１つ１つが単結晶である［10］。非常に高品

“液体を真空蒸着する”。一見奇異に思えることが、イオ

質であり、これらの結晶を用いて作製した電界効果トラン

ン液体を用いると可能になる。もちろん、ナノレベルとな

ジ ス タ で は、 易 動 度 が5cm2/Vsを 越 え る も の も 得 ら れ

ると、そのための蒸着技術にも一工夫が必要である。図３

た［11］。

に、私たちのグループが開発したCW-IRレーザー（808nm）

一方、図３のような、サファイア基板上のマイクロサイ

を用いた真空蒸着法［７, ８］の模式図を示す。紫外レーザー

ズのイオン液体の液滴にイオン結晶性の岩塩型KBrを蒸着

の代わりに赤外レーザーを用いるだけで、通常のPLD装置

してみる。図６の左図は、蒸着後のAFMの位相コントラ

とシステム構成がほとんど同じである。そのため、従来の

スト像である。明るい“しみ”の部分がイオン液体の液滴、

クヌーセンセルなどの抵抗加熱蒸着法とくらべ、レーザー
のon-offで蒸着の制御が可能であり、ターゲットと呼ばれ
るレーザーを照射する対象を交換することで、容易に別の
材料を蒸着できるのが特徴である。イオン液体の蒸着速度
は、膜厚換算でレーザー１パルスあたり約0.03nmである。
単位面積あたりの蒸着体積に換算すると、１cm2あたり数
ピコリットルのイオン液体を言わば滴下することが本手法
で可能となる。蒸着したイオン液体は、NMRや質量分析、
FT-IRスペクトル、光電子分光など、いずれの分析結果か
らも分解していないことを確認している。図３の挿入図は、
サファイア基板上に有効膜厚〜 10nmのイオン液体を蒸着
した表面のタッピングモードの原子間力顕微鏡（AFM）

図５

マクロイオン液体へのペンタセンの真空蒸着

像を示す。直径数100nm程度の微小なイオン液体の液滴が
観察されている［９］。
４. イオン液体を介した結晶育成
図３のAFM像に示すイオン液体の“ナノ液滴”は、言
わば、ナノサイズの反応容器が基板上に集積されたものと
見なすことができる。図４に示すように、ここに結晶育成
する原料の蒸気を吹き込めば、イオン液体中で結晶成長が
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図６

イオン液体のマイクロ液滴へのKBrの真空蒸着
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その中に確認される暗い三角形の結晶が（111）配向した

うだったか？ マクロなイオン液体を用いた場合にも、同

KBrである。液滴の間の暗い部分は露出したサファイア基

様にペンタセンの結晶成長をその場観察すると、結晶がイ

板表面である。イオン液体の液滴があたかも反応容器のよ

オン液体中をゆらゆらと浮遊しているようすを確認するこ

うに、その中でのみ、KBrの結晶が選択的に生成している。

とができる。これに対し、イオン液体の液膜中では、その

イオン液体除去後のAFM像（図６右）から、得られた（111）

ような浮遊している様子は観察されない。また、図８に示

配向のKBrマイクロ結晶は、原子レベルで平坦な表面を有

すように、蒸着後の試料をイソプロパノール（IPA）でイ

することがわかる。岩塩型の（111）最表面は、陽イオン、

オン液体を洗浄・除去しても、ペンタセン膜は基板に付着

あるいは陰イオンだけで構成される“極性面”である。そ

しままである。このことから、ペンタセンは優先的に基板

のため、一般的に不安定であり、イオン液体を用いずに、

上で直接核形成し、結晶成長が進行していることが示唆さ

同様にサファイア基板上にKBrを蒸着すると、このような

れた［13］。

平坦な（111）表面は得られない。イオン液体中で“合成”
したからこそ、初めて得られる特異な結晶表面であること
を強調しておきたい［12］。

６．終わりに−
本稿では、著者らが目指している、イオン液体の真空蒸
着をコア技術に、「フラスコを用いない真空溶液プロセス」

５. イオン液体のナノ液滴からナノ液膜へ
イオン液体の液滴中で成長したペンタセンの結晶は、基

と銘打った新しいナノケミストリーの開拓研究について紹
介した。これまで、溶液反応のナノレベル制御の多くは、

板上ではなく、液中で核形成し、結果的に得られた結晶は

個々の溶媒や反応分子、イオンの化学的性質をうまく利用

イオン液体中に浮いていることを先に指摘した。薄膜を

した、いわば自己組織化作用に基づいている。これに対し、

ベースとするデバイス応用には、イオン液体中ではなく、

私たちは、固体材料のセンスで、真空蒸着技術をイオン液

イオン液体を介しつつ、直接基板上にペンタセン薄膜を成

体のナノ構造制御に適用し、得られたナノサイズのイオン

長させることが必要である。そこで、イオン液体を膜状に
薄くし、ペンタセンの成長をイオン液体の膜内で基板近傍
に制限することができれば、基板上に選択的に核形成させ
ることができるのではないか、と期待される。
多くの基板上でイオン液体は、接触角が10-30 度の液滴
状になりやすい。しかし、PEDOT: PSSを塗布したITO基
板上で完全に濡れ広がった液膜が形成されることを私たち
は見いだした。図７上段に、PEDOT: PSSの有無による
ITO基 板 上 に 蒸 着 し た 有 効 膜 厚100nmの イ オ ン 液 体
［Omim］
［TFSA］の光学顕微鏡像を示す。直接ITO上に蒸
着 す る と、 数 十 ミ ク ロ ン の 液 滴 が 形 成 さ れ る が、
PEDOT: PSSを塗布すると、まったく液滴の形成が見られ
ない。このことはAFM 観察によっても確認している［13］
。
この厚さ100nmのイオン液体膜に、さきほどのペンタセ
ンを同様に蒸着してみる。図７の下段に、蒸着中のペンタ
センの結晶成長の様子をその場観察した結果を示す。蒸着
開始から10秒程度の誘導期を経て、核形成、そして２次元
成長が進行する様子が見てとれる。ペンタセンのイオン液
体への溶解度は、0.1μg/ml以下と極めて小さいため、こ
の誘導期では、過冷却状態になっている。そこから一気に
２次元成長が進行する際の面内方向の成長速度は、最大、

図７

ITO上のイオン液体膜の形成とペンタセンの２次元成長の実時
間観察

図８

ITO上のイオン液体膜中で形成したペンタセン薄膜のIPA処理前
後の試料写真

16μm/s にも達する。また、溶解度が極めて小さい事から
予想されるように、イオン液体とペンタセンとの親和性が
低いため、均一だったイオン液体膜が、ペンタセンの核形
成、成長が進行するにしたがって、イオン液体がペンタセ
ンの島からはじかれるように、周囲に移動し、厚みが変化
したことによる干渉縞が見られるようになる。「百聞は一
見に如かず」とは、このようなことを言うのであろうか、
イオン液体膜中ならでは、のペンタセンの結晶成長過程を
明らかにすることができた。ところで、当初の目論見はど
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液体をナノ反応場として積極的に利用することを試みてい

［９］S. Maruyama, Y. Takeyama, H. Taniguchi, H.

る。ナノサイズのイオン液体がバルクとは異なるどのよう

Fukumoto, M. Itoh, H. Kumigashira, M. Oshima, T.

な物理化学的性質を持つか、それ自体興味深いことである

Yamamoto and Y. Matsumoto, ACS Nano, 4 5946–
5952 (2010).

が、そのような特異な物理化学的性質による溶液反応の新
しい“ナノサイズ効果”を期待している。
イオン液体の形状や膜厚は、基板表面とイオン液体との
ぬれ性に大きく依存する。現在では、ぬれ性を上手に制御

［10］Y. Takeyama, S. Maruyama and Y. Matsumoto, Cryst.
Growth & Des., 11, 2273-2278 (2011).

することで、数nmレベルの膜厚を有するイオン液体膜の

［11］Y. Takeyama, S. Ono and Y. Matsumoto, Appl. Phys.
Lett., 101, 083303-1-4 (2012).

作製も可能となり、そのようなナノイオン液体のイオン伝

［12］S. Kato, Y. Takeyama, S. Maruyama and Y.

導性など、物性評価にも着手し始めている。今後の研究展

Matsumoto, Cryst. Growth & Des. 10 3608-3611
(2010).

開としては、例えば、このイオン液体の真空蒸着技術と
MEMSのような微細加工技術とを組み合わせるのも面白そ
うである。また、ナノサイズのイオン液体の諸物性の理解

［13］Y . T a k e y a m a , S . M a n t o k u , S . M a r u y a m a , Y .
Matsumoto, CrystEngComm, 16, 684-689 (2014).

には、実験だけでなく、理論的なアプローチも重要となろ
う。そのためには、異なる研究分野の研究者との共同研究
は必須である。私たちが目指す新しいナノケミストリーの
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新しい鋳造凝固プロセスと材料開発
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 及 川 勝 成

トした結果です １）。金型温度が高いほうが、全体的に曲げ

1. はじめに
構造用材料、機能性材料の開発と製造プロセスの最適化

強度が高く、また、信頼値を示す形状母数mも高くなるこ

および材料中のミクロ、マクロな欠陥発生予測の研究を

とが明らかとなっております。このことは、金型温度の管

行っております。小職は、本研究科の材料物性学専攻で博
士課程を修了後、通商産業省工業技術院（(独)産業技術総

理が中子の表面クラックなどに影響していることを示唆し

合研究所）で、金属材料の研究をミクロ組織制御と熱力学

クラックがあるのに対し、金型温度を十分に高くした中子

の観点から進めてまいりました。2005年に本研究科の創形

では、染色浸透探傷法による表面クラックの観察でも、目

材料工学分野の助教授（准教授）となってからは、従来の

視可能なクラックは殆ど観察されません。

ています。実際、金型温度が低い時の中子には目視可能な

研究に鋳造プロセス・凝固現象を取入れた研究テーマを発

一般的に混合塩は、温度が低い時にはセラミックスのよ

展させてきました。2013年度より、素形材プロセス学分野

うな脆さを示しますが、温度が高くなると塑性変形が可能

を担当することになり、塑性加工プロセスを含めた研究内

となることが知られています。我々が開発している中子用

容へと展開しつつあり、直近では、超合金等の熱間制御鍛

混合塩の応力―ひずみ曲線の温度依存性を調べた結果、

造プロセスの研究を進めています。

250℃近傍から著しく塑性変形することが明らかとなって

具体的な研究テーマは多岐に渡りますが、本稿では、最

おります。このことより、型温度が低いときには、中子の

近の研究で、産業化を目指して行っている研究内容につい
て、簡単に紹介いたします。
2. アルミニウム合金ダイカスト用溶融ソルト中子の開発
アルミニウム合金ダイカストは、軽量高強度、高生産性、
高寸法精度などの特徴のため自動車産業を中心に、その生
産量は増加しています。近年、より複雑な形状部品への適
応が求められていますが、アンダーカット形状を有する製
品の成形が困難であるという欠点があります。アンダー
カット形状の成形には崩壊性中子が不可欠で、高速・高圧
で射出された溶湯の衝撃に耐える高強度の中子が必要とな
ります。
塩は水溶性であり、高速高圧流水により容易に除去する
ことが可能で、高強度化により著しく除去性を損なうこと

図１

ソルト中子の曲げ強度に及ぼす射出圧力と金型温度の影響１）

が少ないため、ダイカストプロセスへ適していると考えら
れます。
我々のグループでは、塩中子のアルミニウムダイカスト
への応用を目的に、溶融射出成形した塩の機械的性質と凝
固組織等を系統的に研究し、KCl-NaCl-K2CO3-Na2CO3の
多元系混合塩において、高強度材料となる条件を明らかに
しています 1,

２）

。図１は、射出成形で作製したNa2CO3-

20mol%NaCl-30mol%KCl混合塩の四点曲げ強度に及ぼす
金型温度と射出圧力の影響を示しています １）。射出圧力が
35-75 MPa程度の範囲では、明確な射出圧力依存性はみら
れず、金型温度の影響が大きいことがわかります。図２は、
射出圧力を78.4 MPaとした時の曲げ強度をワイブルプロッ

図２

曲げ強度のワイブルプロット１）
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表面が急速に冷却されるため、表面が脆性となり、射出成
形時の内圧で表面亀裂が生じてしまうと考えられます。一

我々の研究グループでは、Ni基合金の微細化剤探索して、
TiOが 有 効 で あ る こ と を 見 出 し て い ま す 3, ４）。 図 ４ は

方、金型温度が高ければ、温度が脆化域まで下がらないた

Ni-13Fe-5Cu-4Mo合金にTi、Alを複合添加した時の凝固

め、表面の強度、延性が十分であり、射出成形時の内圧で

組織写真を示しています ３）。図４ ⒜では、微細な等軸状

も表面が割れず、機械的特性に優れる中子が作製できると

組織となっていますが、図４ ⒝では、粗大柱状晶となって

言えます。図３⒜は、シングルクローズドデッキシリンダー

います。図５は、Al、Tiの添加量とミクロ組織の関係をま

ブロックの例で、青く塗られた部分がウォータージャケッ

とめたものです ３）。凝固組織を効率的に等軸微細化するの

ト部となり、この部分へのソルト中子の応用が期待されま

は、適当な組成比のAl、Tiを添加する必要があることがわ

1）

す 。図３⒝は、我々が最適化した条件で溶融射出成形し

かります。図６はインゴット表面にあった酸化物のTEM-

たソルト中子で、従来の溶融ソルト中子作製条件では、割
れて形にならなかったような形状も、成形可能なことを明
らかとしております １）。
3. Ni基合金の凝固組織微細化材の開発
Ni基合金は過酷な腐食環境下での構造用材料として利用
されるだけでなく、磁性材料や電子部品材料としても広く
用いられています。Ni基合金は、溶解・鋳造時に粗大な柱
状晶デンドライト粒が発達しやすく、凝固時の熱間割れや
中心偏析などのマクロ偏析の原因となっています。このよ
うな欠陥を軽減するには、凝固組織の等軸晶化が有効です。
柱状晶の等軸晶化には、連続鋳造などでは電磁撹拌などが
利用されますが、高価であるとともに、利用できない状況
もあります。また、低温鋳込みも等軸晶化には有効ですが、
工業的にはノズル閉塞などの問題を生じます。
Fe基合金やAl基合金では、異質核生成のための微細化
剤添加による微細化が行われています。Fe基合金では、
TiNが微細化剤となることが知られており、最近ではTi酸
化物が微細化剤として有効であることが報告されていま
す。また、Al基合金では、Al-Ti-Bなどが微細化剤になる
ことが知られています。

図4 N
 i-13Fe-5Cu-4Mo合金へのAl, Tiの添加 ⒜1.0%Ti-0.3%Al,
⒝0.05%Ti-0.3%Al 3）

図3

⒜シングルクローズドデッキシリンダーブロックと⒝射出成形
で作製したウォータージャケット部のソルト中子1）
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RFコイルにより加熱されます。溶解時には、ルツボ底に
種結晶で栓をしてあります。図７⒝は、実際のるつぼの形
状を示しています。
図８は、マイクロ引下げ法で作製したNiFeGaCo強磁性
形状記憶合金結晶の概観と結晶断面のマクロ組織を示して
います。ほぼ直線状の結晶を育成することに成功し、また、
マクロ組織も、マルテンサイト変態にともなう双晶界面は
みられますが、結晶粒界はみられず、単結晶であることわ
かります。作製した単結晶線材を引張り試験した結果を図
９に示しています ５）。10%以上の超弾性を示しており、医
療用デバイスへの応用も期待されます。
図10は、マイクロ引下げ法で作製したFeTbDy合金の単
結晶の概観です。結晶育成が難しい同合金においても、
10cm以上の単結晶線材を育成することに成功しています。
図６  酸化物のTEM組織 ⒜明視野像，⒝Tiイメージ，⒞Alイメージ３）

図11は、FeTbDy合金にZrを添加した結晶を育成し、それ
を1173Kで熱処理した後の磁歪の測定結果です６）。育成ま
まの結晶の飽和磁歪量は1600ppm程度だったものが、熱処

EDXによる観察結果であり、金属と接している酸化物は
3）

TiOであることを明らかとしています 。

理を施すことにより1900ppmまで増加しています。通常の
FeTbDy単結晶の飽和磁歪量は1000-1200ppmであり、我々
の作製した結晶は1.5倍以上の飽和磁歪を示すことが明ら

4. マイクロ引下げ法による機能性単結晶材料の開発
電子デバイスに使われる機能性材料は、デバイスの小型

かとなり、新しい超磁歪材料として有望であることを明ら
かとしています。

化とともに小型化が進んでいます。機能性材料の中には、
機能発現のために単結晶化が求められるものもあり、それ
らは、ブリッジマン法やチョコラルスキー法などで比較的
大きな結晶を作製し、そこから切出して使われてきました。
そのため、歩留まりの悪いプロセスとなっており、デバイ
スサイズの単結晶を効率的作製するプロセスが望まれてい
ます。
我々は、マイクロ引下げ法と呼ばれる結晶育成方法を適
用し、強磁性形状記憶材料（NiFeGa合金）５）、超磁歪材料
（FeTbDy合金）６）の直径１- ２mm程度の単結晶線材の作製
に成功しています。図７⒜は、マイクロ引下げ法の概略を
示しています。ルツボ底に小さな穴が開いており、そこか
ら溶湯を引き出すことで、単結晶線材を育成します。ルツ

図8  マイクロ引下げ法で育成したNiFeGaCo合金の概観とマクロ組織

ボはRFコイルにより加熱された黒鉛ヒーターで加熱され
ます。また、金属材料を対象としているため、素材自身も

図７  ⒜マイクロ引下げ法の概観 ⒝るつぼ形状

図９  マイクロ引下げ法育成したNiFeGaCo合金の応力—歪み曲線５）
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図10  マイクロ引下げ法で育成したFeTbDy合金結晶の概観
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気候変動による水災害被害と適応策

―全球気候モデルデータの利用と被害額の考察―
東北大学大学院工学研究科
土木工学専攻
教授 風 間
聡

１. はじめに
2014年３月にIPCCの第二次作業部会（WG2）の第５次

すような豪雨や洪水のことを示す。このような極値降雨を
「１/50降雨」や「50年降雨」と呼ぶこともある。

評価報告書（AR5）が横浜で発表された後、気候変動に関

過去のデータから降雨と洪水流量の関係性を求めて、再

す る 関 心 が 再 度 高 ま っ た。2007年 に 第 ４ 次 評 価 報 告 書

現期間毎の洪水流量に対する降雨を洪水氾濫モデルに入力

（AR4）の発表と同時にIPCCがノーベル平和賞を受賞した

する（手塚ら、
2013）。この洪水氾濫モデルで得られた水深、

とき以来である。IPCCの報告書が日本で発表されたのは

浸水期間から土地利用毎の洪水被害を、治水経済調査マ

初めてのことであった。WG2は気候変動に伴う影響と適応、

ニュアル（国土交通省）に基づいて一般資産の被害額を求

脆弱性を扱う執筆集団である。イギリスガーディアン紙が

めることができる（Kazamaら、2009）。

まとめたAR5の５つの要点のうちの複数に水災害リスクが

降水量の将来変化推定のための気候予測情報として
Coupled Model Intercomparison Project Phase 5(CMIP5)

関連しており、水災害への適応策の重要性が表れている。
AR4以降、気候モデルの利用が格段と進み、様々な解析

による８つのGCM（MIROC5、MRI-CGCM3、CCSM4、

が行われるようになった。多くの全球気候モデル（GCM）

CanESM2、NorESM1-M、INM-CM4、GFDL-ESM2G、

の解析によれば、低気圧の大型化やその勢力が強くなるこ

CNRM-CMと ３ つ の 放 射 強 制 力 シ ナ リ オ（RCP2.6、

と、温帯地域の降雨が熱帯型の豪雨に変化することなど、

RCP4.5、RCP8.5）を利用した。CMIP5はIPCCが世界各

豪雨に関連した災害が深刻化するとされている。日本にお

機関で作成されたGCMの出力結果をまとめたデータベー

いても、昨年の山形、秋田、山口、京都の洪水と大島の土

スである。上記したMIROCやMRIなどは、GCMを作成し

砂災害から本年の四国、兵庫、山形の洪水と広島の土砂災

た世界の研究グループや機関の名称である。また、放射強

害と続いており、気候変動と関連付けて報道されることも

制シナリオとは、地球を暖める効果を放射量（W/m2）で

多い。こうした水災害への対応には２つの問題がある。第

表現したシナリオであり、数字が大きくなるほど、温暖化

一に、ある災害が発生しないと解析や評価、対策が行われ

は 大 き く な る。RCPはRepresentative Concentration

ないこと、第二に、全国を俯瞰し、他の災害も含めた包括

Pathwayの略である。GCMのデータは、現在気候を参照し

的 な 議 論 が な さ れ て い な い こ と、 で あ る。 近 年 で は、

た線形補間により１km×１kmの水平分解能情報にダウン

GCMを使った影響評価を地図化する研究が盛んであり、

スケーリングすると同時に、推定の偏りを直すため、バイ

様々な機関で将来の被害評価が行われるようになってきて

アス補正を行った。もともとGCMの空間解像度は数100km

いる。しかし、多くのGCMの解像度が100km ～ 300kmと

ほどであり、洪水氾濫モデルにはより細かなデータを必要

粗く、流域や地域の行政区内において精度よく水災害を推

とするため、降雨の地上データを参考に、より細かな解像

定することが困難である。そのため、多くの研究は、社会

度の降雨データを統計的に作成した。これをダウンスケー

基盤整備や政策に反映される地域固有の特性の議論に踏み

リ ン グ と 呼 ぶ。 図 １ にGCMの １ つ で あ るMIROC5の

込んでいない。この問題に答えるために、環境省はトップ

RCP4.5シナリオにおける再現期間100年の降雨に対する

ダウン型研究として、気候変動による水災害の時空間の分

2100年頃の日本の洪水被害額分布を示す。３大都市圏など

布データを解析し、適応策について考察することを目標と

の資産価値の高い都市部や、大河川沿いに100億円以上の

した戦略的研究開発領域を設定した。本紙面では、この研

被害が広がっている。

究成果の一部を紹介する。

洪水対策で想定している流量の再現期間は各流域におい
て一定ではないが、１級河川が概ね50 ～ 100年、２級河川

２. 日本の将来の洪水被害と適応策

以下が50年以下である。１級河川とは国が管理する河川で

将来の洪水被害を求めるために、再現確率に応じた降雨

あり、２級河川は都道府県が管理する河川である。現在の

を入力した氾濫モデルを実行し、その結果を経済損失に換

洪水対策レベルが再現期間50年の洪水におおよそ対応でき

算する。再現確率は、リターンピリオドと呼ばれる再現期

ていると仮定し、治水レベルが再現期間70年の洪水に対応

間で表現される。リターンピリオド50年とは、50年に１回

できるまで上昇した際の便益を考える。ここで便益とは洪

生じる極値現象を意味する。極値現象とは年間最大値を示

水対策（治水）によって、減少した被害額である。再現期
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図1  MIROC5のRCP4.5における再現期間100年の洪水被害額
（2100年）

図2  将来の洪水被害予測と適応策の効果
（灰色は適応レベルを上げた場合）

間100年の洪水が発生した際に適応策を講じたケース（再

発生確率モデルに地質、地形、水文および災害実績の数

現期間100年の被害額と再現期間70年の年期待被害額の

値地図情報を利用した。崩積土および土砂化しやすい新第

差）と適応策を講じないケース（再現期間100年の被害額

三系堆積岩、第三系堆積岩、花崗岩を対象としてモデルを

と再現期間50年の年期待被害額差）について、各GCMと

構築した。地形データとして起伏量を、水文データとして

シナリオ対する被害額を図２に示す。この図は、現在の治

動水勾配をそれぞれモデルのパラメータとした。起伏量は

水レベルを20年分上昇させた場合の被害額の変化を示して

対象地域の最大標高差としている。また、動水勾配は地下

おり、値が低ければ低いほど、治水の効果が大きいことを

水の勾配であり、二次元不飽和浸透解析より導かれた。国

表している。現在と将来の年期待被害額を比較すると、

土数値情報の表層土壌、斜面傾斜度、洪水氾濫計算と同様

2050年頃の近未来では全国平均で現在から約2000億円、

に再現期間毎の降雨極値を浸透解析に用いた。降雨データ

2100年頃の遠未来では約3000億円の年間被害額の上昇が

に基づき斜面崩壊の発生確率を再現期間毎に得ることがで

得られている。また、将来、治水レベルを20年上昇するこ

きる（Kawagoeら、2010）。災害実績データは2004年７月

とにより、将来の年期待被害額を減少できることがわかる。

12日から13日の新潟・福島豪雨に伴い生じた斜面崩壊の実

全国的にみると、いずれの期間、シナリオにおいても適

績から作成された。発生確率モデルは多重ロジスティック

応レベルが20年上昇することにより被害額を減少できるこ

回帰分析によってモデル定数を得た。斜面崩壊の有無を１

とが分かる。現在、国土交通省を中心に様々な適応策オプ

と０の二項分布にし、ロジスティック曲線で連結する。起

ションの検討がなされている。ダムや堤防、遊水地、移転、

伏量、動水勾配の説明変数としてロジスティック曲線を重

水害保険などが検討されている。一方、全国的にみると再

回帰によって定式化する。地質毎に発生確率モデル式は作

現期間数年の治水レベルの地域も数多く存在し、全ての河

成される。斜面崩壊による被害額は砂防事業の費用便益分

川整備を気候変動の適応策目的で実施するわけにはいかな

析マニュアルをもとに計算し、その値に発生確率を乗じて

いことも勘案する必要がある。

求めた。図３は30年に一回の豪雨が日本中に生じた際の斜

RCP2.6の被害が最も発生しないケースと、RCP8.5の被
害が最も発生するケースの比較をした場合、全国平均では
約2000億円の差が生じた。温室効果ガスを減少させる緩和

面災害発生確率分布図である。都市部の外縁に被害額の大
きな地域が広がっている。
適応策の効果をみるために、現在の土砂災害危険個所に

策に必要な金額とこの適応による便益を比較することで、

ついて、2050年に25%、2100年に50%の対策を講じると仮

緩和策と適応策とを同時に議論することが可能である。た

定した。これは整備率について、現在までの直轄砂防指定

だし、ここで示している適応は洪水のみであり、他の水災

地における対策整備レベルの対策を考慮した平均的整備率

害はもちろん、食糧や健康などの便益を幅広く考えなけれ

（0.5%/年）としている。直轄砂防指定地とは国が対策をす

ばならない。

る場所のことである。ただし、地方自治体が管理する地域
も含めて全国においてこの整備率で適応策を進めるには相

３. 斜面災害被害
斜面災害被害予測モデルに解像度１km×１kmの数値地
図情報を利用し、気候変動による斜面崩壊の影響を空間的
に評価した。
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当な費用と時間が必要である。この仮定を用いて計算した
将来の斜面災害被害額を図４に示す。
洪水と同様に全国的にみると、いずれの期間、シナリオ
において適応策を講じても年期待被害額は10億円程度発生
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図3

再現期間30年の確率降雨による斜面災害確率

する。現在と将来の年期待被害額を比較すると、2050年頃

図4

将来の斜面災害被害予測（灰色は適応レベルを上げた場合）

分を算出する。年最小気圧観測日の前後一日の日最大日降

の近未来では全国平均で現在の年期待被害額から約15億

水量を1961年から2012年の52年間利用した。気圧と降水

円、2100年頃の遠未来では約25億円の年間被害額の上昇

量、気圧と潮位について、観測所毎に回帰式を算出した。

が得られている。洪水よりも被害額が小さいのは資産価値

潮位と気圧、および降水量と気圧の関係式から再現確率50

の低い山岳部で多く発生するからである。また、将来にむ

年と100年の気圧における、高潮・洪水の同時発生による

けて平均的整備率を維持した場合、数億円の年期待被害額

災害リスクを計算する。

を減少することができる。しかし、仮定した適応策によっ
ても、被害額の増加を０にすることはできない。
RCP2.6の被害が最も発生しないケースと、RCP8.5の被

再現期間50年と100年の気圧における洪水と高潮の同時
発生被害額は、83兆円と89兆円となった。高潮と洪水の同
年発生被害額は、50年確率で104兆円、100年確率119兆円

害が最も発生するケースの比較をした場合、2100年頃に全

となり、再現期間50年、100年において、同年発生被害額は、

国平均では約10億円の差が生じた。洪水と同様、緩和策に

同時発生被害額の1.25倍、1.33倍となった。一つのグリッ

よる斜面災害の便益をこの金額から知ることができる。

トセル毎に、同年発生被害額を同時発生被害額と比較した

現在、国土交通省を中心に様々な砂防事業が実施されて

場合も、ほとんどのセルで同年発生被害額が大きくなる。

いるが、その面積は膨大であり、100年以内に整備するこ

つまり、洪水と高潮が同時に発生する年期待被害額よりも、

とは不可能であるため、別の適応策オプションの検討が必

同年に両災害が生じる年期待被害額のほうが大きい。これ

要である。

は、国土交通省が洪水氾濫と、高潮災害を別々に考えて対
策していることからも理解できる。

４. 複合水災害

洪水、土砂、高潮、海岸侵食の４つの水災害の被害額マッ

上記した洪水、斜面災害の他に、国土技術政策総合研究

プを重ね合わせた複合災害被害額の全国分布図を2100年

所・沿岸海洋研究部の鈴木武氏が推算した高潮被害（鈴木、

頃のデータを用いて作成した（図５）。被害額は同年に災

2012）と東北大学災害科学国際研究所の有働恵子准教授が

害が生じた場合の被害額に相当する。ここで示す色は一画

推算した砂浜侵食被害（Udoら、2013）を併せて複合災害

素あたりの被害額（億円/km2）を示している。１級河川河

リスクを評価する。斜面崩壊と沿岸侵食による複合災害は

口域に大きい被害が集中していることがわかる。一部、１

異なる場所で生じるため、それぞれの被害額の単純和とし

級河川の都市域にも100億円/km2を超える被害額が見られ

て複合被害額に加える。洪水氾濫と高潮はしばしば同じ場

る。総じて大きい河川に沿って1億円/km2以上の被害額が

所で同時発生するため、同時発生と同年発生の洪水と高潮

認められる。上中流では、洪水氾濫よりも斜面災害の被害

の複合被害額を比較し、大きい方を採用する。一般には同

額のほうが大きく、下流に流下するに従って洪水の被害額

時発生の被害額のほうが大きいと考えられるが、再現期間

が大きくなる傾向が見られる。

が長くなるため、発生確率は低くなるので、年期待被害額

図６は将来の４水災害の年期待被害額を気候シナリオ毎

はどちらが大きいか不明である。この検討が必要である。

に示している。また、各値はGCMの平均と標準偏差で示

高潮と洪水が台風などによって同時に生じる際の気圧に

されている。現在気候に比べて、2050年頃は4000億円程度、

注目した。全国の潮位観測地点において、年最小気圧観測

2100年頃には6000億円程度の年期待被害額の増加が展望

日の前後一日の最大潮位偏差を1997年から2012年の16年

されている。これは現在の水災害対策または復旧費用が約
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図6

図5

将来の水災害被害予測

30 ～ 40%程度増加することを示している。各シナリオ・
モデルの被害額は2000億円程度の幅をもち、計算値に不確

将来の4水災害総被害額の展望
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Ni基合金の応力腐食割れメカニズム研究と
Ni基合金の改良・開発
東北大学
未来科学技術共同研究センター
教授 米 澤 利 夫

１. はじめに
筆者は、三菱重工業㈱高砂研究所およびその関連会社で

たと言えるでしょう。
INCO社では、Monelを開発した後、K-Monel、Ni-200と

35年間、その後東北大学に来て10年目になりますが、その

耐海水材料を矢継ぎ早に開発しました。1940年代初めに、

間、一貫して応力腐食割れの研究に従事し、なかでも高温

米国空軍ではジェットエンジン動・静翼用材料開発を当時

水中でのNi基合金の応力腐食割れ挙動、耐応力腐食割れ性

の合金メーカーに競合させ、INCO社が開発した、高温耐

に優れたNi基新合金開発、新熱処理開発の研究に傾注して

クリープ材料Inconel X-750、Inconel 718を採択しました。

きました。

これを契機にINCO社では、NiはFeと同じ遷移金属で、Fe

この間、開発できたNi基新合金と、新熱処理と言えば僅

よりは数百倍程高価ではありますが、Feよりも遥かに優れ

か10数件、取得できた国内特許は10数件、国際特許は国内

た耐食性、耐熱性等を有する事から、種々の元素と合金に

の半数程度しかなく、未だにNi基合金の応力腐食割れ機構

して鋼材では性質が不足するようなところに用いれば、

は分からない事ばかりというお粗末な状態です。また、他

少々高価でも十分に実用材料として使用できると判断し、

人の間違った応力腐食割れ機構仮説に従い、材料新熱処理

耐食材料としてInconel 600などに始まり、現在までに多く

を試み、見事に失敗したこともあります。しかし、これも

のNi基合金を開発してきました。これに追従して、国内で

Ni基合金特有の難しい問題があるためではないかと考えて

も材料メーカーやファブリケータで、種々のNi基合金が開

います。また、Ni基合金をステンレス鋼などと同様に考え、

発・実用化され、今日に至っています。現在までに開発さ

大きな勘違いをされている方が散見されます。

れた主なNi基合金の一覧を図１に示します 。これらNi基

それを読者に御理解頂くべく、本稿では、Ni基合金の開

合金の開発・実用化により、信頼度の高い耐海水材料、耐

発の歴史から始まり、冶金学的な特徴、最近の研究動向、

食材料、高温用材料、極低温用材料、生体材料が得られ、

筆者らが明らかに出来た点などを記してみました。何かの

高性能のジェットエンジン、ガスタービン、熱交換器、燃

ご参考になれば幸甚です。

焼器、食品衛生機器、医療機器等々が可能となりました。
Ni基合金は今や、殆どあらゆる産業分野で広く用いられて

２. Ni基合金開発の歴史

きているのは御既承の通りです。

Niを多量に含む合金としては、古くは紀元前17世紀から
12世紀に栄えたトルコのヒッタイト王国の遺跡から発掘さ

３. Ni基合金の難しさ

れた白銅（Cu-9 ～ 33%Ni-Fe-Mn合金）や、紀元前３- ２

Niは、Pt、Au、Cu、Mn、Fe等を除く殆どの元素と図２

世紀の古代ギリシャのバクトリア王国で貨幣に用いられて

に示すような共晶反応を示します（Pt、Au、Cuなどとは

いた洋白（Cu-5 ～ 30％ Ni-Zn合金）、紀元後中国で装飾

全律固溶*し、Fe、Mn等とは包晶反応**を示します）。その

用や貨幣に用いられていた白銅等が知られています。

為、Ni基合金を溶製するには鋼材のような溶製手法を取ら

Ni基合金としては、1904年に耐海水性材料として、後

ず、Si、Mn、P、Sなどの不純物が製品の残り難くする為に、

のInternational Nickel Company（INCO社）の社長となる

純度の高い金属や工場内リターンスクラップを原料とし、

K.Monellが開発した合金Monel（65%Ni-31%Cu-Fe-Mn）

真空溶解、場合によっては真空２重溶解や、３重溶解を採

が最初とされています。INCO社とは、カナダで産出され

用しています。それでも、実用のNi基合金ではSi、Ti、Al

るNi地金を売る会社で、今日までにNi地金を売らんが為に、

等々の微量の不純物元素を含んでいることが多く、溶製す

Ni基合金の開発をしてきました。白銅が耐海水性に優れて

る場合には、凝固時に種々の共晶を生成します。この生成

いることはこのMonelの開発当時、既に知られていたこと

した共晶は、ある時はNi基合金の結晶粒界に、ある時は結

から考えますと、INCO社がNiを売らんが為に、白銅を参
考にしてNiを多く含むMonelとして開発した可能性がある
と考えられます。いずれにせよNiを50％以上含むNi基合金
が開発適用された歴史は、Cu基合金やSn基合金、Fe基合
金に比べると、比較的浅く、それは溶製方法の難しさにあっ

* ：全律固溶：合金成分の濃度に係わりなく、全組成範囲
で固溶しあう合金系の事
**：冷却過程で、すでに凝固している固相と液相によって
より液相組成に近い別の固相が生成する反応
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特徴

主要成分
Ni
Ni-Cu 合金

Ni-Cr-Fe 合金

Ni-Cr-Fe/
Ni-Cr-Fe-Mo
P.H.合金

200 合金

Ni>99.0

市販高純度 Ni. 315oC以下のアルカリ環境に適する。

201 合金

Ni>99.0, C< 0.02

市販低炭素高純度 Ni. 315oC. 以上のアルカリ環境に適する。

400 合金

Ni-31Cu-2Fe (S≤0.024)

海水機器、製塩、原油精製等の機器用材に適する。

R-405 合金

Ni-31Cu-2Fe-0.04S

400合金の快削合金

K-500 合金

Ni-30Cu-2Fe-0.6Ti-2.7Al

400合金の析出硬化型. 600℃までのポンプシャフト, 羽根車、スクレーパー用材等に適する。

600 合金

Ni-15Cr-8Fe

塩化物環境下での耐食性に優れ、構造部材として適する。

601 合金

Ni-23Cr-8Fe-1.4Al

耐高温酸化性に優れ、耐酸化部材として適する。

690 合金

Ni-29Cr-9Fe

多種の水溶液環境下での耐食性に優れ構造部材として適する。

800 合金

Fe-33Ni-21Cr

耐高温酸化性に優れ、高温用機器材料として適する。

Ni-15Cr-7Fe-2.5Ti-1Nb-0.7Al

析出硬化型Ni基合金の代表。高温で高強度、高クリープ強度、高クリープ破断強度を有する。

Ni-19Cr-17Fe-3Mo-0.9Ti-0.5Al-5.1Nb

X-750 合金よりも強度が高い。高温で高強度、高クリープ強度、高クリープ破断強度を有する。

X-750 合金
718 合金
A286 合金

Ni-Mo-Fe合金

Fe-25Ni-15Cr-1.3Mo-2.1Ti-0.3Al

時効硬化型合金. 700℃までの強度特性、耐酸化性美優れる。

Ni-28Mo-5Fe-2Co

耐塩酸性に優れるが、酸化性の水溶液中では耐食性が劣る。

B-2 合金

Ni-28Mo-4Fe-2Co-Low Si, Low C

B合金の溶接後の熱影響部の耐食性を改良した合金。

B-3 合金

Ni-30Mo-2Fe-2Co-2Cr-2W-2Mn

B-2合金の製造上の問題点を改良した合金。塩化第2鉄や塩化第2銅環境下では適用不可。

Ni-17Mo-16.5Cr-4.5W-5.3Fe-0.3V

耐熱性、耐酸化性に優れ、高温強度にも優れる。塩化物中での耐食性に優れる。

Ni-16Mo-15.5Cr-5Fe-3.7W-2Co

C合金の製造性、長時間安定性を改良した合金。

Ni-16Mo-16Cr-2Fe-1.5Co

B合金の酸化性環境下での耐食性を改良した合金。

C-22 合金

Ni-21Cr-13.5Mo-4Fe-3W-2Co

C-276合金の酸化性環境下での耐食性を改良した合金。

625 合金

Ni-21.5Cr-9Mo-4Fe

高クリープ破断強度材。酸化性環境下での耐食性耐孔食性に優れる。

625LCF 合金

Ni-21.5Cr-9Mo-4Fe

625合金の低サイクル疲労特性及び冷間成形性を改良した合金。

686 合金

Ni-21Cr-16Mo-4Fe-3.7W-1.2Al

C-276合金の高Cr合金版。耐SCC、孔食、隙間腐食性に優れる。

59 合金

Ni-23Cr-15.7Mo-1Fe-0.3Al

高純度 Ni-Cr-Mo 合金。耐食性、熱安定性に優れる。

825 合金

42Ni-21.5Cr-25Fe-3Mo-2.2Cu-0.9Ti

800合金の改良版。種々の腐食環境下での耐食性に優れる。

B 合金

C 合金

Ni-Mo-Cr-Fe
Alloy

C-276 合金
C-4 合金

Ni-Cr-Mo-Fe
Alloy

G 合金

Others

Ni-22Cr-19.5Fe-6.5Mo-2Cu,Nb,Co-0.8W 酸化環境下での耐食性に優れる。還元性環境下では耐食性に劣る。

G-3 合金

Ni-22Cr-19.5Fe-7Mo-2Cu-4Co

G合金の溶接継手部曲げ特性を改良した合金。

G-30 合金

Ni-30Cr-15Fe-5Mo-2.7W-1.7Cu-4Co

G合金の湿潤リン酸環境下での耐食性を改良した合金。

Ni-16.5Mo-7Cr-4Fe

弗酸環境下での耐食性に優れる。

N 合金
230 合金
X 合金
XR 合金

Ni-22Cr-14W-4Co-2Mo-2Fe

耐酸化性、耐窒化性に優れ、高温での強度特性に優れる。

Ni-22Cr-18.5Fe-9Mo-0.6W-2Co

高温強度特性に優れ、耐高温酸化性に優れる。

Ni-Cr-Fe-Mo-2Co

高温強度特性に優れた高温ガス炉用耐高温酸化材料。

第１図 図１
主なNi基合金の種類とその特徴
(点線 : 参考材,
P.H. : 析出硬化型)
主なNi基合金の種類とその特徴(点線：参考材,
P.H.：析出硬化型)
晶粒内に残留します。共晶を如何に製品に残さないか、あ

この共晶生成の問題や、凝固偏析の問題は根深く、材料

るいは故意に残すかが、Ni基合金の物理的、金属学的、化

の製造方法を誤ると、材料特性の低下や、ばらつき等を引

学的性質を支配することになります。

き起こす原因になります。この点を良く理解せずに、この

さらに図３に示したように、Ni基高Cr合金では液相線

共晶の残る、あるいは偏析が大きく残った不均質な材料を

と固相線が接近している為に、凝固初期に低Cr相が、凝固

用いて試験をし、共晶の影響や偏析を無視して試験結果を

末期には高Cr相が晶出し、大きな凝固偏析を生じ易くなり

解析し、大きな誤った結論を出している研究成果が有名学

ます。

会誌に時折掲載されているのは驚きです。見よう見まねに

図２
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C r-Ni 2元系平衡状態図と凝固初期、末期での凝固相のCr濃度
の違い
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実験室溶製をした材料を用いて試験したり、市販材料とい

の新熱処理開発は簡単で、粒界Cr欠乏層が生成しないよう

えども、試験前の特性をよく把握せずに試験後の特性だけ

な熱処理条件を訳無く見出せました。そのようにして、期

を調べて論評すると、とんでもない誤った結論を導いてし

限内に見事対策材を作る事が出来ました。

まうことがあり、また、その論文の査読者もその誤りに気
が付かないことが時々あるから驚きです。

しかし、その後実施された実証試験で、この対策材の改
善効果は余り期待できない事が判明し、今度は、期限を限
らず、加速試験ではなく、高温純水中で長時間かけて、さ

4. N i基合金の応力腐食割れ機構と耐応力腐食割れ性に

らに広汎な応力腐食試験が行われる事になりました。その

優れたNi基合金の開発

長時間の広汎な応力腐食割れ試験の甲斐があって、耐応力

Ni基合金は、化学組成と熱処理条件だけでなく、凝固方

腐食割れ性に優れたNi基合金の熱処理条件を見出すことに

法、凝固後の均質化焼鈍の有無、熱間加工方法、中間焼鈍

成功しました。それでも粒界応力腐食割れ機構は依然とし

条件、冷間加工方法等により金属組織が大きく異なる事か

て良く分かりません。ただ、粒界応力腐食割れを起こし難

ら、機械的性質、耐高温特性、耐食性等々の性質が大きく

いNi基合金の金属組織だけは、特定できました。すなわち、

異なってきます。

図４に示しますように、結晶粒界にM23C6 と言う微細なCr

筆者も、Ni基合金の研究を始めて10年も経っていなかっ

炭化物が半連続状に、且つ隣り合う母相に交互に整合析出

た頃、高温純水中でNi基合金の粒界応力腐食割れのトラブ

をする（整合Type B析出と称しています。片方の母相に

ルが発生し、半年以内に対策材を開発せよとの命を受けま

のみ整合析出場合を整合Type Aと称しています）という

した。職場では、高温純水中でのNi基合金の粒界応力腐食

ものです 。

割れ機構について大論争が起こりました。筆者はNi基合金

その特定できた金属組織を得さえすれば、他の異なった

とステンレス鋼とでは、粒界応力腐食割れ機構は大きく異

化学組成のNi基合金でも耐粒界腐食割れ性に優れている事

なるのではないかと常々感じておりましたが、その論理的

が分かり、約25年前に、新たなNi基新合金TT Alloy 690

な説明が出来ませんでした。これに対して、ステンレス鋼

を開発する事が出来、多くの機器・部品に適用され、今も

もNi基合金も粒界応力腐食割れは鋭敏化（粒界Cr欠乏層

世界中で、健全に使われています。

の生成）によるものだとする説を唱える人達は、素人にも
分かり易く粒界応力腐食割れ機構を述べ、NaOH溶液を用

5. プロアクティブな応力腐食割れ評価と現実的な評価

いた加速試験で耐応力腐食割れ性は評価できるなどと、素

上記のようにして苦労して開発したNi基合金の新熱処理

人である設計部長や研究所長を味方にして、筆者に論争を

は、国内特許も取得して実機に適用を始めてみると、競合

挑みました。筆者の科学的説明は稚拙であっても、経験か

他社でも、発想や、攻め方は異なっていましたが同じよう

らして鋭敏化が応力腐食割れの原因ではない、応力腐食割

な新熱処理条件を開発しており、実に数カ月の差で、筆者

れ特性は環境が全く異なる加速試験で評価すべきでないと

たちの特許が取得できたという有様でした。

頑張りましたが、周囲からは受け入れられず、挙句の果て

またこの整合Type B 析出を目指して開発されたNi基新

は、「貴方一人が強情を張るのであれば、貴方を本社管理

合金TT Alloy 690は世界中で多くの機器・部品に適用され

部へ転勤させる。」と所長から圧力をかけられ、渋々鋭敏

ていますが、最近になって、プロアクティブ（事故が起こっ

化説を受け入れました。鋭敏化が当該Ni基合金の粒界応力

てから対処するのはリアクティブですが、事故が起こる前

腐食割れ機構であると決めつけてしまえば、当該Ni基合金

に対処するのがプロアクティブです。）に応力腐食割れ事

図4 耐粒界応力腐食割れ性に優れたNi基合金の粒界析出相（整合析出Type B）とType A
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図5

Scheilの凝固シミュレーションによる690合金の凝固相

象の可能性を評価するとの観点から、「実験室溶解材や、

良い研究成果が出た。と喜ぶ前に、その成果、評価は正

極めて小さなインゴットから製造した市販材を用いて、26

しいと言えるのか否かを、少し辛口の第三者の研究者に批

～ 40％の冷間圧延と言う極めて厳しい冷間加工を施すと、

判してもらうと言う癖を付けるのが大切です。その意味で

応力腐食割れき裂進展特性は以前から用いていたNi基合金

その分野の専門家が集う国際会議で議論をすることが必要

Alloy 600の５分の１から10分の１程度と、思いのほか、

ですが、それだけでも不十分で、少し専門の違う学識経験

TT Alloy 690の応力腐食割れき裂進展速度は早い」との報

者の批判を受けることが必要と筆者は常々考えており、そ

告がなされ、大きな反響を呼びました。今も世界の主な研

う心がけてきたつもりです。人の考え、人の論理には、誤

究者がこの真偽のほどを確認中ですが、筆者達の最近の研

りや、抜けや、思い込みが含まれていることが多いと考え

究成果によれば、図５に示しますように、TT Alloy 690で

られるからです。

も最終凝固過程でM23C6 炭化物が晶出する事が分かってお
り、熱間加工方法等溶製 ・加工方法が適切でないと製品ま

著者略歴
よねざわ

としお

で晶出したM23C6 炭化物が残ってしまい、耐食性に悪影響

米澤

を及ぼす事が分かっています。この晶出したM23C6 炭化物

昭和43年３月

利夫

が残ってしまうと高度の冷間加工を施した際には応力腐食
割れき裂進展速度が大きくなることも分かりました。すな

早稲田大学理工学部金属工学科
卒業

昭和45年３月

わち、実験室溶解材や、極めて小さなインゴットから製造

早稲田大学大学院理工学研究科
修士課程修了

した市販材を用い、きちんとした溶製がなされていない材

昭和45年４月

三菱重工業株式会社入社

料について、実機では存在し得ない極めて高い冷間圧延を

昭和63年４月

同上

した事により、大きな応力腐食割れき裂進展速度データと

技術本部高砂研究所材料・

強度研究室長

なってしまったと考えられます。プロアクティブに応力腐

平成８年４月

同上

技術本部 高砂研究所主管

食割れ事象の可能性を評価することは極めて大事ではあり

平成12年３月

同上

技術本部 高砂研究所退職

ますが、現実とはかけ離れた材料を用い、現実にはあり得

平成12年４月

高菱エンジニアリング㈱入社

ない冷間加工条件を付与して応力腐食割れき裂進展速度を

平成17年３月

高菱エンジニアリング㈱退職

評価するのは、プロアクティブな評価とはなりませんし、

平成17年４月	東北大学大学院工学研究科附属エネルギー

その試験結果から応力腐食割れの機構を論じても意味のな

安全科学国際研究センター非常勤講師（客

いことと考えられます。

員教授）
平成21年４月	東北大学大学院工学研究科附属エネルギー
安全科学国際研究センター 寄附研究部門

６. おわりに
最近、実験データの改ざんや、捏造が社会問題になって
います。しかし、普段から実験に真剣に取り組み、真面目

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

に研究を推進していても、基礎知識の不足や、試験に用い

教授

た材料を予め正しく評価しなかったこと等から、実験デー

現在に至る

タの改ざんや、捏造は無くても、誤った評価をしたり、誤っ
た結論を出してしまっている研究が散見されます。
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小さな機械が実現する高機能・
多機能な医療機器、ヘルスケア機器
東北大学大学院
医工学研究科
教授 芳 賀

１. はじめに

洋

一

１つの孔を用いて複数の器具を挿入する単孔式手術（Single

スマートフォンや身に着けて用いるウェアラブル機器な

Port Surgery）が行われている。軟性内視鏡では、鼻の穴

ど様々な機器が小さくかつ高機能になっているが、この実

から挿入する径の細い経鼻内視鏡や、軟性内視鏡と内視鏡

現には集積回路技術、マイクロマシニング技術、MEMS（微

ツールを用いて胃壁や子宮壁に一時的に穴を開け通り抜け

小電気機械システム）技術など様々な微細加工技術が用い

出て腹腔内の臓器治療を行うNOTES（Natural Orifice

られている。

Transluminal Endoscopic Surgery）なども試みられている。

内視鏡やカテーテルなど人体内での検査、治療に用いる

新たな手術手技に用いる内視鏡やカテーテルは、より細

低侵襲医療機器、皮膚に貼り付けて用いるタイプのウェア

く小さく、かつ精度良く安全かつ確実に検査と治療が行え

ラブルヘルスケア（健康管理）機器に集積回路技術が用い

ることと、新たな検査、治療の機能が求められている。

られる場合はあるものの、小さな機械要素を半導体プロセ

このような要求と課題を工学技術により解決する試みが

スなどを応用して一括作製するMEMS技術は本格的には用

いくつかなされており、例えば硬性鏡の操作をロボット化

いられていない。MEMS技術を含めた新たな微細加工技術

したロボット外科手術、飲み込むことで体内の映像をワイ

を積極的に利用することで，今までにない高機能・多機能

ヤレスで体外に送信するカプセル内視鏡がある。ロボット

な医療機器、ヘルスケア機器が実現できる。

外科手術は体内に挿入する鉗子などのツールを体外の電動

低侵襲検査・治療をより安全確実に、また細胞レベル、

モータでワイヤーを用い牽引し動かすシステムであるが、軟

さらには分子レベルで精密に行えるようにすること、更に、

性内視鏡やカテーテルのようなシャフトが柔軟に曲がる医

高いニーズがありながら現状のウェアラブル機器では提供

療機器にそのまま用いることは難しく、システムが大がか

できていない測定項目を可能にすることなどを目指して、

りになる欠点もある。カプセル内視鏡は小腸など従来の内

作製プロセスに関する基礎研究から、実用化を目指した取

視鏡が到達しにくい場所を患者の負担なく観察するのに役

り組みまで幅広く行っている。

立つが、体内におけるカプセルの移動や位置合わせの制御
がほとんどできないため、治療には適さない。また、この

２. 低侵襲医療機器

ようなカプセル形状のワイヤレスシステムを消化管以外、例

低侵襲医療とは、体を大きく切開せずに内視鏡や、医療

えば血管内で用いるには、安全に回収または体内で代謝・分

用チューブであるカテーテル、長い金属針などを体内に挿

解される必要があり、位置制御、小型化に伴うバッテリー

入し、従来の手術に匹敵する検査や治療を行うもので、患

の寿命低下やエネルギー供給の問題も解決する必要がある。

者の身体的、精神的負担を減らせるほか、入院期間を短く

このような課題の解決に、フォトファブリケーションな

し医療費の削減にも役立つ。内視鏡は、軟性内視鏡と呼ば

どの半導体プロセスを用いる微細加工技術と新しい材料技

れる主に口や肛門などの自然開口から挿入し胃や腸など消
化管のがんやポリープの除去に用いられる、シャフトが柔
らかく屈曲可能な内視鏡と、硬性鏡と呼ばれる胆嚢摘出な
どの腹腔鏡手術や脳腫瘍摘出手術に用いられる皮膚や骨に
開けた穴から挿入される棒状でシャフトが硬く曲がらない
内視鏡がある。カテーテルは一般に外径数百μm ～数mm程
度のポリマー製チューブであり血管内などに挿入され、例
えば血管内治療として血管内狭窄部を内側から広げること
や脳動脈瘤内に内側から詰め物をして破裂を未然に防ぐこ
と、電極付きカテーテルによる心腔内からの心筋の高周波
焼灼（アブレーション）による不整脈治療などが行われる。
近年、腹腔鏡治療などにおいて、従来は皮膚に複数の孔
を開けてそれぞれに器具を挿入していたのに対し、共通の

図1 従
 来の機械加工・組立(左)とフォトファブリケーションによる
一括作製(右)
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術が役立つ。MEMS技術は図１に示すようにウェハレベル
で複雑な機械要素を一括に作製可能で量産性に優れた技術
であり、血液や体液を介した感染を防ぐための使い捨て
（ディスポーザブル）化にも役立つ。
医療用途を目指した各種マイクロ力センサや触覚セン
サ、圧力センサが試作開発されているが、我々は光ファイ
バー先端に外力によってたわむ膜（ダイヤフラム）を取り
付け、外力によるそのたわみ量を光学的に読み取ることで、
図２に示すような直径125μmの極細径光ファイバー圧力
センサを開発した１）。MEMS技術により作製された厚さ0.7
μmの薄いシリコン酸化膜ダイヤフラムが直径125μmの光

図３

血管内前方視超音波内視鏡（外径2.5mm）

ファイバー端面に形成されており、圧力によるダイヤフラ

先端に超音波プローブを搭載したものや、カテーテルに搭

ムのたわみを白色光の干渉スペクトル変化を用いて検出す

載され血管内で用いる血管内超音波内視鏡が市販され臨床

る。髪の毛程度に細いので、従来のセンサでは挿入不可能

に用いられている。カテーテル進行方向の血管壁と狭窄部

な病的に狭くなった血管内狭窄部や末梢の細い血管などに

位を３次元超音波イメージングにより立体的に可視化し、

容易に挿入でき、精密な血圧計測を行うことができる。セ

血管内治療を安全かつ確実に行うことを目指し、図３に示

ンサ部構造体はMEMSプロセスを用いてシリコン基板上に

すようなカテーテル先端に搭載する前方視超音波プローブ

多数のダイヤフラム構造を一括で作製し、その後、反応性

を開発している３）。小さな振動子でも強い超音波強度と高

イオンエッチング（RIE）で貫通エッチングを行い、ダイ

感度を実現するためPZT（チタン酸ジルコン酸鉛）よりも

ヤフラムを持った多数の円柱形状パーツを一括作製する。

圧電特性に優れるが微細加工が難しい圧電単結晶の

この円柱パーツをガラスキャピラリ内で光ファイバー端面

PMN-PTを超音波振動子として用い微細加工したもので、

に金属層を介して接合した後、円柱のシリコン部のみを選

これをカテーテル端面上に円周状に24個並べ、それぞれが

択的にエッチング除去し、センサが完成する。センサ部が

超音波の送信と受信を行う。また、超音波トランスデュー

小さいので１回のプロセスで１枚のシリコンウェハーから

サとしてPZTやPMN-PTのような機能性材料を使わずに静

数十万個という膨大な数のダイヤフラム構造体を得ること

電駆動により超音波トランスデューサとなるCMUTs（静電

ができる。

駆動型超音波トランスデューサ）について、血管内超音波内

このセンサを搭載した各種医療機器について臨床応用へ

視鏡と後述のヘルスケアへの応用を目指し、陽極接合可能

向けて複数種の実装と評価を同時進行で進めており、血管

なLTCC（Low Temperature Co-fired Ceramics）と呼ばれ

内狭窄部前後の血圧の違いから血管内治療の判断に重要な

る貫通配線を有したセラミック基板を用いて試作し動作を

狭窄度評価を行うことや、胸腹部の心血管手術に伴う虚血

確認している４）。

から臓器を守る臓器灌流カテーテルへの圧センサの搭

一般に、胃カメラなど消化管検査などに用いられる軟性

載２）、心不全治療用カテーテルへの実装と評価などを、東

内視鏡の屈曲や組織をつかむ鉗子の動作、更にはロボット

北大学において基礎研究から橋渡しを行い臨床研究・治験

外科手術で用いられる内視鏡手術ツールには、体外からの

への開発支援を行う東北大学病院臨床研究推進センター

ワイヤー牽引による駆動が用いられるが、ツールを細く小

（CRIETO）の助力を受けながら進めている。

さくする程シャフトが変形しやすくなるため先端の精密な

超音波検査法は体内組織からの超音波反射エコーを利用

動作ができなくなる。特に曲がりくねった先では自在な操

して体内の構造を可視化する方法で、超音波プローブを小

作ができない。低侵襲医療ツールにマイクロアクチュエー

さくすることで体内に持ち込むことが可能になり、体外か

タ（運動素子）を組み込むことで、細く柔らかい機器の先

ら観察するよりも精密な画像を得ることができる。内視鏡

で精密な動作が可能になる。ワイヤーに代わる医療用マイ
クロアクチュエータとして、比較的大きな変位と力が出せ
る形状記憶合金（SMA）、ポリマーアクチュエータなどが
提案されている。例えばSMAをカテーテルや内視鏡など
医療ツールの先端部に搭載することで、図４のように屈曲、
ねじれ回転や伸縮など様々な動きを実現できる５）。具体的
な用途として例えば、腸の通過障害である腸閉塞において、
腸内容を吸引して減圧治療を行うポリマーチューブ先端に
屈曲機構を搭載し、病変部に容易に到達できるようにした
屈曲チューブなどがある６）。SMAを用いて多方向に屈曲で
きる能動屈曲機構先端にCCDやCMOSなどの電子イメー

図２

極細径光ファイバー圧力センサ (外径125μm)
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式に比べ屈曲機構を低コスト化できるので使用後に洗浄滅
菌して他の人に繰り返し使用される従来の軟性内視鏡と違
い、使い捨て化が可能になると期待される７） 。チューブ
の途中にスイッチング回路を分布させることで配線数を増
やさずに多関節化や多機能化もできる８） 。
体外から生理食塩水などの液体を送って体積を変化させ
ることで動作する液圧アクチュエータは、形状記憶合金の
ような多方向屈曲や多関節のような複雑で自由度の高い動
きはできないが、漏電や温度上昇の対策を必要とせず安全

図５ 液圧駆動径可変フード（先端の外径が９～ 14mmに可変）
⒜ 内視鏡先端へ装着した径可変フード
⒝ 径可変フード：３枚羽根（左），２枚羽根（右）

性の確保が容易で、医療機器として製造販売する際の許認
可上も有利である。１方向に屈曲動作する液圧アクチュエー

に円筒形状をしており、半導体微細加工技術など平面基板

の試作開発を行っ

をベースに発展してきたMEMS技術がそのまま適応できな

ている。また、図５のような、消化管内で用いる内視鏡の

い場合が多い。一方、カテーテルや内視鏡の多くは薬剤な

先端に装着する円筒状のフードに液圧アクチュエータを用

どの注入、ガイドワイヤーなどさらに細い医療ツール挿入

いて開口径を可変できるようにした径可変フードを開発し

のために貫通穴が必要なことから、パーツを貫通穴の内腔

ている10）。これは、がん化した胃粘膜層を内視鏡と電気メ

に配置して貫通穴の機能をなくすことは望ましくない。

タを利用した内視鏡やガイドワイヤー

９）

スを用いて切除して治療する内視鏡手術の際に、切開を加

非平面へMEMSプロセスを適用し、直径２mm ～３mm

えた病変部粘膜の下へ内視鏡先端を潜り込みやすくするこ

のガラスチューブ上にレーザー照射を利用したマスクレス

とと、潜り込み後の鉗子や電気メスを用いた治療の際に積

フォトリソグラフィーを行い、金属ソレノイドコイルパ

極的に粘膜を持ち上げて視野と術野を広く確保するもので、

ターンや絶縁層を介した多層金属パターンを試作した11）。

内視鏡シャフト側面に装着したチューブ（図５⒜）を介し

これを用いて外径２mmのMRI（磁気共鳴イメージング）

て体外のシリンジから生理食塩水を出し入れして開閉を行

受信コイルをカテーテル先端付近に搭載した体腔内MRIプ

う。現在、東北大学の内視鏡医と連携しながら試作と有効

ローブ開発の例を図６に示す12）。従来のMRIでは体外の励

性の評価を行い、早期の実用化を目指している。先端の羽

起コイルにより組織から発生する核磁気共鳴（NMR）信

根形状を長くし、誤って誤飲した魚の骨や部分入れ歯など

号を体外の受信コイルによって受信し像が形成されるが、

の異物を内視鏡を用いて取り出す際に、異物の尖った部分

小型受信コイルをたとえば血管や膵管内に挿入し、撮像対

で食道粘膜を傷つけないように安全に取り出すための径可

象の近くで受信することで信号雑音比が向上し図６⒝のよ

変フードも開発している。これらの試作と評価には３Dプ

うに高画質のイメージングができる。これにより動脈硬化

リンタを積極的に利用し開発期間の短縮を行っている。

や動脈瘤、がんなどの病変を、より精密に観察、診断でき

体内に挿入または留置する医療機器の多くは針の内腔や

ると期待される。コイルはポリイミドチューブ表面の円筒

内視鏡の鉗子口を通して体内に挿入されることから、一般

面上へフォトレジストのパターニングと、レジストを型に
した銅の電解めっきを用いて作製される。更に絶縁層を形
成し同様の配線形成プロセスを繰り返すことでコイルを多
層化でき性能を向上できる（図６⒞）。 NMR信号の受信と
体外への伝送を効率よく行うためにコイル近くに回路を搭
載するが、体内挿入に伴いコイル周辺の組織によって回路
の受信周波数、インピーダンス最適値からずれてしまうの
に対応するため、外部からの電圧により容量を可変できる
集積回路を、カテーテルに搭載できるよう小型に設計、試
作し用いる13）。
3. ウェアラブルヘルスケア（健康管理）機器
健康への社会的関心の高まりに伴い、健康管理機器、特
に身に付けて用いるウェアラブルヘルスケア機器への期待
が高まっている。様々なウェアラブル機器の開発が行われ
ているものの、その測定項目は加速度などの物理量や心電

図４

 状記憶合金（SMA）
形
を用いた多方向能動屈曲電子内視鏡（外径
3.9mm）
⒜ 形状記憶合金を用いた能動機構の構成図
⒝ 能動屈曲電子内視鏡を腸モデル内に挿入した様子
⒞ 先端に搭載した電子イメージャーから腸モデルを撮像した様子

図や心拍など電気生理学的計測や光を用いた計測がほとん
どであり、今後のウェアラブル機器には、より多くの測定
項目や精度の高い測定が求められる。
今までウェアラブルデバイスに用いられることがほとん
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⒜ MRIプローブ（外径２mmの１層サドルコイル）

図７

⒝ 摘出血管（右）と撮像結果（左）
（ブタ鎖骨下動脈）

超音波血管径計測を利用したウェアラブル血圧センサシート

乳酸や血糖、ストレス物質など生体成分を採血せずモニ
タリングすることを目指して、皮膚に微小な針を浅く刺入
し、微小循環により皮下組織液を体外に採取し、これに含
まれる生体成分を計測する装置を開発している。図８は直
径約200μmの細径金属針の外壁にポリイミド層による微
小流路を形成したもので、流路上のフタのうち皮下に位置
する部分に貫通穴を設け流路に灌流液を循環させ貫通穴を
通して皮下組織液を体外に採取する15）。作製は電着、レー
ザーアブレーション、電解めっきによる犠牲層作製などを
用いて行う。マウスの皮下に刺入、留置し、血中の乳酸濃
度と採取した皮下組織液中の乳酸濃度、更に血中と皮下組

⒞ 多層コイル

織液中のグルコース濃度について良い相関が確認できてい

図６ 体腔内MRIプローブ

る。乳酸の計測は運動強度の定量化などに、グルコース計

どなかった超音波を用いた測定や、ごくわずかな侵襲で生
体成分を精度良く分析することなど、新たな手段や測定項

測は糖尿病管理に役立つ。
実使用の際は円皮針と呼ばれる持続的に経穴刺激を行う
ために開発された長さ１mm以下の金属針が１本付いた

目の提供を試みている。
前述の前方視血管内超音波内視鏡の作製技術を応用し、
超音波トランスデューサ素子が２次元アレイ状に並んだ

パッチを皮膚に貼付する構成にならって、パッチ上にマイ
クロポンプとセンサおよび通信機能を組み合わせ、採血に

シート形状のウェアラブル血圧センサを開発した 。一般

頼らないウェアラブルな生体成分モニタシステムを目指し

に血圧を測る際は腕や手首などにマンシェットを巻き付け

ている。マイクロポンプとして電気分解を利用した直径

14）

て圧迫するカフ圧迫法が用いられるが、使用者に計測を意
識させてしまう。カフ圧迫を用いずに皮膚上に置いた超音
波トランスデューサからパルス波を出し皮下の血管の前壁
と後壁の反射エコーを利用し、その遅れ時間を計測するこ
とで、血管壁を一定の硬さを持つ管として血管径の変化か
ら血圧を推定するシステムを開発している。素子を２次元
アレイ状に配置し、ちょうど血管の上に位置し血管径の変
化がみられる素子からの信号のみを利用することで皮膚上
の超音波トランスデューサ素子と皮下の血管の位置合わせ
の難しさを解決する。図７に装置構成と結果を示すが、手
首近くの橈骨動脈において血管内圧の変化を反映した波形
が得られている。実使用の際は装着時に従来のカフ圧迫法
による血圧測定により校正を行う。微細加工技術を用いる
ことで薄く軽い超音波トランスデューサアレイシートが実
現できる。
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生体成分計測用微小流路を形成した金属針
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確認と医療機器としての許認可など、独特の状況や要求が
伴う、また、安全性の確保や許認可に費用と時間がかかる
リスクが参入の障壁となっている。
一方で、微細加工技術が提供できる高い信頼性、高機能
性は今後の医療に不可欠であり、様々な障害はあるものの、
微細加工技術分野における今後の技術的進歩と、患者と医
療従事者の要望に支えられて、今後一層、新たな医療機器
の開発が行われていくと期待される。その先には、かつて
のSF映画「ミクロの決死圏」のように、まるで医師と治
図９

収束超音波によるウェアラブル経穴（ツボ）刺激装置

20mm程度の円盤型のマイクロポンプを開発し本用途の目
16）

標仕様を満たすことを確認している 。
前述の金属針および円皮針の本来の用途は鍼として経穴
（ツボ）に刺入して物理的刺激により痛みの軽減や血行の
改善に用いるものであるが、これに代えて皮膚に貼り付け
たデバイスから出す超音波を用いて皮下の経穴を刺激する
装置を開発し（図９）
、従来の鍼刺激と同等の、前腕にお
ける血流改善効果を確認した。皮膚や皮下組織を傷つけず
に経穴を刺激できるので感染や痛みがなく、ウェアラブル
化により日常生活をしながら継続的に、またはユーザーが
必要に応じて経穴刺激を行うことができる今までにない治
療機器が実現できる。
これらウェアラブルヘルスケア機器は時間や場所の制限
のない生体情報モニタリングの利点を活かして、今後、携
帯電話やスマートフォンなどを経由してネットワーク上で
データの蓄積や分析を行い、ビッグデータとしてユーザー
や医療従事者への有用な情報提供とフィードバックができ
るようになると期待される。
4.

おわりに

筆者は、東北大学医学部を卒業し病院勤務を経て工学の
道に入り、現在は広く人の役に立つ医療機器、ヘルスケア
機器開発を目指し研究開発を行っているが、いつかはユー
ザーとして自ら開発した医療機器を用いて実際の効果を確
かめたいとも願っている。東北大学は、医学と工学のつな
がりが強く、実際に臨床現場で困っている課題、ニーズに
数多く触れる機会を得ることができ、一方で課題解決のた
めのシーズとして青葉山キャンパスや西澤記念センターの
充実した微細加工の共用設備と開発環境が利用でき、実際
に役立つ医療機器の開発を行うのに大変恵まれた環境であ

療機械が小さくなって体内で作業をするかのようなリアル
なインターフェースを術者に提供することや、人間の感覚
や思考を更に拡張・支援する埋入機器やウェアラブル機器
の実現などが期待される。
【文献】
１）T. Katsumata ほか, Trans. IEE of Japan, 120-E（2000）
, 58.
２）橘 侑子ほか, 電気学会論文誌E, 135（2015）
（in press）
.
３）陳 俊傑 ほか, 生体医工学, 43（2005）
, 553.
４）広島美咲ほか, 電気学会論文誌E, 134（2014）
, 333.
５）芳賀洋一 ほか, 電気学会論文誌E, 120（2000）, p. 515.
６）水島昌徳

ほか, 日本コンピュータ外科学会誌, （2004）
5
, 23.
７）牧志 渉 ほか, 電気学会論文誌E, 131（2011）, 102.
８）K. Park ほか, J. Microelectromech. Syst., 8（1999）
, 349.
９）M. Matsuoほか，The 17th International Conference on SolidState Sensors, Actuators and Microsystems（Transducers’
2013）& Eurosensors XXVII（2013）
10）M.
 Matsuo ほか, Proceedings of the International Conference
on BioSensors, BioElectronics, BioMedical Devices,
BioMEMS/NEMS and Applications 2014 & The 5th
Symposium on Green Microsystem Technology（2014）, 21.
11）S. Goto ほか, Proc. Sens. Symp. Sens. Micromachines
Appl. Syst.（2005）, 112.
12）五島彰二 ほか, 電気学会論文誌E, 128（2008）
, 389.
13）M.
 Nakazonoほか, Proceedings of the International
Conference on BioSensors, BioElectronics, BioMedical
Devices, BioMEMS/NEMS and Applications 2014 &
The 5th Symposium on Green Microsystem Technology
（2014）
, 46.
14）鈴木大地 ほか, 第51回日本生体医工学会大会（2012）.
15）N.
 Tsuruoka ほか, Tech. Digest MEMS 2012（2012）, 941.
16）鶴岡典子ほか,

電気学会論文誌E, 135（2014）
（in press）
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ロボット は自動生産の夢を見る！
東北大学大学院
情報科学研究科
教授 橋 本

浩

一

るかもしれません。

１. ロボットはプログラムで動く
「ロボット」という単語にどのようなイメージをお持ち
ですか？

使えないカタブツ？

労働者？

いろいろなことができそうな機械？

単純作業を勤勉にこなす
意思を

持って自律的に動くアンドロイド？

３. ビジュアルサーボ
制御工学の分野では、外乱に強いシステムを作るために
はフィードバックが必要だと教わります。カメラ画像を

コンピュータで制御される機械（データ収集ソフトウェ

フィードバックしてロボットを動かすことにより、認識能

アなどを含む）のことを広義のロボットと呼びます。クラ

力とロバスト性を高めることができるのではないかと考え

ウドサービス、検索サービス、エアコン、炊飯器、コピー

ました。

機やプリンタなどもロボットです。ルンバは掃除ロボット、

サーボ系とは、目標値追従型制御系のことです。変化す

アシモは歩行ロボット、ビッグドッグは軍事ロボットです。

る目標値に遅れなく追従するフィードバック制御系を意味

他にも、介護ロボット、パワースーツやドローン（無人航

します。ビジュアルサーボとは、追従目標値を画像で定義

空機や無人ヘリコプタ）など、ロボットにもいろいろあり

する画像フィードバックシステムです。

ます。この記事では、狭い意味でのロボットを対象としま

倒立振子は学生実験によく使われる題材で、台車に加え

す。「産業用ロボット」と呼ばれる、工場で使われている

る力 f を調整して、振り子の角度θをゼロに保ちつつ台車

種類です。これに限定すると、逆に、融通の利かない、ひ

の位置を目標値に近づけるものです。倒立振子の運動モデ

とつの作業を繰り返すことしかできない、作業教示がたい

ルは、台車の位置、台車の速度、振り子の角度、振り子の

へ ん な、 と い う 限 定 的 な 印 象 に な り ま す。 プ ロ グ ラ ム

角速度の４次１階の微分方程式で表現されます。

（ティーチング）されたとおりにプレイバックする産業機
械です。
私の研究テーマのひとつは、「たくさんの作業を手間の
かからない教示で行うための産業用ロボットを作ること」

この系の制御方法はいろいろなところで解説されていま
すので、そちらに譲ります[1]。さて、これをビジュアルサー
ボしようとします。
センサはカメラを用います。台車の位置や振り子の角度

です。そのために必要な技術は、ティーチングを簡便にす

を測るセンサは用いません。カメラ画像から台車位置や振

ること、環境に多少の変化があってもロバストに作業でき

子角度を計算して微分方程式モデルを用いることもできま

ること、ある作業を人からロボットに置き換えることが楽

す。しかし、それでは位置センサ・角度センサをカメラに

にできること、にまとめられると考えています。

置き換えただけなのでパラメータの変化（カメラ位置、台

２. デジタルカメラとコンピュータ制御
「ロボットが自律的に動くためには視覚機能が必須であ
る」と、昔から主張してきました。自律的とは何かは哲学
的な問題ですが、「あまりプログラマの手を煩わせずに」
程度に考えてください。視覚機能は、デジタルカメラとコ
ンピュータを用いて人の目に近い認識をする機能です。環
境の変化や複数の作業に対応するためには、目に相当する
機能が必要であることは直感的には明らかですが、これま
であまり用いられていませんでした。認識能力が低いこと、
遅いこと、照明によって結果が変動すること、などが原因
です。また、Siriやgoogle音声検索のようにクラウド上の
情報を容易に取得できるようになりました。製品のCAD
情報や組み立て情報などがネットワーク越しに自由に利用
できるようになれば、ロボットによる自動生産が実現でき
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車の質量、振り子の長さ、摩擦の大きさ、、、）などに対し

の推定を行い、推定されたパラメータを用いて入力画像を

てロバストになりません。一方で、画像だけを用いて物理

変換し、検査箇所周辺の入力画像とテンプレート画像間の

パラメータをあまり用いない方法もあります。倒立振子系

相関を計算することで良／不良を判定します。図３に手持

が正立している「写真」を目標値にして、現在の写真と比

ち画像とテンプレートの対応づけ、図４はチェックポイン

較して、台車にどのような力を加えるかをモデル化します。

トの検出例です。

カメラ画像フィードバックを実現するためには、以下の
条件が必要です。
a. カメラフレームレートは対象のダイナミクスより相当
速い
b. 目標状態を精度よく達成するためには、カメラ解像度
は十分に高い
c. どの状態になればどう力を加えるかというモデルが必
要である
画 像 処 理 技 術 も デ ジ タ ル カ メ ラ も 進 化 し て い ま す。
iphone6 は240 fpsでビデオ撮影できますし、顔認識もらく
らくです。解像度やスピードの問題はすぐに解決されるで
しょう。また、モデルはそもそもフィードバック制御器を
設計するときに考えなければいけませんし、実は、それほ
ど正確性は要求されません。逆に、とても緩い条件で画像

図２

偏差をゼロにすることができます。台車質量が変わっても、

検査用手持ちカメラ

振り子の慣性モーメントが変わっても、作業完成写真さえ
撮れれば、フィードバック制御が実現できます。ビジュア
ルサーボに関する技術的解説は講座［２］をご覧ください。
４. ビジュアルサーボの生産現場への応用
ビジュアルサーボを用いることにより、手ごろな価格で
ちゃんと仕事ができる（Affordable with Integrity）、機敏
で巧妙（Agile and Ingenious）、どこでも誰でも利用可能
（Adaptive and Intuitive）なロボットを開発したいと考え
ています。生産現場に導入可能な実用性・実現性の高いロ
ボットを指向しつつ、学術的にも高い価値を有する汎用性
の高いロボットの研究開発を目指しています。汎用ハンド
を用いて多様な組み立て作業を実施するためにはビジョン

図２

手持ちカメラによる検査の様子

が必須です。以下、AIロボティクスプロジェクト（小菅、
橋本［３］）において開発したシステムの例をいくつか紹
介します。
５. 製品検査のための画像処理
生産現場における組立製造品の目視検査を自動化するた
めのシステムを開発しました（図２）。
正しく組み付けられた製品の写真をあらかじめテンプ
レートとして登録しておき、検査対象の製品を手持ちカメ
ラ（図３）で撮影して組付けの良・不良を判別します。こ
れによって
a. すべての製品に対して検査工程の記録が残る
b. ぶれのない判定基準で検査ができる
c. 見逃しに対する心理的不安が解消できる
などが期待できます。
具体的には、SURF［４］によってテンプレート画像と
の間で特徴点の対応付けを行った後に、Homography行列

図３

SURF により対応付けされた特徴点
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図４

チェックポイントの検出

６. 自動検査のためのビジュアルサーボ
カメラによる製品検査では、どの位置・角度から製品を
撮影するかが検査の正誤率を左右します。この問題を解決
するために、検査用のカメラをロボットアームに取り付け、

図７

システム外観．

適切な位置・姿勢に検査用カメラを誘導するビジュアル
サーボ技術を開発しました（図５）。製品のCG画像と環境

には、与えられたCADモデルに基づいて対象の位置・姿

に設置したカメラから得られる画像を利用してビジュアル

勢を推定し、その部品のアピアランスをCADに基づいて

サーボを行うことで、オクルージョンや局所的に最適な位

CG生成し、ハンドにマウントされたカメラからの画像と

置姿勢を回避することを目的としています［４］。具体的

比較します。
システム構成の一例を図５に示します。環境カメラの画
像とCADモデルを比較すれば、対象の位置・姿勢が推定
できます。図６は姿勢推定のロバスト性を示しています。
部分的な遮蔽に対してもロバストで、環境カメラで推定さ
れた姿勢精度はそれほど高くありませんが、ロボットハン
ドに搭載された検査カメラでビジュアルサーボを行うこと
により確度の高い目視検査が可能となります。
７. 位相シフト法によるばら積みボルトの認識とビンピッ
キング
バラ積み部品からパーツ供給を行うビンピッキングロ
ボットを開発しました［５］。多品種変量生産時代の生産に
効率的に対応するためには、ソフトウェア変更とハンド交

図５

環境カメラとハンドアイカメラ

換のみで組み立てロボットに部品を給材するビンピッキン
グが必要であると考えます。一例として、金属光沢を有す
る直径５mmのばら積みボルトをピッキングするロボットを
紹介します。位相シフト法を利用して三次元計測を行い、
撮影された画像と三次元点群を利用して高精度かつ高速な
認識・推定が可能です。推定されたボルトの位置姿勢から
把持ポイントを計算してピッキングを行います（図７）。
この作業はこまかな
粒度の部品を精密にハ
ンドリングするための
ハ ン ド（RAPID） 開
発［７］（図８）、金属
光沢にも強い位相シフ
ト 法 の 開 発（ 図 ９）、
プロジェクタ・カメラ
系のキャリブレーショ

図６
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CADベース位置姿勢推定

ン手法、カメラ・ハン

図８

RAPID Hand
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図９

位相シフト．

図12

図10

ビンピッキングロボットシステム

対象ボルト表示

図13

3D point cloud of bolts

［４］Cuantao Zang and Koichi Hashimoto, A flexible
visual inspection system combining pose estimation
図11

and visual servo approaches, 2012 IEEE Int. Conf.

ピッキングの時系列画像：ピッキング

on Robotics and Automation, pp. 1304–1309, 2012.
ドのキャリブレーション手法、ピッキング可能な部品の自

［５］荒井，原田，藤平，橋本，バラ積みボルトのビンピッ

動選択手法、高速な位置・姿勢の計算手法など多くの技術
の積み重ねで実現されています。

キング, ロボティクス・メカトロニクス講演会，2014.
［６］Yasuhisa Hirata, Aya Kaisumi, Kengo Yamaguchi and
Kazuhiro Kosuge, Design of handling device for

８. まとめ

caging and aligning circular objects, 2011 IEEE Int.

ロボットがクラウドにアクセスし、部品を自動認識して、

Conf. on Robotics and Automation, pp. 4370 –4377,

組み立て手順を理解して、自動生産するという時代は、そ

2011.

れほど先ではないように思います。産業用ロボットのイノ
ベーションは着実に準備されています。
参考文献
［１］http://mech.u-fukui.ac.jp/~Kawa-Lab/kenkyu/pend/
spend/spmodel.htm
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セラミックスおよびサーメットのこれまでの
材料研究と、今後の環境・エネルギー研究に向けて
東北大学大学院
環境科学研究科
教授 松 原

秀

彰

扱ってきた計算原理は、モンテカルロ法、有限要素法、分

１. はじめに
私の研究プロフィールの概略を時系列的に述べると、最

子動力学法などであるが、それぞれが適用範囲を有してお

初は金属材料系の研究室で超硬合金やサーメットといった

り、それに合った研究方針を定めてシミュレーション研究

焼結複合材料（粉末冶金）を研究し、大学の研究所に異動

を進めてきたつもりである。分子動力学法は原子間のポテ

してからは研究領域をコーティングやセラミックスに広

ンシャル関数が分かっていれば（あるいは自らが求められ

げ、海外留学後に、民間（財団法人）の研究所に移ってセ

れば）、材料の原子レベルの構造を粒界・表面・界面など

ラミックスとシミュレーションの研究をとくに企業との

といった構造欠陥について詳細に解析することが可能であ

方々と協力しながら深めることができた。そして今年の４

り、さらに様々な物性値（ヤング率、熱伝導率など）を求

月１日から本学の環境科学研究科にお世話になることにな

めること、さらには構造欠陥のエネルギーや拡散係数など

り、材料研究を環境との関連を強めた形で進めたいと思っ

も求めることができる。私達もポテンシャル関数が比較的

ている。本稿では、これまでの私の研究内容の概要を紹介

そろっている酸化物セラミックスを中心に研究を進め、上

するとともに、今後の環境・エネルギー対策の研究構想に

述のような材料の基本的な知見を得ることができた。しか

ついても述べさせていただきたい。

し、原子数の限界（107 程度）や時間の限界（10－3秒）が
あり、１モルとか１時間などといった現実に取り扱う材料
サイズや時間の変化を分子動力学では取り扱うことはでき

１- ３）

２. 材料組織形成のシミュレーション

コンピューターを用いた研究はいろんな方面で大流行の

ない。その点、モンテカルロ法は、サイズや時間の厳密な

時代であるが、材料分野はどちらかというと遅れ気味であ

対応はできない手法であり、逆に言えば実験との照合をす

ると思われる。それでも、私が学生時代では考えられなかっ

ることによりかなり自由にサイズや時間を設定することが

たような材料分野の研究対象にまで、コンピューターの威

できる。私は、セラミックスや複合材料の組織形成、とく

力が及んでいることは事実である。この分野でのシミュ

に焼結や粒成長に係るモンテカルロシミュレーション研究

レーション研究はあくまで実験事実との整合性をとりなが

を最も力を入れて進めてきた。図１⒜ には、液相を一部に

ら進めて行かなくてはならないと思う。私がこれまで取り

含む焼結材料の組織変化を温度と時間との関係で追うこと

図１
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した。私は、まず硬質材料研究の一貫として、PVD法の
一種であるイオンプレーティングによる窒化チタン膜の研
究と、熱CVD法によるダイヤモンド膜の研究を行った。
次に、ジェットエンジンの高温・高圧部品に用いられる
熱遮蔽コーティング（TBC）について行った研究成果につ
いて述べる。耐熱合金基板にセラミックス膜をTBCしたエ
ンジンは、燃焼温度を高くすることが可能となり、エンジ
ンが高出力となるとともに燃費や寿命が改善される。図３
は、電子ビームPVD法によってコーティングしたジルコ
ニア膜の組織と熱伝導率の結果を示す。同法で合成した膜
の特徴は、柱状晶の間に隙間があって膜の平面方向に応力
が発生せず、熱サイクルによる剥離に対する抵抗力が高い
図２  T（C,N）
i
-Ni系サーメット（a, b）およびWC-Co系超硬合金（c, d）
の組織。（b, d）は超微粒合金。

ことと、柱状晶の中に無数の気孔が含まれる羽毛状構造に
なっていて熱伝導率が低い（熱遮蔽性が高い）ことにある。
そして私達は、ジルコニアにランタンやハフニウムを添加

のできるシミュレーションの結果を示す。図２⒝ は、モン

することにより、さらに熱伝導率が低く、しかも高温加熱

テカルロ法と有限要素法を連成させることにより、焼結（収

によって熱伝導率が上昇しにくいコーティング膜を開発す

縮）による形状変化を予測できるシミュレーションの成果

ることに成功した。これらの技術は、今後、純国産のエン

例を示す。いずれも、実際に試料作製を行って求められる

ジン用のTBC技術として実用化される予定である。

組織とか寸法変化などをシミュレーションで再現すること
ができ、材料開発のための強力な設計手法となりえるツー
ルに発展させることができたと思っている。

５. 断熱材料８）
省エネ技術の最も典型的なものが、熱（温熱も冷熱も）
をできるだけ逃がさない断熱材の利用であろう。私達はセ

３. 焼結硬質複合材料３- ５）

ラミックスの多孔質構造を利用し、従来の断熱材よりも格

炭化タングステン（WC）とコバルト（Co）とを粉末原
料から焼結し複合させた材料は超硬合金と呼ばれ、硬質（工
具）材料の最も有名な材種である。炭窒化チタン（Ti（C, N））
とニッケル（Ni）を組合せたサーメットも、超硬合金の資
源問題（WやCo）の対策として、我が国で発展した有名な
硬質材料である。アルミナや窒化ケイ素などのセラミック
スも、特異な工具用として実際に使われる焼結硬質材料の
材種である。図３には、私達が最近開発したサーメットと
超硬合金の組織写真を示す。比較のため示した（a, c）の
従来材は１～２μm程度の粒子からなる組織であるのに対
し、（b, d）の開発材は0.2μm程度の超微粒組織を示す組織
となっている。このような超微粒合金は硬さや強度などの
機械的性質が優れ、とくに強度はサーメットでは3.5 GPa
以上、超硬合金では4.5 GPaを超える高強度を安定して発
現することができる。硬質（工具）材料技術は我が国が世
界をリードする分野であり、元素（資源）戦略や工具の長
寿命化、高効率化などの環境問題にも役立つ多くの研究成
果が我が国から発信されている。
４. コーティング ４, ６, ７）
材料表面に限定して機能を高める技術（表面処理技術）
の最も典型的な手法はコーティングである。上述の硬質材
料の分野においては、主に超硬合金を母材（基板）として、
化学的蒸着法（CVD）や物理的蒸着法（PVD）で炭・窒
化チタン、アルミナ、ダイヤモンドなどの薄膜をコーティ
ングする技術（ハードコーティング）が近年、急速に発展

図３

 子ビームPVD法で合成した熱遮蔽コーティング（ジルコニア
電
膜）の組織と熱伝導率測定結果。
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段に断熱性能が優れた新規断熱材料の開発に取り組んだ。

ことが、同図によって明らかとなる。0.003 W/mKの低熱

図４には、多孔質シリカを用いた研究の成果の一例を示す。

伝導率は、従来の断熱材の10倍の断熱性能ということにな

（a, b）は粒子（粉末）状の多孔質シリカ、（c, d）はバルク

り、画期的な断熱材ということができる。同図に示してい

状のものでシリカエアロゲルと呼ばれる。いずれも共通し

るように、シリカ多孔体に多量に含まれるナノサイズの孔

ているのは、極めて小さい気孔が多量に含まれていること

の存在が、多少のガス存在下でも気体による熱伝導を抑え

である。気孔のサイズは10 ～ 50nm、気孔率は80 ～ 95％

ることによりそのような低熱伝導が達成されたと考えられ

に及ぶ。シリカエアロゲルは、気孔サイズが小さくかつそ

る。シリカ多孔体を用いた真空断熱材は、今後、省エネや

ろっているのでほぼ透明である。透明な多孔体と言えるの

熱の効率利用などへの応用が大いに期待される。

はこのシリカエアロゲルだけである。⒠ は、それらの多

その他、土木建築分野における安全・安心に関連して、

孔質シリカの熱伝導率を圧力の関係、つまり真空に排気し

複合材料を用いた自己診断材料、とくに最大歪検知の材料

た条件下で詳細に測定した結果である。一番右側の結果が

の開発も企業の方々と共同で行った９）。

大気圧の結果であり、比較のために測定した窒素ガスの大
気圧の熱伝導率の約0.03 W/mKが基準となる。従来の断熱
材（発泡スチロール、ガラスウールなど）の熱伝導率はこ

６. 環境・エネルギーに関わる新たな研究構想
これまで培ってきた上述の材料技術を、環境・エネルギー

の値の近辺にある。さて、大気圧から真空排気していくと、

関連の技術にもっと深く関係させ、可能ならば直接的に役

多孔質シリカの熱伝導率はいずれも低下する。とくに粒子

立つ研究は何かということを考えて、思い至った構想につ

状のシリカの低下は著しい。比較のための窒素ガスは、か

いて述べさせていただきたい。急激に劣化する地球環境の

なり高真空にしないと熱伝導率は下がらないが、多孔質シ

中で、いうまでもなくエネルギー問題は早急に解決しなけ

3

リカはそれほど高真空にしなくても、10 ～ 10 Pa程度の

ればならない最重要の課題である。一般には、太陽光、風

低～中真空下で、0.003 ～ 0.01 W/mKの低熱伝導率を示す

力、地熱、水力、波力などの自然（再生）エネルギー発電
への期待が強調される場合が多い。その他にも燃料電池、
熱電変換、核融合などのかなり将来的な発電技術への注目
度も増している状況となっている。その一方で、現在の発
電技術の中で最も実績のある火力発電は、CO2 発生の元凶
として、いわばやり玉に挙げられてきたせいもあってか、
新しい技術開発や改良技術などへの関心度は低調のように
見える。しかし、火力発電以外の発電技術が、現在の火力
発電の地位にとって代わるとは考えにくく、むしろ原子力
発電の依存度縮小を補う形での火力発電の見直しが図られ
るというのが、現実的な解であると考えられる。火力発電
に用いる化石燃料に関して、石油および天然ガス依存から、
埋蔵量の最も多い石炭の利用が見直されているが、結局、
化石燃料を使っている限り、CO2 問題は解決しない。火力
発電を現実的なエネルギー問題の解決策とするならば、私
は、図５に示すような三つの観点からのアプローチが最も
相応しい解決法でないかと思っている。⑴ バイオマスな
どの燃料の多様化、⑵ 火力発電所などに比べて小型の分
散型でかつ高効率なタービン発電技術の開発、⑶ 排熱お
よび地熱・氷などの蓄熱・断熱システム。そして、それら
がお互いに連携しあって、できうる限り化石燃料への依存
度を小さくしていくというのが、我が国が世界に率先して
実行すべきエネルギー方策（戦略）ではないかと考えられ
る。燃料多様化はバイオマス、廃油、消化ガスなどの利用
が主要であり、あくまで化石燃料の利用は補助である。植
物から合成するバイオマスはいうまでもなくCO2 問題を解
決し、かつ国土の緑化にも貢献する。そのようなバイオマ
ス燃料を利用した分散型ガスタービンは、蒸気タービンと
の組合せ（コンバインド）によって発電の高効率化が可能
である。さらには高性能電池との連携可能であり、より効

図４

シリカナノ多孔質体の構造（a ～ d）と熱伝導率測定結果⒠。
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図５

バイオマス／小型発電／熱利用システムの構想のイメージ図。

熱は、蓄熱・断熱システムを使って住宅・ビルの暖房に利

５）松原秀彰，「超硬工具向けタングステン代替材料のた

用する。さらに、そのような蓄熱・断熱システムは、地熱、

めのサーメット・コーティング技術の開発」，セラミッ

太陽熱、さらに氷などの冷熱を暖房・冷房に利用すること
が可能であり、自然エネルギーも利用可能な画期的な省エ

クス，44巻５号，pp382-386，
（2009）
．
６）松原秀彰，「硬質材料基板上でのダイヤモンド気相合

ネシステムが実現すると考えられる。今後、国、地方冶自
体、企業などに向けて提案活動を行って行きたい。

成」，ニューダイヤモンド，６巻１号，pp9 -15，
（1990）
.
７）松原秀彰，山口哲央，
「ジェットエンジン用の遮熱コー
ティングとしての電子ビームPVDの発展と課題」，セ
ラミックス，46巻７号，pp549-555，
（2011）．

７. おわりに
私は生粋（？）の仙台生まれで（11年間在住、南仙台の

８）松原秀彰，井須紀文，高田雅介，「多孔質シリカ粉末

実家に現住）、親戚には本学出身者もあり、とくに父（故人）

およびシリカエアロゲルを用いた真空断熱材の開発」,

は仙台工業専門学校（SKK）の卒業生である。しかし、父
は生前よく私にこう嘆いていた、「東工大や名工大は工業

セラミックス，49巻８号，pp653-658,（2014）.
９）奥原芳樹，松原秀彰，
「最大歪記憶センサ」，
セラミック

専門学校が大学になって続いていて羨ましい、仙台工専は

ス，44巻３号, pp.139-143，
（2009）．

東北大に吸収されてなくなってしまった…」。でも、青葉
山キャンパスの青葉記念会館には、本学工学部の前身とし
て仙台工専が銘記されており、父の嘆きは当たっていない
ようである。父は、もっと先輩風を吹かせて後輩とわいわ

著者略歴
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松原

ひであき

秀彰

い騒いで飲みかわしたかったのであろう。私は、仙台を離
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平成25 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・産業の向上発展等に寄与するため、次に
掲げる事業を行った。
１．学術及び科学技術の振興
⑴ 若手研究者育成のため「青葉工学振興会賞」及び「青葉工学研究奨励賞」の授与
① 第７回「青葉工学振興会賞」の授与
研

究

者

研究業績名

東北大学工学研究科電気エネルギーシステム専攻
准教授 高橋 和貴

磁気ノズルヘリコンプラズマ中の荷電粒子挙動解明と無電極電
気推進機の開発

② 第19回「青葉工学研究奨励賞」の授与
研

究

者

研究業績名

東北大学原子分子材料科学高等研究機構
助教 高橋 康史

ナノ電気化学顕微鏡の創成

東北大学工学研究科バイオロボティクス専攻
助教 三宅 丈雄

酵素反応駆動による自己発電式糖度センサの開発

⑵ 国際会議、研究会等各種学術研究集会への助成
① 国際学術会議
第８回日本実験力学会国際シンポジウムへの助成

外

５件

外

７件

② 学術研究集会
資源素材学会東北支部

25年度春季大会への助成

⑶ 大学院学生、学部学生等の視野を広めるための国際交流への助成
第14回日韓学生シンポジウムへの助成

外

４件

⑷ 東北大学工学研究科等における優秀な外国人留学生及び博士後期課程進学者への奨学金の給付
平成25年度外国人留学生奨学金（10月入学者３名）

７名

平成25年度博士後期課程進学者奨学金（２- １）

15名

平成24年度博士後期課程進学者奨学金（２- ２）

14名

⑸ 東北大学工学研究科等における研究成果や工学情報を県内企業等に提供する機関誌「翠巒」を発行
「翠巒」第28号発行（26年３月）
⑹ 東北大学祭への助成
開催期間

平成25年11月１日㈮ ～３日㈰

場

川内キャンパス
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所

1,200部
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２．研究教育活動助成
⑴ オープンキャンパスへの助成
① 工学研究科、情報科学研究科、環境科学研究科及び医工学研究科のオープンキャンパスへの助成
開催期間

平成25年７月30日㈫ ～ 31日㈬

場

青葉山キャンパス

所

② 子供科学キャンパスへの助成
開催期間

平成25年７月30日㈫ ～31日㈬、10月15日㈫ ～16日㈬

場

青葉山キャンパス工学研究科創造工学センター

所

⑵ 教育研究活動への助成
東北大学工学部・工学研究科等の教育活動の情報発信等の事業活動に対し助成した。
３．工学に関する研究開発
⑴ 科学技術に関する試験研究
地域における科学技術の振興を推進するために、研究員を委嘱（非常勤研究員）し、施設・設備等については、東北大
学工学研究科等と包括協定を締結し、試験研究を行った。
民間企業・団体、地方公共団体等からの委託研究

92件

経済産業省からの研究開発

１件

⑵ 学術研究を行なうための指定研究助成金の交付
指定研究助成金として教育・研究の奨励を目的とする奨学寄附金

58件

４．産学官交流推進事業等の助成
⑴ 産学官交流大会への参画
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。
区

分

第52回新春産学官交流大会

開催日
平成26年１月28日㈫

場

所

仙台国際センター

⑵ みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業への参画
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、認定企業並びに認定
を目指す企業への技術、経営、販売等について様々な支援を構築し、宮城から数多くのものづくりヒット商品を生み出す
ことを目的とした支援事業に共催団体として参画した。
区

分

第６回みやぎ優れMONO事業

認定式
平成26年１月28日㈫

場

所

仙台国際センター

５．附属明細書
記載事項はありません。
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一 般 財 団 法 人 青 葉 工 学 振 興 会 の 発 行 す る 機 関 誌「 翠 巒 」 第

復元機体をスリーエム仙台市科学館に展示するための費用を平

業 内 容 も 移 行 前 と 大 き く 変 わ ら ず、 順 調 に 推 移 し て お り ま す。

行してから二年近くが経ちました。本財団の目的は変更なく事

青葉工学振興会は平成二十五年四月に「一般財団法人」に移

〉が平成二十七年一月九日にリニューア
www.aoba-found.or.jp/
ル オ ー プ ン 致 し ま し た。 内 容 も 漸 次 充 実 さ せ て 参 り ま す の で、

さ い。 ま た、 当 財 団 の イ ン タ ー ネ ッ ト ホ ー ム ペ ー ジ〈

ントランスホールの宙に浮かんだ優勝機体の雄姿を一度ご覧下

十一月二十九日から始まりましたので、仙台市科学館の三階エ

成二十五年度に支援致しました。その常設展示が平成二十六年

また、移行時の公益目的支出計画もほぼ予定通り執行し、毎年

二十九号をお届けします。

の宮城県へ報告も滞りなく実施しております。

こちらもご覧頂ければ幸甚です。

題にして、わかり易く解説した記事を中心に年一回発行してお

て、東北大学工学研究科等の先生方が最先端の研究テーマを話

め、みやぎ工業会会員を始めとした県内の産学官の機関に対し

研究成果及び最先端の工学情報を広く産業界等に提供するた

る情報提供等の活動」の一環として、東北大学工学研究科等の

からの三年半の苦労を乗り越えての復興を象徴すべく、工学部

ンパスの新しい調和の景観を構成しております。東日本大震災

二十三年に整えられたセンタースクエアと相まって工学部キャ

て そ れ ぞ れ 新 た な 教 育 研 究 棟 と し て 復 旧 致 し ま し た。 平 成

て解体され、いずれも平成二十六年秋までに改築工事を完了し

葉山工学部の三系の研究棟が、ともに築四十余年の役割を終え

平成二十三年三月十一日の東日本大震災で大きく損壊した青

http://

「 翠 巒 」 も、 こ れ ま で と 同 様 に、 当 財 団 の「 工 学 振 興 に 関 す

ります。本号では、金井工学研究科長の巻頭言にて東北大学工

最後になりましたが皆様におかれましては本財団のより一層

学 系 の 伝 統 の 素 晴 ら し さ と そ の 社 会 活 用 へ の 期 待 が 述 べ ら れ、

の発展のためご協力ご支援を賜りますよう、今後ともどうぞよ

の将来に向けたさらなる発展が期待されます。

奨励賞の授賞報告および受賞者の業績内容と将来の抱負を掲載

ろしくお願い申し上げます。

さらに平成二十六年度青葉工学振興会賞ならびに青葉工学研究
し、「 研 究 プ ロ フ ィ ー ル 」 で は 工 学 系 の 研 究 科・ セ ン タ ー で 進

記）

行中の最先端の研究のいくつかをご紹介しました。ご多忙の中、

粉川博之

（常務理事

東北大学大学院工学研究科教授

原稿をお寄せ頂きました執筆者の皆様方に厚くお礼申し上げま
す。
本財団では「工学振興に関する広報活動への助成」の一環と
して、東北大学の学生サークル「ウインドノーツ」が鳥人間コ
ン テ ス ト 二 〇 一 一、一 二 年 大 会 連 覇 を 成 し 遂 げ た 人 力 飛 行 機 の

一般財団法人青葉工学振興会

