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滝　澤　博　胤大学院工学研究科長
工学部長東北大学

巻 頭 言

「想像と創造」

国連の最近の人口統計データによると、日本の国民年齢

の中央値は約46歳で、世界で一番高い数値です。ドイツ、

イタリアもほぼ近い値となっており、この三カ国が高齢化

社会の先頭を走る国ということになります。他の国を眺め

てみると、イギリス、フランス、韓国は40歳を超えたあた

り、アメリカ、中国は37歳です。東南アジアの多くは20歳

代、アフリカ諸国はほとんどが10歳代となっています。各

国の年齢別の人口構成からすると、近い将来に日本とアメ

リカの差は10歳以上に広がり、さらに他国を引き離して高

齢化社会を独走することになりそうです。ちなみに日本の

中でも地域差があり、東北地方は50歳に達しようかという

状況です。

そのような中、昨年度から始まった我国の第五期科学技

術基本計画では、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社

会に続く新たな経済社会として、ソサエティ 5.0という概

念が登場しました。ドイツでは一足早く、五年前に国家的

戦略としてインダストリー 4.0が提唱されています。こち

らは第四次産業革命ともいわれますが、いずれも人工知能

（AI）とモノのインターネット（IoT: Internet of Things）

技術の融合によるスマート社会の実現を目標としていま

す。

この新しい社会が登場するのは今から10 〜 20年後くら

いでしょうか。人工知能は産業構造を変革し、人類による

労働の大部分を代替するようになると言われています。日

本やドイツのような高齢化が進んだ社会では、当初は少子

化に伴う生産人口の減少を補う救世主として機能すると思

われますが、やがて生産活動から人類を放逐してしまう恐

れがあります。2050年の世界の人口は90億人に達すると

予測されていますが、その頃には人類は何を生業として生

きているのでしょうか。

もちろん、これまでの産業革命、オートメーション化、

情報化社会の到来でもそうであったように、変革によって

人類には新たな活躍の舞台が登場すると考えることができ

ます。しかし、やがてその次の革命（第五次産業革命？）

を迎える頃には、ゲノム革命、脳型コンピューターが登場

し、人類の役割は完全に取って代わられることになるかも

しれません。

工学は未来の社会を想像し、豊かで安心安全な社会を創

るための学問です。社会の変革を担い、人類の繁栄に貢献

する指定国立大学として、技術革新がもたらす未来像を

しっかり見据えて、日々の研究活動に励んでいきたいと思

います。「想像と創造」。未来への挑戦の原点はここにあり

ます。
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本財団では、その設立目的である工学の振興に必要な研
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
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
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
績をあげた者を顕彰しています。

平成29年度は、宮城県内各大学から「第11回青葉工学振
興会賞」に11件、「第23回青葉工学研究奨励賞」には９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11回青葉工学振興会賞の受賞候補者１

名、第23回青葉工学研究奨励賞の受賞候補者３名を選出致
しました。そして、11月20日㈪開催の青葉工学振興会評議
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
ました。

授賞式は、平成29年12月１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。

平成29年度 授賞報告「青葉工学振興会賞」
「青葉工学研究奨励賞」

平成29年度「青葉工学振興会賞」等受賞者

第11回  青葉工学振興会賞 

受賞者名 所　　属 研究業績名

深見　俊輔 東北大学  電気通信研究所  准教授 新規スピントロニクス素子の開拓と集積回路・脳
型情報処理応用

第23回　青葉工学研究奨励賞

受賞者名 所　　属 研究業績名

安藤　大輔 東北大学大学院  工学研究科  知能デバイス材料学専攻
助教

BCC/HCPマルテンサイト変態を利用したマグネ
シウム基形状記憶合金の創製

松浦　昌志 東北大学大学院  工学研究科  知能デバイス材料学専攻
助教

新規永久磁石材料応用FeCo基薄膜の磁気異方性
向上と磁性複合ナノ粒子の形態制御に関する研究

山本　英明 東北大学  学際科学フロンティア研究所  助教 バイオ界面設計に基づく実細胞操作による機能的
神経回路の人工再構成
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情報通信社会の今後の持続的な発展を実現するために
は、その頭脳を司る集積回路の更なる高性能化と低消費電
力化が不可欠である。現行の集積回路に、電子の電荷（電
気的性質）とスピン（磁気的性質）の両者を積極利用する
不揮発性スピントロニクス素子を融合することで、集積回
路の更なる高性能化・多機能化と消費電力の劇的な低減が
もたらされるものと期待される。本稿では、スピントロニ
クス技術を集積回路に適用してモノのインターネット

（IoT）や人工知能などの社会実装を促進することを目指し
て我々が行っている、スピン軌道トルク磁化反転を用いた
ナノ磁性体の電気的な制御、及びその集積回路・脳型情報
処理応用に関する研究を紹介する。

不揮発性スピントロニクス素子を実用化する上で鍵とな
るのが、小さな電力で高速かつ信頼性高く磁化を反転させ、
デジタル情報の０と１を書き込む技術である。近年、量子
相対論の帰結であるスピン・軌道相互作用に由来するトル
ク（スピン軌道トルク）を利用して磁化反転を誘起する、
いわゆるスピン軌道トルク磁化反転が、新たな不揮発性ス
ピントロニクス素子への情報の書き込み手法として注目を
集めている。

我々は、現行のSRAMと同等のGHzクラスでの動作が可
能であり、かつSRAMにはない低消費電力性も兼ね備えた
スピントロニクス素子の動作実証に世界で初めて成功し
た。開発した素子は現在実用化が間近に迫っている２端子
構造のスピントロニクス素子とは異なる３端子構造を有
し、またスピン軌道トルクにより高速に磁化方向を制御す
ることが可能である［１］。この方式を用いて0.5ナノ秒の電
流パルスによる信頼性の高い磁化反転を観測し、併せて反
転閾値電流の低減や無磁場動作などの応用上の重要課題に
ついてもその解決策を示した。この成果は省エネ性に優れ、
かつ瞬間的には高い演算性能を発揮するマイコンなどの情
報処理端末に適用できるものと期待され、高度なIoT社会
の実現への道を切り拓くものである。

一方、近年、脳の情報処理様式を模倣することで従来の
計算機では実現が難しかった認識・判断などの複雑なタス
クを効率的に行うことを目指した脳型情報処理などと呼ば
れる分野が活況を呈している。我々はスピントロニクス素
子の研究の過程で、脳において記憶を司っているシナプス

のように動作する素子を見出した［２］。開発した反強磁性
体と強磁性体の積層構造からなる「人工シナプス素子」の
抵抗の電流応答特性の測定結果を図１ （a）に示す。印加す
る電流の大きさに応じて抵抗がアナログ的に変化してお
り、これはシナプスの性質と類似している。この性質を利
用して人工神経回路網を構築し、図１ （b）に示した連想記
憶と呼ばれる脳型情報処理のコンセプト実証に成功した。
これは世界で初めてスピントロニクス素子を人工神経回路
網に適用し機能実証した例である。現在の人工知能は膨大
な電力とハードウェアリソースに立脚しているが、スピン
トロニクス素子の小型性・高速性・高書き換え耐性を利用
すると、より生体に近い小型で消費電力が低く環境適応性
に優れた人工知能ハードウェアが実現できるものと予測さ
れる。この点で当研究は今後人工知能の新しいパラダイム
の創成へとも繋がっていくものと期待される。

［１］S. Fukami et al., Nature Nanotech. 11 （2016） 621.
［２］S. Fukami et al., Nature Mater. 15 （2016） 535.

新規スピントロニクス素子の開拓と
集積回路・脳型情報処理応用

第11回青葉工学振興会賞　

東北大学
電気通信研究所
准教授　深　見　俊　輔

図１  （a） スピン軌道トルクを用いた人工シナプス素子の印加電
流とホール抵抗の関係。（b） 人工シナプス素子を用いて構
築した人工神経回路網で行った連想記憶の原理実証実験。
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第23回青葉工学研究奨励賞

Mg合金はその軽量性からモバイル電子機器の筐体に用
いられ、今後は自動車や鉄道、航空機など大型部品への応
用が期待されている。しかし、Mg合金において強度・延
性を改善する手法は、Mgの結晶構造である最密六方晶

（HCP）の主相に対して固溶あるいは析出を利用する方法
に限定され、HCP固有の変形異方性のため加工性が著しく
悪く、構造材料としてAl合金並の特性を得ることは困難で
ある。このように、主相の選択肢としてHCP単相しかない
ことが、Mg合金の根本的問題であると筆者は考え、Ti合
金のように、BCC単相やBCC/HCP二相組織を有し、加工
熱処理によって種々の組織を持った高強度・高延性かつ機
能性まで有したMg合金の創製を目標に研究を続けてきた。

この観点において、Mg-Li合金は唯一、BCC相を取り入
れることで、室温でも延性に優れ、等方変形ができ、
200℃で超塑性を発現するなど興味深い結果が得られてい
る［１］。これまで、Mg-Li合金は低強度・低耐食性が問題
視されてきたが、Mg-11wt%Li-3wt%Al-0.6wt%Y-0.2wt%Zr
の BCC単相合金が結晶粒の極微細化により引張強度
250MPa、引張伸び25%を有し、かつ高耐食性を示すこと
が報告［２］され、MgにおけるBCC相の利用が近年注目を
集め始めている。しかし、Mg-Li合金においてHCP/BCC
相の分量はLi添加量でしか制御することが出来ない。その
一方、Mg基で唯一、Mg-Sc合金だけがSc添加量だけでなく、
同組成において高温相のBCC相と低温相のHCP相を利用
した熱処理による組織制御できる合金であることに筆者は
注目し、独自に研究を進めてきた。

これまでのMg-Sc合金の報告例は、Mgの沸点よりもSc
の融点の方が高いこと、Mgの飽和蒸気圧が低いなど、作
製しづらいことから少なく、そのほとんどが微量添加

（0.5at%程度）の効果に関するものであった。筆者は、主
相をBCC相へと変化させるために17at%以上も添加してお
り、このような研究は過去になかった

そこで、これまでに報告されている状態図が正しいか検
証を行った。その結果、過去の報告よりもさらに高Mg領
域でBCC/HCP変態をし得ることが分かった。さらに、様々
な加工熱処理組織を作製し、組織と機械的強度の関係性ま
で明らかにした［３］。また、高温相であるBCC相を焼き入
れによって、室温で準安定相として得た場合に、150 〜
250℃で長時間熱処理すると、安定相のHCP相が極微細か
つ高密度に、Burgersの結晶方位関係で析出され、過去に
例のないほど高硬度のMg合金となった。その硬さは230Hv
と、通常のMgの５倍、高強度化されたものからみても２
倍以上の値であった［４］。また、その組織は超弾性・形状
記憶能を持つβ型チタンのものと酷似していた。以上の研

究背景のもと、我々の提案するMg-Sc合金は必ず形状記憶
合金になりうると考え、詳細な研究を行ってきた。その結
果、Mg-20.5at%Sc合金において-150℃という極低温であ
るが超弾性変形することを見出した。この時、XRDにより
結晶構造変化をみると準安定BCC相がOrthorhombic相へ
と可逆的に応力誘起変態していることが分かった［５］。こ
の応力誘起変態はTi合金におけるマルテンサイト変態と同
じ現象であり、マグネシウム基において世界で初めてマル
テンサイト変態が生じることを示すことが出来た。これま
での専門家の意見ではマグネシウムのように柔らかい金属
ではすべり変形の方が優位に生じるためにマルテンサイト
変態は生じないとされてきた。その点に関して、この発見
は学術的にも大きな意味があると考える。これまでに報告
されている超弾性・形状記憶合金にはニチノール（NiTi）系、
銅系、鉄系、コバルト系、チタン系などがあるが、その比
重は5-8g/cm³と重いことが欠点であった。一方で、この
Mg-Sc合金は比重が２g/cm³と、従来の1/3以下と非常に軽
く、現状で世界最軽量の形状記憶合金と言える。今後は衛
星の太陽電池パネル展伸フレームや制振部材として航空宇
宙材料分野で、またマグネシウムの生体分解性を利用した
自己拡張型ステントというような医療材料への応用を目指
したいと考えている。

参考文献
［１］Y.Kojima et al: J. Japan Inst. Met.54 （1990） 354-355
［２］ W. Xu et al; Nature Materials 14 （2015） 1229–1235 
［３］  Y. Ogawa, D. Ando, Y. Sutou, K. Yoshimi, J. Koike; 

Mater. Sci. Eng. A670 （2016） , 335-341.
［４］  D. Ando, Y. Ogawa, T. Suzuki, Y. Sutou, J. Koike; 

Materials Letters 161 （2015） , 5-8
［５］  Y. Ogawa, D. Ando, Y. Sutou, J. Koike; Science, 353 

（2016） , 368-370.

BCC/HCPマルテンサイト変態を利用した
マグネシウム基形状記憶合金の創製

東北大学大学院工学研究科
知能デバイス材料学専攻
助教　安　藤　大　輔

図１   Mg-Sc合金が超弾性変形を
示す応力ひずみ曲線

図２   Mg-Sc合金と既存形状記憶
合金の比重・超弾性能の比較
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永久磁石はモータや発電機など回転機をはじめ、MRIな
ど医療用機器にも使用されており、現代社会に欠かすこと
のできない材料である。現在最高の磁気特性を有する
Nd-Fe-B系焼結磁石は、その最大エネルギー積が理論値の
90%以上に達しており、これ以上の特性向上は見込めない。
さらに、耐熱性向上のために添加するDyなどの重希土類
元素は資源リスクが伴う。そのため、次世代永久磁石の開
発が望まれている。

新規磁石材料の候補の一つとして、正方晶型FeCo合金
が挙げられる。高飽和磁化を有するFeCo合金は、結晶格
子を20%ほど歪ませたbct構造をとることで高飽和磁化か
つ高い結晶磁気異方性（Ku）を発現し、Nd-Fe-B系磁石
を超える磁石となり得るというシミュレーション結果が報
告されている［１］。そこで我々はスパッタリング法により
作製したFe-Co系薄膜について、下地層による格子歪の導
入に加え、複数の元素を同時添加することで格子歪を増大
させる複合効果に着目し、格子歪の導入による磁気異方性
の増大を試みた。本研究開始以前にFeCo薄膜に添加元素
を加えて格子歪を増大させる試みはなく、その添加元素の
効果は明らかではなかった。

MgO基板上に作製したRh/FeCo-X-N薄膜（X=Cr, Sn, 
Mn, V, Zr, Ti）について添加元素の効果を調べた結果、Ti
とNを複合添加した場合に、膜面直方向に異方性を有する
薄膜が得られた［２］。このときXRDならびにTEM観察によ
り格子が一軸に歪んだbct構造を有していることが明らか
となった。さらに、膜厚の増大につれて磁気異方性ならび
に格子歪は減少するものの（図１ （a））、62 nmでもKu=0.46 

MJ·m-3ならびにc/a=1.05が得られた［３, ４］。これは既報値よ
りも厚い膜厚でも格子歪ならびに磁気異方性が増大するこ
とを示した結果であり、さらにTiとNの複合添加による効
果であることを明らかにした。今後はさらなる磁気異方性
向上ならびに、粉末やバルクへの応用を図っていく。

また我々は、新規磁石材料の候補として提唱されている
ナノコンポジット磁石の開発に向け、ソフト磁性ならびに
ハード磁性ナノ粒子を複合化した、複合磁性ナノ粒子の開
発にも取り組んできた。水素プラズマ-金属反応法で作製
したFeナノ粒子（平均粒径43 nm）に対し、アークプラズ
マ蒸着法によりMn-Biを蒸着することで複合ナノ粒子の作
製を試みた。その結果、図１ （b）に示したように、Fe/
Mn-Bi複合ナノ粒子を気相法にて作製することに成功し
た［６］。今後は磁気特性の向上のため、組織の均一性向上
や熱処理時の元素の拡散抑制などに取り組んでいく。

［１］ T. Burkert, et al ., Phys. Rev. Lett., 93 （2004） 027203.
［２］ M. Matsuura, et al., J. Appl. Phys., 117 （2015） 17A738.
［３］ 河原崇範, 松浦昌志ら, 電気学会論文誌A, Vol. 136 

（2016） 804.
［４］ 河原崇範，松浦昌志ら, 電気学会マグネティックス研

究会資料，MAG-15-160, （2015） .
［５］ L. Reichel et al .: Corrected Abstracts of the IEEE 

INTERMAG 2014, EF-3, Dresden, Germany, （2014） .
［６］ 松浦昌志ら，J. Jpn. Soc. Powder Powder Metallurgy, 

64 （2017） 364.

図1   （a） Rh/FeCo-Ti-N薄膜の磁気異方性定数 （Ku） の膜厚依存性、（b） Fe/Mn-Bi複合ナノ粒子の
透過電子顕微鏡像。

新規永久磁石材料応用FeCo基薄膜の磁気異方性
向上と磁性複合ナノ粒子の形態制御に関する研究

東北大学大学院工学研究科　
知能デバイス材料学専攻
助教　松　浦　昌　志
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生物の脳は、神経細胞（ニューロン）が精密に配線され
た回路網である。あまりの複雑さゆえ、この回路網が脳シ
ステムとしての機能を実現する原理はいまだ多くが理解さ
れていないが、回路機能をシャーレ内（ in vitro）で再構
成することができれば、これを解析するための新しいモデ
ル実験系を創成することができる。しかし脳の機能素子で
あるニューロンは、均質なシャーレの上で培養すると、突
起をランダムな方向に伸長させ、生体内（ in vivo）とは異
質な回路を形成する。そこで本研究では、半導体技術を応
用して細胞外基質タンパク質をパターン転写した基板を用
いて生きたニューロンによる自己組織的な回路形成を誘導
することで（図１）、in vitro 実験系のこの弱点を克服する
ことを目指した。

ニューロンは、軸索と樹状突起と呼ばれる２種類の神経
突起を持っており、前者は信号出力端子、後者は信号入力
端子の役割を担っている。神経回路機能を in vitro で再構
成するための最初の関門は、細胞ごとにこの軸索-樹状突
起極性を制御して回路を形成することであった。私は、軸
索は樹状突起に比べて長く伸びるという生物学的な特徴に
発想を得て、「１本の突起だけを長く伸びられるようにし
た場合、その突起は軸索に分化する」という仮説を立てた。
そして、空間的に非対称なマイクロパターンを用いてこの
仮説を検証し、正当性を確かめた（図２） ［１］。

続けて取り組んだ研究では、このように誘導した軸索を
別のニューロンに接続し、神経回路を構成できることを実
証した［２］。ここではまず、非対称型マイクロパターンを
10 µmの微小間隙を設けて配列させると、80%近い選択性
で、軸索が配向を保ちながら間隙を越えて伸長することを
見出した。さらにパッチクランプ計測により、シナプス接
合を介して神経信号が整流性に伝達することを証明した

（図３）。計測した細胞ペアのうち、57%で応答が検出され、
そのうち77%は整流性に信号が伝達された。シナプス後電
位の強度も5.3 mV（中央値）で、これまでのシャーレ培養
での報告に比べても全く遜色ない。

並行して進めた研究では、パターン基板上での軸索の長
さを計測することで興奮性神経細胞と抑制性神経細胞を非
標識で判定できることを見出し［３］、また、実細胞操作技
術と計算機シミュレーションとの対照を通じて、神経回路
の構造機能相関を解析する研究も立ち上げている［４］。

現在、深層学習の成功により人工ニューラルネットの研
究がにわかに活気を取り戻し、またIoT （Internet of 

Things）社会を支える低消費電力デバイスとしてニューロ
モーフィックデバイスの開発が急ピッチで進められてい
る。半導体技術を活用して作り上げた新しい実験系を発展
させて、今後、生体神経回路の機能モジュールのin vitro
再構成や、バイオ素子に基づいた生体の情報処理メカニズ
ムの解明へと研究を繋げていきたいと考えている。

［１］ *H. Yamamoto, T. Demura, M. Morita, G. A. Banker, T. 
Tanii, S. Nakamura, J. Neurochem. 123, 904-910 （2012） .

［２］ *H. Yamamoto, R. Matsumura, H. Takaoki, S. 
Katsurabayashi, A. Hirano-Iwata, M. Niwano, Appl. 
Phys. Lett . 109, 043703 （2016） .

［３］ S. Kono, *H. Yamamoto, T. Kushida, A. Hirano-Iwata, 
M. Niwano, *T. Tanii, PLoS ONE 11, e0160987 （2016） .

［４］ *H. Yamamoto, S. Kubota, Y. Chida, M. Morita, S. 
Moriya, H. Akima, S. Sato, A. Hirano-Iwata, T. 
Tanii, M. Niwano, Phys. Rev. E 94, 012407 （2016） .

第23回青葉工学研究奨励賞

バイオ界面設計に基づく実細胞操作による
機能的神経回路の人工再構成

東北大学
学際科学フロンティア研究所
助教　山　本　英　明

図1. ニューロンのパターニング法

図3. フィードフォワード型神経回路の人工再構成［2］

図2.  軸索-樹状突起極性
の人工制御［1］
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１. はじめに

近年、航空機の構造部材として、これまでの金属に代わ
り炭素繊維強化プラスチック複合材料（CFRP）が用いら
れてきている。例えば、ボーイング787では体積比の50％
までがCFRPにより出来ており、エアバス社もそれに追従
している。このCFRPを用いた航空機体の設計においては、
金属に用いられてきた設計法のそのままの転用では、
CFRPの持つ高い比強度、比剛性を十分活かすことができ
ない。CFRPを航空機構造に用いる場合、繊維と樹脂といっ
た材料内部の微細構造から構造様式に至るまでの幅広いス
ケールの特性を包括的に検討するべきである。

一方、航空機の開発において、型式証明は避けては通れ
ない。この型式証明の多くは1970年代に開発されたもので
あり、異方性弾性論と簡単な有限要素法によって行われて
おり、現代的複合材機体の設計思想にマッチしていない。
つまり、これからの設計はより現実的にリアレンジした型

式証明と一緒に議論すべきであると考える。そこでここで
は、著者の航空機設計に関する最近の取り組みを紹介する。

２. マルチスケールデザインとは

著者は、学位取得時より複合材料内部の微視的損傷進展
解析に取り組んできている［１-13］。しかしながら、これら
は試験片レベルにおける破壊現象を精密に説明したにすぎ
ず、その社会的貢献を実感できずにいた。そこで、多少数
学的に不整合が生じたとしても、より現実の生産現場に直
接貢献できるような力学的取り組みを模索し、たどり着い
たのがマルチスケール解析である（図１）。時期を同じく
して、欧米の研究者が複合材航空機開発におけるマルチス
ケール解析について公刊していた。このことも著者の取り
組みを後押ししてくれた。

しかし残念ながら、このマルチスケール解析の産業応用
への道筋はいまだ立っていない。一連の取り組みの中で、

研究プロフィール

先進複合材航空機設計における
“マルチスケールデザイン”

東北大学大学院工学研究科
航空宇宙工学専攻
教授　岡　部　朋　永

図１  マルチスケール解析
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航空機開発の現場の設計の方々と議論をすると、設計・開
発には経験則が多く、分野をらせん型（図２）に往来し、
それが不安となり、設計の後戻りが生じていることが多々
あることが明らかとなってきた。そこで、マルチスケール
解析の設計への適用について纏めた解析記事［14］を書いた
ことが起点となり、 “マルチスケールデザイン”と名付け
る手法を提案するに至った。

それでは、マルチスケールデザインについて具体的に紹
介しよう。航空機設計では、信頼性を考慮した上で、その
機体重量の軽量化がなされている。以前の航空機構造では
アルミニウム合金といった損傷・疲労特性がすでに解明さ
れている材料を用いるケースが多かった。しかし、最近で
は先ほども述べたように幅広くCFRPが使われてきてい
る。このCFRPは金属材料に比べて複雑な損傷を示す。例
えば、ひずみや荷重が負荷されると、トランスバースクラッ
クや層間剥離が発生し、これにより剛性が減少する。この
ことから現状では、必要以上に高い安全率（ひずみ許容基
準）が設定されており、効率的な設計とはなっていない。

さらにCFRPは、炭素繊維とマトリクス樹脂による微視的
な構造を有している。また、航空機体では炭素繊維を所定
の向きに積層した積層板として使用することで、面内に必
要な弾性特性を得ているが、このことより、積層板内の層
ごとに異なる応力・ひずみが生じ、複雑な破壊挙動を示す。
加えて、積層板では、所定のひずみが負荷されると特に自
由端部あるいは応力集中部にてメゾスコピックな損傷の発
生が見られることも知られている。これらスケールの異な
る力学・損傷挙動を、全体として把握することがCFRPの
特性を活かした設計につながると考えられる。つまり、航
空機構造にCFRPを用いた設計を行う上では、複合材構造
部材としてのマクロスケール、応力集中部等のメゾスケー
ル、繊維・マトリクスなどのミクロスケールといった全て
のスケール（マクロ・メゾ・ミクロ）間の相互作用を考慮
して設計することが重要である（図３）。このような（解
析ではなく）設計上の取り組みは著者の知る限り前例が無
い。これら包括的な設計手法を著者は先進複合材航空機設
計における“マルチスケールデザイン”と呼んでいる。

ここで、航空機設計の世界的動向についても言及してお
く。ミシガン大学のMartins教授はボーイング社と共同に
て、多目的最適化ツールを開発している。これは空力と簡
易構造解析による翼の変形解析までを検討したものであ
り、材料内部の損傷発生条件については検討していない。
構造最適化に関しても、簡単な破壊則を導入した最適化に
ついてはいくつかの報告例があるが、マルチスケールとは
言い難い。また、ボーイング社とパーデュー大学とで分子
スケールまでを組み込んだ解析スキーム開発を提案してい
るが、現状のところは概念提案に終わっており設計まで組
み込んだマルチスケールデザインという域には達していな
い。つまり、世界的にみても“マルチスケールデザイン”
は今後の発展が期待される新学術領域分野である。

図３  マルチスケールデザインのフローチャート

図２  らせん型
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３. 航空機設計に即した実践的型式証明

機体開発においては、航空局よりビルディングブロック
という型式証明（あるいは認証ともいう）プロセスが課さ
れる。このプロセスは膨大な数のクーポンを作成し、デー
タを取得するにも関わらず、必ずしも機体設計と直接つな
がっていないという問題点が数多く指摘されている。この
ため、計算機を援用しその簡略化を図ろうというバーチャ
ルテスティングへの期待が世界的に高い。しかしながら、
バーチャルテスティングは型式証明への負担が軽減するだ
けであり、それだけでは設計の合理化にはつながらない。
著者は、マルチスケールデザインの提案をもとに、設計デー
タとして何が必要かを考えることで、型式証明の在り方を
変えてしまおうという取り組みをしている。

具体的には、航空機用複合材として出来上がった試験片
（例えば、OHT、OHC、平滑試験片）を評価するのではなく、
樹脂と繊維およびその界面という素材そのもののみを実験
あるいは解析［14-16］にて詳細に評価し、それらをマルチス
ケールデザインに反映させることで、計算機内にて航空機
までを一気にくみ上げよう（図４）という点に特徴がある。

４. これまでのとりくみ

これまでに、NEDOによる航空機用構造設計シミュレー
ション技術開発「低コスト機体開発を実現するための数値
シミュレーション技術開発」（平成27年７月１日〜平成30
年３月31日）において、CFDと簡易構造解析に関する設
計ツールを（図５に設計例を示す）、基盤研究C「CFRPの
損傷・破壊に関するマルチスケールモデリングの構築と構
造設計への応用」（平成27年４月１日〜平成30年３月31日）
において構造解析（メゾスケールあるいは繊維・樹脂といっ
た素材の物性までは考慮されていない）におけるマルチス
ケールシミュレーションを既に開発している。これらは
ボーイング社向けの機体メーカーである重工や複合材を提
供する材料メーカーと共同にて開発し、数多くの成果を挙
げている。

また、著者がセンター長を務める東北大学工学研究科次
世代航空機研究センターでは、2012年より、シアトルにて
ボーイングあるいは米国航空局の研究者を呼び、ワーク
ショップを５度にわたり開催している。これらの活動によ
り、著者の取り組みは次世代の機体設計手法として採用さ
れる可能性が高いと考えている。

５. おわりに

本プロフィールでは、著者の最近の取り組みである、マ
ルチスケールデザインと実践的型式証明に絞って紹介し
た。これらは新たな考え方であるため、必ずしも全ての方々
から賛同を得られているわけではない。しかしながら、シー
ムレスにかつコスト意識を持った革新的な設計手法こそ
が、今後の航空機設計においては最も重要な要素だと信じ
て、日々、研究開発に邁進している。

最後になるが、このように幅広い領域を一人網羅するこ
とは不可能であり、協力者無くしてはあり得ない。日々、
一緒に取り組んでくださる研究室内の教員、スタッフおよ
び学生の皆様に心より感謝の意を表す。

図４  未来の航空機体設計のイメージ

図５  航空機胴体設計例
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１. はじめに

人間が作り出すモノは、木や金属、石やプラスチックな
どいろいろな材料からできている。ほとんどすべてのモノ
は、材料の塊から不要な部分を削り取ったり、型に流し込
んだりといった加工によって作られている。こうしたもの
づくりでは、当然のことながら、均質な材料の塊と、それ
を加工する道具や機械が必要で、モノが複雑になればなる
ほど、大規模な生産設備が必要になる。 

こういった人工物の対極にあるのが生物である。その複
雑さや多様性は人工物のそれとはまったく異なるが、分子
生物学によれば、あらゆる生物は、共通の分子、つまり８
種類の核酸（４種類のDNAと４種類のRNA）および20種
類のアミノ酸を主な素材としてできている。そんなわずか
な種類の分子だけで、多種多様な生物ができているという
ことは驚きである。 

２. 分子ナノテクノロジーの歴史

原子・分子レベルの精密さをもつ人工のシステムをつく
ることは、究極のものづくりといえるだろう。1959年に、
物理学者のリチャード・ファインマンが、講演「There’s 
Plenty of Room at the Bottom」において、分子・原子レ
ベルの分解能で人工物を作ることの可能性を初めて述べた
といわれている。ここでファインマンは、原子一つ一つを
並べることができれば、ブリタニカ百科事典全巻をピンの
頭に印刷できると言ったが、その後大発展したフォトリソ
グラフィーにより、現在では線幅20ナノメートルの加工が
実現されているので、これはすでにある程度実現している
といえなくもない。ファインマンはまた、そういった技術
で単なる情報の記録媒体以上の機械が作れるはずであり、
大腸菌と同じくらいのサイズの機械を作って、遠隔操作で
きたらおもしろいとも述べている。どうやって作るかはさ
ておき、細胞サイズの人工機械のコンセプトが出されてい
るわけである。

1986年にエリック・ドレクスラーは「創造する機械」と
いう本を著し、原子レベルで自在に機械が設計できれば、
摩滅しないベアリングなど、画期的な機能が実現できるは
ずだと主張した。また、原子をひとつひとつ配置すること
のできる万能アセンブラーと呼ばれる装置を使えば、分子
原子レベルで望みの分子機械が作れることを提案した。ド
レクスラーは天才なのかただの変人なのかよくわからない

人で、最近の消息は不明である。しかし彼の提言がインパ
クトをもったことは事実で、クリントン大統領の国家ナノ
テクノロジーイニシアチブにつながった。

３. DNAナノテクノロジー

フォトリソグラフィーに代表されるトップダウンのナノ
テクノロジーは強力な方法論であり、半導体回路のような
大規模な微細構造を大量に作り出すことが実現されたが、
巨大な製造装置つまり資本を必要とする。また、その分解
能はナノメートルオーダーではあっても、原子・分子の分
解能はない。ドレクスラーの原子をひとつひとつつまんで
並べる万能アセンブラーのコンセプトは、プローブ顕微鏡
の技術により原理的には可能であっても、きわめて非効率
であり、現実味に乏しい。 

先に述べたように、生物はごくわずかな部品から自分の
体を作るが、そこでは有機化学反応によりいろいろな分子
が細胞内という同一の溶液中に生成され、互いに反応する
ことで細胞のなかのいろいろな部品を作っていく。ここで
いう部品とはタンパク質であり、それらは原子分解能をも
つ分子機械であるといえる。生物は、それ自身が分子機械
であり、自身の構造を有機合成と自己組織化で作ってしま
う自己複製機械である。生物の作り方をおおざっぱにいう
と、 DNAに記録された塩基配列（遺伝情報）の一部を、
RNAの塩基配列に転写し、さらにそれをアミノ酸の配列に
翻訳することによって最終生産物であるタンパク質を合成
する。タンパク質は数百から数千ものアミノ酸がつながっ
た一本鎖状の高分子でそれが一定の形に折り畳まれること
で機能を発揮する。多種多様なタンパク質が自己集合する
ことで細胞核、ミトコンドリア、膜タンパク質といったさ
まざまな組織がつくられる。こうした組織が、DNAやそ
のたもろもろの必要分子の合成機械として働くわけであ
る。

この反応は極めて複雑ではあるが、常温常圧の微小反応
空間で起こすことができ、フォトリソグラフィーのような
巨大な設備を必要としない。したがって、生物的な過程を
まねたボトムアップのナノテクノロジーが可能なはずであ
る。そして、その代表的なものが本稿の主題であるDNA
ナノテクノロジーである。生物的ナノテクとしては、本来
タンパク質のナノテクノロジーができればよいのである
が、生物のタンパク質のアミノ酸配列は、40億年の進化で

DNA分子で機械をつくる

東北大学大学院工学研究科
ロボティクス専攻
教授　村　田　　　智
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得られた絶妙な配列であるらしく、今のところ人間が簡単
にまねることはできない。そこで、材料としてDNAに注
目する。（あくまでも材料としてのDNAであって、遺伝情
報媒体としてのDNAの機能はとりあえず関係ないものと
する。）DNAは、A、T、C、Gの４種の塩基をもつヌクレ
オチドが一本の鎖につながったもので、DNA自動合成装
置を使って好きな配列のDNA一本鎖を簡単に合成するこ
とができる（１塩基あたりの合成コストは数10円。ただし
合成量は微量）。DNAはタンパク質のような複雑な折り畳
み方はしないが、そのかわり有名な２重らせん構造をとる。
つまり、２本のDNA一本鎖が互いに相補的な塩基配列を
持つとき、それらは絡み合って２重らせんをなす。相補的
な配列とは、Aの相手がT、Cの相手がGになるような配列
である（この関係をワトソン・クリックの相補性という）。
配列間の相補性は非常に特異性が高いので、多種類の配列
が水溶液中に存在していても、熱揺らぎの中で相補的な配
列同士だけが結合して２重らせんをつくる。相補性の低い
配列がであっても何も起きない。また、相補的な配列が長
いほど、そこにできる２重らせんは安定化する。タンパク
質のアミノ酸の20種類に比べ、DNAの塩基には４種類し
かパーツがないため、どういう配列がどういう構造をとる
かの予想が可能である。つまり、たくさんのDNA配列が
あるとき、その中のどの配列とどの配列がどれくらい２重
らせんをつくりやすいかは、計算機を使って正確に予想で
きる（２次構造予測）。また、DNAの２重らせんの直径は
２ナノメートル、らせんのピッチは10.5塩基/１回転であ
り、これらは塩基配列によらず一定とみなせるから、常に
一定規格の形状をもつ構造部材として扱うことができる。
したがって、どのような配列のDNAを用意したら、どの
ような構造ができるかの予測ができるし、ある構造になる
ためのDNA配列はどんなものかを設計することもできる。

４. いろいろなDNAナノ構造

DNAのこうした性質を利用することで、たくさんの
DNAナノ構造体を作ることができる。DNAナノ構造体は
すべて２重らせんでできていて、どの鎖がどの鎖と結合し、
全体としてどういう形になるかは、すべてその配列で決ま
る。すべての鎖が２重らせんを組んでいる状態は熱力学的
に最も安定であるから、必要な配列を混ぜるだけで、何も
しなくても自然とその形（最安定状態）が組みあがってし
まう（セルフアセンブリ）。

DNAナノ構造は1980年代の初めにシーマン教授により
着想された。当初はほとんど顧みられなかったが、合成技
術が進歩して任意のDNA配列が安く合成できるように
なったことや、コンピュータを利用した分子設計の発展と
相まって、最近10年の間に急激な進歩を遂げている。この
分野を構造DNAナノテクノロジーという1,2）。DNAナノ構
造の作り方には、いくつかあるが、その中で最も注目され、
よく研究されているのがDNAオリガミである（図１）。

DNAオリガミでは、テンプレート鎖と呼ばれる7200塩
基の環状一本鎖と、200本程度のステープル鎖と呼ばれる
30 〜 40塩基ほどの一本鎖を用意する。テンプレート鎖は、
M13ウイルスのゲノムを改変したもので、バイオテクノロ
ジー用に市販されているので、これを購入すればよいが、
ステープル鎖については、業者に委託して合成してもらう
必要がある。DNAオリガミの設計は単純で、欲しい形状
をラスタースキャンするようにテンプレートで一筆書きを
して、あとはそれがすべて２重らせんになるようにたくさ
んのステープルで埋めるだけである。テンプレート鎖の配
列はあらかじめわかっており、これに対応してステープル
鎖の配列が決まる。ただ、人手でこの配列を設計するのは
つらいのでコンピュータを使う。そのためのソフトウェア
が無償で公開されていて、だれでもDNAオリガミの設計
ができる。 

以下、当研究室で設計したDNAオリガミをいくつか紹
介する。図２は、回転モータの構造をDNAオリガミでつ
くったものである。長方形の基盤（固定子）の上に、T字
型の回転子があり、回転子の向きを制御用のDNA一本鎖
を溶液に入力することで制御することができる。動作は極
めて遅く、一動作に数十分を要するが、試験管中にこうし
たモータが何十億個もあり、それが一斉に回る。このモー
タ自体はそれ以外の機能を持たないが、モータの回転角に
応じて、異なる反応を触媒するようにしたり、異なる分子
をセンシングしたりといったことに応用できる。

図１  DNAオリガミ
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DNAオリガミ技術のポイントは、サブナノメートルの精
度で、好きな３次元形状をもつ分子を作ることができるこ
とである。これをフルに活用した例を図３に示す。これは、
DNAオリガミでできた円筒型の構造モジュールであり、こ
のモジュールをつなげてより大きな分子構造をつくること
が目的である。通常、分子の巨大構造は、単位となる分子（モ
ノマー）が多数重合したポリマーになることで作られる。
しかし、この過程では、モノマーが何個重合するかは決め
ることができない。人間がレンガで家を建てるとき、レン
ガを何個積むべきかは、人間が管理している。このモジュー
ルは、外部の助けを必要とせず、モジュールが何個結合し
たかをモジュール自身がカウントする仕組みをもってい
る。その仕組みが円筒の中に収められた回転軸である。回
転軸にはわずかなひねりが加えてあり、結合するたびに、
回転軸の全長にひねり角が累積していく。円筒と回転軸は
形状を工夫して一定角以上回転できないようになっている
ので、ひねり角が一定限度に達するとそれ以上結合しなく
なるという仕組みである。このモジュールを実際にDNAオ
リガミでつくって一分子の形状をTEM観察し、また、何個
重合するかをAFMにより計測した結果、統計的ではあるが

重合数の抑制効果があることが確かめられた。
DNAオリガミで作れる構造の大きさはだいたい100ナノ

メートルのオーダであるが、こうしたモジュールをつかう
ことにより、ミクロンオーダの（巨大な？）構造がきちん
と作れるようになるかもしれない。実際生物は分子レベル
の合成により、人間なら２メートル、樹木などは数十メー
トルのマクロ構造を作っている。マクロな構造をつくるこ
とはDNAナノテクの目標の一つである。もちろん、応用
志向の研究も盛んにおこなわれている。ドラッグデリバ
リーのためのナノメートルサイズの容器を作る研究や、複
数の酵素をDNAオリガミの上にならべて効率のよい反応
場をつくる研究などである。当研究室でも、膜面貫通型の
チャネル分子をDNAオリガミで作る研究を行っている。 

５. DNAコンピュータ

DNA分子をつかった情報処理はDNAコンピュータと呼
ばれている１, ２）。コンピュータとなるのは多種のDNA配列
を含んだ試験官中の溶液である。一本鎖の配列は他の一本
鎖配列と結合する能力があるという意味で活性であるとみ
なし、一本鎖部分の全くない配列は不活性であるとみなす。
つまり、DNコンピュータでは、ある配列が活性か不活性
かで情報（ビット）を表すのである。演算処理を導入する
方法はいくつかあるが、代表的なのは鎖置換と呼ばれる反
応である。２本のDNA配列が２重らせんをなしているとき、
より長い相補配列をもつより安定な第３のDNAを加えるこ
とにより、らせんが置換されるという現象である。これは、
ある活性配列（情報）を別の活性配列（情報）に変換する
演算になっており、このバリエーションで論理演算が可能
になる。この技術を使えば、細胞くらいの大きさの液滴に
数十ゲート規模の論理回路を仕込むことができる。

６. 分子ロボット

構造、計算、その他の機能をもつ分子の部品を組み合わ
せてもっと複雑な分子のシステム、つまり分子のロボット

図２  DNAオリガミの回転モータ３)

図３  DNAオリガミ構造モジュール４）
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をつくろうという試みが始まっている。これを分子ロボ
ティクスと呼び、我々は世界に先駆けてその研究会を立ち
上げた（計測自動制御学会分子ロボティクス調査研究会、
2010年発足）。2012年からは科研費新学術領域にも採択さ
れ５）、情報学、機械工学、化学、生物物理学などの分野の
国内約40の研究室が参加して、分子ロボティクスに関する
さまざまな研究を展開している。

分子ロボットを作るには、センサ、情報処理、モータの
機能をもつ分子の部品を統合しなければならない。しかし、
素材をDNAに限定してしまうと、こうした機能がそろわ
ないため、 RNA、生体の分子モータ、ペプチド、脂質、人
工核酸など、より広い分子種に素材を拡げている。

これまでの成果の一つにアメーバ型分子ロボットプロト
タイプの開発がある４）。これは、人工の細胞膜状のカプセ
ル（リポソーム）に、さまざまな分子部品を封入したもの
で、光を当てることで、アメーバ状の変形をON/OFFする
機能をもっている。その実現のため、外部から与えた物理
シグナルをカプセル内のDNAシグナルに変換する人工レ
セプタの開発、カプセル内でDNA分子シグナルを増幅す
る技術、カプセル内の分子モータ（微小管およびキネシン
の滑り運動）によりカプセルを変形させる機構、などを開
発している（図４）。こうした動く人工細胞により走性な
どの運動性を獲得することが次の課題となっている。

７. おわりに

DNAナノテクのような配列に基づくナノテクノロジー
では、あたかも生物の遺伝子型が表現型に対応するように、
配列というサイバー空間の情報がそのままリアルな物質世
界の実体に反映されるという特徴がある。いずれ実験によ
らずとも、サイバー空間で精密な分子シミュレーションを
行って、それに基づいて最適な配列設計ができるようにな
るかもしれない。その先には、生物に匹敵するような複雑

かつ大規模な人工の分子システムを作ることが可能になる
と考えられる。そうした人工の分子システムは、新しい種
類の人工物として、我々の社会に組み込まれていくことに
なるだろう。 
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１. はじめに

2011年３月、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の
巨大地震（東北地方太平洋沖地震）が発生し、東北地方で
は、非常に高い津波により甚大な被害がもたらされた。こ
の巨大地震の発生から既に６年半が経過しているが、現在
もなお、多くの住民が避難生活を余儀なくされている。こ
の巨大地震による福島第一原子力発電所の事故により、日
本のエネルギー政策は、大きな見直しを迫られることにな
り、現在は、ほとんどの原子力発電所が停止している。こ
の原子力発電分は、火力発電により補われているが、火力
発電量の増加に伴い、CO2排出量が増加している。近年、
この様なエネルギー政策や地球温暖化問題の影響により、
再生可能エネルギーの利用拡大が進められている。特に、
2012年には、再生可能エネルギーの普及の切り札として

「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法」（FIT法）がスタートした。これを機に、
民間事業者の参入が相次ぎ、再生可能エネルギーの導入量
は、予想をはるかに上回るペースで増加している。しかし、
一方で、「これらすべてが系統に接続すると電力供給の信
頼性を保障できなくなる可能性がある」との理由から、系
統への接続が保留されたり、新規接続契約が停止されたり
するなどの問題が生じている。再生可能エネルギーの導入
量は、今後も着実に増加することが予想されるため、再生
可能エネルギーを最大限活用できるしくみを構築すること
が急務となっている。

また、東北地方太平洋沖地震時は、非常用電源として、
多くの自家用発電機が使用された。しかし、メンテナンス
不足による動作不良、燃料不足など、様々なトラブルが発
生した。仙台市は、1978年の宮城県沖地震の経験から、主
要な浄水場には、24時間の停電に対応可能な非常用自家発
電装置を設置していたが、東北地方太平洋沖地震時は、停
電が約４日にも及んだ上に、県内の石油備蓄基地の被害や
物流の遮断により燃料確保が困難となり、浄水場の機能維
持に大変苦労した。非常用電源は、浄水場だけでなく、病
院、工場、官庁、金融施設、データセンターなどでも不可
欠となるため、今後の災害に備えて、非常時でも長時間に
わたりエネルギーを安定供給できるシステムを、早期に構
築する必要がある。この様な再生可能エネルギーの有効活
用や非常時の長時間エネルギー安定供給には、大容量のエ

ネルギー貯蔵技術と、高効率なエネルギー輸送・利用技術
が不可欠となるが、当研究室では、“超電導”と“水素”
に着目し、将来の持続可能社会の構築に向けた研究開発を
進めている。本稿では、現在、当研究室で実施している研
究テーマの一部を紹介する。

２. 電力・水素複合エネルギー貯蔵システム

2016年11月時点の、太陽光発電（非住宅）の認定容量
に対する導入容量の割合は35％程度である。これは、残り
の65％分が未導入であり、太陽光エネルギーが十分に活用
されていないことを意味している。この様に、未活用の大
容量再生可能エネルギーを有効活用するには、刻々と変化
する再生可能エネルギー出力を補償する必要がある。再生
可能エネルギーの出力変動補償については、リチウムイオ
ン電池をはじめとする蓄電池を用いた場合など、これまで
に様々な検討が行われている［１- ４］。蓄電池は、短時間で
あれば、大きな変動から小さな変動まで補償可能であるが、
長時間の変動補償や、大容量の非常用電源として活用する
場合には、膨大な蓄電池や敷地が必要となるため、現実的
ではない。そこで、大容量性やコンパクト性に優れる水素
貯蔵に着目し、その活用方法について検討することにした。
しかし、水素貯蔵では、電力と水素の変換時に損失が発生
するため、貯蔵効率は高くない。また、燃料電池は、連続
的な出力変動により特性が劣化するなど、耐久性が低い。
このため、燃料電池の出力変動を可能な限り抑制する必要
があるが、変動出力の抑制は、変動補償性能の低下につな
がる。これに対して、電力貯蔵装置は、大容量化や小型化
には不向きであるものの、高効率性、応答性、耐久性に優
れている。この様に、水素貯蔵システムと電力貯蔵装置は、
それぞれの欠点を補完し合える関係にあるため、両者を統
合したシステムは、再生可能エネルギーの有効活用や、大
容量非常用電源に有効であると考えられる。そこで、図１
の様な電力貯蔵装置と水素貯蔵システムを組合せた「電力・
水素複合エネルギー貯蔵システム」を考案した［５］。

電力・水素複合エネルギー貯蔵システムは、水電解装置、
燃料電池、水素タンク、水素吸蔵合金（または液化水素タ
ンク）を組合せた水素貯蔵システムと、電力貯蔵装置（蓄
電池、電気二重層キャパシタ（EDLC）、超電導磁気エネ
ルギー貯蔵装置（SMES）等）で構成されている。電力貯

将来の持続可能社会を担うエネルギーシステムの
構築を目指して ～水素や超電導が拓く未来の可能性～

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　津　田　　　理



研究プロフィール

SUIRAN16

蔵装置と水素貯蔵システムを組み合わせたシステムは、他
にも提案されているが［６, ７］、これらに対する本システム
の特徴は、以下の通りである。
・ 直流BUSを設けており、水電解装置、燃料電池、電力貯

蔵システムが直流BUSに接続されている
・ 太陽光パネル、負荷、水電解装置、燃料電池を電力制御、

電力貯蔵装置を電圧制御することにより、高精度な変動
補償を可能にしている

・ 水素BUSを設けており、水電解装置、燃料電池、水素タ
ンクが水素BUSに接続されている

・ 燃料電池の劣化抑制のため、燃料電池と水電解装置の同
時運転を行っている

・ 太陽光発電出力は、可能な限り直接負荷に供給し、水素
に変換する電力量が最小になる様に、変動補償制御を
行っている
図２に、電力・水素複合エネルギー貯蔵システムを用い

た、再生可能エネルギー出力の変動補償方法の概念図を示
す。なお、図２は、目標出力が一定の場合を示している。
再生可能エネルギー出力と目標出力の差分のうち、長周期
変動分については、カーナビにも使用されているカルマン
フィルタを用いて推定し、余剰電力がある場合は、水電解
装置を用いて水素を生成し、不足電力がある場合は、燃料
電池を用いて発電して変動を補償している。また、残りの

短周期変動分については、電力貯蔵装置を用いて、直流
BUSの電圧を維持することにより補償している。

図３に、太陽光パネルから負荷に電力を供給した場合の、
水素貯蔵システムと電力貯蔵装置の入出力波形の一例を示
す。ここでは、太陽光発電出力と負荷消費電力の差分にカ
ルマンフィルタを適用し、長周期変動分を予測して、水素
貯蔵システムの入出力量を決定し、残りの短周期変動分を
電力貯蔵装置の入出力量としている。なお、図３は、長周
期変動分の予測精度が低い場合であるため、長周期変動分
が小さく、短周期変動分が大きくなっている。この場合、

図１  電力・水素複合エネルギー貯蔵システム

図２  太陽光発電出力の変動補償方法

⒝ カルマンフィルタを用いた長周期トレンド予測

⒞ 水素貯蔵システムによる長周期変動補償

⒟ 電力貯蔵装置による短周期変動補償

図３  水素貯蔵システムと電力貯蔵装置の入出力波形例

⒜ 太陽光発電出力と負荷消費電力
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水素貯蔵システムの容量を小さくできるものの、電力貯蔵
装置の容量は大きくなる。これに対して、長周期変動分の
予測精度が高い場合は、長周期変動分が大きくなるため、
水素貯蔵システムの容量は大きくなるものの、短周期変動
分が小さくなるため、電力貯蔵装置の容量を小さくできる。
この様に、システム構成機器の容量は、長周期変動分の予
測精度と密接に関係するため、太陽光パネル容量や発電量、
また、負荷の消費電力量に合わせて、長周期変動分の予測
精度を選定する必要がある。現在は、このカルマンフィル
タの予測精度と、水素貯蔵システムや電力貯蔵装置の入出
力量の関係について検討している。

図４に、電力・水素複合エネルギー貯蔵システムの運転
方法の概念図を示す。晴れの日など、太陽光発電量が多い
場合は、負荷に必要な電力を太陽光パネルから直接供給し、
余剰分は、水電解装置を用いて水素を生成して、水素エネ
ルギーとして貯蔵する。一方、曇りや雨の日など、太陽光
発電量が少ない場合は、全発電量を直接負荷に供給し、不
足分は、貯蔵している水素を用いて燃料電池で発電する。
これまでに、１kWの太陽光パネルと、電気二重層キャパ
シタ、水電解装置、燃料電池、水素吸蔵合金で構成される
小型モデルシステムを用いて、上記の変動補償原理や天候
に応じた運転方法の妥当性を検証している。また、現在は、
本システムを、浄水場の再生可能エネルギーの有効利用と
大容量非常用電源として活用することを目的とし、仙台市
水道局の協力のもと、仙台市茂庭浄水場の20kW太陽光パ
ネルを用いた、電力・水素複合エネルギー貯蔵モデルシス
テムを構築して、太陽光発電出力と負荷消費電力の変動補
償に関する実証試験を実施している［８］。

図５に、茂庭浄水場に構築した実証システムの外観を示
す。仙台市茂庭浄水場にある20kWの太陽光発電設備は、

直流母線（380V）を介して、燃料電池（15kW）、水電解
装置（24kW）、電気二重層キャパシタ（15kW・200kJ）、
模擬負荷（20kW）に接続されている。また、水電解装置
で発生した水素ガスは、水素タンク（30m3）に貯蔵されて
いる（平成29年度末には水素吸蔵合金（240Nm3）を設置し、
水素タンクと併用して水素ガスを貯蔵する予定）。なお、
各構成機器の容量は、仙台市茂庭浄水場の負荷消費電力量
と太陽光発電量のデータを用いたシミュレーションに基づ
いて決定し、実規模システムの約1/50サイズとなっている。
現在は、実証システムを用いて、長期停電を模擬した連続
運転特性、長期連続運転に適した電力貯蔵装置と水素貯蔵
システムの運転制御方法、システムの高効率化や構成機器
容量低減化に適した運転制御方法、各構成機器の耐久性等
について検討している。

３. 高温超電導送電ケーブル

日本のエネルギー自給率は、 2015年で７%程度と、 OECD
加盟国の中でも特に低く、エネルギー源と使用している化
石燃料を100％近く輸入に頼っている。このため、このま
ま化石燃料の枯渇化が進むと、エネルギー確保がより深刻
な問題になると考えられる。このため、今後は、太陽光発
電や風力発電などの再生可能エネルギーの導入が、ますま
す加速していくこと予想されるが、中でも、導入ポテンシャ
ルが一番高いのが洋上風力である。洋上風力の発電施設に
は、図６の様に、陸上までの大容量送電ケーブルが必要と
なるが、これには、洋上変圧施設が不要な超電導ケーブル
の適用が有効である。

図４  電力・水素複合エネルギー貯蔵システムの運転方法

図５  茂庭浄水場における実証試験システム

図６  洋上風力に適した高温超電導ケーブル
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これまで、日本では、主として、図７の様な三相一括型
超電導ケーブルの研究開発が進められてきた。交流用超電
導ケーブルでは、各相（U相、V相、W相）電流の作る磁
束が、ケーブル外部に漏れない様にする必要があるため、
三相一括型では、導体層の外側に、超電導線で構成される
シールド層が設けられている。このため、ケーブルに使用
される超電導線材量やケーブルで発生する交流損失量が多
くなる。これに対して、当研究室では、以前より、ケーブ
ルの使用線材量や交流損失量を低減可能な三相同軸型に着
目し、研究開発を進めている。

超電導ケーブルを、洋上風力用送電ケーブルに適用する
には、ケーブルの長距離化が不可欠となるが、超電導ケー
ブルでは、超電導状態を維持するために、ケーブル内部に
液体窒素を循環させて冷却する必要がある。また、超電導
ケーブルに交流電流を通電すると、超電導線の磁化特性に
起因するヒステリシス損失が発生するため、ケーブル長が
長くなると、液体窒素温度が上昇し、超電導状態の維持が
難しくなる。このため、超電導ケーブルの長距離化には、
低交流損失化が重要となる。三相一括型では、導体層だけ
でなくシールド層にも超電導線を使用しているため、交流
通電時には、導体層とシールド層で交流損失が発生する。
これに対して、三相同軸型では、同軸状に配置された超電
導層に、位相が120°ずつ異なる三相交流電流を流すため、
三相平衡時には、ケーブル外側の合成磁場がゼロとなる。
このため、シールド層に超電導線を使用する必要がなく、
余分な交流損失も発生しない。この様に、三相一括型より
も三相同軸型の方が、ケーブルに使用する線材量を少なく
でき、交流損失量を大幅に低減できるため、超電導ケーブ
ルの長距離化に適している。これまでに、三相同軸型の各
相の超電導線の撚りピッチや撚り方向を調整することによ
り、交流通電時の損失を低減できることを明らかにしてお
り［９］、現在は、ケーブルの長距離化に適したケーブル構
成方法について検討している。

超電導ケーブルの冷却に液体窒素を使用する場合は、交
流損失だけでなく、液体窒素循環時に生じる圧力損失も、
ケーブルの長距離化の妨げとなる。また、液体窒素を循環
させて冷却する場合は、定期的な液体窒素循環用ポンプの

メンテナンスが必要になるため、運用時の維持管理の簡素
化が重要となる。そこで、液体窒素を使用しない、ヒート
パイプを適用した伝導冷却型ケーブルの検討を行ってい
る［10］。ヒートパイプは、潜熱を利用した熱素子であり、
小型軽量で簡易な構造でありながら，非常に小さい温度差
でも長手方向の熱輸送を可能にする。また、ポンプなどの
可動部分が存在しないため、メンテナンスの簡素化が可能
であり、信頼性が高いという特長がある。現在は、ケーブ
ルの長距離化に適した、ヒートパイプの設置場所や設置面
積、ヒートパイプ適用時の超電導ケーブル内部の温度分布
特性について検討を進めている。

４. おわりに

我々は、数億年という長い年月をかけてエネルギーを蓄
積してきた化石燃料を、数百年という非常に短い期間で食
い潰そうとしている。再生可能エネルギーは、エネルギー
密度が低いものの、地球上に多く存在しており、これらの
一部を活用することにより、世界の全消費エネルギーを賄
うことができる。今後の持続可能社会の構築には、この様
な低エネルギー密度の再生可能エネルギーをかき集めて活
用する必要があり、これには、大容量のエネルギー貯蔵技
術や、高効率なエネルギー輸送・利用技術の有効活用が不
可欠となる。また、今後は、画期的な技術進歩もさること
ながら、自由な発想に基づいて、新たな価値を創造してい
くことも重要になる。このため、既存の固定概念や価値観
に囚われず、水素技術や超電導技術が有する様々な可能性
を追求して、今後の持続可能社会の実現に少しでも貢献で
きる様、鋭意努力していく所存である。
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図７  交流用高温超電導ケーブル
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１. はじめに

持続可能な低炭素社会を実現するためには、再生可能資
源の循環利用が必須である。そのため、現在の石油を原料
とする「石油化学」から、再生可能資源であるバイオマス
を原料とする「バイオマス化学」への移行が重要となる。
特に、非可食バイオマスを分解することで、「石油化学」
の基盤原料となるエチレン、プロピレン、ブチレンなどの
炭素数２－６程度の化合物を効率的に獲得し、それを代替
原料としてバイオマス依存度を高めていくための技術開発
が産学官一体となって推進されている。これまでに多くの
要素技術が開発されているものの、残念ながら事業化例は
数少ない。最大の課題は製造コストであり、生産量の大き
な基盤原料をターゲットにすると石油由来品に対抗するこ
とが難しい。逆に、高付加価値品をターゲットにするとコ
スト面で利点が生じるものの、市場規模が小さいため低炭
素化の観点からは有効ではない。そこで、バイオマスの全
ての成分を最大限に活用して、低炭素化を図りつつ利益を
生み出す統合的な技術システムの構築が望まれている。

我々は、その一方策として、既存産業で多量に発生する
ものの、現状では焼却されているような未利用資源に注目
し、それらの完全利用と高付加価値化を目指した研究を進
めている。コンセプトは、生物によって合成されたタンパ
ク質や脂質、デンプンなどのバイオマス特有の高次構造を
なるべく分解せずに取り出し、その構造を活かした形で利

用するという点である。成果の一つとして、多段のフロー
型イオン交換樹脂反応器に原料を通過させるだけの簡便な
操作で目的反応を選択的に進行させて効率的に製品を合
成、同時に副生物などの高度な分離を実現する反応分離シ
ステムを構築している。このシステムは、当初、食用油製
造工程で多量に発生する未利用油資源から、軽油代替燃料
バイオディーゼル（脂肪酸エステル）を効率的に製造する
ための技術として開発された。その後、副生するグリセリ
ンや油資源に含まれるビタミンE（トコフェロール）が樹
脂に吸着することに気づき、それらを成分毎に高純度回収
できる条件を見出すことで画期的な反応分離システムと
なった。また、脂肪酸エステルは、バイオディーゼル以外
に、油脂産業で加工油脂（界面活性剤や機能性油脂など）
の合成原料として利用されており、例えば、ショ糖との反
応によって高級乳化剤であるショ糖脂肪酸エステル（シュ
ガーエステル）に変換される。そこで、脂肪酸エステルの
高付加価値化と開発システムのさらなる展開を目指し、
シュガーエステルの製造技術や薬理活性を持つ天然有機酸
エステルの製造技術の開発に取り組んでいる。本稿では、
これらの研究事例を紹介する。

２. 脂肪酸エステルの製造技術

脂肪酸エステルの工業的な製造では、植物油の主成分で
ある油脂 （トリグリセリド） を原料とし、KOHなどの古典

未利用資源の完全利用・高付加価値化を
目指した反応分離システムの開発

東北大学大学院工学研究科
化学工学専攻
教授　北　川　尚　美

図１  フロー型反応分離システムを用いた未利用油資源の完全利用・高付加価値化の概念図
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的な均相塩基触媒によるメタノールとのエステル交換反応

が用いられている。この手法では、原料油と過剰のアルコー
ルを槽型の反応器に入れ、60-90℃で激しく攪拌すること
で速やかに反応が進行する。しかし、油脂の分解で生じた
遊離脂肪酸を含む油を原料とすると、触媒とのケン化反応

を生じて多量の石ケンが副生、触媒も消費されるため反応
が十分に進行しない。また、石ケンの界面活性作用により
グリセリンが製品に混入、そのまま燃料として使用すると
エンジンフィルターの目詰まりなどの不具合を起こす。そ
こで、製品から不純物（石ケンやグリセリン）を除去する
ため、温水による繰り返し洗浄（３- ５回）が行われており、
その工程で大量の廃水が発生する。また、原料に遊離脂肪
酸が２wt%以上含まれると石ケン生成が優先的に進行する
ため、これを多く含む未利用油資源を利用できない。平成
16年から稼働している国内最大級の京都市バイオディーゼ
ル燃料化施設（日産5000L）でも製造コストは170円/L1）と、
軽油よりも高いのが実情である。

これに対し、我々は、新たにイオン交換樹脂を充填した
フロー型の多段式反応分離装置を開発した（図２）。その
メカニズムを図３に模式的に示す。まず１段目の陽イオン
交換樹脂を固体酸触媒とするエステル化

で遊離脂肪酸を目的の脂肪酸エステルに完全変換し２, ３）、
副生する水は樹脂骨格に物理的な吸着で保持される。続い
て、２段目の陰イオン交換樹脂を固体塩基触媒とするエス
テル交換でトリグリセリドを脂肪酸エステルに完全変換、
副生するグリセリンは樹脂骨格に物理的な吸着で保持され
る。その際、ビタミンEが存在すると、樹脂のOH基とのイ
オン交換により化学的な吸着で保持される。その結果、原
料を多段反応器に通液するだけで反応と分離が完了し、出
口からは脂肪酸エステルのみが流出することとなり、原料
の前処理や製品の精製処理なしの簡便なプロセスで高純度
品を製造できる４-６）。操作条件も50℃大気圧下と従来法よ
りも温和である。

本法では、後段の陰イオン交換樹脂のみ定期的な再生処
理が必要となる。再生では、アルコール、弱酸アルコール、
アルカリ水アルコールの３種類の溶液を順に供給すること
で、始めに樹脂に吸着したグリセリンを溶出させ、次に、
弱酸とのイオン交換でビタミンEを溶出、それぞれを高純
度で回収できる７-９）。そして、樹脂の置換基をOH基に置
き換えた後、再びアルコールで膨潤させ、次の製造に用い
る。ここでは、再生薬剤のリサイクル手法を構築すること
で、リサイクル率90%を達成し、薬剤使用量も大幅に削減
した。図４に、本樹脂法の製造工程でカラムから流出した
製品（a）と再生工程で流出したグリセリン（b）の写真を、
従来の均相触媒法で得られた粗生成物（c）と比較して示す。
樹脂法では、透明度の高いエステルとグリセリンを得るこ
とができ、前者に関しては数%残存するメタノールを除去
するだけで、そのまま燃料として車両で利用できる。

本法の学術的な特長は、樹脂骨格の膨潤特性と活性点の
イオン交換選択性を活用して樹脂粒子内の反応物組成をコ図２  脂肪酸エステル製造用の多段式樹脂反応分離装置

図３ イオン交換樹脂による反応分離メカニズムの模式図
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ントロールすることで選択的に目的反応を進行させる点、
溶離液の極性を変えて反応と分離を高度にコントロールす
る点である。これは、樹脂粒子内外での物質移動、吸着、
反応を考慮した数学モデルによるシミュレーションを駆使
することで、樹脂内反応場での現象を把握し、最適な反応
条件、分離条件を見出すことで可能となった10-12）。

本システムはシンプルな構成で、かつ化学工学的モデル
により現象を定量的に把握できるため、比較的短時間でス
ケールアップを達成することができた。具体的には、経産
省（NEDO）や環境省、文部科学省（最先端・次世代研究
開発支援プログラム）などの助成を得て、ラボスケールか
らベンチ、パイロットスケール（図５）までの製造装置を
設計・製作、操作条件の最適化を進めてきた13）。現在、
NEDOの新エネルギーベンチャー技術革新事業の助成を得
て企業と共同で実用化を進めており、種子島のNPO法人
と行政によって廃食用油からの燃料製造事業（図６）が行

われている。ここでは、少量危険物扱いとなる樹脂再生装
置を集中型として島の中心に１台設置し、原料を投入すれ
ば自動で高品質燃料を製造できる分散型の小規模製造装置
を３台設置して島内で発生する全ての廃食用油の燃料化を
目指している。軽油価格の高い離島型のビジネスモデルで、
既に１年程度再生薬剤のリサイクル利用を継続しており、
触媒活性低下が生じていないこと、ランニングコストの採
算性があること、を確認している。さらに、製造燃料
100%での車両走行試験では、現行の均相塩基触媒法の燃
料では困難であったコモンレール方式のディーゼル車でも
トラブルなく走行しているという良好な性能を示してい
る。

３. シュガーエステルの製造技術

シュガーエステルの工業的な製造では、高価な精製糖と
高純度の脂肪酸エステルを原料とし、Na2CO3などの古典
的な均相塩基触媒によるエステル交換反応

が用いられている。この手法では、糖と脂肪酸エステルを
溶媒ジメチルスルホキシドに溶解させて槽型反応器に入れ
て攪拌し、収率を高めるために副生アルコールを除去でき
る90℃、2.7kPaの減圧条件と溶媒還流を行いつつ反応を進
行させる。分離が困難な石けんも副生するため、それを除
去する煩雑な精製操作が必須である。その結果、１kgあた
りの販売価格は1700-3200円と、他の乳化剤よりも非常に
高価で、国内シェアは16%程度である。

我々は、この系でも固体塩基触媒として陰イオン交換樹
脂の利用が有効と考え、適用を試みた。そして、樹脂にショ
糖を十分に吸着させることで、図７に示すように、併発す
る脂肪酸エステルの分解を抑制し、シュガーエステル合成
を従来法よりも速やかに進行させることができた。ただし、
回分系では生成したシュガーエステルの分解が生じること
も分かった。

図５   全自動運転のパイロットスケールオンサイト再生方式の
燃料製造システム （生産規模：50L/day,完成2012）

図６  オフサイト再生方式の燃料製造システム（種子島2016）

（b） 集中式樹脂再生装置（製造装置３台分の樹脂再生可能）（a） 分散型小型燃料製造装置（生産規模：10L/h）

図４  樹脂法 （a）、 （b） および従来法 （c） で得られた製品と副生物

（a）  製造での流出
　  製品 （エステル）

（b）  再生での流出
　   グリセリン

（c）  従来法の粗
生成物
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そこで、フロー型の樹脂反応器を用いて、ショ糖の吸着
と反応を高度に切り替えることで、高選択的かつ安定して
目的のシュガーエステルを連続製造できることを見出した

（図８） 14,15）。この技術によって、製造コストが少なくとも
半分以下になることが見込まれており、図９に示すように、
既存の食品乳化剤の市場拡大に加え、バイオマス由来の洗
剤など新たな市場開拓が期待されている。

 
４. おわりに

他にも、フロー型樹脂反応器を応用することで、リグニ
ン構成成分である天然有機酸と高級アルコールから薬用エ
ステルの連続合成にも成功している16）。この技術は、リグ
ノセルロース系バイオマスの分解で得られる有機酸の高付
加価値化技術として期待されている。このように我々が開
発したフロー型反応分離システムは、燃料製造から食品や
医薬品製造まで広範な用途に適用可能な基盤技術であるこ
とが分かった。また、これらの技術を組み合わせることで、
現状では価値のない未利用バイオマスの完全利用と高付加
価値化を達成できることも明らかとなった。今後、企業と
連携しつつ、これらの技術の実用化を推進すると共に、持
続可能な低炭素社会を実現するための重要なツールとなる

「バイオマス化学」の発展に貢献していきたい。
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図９  未利用資源を原料とする新たなシュガーエステル製造法とその展開

図７  回分系でのシュガーエステル製造挙動 図８  流通系でのシュガーエステル製造挙動
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１. はじめに

金属材料の環境劣化の一つである水溶液腐食の研究は、
安全で安心な社会を形成するために不可欠な課題です。ま
た、耐食性に優れた金属材料は、社会・産業インフラを支
える重要な構成要素となっており、現代の豊かな社会生活
を支えている基盤でもあります。金属の腐食現象は古くか
ら研究されていますが、近年、解析手法が急速に進歩し、
マイクロメートルのレベルで反応解析が行われるように
なってきました。そして、従来とは異なるアプローチで、
新しい耐食合金の開発が進められています。本稿では、私
どもの研究室での開発成果を中心に、腐食現象解析の進歩
を紹介すると共に、今後の耐食材料開発を展望したいと思
います。

腐食現象は酸性水溶液で生じる全面腐食と、中性付近の
pH（水素イオン指数）で生じる局部腐食に大別されます。
局部腐食の主な原因物質は、水溶液中に存在する塩化物イ
オン（Cl－）です。局部腐食の中でも危険な現象が孔食

（pitting）です。孔食とは、金属表面の一部に孔状の侵食
（ピット）が生じる現象のことです［１］。ピットは金属の内
部に向かって深く成長します。したがって、配管やタンク
などでは、漏洩事故につながる危険性があります。また、
引張応力が加わっている部分に孔食が発生すると、ピット
底部を起点として応力腐食割れが生じることもあり、大変
危険な損傷です。孔食は、全面腐食とは異なり、外観検査
により早期に発見することは困難であり、海水などの塩分
濃度の高い水溶液を使用する装置では、ステンレス鋼など
の耐食性の高い材料を使用する必要があります。

ステンレス鋼は、Feに約12％以上のCrを添加した合金
であり、非常に優れた耐食性を示します。これは、表面に
厚さ３nm程の不働態皮膜と呼ばれるCrの水和オキシ水酸
化物（CrOOH）を主成分とする皮膜が形成されるためです。
しかし、ステンレス鋼であっても、MnSなどの硫化物系介
在物を起点として孔食が発生する場合があります。しかし、
現在の製鋼技術では、介在物を皆無にすることは不可能で
す。このため、介在物の組成や形態などを制御することで、
ステンレス鋼の耐孔食性を向上させることが求められてお
り、介在物の電気化学特性と耐孔食性との関係解明は重要
な研究課題となっています［２］。

２. ステンレス鋼の孔食機構機構の解明

腐食は金属が陽イオンとして水溶液中に溶解する現象で
あるため、外部電源を使って電位を印加し、その際の電流
値の大小から腐食速度を定量的に解析できます。このよう
な電気化学的な解析は1960 〜 70年代に進歩した手法です
が、孔食の発生を電気化学的に解析することは長い間困難
でした。孔食発生初期のピットの大きさは、１μm 以下で
あるのに対し、電気化学計測で使用する電極面積は１cm×
１cm ほどであり、両者の間には大きな開きがありました。
1990年代になり、内径２〜 200μm ほどのガラス細管に電
解液を満たし、これを金属表面に密着させ電位を加え微弱
な電流を計測するマイクロ電気化学法と呼ばれる手法が開
発されました。これにより、ステンレス鋼の孔食はMnS を
起点とする現象であり、MnS が電気化学的に酸化される
と共に水溶液に溶解することが孔食発生のトリガーである
ことが明確にされました［３］。

私どもは、この研究に着想を得て、ピットがMnS 介在
物のどの部分に発生するのかが、孔食発生機構の解明につ
ながると考え、光学顕微鏡観察とマイクロ電気化学計測を
同時に行う手法を考案しました［４］。あらかじめ光学顕微
鏡などにより位置を特定した100μm × 100μmほどの微小
領域の電気化学計測を行いながら、電極面を倍率×100の
水浸対物レンズでその場観察する手法です。図１に電極面
の写真の一例を、図２に光学顕微鏡をベースとした装置の
概略図を示します。実験に先立ち、着目する金属組織や介
在物などを有する微小領域のみを残し、それ以外の部分を
絶縁被覆します。図１はステンレス鋼のMnSを含む微小領
域を電極面とした例です。電極面を作製する前にエッチン
グなどにより金属組織を特定し、圧痕により位置を特定で

ミクロ･ナノレベルでの腐食現象解析法と
耐食合金の開発

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　武　藤　　　泉

図１   樹脂被覆により作製した微小電極面の例
（ステンレス鋼のMnS介在物を含む電極面）
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きるようにしてから、表面をわずかに再研磨するなどの前
処理を加えることも可能です。試験片の被覆が完了した後
に、微小な対極と照合電極を備えたガラス板を試験面に密
着させます。ガラス板中央の穴に水溶液を入れ、この部分
を電解槽として電気化学計測を行います。そして、水浸対
物レンズを用い、電極面を30画像／秒でハイビジョン撮影
する仕組みです。水浸対物レンズを使用することで、溶液
／空気界面での光の屈折がなくなり、今までにない鮮明な
画像を撮影することができます。

図３は、微量のSを添加したFe-18Cr-8Niステンレス鋼
鋼の0.1 M  NaCl水溶液中における電流-電位曲線と、試験
前後の電極面の光学顕微鏡写真です（M：mol ／ L、以下
同様）。電流-電位曲線には、0.33 V （vs. Ag/AgCl、 3.33M 
KCl、以下同様）よりも高い電位に緩やかな電流増加が観
察されます。ここがMnSの溶解域です。この溶解域で電流
の急上昇が二回生じています。電流の急上昇はピットの発
生によるものです。図中Aは0.41 Vで発生し、その後自発
的に成長を停止した不働態化性（非成長性）のピットであ
り、図中Bは0.51 Vで発生し、その後大きく成長した成長
性ピットです。図４に、リアルタイム観察の結果の一部を
示します。MnS系介在物の周囲に見られる多数の球状のも

のは気泡です。再不働態化性と成長性のピットは、いずれ
もMnS/鋼境界から発生していることが分かります。詳細
に見ると、再不働態化性ピットでは、発生直後の0.5 sは半
球状ですが、電流値が低下した１s後には、多角形（方位
性ピット）になります。成長性ピットも発生直後の0.5 sは
半球状（矢印）ですが、その後、発生点の外側に新たな凹
みが現れ（５s、矢印）、これが大きく成長しMnSをえぐる
ように大きな侵食になることが分かりました。成長性ピッ
トの場合、0.5 sから５sの間、表面的には侵食形態は変化

図２   その場観察機能付きマイクロ電気化学システ
ム、（a）システム構成、（b、c）水浸対物レンズ、
電解セル、試験片などの位置関係と外観写真

図３   （a） Fe-18Cr-8Niステンレス鋼の0.1 M NaCl水溶
液中におけるMnS系介在物を含む微小領域の電流
－電位曲線（298 K）、（b） 試験前および （c） 試験
後のMnS周辺の光学顕微鏡写真

図４   MnS系介在物を起点とする孔食発生過程の水溶液中でのリアル
タイム観察（図中の数字は経過時間および電位と電流）
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していませんが、この間も溶解電流が継続して計測されて
いることから、ステンレス鋼内部で溶解が継続していると
判断されます。このため、５s以降、鋼表面が陥没するよ
うに凹み状の侵食が現れます。この凹みがさらに大きく成
長し、鋼板を貫通し液漏れなどを引き起こす腐食損傷とな
ることが明らかになりました。ピットがMnS/鋼境界から
発生する原因や、それが再不働態化性ピットになるのか、
それとも成長性ピットになるのかの解析が行われ、現在で
はMnS系介在物を起点とする孔食発生機構の全容がほぼ解
明されています［５］。

３. 低温浸炭によるステンレス鋼の高耐食化

私どもではステンレス鋼のMnS起点の孔食を抑制する元
素としてC（炭素） が有効であることを見出しておりま
す［６］。図５に浸炭有無のFe-18Cr-8Niステンレス鋼の
0.1 M  NaCl水溶液中における電流-電位曲線と、浸炭材の
断面組織を示します。未処理材では0.4 V付近で孔食発生
による電流増加が生じますが、浸炭材では水の電気分解が
生じるまで電位を加えても孔食は発生しません。この浸炭
材には未処理材と同様にMnSが存在しています。しかし、

MnSの起点の孔食が完全に防止されているのが特徴です。
従来、ステンレス鋼に炭素を加えると耐食性が低下する

と言われていましたが、約500℃を下回る温度で炭素を金
属の表層から浸透させると著しく耐孔食性が向上します。
耐食性と共に、耐摩耗性にも優れているので、腐食環境で
摺動する箇所などへの応用が期待されています。

４. 過酷腐食環境でのミクロ液性変化の可視化

ミクロ・ナノレベルでの腐食発生に関連した液性変化を
検出するために、化学イメージングの技術を開発しており
ます。化学イメージングとは、化学種の空間的な分布を計
測する技術であり、化学マッピングとも呼ばれます。

私どもでは、pHと塩化物イオン濃度を同時に可視化で
きる蛍光物質を見出し、これを石英板に塗布したイメージ
ングプレートを開発しました［７］。図６および図７は、ス
テンレス鋼のすき間部の局部腐食発生時の侵食状況とpH
および塩化物イオン濃度の経時変化を示したものです。蛍
光イメージングプレートをすき間形成材として、pH 3.0に
調 整 し た0.01M NaCl水 溶 液 中 に お け るFe-18Cr-10Ni-
5.5Mnステンレス鋼のすき間腐食発生過程を解析したもの
です。腐食の発生に先だち、すき間内では低pH化と塩化
物イオンの濃縮が徐々に進行します。図７より、低pH化
と塩化物イオンの濃縮は、同時に進行していることが分か
ります。そして、突然、局部的な点状の溶解領域が出現し、
これと共に急激な強酸性化と塩化物イオンの高濃度化が起
こり、すき間内溶液は４Mを超える濃HClに相当する組成
に変化することが解明されました。従来、pHと塩化物イ
オン濃度は急激に変化することはなく、NaCl水溶液から
濃HClへ、ゆっくりと組成変化が進行するものと漠然と考
えられていました。しかし、化学イメージングを適用する
ことで、すき間腐食の発生には、臨界pHと臨界塩化物イ
オン濃度が存在する可能性が示されています。このような
知見を生かし、すき間部の腐食を防止するための腐食抑制
剤と新規合金の開発に取り組んでおります。

図５  低温浸炭処理材と未処理の耐孔食性の比較

図６  ステンレス鋼のすき間腐食発生過程におけるpHと塩化物イオン濃度の蛍光イメージング
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５. おわりに

材料科学の発展に対し、電子顕微鏡と電子線マイクロア
ナライザー（EPMA）が果たしてきた役割は大きいと思い
ます。ミクロ組織と元素分布の情報を組み合わせ、組織の
形成機構や材料特性を考察することは材料研究における基
本です。しかし、腐食・防食学や水溶液化学においては状
況が異なります。電子線は水溶液により散乱されるため特
殊な電子顕微鏡を用いても、水溶液中の金属表面を高解像
度で鮮明な画像として観察することは困難です。さらに、
水溶液中に溶け出した金属イオンの濃度分布をEPMAのよ
うに手軽にマッピングすることも現状では不可能です。し
かし、本稿で紹介したように、ナノレベルでの腐食反応機
構を金属組織と結びつけて解析するためには、光学顕微鏡
を超える高い解像度で、水溶液中において鮮明な画像（動
画）を撮影し、しかも水溶液中で組成分析を実施する必要
があると思います。今後もこれら解析技術の発展と耐食合
金の開発に努めてゆく所存です。
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1. はじめに

東日本大震災では、全半壊あわせて40万戸という未曾有
の建物被害を受けました。宮城県だけで再建が必要な住宅
戸数だけで72,000戸と想定され、岩手県、福島県を含める
と東北だけで10万戸を超える住宅の供給が必要です。

例えば１件あたり住宅を建てるのに2,000万円かかると
すると、10万戸だと２兆円になります。以前五島列島にあ
る長崎県上五島町で木造の公営住宅を建設した際に計算し
た結果によると、例えば本土の長崎市の業者が建設した場
合、建設費の内の３割程度しか地元には還元されませんが、
地元の山の木を伐採して活用し、地元の工務店が建設すれ
ばおよそ９割近くが地元に還元されます。

不幸にして多くの人々が命を失い、家を失いましたが、
災害後の地元の復興を考えると、この住宅の復興を地元自
らが行うことは、地域の再生、地域の活性化には不可欠な
ものです。特に住宅はその後のメンテナンスや増改築、建
替など、地元の建設業者が一度請け合うと、将来にわたっ
て様々な経済効果が見込まれます。すなわち持続可能な社
会の形成にも必要不可欠なものです。

東北は良材に恵まれ、昔ながらの大工の伝統技術もまだ
まだ残っています。そのためにも地域自らが再生するいわ
ゆる「地域型復興住宅」の建設とその推進によるまちづく
り、地域づくりが必要なのです。

2. 木造の住まいづくりの基本と住まいのプラン

戦後の住宅に関する研究は、主に食寝分離と個室の確保
というプライバシーの優先を前提として進められました。
また冬季の寒さを防ぐ為の高断熱、高気密化が進められま
した。その結果、夏の暑さに対応できないこともあり、一
年中エアコンに頼り、エネルギー消費が増大するとともに、
ハウスシック症候群や、室内から出る湿気などの影響で結
露が起こり、木材が腐って地震の際に建物が壊れたり、住
宅の寿命が短くなるなどの弊害が生じました。子供達が個
室にこもりがちなことも問題とされたこともありました。

一方で社会が成熟するにつれて、スローフードに見られ
るような「健康志向」、「本物志向」が求められる時代とな
り、住宅にも天然素材の活用や我が国の豊かな自然をはぐ
くむ四季を感じる地域の気候風土に根ざした住まいづくり
が提唱されるようになりました。田舎暮らしや、古民家や
古い町家を活用した住まいづくりに見られる伝統的な住ま

い方の見直しにもつながっています。
ところで一般的な和室の大きさを考えてみると、６畳間

や８畳間が多いと思います。実はこれは２間×２間（＝４
坪：８畳）という我が国の一般的な基本モジュール（２間
毎に柱が建ち、それを梁、桁でつなぐモジュール）の中に
収まる部屋の大きさで、このモジュールが単位面積あたり
の構造材が一番少なくなる経済的なモジュールなのです。
すなわち２間よりも狭い間隔で柱を建てると柱が多くなっ
て不経済であり、２間よりも長い間隔で柱を建てると梁が
太くなりすぎて高価になり、同じく不経済になります。

この２間モジュールを４つ正方形に並べたのがいわゆる
田の字型プランで、図１の左側の床面積24坪のタイプ（左
下図が１階プラン、左上図が２階＝ロフトのプラン）がそ
れです。これだと１階が１LDKで２人家族にはちょうど
よいサイズです。老夫婦にも新婚の若夫婦にもぴったりで
す。孫が遊びに来るときの為や、子供ができて家族が増え

地域が元気になる住まいづくり、まちづくり
～災害に強い、持続可能な地域づくりに関する研究～

東北大学災害科学国際研究所
地域・都市再生研究部門
都市再生計画技術分野
教授　岩　田　　　司

図1   伝統的な2間×2間モジュールを活用した経済的で、現代のライ
フスタイルや家族の増減の対応した住まいの提案
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たときにはロフトが使えます。必要なときにあとで２階を
つくることも可能です。まず、はじめに必要最小限の家を
作り、家族の増加にあわせてロフトや２階を造作して部屋
をつくります。例えば子供が巣立ったあとはそのままロフ
トは倉庫として使えます。このプランは家の中の気積も少
なく、冷暖房費も経済的です。

もう少し大きな家が必要であれば、２間×２間をもう２
つ増やして図１の右側の床面積32坪のタイプ（図１の右下
図が１階プラン、右上図が２階＝ロフトのプラン）をつく
ることもできます。これらのプランは、２間×２間モジュー
ルの合理性を説明した上で、東日本大震災の被災者ととも
に考えたプランですが、32坪のプランでは大きな土間空間
がついています。これは特に若い人たちの希望を取り入れ
たもので、昔の農家の土間のような半戸外の空間が評価さ
れています。これも我が国の伝統に立脚した新しい住まい
方を若い人たちが取り入れ始めている好例と言えます。

我が国の伝統的な住まいの持つ自由性を評価しつつ、本
物の素材を活用しながらも、最先端の技術を取り入れた、
四季の感じられる我が国の新しい住まいづくり。これこそ
が木造の合理的な住まいづくりに立脚した現代に求められ
る住まいづくりであるということができます。

3. 住まいの形の科学

最近、軒の出がほとんどない箱形の家をよく見かけます。
近代的なデザインとでもいうのでしょか？　現実的には、
軒は建物の周囲をぐるりと取り囲んでいますので、なるべ
く短くする、あるいはなくすとその分建設費の低減につな
がります。

しかしながら、世界的に見て我が国は雨が多く、また台
風の常襲地帯でもあります。このような気候条件では、屋

根や軒がなければ雨漏りの可能性が高くなります。さらに
外壁が汚れやすいのも事実です。軒の出が十分あれば、直
射日光が室内に深く入り込むことも防ぎ、夏の暑さを防ぐ
とともに、畳や家具が焼けるのも防ぎます。

ところで、空気は弾性体です。すなわちバネと同じです。
図２のような軒の出のない箱形の建物があったとします。
風上と風下に窓が開いていても、風が窓から入ろうとする
と、空気は弾性体なので押し返されてほとんど風は入りま
せん。ところが図３のような軒が出た伝統的な形をした住
まいでは、風が窓に当たると軒がある為、跳ね返された空
気がある程度そこに溜まり、その場所の圧力が高まります。
それにより、ある程度の風が室内に入ることが実験により
確認されています。すなわち伝統的な軒の出た建物の形は、
建物を風雨から守るとともに、高温多湿の我が国の気候に
適したものと言えます。

経済的な理由で軒をほとんど取らないと、かえってエア
コンのエネルギーを使ったり、建物の寿命が短くなって、
決して経済的とは言えない結果となってしまいます。科学
的に見て、先人の知恵は決して無駄ではないのです。

4. 地域型復興住宅の登場

災害被災者に対し、災害を受けた地域が一体となり、組
織的に地元の工務店を中心としたグループで「地域型復興
住宅」として建設を行ったのは、2004年10月23日に発生
した中越地震に際し、長岡市山古志地区で実施されたもの
がおそらく我が国での初めての事例といえます（写真１）。

山古志地区（発災当時山古志村）では大規模な地滑りが
発生し、道路網が寸断され、多くの集落が孤立しました。
また747棟中328棟が全壊（全壊率43.9％）し、中でも梶金、
木籠、池谷、楢木の各集落は30 〜 40戸程度の集落ですが、
全ての建物が全壊しました。このように被害が大きく、ま
た豪雪地帯であることから冬に向かう時期でもあり、全村
避難を決定し、長岡市内の応急仮設住宅等に全村民が避難
しました。2005年４月に長岡市と合併しましたが、長岡市
では「中山間地型復興住宅」検討委員会を発足させ、でき
るだけ多くの被災者が自立で住宅再建ができるように、自
立再建住宅のモデルの検討を行い、モデルハウスを建設し

図３   軒のある建物では風が当たることで、そこの空気圧が高まり、
風速にかかわらずある程度の風が室内に入り、換気できる。 写真１  実現した中山間地型復興住宅の例

図２   軒のない建物では、風は押し返されてほとんど室内に入らず、
換気できない。
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ました（写真２）。また、このモデルハウスの検討結果を
活用した木造戸建て公営住宅（写真３）も建設しました。

特に山古志地区は棚田のある中山間地特有の美しい風景
があり、そのためにモデルの作成にあたってはこの美しい
風景を守る住宅であること、地元の持続的な活性化に資す
ることにも配慮しました。そこで地元の設計士チームや施
工チームを組織し、２間モジュール４×４間の田の字型を
取り入れた上で、山古志の美しい風景になじむ住まい、山
古志の気候風土に対応した住まい、山古志の暮らしに対応
した住まい、屋根雪下ろしの要らない住まい、地元の大工
技術を活用した住まい、成長する住まい、安全で快適に長
く住み続けられる住まいという、図１、２に見られる工夫
を取り入れた住まいを、気候風土に十分に対応した住宅性
能を確保しながらも低床タイプ（写真２左棟）1,250万円、
高床タイプ（写真２右棟）1,350万円をモデルハウスとし
て実現しました。これらの一連の努力の結果、写真１に見
られるような「地域型復興住宅」が、山古志地区内で多く
建設され、美しい山古志の風景の再現に成功しています。

この流れは、東日本大震災でも受け継がれました。東日
本大震災では10万戸を超える住宅の復興を短期間に行わな
くてはなりません。短期間に多くの住宅を建設するために
は、地元で用意できる材料を使い、地元の大工が慣れ親し
んだ工構法を活用することが重要です。そこで、図１に提
案した我が国古来の２間×２間＝８畳間のモジュールを基

本とした田の字型プランを活用して、４間×４間の「黒い
家」（平屋＋ロフト：写真３）、４間×６間の「白い家」（２
階建て：写真５）のモデルハウスを日本建築家協会東北支
部の建築家と地元の工務店によって宮城県岩沼市に建設
し、その普及を図りました。

また、このモデルハウスの検討の結果をさらに発展させ、
写真６の「岩沼市玉浦西木造災害公営住宅」を建設しまし
た。この公営住宅では、隣同士の住戸のリビングが１つの

写真３  長岡市種芋原公営住宅

写真２  長岡市山古志地区での中山間地型復興住宅モデルハウス

写真４  地域型復興住宅モデルハウス「黒い家」

写真５  地域型復興住宅モデルハウス「白の家」

写真６  岩沼市玉浦西木造災害公営住宅
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木製のベランダにつながり、そのベランダからはバリアフ
リーで各戸のリビングに入ることができます。

合理的な我が国古来の建築システムに則ったこれら一連
の 「地域型復興住宅」 の建設は、今後の災害時における住ま
いの復興や、地域の復興に活用されることが期待されます。

5. 地域をつくる住まいづくりへ

東日本大震災後の同じ年の秋、2011年９月３日に奈良県
十津川村では台風12号により紀伊半島大水害により、死者
７名、行方不明６名、全壊家屋18棟、半壊家屋30棟の被害
を受けました。村では水害からの本格的な復興と地域の再
生、林業振興を目的に「十津川村復興モデル住宅」を企画
し、長岡市山古志地区での中山間地型復興住宅モデルハウ
スと同様に、地域の住文化に根ざしながら、高性能、高機
能で、低価格の住宅をモデルハウス２棟（平屋建てタイプ

（約60㎡）：建設費約1,100万円、２階建てタイプ（約85㎡）：
建設費約1,500万円）を建設しました。

一方で、十津川村では地域の建築生産体制に基づいたこ
のモデルハウスの技術を用い、災害公営住宅を建設しまし
た。ところで、十津川村の全ての集落は急峻な谷間にあり、
災害公営住宅をまとまって建設する敷地は簡単には得られ
ません。また被害を免れた集落も過疎化に見舞われ、空き
家や空き地が目立ちます。そこで村の災害史を調べ、過去
に大きな災害のない集落を選び、それらの集落に災害公営
住宅を建設し、あわせて持続可能な地域を再生する方針を
立てました。写真５に見られるように、集落の中に溶け込
むように空き地に１軒ごとに災害公営住宅を建設し、配置
しました。災害公営住宅の建設によって、人口減少に悩む
過疎地問題に答えながらも地域の美しい風景と地域の活力
を守るまちづくりを実現しています。

これら一連の気候風土や、地域の住文化に根ざした住ま
いづくり、まちづくりの試みは、新しい住まいづくり、ま
ちづくりの潮流となり、少子超高齢社会を迎えた我が国に
とって、これからの我が国の地域づくりに大きな影響を与
えるとともに、今後必ず再び訪れる大災害時の地域の復興
への力強い示唆を与えることとなるでしょう。

＊写真提供：

・写真１〜３：アルセッド建築研究所
・写真４、５：センケンホーム
・写真６：都市・建築設計集団（UAPP）
・写真７：奈良県十津川村
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１. はじめに

私たちの研究室では人間の生活を安全で豊かにするため
の知能集積システムの実現を目指して研究を行っている。
知能集積システムの例としては、図１に示すように、医療
情報処理システム、知能ロボット、高安全自動車のように、
人間をリアルワールドで直接サポートする知的システム、
さらには、ビッグデータ応用、大規模計算などのように陰
ながら人間をサポートしてくれる計算システムがある。

知能集積システムを実現するためには
⑴知的処理を行うソフトウェア技術
⑵高性能・低消費電力なハードウェア技術

を統合したシステム的アプローチが重要となる。例えば知
能ロボットや高安全自動車では画像認識などの高度な処理
が必要となるが、そのような計算量の多い処理に対して
CPUのみでは性能が不十分であり、専用アクセラレータ
の 開 発 が 重 要 と な る。 ま た、 近 年、IoT（Internet of 
things）によって膨大な量のセンサ情報が取得可能になっ
てきているが、ネットワーク容量の制限により、膨大なセ
ンサ情報をそのまま通信することはできない場合が多い。
そのため、センサ・端末部分で画像認識・信号処理などの
知的処理を施し、本当に必要なデータのみをネットワーク
を通じてクラウド側のサーバーにアップロードし、より高

度な処理を施し、その結果をエッジ側に戻すことが望まれ
ている。この場合、センサ側（エッジ側）の計算コアには、
知的処理に十分な高い計算能力とバッテリーで駆動できる
低電力性が要求される。また、クラウド側においても、高
性能と低消費電力性の両立は強く望まれている。クラウド
側では、人工知能、ビッグデータ解析、高性能計算などの
計算を高速に行うため、スーパーコンピュータなどの極め
て性能が高い計算機が用いられる場合が多い。スーパーコ
ンピュータではエネルギー効率の問題が深刻化しており、
既存のCPUベースのアーキテクチャではない、新しい計
算機アーキテクチャが望まれている。

このような背景に基づき、本研究室では、以下のような
観点から研究を行っている。
１） システム・ソフトウェア技術

・高精度な画像処理・センサ信号処理
・ 人間の知識をコンピュータに取り込む人工知能・最適

化手法
・データマイニング・テキストマイニング技術の活用

２） プロセッサアーキテクチャ技術

・ 応用に応じて最適なデータパスを構成できるFPGAカ
スタムアクセラレータ：従来のコンピュータと異なり
応用に特化した構成となるため無駄が少なく、小型・
高速・低消費電力化を達成しやすい。近年、FPGA（再
構成可能集積回路）が高性能・大規模化したことによ
り、専用LSIを開発することなく、低コストでカスタ
ムプロセッサを開発できる

・ 高位合成技術:  C言語などの高位言語で与えられたプ
ログラムから回路を自動生成する技術。様々な応用に
対して、短期間で高性能なカスタムプロセッサを設計
するために重要となる。

本稿ではこれらの技術について事例を用いて概説する。

２. 知的処理のためのシステム・ソフトウェア技術

２. １ 肝臓外科手術支援システム

医療情報処理システムの例として、肝臓の外科手術支援
システムを紹介する。ここ10年で外科医を志す医学生が大
幅に減少している。大きな理由は、勤務が長くきついこと
と、医療事故の際に訴訟になるリスクが高くなっているた
めである。この問題を解決するために、我々は図２に示す

人にやさしい計算システムを目指して
～知的処理ソフトウェアからFPGAカスタムスーパーコンピュータまで～

東北大学大学院情報科学研究科
情報基礎専攻
教授　張　山　昌　論

図1 知能集積システムの応用事例



研究プロフィール

SUIRAN34

ような外科手術支援システムを開発している。高品質な術
前プランニングを短時間で行なえるように、CT画像から
の高精度な血管、肝臓、腫瘍の自動抽出、及び最適な切除
領域の自動推定アルゴリズムなどを開発している［1、 ２］。切
除領域決定において医師は相反する２つの目的を抱えてい
る：

・ 腫瘍の転移を防ぐためには、切除領域をできる限り大
きくしたい

・ 肝不全による死亡を防ぐためには、切除領域をできる
限り小さくしたい

これらのトレードオフを考慮しながら、医師は経験に基づ
き切除領域を決定するため、医師によって結果が大きく異
なる問題が生じている。この問題を解決するために本研究
室では、血管が栄養を供給する領域（“支配領域”）に着目
し、切除領域推定問題を最適化問題として定式化すること
に成功した。その結果、図３に示すように医師のプランニ
ング結果と比較して、切除領域を大幅に小さくでき、かつ
再発のリスクを最小化するプランニング結果を自動的に導
出することが可能となった。また、多くの場合にベテラン
の医師のプランニング結果と一致する結果を得ており、ベ
テラン医師の経験を裏付ける結果も得ている。このソフト
ウェアを使って医師が自分のプランニング結果をチェック
したり、必要に応じて条件を変えながら最適化を行うこと
が可能となる。さらに、術中のリアルタイム支援において
は、術前プランニングにより得られた切除領域の結果を、
術中に手術を行う医師にわかりやすく提示し、手術をス
ムースにナビゲーションするための技術が重要となる。ナ
ビゲーションシステムの例として、透過型ヘッドマウント
ディスプレイを用いた拡張現実システムの研究を進めてい
る。このシステムでは目で見えるシーンに半透明のディス
プレイに投影されたPCからの映像（プランニング結果な
ど）を重畳して表示できる。また、手術中に肝臓内部の状

態を確認するために用いられる超音波診断装置の画像をプ
ランニング結果とリアルタイムで照合し、切除個所を提示
する技術も研究を進めている。また、手術中に医師が容易
に機器を操作できるようにユーザインタフェースなどの開
発を行っている。

２. ２ 子どもの発達の定量化に関する研究

近年、厚生労働省の調査により、自閉症に代表される軽
度発達障害の子どもの増加が明らかになってきた。要因の
一つとして子どもを取り巻く住環境や遊び環境の変化が指
摘されており、子どもたちの精神発達を促す環境の提供が
幼少期の保育や教育の現場に求められ始めている。そこで、
我々は情報科学、医療、教育、保育および建築の研究者、
さらに、幼稚園・保育園が連携して、子どもの心身の発達
と環境の相互作用を明らかにし、子どもの健やかな発達を
科学する「情育環境学」を立ち上げ研究を進めている［3、４］。

図４に幼児期の子供の発達を定量化するシステムの概要
を示す。屋外・屋内での位置計測システム、ウェアラブル
モーションセンサ（加速度、ジャイロ）、ウェアラブル生 

図２ 外科手術支援システム

図３ 最適切除領域の自動推定結果
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体センサ（体温、心拍数）、ウェアラブカメラ、 マイクな
どを用いて、子供の行動・状態を記録しそれを統計的解析、
データマイニング、テキストマイニングなどの解析を行い、
子供の心身の発達を定量化する。開発事例として、高精度
なキネマティックGPSを用いた屋外行動計測について紹
介する。キネマティックGPS では固定局の受信データ と
移動局の受信データを電波の波長、さらに位相を利用する
ことで原理的には数 mm 以下の精度で距離を求めることが
できる。小型･軽量なウェアラブルキネマティックGPS ［５］ 
を用いることで。図５に示すように、子どもの遊びを詳細
に計測・解析できる。図５では園庭で２人の子どもが一緒
に遊んでいる様子が20cm程度の計測精度で計測されてい
る。このように複数の子どもが一緒に行動することは子ど
もの社会性が育まれている客観的なデータと見なすことが
できる。現在、GPS情報と同時に計測されているその他の
センサ情報（加速度、音声、画像）を統合した解析を進め
ている。また、屋内・屋内でのシームレスな位置計測シス
テムの開発を進めている。今後、その解析が進めば、子供
の発達を促す最適な環境の発見・設計に関して知見が得ら
れることが期待できる。

３.  FPGAを用いた人工知能・ビッグデータ応用・大規模

計算のためのカスタムスーパーコンピュータ

人工知能、ビッグデータ応用、高性能計算応用が様々な
分野で重要度が高まるにつれて、その膨大な計算を高速に
行う計算プラットフォームの開発が注目されている。多様
な計算に対応できる最も直接的な構成はCPUを用いたホ
モジニアス構成であるが、エネルギー効率が悪いという問
題がある。そこでGPU（Graphics Processing Unit）をア
クセラレータとして用いた構成が注目されているが、GPU
向きの処理はデータ並列かつ規則的な数値演算処理に限定

されており、アルゴリズムの多様化によりGPUでは高速
化が容易ではない事例が多く出てきた。また、スーパーコ
ンピュータに代表されるこの種の計算プラットフォームで
は計算に必要な消費エネルギーが増大し、その削減が問題
となっている。本研究室では、これらの問題を解決するた
めに、高速性・低消費電力性を両立できるヘテロジニアス
アーキテクチャにおいて、従来のCPUコア・GPUアクセ
ラレータコア構成に加えて、FPGA（再構成可能集積回路）
をカスタムアクセラレータとして用いた ｢応用にカスタマ
イズされた計算機｣ に関する研究・開発を行っている［６- ８］。
FPGAはチップ内部に数100万もの小型のプログラマブル
な演算器、自由に構成を変更できるメモリ、それらを接続
するプログラマブルな配線などから構成されており、ユー
ザが自由に回路構成を変更できる集積回路である。この
FPGAを用いて、図６に示すような様々な応用を高速化す
るアクセラレータの研究をしている。このような様々な応
用に対して、FPGAを用いて応用に最適なプロセッサを構
成することにより、従来のCPUだけを用いた処理と比較
して、数十倍〜数百倍の高速化を達成している。また、消
費エネルギーに関しても、無駄のない回路のおかげで、数
分の１に削減できる。また、FPGAの設計環境として、こ
れまではハードウェア記述言語（HDL）を用いてハード
ウェアの構造を演算器または論理回路レベルで直接記述す
る手法が主流であったが、HDL設計では、クロックサイク
ルレベルでの制御を人間が把握して設計をするため、設計
する回路が大規模になると、回路の動作を検証したり、回
路を変更することが極めて大変になってきた。そのため、
より抽象度の高い言語を用いた設計方法が重要となってい
る。我々は、OpenCLというC言語ベースの設計環境をも
とに、様々なカスタムアクセラレータを容易に設計できる
ような設計手法に関して研究を進めている［7、 8］。

図４ 子どもの行動の定量化のためのシステム 図５ GPSを用いた子どもの遊びの計測
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４. おわりに

本研究室で研究を進めているリアルワールド応用の実現
に向けたシステム・ソフトウェア技術、高速・低消費電力
なカスタムプロセッサ技術を概説した。今後は、さらに様々
なセンサや通信デバイスなどの回路技術も統合したシステ
ム設計技術が重要となる。
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図１  我が国におけるリンのマテリアルフロー図

１．はじめに

私はライフサイクル分析（LCA）、マテリアルフロー分
析（MFA）を用いた産業エコロジーの視点で、経済活動
に関わる資源利用、環境負荷排出削減に向けたシステム解
析を行っている。中でも鉄鋼生産活動に関わる副産物に随
伴する未利用資源の活用に向けたシステム提案や、廃自動
車（End of Life Vehicle: ELV）処理、資源化に関わる稀
少資源散逸を押さえるためのスクラップソーティングの提
案などに取り組んでいる。最近はLCA、MFAで得られた
知見をいかに科学技術イノベーション政策に生かすか、と
いう視点でリソースロジスティクスと資源利用のサプライ
チェーンリスク解析もすすめている。ここで、その一端を
紹介し、今後の展望を述べたい。

２. スラグ中の未利用リンの活用に関する研究

リンは農業用栄養塩の一つとして重要な位置を占め、世
界的にはその需要の大半は肥料用途である。世界的な人口
増大と燃料用作物生産増大を背景として、農業用資源の重
要性は高まってきている１）。経済圏へのリンの投入は主に
リン鉱石を起点としており、各種リン酸は肥料をはじめ、
めっき液、表面処理剤、食品添加物等様々な用途に用いら

れている。リン鉱石の採掘地域は世界的にも限られており、
中国、アメリカ、モロッコ、ロシア、チュニジアの上位５
カ国で75％を占めており２）、我が国ではその一次資源の全
量を輸入に依存している３, ４）。我々研究グループではこれ
までに我が国におけるリンのマテリアルフロー分析を行
い、肥料用途としてのリンのフローのみならず、廃棄物や
副産物中に含まれる未利用リン資源の量を把握し、将来的
にこれらを回収、再資源化を行う際にどのような課題があ
るかを検討してきた３, ５, ６）（図１）。マテリアルフロー解析
より、鉄鋼スラグ中に含まれるリンの量は、104 ktとリン
鉱石の輸入量に匹敵する量であり、我が国におけるリン資
源戦略を考える上で鉄鋼業は重要であることが定量的に示
された。アジアにおいても、中国、インドのような鉄鋼生
産大国であり、かつ食糧需要の増大が見込まれる国におい
て、今後、鉄鋼スラグがリンの循環資源として大きなポテ
ンシャルを持つことも明らかにしてきた６）。EUがリン鉱
石をCritical raw materialsの一つにリストアップしたこと
も受け７）、リンは戦略資源化してきている。リンのリソー
スロジスティクスを明らかにすることで、鉄鋼業と農業、
化学工業との産業間連携による我が国のリン資源戦略策定
に今後も貢献していきたいと考えている。

資源利用に関わるサプライチェーンリスク最小化に向けて
リソースロジスティクスの視点

東北大学大学院環境科学研究科
先進社会環境学専攻
教授　松八重　一　代
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３.  未利用合金元素の積極活用に向けたスクラップソー

ティング

もう一つの研究は鉄鋼材を合金元素の運び手として見た
際の、鉄鋼資源循環に関わる資源拡散・散逸を最小化する
研究である。鉄鋼生産プロセスは合金元素としてマンガン、
ニッケル、クロム、モリブデン、タングステン、バナジウ
ム等の稀少資源国内需要の大半を消費している。マンガン、
ニッケル、クロムをはじめとした、各種レアメタルを鉄鋼
合金元素として多く含んだ特殊鋼は、二次、三次加工工程
を経て自動車をはじめとして様々な製品において使用され
ている。しかしながら自動車の廃棄・再資源化工程に目を
向けると、ELVスクラップを冷鉄源として利用する実態の
多くは、カープレスあるいはシュレッダー屑としての電炉
投入であり、この時、廃自動車中のステンレスに含まれる
クロムやニッケル、その他特殊鋼に含まれるマンガン、タ
ングステン等のレアメタルは回収されることなくスラグに
移行・拡散したり、あるいは鋼材に含まれる不純物質とし
て蓄積したりしている８- ９）。欧州をはじめ、Circular 
Economy の議論が熱心に行われ、その中でResource 
Efficiencyの向上がうたわれており、わが国においてもリ
サイクルの高度化はリサイクル政策の議論の際の目標とし
てしばしば掲げられている。マスとして循環量を政策目標
とするのではなく、個別の対象物（元素）に着目し、拡散・
散逸、機能低下を引き起こすような循環を回避するような
システム構築が重要である。

これまで我々の研究グループではマテリアルフロー分析
ならびに産業連関モデルとマテリアルフロー分析を統合し
たWIO-MFAモデルを用いて、鉄鋼合金の散逸・拡散を最
小に押さえるためのソーティングをどのように行うべきか
定量的な解析を行ってきた10-12）。特に自動車用鋼材に着目
をした合金元素のマテリアルフロー解析では、循環資源の
質を考慮した自動車リサイクルを提案してきた。

関連して2011 〜 13年度には、「素材産業から見た自動
車リサイクル」（環境・エネルギー社会工学部会）の主査
を務めさせて頂いた。そこでは鉄鋼業（高炉・電炉）、自
動車メーカー、スクラップディーラーを合金元素の循環
ループでつなぐ仕組み、また素材産業が鍵を握る資源循環
の高度化について様々な角度から議論を行った。現在は産
業構造審議会 環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動
車リサイクルＷＧに委員として参加しているが、ここでの
議論を踏まえ、さらなる質の向上に向けた自動車リサイク
ルの仕組み作りにわずかでも貢献していきたいと思う。

４. 科学技術イノベーション政策とリソースロジスティクス

３番目はライフサイクル視点に基づく資源の流れの可視
化と、科学技術イノベーション政策をつなぐ研究について
である。2012年10月より３年間の研究開発プロジェクト
として、独立行政法人科学技術振興機構 社会技術研究シ
ステム（JST-RISTEX）における「科学技術イノベーショ
ン政策のための科学」研究開発プログラムのもと、「リソー
スロジスティクスの可視化に立脚したイノベーション戦略
策定支援」のプロジェクト代表を務めており、その中で以
下を明らかにすることで科学技術イノベーション政策立
案・実施に貢献しようとしてきた（図２）。
１． 革新技術が直接・間接に必要とする資源の流れ（リソー

スロジスティクス）を明らかにする。
２． 経済・環境・資源・社会・技術の視点から見た資源に

関わるサプライチェーンリスクがライフサイクルプロ
セス（資源採掘・製錬・加工・組立・消費・廃棄、再
資源化）のどこでどのように存在するかを可視化

３． 新たな技術の導入が１、２にどのような変化を与えた
（与える）のかを検討するためのデータベースの構築

４． イノベーションが経済・社会に与えた影響の定量評価
と、産業間のつながりの可視化手法の確立

図２  時間・空間的広がりをもつ資源の流れと社会・環境へのインパクト
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「リソースロジスティクス」は造語であり「サプライ
チェーンを通じて直接・間接に需要される資源の流れを、
生産から消費、廃棄に至るまでのライフサイクルプロセス
全体で情報把握し、科学技術イノベーションに関与する資
源の流れの戦略的な管理を目指」し、その可視化のための
ツールとしてMFA、LCAならびにサプライチェーン分析
を用いている。

これまでに鉄、アルミ、銅といったベースメタルをはじ
めとして、リン、窒素、ニッケル、クロム等についてもリ
ソースロジスティクスを明らかにし、その背後にある様々
な環境・社会的リスクの可視化を行ってきた13-17）。例えば
ニッケルについては、坑内堀り（UG）に比べて露天掘り

（OP）の鉱山はNi生産に伴う土地改変量が大きく、露天掘
りによるニッケル鉱石採掘はインドネシア、フィリピン、
ブラジル、ニューカレドニアなどの地域に集中しているた
め、これらの国地域における植生や生物多様性への影響を
考慮した鉱山開発が必要であることが鉱山別地域別に定量
的に示された（図３）13-15）。

５. おわりに

新興国の人口増大ならびに経済成長に伴う鉱物資源需
要、先進国におけるグリーンエコノミーを実現するための
革新技術を支える希少資源需要はそれぞれ増大傾向にあ
る。世界有数のレアメタル消費国である我が国は、消費・
生産活動を支える多くの一次資源の調達を海外に依存して
いる。資源供給の上流における様々な地政学的リスクは経
済活動に対してしばしば大きな影響をもたらすことは知ら
れているものの、サプライチェーンを通じた資源の流れの
定量化、関連するリスクの可視化は、リスク情報の抽出方
法が未確立であること、マテリアルフロー情報が不足して
いること等々、課題が多いのが現状である。

2016年８月より分野PIとして、これらの課題を解決し、
資源利用に関わるサプライチェーンリスク情報を集約的・
戦略的に管理する基盤構築を目指すとともに、研究・教育
活動を通じ、技術と社会をつなぐ人材を育成し、資源利用
に関わる多様なリスクを最小化する社会構築に貢献したい
と考えている。
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１. はじめに

今の時代はロボットやAIの世紀などと言われ、近年メ
ディアなどでとりあげられることが多くなった。特にAIは
最近のホットなトピックであり、ついに将棋の名人がAIに
本気の勝負で敗北するという状況にさえなっている。確か
に今後AIが実世界で活用される機会は確実に多くなってい
くことだろう。なかには人間の仕事がAIにとってかわられ
てしまうという状況を危惧した記事などがあり、確かに単
純作業やコンピュータが得意とするデータ記憶とデータ検
索に関する技術でできてしまう作業に関しては十分その可
能性はあるかも知れない。しかしながら、人間の仕事が真
にAIにとって代わることができるかというとそうではない
であろうと考える。かつてHONDAの人間型自律二足歩行
ロボットが20年ほど前に発表された際は世界に衝撃をあた
え、メディアは近い将来人間型ロボットが日常社会に広く
使われる可能性があるとして大いに取り上げたが、今現在
そうなっていない。もちろんコスト的な意味合いで広がっ
ていないという要素もあるが、コスト的な面を排除しても
ロボットが日常シーンに使われるにはまだ多くのハードル
があることが知られている。最近のAIへのメディアの注目
の高まりは以前の人間型ロボットと同じような印象をうけ
る。将棋で言うと人間と同じルールで戦った結果という意
味では同じではない側面もあるが、あくまで決められた
ルールでコマの動きが決まっている状況で最善手を検索す
るという作業がAIがミスなく行えることは確かであるが、
ひとたび新ルールで動く駒を導入したり、ゲーム中に新し
くルール変更を行う環境変化を与えてみれば、人間は再び
真の思考力によって容易にコンピュータを負かすことがで
きるだろう。日常生活環境には初めて出会う条件や情報が
多くあり、それを考えて判断する力が求められる。ロボッ
トがなかなか日常生活環境を渡り歩けるようにならない理
由も同じところにある。一方、人間はこれを何気なく行う
ことができ、一般社会で仕事をする際にも求められるスキ
ルである。だからといってロボットやAIを否定する必要は
全くなく、人間のための有用なツールとして用いればよい、
事実知らない知識や忘れた事柄を調べるのに今やネット検
索を我々は日常的に使っている。同時にまた、こうした背
景から我々は人間自身の生体機能から学べることがまだま
だ山ほどあることに気づかされる。特に実世界の環境との
適応的インタラクションという側面ではまだまだ人間のも

つ高度な運動制御，感覚機能から我々が学ぶべきことは多
い。我々の研究室では人間の持つ環境適応、運動学習能力
を工学的にも脳科学的にも深く理解するため、情報処理お
よびロボティクスのモデル化技術をベースとして用い脳科
学的にも説明が可能なレベルで人間の運動制御，学習メカ
ニズムの解明とそれに資する人間の運動情報の収集および
ロボティクスツールを用いた解析に関する技術開発を行っ
ていきたいと考えている。ロボティクスのためのニューロ
サイエンス，ニューロサイエンスのためのロボティクスと
双方向的に科学するニューロロボティクスの創生、また運
動学習と脳の環境知覚の研究から得た知見から、運動学習
効果を最大限に引き出すニューロリハビリテーションを目
指している。本稿ではあえて平易な文章で、これまでに行っ
てきた研究を紹介し、また人間社会との関わりを意識した
上でアウトリーチにつながる研究紹介を行いたいので、お
つきあいいただけたら幸いである。

２.  ニューロリハビリテーションへのロボティクス計算技

術の活用

図１に筆者が考えるニューロロボティクスの構想図を示
す。はじめにで概説したが未知の環境での対応力、運動学
習能力に関しては人間は高い能力をもつ、それは今のロボ
ティクスに欠けている部分でもある。工場などの不変な環
境で決まったタスクをするなどはロボットにとって得意な
ことであるが、知らない環境に対しては弱い。一方ロボティ
クスは運動生成、運動制御の学問と言ってもよく運動の定
量化の理論は数多くのアプローチがあり、多くの技術がス
トックされている。またニューロリハビリテーションはこ
れまで熟練したセラピストにより試行錯誤的でアナログ的
に行われてきた分野であり、今後の超高齢化社会において
ニューロリハビリテーションのプロセスの自動化、効率化
そのための定量化は必要な要素技術である。よってニュー
ロリハビリテーションとロボティクスは実は相補完的な役
割を果たしうる関係となっている。ここではわかりやすい
一例として筆者が行ってきたバランストレーニングの自動
化に向けてのシステムを紹介する。

脳卒中は高年齢化と共にリスクが増大し、運動制御およ
び調整機能に影響を与える。そのなかでもまず立位姿勢の
維持は根本的で第一次的な運動機能である。歩行も重要で
あるが、その前に立位姿勢を安全に単独で行えるようにな

ニューロロボティクスの創生
－ロボティクスと脳神経科学との融合による医工連携

東北大学大学院医工学研究科
医工学専攻 （兼）
工学研究科　ロボティクス専攻
教授　林　部　充　宏
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ることが社会復帰の第一歩となる。自動化のために最近
バーチャルリアリティやビデオゲームを活用したものが研
究開発されつつある。それ自体はリハビリ運動の提示には
有効だか、正確なバランス能力のための判断には重心位置
の制御能力を見る必要がある。厳密には患者それぞれ異な
る体型をもっていることで、姿勢と重心位置の関係性には
個性がある。たとえば脳卒中による片麻痺などの患者の場
合には片側の筋肉体積の劣化により必ずしも体の真ん中に
そのひとの重心があるとは限らない。そのため現代のバイ
オメカニクスではフォースプレートや圧力センサなどによ
り実際の圧力中心をみることでバランス評価を行うことが
標準的になっている。小型のNintendoのwiiボードを使っ
て安価なシステムでそれを行っているクリニックを訪れた
ことがあるが、ボードによる小さな段差に不安定な患者が
転倒しないように常にひとりのセラピストの方が見守って
いるような状況であった。そこで筆者らは図２のようにロ
ボティクスのリンク質量分布モデルを採用し、また適応的

にパラメータの更新同定を行うことで各患者ごとの姿勢―
圧力中心マッピングのモデルを作成できるシステムを開発
した［１］ ［２］。

ポイントとしては家庭内でも使えるように安価なセン
サーをもちいること（Kinectとwiiボード）、図３のように
キャリブレーションは自分ひとりで簡単に実行できるこ
と、一度キャリブレーションを行ったあとは個人の特性が
考慮された体のパラメータはすでに獲得されているので、
Kinectのみにより足面圧力のバランスポイントを推定でき
ることである。

図４に示したように通常必要となる足接触圧力計測に依
存しないバランス推定が可能となった。姿勢から重心を推
定し、その重心の動的変化からモーメントバランスの平衡
点推定を行っており、ロボティクスにおけるモデル同定技
術とカルマンフィルタによる適応的同定と身体運動モーメ
ント推定計算を活用した。また標準体型の方であれば標準
モデルをスケーリングすることでキャリブレーションなし

図２. 重心位置の個別モデル同定によるバランス評価

図３. 身体モデルのセルフキャリブレーション

図 1. ロボティクスのためのニューロサイエンス、ニューロサイエンスのためのロボティクス

図４.  足圧力計測に依存しないバランス
推定（黄緑が安定、不安的になる
と度合い応じて赤化する）
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でもバランス推定を行うことが可能となっており、本研究
室のオープンキャンパスでもデモを行って問題なく使用す
ることができた。さらなるリハビリテーションの定量化、
自動化に向けて必要な要件としてセラピストの目に依存し
ない運動評価計算フレームワークが必要となる。モーショ
ンパターンの同定技術はすでにロボティクスの分野でも報
告されたシステムがあったが、立位、座位、うで回し、ス
クワットなどの運動種類の判別とそのカウントだけではな
く、そのパフォーマンスも自動的に同時抽出できる技術が
リハビリテーションでは求められる。図５のように、我々
は運動パターン同定とそのフェーズ特徴解析を同時に行う
ことで、早い動きなのかゆっくりなのかという運動特徴量
も同時に獲得できる計算フレームワークを提案した ［３］。

３. 運動学習プロセスのシミュレーション

人間の運動制御に関して古くから知られるベルンシュタ
イン問題というものがある。これは筋骨格系の自由度の冗
長性の解決問題としての不良設定問題である。ベルンシュ
タインはいくつかの筋群の間に協調性、シナジー synergy
が存在することで、自由度を減らして問題を解決している
と言っており、事実人間は運動制御において関節間や筋肉
群間でこのシナジーが存在することは実験的に確認されて
いる。ただし計算論的に中枢神経がどのような法則に基づ
いて、このシナジーを発生させているかは厳密にはわかっ
ていない。これまでのロボティクスの研究や最近研究が盛
んな計算論的神経科学では、何らかの評価関数を最小にす
る（最適化）するような計算方法が提案されている［４］。
実際に最適化計算を行うと人間らしい動きも生成できるの

だが、それは人間がある指針を最適にするように動いてい
ることの証明にはなっているのだが、その学習計算プロセ
スが実際に数学的最適化計算であるというわけではない。
なぜならその最適化計算には環境と身体の数学的モデルが
必要となってしまう。そのため、真の意味で未知の物理的
環境下での運動学習の方法としての解決策やシナジー生成
方法とはなっていない。どのような計算指針でシナジーが
生成できるのかのメカニズムを扱うものはほとんどなかっ
た。未知環境ではそのモデルがない前提で学習によりシナ
ジーを生成する必要があり、我々の論文ではじめて行われ
た［５］ ［６］。図６のように環境に適応制御しながら
Synergeticな運動パターンを生成することのできる運動学
習アルゴリズムということでSynergetic Learning Control
と呼んでいる。環境情報がないので最初は100％フィード
バック制御となっているが、それが環境とのインタラク
ションを通じてフィードフォワードの制御に少しづつ変
わっていくので人間の学習プロセスとの親和性がある。リ
ハビリではだんだん再学習が進むと、同じようにフィード
フォワードの制御になっていくのでリハビリ運動特徴変化
の評価にも使えるのではないかと考えている。

関連研究として東北大学名誉教授内山勝先生の試行と修
正による運動パターンの形成法がある［７］。70年代にこ
のようなモデルに依存しない計算法が日本でのロボティク
ス創生期と同時期に行われたことには驚かされる。繰り返
し試行により誤差信号の低減化が行える方法である。脳科
学の分野では内部モデルで有名な川人光男先生のフィード
バック誤差学習が知られていて、非常に有用な方法である。
ただし冗長なシステムで誤差以外の最適化プロセスを計算
するためには前述の最適化計算のようにあるコスト関数の
数学的最適化計算を伴うことが必要なことが知られてい
る。ロボットと異なり人間の運動では誤差を低減する現象
も勿論起きているが、同時に楽をするエネルギーを使わな
い指針も同時に存在する。事実人間の動きはときに用件を
満たす場合は正確さを必ずしも伴わない。腕の手先の追跡

図５. リハビリの運動種類判別と質の評価の自動化
図６. 人間らしく運動学習するSynergetic Learning Control
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運動では誤差を減らす方向性とエネルギーを減らす方向性
は同じ向きではないので干渉がおこる。つまり人間の運動
の場合には誤差の低減化だけを考えればいいのではなく、
同時にエネルギー消費の低減化も行う必要がある。我々の
提案した手法ではモデルに依存しない方法で、また複雑な
最適化計算をつかわずに結果的にエネルギーと誤差がある
程度のバランスを保った運動制御結果となり、関節間のシ
ナジー生成が起こる。Error-Energy Indexという新しい運
動評価指針を導入し、図７のように学習制御によってこの
誤差とエネルギーのカップリング指針が結果的に最適化さ
れるようになると同時にシナジーが生成されるという結果
が得られた ［５］ ［６］。

４. 筋肉の機能、生理、変形ボリュームモデル　

人間の運動制御に関する研究も大事であるが、身体自身
の機械力学的、生理学的要素を十分考慮することもヒトの
運動理解に有益である。運動に関する生体信号解析および
筋肉から脳を含めた生体機能のモデリングおよび個体差を
考慮するための同定技術の開発を行っている。筋電位など
の遠心性運動情報の解析および電気刺激により求心性感覚
フィードバックを与えたときの脳の知覚状態を脳波などに
より多次元信号解析を行うことで運動シナジーや感覚シナ

ジーの特徴を捉えることで運動感覚機能の定量的評価を目
指している。

図８に示した研究例は筋肉のモデリングを扱った例で、
従来ワイヤーモデルで考えられることの多い筋肉モデルに
関して機械力学的により現実に近い変形ボリュームとし
て、その中で生理学的筋肉モデルを構築することでワイ
ヤー近似では扱うことのできない筋肉のファイバー走行構
造の違いによる変形や圧力分布の検証を行えるようにした
ものである［８］。平行筋に比べて双羽状筋の構造では同
密度で筋繊維をいれてもより多くの筋束数が入れられるこ
とができ筋力を高めつつまた腱への力伝達も圧力を分散さ
せた状態にできることが定量的に力学計算によって確かめ
ることができた。

５. おわりに

将来的に超高齢化社会を迎える日本にとってニューロリ
ハビリテーションの効率化、自動化、高精度化は重要な課
題である。本稿で紹介したようにロボティクスの技術はそ
こへ貢献できる可能性を大いにもっている。ニューロロボ
ティクスのさらなる創生に向けて今後も努力していく所存
である。

余談であるが我々の研究室は旧内山勝研究室のスペース
で本年４月より研究活動をスタートさせた。恥ずかしなが
ら最近知ったことであるが、内山先生が東北大に移ってこ
られた以前に所属されていた東京大学の力学制御研究室を
現在引き継いでいらっしゃるのがロボティクスの冗長性で
知られている中村仁彦先生 ［4］ である。中村先生は、著者
の大学院時代の指導教官である。また内山先生の最も引用
されている論文が先に紹介した論文であるが、二番目に引
用されているのがP. Dauchez先生との力制御のものでフラ
ンス、モンペリエLIRMM研究所に昔おられた先生で、
LIRMMは著者が10年間フランス時代に所属していた研究
所である。内山先生、P. Dauchez先生ともに仕事上では直
接関わる機会がなかっただけに逆に不思議なこともあるも
のだと感じている。モンペリエ大学がローカル感のかなり
強い場所なのでなおさらである。ただし日本では知られて
いないが、フランスの大学としては屈指の歴史を誇り、と
りわけ医学部はヨーロッパ最古とされる。私がいうのは恐
れ多い話であるが、内山先生とのなんらかの縁を勝手に感
じさせて頂いていると同時に身の引き締まる思いでおりま
す。

私の場合、先達の先生方のように実力があったわけでは
ないのだが、無謀にも医学部に所属してみたり、海外に長
くいてみたりといった普通のそれとは環境を変えてみたこ
とで脳の可塑性の恩恵をうけて環境適応の結果として求め
られるスキルを身につけられたのではないかと考えてい
る。脳自体が環境適応能力をもっているのでその恩恵を受
けたような格好である。私自身が脳の可塑性の体験者でも
ある。長くいるだけで当初不可能と思われたフランス語も
困らない程度に使えるようになった。

図７. 誤差とエネルギーをバランスよく低減化する過程
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日本の学生については内向きになっていると伺っている
ので、グローバルな体験などぜひ時には環境を変えてみる
ことをお勧めしたい。環境を変えずにスキルをあげるほう
が実は真の実力が問われるのでずっと大変なのである。脳
は素晴らしい学習制御器で誰もが持っているものである。
ぜひ無料のリソースを有効活用していただきたい。また脳
の可塑性は本ニューロロボティクスでも重要なキーワード
であり研究対象でもある。本稿の最後の考察としてうまく
つながっていることを期待したい。
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１. はじめに

「表面力 （surface force）」 というと 「表面張力 （surface 
tension）」とよく間違えられる。表面力は物質表面の間に
働く力の総称であり、分子間力が分子間の相互作用を呼ぶ
のに対し、粒子や固体表面のように、分子に比べ大きな表
面の間に働く相互作用をさす。表面力の距離依存性（相互
作用ポテンシャル）、そして接着力（Adhesion Force、凝着
力と訳す分野もある）をバネばかりを用いて直接測定する
表面力測定（Surface Forces Measurement）は、分散力の
証明のために1930年頃に開始された。距離ならびにバネの
変位をサブナノメートルの精度で評価する現代的な精度で
の直接測定は、1970年前後から雲母表面を試料とし、白色
光を用いたFECO（等色次数干渉縞）による距離決定により、
キャベンディッシュ研究所の表面物理研究室のD. Taborら
により開発・実現された１）。その後、80年代にかけてTabor
の弟子のJ. Israelachviliらがオーストラリア国立大学の応
用数学研究室で汎用型装置（表面力装置、SFAと呼ばれる）
を完成し、大学の工作室で製作した装置を販売して研究の
原型ができた２）。応用数学研究室の創設教授であったB. 
Ninhamは分散力理論で知られた研究者でソフトマターの理
論研究の先駆者でもあるが、実験研究者を招いて研究する
スタイルを早くから実践する先見性のあるリーダーであっ
た。SFA法は、実験的に難しい操作を要求されるため、実
際にSFAを用いて測定しているグループは世界でもまだ少
数である（only handful－ほんの少数－と言われる）。

1970年代は、分子の自己組織化研究が開始された時期で
もあり、筆者も液晶、ミセル、単分子膜や二分子膜といっ
た分子組織体の研究で研究者としてスタートした３- ５）。自
然に自己組織化にかかわる相互作用を知りたいと考えるよ
うになり、1980年代の後半に表面力研究を開始した６, ７）。
当時、世界的には10近くの研究室で始められていたが、多
くは物理分野での研究であった。それまでの分子組織体の
経験を活かせば独自性の高い研究ができるのではと思い、
化学・材料分野での計測法としての確立を目指してき
た８, ９）。本稿では、測定法と化学・材料分野への展開への
課題、そして摩擦研究への応用について紹介したい。

２. 表面力測定８）

本測定は、表面間の相互作用の距離依存性をバネばかり
で測定し、表面力曲線（相互作用ポテンシャル）を得るも

ので（図１）、FECO法では、試料である基板の裏に銀を
蒸着し、その間を多重反射し透過する光の干渉縞の波長か
ら距離を求める（図２）。具体的には銀表面間の距離から
基板の厚みを引いて表面間の距離を求める。引力が働けば
モータで動かした距離以上に近づき、斥力の場合は離れて
いる。この差（バネのたわみ）にバネ定数をかけると、表
面力が求められる。

相互作用はその起源により距離依存性が異なるため、相
互作用の起源の検討に有効であり、ファンデルワールス力、
電気二重層斥力、分子の大きさを反映する立体斥力などが
表面力測定の対象である。

SFA法の特徴は、（１） 距離は0.1 nmという高精度で測定
するが、大きな表面（接着する面の大きさは典型的には直
径で約30μm）を用いるために、結果から得られるナノレ
ベルの（分子的な）描像を、マクロな現象と対応しやすい
こと、（２） 多分子を同時に測定するために、単分子間で
は弱い相互作用も検出できること、（３） 単分子の相互作

表面力測定とその摩擦研究への展開

東北大学
未来科学技術共同研究センター
教授　栗　原　和　枝

図１. 表面力曲線（引力の場合）

図２. 従来型表面力装置
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用の和では説明できない多分子の相互作用を検討できる、
（４） 振動スペクトルなど他の計測法を併用して、表面の
特性を調べやすいことがある９）。また、実験的には特性の
良く分かった表面を調製しやすいことも長所である。相互
作用を計測する装置に同時期に発展してきた原子間力顕微
鏡（AFM）がある。本来は、表面形状の画像化のために
開発された装置であるが、現在は相互作用の計測にも用い
られている。とがった探針を用いて相互作用を測定する
AFMの究極の形が一分子計測と考えると、違いが分かり
やすい。

３. 化学・材料科学のための表面力測定

物質の理解の基本は、構造と相互作用の解明である。構
造がX線構造解析をはじめとする様々な手段で、詳細に分
かるようになっているのに対し、複雑系の相互作用につい
ては、電気二重層斥力や立体力を除くと、現在でも十分に
はわかっていない。多体の相互作用や溶媒の役割にまだ不
明な点が多いためである。直接測定は相互作用の理解を大
きく進めると考えられるが、従来は試料が実質的には雲母
と、雲母の表面をLangmuir-Blodgett膜などで修飾したも
のに限られていたために、十分に展開されてこなかった。

測定で得られる相互作用曲線は、界面の性質が変わると
大きく変化する。単純な例をあげると、マイナスあるいは
プラスの電荷をもつ帯電した表面についても、反対符号の
電荷を持つ対イオンの種類が異なると、表面の電荷の遮蔽
の程度に違いがあり、これが斥力を大きく変える。逆に斥
力を測定することで、表面の電荷が対イオンにどのように
遮蔽されているかを評価できる10）。このような測定の特徴
を活かし、他の界面評価法も合わせて使うと、固―液界面
の特性を解明するためのユニークな手法となると考えた。
実際、様々な未知な現象を見出している11-13）。不透明試料
用の装置も試行されてきたが、十分な性能を得ていなかっ
た。筆者は、試料の制限をはじめとする測定の限界を乗り
越え、表面力測定を物性・材料研究の道具として使いこな
したいと思い、幸い、いくつかのブレークスルーと考えら
れる成果を得ている。そのうち測定法に関するものを中心
に紹介する。

ひとつは、 世界初の不透明試料用の装置の開発である 
（図３） 14）。下の表面の裏面にレーザー光を当て、参照ミラー

から反射する参照光との二光波干渉法により距離測定する
（図４）。通常の二光波干渉法では、ナノメートルレベルの
分解能が得られる範囲は20 nmと非常に程度と狭く、距離
を数百ナノメートル変化させる表面力測定には適用できな
い。筆者らは、回折格子を用い、干渉光の位相を90度ずつ
ずらし、それぞれの光を４分割フォトダイオードで検出す
することでこの課題を解決した（図５）。この装置を用い
ると、５ μm以上の距離変化を0.2 nmの分解能で測定でき
る。本装置は単に不透明試料に適用できるだけでなく、金
や白金電極を用いた電気化学測定10,15）や、装置を蛍光顕微
鏡やその分光システム16）と組み合わせるなど固―液界面
を見る新しい展開にも有効である。

表面力装置では、表面に垂直な相互作用のみでなく、平
行に横方向にずりをかけその応答を見るずり測定が早い時
期から行われ、特徴の異なるいくつかの測定法が提案され
ている。筆者らが提案した共振法は、上部ユニットをバネ
で吊り、その機械的な共振が対向する面の材質の粘弾性や、
表面間の液体の性質により変化する応答を観察するもので
ある （図６） 17,18）。共振法を採用したことで、試料の特性の
違いや変化に敏感でありながら、安定性良く測定できる点

図３. ツインパス型表面力装置

図４. ツインパス型装置

図5. 装置の光学系の工夫

図６.  共振ずり測定（RSM）装置。表面間の液体
の構造化、摩擦・潤滑特性を、表面間距離を
µmからゼロまで連続的に変えて評価可能。
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で使いやすく、広範な対象に使われ始めている。表面間の
距離を0.1 nmという高い精度で測定しているのに対し、大
きな表面を扱うために。実用的な材料や表面処理の評価に
有効である。工業的にも脂肪酸修飾した炭酸カルシウムナ
ノ粒子の増粘機構の解明19）、ナノインプリンティング用樹
脂の特性評価20）など応用例が出ている。

物質・材料科学への展開には、これらの装置や測定法の
開発だけでなく、平滑な基板の調製や、取得したデータの
解析が重要である。

一般的によく用いられる雲母を基板とする場合には、雲
母を手でへき開し、10 ㎜角の２ μmの厚みの同一な薄膜を
２枚作成する必要がある。この操作は、雲母のへき開粉が
残りやすいなど、なかなか厄介で、測定の実際的な障壁に
なっていた。溶かしたガラスを吹いて薄膜を作成する方法
も提案されていたが、普及しなかった。筆者らは、最近ス
パッタリングによるシリカ膜の作成21）をはじめとして、多

くの材料からRMS（平均自乗平均）粗さが１ nm以下の平
滑な表面を調製できるようになっており、この基板調製に
おけるハードルも低くなってきている。

また、様々な分光法やシミュレーション22）を併用して、
観測される相互作用の起源の解明に努力している。相互作
用を指標にして、固―液界面を評価した例としては、シリ
カの表面に非極性溶媒から吸着するアルコールやカルボン
酸が水素結合により組織化された構造をとることを見出し
たもの（図７） 13,23）などがある。

図８に測定対象の例を示す。

４. 摩擦研究への展開

装置の特徴を活かすものとして摩擦研究（トライボロ
ジー）への展開がある。マクロな摩擦試験機も摩擦力とい
う力を測定するものであること、また二つの表面に引力が
働く場合には摩擦は大きく、斥力の場合には摩擦は小さい
など、研究として共通する部分も多い。

筆者らは前述した共振ずり測定法を用い、潤滑油を固体
基板の間に挟み、その挙動を調べている。図９はバルク粘
度の異なる４種の潤滑油に対し、測定データをモデル解析
して得た粘性パラメータbを基板間距離に対してプロットし
たものである24）。数百nmのように距離が大きい時には、bは
バルク粘度に対応するが、20 nm付近から上昇する。この上
昇は、狭い空間に閉じ込められた液体の構造化により、固
体的に振る舞うようになったためと考えられ、実効的な粘
度の大小関係はバルクと逆になり、低粘度な潤滑油は狭い
空間での実効粘度が大きくなることが分かった。このよう
な新しい知見を基に、従来にない潤滑油の分子設計や組成

図７. 界面に形成する分子マクロクラスター。コロイドプローブＡＦＭを用いて評価した。

図８. 表面力測定の対象

図９.  ナノ空間中での潤滑油の実効粘度潤滑油の実効粘度の距離依存性
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を提案できると考えている。実際、低粘度油と高粘度油の
長所を取り入れ、摩擦を約半減する組成を見出している。
また、ツインパス型装置を用いる鉄表面間（機械部品の表
面のモデル）の潤滑油の評価25）、 ゲルのような弾性体の変
形の摩擦への寄与を調べること26） も可能になった。これら
の表面力測定に加え、様々な界面評価手法を取り入れ、低
摩擦材料の開発を行っている。

４. おわりに

物質科学の基礎は構造と相互作用の解明である。しかし、
結晶をはじめとして多くの原子や分子の関わる相互作用に
ついての解明はまだこれからである。測定する相互作用は、
表面の状態に応じ変化する。これは表面力測定のデータの
解釈が難しいといわれる原因の一つであるが、感度の高さ
を示すことでもある。この点を活用すれば、カロリメトリー
に対応するような、特異的な状態を検出するフォースメト
リーが成立すると考えている。今後もさらなる展開に努力
したい。また、開発した表面力測定法を是非、多くの研究
者・技術者に活用いただきたい。
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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10回「青葉工学振興会賞」の授与 「応募件数：11件」

研　 究　 者 研 究 業 績 名
東北大学大学院工学研究科電子工学専攻
　　准教授　加藤　俊顕 グラフェンナノリボンの革新的集積化合成法の開発

東北大学大学院工学研究科知能デバイス材料学専攻
　　准教授　須藤　祐司

相変態制御による形状記憶・情報記録材料の高性能化に関する
研究

② 第22回「青葉工学研究奨励賞」の授与 「応募件数：15件」

研　 究　 者 研 究 業 績 名
東北大学電気通信研究所
　　助教　大脇　　大 四脚動物の多様な運動パターン生成を司る脚間協調機序の解明

東北大学流体科学研究所
　　助教　岡島淳之介

マイクロチャネル内相変化伝熱現象を利用した医療用小型冷凍
デバイスに関する研究

東北大学金属材料研究所
　　助教　山中　謙太

ナノ不均質性を制御した新しい生体用Co-Cr合金の創製と医療
用デバイスへの応用

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５回強磁性形状記憶合金国際会議（ICFSMA’16）　外 ２件

② 学術研究集会

第10回日本電磁波エネルギー応用学会シンポジウム　外 ５件

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

本学と韓国浦項工科大学との国際交流　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28年度外国人留学生奨学金（10月入学者２名 ）    13名

平成28年度博士後期課程進学者奨学金（２-１）  10名

平成27年度博士後期課程進学者奨学金（２-２） 12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31号発行（29年３月） 1,200部

⑹ 東北大学祭への助成

開催期間 平成28年10月28日㈮〜 10月30日㈰

場　　所 川内キャンパス

平成 28 年 度   事 業 報 告
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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28年７月27日㈬〜 28日㈭

場　　所 青葉山キャンパス

② 子供科学キャンパスへの助成

開催期間 平成28年7月27日㈬〜 28日㈭、10月11日㈫〜 12日㈬

場　　所 青葉山キャンパス工学研究科創造工学センター

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研究活動や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 85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 48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 開 催 日 場　　所

第55回産学官交流大会 平成28年11月14日㈪ 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 認 定 式 場　　所

第９回みやぎ優れMONO事業 平成29年1月27日㈮ 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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学
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興
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す
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す
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。
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発
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＋
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北
大
学
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範
囲
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わ
た
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究
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お
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。

さ
て
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回
の
翠
巒
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で
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澤
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究
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績
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ク
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お
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究
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発
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本
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産
学
連
携
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推
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。

こ
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の
研
究
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も
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お
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の
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。

最
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ま
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に
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ま
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よ
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。
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