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長　坂　徹　也大学院工学研究科長
工学部長東北大学

巻 頭 言

「東北大学ビジョン2030」 と
工学研究科の役割

平成30年４月より、東北大学工学研究科長・工学部長を
拝命しております。工学研究科・工学部は、本学における
最大部局（学生数）ですので、指定国立大学法人としての
東北大学のミッション達成にとって、工学研究科・工学部
は非常に重要な役割と重い責任を負っています。滝澤博胤
前研究科長をはじめ、前任の先生方が築いてこられた実績
を損なわないよう、微力を尽くしたいと思います。
時を同じくして、大学の執行部も大幅に入れ替わりまし
た。６年間総長を勤められた里見進先生から、第22代総長
として、大野英男先生（前通研所長）が就任されました。
また、滝澤博胤前工学研究科長をはじめ、多くの工学系教
員が、理事・副学長、総長補佐、副理事、総長特別補佐に
起用されています。詳しい陣容は本学ホームページをご参
照頂ければと存じます。大野新総長は、ご就任直後から東
北大学の理念とミッションおよび行動計画をまとめられ、
「東北大学ビジョン2030」として公表されました。「創造と
変革を先導する大学－世界から尊敬される三十傑大学を⽬
指して」と銘打ち、教育、研究、社会との共創（Co-Creation）、
経営革新の４つの主要ビジョンを掲げると共に、各ビジョ
ンに対する重要戦略として計19項⽬、ビジョン・戦略を具
体化するための主要施策として計66項⽬を謳っています。
⽬につくところは「経営革新」ではないかと思われますが、
最近の大学は教育・研究資金を出来るだけ自前で調達する
ことが強く求められており、経営センスは不可欠になって
来ると言えます。言うまでもなく、大学の最重要ミッショ
ンは、優れた人財育成のための教育だと思いますが、十分
な運営資金がなくては何もできない昨今の状況であり、十
分な運営資金を得ようとすれば、卓越した研究シーズは必
要不可欠な資金ソースと言っても過言ではありません。基

礎研究が非常に重要であることは言わずもがなですが、
しっかり出口を見据えた応用研究をもしっかりと進めるこ
とが、これからの大学の生命線になって来るでしょう。こ
れらの重要性を裏付けるように、「東北大学ビジョン2030」
では、ビジョン２：研究の中で、未来の価値創造への挑戦、
世界三十傑大学にふさわしい研究システム変革等が重点戦
略として取り上げられており、「社会にインパクトある研
究」の推進が益々重要になってきます。
本学の最大部局である工学研究科は、「東北大学ビジョ
ン2030」に掲げられた各⽬標達成にとって、最も鍵となる
部局だと自覚しております。そのため、工学研究科の達成
⽬標と行動計画は、ビジョン2030に基づいて実施されるこ
とが基本となります。一方で、工学研究科には部局独自の
課題があり、野望もあります。とてもビジョン2030のよう
に66項⽬もの主要施策を示すことはできませんが、出来る
だけ具体的に、数値⽬標を掲げられるものは掲げて、「工
学研究科の達成⽬標」を研究科内に公表させて頂くことに
しました。内容は、次代を担う若手育成と支援体制整備、
価値創造に繋がる研究・教育の推進、研究力の更なる強化
の３つの⽬標につき、それぞれ３つ、計９つのアクション
プランを示させて頂きました。この中で、前述の研究力強
化と外部資金確保は大きなウエイトを占めています。詳細
は省略しますが、この工学研究科の達成⽬標とアクション
プランは、青葉工学振興会の設立趣旨と機能に対して非常
によく整合します。研究科長としては、自ら示したアクショ
ンプランを実行し、⽬標を達成するためには、青葉工学振
興会と今まで以上に密に連携・利活用させて頂くことが必
要になります。我々も苦しい状況の中、精一杯頑張ってい
きますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
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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30年度は、宮城県内各大学から「第12回青葉工学振
興会賞」に14件、「第24回青葉工学研究奨励賞」には15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12回青葉工学振興会賞の受賞候補者１

名、第24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19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30年12月３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30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30年度「青葉工学振興会賞」等受賞者

第12回  青葉工学振興会賞 

受賞者名 所　　属 研究業績名
鳥谷部祥一 東北大学大学院工学研究科応用物理学専攻　准教授 生体分子マシンの１分子熱力学量測定法の開発

第24回　青葉工学研究奨励賞

受賞者名 所　　属 研究業績名

大森　俊宏 東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻
助教

計算生体力学による細胞サスペンジョン力学の
構築

許　　　皛 東北大学大学院工学研究科金属フロンティア工学専攻
助教

Co基ハーフメタル磁性合金における異常マルテ
ンサイト変態の発見とその解明

小室　淳史 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
助教

大気圧ストリーマ放電の反応シミュレーション
モデルの開発
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生体内では多種多様なナノマシンが働いている。ただの
高分子であるたんぱく質が、10 nm程度に折りたたんでナ
ノマシンを構成し、燃料を分解しながら自律的に動いて、
多様な機能を果たしているのだ。このようなナノマシンが、
熱揺らぎの激しいナノスケールで、どうやって動いている
のか、また、その効率はどれぐらいか。動作原理の解明は、
生物学、化学、物理学を総動員して解くべき大きな問題で
ある。また、さらに欲を出せば、このような分子モーター
を真似て、人工的に自律的なナノマシンを作ってみたいと
思うのだ。これは、ナノテクのひとつの⽬標であろう。
我々が研究しているF1-ATPase（以下、F1モーター）は、

燃料のATP分子を分解しながら軸が一方向に回転する（図
１a）。固定子をガラス上に貼り付けて、軸にサブミクロン
の大きな粒子を付けることで、たった１分子の回転を光学
顕微鏡で観察できる（図１b） ［１］。さらに、我々の発展
させた回転電場法を用いることで、外からトルクをかけて、
モーターの応答を測定できる（図１c）。この方法を駆使し
て、１分子の仕事や熱といった熱力学量を計測している。
これまでの実験により、このモーターが、ストール状態

（外部トルクとつりあって止まっている状態）では、ほぼ
100％の熱力学効率を実現していることが分かった （図１
d）［３］。また、くるくると回転している状態でも、ATP
分解で得た自由エネルギー変化を、ほぼ100%、回転運動
につぎ込める。つまり、モーター内部では全く無駄がなく、
内部摩擦はほぼ無視できるということが分かった ［４, 
５］。
なぜ、こんなにも効率が良いのか？ マクロなエンジン
では、速く動かすと摩擦が大きくなり、ミクロな自由度を
通して熱としてエネルギーが散逸して効率が落ちる。しか
し、F1モーターはそれ自体がミクロであり、ミクロな自由
度でエネルギーの流れを制御できている可能性がある。
そのメカニズムを理解するため、我々は新規の解析方法
を開発し、回転の軌跡のみから、エネルギー変換機構を推
定することに成功した ［６］。分かったことは、F1モーター
は、回転軸の熱揺らぎを「観て」、その角度に応じて上手
く化学状態を切り替えるというフィードバック操作によ
り、エネルギー変換効率を高めているようだ。これは、ナ
ノサイズの機械だからこそできる制御であろう。なお、こ
のように、熱揺らぎを観測し、その情報に基づいて動くと
いう動作は、「マックスウェルの悪魔」として知られてい
る ［７］。 

このような高効率なモーターが自然界に存在し、我々の
体内でエネルギー変換を担っているという事実、また、進
化の過程で得たメカニズムの巧みさには、驚嘆する。現在、
自律的に運動する人工ナノマシンの実現を⽬指して研究を
進めている。今後の発展に期待して欲しい。

１） Noji,  Yasuda,  Yoshida,  Kinosita:  Nature  386,  299 
（1997）

２） Watanabe-Nakayama,  Toyabe,  Kudo,  Sugiyama, 
Yoshida, and Muneyuki: BBRC 366, 951 （2008）

３） Toyabe, Watanabe-Nakayama, Okamoto,  Kudo,  and 
Muneyuki: PNAS 108, 17951 （2011）

４） Toyabe,  Okamoto, Watanabe-Nakayama,  Taketani, 
Kudo, and Muneyuki: PRL 104, 198103 （2010）

５） Toyabe and Muneyuki: New J. Phys. 17, 015008 （2015）
６）Toyabe, Ueno, and Muneyuki: EPL 97, 40004 （2012）
７） Toyabe, Sagawa, Ueda, Muneyuki, Sano, Nature Phys. 
6, 988 （2010）

生体分子マシンの1分子熱力学量測定法の開発

第12回青葉工学振興会賞　

東北大学大学院工学研究科
応用物理学専攻
准教授　鳥谷部　祥　一

図1： a、F1モーター。b、たった1分子の動きを観察し、また、回転
電場法を用いて外部トルクをかけられる。c、外部トルク存在下
での回転軌跡。d、F1モーターが出せる最大仕事。傾き１の原点
を通る直線にのる。これが、熱力学効率100%を表している。
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第24回青葉工学研究奨励賞

我々の体を流れる血液は、生命活動のみなもとであり、
我々は血流によって体内環境を維持している。そのため、
血液の流れを明らかにし医工学応用へ繋げようと、流体工
学の分野において血流解析が行われてきた。血流を解析す
る際の問題の一つに、血液が多数の細胞を懸濁した混相流
である点が挙げられる。赤血球を代表とする血液細胞が、
「血しょう」と呼ばれる液体の中で変形し、入り乱れて流
れることから、血流は、細胞の移動境界問題や、流体構造
連成をともなう非常に複雑な問題となっている。これらの
問題を解決するため、我々は、細胞一つ一つの運動を追跡
する血流シミュレータを開発した。開発したシミュレータ
を元に、より定量的に、より正確に、血流動態を明らかに
することを⽬指してきた。
開発した赤血球モデル（図１）を用いて、まずは、赤血
球が単体で運動する際のダイナミクスを明らかにすること
を⽬指した。赤血球は流れの強さ（ずり速度）に応じて様々
な運動モードを示すことが知られている。高精度計算手法
を用いることで、ずり速度に対する応答を詳細に解析した
ところ、低ずりの運動モードから高ずりの運動モードへ遷
移する際に、これまでに報告されていない新しい運動モー
ドが存在することを発見した［１］。今回発見した運動モー
ドは、赤血球運動がどのようにして、血液の特性（非ニュー
トン性や物質拡散係数など）を決定するのか？を知るため
の足掛かりとなることが期待できる。
さらに、赤血球のダイナミクスと生理との関係を明らか
にしようと、脾臓（ひぞう）を模擬したシミュレーション
を行った。脾臓の役割の一つに、古くなった赤血球を排除
する事が挙げられる。ではどのようにして「古い赤血球」
をスキャンするのか？我々は脾臓の構造（たくさんのス
リットを有する）に着⽬して、小さな穴を通過する赤血球
の運動を解析した。すると、古い赤血球は内部流体（ヘモ
グロビン溶液）の粘度が上昇することで圧力損失が高まり、
結果、微小孔を通過する時間が飛躍的に伸びてしまう事が
分かった［２］。つまり、古い赤血球は脾臓に留まる時間
が増えて、マクロファージ（白血球）に捕捉され、除去さ
れる確率が高まる。我々の体は、物理・メカニクスを上手
く利用して機能する様子が伺える。
多数の赤血球が相互干渉し、血流が形成される様子を解
析するために、赤血球流動の大規模計算を行った（図１）。
大規模化にあたり計算速度が問題となるが、本研究では
Graphics Processor Unit （GPU）と呼ばれるデバイスを流

体計算に用いることで計算の高速化を達成している。本計
算によって、多数の細胞同士の相互干渉の解析が可能とな
り、そこで得られた知見を医療分野へ応用すべく、流体力
を用いた「がん細胞」の分離チップの開発を行った［３］。
原発巣から遊離し、血管の中に浸潤したがん細胞は
Circulating Tumor Cell （CTC）と呼ばれ、血流を介して
全身をめぐり、他の臓器へと転移してしまう。末梢血中の
がん細胞をカウントするCTC検査は、手術の予後や、薬効
評価として利用されているが、がん細胞を光らせる（免疫
染色）ために薬が必要となるなど、コスト面や結果が出る
までに日数がかかるといった問題点があった。今回設計し
たデバイス（図２）は、細胞の大きさや、硬さ等の物理パ
ラメータの違いから、血液を流すだけで細胞を分離する
キットであり、それらの問題点の改善が期待できる。
本研究では、血液細胞を中心とした細胞サスペンジョン
の力学構築を⽬指してきた。本研究の⽬標は、力学的観点
から細胞の機能や生理を明らかにすることにあり、その知
識を元に医工学応用を⽬指す点にある。今後は、精子やバ
クテリアといった自走細胞のメカニクス解明に向けて研究
を行い、不妊治療の改善や、新たな生物流体分野の確立を
⽬指して行きたい。

［１］ Omori et al., Phys Rev Lett （2012） 108, 138102
［２］ Omori et al., Phys Rev E （2014） 89, 013008
［３］ Tanaka et al., Lab Chip （2012） 12, 4336-4343

計算生体力学による細胞サスペンジョン力学の構築

東北大学大学院工学研究科
ファインメカニクス専攻
助教　大　森 　俊　宏

図２ 流体力を用いたCTC検査キット

図１ 血流シミュレータの開発
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形状記憶合金は、形状記憶効果および超弾性効
果の特性を有し、機能性材料として幅広く応用さ
れている。これらの現象は、マルテンサイト変態
と呼ばれる無拡散変態によって生じる。この時、
一般に母相を冷却することでマルテンサイト相が
得られるため、従って、通常形状記憶効果は、逆
変態の生じる加熱過程で得られる。その一方、標
題にあるCo基ハーフメタル磁性合金は、片側のス
ピンバンドが金属的でありながら、もう片側のス
ピンバンドが絶縁体的である、独特な電子構造を
示す強磁性体であり、スピントロニクス分野では
盛んに研究が行われている［１］が、安定な電子
構造である故に、マルテンサイト変態を示す合金
系は無かった。筆者らはCo2Cr （GaSi）合金の研究
中に、マルテンサイト組織を示す合金を偶然見出
した。さらに詳細に調査を行ったところ、従来報
告されてきたマルテンサイト変態や形状記憶効果
と異なる挙動を示すことが浮かび上がってきた。
図１はCo51.7Cr26.3Ga11Si11 合金において、磁化の温度依
存性を測定してマルテンサイト変態挙動を間接的に調査し
た結果である［２］。600 K以上の高温では通常のマルテン
サイト変態が生じているが、室温のマルテンサイト相をさ
らに低温まで冷却すると、200 K以下において大きなヒス
テリシスを伴う強磁性相への一次相転移が現れた。透過電
子顕微鏡［２］およびX線回折［３］によるその場観察の
結果、低温の強磁性相は高温母相と同じ結晶構造を示して
いることが判明し、すなわち、降温過程において母相→マ
ルテンサイト相→母相のようなユニークな変態挙動を示し
ていることが明らかとなった。そこで、図１ （b）のように、
室温でマルテンサイト試料に対して変形を加えて温度変化
したところ、図１（c）の通常加熱誘起形状記憶効果に加え、
図１（a）の冷却誘起形状記憶効果を初めて実現した。
母相→マルテンサイト相→母相のように、一旦消えた相
が再び現れる相変態現象のことをリエントラント変態と呼
ぶ。リエントラント変態は純Feにおいて初めて発見され
［４］、その後2000年前後で酸化物・化合物において数例の
報告があるが、加工性を有するメタル系においては本研究
が実に純Feに次ぐ約100年ぶりの報告例となった。
詳細は本稿において割愛するが、筆者らの研究により、
Co-Cr-Ga-Si合金におけるリエントラント変態の出現はマ
ルテンサイト変態と強磁性母相の絶妙なエネルギーバラン

スによって現れる珍しい現象であることが分かった［５］。
また、本現象の出現に伴い、極低温でも作動する高出力ア
クチュエータおよび広い温度範囲に安定した超弾性特性が
得られる実用材料の可能性が見えてきた。しかし、現状の
Co-Cr-Ga-Si合金においては、加工性が10%程度で低く、
Gaを含有することでコストも高い。筆者らは現在Gaフリー
合金系の開発に取り組んでおり［６, ７］、新しい機能性材
料としての実用化を⽬指して研究していきたいと考える。

［１］ I.  Galanakis,  P.H. Dederichs  and N.  Papanikolaou: 
Phys. Rev. B, 66 （2002） , 174429. 

［２］ X.  Xu,  T.  Omori, M.  Nagasako,  A.  Okubo,  R.Y. 
Umetsu,  T.  Kanomata,  K.  Ishida  and R. Kainuma: 
Appl. Phys. Lett., 103 （2013） , 164104.

［３］ X. Xu, T. Omori, M. Nagasako, T. Kanomata and R. 
Kainuma: Appl. Phys. Lett., 107 （2015） , 181904.

［４］ H.C.H.C., Nature, 109 （1922） 817-818.
［５］ X. Xu, M. Nagasako, M. Kataoka,  R.Y. Umetsu,  T. 

Omori, T. Kanomata and R. Kainuma: Phys. Rev. B, 
91 （2015） , 104434. 

［６］ K. Hirata,  X. Xu,  T. Omori, M. Nagasako  and R. 
Kainuma: J. Alloys Compd., 642 （2015） , 200-203.

［７］ T. Odaira, X. Xu, A. Miyake, T. Omori, M. Tokunaga 
and R. Kainuma: Scripta Mater., 153 （2018） , 35-39.

Co基ハーフメタル磁性合金における
異常マルテンサイト変態の発見とその解明

東北大学大学院工学研究科
金属フロンティア工学
助教　許　　　　　皛

図１   Co51.7Cr26.3Ga11Si11 合金における熱磁化測定の結果［2］。（b）室温で
変形した試料が（a）冷却及び（c）加熱でそれぞれの形状記憶効果を
示している。
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大気圧ストリーマ放電は化学反応性が高く、容易に発生
させることが出来るといった特徴から、様々な技術応用が
考えられている。例としては環境応用（環境汚染ガス処理、
水処理）、バイオ（殺菌、遺伝子操作）、医療（がん治療、
外科治療、止血、歯科治療）、材料（合成、加工、改質、
表面処理）、エネルギー（燃料着火、プラズマ補助燃焼）、
光源（ランプ、プラズマディスプレイ）などがある。これ
らの応用研究は国内外で活発に進められているが、放電中
の反応過程に対する知識は未だ不十分であり、技術開発は
理論ではなく経験に頼らざるを得ないのが現状である。現
在までの大気圧ストリーマ放電に関する研究は、主に実験
研究をメインとして行われており、実験結果を再現できる
ような理論の構築が遅れていた。そのため、実験結果から
得られる結論の多くは、それぞれの装置や実験環境でのみ
当てはまる各論的なものであり、技術開発効率が非常に悪
いという状況にあった。大気圧プラズマを社会で広く応用
していくためには、技術開発効率の向上と、技術の安全性
を担保するといった意味において、その物理機構の完全な
解明が必要である。このような背景から、私は大気圧プラ
ズマの基礎過程であるストリーマ放電に着⽬し、物理的に
自己矛盾のない一般性の高いモデルを開発した。そして、
開発したシミュレーションと実験結果との比較を通してモ
デルの改良を行い、実験結果に裏打ちされた大気圧プラズ
マのシミュレーションモデルを開発した。
その結果の一部を図１に示す。図１は大気圧プラズマが
発生したときの放電発光の時間変化を表したストリーク図
と言われるものである。針電極に30kV程度の高電圧を印
加した際に、針電極から平板電極に向かって放電発光が進
展している様子が示されている。図１（a）に示された実
験結果に対して、図１（b）に示したシミュレーション結
果は非常によく一致しており、放電発光の時空間変化を定
量的に再現することに成功した［１, ２］。また、プラズマ
応用技術にとって重要な役割を果たしている酸素ラジカル
（Oラジカル）、窒素ラジカル（Nラジカル）、ヒドロキシル
ラジカル（OHラジカル）［３, ４］の生成特性を再現し、
それぞれのラジカルがどのような過程により生成され、消
滅するかの化学反応過程を明らかにした。さらに、プラズ
マ支援燃焼等のアプリケーションで重要な高温化でのスト

リーマ放電の挙動解析［５］や、放電中の電子密度分布の
再現も行っており［６］、実験だけでは解明することが困
難であった大気圧プラズマ中の物理化学反応過程が徐々に
明らかになっている。今後はさらにシミュレーションの精
度を高めるとともに、シミュレーションソフトの汎用性を
高めるための改良に取り組んでいく。

［１］ Komuro A, et al. J. Phys. D: Appl. Phys., 45 （2012） 
265201.

［２］ Komuro A,  et  al. Plasma Sources  Sci.  Technol .  22
（2013） 045002.

［３］ Komuro A, et al. J. Phys. D: Appl. Phys. 48 （2015） 
215203.

［４］ Komuro A,  et  al. Plasma Sources  Sci.  Technol .  26
（2017） 065003.

［５］ Komuro A,  et  al. Plasma Sources  Sci.  Technol .  27
（2018） 105001.

［６］ Komuro A, et al. J. Phys. D: Appl. Phys., 51 （2018） 
445204.

第24回青葉工学研究奨励賞

大気圧ストリーマ放電の反応シミュレーション
モデルの開発

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
助教　小　室 　淳　史

図１. 放電発光の実験結果とシミュレーション結果の比較 [１]



研究プロフィール

SUIRAN 7

1. はじめに

“トライボロジー”当研究室が取り組んでいる専門分野
であり、相対運動しつつ互いに作用を及ぼしあう表面及び
これに付随する問題と事象に関する科学と技術である。要
求機能を果たすために必ず動く部分が存在する機械には、
常にトライボロジーが存在する。 
機械の代表格である自動車を考えると、その全エネル
ギー損失の約20％はエンジンやトランスミッションなどに
おける相対運動する部分での摩擦に起因し、機械機器の故
障や寿命の原因の75％は摩擦により引き起こされる摩耗に
起因するといわれている１）。ゆえに低摩擦と耐摩耗は、自
動車産業のみならず、あらゆる機械産業分野における効率
的エネルギーの活用と安全・安心の鍵を握る科学技術と認
識される。 
さらに、その効果は地球温暖化緩和に向けた温室効果ガ
ス排出削減ならびに持続可能社会のための省資源・省エネ
ルギーにも貢献する。また化学技術戦略機構の委託調査報
告「ST/GSC技術開発プログラム構想－ST戦略の具体化
に向けて－」によると摩擦と摩耗に起因したエネルギー損
失とコスト損失はGDPの２％に達すると計算されており、
経済の観点においても、低摩擦と耐摩耗に代表されるトラ
イボロジーは、社会的要請の強い科学技術と認識される。
本稿では、そのような意義を持つ“トライボロジー”に
おいて、当研究室が取り組んでいる低摩擦に関する最近の
研究を紹介する。

2.  なじみ：トライボ化学反応による低摩擦発現界面の自

己形成2）

図１に、水中において炭化ケイ素及び窒化ケイ素同士を
擦らせた場合の繰り返しに伴う摩擦係数の変化の典型例を
示す。いずれの場合においても、初期に比較的高い値を示
した摩擦は徐々に減少し、定常状態として0.01以下の安定
した低い摩擦係数を示す。この挙動は、一般に「なじみ」
と呼ばれる。図１の摩擦システムでは、なじみ期間におい
て、機械的な摩耗とともに⑴、⑵式の化学反応に伴う摩擦

面の平滑化と⑶式の化学反応に伴うせん断力の小さな水和
化SiO2ゲル層の形成により低摩擦発現界面が形成すると認
識されている。

　　SiC + 2H2O → SiO2 + CH4  ⑴
　　Si3N4 + 6H2O → 3SiO2 + 4NH3  ⑵
　　SiO2 + 2H2O → 3Si （OH） 4  ⑶

これらの化学反応は、常温常圧下では発生することは無
く、摩擦部の過酷な接触状態ならびに機械的及び電気的作
用に誘起されることにより起こる反応として「トライボ化
学反応」と呼ばれる。相対的に過酷な接触状態にある摩擦
初期は、トライボ化学反応を伴う摩擦面の幾何学的及び化
学的な特性の変化が著しく、この期間に定常時の摩擦を決
定する界面が形成される。図２は、図１の摩擦システムに

研究プロフィール

自己治癒力を有する超低摩擦機械システムの創成
－摩擦エネルギーによる超低摩擦発現界面の継続的自己形成－

東北大学大学院工学研究科
機械機能創成専攻
教授　足　立　幸　志

図1  水中における炭化ケイ素および窒化ケイ素同士の摩擦特性

図2  水中における超低摩擦発現時の炭化ケイ素摩耗痕の断面TEM像
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おいて形成された摩擦面であり、時にナノメートルの厚さ
の自己形成された界面（ナノ界面）によって低摩擦が発現
する。
本研究室では、摩擦現象を「摩擦界面における化学反応」
と捉え、トライボ化学反応の視点から超低摩擦の発現原理
を解明し、その理論限界を実現するための技術開発により
超低摩擦機械システムの構築を⽬指している。中でも従来
経験的に扱われていた「なじみ」をトライボ化学反応の視
点から科学的に着⽬し、定常時の摩擦面形成の基本原理を
明らかにし、それに基づき低摩擦発現界面を形成するため
の技術（低摩擦技術）の開発に取り組んでいる。 

3.  超低摩擦発現界面形成のためのなじみ処理、表面テク

スチャ及び新規コーティング 2, 3）

摩擦を抑制するための潤滑剤として水を用いる水潤滑シ
ステムは、水の低い粘性ゆえに従来の潤滑油では実現でき
ない極めて低い摩擦を発現させることが可能となる。医療
機器や食品及び半導体の製造等の特殊環境下における不可
欠な潤滑技術として期待されている。問題は、低摩擦を与
える水の特徴である低粘性に起因する許容荷重（低摩擦を
発現させ得る限界荷重）の低さである。すなわち、水潤滑
においては低摩擦と耐荷重性の両立が実用化のための重要
課題となる。
これに対し、水潤滑において低摩擦と耐荷重性を両立し

得る理想的な界面の自己形成を追求することにより、同じ
材料、同じ摩擦条件においても、摩擦初期のなじみ処理の
最適化により、低摩擦の発現（図３）に加え低摩擦と耐荷
重性の両立が可能になることを明らかにしている（図４）。
さらにトライボ化学反応の促進などを⽬的に導入するマイ
クロからナノメートルレベルで制御した表面テクスチャに
より、非常に高い許容荷重とともに摩擦係数0.0001オーダ
の超低摩擦を発生させることも可能となる（図５）。次に、
低摩擦界面形成のためのトライボ化学反応を促進する新規
コーティングを導入した際の摩擦特性を図６に示す。図６
では、X軸の減少にともない潤滑状態が過酷になることを
意味しており、新規コーティングによって、より過酷な条
件においても低い摩擦を発現し得ることを示している。
これらの結果は、なじみ時における低摩擦発現界面（例
えば図２）の自己形成技術を低摩擦技術と呼ぶことが可能
であることを示している。
トライボ化学反応を制御するためのなじみ処理ならびに
ナノメートルオーダで制御される表面テクスチャやコー
ティングは、低摩擦発現界面の自己形成技術として今後、
期待される手法である。

4.  摩擦環境を利用した低摩擦発現ナノ界面の継続的自己形

成4-8） 　ー自己治癒力を有する超低摩擦機械システムー

窒化ケイ素と窒化炭素膜の摩擦界面に不活性ガスを吹き
付けることにより無潤滑状態にもかかわらず油潤滑と同等
の摩擦係数0.003の低摩擦を発生する（図７）という、当

図3  なじみ処理による水中DLC同士の低摩擦発現

図4  なじみ処理の最適化による低摩擦と耐荷重性の両立

図5  表面テクスチャの最適化による低摩擦と耐荷重性の両立

図6  新規コ―ティングによる過酷な潤滑条件下での低摩擦の実現
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研究室で発見された現象を起点に本摩擦システムにおける
低摩擦発現界面の解析を推進してきた。その結果として、
新たに導入した炭素系硬質薄膜により、80℃程度の温度環
境下であれば、大気中無潤滑下において極めて安定な低摩
擦が発生することを明らかにしている（図８）。図９にそ
の際のボール摩耗面の光学顕微鏡写真及び断面TEM像を
示す。非常に安定した低摩擦を発現する際には、光学顕微
鏡では移着を確認することが不可能な摩耗痕ではあるもの
の厚さ５nm程の低摩擦発現ナノ界面が自己形成している
ことが明らかにされている。さらに近年、大気中に存在す

る水分子がトライボ化学反応により乖離し、摩耗痕に水素
基、水酸基として終端されていることが実験的に示され、
この終端により低摩擦が発現し得ることがシミュレーショ
ンにより明らかにされている（図10）。このような大気中
における無潤滑状態での低摩擦技術は、油など液体の潤滑
剤や摩耗粒子が問題となる固体潤滑剤の使用が困難な機械
システムの潤滑法として大いに期待される。さらに常に最
表面にナノメートルオーダの層が自己形成し続けるととも
に、大気中に存在する無尽蔵の水の乖離と摩耗面への水素
基、水酸基としての終端によりこの極めて低く安定した摩
擦が持続していることが示されており、「超低摩擦発現ナ
ノ界面の継続的な自己形成による半永久的な安定した低摩
擦システム」の可能性を明示している。またこれは「トラ
イボ化学反応を制御したナノ界面の創成」による超低摩擦
の発現のみならず、実用化に不可欠な「低摩擦の信頼性・
耐久性」の保証を与え得る現象であり、安全・安心な機械
システムの鍵となる可能性を有している。 
これらの技術開発のためには、なじみ期間のトライボ化
学反応の制御とともに摩擦中に継続的に自己形成する低摩
擦発現ナノ界面の形成機構、それによる超低摩擦機構の解
明が不可欠となる。現在、摩擦研究と並行して進めている
走査電子顕微鏡、環境制御型走査電子顕微鏡、ラマン分光
装置、X線光電子分光装置（図11）と摩擦試験機を組み合
わせたその場摩擦摩耗解析プラットホームの構築が、低摩
擦発現技術開発を加速するものと信じられる。 

図7  窒素ガス吹付による無潤滑下における超低摩擦発現

図10   大気中無潤滑下での超低摩擦発現時の摩耗痕（ボール，ディス
ク）表面の水素及び水酸基終端と水素終端炭素膜同士の摩擦の
シミュレーションモデル

図11  摩擦面のその場Ｘ線光電子分光装置の外観

図8  大気中無潤滑下における超低摩擦発現

図9   大気中無潤滑下での超低摩擦発現時の窒化ケイ素摩耗痕に自己
形成されたナノ界面の断面TEM像
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5. おわりに

人間は怪我や病気に対し、生まれながらにして自然に治
す力を有している。自己再生機能と自己防衛機能に代表さ
れる自己治癒力である。もし、機械システムに自己治癒力
が存在すれば、求められる機能に対する信頼性と耐久性を
保証することが可能となる。これまでの寿命という概念を
覆す新しい発想の機械システム創成が可能となる。本稿で
紹介させていただいた摩擦エネルギーを利用した超低摩擦
発現界面の継続的自己形成は、低摩擦機械システムの自己
治癒の１つの形であろう。
材料構造、表面テクスチャ、表面エネルギー、摩擦発熱、
摩擦帯電等の視点から、摩擦エネルギーを利用した機能性
ナノ界面の創成による機械システムの自己治癒（図12）を
⽬指し本研究室で推進している種々の研究テーマ例を以下
に列記する。 
・ 窒化炭素膜を用いた摩擦システムにおける超低摩擦ナ
ノ界面の自己形成
・ 室温大気中における窒化炭素膜による低摩擦発現のた
めのなじみ制御
・ DLC膜を用いた窒素ガス対応メカニカルシールの低摩
擦化
・DLC膜を用いた水中摩擦システムにおける低摩擦発現
・ ナノカーボンを用いた水中における低摩擦発現ナノ界
面の創成
・ ダブルネットワークゲル表面の自己形成テクスチャに
よる超低摩擦発現
・ アルミ合金を用いた摩擦システムにおけるMoDTC油
中での低摩擦発現界面形成のための表面テクスチャリ
ング
・ MoDTC油中におけるDLC膜を用いた低摩擦発現シス
テムのための摩擦化学反応制御

・ 真空中における新規コーティングによる低摩擦発現界
面創成
・補助人工心臓用メカニカルシールの接触面設計９）

人類が抱える地球規模の環境保全や持続可能社会のため
の創造性に富んだ革新的技術を生み出すためには、細分化
された個々の学問のみでの対応は非常に難しくなってお
り、多様な科学技術の高度な融合が不可欠である。学際科
学、基盤技術として位置し、科学と技術の両側面を有し、
幅広い学問分野との接点を有するトライボロジーには、新
しい技術を創成する鍵が多々存在する。今後も国内外の技
術者、研究者との深い交流とそれにより得られる幅広い知
識と多面的、論理的な考察を展開し、独創的な研究を進め
るべく鋭意努力していく所存である。 
最後に、これまで産官学の皆様より頂戴している多大な
るご支援に心より感謝申し上げますとともに、今後も皆様
からのご鞭撻とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し
上げます。

【参考文献】

１） 中村隆，トライボロジー技術の進展による自動車の省
エネ，トライボロジスト，61, 2 （2016） 65-70.

２） 足立幸志，水潤滑システムにおける低摩擦発現のため
の表面テクスチャリング, 日本フルードパワーシステ
ム学会誌, 48 （2017） 208-210.

３） Yasunori  Niiyama,  Naotoshi  Shimizu,  Akinori 
Kuwayama,  Hiroshi Okada,  Takanori  Takeno,  Kazue 
Kurihara,  Koshi Adachi,  Effect  of  running-in  for 
delamination  and  friction  properties  of  self-mating 
diamond-like carbon coatings in water, Wear, 378-379 
（2017） 27-34.

４） Pengfei Wang , Koshi Adachi , Low frictions of self-

図12  摩擦エネルギーを利用した機能性ナノ界面の創成による機械システムイノベーション



研究プロフィール

SUIRAN 11

mated  CNx  coatings  in  dry  and  humid  inert  gas 
environments,  Surface  and Coatings Technology,  258 
（2014） 1137-1144.

５） K. Hayashi,  S.  Sato,  S.  Bai,  Y.  Higuchi,  N.  Ozawa, 
T.Shimazaki,  K.  Adachi,  J.M. Martin,  and M. Kubo, 
Fate  of Methanol Molecule  Sandwiched  between 
Hydrogen-Terminated Diamond-Like Carbon Films by 
Tribochemical  Reactions:  Tight-Binding Quantum 
Chemical  Molecular  Dynamics  Study  ,  Faraday 
Discussions, 156 （2012） 137-146. 

６） Pengfei Wang, Masakatsu  Sugo  and Koshi Adachi, 
Stable  and  super-low  friction  of  amorphous  carbon 
nitride  coatings  in  nitrogen  gas  by  using  two-step 
ball-on-disk friction test, LUBRICATION SCIENCE, 
27 （2015） 137-149

７） Naohiro Yamada, Naohiro Yamada, Takanori Takeno, 
Koshi Adachi, Role of water and oxygen molecules in 
the  lubricity  of  carbon  nitride  coatings  under  a 
nitrogen  atmosphere,  Tribology Online,  11,  2 （2016） 
308-319. 

８） Naohiro Yamada, Tomomi Watari, Takanori Takeno, 
Koshi Adachi, Effect of Oxygen on the Self-formation 
of  Carbonaceous Tribo-layer  with Carbon Nitride 
Coatings  under  a Nitrogen Atmosphere,  Tribology 
Letters, 65: 27, 2017.

９） 神田航希，足立幸志，血液用メカニカルシールのトラ
イボロジー，トライボロジスト, 63 （2018） 746-754.

【著者略歴】

足
あ

立
だち

　幸
こう

志
し

1964年８月生まれ
1988年　東北大学工学部機械工学科　卒業
1990年　 東北大学大学院工学研究科博士課程前期２年の

課程（機械工学専攻）修了
1990年　東北大学 工学部　助手
2000年　東北大学大学院工学研究科講師
2001年　東北大学大学院工学研究科助教授
2002年　英国ケンブリッジ大学 客員研究員
2004年　 東北大学機械系トライボベーストデザイン研究

センター センター長 
2010年　 フランス国立中央理工科大学院リヨン校　客員

教授
2011年　 東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻

教授
2017年　改組により同機械機能創成専攻教授



研究プロフィール

SUIRAN12

1. はじめに

角度は長さとともに、物体の形を決める最も基本的な要
素である。分度器による物体の２面間角度計測のように、
角度計測は古くから行われている。また、円板スケールの
円周上に刻まれる⽬盛を検出ヘッドで光学的あるいは電磁
気的に読み取ることによって、円板スケールと検出ヘッド
の相対回転角を検出するというロータリエンコーダは軸の
回転位置決め制御に一般的に利用されている１）。ロータリ
エンコーダは全周に渡って回転角を高精度に計測できる特
徴があり、自己校正法を用いた角度の国家基準も確立され
ている２）。最近ではアブソリュート方式のエンコーダは飛
躍的に進化し、高能率と高安定な位置決め作業が同時に要
求される工作機械やロボットなどの分野で普及してきてい
る。
一方、超精密加工の高精度化、微細化および加工物形状

の多様化に伴い、精密移動ステージの運動誤差計測、高精
度非球面・自由曲面の形状計測などにおいては、動的角度
変位を高精度、高速、非接触で計測するニーズが高まって
いる3, ４）。これらの用途に用いられる角度センサとして、オー
トコリメーションを原理とするオートコリメータが挙げら
れる５）。筆者の研究グループではこれまでに、単波長レー
ザ光源とフォトダイオード（PD）を組み合せた高感度、高
速、高横分解能の小型レーザオートコリメータを開発し６）、
移動ステージの運動誤差および超精密加工面の形状誤差に
応用してきている。また、回折格子反射鏡を用いる３軸レー
ザオートコリメータも考案し、移動ステージのピッチング、
ヨーイング、ローリングの一括計測を実現している７）。最
近では、これらの研究をさらに発展させ、回折格子分光の
活用によって、光周波数コムを角度スケールコムに変換す
るという角度計測の新しいコンセプトを提案し、それに基
づく光周波数コムオートコリメータの研究開発を進めてい
る。本稿ではその一部の結果について紹介する。

2. 光周波数コムから角度スケールコムへの変換

図１に回折格子を利用して、光周波数コムを角度スケー
ルコムに変換する原理を示す、光周波数コム発生器より発
せられたモード同期フェムト秒レーザは、測定対象表面に
取り付けられた回折格子反射鏡に入射する。時間域では
フェムト秒レーザなどのモード同期超短パルスレーザは、
光周波数域では図１ （a）に示すように、繰り返し周波数νrep

を櫛（くし）間隔（モード間隔）として離散的で等間隔に
並んだコムモードからなる櫛状のスペクトル（光周波数コ
ム）を持つ８）。回折格子は入射ビームをコムモードの光周
波数に応じて異なる方向に分光し、回折光群を生成させる。
図ではYZ平面に生じる＋１次回折光群を示している。
１次回折光群の回折角は次式で表すことができる９）。

  （i=1,2,…, N）　　　　⑴　　

ここ は 番⽬の光周波数コムモードに対応する１次回
折光の回折角であり、 、 、  、 はそれぞれ真空中の光
速度、大気中の屈折率、回折格子のピッチ、番⽬のコムモー
ドの光周波数である。このように、離散的な光周波数コム
モードの光周波数はそれぞれの１次回折光の回折角と一対
一の関係にあり、１次回折光群の回折角の配列は図１ （b）
に示す角度スケールコムとなる９）。 
光周波数コムは高精度、高安定、光周波数・時間および
長さの国家標準にダイレクトにトレーサビリティを持つな
どの特徴があり、これらの特徴は角度スケールコムにも生
かされる。また、理想的な場合は、角度スケールコムのコ
ム間隔と範囲はそれぞれ光周波数コムの繰り返し周波数と
帯域幅に対応する。一般的な光周波数コムの繰り返し周波

光周波数コムを用いた高精度角度センサの開発

東北大学大学院工学研究科
ファインメカニクス専攻
教授　高　　　　　偉

図1  回折格子分光による光周波数コムから角度スケールコムの変換
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数と帯域幅はそれぞれ100MHzと10THzオーダーにあるた
め、角度スケールコムのダイナミックレンジ（コム範囲と
間隔の比）が大きいという利点もある。
以下ではこの角度スケールコムに基づく光周波数コム
オートコリメータについて述べる。

3. 光強度検出型周波数コムオートコリメータ 

図２に従来のレーザオートコリメータ概略図を示す。半
導体レーザ（LD）のような単波長レーザ光源からの平行
ビームは平面反射鏡に入射する。その反射ビームはオート
コリメーションユニットで検出する。オートコリメーショ
ンユニットは焦点距離がfの対物レンズと、レンズの焦点
面に置かれる光位置検出器からなる。反射ビームは対物レ
ンズによって直径Dの光スポットとして光位置検出器に集

光される。平面反射鏡の回転変位 に伴い、光スポット
は焦点面内で移動する。オートコリメーションの原理に

従って、光スポットの変位量 から を以下の式から求
めることができる３）。

  ⑵　　

図２には光位置検出器にフォトダイオード（PD）を用
いて、光スポットの変位量∆dを検出する例を示している。
この場合、PDによる光スポット変位の測定範囲は光スポッ
トの直径Dとなり、それに対応するオートコリメータの角
度測定範囲は となる。一方、PDの光スポット位置検出
感度は光スポットの直径に反比例するので、角度検出の高
感度化のためには、光スポット径の小径化が必要となる。
つまり、単波長レーザ光源を用いる従来のレーザオートコ
リメータは感度と測定範囲が両立できず、角度検出の高感
度化に伴い、検出範囲が狭くなる問題がある。
図３に光周波数コムオートコリメータの概略図を示
す10）。図２と同様なオートコリメーションユニットで図１
の角度スケールコムを検出することにしている。図３から
わかるように、角度スケールコムの１次回折光群は、対物

レンズによってレンズの焦点面に光スポット群を形成す
る。光スポット群のそれぞれの光スポットの位置関係は式
⑴、⑵で決まる。回折格子反射鏡の回転変位によって、
PDから図に示すような周期的な信号を出力することにな
る。角度スケールコムの１次回折光の数をNとすると、１
個の光スポットしか用いない従来の単波長レーザオートコ
リメータに比べて、光周波数コムオートコリメータは理論
的に測定範囲をN倍拡大する。なお、図３での光スポット
変位の検出は基本的にPDによる光強度および強度分布に
基づいているので、ここで光強度検出型周波数コムオート
コリメータと呼ぶ。
図４に光強度検出型周波数コムオートコリメータを用い
て平面鏡の回転変位を計測した実験結果を示している。自
由スペクトル領域（FSR）が770GHzのファブリーぺロー
エタロンをバンドパス干渉フィルタに用いて光周波数コム
の櫛間隔を広げているが、その櫛間隔に対応する角度周期
でコムオートコリメータが出力されていることが分かる。
このコムオートコリメータは 11000″（3.06º）の広い範囲
に渡って平面反射鏡の回転角計測が可能であるため、PD

図2  従来の単波長レーザオーコリメータ
図4   光強度検出型周波数コムオーコリメータによる平面反射鏡回転

角計測結果

図3  光強度検出型周波数コムオーコリメータの原理
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を用いた従来の単波長レーザオートコリメータに比べて、
角度測定範囲は２ケタ以上拡大されている。

4. 光周波数検出型周波数コムオートコリメータ

市販の光周波数コム発生器の繰り返し周波数は100MHz
程度のものが多く、オートコリメーションユニットの対物
レンズの焦点面に形成される光スポット間隔はnmオー
ダーと非常に小さいため、前述のように、エタロンを用い
てコムの櫛間隔を広げる必要がある。しかし、光スポット
の大きさと間隔などの関係から、PDの受光面上に常に複
数の光スポットが同時に存在し、重なり合うのが一般的で
ある。図５に示すように、その結果として強度および強度
分布の検出に基づくPDの変位出力、つまりオーコリメー
タの角度出力の振幅は小さくなり、信号のvisibility（コン
トラスト）が低下してしまう。そのため、図４の実験結果
では、visibilityは最大でも0.5程度であり、それが角度検
出の高感度化の妨げとなる。

そこで、角度スケールコムを光周波数域で読み取る新し
い原理の周波数コムオートコリメータを提案している。図
６にその概略図を示す11）。PDの代わりに、対物レンズの
焦点面に形成される角度スケールコムの光スポット群を光
ファイバー経由で光スペクトルアナライザに入射させる。
光スペクトルアナライザで計測したそれぞれの光スポット
の光周波数から、光スポット群を光周波数ごとに分離して
計測できるので、Visibilityが100%の角度出力信号が得ら
れる。また、コムモードの光周波数を直接角度スケールコ
ムの⽬盛りとすることで、角度計測の高精度化につながる。
図７に構築した光周波数域検出型コムオートコリメータに
よる測定結果の１例を示す。21600″ （６º）に渡る全測定
範囲のごく一部（432″）しか示していないが、エタロンの
FSR（100GHz）を間隔に角度スケールコムモードが光ス
ペクトルアナライザによって周波数モード別に分離されて
いることが分かる。また、空間上重なり合う角度スケール
コムの光スポット群の強度分布を周波数モード別で検出す
ることによって角度スケールコムのモード間を高い
Visibilityで内挿することができるため、0.03″の角度分解
能を達成している。 
一方、従来のオートコリメータでは、オートコリメーショ
ンユニットの軸を基準に反射ミラーの回転角を計測してい
るが、光源とオートコリメーションユニットとの相対姿勢
の調整（ゼロ点調整）には誤差が存在するので、光源光軸
を基準にした反射鏡の空間絶対角度位置（光源光軸と反射
鏡法線とのなす角）の計測が難しいという問題がある。リ
トロリフレクタを用いてゼロ点調整する方法もあるが12）、
リトロリフレクタの再帰反射特性に影響されること、ゼロ
点位置での反射鏡法線方向は光源光軸と一致する場合にし
か対応できないこと、などの課題がある。それに対して、
光周波数域検出型周波数コムオートコリメータにおいて
は、図８に示す高精度ゼロ点調整方法を用いれば、反射鏡
の空間絶対角度位置の計測が可能である13）。図８の方法で

図5  光強度検出型の課題点

図7  光周波数域検出型コムオートコリメータの実験結果図6  光周波数域検出型周波数コムオートコリメータ
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は、外部角度センサによってある任意の２本の１次回折光

（周波数が と ）間の角度 に対応する回折格子反射
鏡の空間角度位置の差（回転角） を計測する。
を用いてフェムト秒レーザ光軸とオートコリメーションユ
ニットの光軸とのなす角 を精密に割り出すことができ
る13）。このゼロ点調整法はゼロ点位置での反射鏡法線方向
が光源光軸と一致しない場合にも対応する。コムオートコ
リメータを組み立てる段階でこの を一度特定しておけ
ば、その後行われる角度計測では回折格子反射鏡の空間絶
対角度位置（光源光軸と反射鏡法線とのなす角 ）を得る
ことができる。図９にその実験結果の一例を示す。回折格
子反射鏡の空間絶対角度位置が-37.805ºから  -37.354ºまで
の範囲に渡って、180″のステップで変化していることが測
定されている。
さらに、光周波数コムオートコリメータでは、エタロン
を用いて光周波数コムの櫛間隔を広げる必要がないので、
光周波数コムの特性をそのまま生かすことができ、国家標
準にダイレクトにリンクした角度スケールコムが実現でき
る13）。

5. おわりに

精密計測の分野では、これまで光周波数コムを長さ計測
に応用する研究が多かったが、本稿は精密計測にとって重
要な領域である角度計測においても、光周波数コムが重要
な役割が果たせることを示した。角度スケールコムという
角度計測の新原理およびそれに基にした光周波数コムオー
トコリメータを開発することによって、光周波数コムの広
い帯域と高い安定性を生かして、従来の角度センサの性能
を格段に向上し、高精度、高安定に加え、大きい測定範囲
と高い分解能を両立した角度計測を可能にした。国家標準
にダイレクトにリンクしたこの角度スケールコムのさらな
る性能向上が今後の⽬標となっている。また、角度スケー
ルコムを精密形状計測、精密位置計測などにも展開する予
定である。
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１. はじめに

「21世紀は環境の世紀」と言われており、従来の大量生産・
大量消費型社会から、環境と調和した持続可能型社会への
転換が望まれています。電気エネルギー分野においても、
今後は人や社会、環境に配慮しながら、より一層効率の良
い電気エネルギーの発生・輸送・変換・利用に関する技術
開発が必要不可欠です。そして、この技術開発の基盤とな
るのが、モータ、発電機、トランス、リアクトル、インバー
タ、コンバータなどのエネルギー変換・制御機器です。
例えば、我が国は周りを海に囲まれた海洋国家ですので、
自然エネルギーの中でも、特に洋上風力発電や波力・潮力
発電の利用拡大が期待されています。しかし、これらから
電気を取り出すためには発電機が必要です。また、このよ
うな自然エネルギーから得られた電気は、電圧も周波数も
変動しているため、このままでは利用することはできませ
ん。したがって、インバータやコンバータなどを用いて、
普段使用している電気と同じ電圧・周波数に変換する必要
があります。そして、このようにして家庭や工場などに届
けられた電気のうち、実に50%以上がモータによって消費
されています。普段はあまり意識することはありませんが、
掃除機、洗濯機、冷蔵庫、換気扇、ドライヤー、エアコン
等々、家の中にはモータを利用した電化製品が山ほどあり
ます。ある試算によると、このような日本国中にあるすべ
てのモータの効率をたった１%ずつ改善できれば、原子力
発電所１基分に相当する電気が節約できると言われていま
す。つまり、将来の持続可能型社会の実現にはエネルギー
変換・制御機器の高性能化・高効率化が最も有効な手段の
一つであると言えます。
私どもの研究室では、このような電気エネルギーの発生
から利用までの一連のシステムを支えるエネルギー変換・
制御機器の高性能化・高効率化と、これらを高度に組み合
わせた洋上風力発電システムや電気自動車などの電気エネ
ルギー応用システムの構築に関する研究に取り組んでいま
す。以下では、主な研究テーマについてご紹介します。

２. モータ・発電機の高性能化に関する研究

近年、産業・民生・運輸など、あらゆる分野で電動化が
推進されており、モータの需要はますます拡大しています。
また、環境に優しい風力や潮力などの自然エネルギーの有

効利用には、小型で高出力な発電機が必要不可欠です。私
どもの研究室では、小型高出力・高効率なモータおよび発
電機の開発を⽬的として、永久磁石 （PM） モータ、並び
にスイッチトリラクタンス （SR） モータの最適設計法や最
適制御法などについて研究を行っています。ここでは、電
動工具用に開発したSRモータについて紹介します［１］-［２］。
図１に、SRモータの外観を示します。SRモータは鉄心
と巻線のみで構成され、固定子と回転子の磁気的突極性に
由来するリラクタンストルクによって駆動されます。また、
固定子はオープンスロット構造を有することから、他の
モータと比べて、巻線占積率を高めることができます。
図２に、現状の電動工具に用いられているPMモータの
一例を示します。一昔前までは電動工具用のモータと言え
ば、交流整流子モータが広く一般に用いられていましたが、
ブラシや整流子の機械的接触に起因する保守の問題や、効
率が低いなどの欠点から、最近では高性能な希土類磁石を
用いたPMモータに置き換わりつつあります。しかし、希
土類元素（レアアース）は一部の国に偏在し、常に供給不
安や価格高騰のリスクがあることから、保守性が良好で高
速回転に適し、そして安価なSRモータの応用が期待され
ています。
図３が、私たちが開発した電動工具用のSRモータの諸
元です。SRモータの特徴であるオープンスロット構造に
着⽬し、限界まで巻線を詰め込む設計を施したことで、既
存のPMモータの約２倍まで巻線占積率（Winding  space 
factor）を高めることに成功しました。その結果、図４に
示すように、SRモータの最大トルクはPMモータを約20%
上回り、電動工具への適用可能性が示されました。今後は、
量産化に向けた検討を進める予定です。

人間社会と自然環境が調和した次世代のエネルギー
発生・輸送・変換・利用技術の開発を目指して

東北大学大学院工学研究科
技術社会システム専攻
教授　中　村　健　二

図１　スイッチトリラクタンス（SR）モータの外観
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３. 非接触磁気ギヤ・磁気ギヤードモータに関する研究

モータや発電機は、所望の速度やトルク（回転力）を得
るために、機械式ギヤと組み合わせて用いるのが一般的で
すが、歯車同士の接触によって動力を伝達するため、振動
や騒音、摩耗や発熱が発生します。これに対して、磁気ギ
ヤは磁石同士に働く電磁力によって、非接触で動力を伝達

することができるため、本質的に振動や騒音が小さく、摩
耗がないという特長があります。これまでは伝達トルクや
効率の低さから実用には遠い存在でしたが、最近では希土
類磁石の登場によって性能の改善が進んでおり、実用化に
向けた研究・開発が国内外で活発化しています。私どもの
研究室では、磁気ギヤの高効率化、並びにモータと融合一
体化した磁気ギヤードモータの開発に取り組んでいます。

3.1　磁気ギヤの高効率化に関する研究［３］ - ［４］

磁気ギヤのアイデア自体は古く、1940年代以降の特許や
文献の中に、様々な構造の磁気ギヤを見つけることができ
ます ［５］ - ［８］。図５に、代表的な４種類の磁気ギヤの基本構
成を示します。同図（a）は、最も基本的な磁気ギヤで、
機械式平歯車の歯を永久磁石で置き換えた構造を有してい
ます。同図（b）は、かさ歯車を磁石回転子で置き換えた
もので、２つの円錐状の回転子を用いることで、入出力軸
を直交させることができます。同図（c）は、ウォーム歯
車を磁気ギヤで実現した例です。高速側の回転子がらせん
状に着磁されているのが特徴で、１段で大きなギヤ比を得
ることができます。このように一般的な磁気ギヤは、これ
に対応する機械式ギヤの歯を永久磁石で置き換えたものが
多いですが、このような構成の場合、トルク伝達に寄与す
るのは互いに対向した磁石のみとなるため、伝達トルクは
小さくなり、実用には向きません。
これに対して、同図（d）の磁束変調型磁気ギヤ［６］は、
同心円状に配置された内外２つの磁石回転子と、その間に
挟まれたポールピースと呼ばれる固定子鉄片で構成され、
このポールピースによって、磁石磁束を変調することでギ
ヤとして動作します。つまり、この磁束変調型磁気ギヤは、
内外回転子のすべての磁石が常にトルク伝達に寄与するた
め、他の磁気ギヤと比べてトルクが大きく［９］、現在最も
実用に近い磁気ギヤとして期待されています。
一方で、磁束変調型磁気ギヤは、内外２つの磁石回転子

図２　現状の電動工具用の永久磁石（PM）モータの一例

図３　開発した電動工具用SRモータの諸元

図４　トルク特性の比較

（a） 平型　　　　　　　　　　　（b） かさ型

（c） ウォーム型                （d） 磁束変調型

図５　代表的な磁気ギヤの基本構成
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の間に、固定子であるポールピースが配置された特殊な構
造を有することから、ポールピースの支持方法を確立する
ことが高効率化、ひいては実用化に不可欠です。図６は、
私どもの研究室で一番最初に試作した、磁気ギヤのポール
ピースとその支持材の写真です。図５（d）に示したように、
ポールピースはバラバラの複数の鉄片で構成されますの
で、まずは隣接する鉄片間にプラスチックを挿入してリン
グ状に固定し、それを金属のプレートで前後から挟むよう
にして支持しました。結果は、速度やトルクはギヤ比通り
に伝達されましたが、効率はほぼすべての動作領域で80%

以下になりました。原因は、その後の調査によって、永久
磁石からの漏れ磁束が金属のプレートに流入し、渦電流損
を生じさせたためであることが判明しました。図７が、数
値解析によって求めた渦電流損分布です。ポールピースの
周辺で非常に大きな損失が発生していることがわかりま
す。
この問題を解決するため、図８に示すように、ポールピー
スを樹脂であるベークライトで支持する方法を考案しまし
た。併せて、ポールピースの形状や寸法、位置についても
数値解析を用いて最適化をしました。なお、強度について
も事前に数値解析を行い、問題無いことを確認しています。
図９に、改良前後の効率の比較を示します。この図を見る
と、ポールピースの支持方法などを最適化することで、最
高効率99%という極めて高い効率を達成したことがわかり
ます［４］。現在、この磁気ギヤについては、県内の企業と
共同で実用化に向けた取り組みを続けています。

3.2　磁気ギヤードモータへの展開［10］ - ［11］

前節で述べた磁気ギヤは、PMモータと同じトルク発生
原理を有しますので、両者を磁気的に融合一体化すること
が可能です。これにより、小型化や部品点数の削減が可能
になりますので、特にモータの搭載スペースに制約がある、
移動支援機器や小型電気自動車への適用が期待されていま
す。
図10に、磁気ギヤードモータの基本構成を示します。こ
の磁気ギヤードモータは、図５ （d） に示した磁束変調型磁
気ギヤの内側回転子の内部に、回転磁界を発生させるため
の電機子を収めた構造を有します。これにより、磁束変調

図６　 初期試作機のポールピース
とその支持材

図７　渦電流損の解析結果

図８　 改良機のポールピースとそ
の支持材

図９　改良前（左）と改良後（右）の効率比較 図11　磁気ギヤードモータの効率特性

図10　磁気ギヤードモータの基本構成
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型磁気ギヤの内側回転子が、PMモータの回転子も兼ねる
ことになります。
この図のモータ部は３相９スロット集中巻の電機子

（Stator）と８極の内側回転子（Inner  rotor）で構成され、
磁気ギヤ部は上述の内側回転子と、ポールピース（Pole 
pieces）、そして46極の外側回転子（Outer  rotor）で構成
されています。このような構成において、モータ部の電機
子巻線に３相交流電流を流すと、回転磁界に同期して内側
回転子が回転し、ギヤ比5.75（= 46 ／８）で減速された出
力を外側回転子から取り出すことができます。
磁気ギヤードモータの高効率化には、モータ部とギヤ部
の両方の効率を向上させなければなりません。詳細は紙面
の都合で割愛しますが、私どもの研究室では、電機子のオー
プンスロット構造化、低鉄損材の採用、並びに内側回転子
の埋込磁石構造化によって、実機の最高効率85%を実現し
ました［11］。これはモータ部およびギヤ部で同時に約92%
の効率を達成したという意味になります。今後は、実機効
率90%以上を⽬指すとともに、移動支援機器や小型電気自
動車に磁気ギヤードモータを搭載する予定です。

４. 電力系統電圧安定化装置に関する研究［12］ - ［14］

東日本大震災以降、太陽光発電や風力発電などの自然エ
ネルギーの導入拡大が強く望まれていますが、これらの発
電は天候に左右されるため、系統電圧が変動するなどの問
題があり、導入がなかなか進んでいません。このような電
圧変動を抑制する装置も一部実用化されていますが、応答
速度が遅いことや、価格が高いなどの問題があります。本
研究室では、可変インダクタというユニークな磁気デバイ
スを用いた、高速かつ安価で信頼性の高い電圧安定化装置
の開発に取り組んでいます。
図12に、田磁路型可変インダクタを示します。可変イン
ダクタは制御巻線N1からの直流励磁により、交流主巻線N2
の実効的なインダクタンスを任意に調整できる磁気デバイ
スで、これを電力用コンデンサと組み合わせて系統に並列
に接続することで、無効電力補償型の電圧安定化装置とし
て応用できます。可変インダクタは、変圧器などと同じ銅
鉄機器であることから、構造が極めて簡単で堅牢、サージ
電圧や過電流に対する耐性が高いなど、信頼性が特に重視
される我が国の電力系統に適した特長を有しています。私
どもの研究室では、これまでに直交磁心型や田磁路型など

の様々な可変インダクタの開発を進めるとともに、東北電
力㈱と共同で高圧配電系統への適用技術に関する検討を進
めてきました。
図13に、田磁路型可変インダクタを用いた電圧安定化装
置のフィールド試験時の写真を示します。装置の定格は6.6 
kV–300kVAで、総重量は約3.9tです。図14に、フィール
ド試験結果の一例を示しま
す。この図を見ると、装置が
無い時には200V程度変動し
ていた電圧が、本装置を用い
ることで変動がほぼゼロに
なっていることがわかりま
す。現在、このタイプの電圧
安定化装置はすでに数台が稼
働しています。今後は３相一
体構造化 ［13］ - ［14］による小型
軽量化に取り組み、さらなる
導入拡大を⽬指す予定です。

５. おわりに

今回は紙面の都合で割愛しましたが、私どもの研究室で
はこの他にも、洋上風力用直流連系コンバータに関する研
究、次世代移動体に関する研究、またエネルギー変換制御
機器の高性能化・高効率化に欠かすことのできない、高速・
高精度な解析手法に関する研究などに取り組んでいます。
ご興味のある方は当研究室のホームページ（http://www.
ecei.tohoku.ac.jp/nakamura/）をご覧ください。
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１. はじめに

微粒子という言葉を聞いて、読者の方はどのくらいの大
きさをイメージされるであろうか。我々の研究では、小さ
いもので数ナノメートル、大きいもので数ミクロン程度の
微粒子を主に扱う。大きいものと小さいものでは約1000倍
の違いがあるが、共通するのは溶液中の化学反応を利用し
て合成する点にある。当研究室ではほとんどの粒子合成を、
水や低級アルコール（炭素数が少ないアルコール）溶媒中
で行う。したがって、溶媒の沸点を超えるような高温での
反応や、頑丈な容器を必要とする高圧反応を必要としない。
当研究室で合成する微粒子のもう一つの特徴としては、
粒子の大きさとカタチが揃っている（単分散性である）点
も挙げられる。微粒子材料の特性は、その大きさやカタチ
によって大きく異なるため、それらが揃っていれば（単分
散性であれば）特性のばらつきを抑えられる。また、異な
る種類の単分散性粒子を混ぜ合わせれば、微粒子材料の特
性を設計通りに作り出せることにもなる。
単分散性に優れる微粒子は、それらを集めて規則的に並
べるときにも有利にはたらく。「自己組織化」という現象
を利用して、図１上段に示すように粒子集積体を作製する
ことができる。粒子を集積させる過程では、電場や磁場な
どの外場も併用して、集積状態を制御する試みも行ってい
る。サブμm～数μm程度の微粒子を構成要素（ビルディ
ングブロック）として、それを規則配列させた集合体は、
原子あるいは分子が規則配列した結晶になぞらえて、コロ

イド結晶（Colloidal Crystals）と呼ばれる。複数種の微粒
子で構成されるコロイド結晶（多成分コロイド結晶）は、
光導波路等への応用に向けて2000年代以降、盛んに研究が
進められてきた。例えば、大粒径のカチオン性粒子と小粒
径のアニオン性粒子を混ぜると、NaClやCsCl構造と同等
の配置で微粒子が並んだコロイド結晶が得られることが実
験的に示されている１）。
当研究室では、このように原子あるいは分子スケールで
生じる物理化学現象を、サブμm～数μm程度の微粒子を
使いコロイドスケールで再現し、検証することに挑んでい
る。作製した微粒子集積体には、「化学種を選択的に反応
させる場」、「⽬的物質を分離する場」、「微量成分を検出す
る場」、あるいは「光伝播を制御する場」としての機能を
与えることも可能であり、機能発現の「場」を構築するた
めの構成要素（ビルディングブロック）として単分散性微
粒子を活用している。
本稿前半では、非球形のビルディングブロック（ここで
は異形粒子と呼ぶ）に着⽬し、ゴルフボール型粒子を含む
粒子集積体が液中で示す興味深い挙動 （運動） を紹介す
る２）。これにより、原子・分子スケールで生じる物理化学
現象と、微粒子集積体が関わる物理化学現象に強いアナロ
ジーがあることを示す。また後半では、微粒子集積体を利
用した機能性材料の一例として、「流通式で有機汚染水を
浄化処理できる中空光触媒粒子集積体」についても紹介す
る。

微粒子を組み上げて作る材料開発
－材料の微視的空間配置の精密制御－

東北大学大学院工学研究科
化学工学専攻
教授　長　尾　大　輔

図１  単分散性微粒子とその集積体の関係
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２. 凹み形状を有する粒子 （ゴルフボール型粒子） の集積体

２. １  ゴルフボール型粒子の合成方法

ここでは、集積体の構成要素（ビルディングブロック）
となるゴルフボール型粒子の合成方法３）を紹介する。ゴル
フボール型粒子は、粒子表面に多数の凹み（ディンプル構
造）を有する非球形粒子であり、図２に示すように、シリ
コーン油滴を鋳型とするテンプレート法により調製した。
負電荷に帯電したシリコーン油滴と、正電荷に帯電したポ
リマーナノ粒子を混ぜ合わせ、静電吸着によりポリマーナ
ノ粒子をシリコーン油滴表面に固定化する（図２中のプロ
セス１で得られる複合粒子）。油滴成分は重合性のシリコー
ンであり、重合開始剤を加えると、液体状の油滴を固化さ
せることができる（プロセス２で得られるラズベリー型粒
子）。その後、ポリマーを溶かす溶剤にラズベリー型粒子
を浸し、ポリマー成分を溶かす（プロセス３）。これらの
プロセスにより、ポリマーナノ粒子由来の球状凹みが固体
状シリコーン表面に刻まれる。図３（a）に、本法により
調製したゴルフボール型粒子の電子顕微鏡像を示す。本法
は、粒子間の静電相互作用を利用した合成法であり、シリ
コーン油滴表面の電荷と極性の異なる粒子を調製できれば
（電気的に安定な粒子と不安定な粒子の組み合わせも可）、
球状粒子に限らず図３に示すような板状三角粒子（b）や
ロッド状粒子（c）にも適用可能であり、今後は球状以外
の凹み形状を油滴表面に刻むことも検討したい。

２. ２ 枯渇相互作用を利用したゴルフボール型粒子の集積化

液中に分散する粒子間には、分子間と同様に、van  der 
Waals 相互作用、静電相互作用など様々な相互作用がはた
らく。粒子形状に強く依存する粒子間相互作用としては、
枯渇相互作用が挙げられる４）。ここでは枯渇剤が共存する
球状粒子分散系を対象に、図４に示す概念図を使って枯渇
相互作用を説明する。
粒子と枯渇剤（図４では高分子鎖）が共存する系では、
枯渇剤の大きさに由来する排除体積（枯渇剤がそれ以上近

づけない領域）が粒子の周囲に存在する。系内の枯渇剤濃
度が高い条件では、粒子は分散状態よりも互いに近づき、
排除体積を重ね合わせた方がエントロピー的に（熱力学的
に）有利になる。そのため、高い枯渇剤濃度では、排除体
積の重なり合いを増やすように粒子が凝集することにな
る。図３（c）に示したようなロッド状の異形粒子の場合は、
長軸の向きを揃えた状態で凝集したほうが、排除体積の重
なり合いが大きいため、ロッド状粒子が一方向に並んだ状
態で凝集することになる。本研究では、このような粒子間
にはたらく枯渇相互作用を利用して、ゴルフボール型粒子
と球状粒子の２種の異なる粒子を同時に集積させた。
枯渇剤としてポリエチレングリコール（PEG、分子量 
5,000）を用いたときの粒子集積状態を図５に示す。ゴル
フボール型粒子としては粒径約970 nmで、カチオン性ポリ
マー粒子（粒径約330 nm）を鋳型として作製したもの（図
５左下）を用いた。枯渇剤濃度が低い0.1  g/Lの条件では、
液中のゴルフボール型粒子は分散状態を維持しており、粒
子が集積する様子は認められなかった。枯渇剤濃度を高め
1.0 ～  3.0  g/Lの濃度域からゴルフボール型粒子が集積す
る様子が見られ、枯渇剤濃度10 g/Lでは図５右のような数
珠状に連なったゴルフボール型粒子の集積体を観察するこ
とができた。図５右下の像は光学顕微鏡による観察結果で
あり、約１ミクロンのゴルフボール型粒子を観察できるが、
可視光波長よりも小さなポリマー粒子を直接観察すること
はできない。しかしながら、この集積体の動きを数10秒の
時間スケールで観察すると、微粒子の集積体が、「冬眠か
ら⽬覚めたヘビが地中でうごめくように」動いており、こ
の液中での動きから球状ポリマー粒子がゴルフボール型粒
子の間に収まっている様子を伺い知ることができる。すな
わち、液中における粒子集積体の運動が、ゴルフボール型
粒子間のねじれ回転運動（Rotation）と変角運動（Vending）
で構成されることから、ゴルフボール型粒子間に形成され
る空間に球状ポリマー粒子が収まっていることを推察でき

図２  単分散なゴルフボール型粒子の合成プロセス

図５  枯渇剤存在下で形成される粒子の集積体

図４  枯渇相互作用を利用した粒子集積プロセスの概念

図３  集積体の構成要素として検討する各種粒子
（a） ゴルフボール型粒子 （b） 三角板状の金粒子 （c） ロッド状のシリカ粒子
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る。比較実験として、粒径130 nmと560 nm の球状ポリマー
粒子を使って同種の実験を行ったところ、ゴルフボールの
凹み形状に合わない球状粒子を共存させても、図５右のよ
うな集積体は得られなかった。このことから、ゴルフボー
ル表面の凹みには形状認識能（鍵と鍵穴の関係）があり、
特定サイズの球状粒子が共存するときだけゴルフボール型
粒子が集積することがわかった。
また、このような異形粒子（ここではゴルフボール型粒
子）と球形粒子からなる２成分粒子集積体の挙動には、ガ
ラス転移温度以上で高分子鎖が示すミクロブラウン運動と
のアナロジーがあると言える。そのような観点から、本研
究は高分子のスケールで生じるミクロな運動を、それより
大きな階層（コロイドスケール）で再現したものと位置づ
けることができる。このような研究アプローチを利用すれ
ば、従来法では得られなった新たな材料の開発も期待でき
る。

３. 単分散性粒子の集積化による機能性材料開発　

　  ―流通式連続反応のための光触媒粒子集積体の作製―

微粒子集積化の利点は、微粒子が有する機能を特定箇所
に局在化できる点にある。機能性微粒子を集めて特定の空
間内で適切に配置すれば、⽬的とする複数の機能を共存さ
せたり、あるいは隣り合わせたりすることもできるように
なる。したがって我々の研究では、「適材適所」となるよ
うに機能性微粒子をいかに並べ、微粒子本来の機能を引き
出すのはもちろん、複数の機能を同一空間内で相乗的に利
用するための構造設計が鍵となる。以下では機能性粒子を
集積させた例として、球状の光触媒粒子を集積させて作製
した光触媒膜を紹介する。
光触媒は様々な用途で利用される機能性材料である。身
近なところでは有機物分解を利用した浄化作用が挙げら
れ、この作用を水質浄化として利用することも検討されて
いる。しかしながら従来、光触媒を汚染水に分散させて浄
化処理する場合には、沈殿等で光触媒を分離する操作が必
要であり、分離操作不要の流通式浄化プロセスは十分に検
討されていなかった。この課題に対して、当研究室では図
６に示す多孔性光触媒粒子膜を提案している。ここでは、
光触媒のモデルとしてはチタニア（アナターゼ）を用いて
いる。本光触媒の特徴は、光触媒粒子の周囲に存在する空
隙にあり、光触媒を局所的に集積させても触媒活性表面と
汚染水が効率よく接触できるように設計されている点にあ
る。球状光触媒チタニア粒子は、シリカ（SiO2）で仕切ら
れる各部屋に納められているが、部屋と部屋は連結孔（図
６SEM像内の赤丸）で接続されており、有機汚染水の物
質移動はこの連結孔をよってなされる。連結孔の大きさは
光触媒粒子よりも小さく、光触媒粒子が汚染水の流れとと
もに系外に流出することはない。
このように中空構造を導入した光触媒粒子膜を利用すれ
ば、分離回収プロセス不要の連続浄化プロセスを新たに構
築できると考え、現在、「微粒子膜への効率的な光取込み

と汚染水流通経路の確保の両者を実現する空隙構造の最適
化」「可視光応答光触媒の導入５）」「粒子膜の厚膜化による
処理効率向上」等について検討を進めている。

４. まとめ

本稿では、微粒子材料の設計においては微粒子の大きさ
や化学組成はもちろんのこと、材料を構成する微粒子（ビ
ルディングブロック）の微視的な空間配置を精密に制御す
ることの重要性を述べた。当研究室では、本稿で取り上げ
た粒子以外にも、だるま型６）, ７） や卵型８）など様々な異形
粒子の集積化を試みてきた。集積させるビルディングブ
ロックに着⽬すれば、有機ポリマー、無機酸化物、金属な
ど様々な材料からなる微粒子を単分散な状態で合成できる
手法を確立している。また、外部からの刺激（電場９）や磁
場10）の印加や光照射）に応答する微粒子の開発にも注力
している。今後は、機能性微粒子の集合体が発する特性を、
外部刺激によって大きく変えられる材料を創り出すこと
で、特定物質の分離や検出を動的に行えるシステムを開発
したいと考えている。
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1. はじめに

これまで人類は文明の発展とともに様々な金属材料を
使ってきました。青銅器時代、鉄器時代のように、金属材
料の名称はそれぞれの時代の文明の象徴になっています。
産業革命以降はアルミニウム、チタン、更にレアアースな
ど様々な金属が利用されるようになりました。いずれの金
属材料も現代社会を支えてきました。その生産技術も鉄や
アルミニウムの場合、非常に発展しました。しかし、新し
い時代に面して排出ガスの低減や環境保全などの問題にも
直面しています。一方、優れた性質を持つ金属チタンは未
だに複雑なプロセスを経て生産され、年間生産量は鉄（Fe）
の１/8000、アルミニウム（Al）の１/300しか生産されて
いません。環境調和で、革新的な金属チタンの生産技術が
期待されています。
地球上の鉱石のほとんどは酸化物の状態で存在していま
す。この酸化物の鉱石から、金属元素を抽出し、さらに金
属状態にするのは製錬（冶金）プロセスと言い、その金属
および関与化合物の特徴に応じて、それぞれ詳細な過程が
違っています。ところが、鉱石の酸化物（MOx）から金属
までの総括反応は、ほぼすべて次式で表現できます。

MOx + x C （or x/2 C） ➡ M + x CO （or x/2 CO2）  ⑴　

ところが、その素過程がそれぞれ違う故に、その過程に
要するエネルギー及び手間も異なり、そのコストも大きく
違ってきます。

2. 高度に発展した製鉄技術

鉄は図１のような高炉（溶鉱炉）で、鉄鉱石から炭素（コー
クス）を用いて直接的に金属鉄（銑鉄）に還元されていま
す。詳細な個々の化学反応は割愛しますが、全体的な総括
化学反応は以下のように示すことができます。

Fe2O3 + 1.5C ➡ 2Fe + 1.5CO2   ⑵　

即ち炭素（カーボン）の熱還元で直接的に得られていま
す。現代の大規模な高炉製鉄技術及びその後続の製鋼技術
がほぼ完璧とまで言える水準に発展して、世界で年間16億
トンもの鉄鋼材料が生産されています。

3. 溶融塩電解による金属生産

溶融塩電解によって生産される金属の代表例はアルミニ
ウム金属です。アルミナ（Al2O3）から氷晶石（cryolite, 
Na3AlF6）が主成分となる溶融塩溶媒中での電気分解（電解）
によって生産されています。

電解に伴う反応は以下のように示すことができます。

アノード反応：3 O2- + 1.5 C ➡ 1.5 CO2 + 6 e
-  ⑶　

カソード反応：2 Al3+ + 6 e- ➡ 2 Al   ⑷　
全 体 反 応：Al2O3 + 1.5 C ➡ 2 Al + 1.5 CO2    ⑸　

環境調和、革新的な金属生産技術に向けて

東北大学大学院工学研究科
金属フロンテイア工学専攻
教授　朱　　　鴻　民

図1  高炉による製鉄過程［1］

図２  Hall-Héroultアルミニウム電解セル［2］
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即ち、反応場所はアノードとカソードで分かれているも
のの、全体の反応はAl2O3とCで金属アルミニウムを得てい
ます。この技術は1886年にHall（Charles Martin  Hall, 
1863-1914）とHéroult（Paul-Louis-Toussaint  Héroult, 
1863-1914） によって発明されて以来、継続的に発展され、
現代の電解槽の最大規模は60万アンペア（600kA）にも達
しています。図３に示すように、非常に大規模な生産工場
が世界各地に建っています。世界のアルミニウム金属総生
産量も1900年代の10トン（10ton）程度から、2016年には
5800万トン（5.8×107ton）に達しています。アルミニウ
ム金属の値段も、本法が発明された当時の金よりも高価な
水準から、現在ではトン当たり2000US$になりました。現
代のアルミニウム電解技術はコンピューター制御などの利
用で、エネルギー利用効率、生産効率ともに高度に発展し
ました。

表1　 CO2とPFCの大気中寿命、温室効果指数
　　 （Global Warming Potential、GWP）

化合物 大気中寿命（年） GWP（100年計算）
CO2 200 1
CF4 50,000 5,700
C2F6 10,000 11,900

アルミニウム電解で未だに解決されていない問題はいわ
ゆるアノード効果（異常電解）状況下で発生するフッ化炭
素（PFC,  perfluorocarbon）の制御です。正常運転状態下
のアルミニウム電解ではアノード反応は⑶式のようにCO2
が発生しますが、時々槽電圧が急激に上昇する現象、いわ
ゆるアノード効果が発生します。その時にCO2のほかに、
CF4やC2F6のようなPFCガスも発生します。アノード効果
が発生すると、エネルギー消費も上昇しますが、近年問題
視にされているのはそれに伴う発生するPFCガスの強烈
な温室効果です。これらのPFCガスは表１で示しているよ
うに非常に高い温室効果指数を有しています。そのため、
アノード効果、およびPFC発生機構について、その解明が
再び求められ、その制御も要求されています。

アルミニウムと状況が非常に類似しているのはネオジム
（Nd）、ジスプロシウム（Dy）などのレアアース金属です。
現在、世界最強の永久磁石などの利用でレアアースの利用
が急激に伸びています。レアアース金属の生産はアルミニ
ウムと同様な原理で行われています。即ち、レアアースの
酸化物（RE2O3）をフッ化物（REF3-LiF）の溶融塩に溶
かし、カソードでレアアース金属を得るとともに、アノー
ドではCO2、 COを析出します。

アノード反応：3 O2- + 1.5 C ➡ 1.5 CO2 + 6 e
-    ⑹　

カソード反応：2 Nd3+ + 6 e- ➡ 2 Nd   ⑺　
全 体 反 応：Nd2O3 + 1.5 C ➡ 2 Nd + 1.5 CO2    ⑻　

図４は五千アンペア（5ｋA）規模のレアアース電解槽
の様子です。アルミニウムと比べてレアアース電解槽の規
模ははるかに小さいです。また、生産効率、エネルギー効
率も劣っています。さらに、前述のようなPFCガスもアル
ミニウム電解槽よりも高い割合で発生しているのが現状で
す。そのため、レアアース電解では、技術的に多くの改善
余地があると考えられます。

4. チタン金属の生産および新しい製造法

金属チタンは強く、軽く、抜群の耐食性があり、先端構
造材料として用いられています。図５で示すようにBoeing
社の最新鋭の旅客機787型が、全重量の15%がチタンで作
られているのは象徴的です。しかし、われわれの日常生活
の中では、チタンはメガネフレーム、ゴルフヘッド程度に
しか使われておらず、それほど馴染みがありません。その
原因はチタン金属の値段です。図６にそれぞれ金属元素の
地殻中の存在量（Clarke数）とその金属と値段の関係を示
します。金（Au）、白金（Pt）、銀（Ag）などの貴金属は
値段が高く、鉄（Fe）が一番安くなっているのが良く理解
できると思います。アルミニウム（Al）は鉄より高くなっ
ているのは生産過程で電気エネルギーが大量に必要だから
です。その中、異常になっているのは金属チタンで、資源
的には鉄やアルミニウムに近い豊富さでありながら、値段

図３　アルミニウム電解セル前に立つ著者

図４　レアア－ス溶融塩電解の様子
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はアルミニウムの４倍も高くなっています。表２に主要金
属の存在量、生産量、鉱石の占める価格、および金属の価
格を示しています。表から分かりますように、チタン金属
の高価格は、鉱石の値段からではなく、主に生産過程から
由来しています。
金属チタン（Ti）やジルコニウム（Zr）は直接電解で
生産することは困難なため、図７で示すようなプロセス

（Kroll  process）でより活性なマグネシウム（Mg）の熱還
元によって生産されています。即ち、酸化物原料のTiO2を
まず塩化反応で塩化物のTiCl4に変え、TiCl4を金属マグネ
シウムで還元して金属チタンを得ます。その時に副生成物
MgCl2はさらに電気分解でMgとCl2に分解します。それぞ
れの化学反応は⑼、⑽、⑾のように示すことができます。
その中では、原料のTiO2とCと最終製品Tiと副生成物CO
のほかにカラーで示しているCl2、TiCl4、Mg及びMgCl2四
つの中間生成物を介しています。その総括反応⑿は鉄や
アルミニウムの場合と同じく⑴式のように表現できます
が、実際は大変複雑な過程を経ているのが歴然です。また、
エネルギー消費も高く、生産効率も大変低いです。その結
果、チタン金属の値段が異常に高くなっています。

図６　各種金属元素の地殻中存在量（Clarke数）と値段の関係 図7　Kroll法による金属チタン生産プロセス［４］

図５　Boeing 787飛行機中使用各種材料の割合［３］

表2　 金属の存在量（Clarke係数、CN）、世界年間生産量（world 
annual production、WAP）、鉱石値段（ore cost、OC）及び
金属値段（price）

element CN
（ppm）

WAP
（104ton/）

OC
（US$/ ton）

price
（US$/ ton）

Al 81300    5800 260 2000
Fe 50000 162800 150  325
Mg 20900     101 245 2180
Ti  4400      20 460 8150
Zn     70    1400 2400 2860
Cu     55    2350 5090 5870
Pb     13    1110 2370 2720

塩化

熱還元

電解

総括反応

⑼

⑽

⑾

⑿
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優れた性質を持ち、資源的にも無尽蔵のチタンを大量に
利用するには、低コストで、環境調和型の新しい製錬技術
が開発されることが期待されています。全世界の関連する
研究者たちは様々な試みを行ってきました。私どもはチタ
ンのオキシカーバイト（oxycarbide、 TiCxO1-x）の特徴を
利用して、新しいプロセスを提案しました。即ち、まず、
原料のTiO2を炭素還元で導電性のTiCxO1-xにし、その
TiCxO1-xをアノードとして用いて電解精製して金属チタン
を得ます。

以上のプロセスは化学反応過程は二回だけになり、中間
生成物はTiC0.5O0.5一つだけになります。このプロセスに必
要なエネルギー消費量は理論上アルミニウムよりも少な
く、作業効率も抜本的に改善されると考えられます。実用
できれば、チタン生産価格の大幅な削減になります。チタ
ンの飛躍的な普及を⽬指して、日夜、研究を進めています。

【参考文献】

［１］ http://www.jfe-21st-cf.or.jp/jpn/chapter_2/2d1_
img. html.

［２］ https://www.researchgate.net/figure/Schematic-
drawing-of-an-aluminum-electrolysis-cell_
fig4_262148554

［３］https://i.stack.imgur.com/MTlNV.gif
［４］http://blog.knak.jp/2014/01/-jv.html
［５］ S.  Jiao,  H.  Zhu,  Journal  of Materials  Research, 

2006, 21⑼: 2172-2175.
［６］ S.  Jiao,  X.  Ning,  K.  Huang,  H.  Zhu,  Pure  & 

Applied Chemistry, 2016, 82⑻: 1691-1699.
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１. はじめに

すでに８年が経過しようとしています。2011年東日本大
震災では、マグニチュード9.0という巨大地震により、従
来の想定をはるかに超える大津波が襲来するとともに、広
範囲の地域で強い揺れが生じ、この東北の地に激甚かつ広
域的な災害を引き起こしました１）。さらに、地震後に襲来
した台風12号等による洪水・土砂災害は、復旧に多大な影
響を及ばすなど地震災害との重畳化・複合化事象も発生し
ました。
改めまして、この災害から得られた重要な教訓は、
● 従来の経験や想定を大きく超える規模の自然災害に対
する備え

● 地震・津波・洪水・地すべりなどが複合的に発生する
マルチ・ハザード災害に対する備え

が不可欠であるということと考えています。
現在、南海トラフの巨大地震、首都直下地震など、人口
及び資産が集中する地域で大規模地震発生の切迫性が指摘
されています。東北地方はもちろん日本全国で発生し得る
地震災害に対し、被害の防止・軽減は喫緊の国家的課題で
す。大地震発災後の救命、救助活動、被災地への広域的な
物資輸送、経済産業を支えるサプライチェーンの回復のた
めの人流・物流等の重要ルートなどのインフラ施設の耐震
化と被災時の早期復旧への備えが必要とされています。
2013年12月には、「強くしなやかな国民生活の実現を図
るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」が制定
されました２）。国土強靱化（ナショナル・レジエリエンス）
の基本⽬標として以下の４点が掲げられています。
①人命の保護が最大限図られること
② 国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに
維持されること
③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化
④迅速な復旧復興
本基本法のもと、2014年６月には国の国土強靱化基本計
画及びアクションプランが策定され、起きてはならない45
の最悪の事態から重点化された15プログラムについて、プ
ログラム毎の推進計画とその重要業績指標（KPI）に基づ
き、毎年のレビューによるPDCAサイクルのもとで進めら
れてきています。
地震は、人とコミュニティ、インフラ、エネルギー、情
報通信、金融、産業等、社会を構成するあらゆる分野に影

響を及ぼします。これらの影響を低減するための様々な備
えや対策として、地震発生の事前と事後の対策、そして、
ハード・ソフト対策があります。事前の対策としては、ハ
ザード評価、被害想定、土地利用規制、耐震設計や耐震補
強等の強化対策、事後の対策としては、被害状況把握、避
難・救援、情報発信、被災住民の生活支援、被災構造物の
復旧・啓開等があり、各技術分野で更なる技術開発や精度
向上・高度化・合理化を図るための努力が行われています。
本文では、上記のような背景のもとで、当構造設計学研
究室で取り組んでいる研究テーマの中から、地震工学・構
造設計学分野の一部を紹介させていただきます。

２. 地震レジリエンス強化サイクルの駆動

図-１は、過去約20年間に国内外で発生した被害地震と
新たな教訓となった事象を一覧したものです。1995年の兵
庫県南部地震では、従来観測されたことがなかったような
強い地震動の発生、1999年台湾集集地震では、10m規模の
極めて大きな地震断層の地表への出現、2004年スマトラ島
沖地震やもちろん2011年東日本大震災では30m級の巨大津
波の襲来、2008年岩手宮城内陸地震では大規模斜面崩壊の
発生、そして、これらの事象が同時あるいは連続して複合
的に発生して甚大な被害を引き起こしています。

最近では、2016年４月に熊本地震が発生しました。２日
間という短い時間内に隣接する異なる断層において、マグ
ニチュード6.5と7.3の２つの地震が連続して発生し、非常

レジリエントな社会基盤の構築を目指して
－地震災害に強い構造システムの研究開発－

図- １　 近年国内外で発生した主要な大規模被害地震と新たな事象の
出現

東北大学大学院工学研究科
土木工学専攻
教授　運　上　茂　樹
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に強い揺れ（震度７）がいずれも夜間に同じ地域で発生し
ました４）。斜面崩壊に起因したと推定される大規模橋梁の
崩落、強震動と断層変位が同時作用したと推定される被害
などが発生しました。さらに、2018年９月の北海度胆振東
部地震では、北海道内で初めて震度７が観測されるととも
に、発電所の被害によって全域で電力が停止するという「ブ
ラックアウト」現象も初めて発生しました。
自然は非常に長い時間スケールで移り変わりますが、人
間社会のそれははるかに短く、実経験のみに基づく知識の
及ぶ範囲は限られたものであると考えています。従来の経
験を超える作用のみならず、地域社会や都市構造、そして
我々の生活スタイルも劇的に変化しています。予期せぬ新
たな災害事象の出現に対して、過去の歴史や経験に学ぶと
ともに、想像力と洞察力の感度を高めて備えることが不可
欠となっています。こうした備えの強化を、図-２に示す
ように、「地震レジリエンス強化サイクル」と呼んでいま
すが、被害の教訓を確実に次に活かしていくサイクルを駆
動し、被害の最小化につなげていくことが重要と考えてい
ます。

３. 地震被害の調査・分析、そして研究成果の社会実装

写真-１は、1995年兵庫県南部地震の際に発生した土木
構造物の激甚な被害（橋の倒壊）の一例を示したものです。
筆者は、当時、国の研究機関に勤務し、被害調査や原因分
析、そしてそれを踏まえた復旧基準の策定などに携わりま
した。こうした被害やその影響をできるだけなくしたいと
いうことが研究の原点となっています。

地震によって、なぜ被害が発生したのか、あるいは、な
ぜ被害が発生しなかったのかということを理解し、被害か
らできるだけ学び取るためには、徹底した調査・分析が重
要と考えています。
例えば、東日本大震災では、津波によって、橋梁構造物
も多数流失被害を受けました。写真-２は、橋桁部分が流
失し、橋桁を支える下部構造のみが残された状況を示した
ものです。津波の作用によって、構造物にはどのような流
体作用（水平力や浮力）が生じ得たのかということを、実
構造物の部材耐力を評価した逆解析や水路を用いた模型実
験、そして実被害の数値シミュレーション解析などを通じ
て明らかにしようというものです５）。図-３は、簡単な数
値シミュレーション解析の一例を図化したものですが、橋
桁の流失メカニズムを再現し、構造部材への津波作用力を
評価するための解析例です。

岩手・宮城内陸地震や熊本地震では、大規模な地盤変位
や断層変位によって橋梁が甚大な被害を受けました。写真
-３及び図-４は、谷を渡る４つの下部構造で支持された橋
梁において、片側の２つの下部構造のみが約10m谷側に移

図-２　地震レジリエンス強化サイクルの駆動

写真-２　津波により橋桁が流失した橋梁構造物

図-３　橋桁の流失メカニズムと津波作用力の解析例

写真- １　 研究の原点の１つ：1995年兵庫県南部地震におけ
る壊滅的な構造物被害
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動することによって橋桁が落下した被害例です６）。地上か
ら一見しただけでは何が起こったのか理解することが困難
ですが、航空写真を見て初めて斜面の崩壊による大変位で
あったことがわかります。こうした災害現場の調査をもと
に、構造システムとしてどこが弱点になって崩壊に至った
のかというメカニズムを明らかにするための解析例が図-
５です。片側２つの下部構造と橋桁が地盤とともに変位し、
頂部で橋桁と固定されている下部構造（P2）が強制的に
押し出されることによって、最弱となった部位を起点に崩
壊に至ったというメカニズムが理解されます。
こうした実被害の調査・分析は、外力となる地震動や津
波、地盤変位などのモデル化とその評価・推定方法の精度・
信頼性の向上とともに、構造システムとしての弱点を知り、
それに対する構造的な対策方法を考えていくことにつなが
ります。
「地震レジリエンス強化サイクル」に示したように、被
害の最小化につなげるためには、こうした研究成果を社会
実装していくことが重要です。筆者は、これまで、橋梁構
造物に関する国の技術基準「道路橋示方書」の策定・改定
に携わってきまし
た。最新の改定は、
2017年７月に行わ
れましたが、この
中には、熊本地震
において発生した
地盤変状の影響に
よる被害に対する
対応策の考え方な
どが盛り込まれま
した７）。今後も引
き続き社会の役に
立てるような研究
成果を創出できる
よう努めたいと考
えています。

４. インテリジェント耐震構造に関する研究

「国土強靱化基本法」の方針である「被害の最小化」、「早
期復旧」という⽬的に資する構造技術としていろいろな研
究開発が進められています。ここでは筆者らが考えている
以下の３つの構造コンセプトを紹介します。
①地震被害を受けない・受けにくい構造
②地震被害を自己検知・自己診断する構造
③地震被害を受けても早期に復旧可能な構造
できるだけ被害を軽減し、仮に被害が発生してもその状
態を迅速・適格に検知・診断可能で、さらに、その被害が
容易に修復可能であるような構造物の実現です。
地震被害を受けない・受けにくい構造は、「ダメージフ
リー構造（地震の影響にセンシティブではない構造）」と
呼んでいます。単に地震動の強度に比例させて構造物の保
有性能を高めるというのではなく、地震作用の影響を低減、
あるいは、構造物の性能を合理的に向上させて被害を受け
にくくするという構造機構です。現状では、構造物の建設
地点で将来発生する地震動を精度良く評価することは困難
であり、こうした地震動の不確実性に影響を受けにくい構
造機構を⽬指しています。地震作用の影響を低減させる機
構としては免震構造が代表例ですが、こうした機構をアッ
プグレードし、構造物を地震力の影響から遮断するととも
に、構造全体の挙動を制御できる構造機構に関する研究で
す。
また、地震被害を受けた際に早期に復旧するためには、
まずは可能な限り迅速に構造物の正確な被害状況を把握す
ることが不可欠です。被害状況を自己検知・自己診断可能
な機構をビルトインした構造を「自己診断機能を有するイ
ンテリジェント耐震構造」と呼んでいます。構造物の地震
被害の程度を迅速かつ客観的に判定するために、構造物の
挙動をセンシングしながら、自ら被災度を診断することが
可能な構造システムです８）。さらに、変形によってエネル
ギー吸収を図るとともに自己修復機能を有する材料を活用
した構造例など、常時・災害時の構造物の機能維持のため
の状態把握と診断機能を組込んだ点検・見守りを行う構造
システムを実現したいと考えています。

５. 研究活動の国際展開

大規模な自然災害ほど一般にその発生頻度は低くなり、
激甚な震災経験もその記憶は時間とともに薄れていってし
まいます。しかしながら、世界に⽬を向けてみると、毎年
といってよいほどどこかで重大な自然災害が発生していま
す。社会・文化、あるいは、構造物の材料や構造特性など
国毎に大きな相違はありますが、自然現象・科学には共通
的な点も多く存在します。このため、国内で発生する災害
のみならず、他山の石として、世界で発生する自然災害か
ら教訓・知見を学び取り、その知見を共有するとともに、
我が国の防災・減災対策の研究や実務に反映していくこと
が重要と考えています。
最近の活動の一例を紹介します。2010年には南米チリで

写真-３  斜面崩壊に起因する橋梁の崩壊被害

図-４　地盤変位と下部構造P2の崩壊と橋桁の落下状況６）

図-５　崩壊起点となった最弱部材の抽出のための解析例
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マグニチュード8.8の大地震が発生し、写真-４に示すよう
な落橋をはじめとする多くの橋梁が大被害を受けました。
こうした震災に対しJICA技術支援プロジェクト「橋梁耐
震基準の改定」を通じた活動を行いました。チリ国の道路
基準が改定され、2017年10月にこの技術支援に対しチリ
政府公共事業省（MOP）から感謝状をいただきました９）。
また、2015年４月に発生したネパール・ゴルカ地震は、
死者約9,000人、全壊住宅60万戸という甚大な被害を引き
起こしました。日本政府の支援展開を⽬的とするJICAネ
パール国復興支援調査団の専門家の一人として地震発生
１ヶ月後から２ヶ月間、首都カトマンズに滞在して支援活
動を行いました。ネパール国政府に対して日本の震災経験
を踏まえた復興支援策やリスク評価・強靭化策の提案を行
うミッションでした（写真-５）。この活動に対し2018年10
月にJICA理事長賞を受賞しました10）。
東日本大震災という激甚な地震被害を経験し、そして力
強く復興に取り組んでいるこの東北の地から、次世代に展
開される地震工学・構造設計学分野に関する研究成果を世
界に発信して参りたいと考えています。

６. おわりに

本文では、当構造設計学研究室で取り組んでいる地震工
学・構造設計学に関する研究テーマの一部を紹介させてい
ただきました。現在、切迫する巨大地震の発生のみならず、
社会インフラ構造物の加速的な老朽化の進展などが重大な
課題となっています。実測・実験を通じた構造物の性能評

価技術、維持管理・損傷推定のための診断技術・センシン
グ技術を含む新たな構造コンセプトの開発とともに、次世
代に求められるレジリエントな社会基盤の構築に貢献すべ
く、「オープン・コミュニケーション」と「着眼大局・着
手小局」をモットーに研究活動を展開して参りたいと考え
ています。
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１. はじめに

当研究室では理論計算機科学（theoretical computer 
science）、より具体的にはプログラミング言語理論（pro-
gramming language theory）の研究を行なっている。
本誌の読者の方々の多くには釈迦に説法でおそれ多い
が、電子計算機とそのソフトウェアが現代社会の基盤的技
術の一つであることは、もはや明らかと言って良いだろう。
しかしながら現在の計算機ソフトウェアのほとんどは、数
理論理学的基礎が薄弱なまま、技術者の個人的スキルや現
場の個別的ノウハウに大きく依存して開発されている。結
果としてソフトウェアの品質に問題が生じ、経済・産業紙
や一般紙でも広く報道されるような社会的問題にまで発展
することも今や珍しくない（図１）。
そのようなソフトウェアの「不具合」――本来は正直に

「欠陥」と呼ぶべきだろう――を防止する方法としては、
プログラムを実際に動かして確かめる「テスト」が現在の
主流である。テストの重要性・有効性は言うまでもないが、
ほとんどのプログラムの入力（input）は多数ないし無限
の可能性があり、それらのすべてについてテストを行うこ
とは現実的にも理論的にも不可能である。
そこで、無限の可能性に対して有限の時間で何らかの「正
しさ」を証明する方法論として、「数学」――より正確に
は数理論理学――を用いてソフトウェアを検証する形式手
法（formal method）がある。数学では例えば、すべて
の自然数 n について 1+n = n+1 が成り立つことが、一定の

公理の下で証明できる。これは n=1 の場合、n=2 の場合、 
n=3 の場合、…などと一つずつ「テスト」するわけではな
く、無限に存在するすべての自然数 n に対し、数学的帰納
法などを用いた一つの有限の証明が適用される。計算機プ
ログラムに対しても、自然数の定義（の一つ）や数学的帰
納法の一般化である「帰納的定義」や「構造的帰納法」を
適用して、無限の可能性に対する検証を有限の時間で行う
ことができる。これがいわゆる形式手法（formal meth-
od）の基本である。もちろん、本当に「無限」でなくても、
一つ一つテストするには多すぎたり複雑すぎたりする場合
も同様である。
数学ないし数理論理学とプログラミング言語理論のつな
がりは形式手法だけではない。1950年代に McCarthy によ
り提案されたプログラミング言語 LISPは、1930年代に
Church が提案したラムダ計算 （λ- calculus） という数学の
基礎理論 （図２） の影響を強く受けている。その影響は現
代の C++,  Java,  Python,  Rubyといった言語の「ラムダ式」
や「クロージャ」等の機能に及んでいる。
また、 Russellらによる型理論（type theory）は、カリー・
ハワード同型（Curry-Howard isomorphism）という対
応を通して、ML（もともとは Meta Language の略）等
のプログラミング言語の多相型（polymorphism）や型推
論（type inference）といった型システム（type system）
［１］や、計算機による定理証明支援とも密接に関係して
いる。これらの機能も（部分的ではあるが）比較的最近に
なって Java や C++ 等に取り入れられている。
「プログラミング言語」は必ずしも電子計算機のプログ
ラムだけでなく、一般に計算（computation）ないし情報
処理を記述する形式体系と考えることもできる。そのよう
な考え方に基づき、例えば複数のプログラムや計算機が相
互作用しながら動作する並行・分散システムを「プログラ
ミング言語理論」によって検証する研究も盛んである。
余談だが、今日ではおなじみの形式記述体系である「数

式」の歴史は意外と新しく、例えば x,y,z といった「変数」
の概念は17世紀のデカルトにより確立されたという。それ
以前の、例えば「世界で最初のアルゴリズム」といわれる
ユークリッドの互除法は、紀元前の『原論』に書かれてい
るが、線分図（と古代ギリシャ語）で記述されていた（図３）。
以上のような背景のもとで、以下では当研究室で行なっ
ている研究の一部を可能な限り平易に紹介したい。

「ちゃんと動く」ソフトウェアを目指して
～プログラミング言語理論と数理論理学～

東北大学大学院情報科学研究科
情報基礎科学専攻
教授　住　井　英二郎

図１. 「日経テレコン21」 を 「プログラム 不具合」 で検索した結果より
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２．プログラム等価性証明手法

「x+y = y+x」「E = mc2」等、「二つの式が等しい」とい
う性質は、数学および科学一般において、もっとも重要な
表現の一つだろう。プログラミング言語理論においても、
例えば f （x） = 1+ xという関数 f と、g （x） = x+1 という関
数 g が等価である、といった性質は最も基本的な研究対象
の一つである。
例えば整数を受け取って整数を返す関数 f,g ならば、「す

べての整数 x に対して f （x） = g （x） ならば、f とg は等価であ

る」と比較的容易に定義できる。ところが実用的プログラ
ミング言語では純粋な数学の関数と異なり、x の値によっ
ては f （x） や g （x） の計算が停止しなかったり、例外（エ
ラー） や副作用（結果の値を返す以外の動作） を起こしたり
する可能性がある。そのような場合、 例えば 0×f （x） と 0 は
等価ではないかもしれない （f （x） が停止しないかもしれな
いため） し、f （x） + f （x） と 2×f （x） も等価ではないかもし
れない （f （x） が「画面に１回、 Hello と表示する」等の副作
用を起こすかもしれないため）。

図３．ユークリッドの『原論』（R. Fitzpatrick 氏による対訳）より

図２． A. Church, “An unsolvable problem of elementary number theory ” , American 
Journal of Mathematics, 58 （2） : 345–363, 1936より
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さらに、LISP 以来のいわゆる関数型プログラミング
（functional programming）言語では、「関数を受け取る
関数」や「関数を返す関数」といった高階関数（higher-order 
functions）もしばしば用いられる。高階関数―――より
一般的には高階計算―――は高度に抽象化・部品化された
一般的なプログラムを記述するには必須の強力な機構だ
が、高階関数の等価性は通常の（「１階」の）関数にも増
して証明が難しく、1960年代から表示的意味論（denota-
tional semantics）、論理関係（logical relations）、適用
双模倣（applicative bisimulations）など様々な理論が考
案されてきたが、いずれも様々な機能を持つプログラミン
グ言語において完全（complete）ではなかった。例えばプ
ログラムの部品としての独立性（モジュール性）を高める
情報隠蔽（information hiding）やデータ抽象（data 
abstraction）の機構は、デカルト座標と極座標による複
素数の二通りの表現など、内部実装が相異なるプログラム
を等価にする機能があり、その扱いは特に適用双模倣にお
いて困難であった。一方、論理関係は、一般的なプログラ
ミング言語には必須の反復（iteration）や再帰（recursion）
といった制御構造、あるいはリストや木（tree）といった
再帰的データ構造の扱いに困難があった。
住井ら［2-9他］は、これらの機構を持つ言語において

も完全なプログラム等価性の理論である環境双模倣（envi-
ronmental bisimulations）を初めて確立（図４）、欧米
の複数の研究グループが追従研究を行う等の国際的インパ
クトを与えた。

３. 関数型プログラミング

「式の値（関数の戻り値）を計算する」以外の副作用（side 
effect）を（なるべく）避けるプログラミング・スタイル
である関数型プログラミング（functional program-

ming）と、それをサポートする関数型プログラミング言
語は1950年代の LISP 以来の古い概念だが、その単純さと
強力さが最近になって再注⽬され、C++ や Java といった
従来は副作用が中心の命令型（imperative）とされてき
た言語においても積極的に取り入れられている。計算機科
学の分野では厳しい査読を伴うトップレベルの国際会議が
論文誌と同等以上に重要視されるが、関数型プログラミン
グに関するトップ国際会議である ACM SIGPLAN ICFP 
（International Conference on Functional Programming）
は Google、 Facebook、 Mozilla、 Microsoft Research、 Oracle
といった IT 企業や Standard Chartered、Bloomberg といっ
た金融関連企業をスポンサーとし、参加者数も大幅に増加
している。住井は2016年に日本人として初めて ICFP のプ
ログラム委員長をつとめた。
当研究室では准教授 （松田一孝氏） ・ 助教 （Oleg Kiselyov

氏）・学生らを含め、関数型プログラミングに関連する研
究を行なっている。その一部を抜粋して簡潔に紹介する。
・ 入力から出力を計算するだけでなく、出力から入力を
も計算する双方向（bidirectional）プログラミングお
よび言語［10他］
・ プログラムを生成するプログラム（メタプログラム）
を「安全に」記述する（構文エラーや型エラーがあれ
ば実行前・生成前に検出する）ためのシステム［11他］
と応用
・ 関数型プログラミング言語 Haskell 等で採用されてい
る、名前呼び（call-by-name）の意味論と必要呼び
（call-by-need）の実装の対応を定理証明支援器上で厳
密に定式化・証明する研究［12他］
・ 関数型プログラミング言語 OCaml において、一般性
（多相性）を失わずに、（特に浮動小数点数の）配列演
算の実行性能を高めるコンパイル技法［13他］

図４．［４］より環境双模倣の定義の一部
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・ 幽霊型という簡便な手法を用いて、線形代数演算にお
けるベクトルや行列の次元の整合性を静的 （コンパイ
ル時） に検証するライブラリのインターフェース ［14
他］

４. 若手アカデミー活動

いわゆる狭い意味での専門的学術研究ではないが、住井
は2010年より日本学術会議 若手アカデミーのメンバー
（2015年から2017年まで幹事、2015年より Global Young 
Academy のメンバー）として、分野を超えた学際的・社
会的活動を行なっている。
特に、平成25年施行の改正労働契約法に起因する、若手
研究者の５年での「雇い止め」を防ぐため、総合科学技術
会議（当時）における意見陳述等を行い、大学教員・研究
者は例外的に「10年」とする立法につながった。
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１・はじめに

グリーンインフラ（正式にはグリーン・インフラストラ
クチャー）という言葉をきいたことがあるだろうか。イン
フラというと、通常は道路やダムなど人工的構造物として
人間が全てを設計、建築したものを示すことが慣例だ。グ
リーン（緑、自然）がつくというのは、何だか言葉として
矛盾するようだ。定義については誕生した背景とともに説
明するが、財政上の維持費や人口が縮退していく社会にお
いて、特に都市部を中心として既存のインフラを補完して
いく役割を含め、注⽬を集めつつある。
都市部の緑化などだけではなく、防災や減災の分野にお
いても、類似したコンセプトが登場しつつある。具体的に
は生態系を活用した防災・減災（Ecosystem-based Disaster 

Risk Reduction  [Eco-DRR]）という考え方がある。人工の
構造物だけではなく、自然の地形、森林、サンゴ礁などを
活かして災害の被害を減らそうとする試みとするとイメー
ジが沸きやすいだろうか。
グリーンインフラ、Eco-DRRともに、教育や行政の現
場では、まだまだ耳慣れない言葉かもしれないが、国内外
で急速に認識が広がってきている言葉だ。報道などにおい
ても、科学欄において今後の展開が期待できる領域として
紹介されている（朝日新聞, 2017）。

２・用語が誕生した背景

まずは、二つの用語が誕生してきた背景と国内外での定
義やその範囲をみていこう。
用語が誕生した背景には、1990年代以降顕著となった自
然と社会の「健康」を統合的に捉える動きと、2000年代の
巨大な災害があった。特に前者はグリーンインフラの概念
が普及した背景であり、後者はEco-DRRが広く共有され
るようになった背景である。
Eco-DRRに注⽬が集まる契機となったのは、2004年の
スマトラ島沖地震と言われており（Renaud  et  al.  2013）、
その後、2005年に神戸市で開催された国連防災世界会議で
採択された兵庫行動枠組 2005－2015を通じて国際的に発
信、共有されていくこととなった。そのため、Eco-DRRは、
当初、津波災害や洪水等の水害への対応策としての色合い
が濃いものであった。

グリーンインフラを活用した防減災の推進

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　香　坂　　　玲

都市の並木道、ポケットパーク　
仙台市にて（上）　東京都  大手町オフィス街の緑（下）

東北の被災地の状況 気仙沼　2011年６月　筆者撮影
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他方グリーンインフラは、防減災を含む多様な機能を有
する多様な緑地、自然地のネットワークであり、Eco-
DRRを含むより包括的な概念である。グリーンインフラが
求められるポジティブな側面としては、都市でのよりよい
生活を求める動機、自然を活かした機能の（再）評価等が
あり、ややネガティブな側面としては、実際の災害の被害
等の予測可能性の不十分さ、財政と維持費の抑制、各地で
急速に進む人口密度の低下等がある。グリーンインフラの
多様な機能としては、生物多様性保全、災害リスク軽減（洪
水、津波、土砂崩れ等）、快適性向上、産業振興（農業、
観光等）、社会関係資本の維持、増進といった環境、経済、
社会の各側面に関する機能があり、適切にマネジメントさ
れることにより、それらの機能を発揮できるものとして期
待されている。

もともと欧米において先行して使用されてきた経緯があ
る。
ヨーロッパ委員会は、2013年５月に欧州委員会によるグ
リーンインフラ戦略が採択された。その議論のなかで、グ
リーンインフラの定義は価値の高い自然、半自然地域をそ
の地の環境要素とつなぐ戦略的に計画されたネットワーク
で、都市と農村の両方において、広範囲にわたる生態系サー
ビスを提供し、生物多様性を保全するように計画され、管
理されるものであるとされた。
アメリカ合衆国環境保護局（EPA）では、エリアを都市
部に設定し、「グリーンインフラは、水管理と健康な都市
環境の創造のために植生と土壌、自然のプロセスを活用す
る」などとしている。2015年10月には、自然インフラと
生態系サービスについてのアメリカ大統領指令が署名され
ている。
日本においてグリーンインフラは、最初は生物多様性保
全の観点から注⽬され、2012年の生物多様性国家戦略
2012-2020においてグリーンインフラへの言及がみられ
る。その後学術界より、「復興・国土強靭化における生態
系インフラストラクチャー活用のすすめ」が日本学術学会
の提言として2014年に発表された。
2015年には、環境省などに加え、国土交通省の国土形成
計画・国土利用計画と第４次社会資本整備計画において、

グリーンインフラが明記されるに至った。一般にその意味
するところでは、「持続可能で魅力ある国土づくりや地域
づくりを進めるため」のものであり、「社会資本整備や土
地利用において、自然環境の有する多様な機能（生物の生
息・生育の場の提供、良好な景観形成、気温上昇の抑制等）
を活用」するもの（第５次国土利用計画 2015）とされて
いる。

以上、欧米と日本の地域の誕生の背景を解説したが、学
術分野ごとの誕生の背景にも触れておこう。もともとグ
リーンインフラ、Eco-DRRは、計画や造園の専門を中心
とする環境の分野で提唱されてきた概念であり、それが
徐々に実際のインフラを担う組織に広がっているというの
が国内外での実情といえる。ただ、田畑を湿地に戻すこと
で洪水緩和の機能を発揮する事例が登場するなど多少自治
体のなかで広がっているとはいえ、まだまだ環境を専門と
するグループの外では広がる余地を残している。筆者は、
日本やインドネシアにおいて持続可能なインフラに関して
議論をする機会を得てきたが、実際の建設に携わる専門家
や省庁の専門家であっても、言葉は聞いたことはあるが、
具体的な取り組みや、既存のインフラや防災・減災の構造
物との関係性について、議論の俎上にさえあがっていない
という面もある。　
ただし、グリーンインフラやEco-DRRは単に学問領域
や欧米からの新たな概念の導入という次元にとどまらない
要素を内包している。背景でも指摘したように、今後、日
本社会が直面する人口の高齢化、縮小都市などのさまざま
な課題に対しての示唆があるからだ。以下、二つの概念の
特徴を整理し、その示唆について考えていこう。

３・グリーンインフラ・Eco-DRRの特徴

グリーンインフラのEco-DRRの観点からの評価を、人
工物インフラと比較した場合、比較的有利な点と、不利な
点がある。例えば、単一の機能の確実な発揮、短期的な雇
用創出等の効果は、グリーンインフラには期待しにくい。
ただし、多機能性、環境負荷の回避などが特に有利な点と
して指摘されており、その他にも、不確実性への順応的対
処、長期的な雇用創出・地域への経済効果などの効果も期
待することができる。長期的な視点に立った地域運営の必
要性が唱えられて久しいが、現在の自然、社会条件下にお
いて、グリーンインフラは、長期的な自然と社会の「健康」
を維持する要として位置付けられようとしている。
ただし、短期的な経済効果は長期的な効果よりも社会的
に受け入れられやすく、効果が実感されるまで長い期間を
必要とする事業に対する賛同を得ることは容易ではない。
特に、単一の機能の確実な発揮については、不確実性を有
する生態系インフラに対して、人工物インフラにはやや利
点がある可能性がある。自然災害についてはそもそも不確
実性の高い事象であるとはいえ、確実に機能を発揮するこ
とが意図された人工物インフラは、その導入において合意

グリーンインフラとしての都市農業  災害時には避難場所と食料の供給  
東京都　練馬区　筆者撮影
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を形成しやすい可能性がある。
また、長期的な経済効果が期待される生態系インフラに
ついては、その管理のあり方が模索されている状況にある。
具体的には、生態系インフラは、特定の部分を維持管理す
るのみではその機能を発揮することが期待できず、流域や
緑地の広域的なネットワークを適切に管理することができ
てはじめて機能するインフラであり、既存の森林、河川、
公園といった区分において個々に対応するのみでは不十分
で、空間的にもより統合的なインフラ管理が求められる。
行政や民間組織においても、そのような統合的な管理を担
う主体は現在のところ多くの地域で明確でない。そのため、
長期的な雇用創出等の経済効果を期待するには、まず、生
態系インフラの統合的管理のための体制づくりが必須とな
る。
生態系インフラによる単一機能の発揮に関する不確実性
の理解と、長期的な経済効果の発現に関わる管理体制は、
いずれも自然科学的、社会科学的な見地から研究が進めら
れており、市民社会においても、統合的生態系インフラを
受け入れる意義が再発見されている。例えば、自然災害の
防御率と、災害規模の関係性について、人工物インフラは、
ある規模まで一定の防御率が期待できるものの、それ以降
の防御率が急速に下がるか、防御機能を全く期待できない
状態になる。他方で、生態系インフラは、規模の小さい災
害については、防御率は人工物インフラと比較してやや低
い傾向があるものの、人工物インフラのように急速に防御
率が下がることはなく、徐々に防御率が低下するため、災
害の影響が急速に広がることを抑制する効果や、これまで
想定されてこなかった災害に対しても一定程度の防御率を
期待できるなど、人工物インフラに期待できないメリット
を有することが指摘されている。また、「森は海の恋人」
といった言葉が示す生態系の大きな連環への理解が少しず
つ浸透している状況において、河川の上流から下流を含む
範囲の流域環境や、郊外農村部から都市部に至る緑地の
ネットワークを保全しようとする動きは賛同を得られる可
能性が高い。都市と農村の境が明確でないといわれる日本
を含むアジア都市においては、そもそも都市地域の広域的
環境を統合的に理解する素地があるともいえる。

４・終わりにかえて：平時にこそ議論を

グリーンインフラという用語に加え、Eco-DRRという
防災・減災の用語についても解説をした。最後に、皆様に
紹介したいエピソードがある。　

ある環境・動物保全団体とのアポイントがあり、伺う当
日に電話をするのだが、通じない。仕方がないので、その
まま事務所にお邪魔すると、事務所は電話が鳴りっぱなし
の騒ぎとなっている。聞けば、団体の活動紹介で「地震で
行き場を失ったペットを救え」という趣旨の新聞社がおそ
らくは好意で掲載した記事が原因とのことであった。電話
の問い合わせの大半は、「自分が貢献できることはないか」
という問い合わせであったそうだ。新聞社も電話の主も好
意で電話をしてきているのであろうが、実際には災害が発
生して緊急を要する団体の活動を完全に阻害する結果と
なっていた。「災害が起きてからではなく、平時にこそ災
害時を想定してどこにペットの居場所を確保するのかと
いった準備が大切」という担当者の言葉が印象的であった。

防災では、平時の準備が重要となることを示している。
平時にこそ災害時の備えや準備が欠かせず、職場や教育の
場での議論が必要となろう。
また大災害はなくとも、人口減少や縮小する都市は着実
に進行していくことが予測される。また財政状況も楽観を
許さない状況となっている。このような状況のなかで、環
境と減災とを両立させながら、持続的なまちづくりをどの
ように⽬指していくのかという視点が欠かせない。
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１．はじめに

磁気計測はワイヤレス情報伝送，高速応答性，光学的に
遮蔽された空間への適用性，人体が磁気的に透明（比透磁
率がおおよそ１）であること等の理由により，生体計測，
バイオ応用と相性が良い。この観点から筆者らはこれまで
磁気計測技術の開発と生体計測等への応用を進めてきたの
で，種々の応用事例を紹介する。

２．磁性薄膜の透磁率計測技術

磁性薄膜の高周波透磁率を計測する方法は８の字コイル
法（１），シールディッドループコイルを用いる方法（２），伝
送線路を用いる方法（３）等が挙げられる。しかし，これら
の評価方法は検出コイル幅が有限のため，サンプル幅に制
限がある。そのため，ウエハや基板から透磁率評価用の小
さな試料を切り出して計測することが必要であり，ウエハ
等の透磁率をインラインで評価することは困難であった。
そこで筆者らは図１に示すように，プローブ導体と引き出
し線に曲面を持たせた直線状マイクロストリップ型プロー
ブを開発し，インピーダンス整合を極力維持できる構造を
考案した。さらにフレキシブル基板を磁性薄膜へ密着させ
ることで高いSN比を実現し，40 GHz程度までの高周波透
磁率評価が可能になった。またサンプルサイズに依存せず
大きなウエハにも非破壊に透磁率計測可能である。プロー
ブは厚さ0.13 mm，銅箔23 μmのフレキシブル基板を使用し
た。直線状マイクロストリップ導体幅は約0.36 mm，長さ
15 mmとし，両端は曲面状にして，直角方向のコネクタと
インピーダンス整合を極力維持しつつ接続した。時間領域
反射法測定（TDR）の測定結果より，マイクロストリップ
プローブの特性インピーダンスは49.75 Ω～ 50.95 Ωの範囲
にあることを確認した。図２はCoBeB薄膜（45 mm×
25 mm，0.5 μm）の磁化困難軸方向の高周波透磁率の評価
結果である。この磁性薄膜はカルーセル型成膜装置でガラ
ス基板に0.5 μm 成膜した。カルーセル型成膜装置の特徴は
基板を高速に回転させながら成膜することにより大きな異
方性磁界を付与できることである（４）。試料の異方性磁界
は約250 Oe であった。図２において○●は計測値であり，
実線および破線はLLG方程式と渦電流損を考慮した理論
値（５）である。理論値を求める際のg-factorは2.12，αは0.02
とした。8600 Oeの直流磁界を磁化容易軸方向へ印加し強
磁性共鳴周波数を40 GHz程度へ高周波化した。最適化した

透磁率の測定値はLLG方程式による理論値と40 GHz程度
までほぼ対応した。42 GHz付近における測定値と理論値の
誤差はバックグラウンド測定の際の強磁界（10700 Oe）に
おける強磁性共鳴が観測されているためであり，さらに強
いバックグランド磁界を印加できれば，より広帯域計測可
能である。またCoNbZr薄膜（25 mm×25 mm×5 nm厚）の
磁化困難軸の透磁率測定にも成功した（６）。本手法は磁性
薄膜の磁歪測定にも適用し（７），複数の物性定数の評価へ
展開している。

３．高周波駆動薄膜磁界センサの開発と生体磁気計測

従来，心磁界等の生体磁気計測は磁気シールドルーム内
において超伝導量子干渉磁束計（SQUID磁束計）を用い
て計測され，様々な診断に使用されている。しかし，
SQUID磁束計（８）－（10）はセンサヘッドを液体ヘリウムで冷
却する必要があるため，高コストで取り扱いが煩雑であり，

磁気計測とバイオ応用
～磁性材料評価、デバイス開発からヘルスケアまで～

東北大学大学院医工学研究科
生体電磁エネルギー医工学分野
教授　薮　上　　　信

図２　CoFeB薄膜の高周波透磁率

図1　開発した広帯域プローブ
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普及は一部の医療機関や研究機関に限定される。そのほか
心磁界計測としては，インダクションコイル（11），光ポン
ピング法（12），フラックスゲートセンサ（13）等による測定
が報告されている。一般に心磁界計測等の生体磁気計測に
おいては，多数点の計測情報から信号源位置を推定し，興
奮部位のイメージングが可能となる点において，心電計等
に対する特長がある。図３は筆者らがこれまで開発してき
た高周波駆動薄膜センサの動作原理を示したものである。
このセンサ素子はコプレーナ構造（中心導体と両側の地導
体からなる伝送線路）により構成され，数GHz程度の高周
波キャリアを通電し，磁性薄膜へ印加される低周波磁界に
よる透磁率変化をキャリアの位相変化等として検出する。
キャリア周波数を磁性薄膜の表皮効果や強磁性共鳴現象が
顕在化する周波数帯で用いることで高感度な磁界検出に適
用可能である。図４は健常者の加算平均した心磁界と心電
波形を併記したものである（14）。グラフ上部の波形（赤色）
が心磁界の波形を表し，下部（青色）は心電信号を表して
いる。使用したフィルタはディジタルで50 Hzバンドストッ
プフィルタ，0.8 Hzのハイパスフィルタ，45Hzのローパス
フィルタを通した。心磁界は心電信号のR波を基準に約
800回程度加算平均した。心磁界のＲ波の強度は最大で
150 pT（１pT=10-12T）に達し，SQUID等で報告されてい
る値よりも大きかった。これはセンサを体表面から５ mm
以内に近接配置したことによるためと考えられる。心磁界

のQRS波は心電信号のQRS波とほぼ同一の立ち上がりで
同期している。また心磁界のT波も心電信号のT波とほぼ
同時の立ち上がりで観測されていると考えられる。QRS波
の強度は左心室近く（図４の16点の中央あるいは右下のグ
ラフ）で相対的に強く，体表面の中央（図４の左側のグラ
フ）ほど弱かった。また左心室に近接する部分（右側のグ
ラフ）では主としてR波は正方向に強く，体表面の中央に
行くにしたがってS波が強くなった。これらの傾向は３次
元SQUID磁束計を用いた先行研究の実験結果（15）と定性的
に対応するものであり，合理的な結果と考えられる。なお
本実験では単独の磁界センサを使用しており差動接続され
ていないことから，多くの加算処理回数を必要としている。
同一特性のセンサ素子を差動接続し，タイムインターバル
アナライザの時間分解能を向上できれば，少ない平均化回
数で心磁界計測が可能になると考えられる。

４．細菌センサ

従来の細菌検出方法には多くの種類があり，実用化され
ている（16）－（20）。このうちPCR法は厳密な測定が可能であ
るが，測定時間が長く，高コストである。ATP法や誘電イ
ンピーダンス法は低コスト，高速な手法であるが，細菌の
種類等を特定することができない。ELISA，磁気ビーズ
による免疫法等は前処理等に課題がある。一方洗浄等の前
処理を極力軽減でき，液相での評価が可能な検出法として
磁性ナノ粒子の緩和現象を利用した細菌検出方法について
いくつか提案されている（21）－（24）。筆者らは磁性ナノ粒子
にスイッチ磁界を印加することにより，細菌を検出する方
法について提案するものである。一般に磁性ナノ粒子へス
イッチ磁界を与えると磁性ナノ粒子は回転して磁界に追従
する。一方磁性ナノ粒子が抗体を介して細菌と結合すると，
細菌がおもりとなって，スイッチ磁界に対する応答性が悪
化し，これにより細菌検出が可能になる点に着⽬した。こ
の手法は磁性ナノ粒子に対するスイッチ磁界の応答性を評
価しており，磁性ナノビーズの緩和を観察しているわけで
ないと考えられる。図５は磁性ナノ粒子（500 nmφ）に抗
体を添加したものを大腸菌（E. coli）に抗原抗体反応させ
た資料のTEM写真を示している。図６は大腸菌濃度を変
化させてスイッチ磁界に対する磁性ナノ粒子の応答性を示

図３　高周波駆動薄膜磁界センサ

図5 磁性ナノ粒子と大腸菌（E. coli）が結合している様子図４　健常者の心磁界多点計測
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したグラフであり，磁性ナノ粒子の濃度が増加するに従っ
て，出力信号が増加し，有意な変化が得られている。この
手法により105 CFU/ml以下までの低濃度の検出が可能で
ある。代表的な口腔細菌であるう蝕関連菌（S. mutans），
歯周病菌（P. gingivalis），緑膿菌（P. aeruginosa）等の検
出に成功し，ヘルスケア等へ展開している。

５．生体内位置検出システム開発

人間や物体の動きを３次元で記録・検出する技術は光学
式，機械式，磁気式など古くから様々な手法が開発されて
きた。その中で磁気式のモーションキャプチャ（25）,（26）は
磁界を計測対象とするため，光学的に遮蔽された空間でも
適用可能である。しかし従来のものはマーカにバッテリー
や引き出し線を必要とし，例えば生体内部等の使用は制約
が大きい。筆者らはこれまでの研究で，マーカへの引き出
し線を持たず外来ノイズの影響を受けにくいLC共振型の
磁気マーカを用いた位置検出システムを提案し，マーカの
位置および方向が検出可能であることを示した（27）－（29）。
一方医療現場では，病気や怪我で食事を取れない患者や寝
たきりの患者などに対し，鼻から咽喉・食道を通して胃に
直接栄養剤を送り込む経鼻チューブが多く使用されてい
る。しかし近年経鼻栄養チューブ挿入の際に気管への誤挿
入事故や挿入のし過ぎにより胃を傷つける事故が散発して
いる（30）。従来これらの対策として，X線によるチューブ
挿入の確認や気泡音による確認がなされているが，これら
の方法は放射線被曝や信頼性の問題がある。筆者らはこれ
まで，磁性リボンの磁歪振動を利用したワイヤレス磁気
マーカに着⽬した。DAコンバータから励磁コイルへ約
60 kHzの交流磁界を発生させ，磁性リボンの機械的振動に
よる誘導磁界を検出コイルアレイで計測した。波形はAD
コンバータで集録した正弦波から振幅および位相をFPGA
にてオンラインで算出する（31）。マーカの中心位置および
方向はマーカから発生する誘導磁界がダイポール磁界に近
似できることを仮定してGauss-Newton法により最適化処
理した（32）。マーカには防犯ICタグ（高千穂交易社製 DR
ラベル）を加工して使用した。図７はウサギの口から細長
マーカ付チューブをゆっくり挿入して，食道を通過する際

の軌跡を示したものである。５回の挿入に対してほぼ同一
の軌跡が得られ，ウサギの生理的位置から合理的な結果と
判断される。この結果から，生体内での本システムの動作
が有効であることを示すことが出来，生体内部での位置検
出への展開を⽬指す。

６．おわりに

筆者らが進めている磁気を用いた材料評価，デバイス作
製，生体およびバイオ計測について実例を紹介した。
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１. はじめに

今の日本は、11兆円の農水産食材を生産し、77兆円に加
工して国内消費、これが市場構造で、食品産業は約７倍の
付加価値を生み、食べ物を提供している。長寿化もあるが
何故に乳がん患者が最近増えているのか、農家の省力化・
高齢化のため大量の農薬使用や酪農業での抗生物質・ホル
モン剤使用が気になる。今の長寿者が子供の頃の食べ物は、
現在ほどに農薬には曝されていない。耕地の広大な北海道
は生産性向上のため農業の機械化と大規模化を進めるが、
都府県などの地域農業は北海道に倣う必要はない。家庭農
園程度で自給自足の食材調達も高齢者にとっては生きがい
のある生活の場として、安全な食材を得るには価値がある。
余裕があれば家庭に有機栽培・オーガニックの小さな畑を
持つことが100歳長寿社会には必要でこれが豊かな生活だ。
ヒトとして休日を利用し、自ら栽培収穫し、形や色は不ぞ
ろいでも美味しく調理し食べること、これは人生の豊かさ
そのものだ。そんな我が国の100歳長寿を支えるための３
大疾病（認知症、糖尿病、癌）を予防する食品とはどうあ
るのか。この開発に成功すれば、高額な新薬メーカーの標
的になっている我が国の国民医療費ひいては社会保障制度
の崩壊を防ぐことができる（図１）。

２. 日本食の健康有益性

ボストンのタフツ大学栄養研究所で長寿な日本人と日本
食の関係をレビューする会があった。日本からは私ひとり
だった。日本発のデータがなかったので帰国後、米国と日
本の国民栄養調査の成績から各年代ごとの食事を作り摂取
した時の肝細胞の遺伝子発現をDNAマイクロアレイで調
べた。日本食は米国食に比べエネルギー代謝を活発にし、
体脂肪蓄積が少ない代謝効率の良い極めて健康的な食事と
いう結果だった。日本食（和食）が2013年にユネスコ無形
文化遺産にフランスや地中海料理とともに認定されたのも
頷ける。「こめ」を調理の基本にする日本食は健康食その
ものなのである ［１］。

３. 認知症・糖尿病・癌の予防食開発

100歳長寿のための食品を極めるため、東北大学に学際
研究重点拠点「食品健康長寿研究センター」を来年４月に
創ることを考えている。臨床研究者と共にもっぱら細胞実
験とヒト試験による（動物試験はしない）100歳まで認知
症にならなく予防できる食事（食べ物）の研究である。内
容は、１）当時の医学部老人科の佐々木英忠教授との共同
研究で認知症（アルツハイマー病）者の赤血球に酸化脂質
の異常蓄積（老化赤血球）を発見し、これが抗酸化キサン

トフィルであるルテイン摂取で除去でき
ることをヒト試験で証明した［2, 3］。ル
テインは日本人の赤血球膜抗酸化カロテ
ノイドの約50%を占め、認知症者は同じ
食事の健常配偶者より30%も少ない。、
ルテインに富むクロレラ摂取でも赤血球
老化が防げる。認知症者は二酸化炭素と
酸素のガス交換能が低く、その回復に食
べ物が役立つ。２）国際的課題にアルツ
ハイマー病バイオマーカー欠如がある
が、アルツハイマー病者の血漿と脳脊椎
液のMicroRNAs（miR-9, miR-29a, miR-
29b,  miR-34a,  miR-125b,  miR-146a）が
好適なバイオマーカーであること、とく
にmiR-34aとmiR-146aが有効であること
を加齢医学研究所の荒井啓行教授らとの
共同研究で証明した［４］。これらをマー
カーにして摂取食品の働きをヒト試験で

3大疾病を予防する食品の開発

東北大学未来科学技術共同研究センター
戦略的食品バイオ未来産業拠点構築プロジェクト
教授　宮　澤　陽　夫

図1
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確認している。とくに脳脊椎液はヒトが就寝中に神経細胞
シナプスを掃除する働きをするので、その機能維持は食べ
物による脳の老化予防（神経可塑性と精神的刺激受容力の
維持）の鍵になる。なお、酸化脂質自体も神経変性の重要
なバイオマーカーである。３）正常脳と認知症脳の分子組
成を徹底解析したかったが国内では何年待っても全くヒト
脳を入手できず、ボストンへ行きハーバード大学附属病院
（MGH）から脳標本を得、アルツハイマー脳は正常脳より
エタノールアミン型DHAプラズマローゲン（PEPL）が
30％も少なく、このPEPLは酸化ストレスによる神経細胞
アポトーシスの防御因子であることを帰国後に証明し、食
品として三陸特産の海鞘（ほや）PEPLを利用した抗認知
症食をヒト試験で証明し開発しつつある ［5-7］（図２、図
３）。養殖海産物の重金属ヒ素汚染を除去する技術開発に
も成功し、海洋生物の神経成分が進化の頂上にあるヒト脳
に保存されていたことに驚きもした。ちなみに鳥や牛豚は
違う分子種でありこの効果はほとんどない。まだまだいろ
いろな食品ネットワークによる認知症予防が考えられる。
この研究は農水省「知」の集積事業として進めている。３
年後の上市を⽬指している。このような東北発の認知症予
防食で、世界の健康長寿に貢献したい。納豆菌を利用した

糖尿病予防食［8,  9］（図４）、米ぬかのトコトリエノール
を利用した癌（とくに乳がんとすい臓がん）予防食も開発
する［10,  11］。この稲の育成にも成功した［12］（図５）。
医薬品は１分子種による薬理作用だが、食品は食事の度に
数千・数万分子種を体内に取り込み、その生理作用をこれ
ら複数分子種・代謝物が体の中でネットワーク的に相互補
完で機能し、例えば細胞膜トランスポーターを通過し易く
するなど、100歳健康長寿に貢献できる働きをしていると
みれる。この解析には人工知能（AI）も使う。東北メデイ
カル・メガバンク機構と連携して血漿脂質と酸化脂質を分
析し、生活習慣、摂取食事、遺伝子、生化学データなどと
の突合せを行い、全く新たな予防策を見出すことにもチャ
レンジする（図６）。

４. おわりに

昨今の抗癌剤などの新薬は高価でひとり年間数千万円の
治療費を要し、我が国の社会保障制度は国民医療費（皆保
険制度）の破綻の可能性とともに危機に瀕している。もは
や医薬には頼れない。やはり、日頃摂取する食品（食べ物）
で100年健康長寿を支える設えが東北大学に今まさに必須
なのである。これは地球規模の流れでもある。

図2

図3

図4

図5
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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11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
東北大学電気通信研究所
　　准教授　深見　俊輔

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

② 第23回「青葉工学研究奨励賞」の授与  「応募件数：９件」

研　 究　 者 研 究 業 績 名
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

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　松浦　昌志

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

東北大学学際科学フロンティア研究所
　　助教　山本　英明

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

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

風関連災害国際ワークショップ　外 ３件

② 学術研究集会

平成29年度照明学会全国大会　外 ４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29年度外国人留学生奨学金（10月入学者８名）     19名

平成29年度博士後期課程進学者奨学金（２-１）   ６名

平成28年度博士後期課程進学者奨学金（２-２）  ７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32号発行（平成30年3月） 1,200部

⑹ 東北大学祭への助成

開催期間 平成29年11月３日㈮～ 11月５日㈰

場　　所 川内キャンパス

平成 29 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29年７月25日㈫～ 26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29年７月25日㈫～ 26日㈬、10月10日㈫～ 11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 91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 41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56回新春産学官交流大会 平成30年１月18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10回みやぎ優れMONO事業 平成30年１月18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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究
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