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巻頭言

巻 頭 言

コ ロナ禍での雑感
編

集

記

ぞ知るですが、思えば大変に時間経過が遅く感じられる期
間でした。特に2020年に入った直後から世界中を大混乱に
陥れたコロナ禍は、昨年の今頃は全く１秒も考えなかった
想定外の異常事態でありました。学内での感染防止策には

散々悩まされ、やるべきことが山ほどあるにもかかわらず、
どこにも外出することなく、ひたすら大学内の居室で対策
を打つ単調な時間を過ごしてきたように思います。任期の
最後にこのような試練の時を過ごすことをうらめしく思い

ましたが、転禍為福を信じて思い切った手を打つのみです。

坂

徹

一般財団法人青葉工学振興会の発行する機関誌「翠巒」第三十

稿執筆時では、無事に任期を全うできるかどうかは神のみ

五号をお届けします。

工学研究科長の任期が切れる寸前の状況にいるはずです。本

長

青葉工学振興会は、東北大学工学部同窓会「青葉工業会」に

本誌が皆様のお手元に届く頃は、小職は２＋１＝３年の

属する組織であり、昭和六十年三月の発足以来、定款に定める「工

青葉工学振興会関係者の皆様には、日頃より絶大なるご

学に関 する研 究 開 発 及び研 究・教 育 助 成 並びに工学に関 する普

及・啓発などに関する事業を行い、もって、学術研究及び科学技

術の振興並びに地域産業の振興に寄与する」を推進するため、工

学に関する研究開発事業、研究・教育助成事業、普及・啓発事

業を、工学部・工学研究科と連携して推進しております。この雑

誌「翠 巒」は年一回の発 刊ですが、普 及＋情 報 提 供 事 業として、

東北大学工学系の先生方の非常に広範囲にわたる先端研究の内容

をわかりやすく解説することを目指しており、県内の産学官の機

関にお届けしております。

さて、今回の翠巒三十五号では、長坂工学研究科長から巻頭言

にて、コロナ禍における研 究・教 育 経 費とその財 源について、今 後

の本財団の活動や大学との関わり、さらには民間企業への積極的な

働きかけについて言及頂きました。財団としても、大学との違いを

認 識しつつ、相 補 的な活 動が持 続 的に推 進できるように時 勢に対

応してまいりたいと思います。

さらに、第 十四回 青 葉工学 振 興 会 賞、第二十六回 青 葉工学 研

究奨励賞の受賞者の声と業績内容の紹介も掲載しました。これら

東北大学 大学院工学研究科長
工学部長

支援ご鞭撻および深甚なるご理解とご尽力を賜っており、
紙面をお借りして厚く御礼申し上げます。

後

也

学官フェア等）支援等々、様々な制度が用意されています。
本誌「翠巒」の定期刊行は、工学振興に関する情報・広報
活動として重要な事業のひとつです。今回のコロナ禍では、
青葉工学振興会からの緊急学生支援策をお認め頂きまし
た。経済的窮地に陥った学生はさぞかし安堵したことで
しょうが、親からの仕送りに支障が出始めるのはこれから
であるとの予測もあり、我々も学生支援機能を高めること
が求められていることになります。

青葉工学振興会では、これまで地道で堅実な資産運用が

なされており、それなりの運用益が上げられてきました。
しかしながら、このコロナ禍では、従来通りの運用方針で
よいのか、見通し不鮮明ですので、今までより慎重に行わ
ざるを得ません。一方、前号で話題として取り上げさせて
頂いた重要財源である研究費の間接経費については、肝心
の企業の研究投資意欲がコロナ禍で著しく減退しているこ

め、共同研究企業や研究助成機関に研究期間や費目明細の
猪股

変更をお願いして回りました。大学全体では旅費の未執行
分は相当な金額に上ると思われます。一方で感染対策や学
宏

生支援には多額の資金が必要です。使用目途が立たない旅
記）

費の流用は原則的には許されず、自由度の高い資金源がど
うしても必要になります。ということは、青葉工学振興会
に対する期待度は益々高くなるはずです。

の賞については、毎年広い分野から優れた業績の応募を頂き、約半

であり、特に海外出張は軒並みキャンセルを強いられたた

年間の厳正な選考により受賞者が決定されており、歴代の受賞者

このような低モビリティの状況下では、研究予算の組み
方も大幅に変更せざるを得ません。まず旅費の執行が困難

の工学系各分野における中核を担う研究者・技術者として着実に

ニューノーマルに慣れるには時間が必要です。

育っております。次年度も多くの優れた業績内容の推薦があること

くなったことに気付き始めた今日この頃です。まだまだ

を期待しております。

しにくいオンライン会議の連続で、意外と時間の束縛が大き

続いて、
「研究プロフィール」にて、工学研究科、情報科学研究科、

音はあったものの、慣れるほどに頻度が上がり、参加拒否も

環境科学研究科、医工学研究科、未来科学技術共同研究センター

幸か出張機会が激減し、学内で過ごす時間が増えるという福

からご投稿頂きました先導的・革新的研究を紹介させて頂いてお

東北大学大学院工学研究科教授

するにはどうすればよいか、悪戦苦闘の連続でした。幸か不

ります。ご執筆くださいました先生方には厚く御礼申し上げます。

に学生に実験をしてもらい、実験結果について詳細な議論を

なお、研究内容にご興味がある場合には、是非とも執筆の先生方

ます。また、研究実施という観点では、三密を避けつつ安全

にアクセス頂きまして、共同研究や委託研究の可能性に発展すれば、

にはどうすればよいか、先生方は悩みに悩まれたことと思い

本財団としても産学連携の推進となり大変喜ばしい限りです。

研究以外にも、奨学生制度による学生支援や学術集会開催支

援も実施しておりますので、是非ご相談頂ければと思います。

まだコロナ感染の収束・終息が見えませんが、皆様にはご健勝に

てご活躍されますことをお祈りするとともに、ひきつづき本財団へ

い状況にあります。元来、科学技術振興機構や日本学術振

のご支援をお願い申し上げます。

とを実感しており、研究費獲得額の大幅増加は期待しにく

ンで開講するにしても、対面授業と同等の質を確保するため
（常務理事

コロナ禍では、授業をどうやって実施するのか、オンライ

興会等の国の研究助成機関による受託研究費よりも、もっ
ぱら民間企業からの助成研究費を扱ってきた青葉工学振興
会ですから、何もしないと企業の投資意欲の冷え込みをま
ともに被ることになります。先生方もコロナ禍で疲労困憊
されていますが、ここは何とか今まで以上に研究プランに
知恵を絞り、企業にポストコロナへの投資意欲を呼び起こ
させるよう、頑張って頂きたいものです。若手研究者や学
生支援を強化すべきなら、前号で述べたように青葉工学振
興会における間接経費・オーバーヘッド比率をどうするの
か、大学に経理を任せている研究資金との棲み分けをどう
していくのか、再検討する良い機会なのかもしれません。
ぜひ議論させてください。

昨年度と同じ事を申し上げますが、このコロナ禍にあっ

て、工学部・工学研究科が研究を遂行し、組織運営と経営
を行っていく上で青葉工学振興会との連携は強まりこそす
れ、弱まることはないと確信します。関係各位には今後の
益々のご支援、ご鞭撻をよろしくお願いいたします。それ
と同時に、本文執筆時においては少々気が早いのですが、
３年間の工学研究科長・工学部長の在任中、大変お世話に

この機会に青葉工学振興会の事業を改めて整理します

なりました。無事に任期を全うさせて頂くことができ（と

と、様々な研究助成、若手研究者の顕彰（青葉工学振興会

思いますが・・）、関係各位に深く感謝申し上げます。青

賞、青葉工学研究奨励賞の授与）、国際交流・研究集会へ

葉工学振興会および関係各位の益々のご発展を心から祈念

の助成、奨学金交付、工学振興（オープンキャンパス、産

いたします。

SUIRAN
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青葉工学振興会賞等受賞者

令和２年度

「青 葉 工 学 振 興 会 賞 」
授賞報告
「青葉工学研究奨励賞」

本財団では、その設立目的である工学の振興に必要な研
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。
令和２年度は、宮城県内各大学から「第14回青葉工学振
興会賞」に17件、「第26回青葉工学研究奨励賞」には19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14回青葉工学振興会賞の受賞候補者１

名、第26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16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、令和２年12月４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。

令和2年度「青葉工学振興会賞」等受賞者
第₁₄回 青葉工学振興会賞 (応募件数：₁₇件)
受賞者名
好田
第₂₆回

誠

所

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

研究業績名
半導体における新規スピン制御原理の確立と長距
離スピン輸送に関する研究

青葉工学研究奨励賞 (応募件数：₁₉件)

受賞者名
阿部

属

博弥

所
東北大学

属

学際科学フロンティア研究所 助教

研究業績名
高活性な非白金燃料電池触媒の分子設計

佐々木渉太

東北大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 助教

高品質プラズマ遺伝子導入の実現に向けた細胞の
プラズマ感知機構解明

水谷大二郎

東北大学大学院 工学研究科 土木工学専攻 助教

インフラマネジメントにおける数理科学的手法の
高度化
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青葉工学振興会賞等受賞者

第14回青葉工学振興会賞

半導体量子構造における新規スピン制御法の確立
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 好 田
誠

電子は、電流を担う素電荷と磁性を担うスピンの2つの

狭窄構造の間で、面直外部磁場により電子を半円運動させ

自由度を持つ。この電荷とスピンは、どちらも電子の性質

(図１(a))、伝導測定によりスピン状態を調べた(図１(d))。

ではあるが別々に利用され、エレクトロニクスとマグネ

スピンが偏極していない電流の場合と比較し（図１(d)青

ティクスとして、今日の高度情報通信社会における情報処
理と情報記録を担ってきた。
半導体において電子の持つスピン自由度を活用するに

丸）、スピン偏極した電子では信号強度の増大が確認され
（図１(d)赤丸）、半円運動後にスピンの向きが反転してナノ
狭窄構造に流れ込んでいることを明らかにした。これは、

は、スピンの向きが揃った状態を生成・検出すると共にス

電子軌道を曲げることでスピンの向きを制御したことを意

ピン状態を高精度に制御することが必要不可欠となる。情

味し、シミュレーション結果とも良い一致を示す(図１(e))。

報通信デバイスに利用されるInGaAsなど化合物半導体で

電子スピンは常に有効磁場方向を向きながら移動し、2.5

は、これまで磁場の回りでスピン歳差運動を誘起させ、ス

ピコ秒後に180度回転することからスピン歳差運動を誘起

ピン回転制御を行う手法が確立されてきた。しかし、電子

せずに高速スピン制御が可能であることを示した。このス

スピンが集団として回転運動する場合、互いの回転速度の

ピン軌道ロッキングと呼ばれる現象は、半導体量子構造だ

僅かな違いによりスピン位相がずれてしまう「スピン位相

けでなくトポロジカル絶縁体や酸化物・金属界面にも存在

緩和」が生じるため、高速スピン制御とスピン緩和抑制を

することから、ユニバーサルなスピン制御法になり得る。

両立することは困難であると考えられてきた。
そこで、磁場の回りでスピンが回転するスピン歳差運動
を誘起することなくスピン制御する方法として着目したの
が、電子の運動方向に対し半導体中に存在する、内部有効
磁場の向きが固定されるスピン軌道ロッキングと呼ばれる
物理現象である。半導体中で電子が運動をすると、相対論
効果により電子スピンに有効的な磁場が働く。図１(b)に電
子の運動方向（点線矢印）と有効磁場の向き(実線矢印)の
関係を示す。有効磁場の向きは電子の運動方向に対し常に
垂直となるため、電子スピンもこの有効磁場方向に安定化
される。この原理を利用すれば、図１(c)のように、電子を
半円運動させて電子軌道を曲げれば、運動方向の変化に合
わせてスピンの向きも制御できる。よってスピン歳差運動
を誘起せずにスピン制御が可能であると考えた。
InGaAsP/InGaAlAs半導体量子井戸構造を用いることで
10テスラ以上の強い内部有効磁場を生み出し［１］、この
強い有効磁場を活用したスピン制御に取り組んだ。10テス
ラという磁場は、超伝導マグネットを用いて研究室レベル
の大型装置で実現できる磁場と同程度であり、強力な有効

図１ スピン軌道ロッキングを用いたスピン制御法と電気伝導度を用い
たスピン方向の検出結果

［１］M. Kohda and J. Nitta, Physical Review B 81,
115118 (2010).

磁場を半導体ナノ領域に生み出せることを意味する。さら

［２］M. Kohda, S. Nakamura, Y. Nishihara, K. Kobayashi,

に、電子スピンの向きが揃った電流を生成するため、図１

T. Ono, J. Ohe, Y. Tokura, T. Mineno, and J. Nitta,

(a)に示す、ナノ狭窄構造へと微細加工し有効磁場の空間勾

Nature Communications 3, 1082 (2012).

配を利用したスピン偏極電流生成を可能にした［２］。こ
の基盤技術に立脚し、スピン生成とスピン検出を担うナノ

［３］M. Kohda, T. Okayasu and J. Nitta, Scientific
Reports 9, 1909 (2019).
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高活性な非白金燃料電池触媒の分子設計
東北大学
学際科学フロンティア研究所
助教 阿 部 博 弥

燃料電池は水素と酸素が持つ化学エネルギーから電気エ
ネルギーとして取り出すクリーンな電池として、燃料電池
自動車や定置型燃料電池として期待されている。この時の
エネルギー変換効率も高く、発電時にCO2を排出しないため
環境低負荷であることも、注目されている理由の一つであ
る。燃料電池では、①負極（燃料極）側で水素の酸化反応
（Hydrogen Oxidation Reaction: HOR）、②正極（空気極）側
で酸素の還元反応（Oxygen Reduction Reaction:ORR）反応
が起こることで、電気エネルギーを取り出すことが出来る。
一方特に正極側において、過電圧による起電力の低下など
により、現行のほとんどの燃料電池触媒電極では、白金担
持炭素触媒（Pt/C）が使われている。国内外で多くの研究
者から白金を含む非貴金属炭素触媒の試みが報告されてお
り、例えば炭素中に鉄やコバルト、窒素などの異種元素を
取り入れることで、酸素還元触媒として機能することが確
認されている。主な異種元素含有炭素触媒の作製方法は、原
料となる炭素と窒素や硫黄を含んだ化合物、金属錯体を混
合したコンポジットを作製し、不活性ガス下で高温焼成す
ることで、これらの異種元素を含む炭素材料を作製するこ
とができる。非金属物の場合は、炭素骨格中に窒素や硫黄
などの原子が取り込まれ、活性点を作り出す。金属イオン
の場合は、金属ナノ粒子や金属酸化物（Fe3O4、Co3O4など）、
炭素合金（Fe3Cなど）といったナノ粒子形成し、それらの
表面が触媒活性点となる。筆者らはこれまでにも、生体分
子由来の窒素および鉄含有炭素触媒を検討し、酸化鉄［₁］や
硫黄原子［₂］を導入した非白金触媒の作製に成功している。
これらの炭素との複合材料、いわゆるカーボンアロイ、
では、一部の触媒で白金に相当する性能を引き出すことに
成功している一方で、焼成プロセスを介する必要があるた
め、量産性が低く、生産コストも高いといった問題を抱え
ている。そのため、高活性・安価・大量生産可能な触媒の
開発には未だ至っていない。そこで著者は、もう１つの触
媒作製方法の１つである分子触媒に注目した。分子触媒は
顔料でよく用いられている有機金属錯体である場合が多
く、ウェットプロセスで製造可能であるため、量産性が高
く白金代替材料として非常に期待できる触媒技術である。
様々な分子触媒構造が白金代替の触媒として報告されてい
るが、その中でもMN4構造（M＝鉄、コバルト、マンガン
などの金属イオン）と呼ばれる分子構造が高い触媒活性を
示すことが報告されている。MN4構造は、自然界にも存在
する分子構造で、ヘモグロビンやシトクロムcオキシダー
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ゼに含まれるヘム中にも見られる構造である。ヘムでは中
心金属イオンとして鉄が含まれており、この鉄イオンに酸
素が吸着することで、酸素を体内に運搬したり（ヘモグロ
ビン）、酸素を還元したり（シトクロムcオキシダーゼ）す
ることができる。著者らはこのヘムの酸素に特異的な活性
に着目し、ヘム様の分子触媒開発を試みた［3］。
本研究では、比較的一般的な顔料であるフタロシアニン
骨格を持つ鉄フタロシアニン（FePc）またはFePcに電子
吸引性を持たせた鉄アザフタロシアニン（FeAzPc）を合
成し、カーボン上に吸着させる、という単純なプロセスで
触 媒 を 合 成 し た（ 図 １a）。 そ の 結 果、 驚 く べ き こ と に
FeAzPcとCNTの複合触媒が白金炭素触媒（Pt/C）以上の
性能を達成した（図１b）。この結果は従来の焼成を必要と
しない炭素触媒の中でも世界最高レベルで高い活性を示し
ている。また、Density Functional Theory（DFT）計算に
より分子触媒の触媒活性の考察だけでなく、予測も可能で
あることが非常に注目すべき点である。そのため、有機合
成と理論計算の組み合わせにより、本分子触媒以上の高活
性触媒が達成されることも期待される。
本研究で達成された分子触媒は、溶液プロセスで全て作
製することができるため、連続式などの大量生産プロセス
を適用することができる。本分子触媒はアルカリ性におい
て高活性を示し、低コストであるため、燃料電池や金属空
気電池の非白金正極触媒として有望な触媒と言える。筆者
らは本技術を基盤に、東北大学発ベンチャーとしてAZUL
Energy株式会社を設立し、これらへの産業界への実用化に
向けたさらなる展開に挑戦している。

図1 (a) カーボン上に吸着した鉄アザフタロシアニン（FeAzPc）、
(b) 作製した電極（赤）と白金炭素電極（黒実線）との比較

［１］Abe, H. et al., Chemistry Letters, 2019, 48, 102-105
［２］Abe, H. et al., ACS Omega 2020, 5, 29, 18391–18396
［３］Abe, H. et al., NPG Asia Mater 2019, 11, 57
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高品質プラズマ遺伝子導入の実現に向けた細胞の
プラズマ感知機構解明
東北大学大学院工学研究科
電子工学専攻
助教 佐々木 渉 太

近年、細胞外の薬剤や遺伝子を細胞内に導入する技術の

していることが明らかとなった。さらに、そのプラズマ惹

重要性が増してきている。特に、遺伝子導入は、iPS細胞

起性Ca2+応答には、細胞膜上にある一過性膜受容器（TRP）

作製にも必要不可欠であるように、あらゆる医学・生物学

チャネルが必要であることを見出した。TRPチャネルは、

研究に欠かせない根幹技術となっている。これまで多くの

細胞外の様々な刺激（機械刺激・温度刺激・化学的刺激）

方法が提案されてきたが、安全でかつ高い効率と高い細胞

を受容するセンサーの役割を担っていることが良く知られ

生存率を両立する手法は未だ確立されていない（表１）。

ており、今回の場合、活性種を感知するセンサーとして機
能したと考えられる。そのプラズマ惹起性Ca2+応答の後、

表１ 従来の薬剤・遺伝子導入法

数十分にわたって細胞外物質（薬剤・遺伝子等）を摂取す
る飲食作用が活性化されていた。このように、細胞が元来
有する仕組みを上手に活用することが、高効率・高生存率
を実現するための鍵であることが分かってきた。今後は、
詳細な機構解明の知見を基に、更なるプラズマ源の高性能

これに対して、新しい高効率な遺伝子導入法として大気

化、多種多様な細胞株・組織への応用を進めていきたい。

圧プラズマ法が提案されたが［１］、熱化したプラズマに
由来する細胞損傷が大きく、細胞生存率の改善が課題で
あった。私はこの問題を解決するために、近年開発された、
手で触れるほど低温な大気圧低温プラズマ技術を採用する
ことで、高効率・高生存率な薬剤・遺伝子導入法を開発し
た。また、その安全性を担保するために、その導入機構を
詳細に解析し、その一端を明らかにしてきた。
今回開発した低温プラズマ法では、わずか１秒の照射で高
い導入効率と高い生存率を両立するとともに、局所的な導入
も可能であった［図１(a)］
。また、導入機構解明（プラズマ
の作用因子解明と細胞の感知・動態解明）を両面から進めた。
その結果、プラズマが空気中の酸素・窒素や水を分解して生
成する短寿命活性種（•OH・O2•－・ONOO－）が重要な作用因
子であることが明らかとなった［2︲6］
。特に、プラズマを直
接照射している間は•OHを多量に供給しており、照射後には、
O2•－/ONOO－ が徐々に放出される系が作られていた［図１
(b)］
。このO2•－/ONOO－は、通常１秒に満たない半減期で失

図１ 低温プラズマ法の(a)導入例，(b)導入機構．

活していくが、プラズマ照射によって液中に生成される多種

［１］Y. Ogawa et al.: Biotechnol. Bioeng . 92 (2005) 865.

多様な活性種が互いに連鎖反応を起こすことで、数分にわ

［２］S. Sasaki et al.: Appl. Phys. Express 7 (2014) 026202.

たって濃度が維持される特殊な環境が作り出されていた。

［３］S. Sasaki et al.: J. Phys. D. Appl. Phys . 49 (2016) 334002.

次に、これら短寿命活性種が細胞に供給された後、どの

［４］S. Sasaki et al.: Jpn. J. Appl. Phys . 55 (2016) 07LG04.

ような細胞応答が惹起されるかについて、細胞を生きたま

［５］S. Sasaki et al.: Plasma Process. Polym . 15 (2018) e1700077.

ま可視化するライブイメージング技術によって詳細に解析

［６］S. Sasaki et al.: Plasma Process. Polym . 17 (2020) e1900257.

した［7,8］。その結果、活性種供給から１分以内に、まず

［７］S. Sasaki et al.: Sci. Rep . 6 (2016) 25728.

2+

2+

細胞外のCa が細胞内に流入し、細胞内Ca 応答が活性化

［８］M. Kawase et al.: Sci. Rep . 10 (2020) 9687
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インフラマネジメントにおける
数理科学的手法の高度化
東北大学大学院工学研究科
土木工学専攻
助教 水 谷 大二郎

橋梁、道路構造物、上下水道などの社会基盤施設（イン
フラ）は、我々の共有の資産（アセット）である。インフ
ラの管理者は、
“インフラの価値を最大化する”よう、点検・
補修・更新・廃棄といったマネジメント行為を通じて、日
常より適切なインフラマネジメントを行ってゆく必要があ
る。このようなマネジメント活動は、アセットマネジメン
トとも呼ばれ、i）高度経済成長期に建設された膨大なイ
ンフラの老朽化、ii）2012年の笹子トンネル天井板落下事
故、iii）2014年のISO55000シリーズの発行及びその取得
国内企業の増加、などの情勢も相まって、実務的にも学術
的にも、様々な取り組みや研究が近年行われている。
全てのインフラはやがて劣化する。物理的劣化に加え、
機能的劣化や経済的劣化が生じることもある。“インフラ
の価値を最大化する”ということを、“インフラの安全性
を満足しつつマネジメント（維持管理）費用を最小化する”
と読み替えると、インフラの劣化・補修過程やインフラマ
ネジメントの良し悪しを数理的に表現し易くなる。そのた
めの数理科学的手法として、本研究では、i）統計的劣化
予測手法、ii）マネジメント施策最適化手法、のそれぞれ
において、複数の新たな方法論を提案している。ここでは、
それらの手法のうち、代表的なものを以下で紹介する。
統計的劣化予測では、インフラの劣化過程を表す確率過
程を、インフラの点検データから統計的に推定する。この
ような手法は、力学的な劣化予測手法と違って物理的な劣
化メカニズムを持たない反面、i）管理する多種多様かつ
膨大なインフラへの汎用性が高い点、ii）確率モデルとし
て実供用状況下での劣化過程の不確実性を柔軟に表現でき
る点、を特徴として持つ。図－１に、国内の高速道路床版
の劣化予測結果［₁］を示す。インフラの劣化状態は、健全
度と呼ばれる離散的指標で表され、健全度１が最良、４が
最悪の状態を示す。同図では、健全度間の寿命の期待値を
結んだ期待劣化パスを示している。ここでは、混合マルコ
フ過程（連鎖）として劣化状態を推定し、個々の橋梁ごと
に劣化パスを推定している。このような劣化予測結果によ
り、インフラ群の平均的な劣化過程に加えて、個々の管理
単位での劣化過程のばらつきも定量化することができる。
マネジメント施策最適化では、劣化予測結果をインプッ
ト情報として、数理最適化手法によりマネジメント施策（い
つどのインフラに点検や補修などを行うか）を最適化する。
その際、ライフサイクル費用（現時点及び将来の全ての時
点で必要となる（劣化リスク費用も含む）費用の合計値）
の最小化問題を解くことが考え得る。マルコフ連鎖モデル
として推定した劣化過程をインプット情報とした場合、単
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図－１ 橋梁ごとの劣化過程の推定結果

一のインフラの最適マネジメント施策（何年間隔で点検を
行い、その際どの程度まで劣化が進展していれば補修を行
うか）は、マルコフ決定過程により数学的に容易に導出で
きる。一方で、個々のインフラの劣化過程やマネジメント
費用に相互依存関係があるようなインフラシステムに対し
て最適マネジメント施策の厳密解を導出することは数学的
に極めて困難である。また、仮に厳密解が導出されたとし
ても解自体が煩雑（インフラの個々の劣化状態の組合せご
との、どのインフラを補修するのかの組合せ）となる。そ
れに対し、本研究では、マネジメント施策を決定するため
の簡便的ルールを用いて、問題を近似的に解き、実務者に
とっても取り扱い易い形で、現実的な計算時間で実用的な
解を導出するための方法論を提案している［₂］。
数理的手法により、劣化予測結果や最適マネジメント施
策を獲得することができ、意思決定のための客観的根拠の
１つとなる。人口減少、少子高齢化により、今後、インフ
ラマネジメントを取り巻く状況、ひいてはインフラの在り
方が大きく変化してゆくであろう。東北地方においても、
自然が豊かである一方で、広範囲に分散するインフラを少
ない人口でマネジメントしてゆく必要がある。このような
状況において、インフラを通じて少しでも人々の生活を豊
かにするための方法論を、今後も開発してゆく所存である。
この度は、栄誉ある賞を頂戴し、心より感謝申し上げま
す。これまで、ご指導・ご鞭撻を頂いた先生方、日頃より
お世話になっているスタッフや学生、共同研究などでご協
力頂いている実務者の方々に深く御礼申し上げます。
［１］Mizutani et al., 2013, Struct. Eng. Int., 23(4), 394401.
［２］Mizutani et al., 2020, Transp. Res. C, 120, 102797.

研究プロフィール

研 究プロフィー ル
低電圧プラズマアクチュエータの開発
―流れを自在にデザインする―

東北大学大学院工学研究科
航空宇宙工学専攻
教授 大 西 直 文

あります。前者は離着陸の際に忙しなく動いている様子を

１. はじめに
プラズマというと、古くは制御核融合研究に始まり、少

ご覧になられる方も多いでしょうし、後者は翼面上に設置

し前ですと大型ディスプレイに使われたり、最近であれば

された突起上の構造を指します。これらは、空気の流れが

殺菌・滅菌処理に使われているというイメージをお持ちの

翼面上に沿わなくなる剥離という現象を抑えるために設置

方が多いのではないでしょうか。あるいは、物質の第４状

されたものであり、これにより期待した揚力を得ることが

態といわれ、非常に高温になった際に物質が行き着く状態

できるため、安定した機体制御に欠かせないデバイスと

であり、一方で宇宙の物質の99%はプラズマ状態にあると

なっています。しかし、可動型のものは機械的な駆動部が

言われることをご存知の方も多いと思います。

必要となり即時応答に限界がある点、据え置き型のものは

本来は、原子に束縛された電子が飛び出し、自由な電子

本来は必要でない飛行状態のときには空気抵抗の原因とな

と一部または全ての電子を放出した原子（イオン）が混在

るため、むしろ翼の性能を低下させることもあるという問

する状態をプラズマと呼び、そのために１万度を超えるよ

題があります。

うな温度が必要となりますが、もっと気体の温度が低く、

このような問題を解決する手段として、大気圧放電に

大気圧における放電などにより一時的に自由電子とイオン

よって生成されるイオンを利用し空気の流れを制御する技

（分子イオンを含む）が生成されている場合もプラズマと

術が検討されています。放電によって空気の流れが生成さ

呼ばれます。前者を熱プラズマ、後者を非平衡プラズマと

れることは古くから知られており、その流れはイオン風と

区別することもありますが、近年身近な応用技術で注目さ

呼ばれています。空気中に配置された電極間に高電圧を印

れているのは後者であり、非常に高温の状態というイメー

加すると、大気絶縁破壊が起こり、局所的にプラズマ状態

ジを持たれている方は違和感があるかも知れません。

になりイオンが生成されます。生成されたイオンは余剰な

「非平衡」という言葉は、ここでは熱的に平衡状態にな

電場によって加速され、さらにそのイオンが電離していな

いこと、つまり１つの温度でその物質状態を表すことがで

い気体分子（中性粒子）と衝突することで、空気全体とし

きないことを示しています。大気圧における瞬間的な放電

ての流れが生じます。しかし、一般に生成される気流が弱

の場合は、電子の温度は高くなっているのに、重粒子（分

いことや高電圧を供給する電源が必要になるという問題点

子・原子・イオン）の温度が低いままということがしばし

があり、イオン風そのものを利用する技術はほとんどあり

ばあり、これを非平衡プラズマと呼んでいます。このよう

ません。

-5

なプラズマでは電離度は局所的に 10 程度と低いのです

一方、飛行機の翼などの流体機械と呼ばれるものは、そ

が、それでもイオンや活性種が生成されるため、それを応

の表面を使って空気の流れを変化させる装置です。した

用する技術が提案されています。冒頭に挙げた殺菌・滅菌

がって、表面近傍の空気の流れを制御することでその性能

処理もその一つですが、本稿では、大気圧放電で生成され

を向上させることができるはずです。イオン風の力だけで

たイオンを電気的に加速し、空気の流れを制御する技術に

推力や揚力を賄うのではなく、表面近傍のごく限られた領

ついて紹介します。

域の流れだけを制御するのであれば、気流の弱いイオン風
であっても流体機械の性能向上において大きな役割を果た

２. 誘電体バリア放電プラズマアクチュエータ
従来の流れ制御デバイスの例として飛行機で用いられて
いるものを挙げてみると、可動型のものであればフラップ、

せる可能性があります。そのような発想の元に、現在精力
的に研究されているのがプラズマアクチュエータ（Plasma
Actuator: PA）と呼ばれる流れ制御デバイスです１）。

設置するだけのものであればボルテックスジェネレータが
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れるため、いかに表面近傍の流れだけを制御するとはいえ、
具体的な応用を考える段階にあるとは言えません。誘電体
を薄くすることで低い印加電圧でプラズマを発生させるこ
とができますが、それではイオンの加速が十分にできなく
なり、誘起流速がさらに小さくなります。一方、イオンの
加速を目的とした電極を追加したり、DBD-PAを並べて配
置して多段化することで、誘起流速を大きくすることが検
討されおり、これを低電圧化と併用することで、性能を向
上させることができる可能性があります。
３. 小型化・多段化による低電圧プラズマアクチュエータ
では、単純にDBD-PAを並べると性能が向上するかとい
うとそうではありません。うまく空気を加速するためには、
ひとつひとつのPAをある程度近付けて配置する必要があ
ります。そうでなければ、各PAが独立にイオン風を生成
することになり、単体の性能を上回る流速が得られること
はありません。しかし、単純にPAを並べただけでは、空
図１ 誘電体バリア放電プラズマアクチュエータ

現在最も多くの研究者が取り組んでいるPAは、誘電体
バリア放電（Dielectric Barrier Discharge: DBD）を利用
したものであり、シート状の誘電体を電極で挟んで流体機
械に貼り付けるという至ってシンプルな構造となっていま
す（図１）。一方の電極は、空気に露出しており、他方の
電極は誘電体で被覆されます。この電極間に高電圧の交流
電圧等を印加することにより、表面上でDBDを起こしイ
オン風を発生させます。電極間は誘電体で絶縁されている
ため、アークなどの大電流を伴う放電に移行することがな
く、必要電力を抑えながらイオン風を生成できることが特
徴となります。また、機械的な流体制御デバイスと比較し、
電気的に駆動するため機械的な駆動部がなく即時応答性が
高い、フィルム状のデバイスとなるため、非駆動時には流
体機械の本来の性能を阻害しないということも大きな利点
と考えられています（図２）。

気に露出した電極から見て、下流側だけでなく上流側にも
誘電体で被覆された同じ電位差の電極が存在することにな
る た め、 逆 流 が 生 じ て し ま い ま す（ 図 ３（a））。 こ れ を
crosstalk 現象と呼んでいますが、これにより加速を重畳
することができず、低電圧化によって低下するイオンの加
速を多段化で補償することはできません。
crosstalk 現象を防ぐには隣接したPA同士の電極間では
電位差をなくす必要があります。そこで考え出されたのが、
隣接するPAの電位を互い違いにした多段化手法です（図
３（b））。例えば、あるPAの上流側に位置する露出電極を高
電圧にし、下流側に位置する被覆電極を接地した場合、そ
のすぐ下流のPAは露出電極を接地し、被覆電極を高電圧
にします。こうすることで、隣接するPA間の電極で電位
差がなくなり、crosstalk 現象が発生しなくなります。実際、
実験により、PAの段を重ねるごとに流速が増加すること
が確認されています（図４）３）。

図２ DBD-PAによる気流制御

しかし、最もよく研究されている２つの電極と誘電体を
用いた単純な構造を持つDBD-PA（図１（b））では、プラズ
マを発生させるために数kV以上の高電圧発生装置が必要
となり、また、生成されるイオン風の流速は数m/sに限ら
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多段化が可能になることで、単体のPAに求められる要

体表面上に電荷が堆積し外部電界を遮蔽するため、放電の

求が緩和されます。誘電体を薄くすることで低電圧駆動す

進展が停止します。これにより過度な放電が起こらず、アー

ることも可能となりますが、その場合、加速領域が限られ

クに移行することを防いでいるとも言えますが、逆に一定

てしまうことから、加速に寄与しない露出電極を極力小さ

電圧では放電を維持できないため、時間変動させることが

くする必要が生じ、PA単体のサイズは小さくなります。

必須となります。イオンの生成だけを考えるのであれば、

このように小型化・多段化することにより、1.5kV以下の

長周期の電圧波形を用いて電界遮蔽を乗り越えながら何度

低電圧で駆動しつつ、性能を落とさないDBD-PAを開発す

も放電を発生させる必要はなく、堆積した電荷をその都度

ることに成功しています３）。

取り去ってやれば良いでしょう。つまり、イオン生成には

ここで、印加電圧波形についても簡単に触れておきます。

絶縁限界を超えるだけの電位差と、表面電荷を取り去る定

DBDでは誘電体により電極間が絶縁されているため、放

期的な短絡があれば良いということになります。しかし、

電が起きた後、誘電体表面に向かう荷電粒子はそこで堆積

イオン加速に関しては、ある程度の電位差と時間が必要で

します。この表面電荷の堆積により外部電界が遮蔽される

す。

ため、一旦放電の進展は止まります。電極間の電位差が引

そこで考え出されたのが、加速を主目的とした直流電圧

き続き大きくなる場合は、電界が遮蔽されつつも絶縁限界

を印加しつつ、放電を維持するため定期的にパルス状に電

に達したときに再び放電が始まり、さらに誘電体表面に電

極間を等電位にするという電圧波形です４）。もし、直流電

荷が堆積し電界を遮蔽するという過程を繰り返します。し

圧が1kV程度で良いのであれば、この電圧波形は直流電源

たがって、比較的長周期の交流電圧を電極間に印加した場

とSiC-MOSFETなどの比較的高耐圧な半導体スイッチン

合は、電圧が上昇あるいは下降する間に何度もパルス状の

グ素子だけの構成で実現することができます５）。そして、

放電を観察することができます。一方、この印加電圧には

小型化・多段化した低電圧PAと組み合わせることにより、

イオンの加速という役割もあります。したがって、電圧を

電源系を簡素化したシステムを構築することが可能となり

どのように上昇・下降させるかは、DBD-PAにおいてイオ

ます。放電開始電圧は原理的には数百Vまで低くすること

ンの生成・加速を決める重要なパラメータとなるため、電

ができますので、例えば電気自動車のようにすでに数百V

圧波形についても多くの研究がなされています。

の電源を使用しているシステムであれば、それをそのまま
利用してPAを駆動することも可能となります。
４. 流れの自在なデザインに向けて
ここまでDBD-PAの小型化・多段化による低電圧駆動、
それに伴う電源の簡素化について紹介してきましたが、最
後にこのようなデバイスによる新たな流れ制御の可能性に
ついて展望を述べます。
DBA-PAの流れ制御デバイスとしての長所として、構成
が簡素であること、応答性が高いこと、そして駆動しない
ときに流体機械本来の性能が低下しないことを挙げました。
このような特長を持ったDBD-PAが小型化・多段化され、
流体機械表面に貼り付けられるのであれば、そのひとつひ
とつの素子を独立に制御することにより、多彩な流れ制御
が可能になることが自然に予想されます。低電圧駆動され
たDBD-PAは容易にスイッチングでその機能をオン・オフ
できます。そのため、各素子の配置を工夫することにより、
時空間的に自在に表面上の流れを作り出すことができます。
例えば、素子を円環状に並べることで、その円環の中心に
向かうような流れを作り出すことができ、結果として、表

３）

図４ 集積化DBD-PAによる誘起流速

面に垂直な噴流を生成することができます（図５）６）。配
置によっては、渦を生成することもできるでしょうし、そ

正弦的な交流電圧でイオンの生成と加速を両方担うとい
うのは、構成としては簡素になりますが、いささか乱暴と

れを間欠的にしたり、場所によって放出するタイミングを
変えることも難しくありません。

言わざるを得ません。最適な電圧波形を求めたいのであれ

このように、流体機械表面上に流れを「デザイン」でき

ば、まずはイオンの生成と加速を分けて議論すべきでしょ

ることがDBD-PAを用いる最大のメリットになると考えて

う。そのためには、誘電体上の表面電荷のダイナミクスを

います。さらに現在、プリンテッドエレクトロニクスと呼

考える必要があります。前述したように、DBDでは誘電

ばれる電極の印刷技術の開発が盛んに行われていますが、
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この技術との親和性も高いと考えています。小型化した
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MEMS―微小電気機械システム
東北大学大学院工学研究科
ロボティクス専攻
教授 田 中 秀 治

１. MEMSとは何か
MEMSはMicro Electro Mechanical Systemsの略記であ
り、日本語で表せば、微小電気機械システムになる。その
外見は、典型的には何の趣もない数mm角の黒い樹脂封止
の電子部品である。スマートフォンなどの中に入っている
プリント基板を見たことがあるだろうか。「スマホ

プリ

ント基板」とインターネット検索すれば、きっと多くの画
像が出てくるが、それらのプリント基板の上に載っている
黒い部品のいくつかはMEMSのはずである。普段からス
マートフォンを使っていれば、知らぬまにMEMSを使って
いることになる。黒い樹脂封止を加熱して発煙硝酸で溶か
し、さらにシリコンやガラスのキャップを剥がせば、シリ
コン製の微小メカニズム（たとえば、図１）がようやく見
える1, 2)。
スマートフォンでMEMSが提供する機能は様々である。
まず、マイクロフォンは須くMEMSである3)。しかも、マイ
クロフォンは１つではない。多くの機種で４つくらい使わ
れており、ノイズキャンセリング機能が提供されている。
重力を感知して画面を正しい方向に向けたり、
「シェイク」
を感知したり、歩数を数えたりしているのは、MEMS加速
度センサーである4)。加速度センサーは、MEMSジャイロセ
ンサーと協調してカメラの手ぶれ防止、ナビゲーション、
ゲーム（たとえば、
「Pokémon GO」
）などにも使われている。
MEMS気圧センサーによって階段の昇り降りの一段一段
だってわかる。高層ビルをエレベーターで上ると耳が痛く
なるのと同じ原理だ。一部の指紋センサーもMEMSである5)。
そもそもスマートフォンの無線通信システムにもMEMS
が使われている。無線通信に使える周波数は厳格に割り当
てられており、その周波数帯をバンドと呼ぶ。現在、50を
下らないバンドが使われているが、スマートフォンの中で
バンドを選ぶ弾性波フィルターの１方式には、MEMS技術
が用いられている6, 7)。もちろん、MEMSが使われている
のはスマートフォンだけではない。流行りのTWS（True
Wireless Stereo） イ ヤ ホ ン、 ス マ ー ト ウ ォ ッ チ、AI
（Artificial Intelligence）スピーカー、自動車、家電機器、
ドローン、ロボットなど枚挙にいとまがない8)。

図1 MEMSジャイロセンサーの構造
これは製品のパッケージを取り除いて撮影したものではなく、当研究
室で開発したもの。

２. 当研究室の役割
私達の研究対象はMEMS産業である。その中心となる活
動は、次世代のMEMSや関連技術の先行研究である。基盤
技術はもちろんだが、数年後に企業が開発を始めたいと思
うだろう技術を先んじて研究することを大切にしている。
特に、私達の研究がなければ、企業はどこも気付かなかっ
たはずの技術を生み出したいと常々思っている。もちろん、
顧客企業の課題を解決することも大きな喜びである。大学
の強みは、一連の技術を長く研究し、原理原則と技術の系
譜を知悉しているので、誤ると金銭的・時間的損害の大き
い研究開発の入口や岐路でお客様を正しく導ける可能性が
高いことである。アイデアの実証過程で学生さんが多くの
失敗をしてくれていることも大きい。また、その中立的な
立場を活かし、業界、サプライチェーン、および市場動向
を広く深く理解し、ビジネスへの出口を踏まえて研究開発
を方向づけできることも強みだと思っている。私達のお客
様はデバイスメーカーだけではない。材料メーカー、装置
メーカー、ファウンドリなどともお付き合いさせて頂いて
いる。
MEMSにはいろいろなものがある。上で紹介したものは
代表的なMEMSであって、少量生産のMEMSや実用化した
ばかりのMEMSはたくさんある（図２）
。大抵、これらは
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お 客 様 の 製 品 に と っ て キ ー デ バ イ ス と な る。 さ ら に、

たとえば、VRにも役立つだろう。普及しているVRヘッド

MEMSとはただちに呼べないものの、MEMS的な技術を取

セットは座って、あるいは立ち止まって使うことが想定さ

り入れた製品もある。多様性はMEMSの魅力の１つである

れている。顔の動きはMEMSジャイロセンサーで認識でき

とともに、難しさでもある。ちらばった知識や技術を集め

るが、部屋の中を動き回られてもユーザーの位置トラッキ

てきてものを創り上げることはsynthesis（総合、analysis＝

ングはできない。MEMSジャイロセンサーの性能が悪いか

分析の対義語）と呼ばれるが、体系化しにくいからこそ楽

らである。高性能MEMSジャイロセンサーがVRのユーザー

しくも難しくもあるわけだ。学生さんにはそこを学んで欲

体験を一変させるかもしれない。

しい。そして、多様性があれば、大学の役割も多い。ここ

MEMSジャイロセンサーは２軸直交振動系に働くコリオ
リ力を用いる振動型である。インターネット検索すればす

では毛色の異なる研究開発の例を３つ紹介しよう。

ぐわかるので、その原理はここでは説明しない。図１に示
したように、MEMSジャイロセンサーの機構はとても小さ

３. 高性能化するMEMSジャイロセンサー
ジャイロセンサーは角速度、すなわち回転を測るセン

いので、機械的にも電気的にもマクロ世界では気にならな

サーである。ジャイロセンサーは、低性能で安価ものから

いようなノイズが問題になる。それでも２軸直交振動系が

高性能で高価なものまで、性能も値段も何桁にもわたるよ

完璧であれば、理論的には超高性能を実現できる。ただ、

うなデバイスである。図３に示すように、ローエンド品は

完璧なものは作れない。いかに素晴らしいツールを用いて

MEMSジャイロセンサーである。主たる用途はスマート

も、加工誤差や材料の不均一性は必然だからだ。そして、

フォン、自動車のナビゲーションシステム、VR（Virtual

良くできたMEMSの加工誤差は、電子顕微鏡で見てもわか

Reality）ヘッドセットなどである。お値段は１つ100円と

るようなものではない。したがって、MEMSジャイロセン

いったところである。一方のハイエンド品の代表はHRG

サーの高性能化は、各種ノイズと見えない加工誤差による

（Hemispherical Resonator Gyroscope）である。主たる用

不完全性との闘いである。それをどうするか、そこが腕の

途は兵器であり、性能はMEMSのそれの１万倍くらいと飛
び切り良いが、１セット数千万円以上すると言われている。

見せ所である。
ところで、フーコー振子をご存知だろうか。1851年、フ

その中間に位置するのが、光ファイバージャイロやリング

ランスの物理学者レオン・フーコーはパリのパンテオンの

レーザージャイロと呼ばれる光学式のものである。

天井から長さ67mもの振り子を吊るし、地球の自転を実証

話題の自動運転車には、光学式ジャイロセンサーが用い

してみせた。これがフーコー振子である。フーコー振子は

られている。いかなる状況でも、たとえば、長いトンネル

ゆっくりとした地球の自転を長時間に渡って測定できる優

や摩天楼の谷間でも自動車を正確に導くためには、光学式

れたジャイロセンサーと言える。私の同僚の塚本貴城准教

ジャイロセンサーの性能が必要となる。しかし、そのお値

授はフーコー振子をMEMS上で実現する新しい方式を考案

段が問題である。ジャイロセンサーだけで普通の自動車が

し、極めて温度特性に優れるジャイロセンサーを実現して

買えてしまう価格である。光学式ジャイロセンサーを画期

みせた9)。上述のMEMSの不完全性を補正または補償する

的に安くすることは難しそうであり、そこにMEMSジャイ

技術と組み合わせて、この新しいMEMSジャイロセンサー

ロセンサーを高性能化する動機がある。それができれば、

が自動運転車などに使われることを期待している。

図2 様々なMEMS製品
これらのほとんどのMEMSが当研究室の営業品目である。お問合せ頂きたい。

12 SUIRAN

研究プロフィール

図3 様々なジャイロセンサー
バイアス安定性は性能指標の1つで分解能（どのくらいゆっくりとした回転を検出できるか）に相当する。

４. 新しいSAWフィルター

は、図４(b)の支持基板を水晶にしたり、LiTaO3単結晶の

スマートフォンに用いられている弾性波フィルターのう

下にSiO2膜を付けたりすることで、共振・反共振周波数の

ち、BAW（Bulk Acoustic Wave）フィルターは、今や最大

温度依存性（TCF）を小さくできる。LiTaO3やLiNbO3を

のMEMS製品である10)。なお、BAWデバイスの２つの形態

含めておおよその物質は温度が上がると柔らかくなるので

のうちの１つ、FBAR（Film Bulk Acoustic Resonator）は、

（日常感覚に合う）、負の温度係数を持っている。しかし、

1980年に３つのグループから独立に発表されたが、その１

SiO2やある結晶方向の水晶は温度が上がると硬くなる性

つ は 本 学 の 中 村 僖 良 先 生 ら の 研 究 室 で あ っ た。 最 近、

質、すなわち正の温度係数を持っている。これらをお互い

MEMSのディフェンディングチャンピオンであるBAWフィ

にキャンセルさせてTCFを小さくしようというわけだ。私

ルターに挑んでいるのが、ここに紹介する新しいSAW

達はLiTaO3単結晶薄板と水晶基板を組み合わせたHAL

（Surface Acoustic Wave）デバイス、
「HAL SAWデバイス」

SAWデバイスを考案し、その実用化を目指している。

である11)。なお、
HALはHetero Acoustic Layerの略記である。
HAL SAWデバイスは、図４(b)に示すように、波長程度
以下に薄い、具体的には厚さ1μm程度以下のLiTaO3単結
晶またはLiNbO3単結晶を別の基板で支持した構造を有す
る。ここで、LiTaO3（タンタル酸リチウム）とLiNbO3（ニ
オブ酸リチウム）は圧電材料である。この構造によって、
従来構造（図４（a）
）では基板に漏れる弾性波（地震波の
ようなもの）を表面の圧電単結晶に閉じ込められる。漏れ
が少ないということは、振動エネルギーの損失が小さい、
つまりQ値（周波数領域での蓄積エネルギー集中度）が高
いということである。弾性波フィルターは、すごく簡単に
言えば、共振子が信号を共振時に通し、反共振時に通さな
い性質を使っている。図４で共振子は表面の櫛歯電極に
よって形成されているが、Q値はその共振の鋭さであり、
結局、フィルターのカットオフの鋭さに繋がる。Q値の高
いHAL SAWデバイスは、５G時代以降により複雑となる

図4 (a) 従来のSAWデバイスと(b) 新しいHAL SAWデバイス

バンド制御に好適である。
暑い日や寒い日にスマートフォンが使えなくなったり、

5. 深紫外LEDの小形パッケージング

通信速度が下がったりするのは困るし、そもそも大パワー

新型コロナウイルス感染症が猖獗し、ウイルスの不活化

で通信すれば、フィルターはひどく加熱される。デバイス

技術にことさら注目が集まっている。核酸（DNA、RNA）

の温度安定性はいつも重要である。HAL SAWデバイスで

は波長260nm周辺の深紫外光に最も高い吸収度を示し、し
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たがって、この付近の波長で不活化の効率は最も高いだろ

６. 50年の歴史を経て

うと期待できる。最近、それを支持する実験結果が出てい

本学のMEMS研究は、江刺正喜先生が学生の頃、それを

る。研究パートナーのスタンレー電気様は自動車用ランプ

始めてから、約50年の歴史を誇る。当初、MEMSという言

の大手であるが、265nmの深紫外LEDのトップメーカーで

葉すらなかった。それから長い間、あまり儲からないこと

もある。この深紫外LEDの現在の主たる用途は水殺菌であ

はMEMSの宿痾であった。しかし、最近10年、
スマートフォ

るが、新型コロナウイルス等の不活化はそれよりずっとコ

ンの爆発的な普及によってMEMS産業は急成長し、今も健

ンシューマー寄りの用途であり、普及には低価格化が鍵と

全な成長を続けている。2014年に電気学会会員が江刺先生

なる。

を囲んで行った座談会で、江刺先生は、ある技術の黎明期

低価格化のためには、まず、デバイスの単価を下げる必

から発展期に関わるのと、産業として大きくなった後に関

要がある。また、実用的なウイルス不活化には多くの深紫

わるのとでは、やりにくさが違うという趣旨で、「『江刺先

外LEDが必要であるが、デバイスあたりの光強度を高めら

生は幸せ、田中先生は不幸』なんじゃないかなあ」とおっ

れれば、使用数を減らせるので、低価格化できる。私達は

しゃって12)、自分の次の世代はやり方を変えて取り組むよ

これらをパッケージングの刷新によって実現しようとして

うにと檄を飛ばして下さった。これからのMEMSの産業規

いる。たががパッケージと侮るなかれ。MEMSのデバイス

模に合う研究開発を行うには一層の努力が必要であるが、

コストの半分以上がパッケージングによるとも言われてい

当研究室は基礎研究から事業化までお客様から頼りにされ

るし、深紫外LEDでもパッケージングコストはバカになら

るMEMSと関連技術のプロ集団であり続けたい。それは不

ない。現在のパッケージはAlN
（窒化アルミニウム）
セラミッ

幸ではなく、とても楽しいことであるはずである。

クス製である（図５（a）
）
。深紫外LEDは発光効率がとても
低いので大量の熱を発するが、熱くなると発光効率が急落
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量子情報概念を活用した物理学諸分野の統合的研究
―量子物性・時空物理の研究から多彩な展開を目指して―
東北大学大学院工学研究科
応用物理学専攻
教授 松 枝 宏 明

１. はじめに
ビッグデータおよび高速ネットワークに基づく高度な人
工知能、京や富岳に代表されるスーパーコンピュータ、世

うことが分かってきており、量子情報的概念を逆に指導原
理として物理学を再構築しようという機運が起こっている
のが現在の物理学分野の大きな流れの一つです（図１）。

界的企業を巻き込んだ量子コンピュータ技術開発など、情
報処理の機構が従来と大きく様変わりをしつつある現在、
工学を支える基礎である物理学分野においても、情報論的
視点・概念・技術がその基盤を大きく変革しつつあります。
物理学は100年オーダーでパラダイムシフトを迎えるとい
う事実があり、20世紀の物理学の２大分野である相対性理
論・量子力学もその創成期から数えて100年が経過し、次
のパラダイムを目指す時期に差し掛かってきました。この
ような時代に、情報分野との接点によって物理学が大きく
様変わりを見せていることは、次のパラダイムが何かを考
えるうえで非常に示唆的なことであり、新たな分野が形成
される胎動期に革新的・分野横断的な研究を進められるこ

図１ 異分野連携の相関図

とは非常に心躍ることです。
私はこれまで、量子情報概念に基づいた異分野横断的物

例えば、物性物理の範囲である超伝導量子ビットの制御

理研究を進めてきており、本年度、東北大学工学研究科に

に関する研究が量子計算のハード的基盤を与えるものであ

異動して量子情報物理学分野を主宰しております。本稿で

ることは分かりやすい例かもしれませんが、逆にすぐには

は、この分野の目指す方向性や研究の現状、私なりの将来

想像できない例として、一般相対論におけるブラックホー

ビジョンについて簡単ではありますが紹介させていただき

ルの熱エントロピーの満たすスケーリングと量子もつれの

ます。

公式の等価性が挙げられます。およそ量子というキーワー
ドがつく対極である時空物理と量子情報科学のキーワード

２. 物理学における量子情報研究・異分野連携研究の歴史
的経緯と世界的趨勢
一般に「量子情報」というキーワードを使うと「量子コ

がまさに分かちがたくエンタングルしているのです。この
ような例は枚挙にいとまがありません。これらの俯瞰的な
視点を得て初めて大きな仕事ができるという現状です。

ンピュータの研究のことですか？」というお答えを頂くこ

量子情報研究が物理学の現場で本格化・具体化したのは

とが非常に多いのが少し残念ではあるのですが、これが量

1990年代前半から中盤と思われます。グローバーの量子探

子情報という言葉に対する平均的なイメージの実情なのだ

索アルゴリズムがアメリカ物理学会誌に採録されたのが

と思います。しかしながら、現在の科学技術が量子力学を

1996年で、物性物理の電子状態を効果的に計算するアルゴ

基盤として成り立っており、量子情報の理解が格段に進展

リ ズ ム で あ る「 密 度 行 列 く り こ み 群（Density Matrix

している現在、極めて多方面の研究領域に量子情報の影響

Renormalization Group, DMRG）」が発表されたのが1992

が及んでいるはずです。物質や時空の究極の姿を追う素粒

年です（その当時は分かっていませんでしたが、あるクラ

子物理学、物質のミクロな電子状態と機能性を解明する物

スの物理系のエンタングルメント（量子もつれ）を効果的

性物理学、多体量子系を厳密に取り扱うことのできる数理

に取り込む手法です）。この前に銅酸化物高温超伝導物質

手法を考察する数理物理学など、現在の多くの物理学分野

の発見（1986年）という極めてインパクトの大きな研究が

が量子力学・場の量子論をそのよりどころとしています。

世界的に進行し、相互作用の強い量子多体系の磁性と超伝

実際に、それらを量子情報の言葉で表現すると、各分野で

導に対する興味・関心が世界的に醸成されています。その

難問とされている課題が実は共通の背景を持っているとい

後の10年で様々な量子多体問題の理論的・数値的研究が進
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み、その中にDMRGの研究がありました。実際にエンタン

着想を得た造語で、あるバルクの理論がその境界では全く

グルメントというキーワードが物性物理分野で明確に出て

異なる理論に見えることを指しています。エンタングルメ

きたのが2003年で、これはDMRGが機能しにくい系の解析

ント同様、ホログラフィー原理を逆に物理の指導原理とし

における問題点を指摘するために、量子物理系の波動関数

ようという機運が高まっています。これにより、複雑な物

が持つべき構造を研究したものです。一方、ストリング理

理系をより理解のしやすい物理系に等価に変換して解析す

論の観点から量子系のエンタングルメントと時空の幾何学

るということが可能となります。この研究過程で、量子論

の関連性を研究した成果が表れたのが2006年です。実際に

と一般相対論という物理学の二大理論の相補的な関係性が

は1970年代後半から、ブラックホールの情報喪失問題を理

見えてきました。

解するためのトイ模型として、量子もつれを活用した研究

いずれの概念も従来の物理学の正攻法とは異なるように

が進められておりますが、これがより普遍的な形で現れた

見えて、実は古くから興味の中心となる諸問題には少しず

のが2006年と言えます。したがって、ここ15年が本当の

つ表れていました。これを体系化したいということが研究

意味で量子情報に基づく物理学諸分野の連携ということの

の狙いとなります。以下で述べる「特異値分解」
「量子古

認識が深まってきたのだと思います。まさに次のパラダイ

典変換」「量子多体論」の研究では、いずれも「エンタン

ムを開くための充電がなされてきたところに近年の発展が

グルメント」「ホログラフィー原理」の考え方が最大限活

あるように思われます。私の著作［１］には、理論の詳細だ

用されます。

けではなく、このあたりの業界の変遷や私の現状の情報物
理観についても詳しくまとめられています（図２）。

４. 研究の状況について
現在、主に「特異値分解」「量子古典変換」「量子多体論」
の３点について研究を進めております。それぞれの研究の
現状について簡単にご紹介いたします。
「特異値分解」は、主成分解析・特徴抽出のアルゴリズ
ムの一つとして、情報処理分野ではよく知られています。
一方、物理の分野においても、この方法は量子多体系のエ
ンタングルメントの精密な表現のために活用されてきた経
緯があります。特異値分解を様々な物理の問題に応用する
ことで、どのようなメカニズムで対象とする系の重要な情
報を自動抽出できるのかを明らかにすることが重要です。
その理解を深めるための研究を推進しています。物理分野
では、系の特徴抽出法として「くりこみ群」が極めて重要
な視点であり、くりこみ群と特異値分解の間にどのような

図２ 松枝執筆の専門書（専門家向け，森北出版より2016年出版）

関係があるのかを理解したいということが最も重要なポイ
ントです。
実際に、古典統計模型の特異値解析を通して、相転移の

３. 量子もつれとホログラフィー原理

臨界現象やくりこみ群理論に関わる深い理解が得られるこ

本研究分野では、量子情報的概念と高次元的視点を活用

とが分かってきました（図３）［ ２］。また、特異値分解と

して、物理学および数理科学の様々な難問題を見通しよく

ウェーブレット解析の繋がりも得られています。ウェーブ

解決することを主たる目的としています。これを象徴する

レットはJPEG等の情報圧縮に使われている数学です。更

キーワードが、先ほどから表れている「エンタングルメン

には、物理の視点から得られた特異値分解の性質を逆に活

ト」と「ホログラフィー原理」の２つの概念です。

用して、ニューラルネットや人工知能の機能解析を行うこ

「エンタングルメント（量子もつれ）」は、量子力学的粒

とができることも分かっています［３］。これらは古くはス

子が非局所的に相関することであり、量子情報通信を実現

ピン系の物理から派生したものであり、情報と物理が交錯

するための最も基本的な状態のことです。それだけではな

する異分野横断的テーマとなっています。

く、物性物理や統計物理において、多体量子系の波動関数

「量子古典変換（ホログラフィー原理、バルク・境界対応）」

や古典的秩序変数の定義できない量子相転移を効果的に表

と呼ばれる概念を指導原理として、次世代物理の統合理論

現・解析する方法でもあります。時空物理においても、ブ

を構築しようという野心的な試みが素粒子論分野において

ラックホールの熱力学や情報喪失問題とエンタングルメン

推進されています。これは取り扱いの難しい空間d次元の

トの性質が非常に類似していることが知られていること

場の量子論の問題が、空間(ｄ+ １)次元の古典的一般相対

は、先に述べた通りです。

論と等価であるという非常に驚くべき予想です。このこと

他方、「ホログラフィー原理」は、光学のホログラムに

は、例えば、空間３次元ではもつれのないグラフを空間２
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物性物理学では、「量子多体問題」の解明は長年の大き
な懸案課題です。ここで主題となるのは超伝導や磁性など
の電子状態ですが、一電子近似が可能な半導体と異なり、
超伝導や磁性は電子間の多体相互作用による新規な秩序か
ら生じます。精密な電子状態解析のために、系の持つエン
タングルメントや非局所励起の性質を正確に取り込めるよ
うな理論およびテンソルネットワーク法や密度行列くりこ
み群法の数値計算アルゴリズム開発を行っています。
これまでは銅酸化物高温超伝導体の電子状態や、低次元
遷移金属酸化物の光物性、光誘起相転移の問題などを取り
扱ってきました（図５）
［６］。今後は、金研中性子グループ
や東北放射光とも連携して、量子ビームによる高度な物性
測定に関わる理論構築を進めていきたいと考えています。
また、量子多体論の技術・研究方法を量子情報分野にも応
用していきたいと考えています。量子情報処理といえば量
子コンピュータや量子通信を真っ先に思い浮かべる方が多
いかもしれませんが、物理の観点からは、これらは量子ス
図3 特異値分解による2次元強磁性スピン模型のスナップショット解析

ピン系のエンタングルメント・ダイナミクスや光と量子二
準位系の相互作用の問題と非常に相補的なものです。量子

次元に射影すると特異点が現れることと似ています。量子
側のエンタングルメントと古典側の時空の幾何学に深い関
連があることが指摘され大きな興味を持たれていますが、
どのような場合にこのような非自明な変換が起こるのかと
いう数学的背景は未だ完全には解明されていません。
私達の研究のオリジナルなアプローチ法は、これを量子
情報のメモリの問題と捉えることです。すなわち、量子系

スピンを量子ビットとみなせば、一斉制御可能な量子ビッ
トの空間スケールや情報の伝送速度、環境への散逸・不純
物・欠陥などによるデコヒーレンスや相転移、具体的にア
ルゴリズムを乗せて動作させたときの計算の安定性や精度
補償の問題など、多くの課題が物理のターゲットとなりえ
ます。こちらは、青葉山で新しく立ち上げた研究室の学生
達と協力して研究を進めつつあります。

などの複雑系の相関関数の情報を適切なフォーマットで表
現し、それを情報量最小で格納できるメモリ空間を構成し
ます。このメモリ空間の幾何学がユークリッド幾何学では
なくリーマン幾何学であり、相関長の異なる情報が時空の
異なる場所に最小の情報量で格納され、それがあたかも古
典的な場として振舞います。この結果、元の系の状態方程
式がアインシュタイン方程式に変換されます。これを実際
に表現するための数学的研究を行っており、例えば、有限
温度の量子系のエンタングルメントの情報から古典側のブ
ラックホール解が構成できるなどの成果を得ています（図
４）［４, ５］。

図4 熱場の量子論による有限温度状態のテンソルネットワーク表現
とBTZブラックホールの対応
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５. 将来展望とまとめ
物理学の分野は、力学・熱統計力学・電磁気学・相対論・

【著者略歴】
まつえだ

ひろあき

量子論の基盤分野に始まり、素粒子・原子核・物性の専門
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分野が現在の標準的な分類となっています。あくまで私見

2003年３月

宏明

ではありますが、これらはいずれ量子情報物理と生命物理

東 北大学大学院工学研究科応用物理学専攻
博士課程後期３年の課程修了

という形で再整理され、更なる統合知と多様な発展を目指

2003年４月

東北大学金属材料研究所

産学連携研究員

すと考えられます。量子情報物理に関してはこれまで述べ

2005年１月
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ド面の学理にも情報概念が否応なく浸透していくことと思
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仙台高等専門学校

います。私の分野的視点からすれば、量子的に揺らいだ時

2009年５月

理化学研究所

空上の場の量子論が完成すれば、脳の機能解明の問題もそ

2014年12月

北 陸先端科学技術大学院大学教育アドバイ

のような記述によってミクロのレベルから理解が格段に深

准教授

客員研究員

ザー，教育連携客員准教授

まるものと想像します。また翻って情報通信分野でも、量

2015年２月

仙台高等専門学校

教授

子論・相対論は必須の学問となり、量子コンピュータはも

2016年４月

仙台高等専門学校

専攻科担当副校長

とより、非常に高度な時空コントロールによる情報伝送・

2016年４月

北 陸先端科学技術大学院大学

保存・圧縮なども可能となるかもしれません。すぐには手

教育連携客

員教授

のつかない課題も多いですが、量子情報物理のフィールド

2017年４月

愛媛大学

は極めて広大で課題が山積しているとも言えます。

2017年10月

東北大学工学部

非常勤講師
非常勤講師

本稿でご紹介しましたように、現在の私の研究内容は極

2018年４月

中央大学

めて基礎数理的なものではありますが、基礎・応用の別や

2019年５月

理化学研究所

理学・工学の別を超えて、次世代科学の新たな価値を創造
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するための研究でもあります。母校への赴任にあたって、
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客員主幹研究員
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当初は、工学研究科・工学部に所属したからこその意義を
見つめながら今後更なる研究展開を進めていかなければな
らないことに多少のプレッシャーはあったのですが、過剰
な意識を持たずとも大きな視点に立って研究を発展させて
いけば、きっと次が見えてくるものと考えています。
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［６］T. Otaki, Y. Yahagi, H. Matsueda, J. Phys. Soc. Jpn.
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高分子を利用したボトムアップ的ナノ構造制御技術
-ナノ材料の組み合わせから生まれるユニークな機能発現を目指して東北大学大学院工学研究科
バイオ工学専攻
教授 三ツ石 方 也

膜では赤紫色ですが、その上に（高分子ナノシート・金ナ

１. はじめに
金属、酸化物、半導体、炭素、高分子など有機、無機を

ノ粒子）の積層を２回繰り返すと、金色を示します(図２)。

問わず様々なナノ材料が見出され、ナノカーボン、ナノセ

高分子ナノシートが非常に薄いため、金ナノ粒子が積層方

ルロースと名付けられているものもあります。材質だけで

向でお互い接近することで生じる色変化です。しかしなが

はなく、球、棒、リング、円盤など、様々な形状のナノ材

ら、導通現象は見られず、高分子ナノシートが1.7nmの膜

料が報告されています。その用途としては、複合材料の充

厚を保ちつつ金ナノ粒子が高密度集積された結果、金属光

填材、医療分野で期待されている薬物送達システム（ドラッ

沢を示すということができます。

グデリバリーシステム）など非常に多岐にわたります。ナ
ノ材料は少なくとも１方向の大きさが100nm以内におさま
る材料と定義されています。ナノ材料自体、バルクにはみ
られない性質を示す点で非常に興味深く、さらにいくつか
のナノ材料を合目的的に組み合わせることで面白い機能が
発現すると考えられます。本稿では、高分子の特徴を利用
したナノ材料の集積・構造制御に関する著者らの研究例を
紹介します。
２. 高分子超薄膜
ひもにたとえられる高分子の鎖は１本あたり数十ナノ
メートルの長さとなります。高分子超薄膜とは、鎖を構成

図１ 両親媒性高分子pDDAの化学構造とLB法の模式図
り基板を引き上げている様子

右は水面よ

する繰り返し単位（モノマー）の大きさに対応するわずか
１～２nmの膜厚を有する分子レベルの薄膜です。高分子
が溶媒に溶けている溶液中では、数十ナノメートルのひも
が糸まり状になることを考えると、信じられないくらいの
薄さですが、本学の宮下徳治名誉教授が見出した両親媒性
高分子poly(N-dodecylacrylamide)（pDDA）は、水と空気の
界面を利用したLangmuir-Blodgett（LB）法により1.7 nm
という分子レベルの膜厚を有する「高分子ナノシート」と
して機能します（図１）1)。様々な機能団を共重合体のコモ
ノマーとして導入し、機能団のナノメートルスケールでの
配置制御により光電子移動や光エネルギー移動を利用した
光電子機能発現に利用されてきました。LB法は今でも重
要な有機超薄膜作製技術の一つであり、より簡便な交互吸

図２ 高分子ナノシートをテンプレートとした金ナノ粒子の集積 高
分子ナノシート中のカチオン基と金ナノ粒子表面のアニオン間
の静電相互作用を利用している

着法、液液界面法などとともに、分子一つ一つを積み上げ
るボトムアップ的手法として知られています。究極の分子

さらに、強誘電性高分子ポリフッ化ビニリデン（PVDF）

集積技術の対象として研究初期には有機分子が対象とな

や後述するセルロースナノファイバーなど、それ自身は凝集

り、その後、ナノ材料にも適用されていきます。例えば、

しやすく水面上では超薄膜を形成することが困難と思われる

高分子ナノシートをテンプレートとして金属ナノ粒子や酸

材料でも、ほんのわずかのpDDAを加えるだけで数ナノメー

化物ナノ粒子を１粒子ずつ高分子ナノシート表面に吸着す

トル厚の超薄膜として得られることを報告しています 5), 6)。

ることができます

2-4)

。金ナノ粒子を吸着した場合、直径

PVDFは結晶性高分子であり、様々な結晶相をとります。通

30nmの金ナノ粒子は赤紫色を示すため、金ナノ粒子単粒子

常は安定なα相をとり、加熱・延伸処理を施すことで強誘
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電相であるβ相に変わります。面白いことに、溶媒を適切
に選んで調製したPVDF溶液を水面上に滴下し、超薄膜を作
製すると、α相やβ相が選択的にあらわれます（図３）7)。
β相からなる膜厚約80nmのPVDF超薄膜の残留分極は6.6μ
Cm-1を超えます。アルミニウム電極でPVDF超薄膜をはさん
だ素子を構築し、繰り返し動作105以上を確認するなど、低
消費電力型素子としての可能性を見出しています。

図４ 過硫酸アンモニウム酸化によるセルロースナノ結晶と原子間力
顕微鏡像8)

了します（図５）9)。この表面に水滴を滴下すると、接触角
が160°と水を効果的にはじく超撥水性を示します。面白い
ことに、ヘキサンや灯油などの油を滴下した場合、接触角
は60°以下となります。ステンレスメッシュに表面修飾し
たセルロースナノファイバーを塗布し、水と油の混合溶液
を流すと、油はメッシュを通過し水はメッシュ表面を転が
り落ちる油水分離が観察されます（図６）。セルロースナ
図３ (上)PVDFの結晶相とコンフォメーション (下) PVDF超薄膜の
FT-IR7) 溶媒により結晶相の選択的析出が可能である

ノファイバーのコーティングは80回の繰り返し油水分離を
可能にするなど、セルロースナノ材料の選択分離用材料と
しての高い潜在能力を示していると言えます。

３. セルロースナノ材料
セルロースは地球上で年間1000億トン以上生産されてお
り、
究極のグリーン材料とも言われています。直径数ナノメー
トル、長さ数マイクロメートルサイズの天然高分子由来のナ
ノ材料として注目されているセルロースナノ材料について、
過硫酸アンモニウムによる酸化法を利用して作製しています
（図４）8)。この方法は、事前に酸・アルカリ処理をすること
なく、一工程でセルロースナノ結晶を得られることが特徴で
す。黄麻を用いたセルロースナノ結晶の作製では、60℃、20

図５ セルロースナノファイバーの表面修飾9)

時間の処理により直径４-８nm、長さ１- ３μmのセルロース
ナノ結晶が収率70%で得られます。得られたセルロースナノ
結晶は、表面がカルボキシ基で覆われていることを赤外吸収
分光法により確認でき、実際、電気伝導度滴定で測定すると、
1550mmolkg-1というカルボキシ基含有量を示します。X線回
折により、結晶化度は67.8-75.0%と求められ、高強度ナノ材
料としても期待できます。現在、セルロースナノ結晶の表面
修飾による機能性ナノ材料の開発に取り組んでいます。
セルロースナノファイバーを利用した表面修飾の一例を
示します。セルロースはヒドロキシ(OH-)基を有する多官
能性化合物であり、シランカップリング剤でセルロースナ
ノファイバーの表面修飾を行うことができます。フッ化炭
素鎖を有するシランカップリング剤でセルロースナノファ
イバーの表面修飾を行い、分散液を基板上に滴下し溶媒を
蒸発するとセルロースナノファイバーのコーティングが完

図６ (上) 表面修飾セルロースナノファイバーコーティング表面での
接触角 (下) コーティングメッシュを用いた油水分離9)
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セルロースナノファイバーを水面上に展開すると、セル
ロースナノファイバーがpDDAのアルキル側鎖に支えられ
5)

５. ハイブリッドナノ材料
Si-O-Si結合を有するシロキサン系材料は、酸素とケイ

るような状態で水面上“単ファイバー”膜を形成します 。

素の比によって、シロキサン、シルセスキオキサン、SiO2

この膜はセルロースナノファイバーの直径に対応した膜厚

（二酸化ケイ素）と分類されます。窓ガラスのSiO2が硬い

の超薄膜であり、200層まで累積できることを確認してい

材質であるのに対し、台所の水回りに使用されているシリ

ます。さらに約40nm厚の薄膜になると、基板なしでも形

コーンパテにみられるシリコーン樹脂は、非常に柔軟です。

7)

を保持することができる自己支持性薄膜が得られます 。

私たちがまず着目したのはシルセスキオキサンと呼ばれる
ナノ材料です 1)。この材料はかご型構造を有し、有機・無
機ハイブリッドナノ材料として研究が精力的になされてい

４. フッ素系ナノ材料
両親媒性を付与された高分子が界面において分子配向・

ます。ナノ材料の場合、有機・無機に関わらず、比表面積

配列できる点に興味を持っています。フッ素系材料に含ま

が大きく不安定なため凝集しやすいという問題がありま

れるフッ素原子は電気陰性度が大きく、原子半径が小さい

す。シルセスキオキサンを側鎖としてぶら下げる形で高分

ため、フッ化炭素鎖の分極は小さく分子間相互作用が弱く

子主鎖につなげることにより、シルセスキオキサンの凝集

なる結果、表面張力が小さくなります。撥水や潤滑材料と

が抑えられると考え、シルセスキオキサンを含む両親媒性

して使用されていることはいうまでもありません。分子間

共重合体を合成しました。シルセスキオキサンが２次元平

相互作用が弱いということは、フッ素系材料はもともと構

面内にランダムに配置され、両親媒性高分子のアルキル側

造化しにくいことを示唆しています。私たちはフッ化炭素

鎖に囲まれながらシルセスキオキサンナノシートを形成し

鎖を側鎖に有する両親媒性高分子に界面集積法を適用する

ます（図８）。さらに上述のLB法により基板を垂直浸漬す

ことで、フッ素系材料のナノ構造制御ができると考えてい

ると、基板の上下昇降にともない、水面上の膜が1層ずつ

ます。アクリルアミド系高分子の側鎖をフッ化炭素鎖にす

転写されます。膜厚は１層あたり２nm、およそシルセス

ることで、先述のLB膜として超薄膜自在集積が可能なだけ

キオキサン１つの大きさに対応し、確かにシルセスキオキ

でなく、溶解度の異なる２種類の混合溶媒に溶解した溶液

サンが単粒子ずつ積み重なっていることがわかります。シ

を基板上に滴下・溶媒蒸発することで数百ナノメートル径

ルセスキオキサンの含有量を増加すると、水面上でシルセ

の微粒子が集合した微粒子薄膜を作製できます10)。LB膜と

スキオキサン同士が凝集し、均一な膜をコーティングする

微粒子薄膜に水滴を滴下すると、LB膜上では接触角が

ことができません。シルセスキオキサンの表面密度は

118°であるのに対し、微粒子薄膜上では160°を超えます

25nm2あたり13個が限界と考えられます。シルセスキオキ

（図７）。LB膜は非常に平滑な膜であり、フッ化炭素鎖が

サン自身が占める断面積を考えると、ぎっしりと詰まった

配向しているため、最表面は、側鎖末端のCF３-基で覆わ

状態でシルセスキオキサンが膜を形成している様子がうか

-1

れます。そのため、臨界表面エネルギーは９mNm と非常

がえます。

に小さな値を示します。微粒子薄膜を傾けた瞬間、水滴
は転がり落ちますが、LB膜では傾けても水滴は落下しま
せん。フッ素系両親媒性高分子薄膜表面での形状、分子
配向が表面濡れ性に大きな影響を及ぼしていることを示
しています。このような表面濡れ性について、高分子の
成形性を利用した構造と分子間相互作用に着目した研究
を行っています。

図８ (上) 水面上でのシルセスキオキサンを含む両親媒性高分子共重
合体の分子配向 (下) 室温光酸化反応

シルセスキオキサンが導入されることで、バルク状態と
図７

フッ素系両親媒性高分子薄膜表面での水の接触角

同様にシルセスキオキサンナノシートも耐熱性が増しま
す。さらに興味深いことに、室温大気下で紫外光を照射す
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ると、光酸化反応によってシルセスキオキサンがSiO2にな

能です（図９）。例えば、ムラサキイガイの接着タンパク

ります。もともとのシルセスキオキサンナノシートの膜厚

質として知られているカテコール基を官能基として導入し

が２nmであり、積層数に応じて線形的に膜厚が変化しま

た環状シロキサンポリマーは、金属、プラスチック、ガラ

す。SiO2の膜厚はそれの１/ ５になり、１層あたりに換算

ス、シリコンウェハーなど様々な表面にナノコーティング

11)

すると0.4nmとなります 。これはちょうどSi-O-Si結合の

を行うことができます 4)。基板に強固に接着するだけでは

ケイ素２個分に対応し、シルセスキオキサンのかご型構造

なく、プラスチック基板上にナノ材料を集積することもで

がSiO2の前駆体となっていることを示しています。通常高

き、表面増強ラマン散乱や紫外光検出などのフレキシブル

温下での熱酸化法によりシリコンウェハー上にSiO2層が作

センサー素子への応用が可能です。官能基をボロン酸にす

製されますが、本手法は高温を要することなく、プラスチッ

ると、コーティングの厚さは６nmとシングルナノメート

ク基板上にもサブナノメートルスケールで膜厚制御可能な

ルオーダーにまで薄くすることができ、ハイブリッドナノ

SiO2超薄膜の作製が可能です。

コーティング材料として期待されます15)。

シルセスキオキサンナノシートにはシルセスキオキサン
がランダムに分散されており、得られるSiO2超薄膜は密度
2.2g/cm3の均一な超薄膜です。そこで、シルセスキオキサ
ンを含む共重合体と両親媒性高分子のみの混合ナノシート
を用いて作製した光酸化SiO2超薄膜を小角X線回折により
調べましたところ、両親媒性高分子の部分が光分解される
ことで多孔質のSiO2超薄膜が得られることが分かりまし
た。混合比率によって、多孔径は1.2から13.6nmまで変化
します 12)。このように膜厚、多孔サイズをナノメートルス
ケールで調節できるSiO2超薄膜を利用して、分子ふるいナ
ノろ過への応用を検討する予定です。
チタニア前駆体を導入した高分子ナノシートよりTiO2超
薄膜の作製も可能です。この場合、最薄0.18nmのチタニア
ナノシート形成となります13)。高分子ナノシートに含まれ

図９

機能性環状シロキサンポリマーの合成スキーム

るモノマーの表面密度は、3.6nm-2、１平方インチあたり2.3
P(ペタ)に匹敵します。この高密度集積をテンプレートと

７. おわりに

して、金属イオンと配位子の溶液に交互に浸漬する交互吸

軽くて丈夫で加工しやすいと言われる高分子。ナノス

着法により、金属有機構造体(MOF)のナノ薄膜集積が可能

ケールでの構造制御可能な高分子の特徴を利用して、様々

であることを見出し14)、さらにPVAやPMMAなどの汎用高

なナノ材料の集積をとりまとめ、ナノ材料間の相互作用を

分子薄膜上に作製可能であることを確認しました。高分子

可能にすることもできます。本稿では、分子レベルで平ら

表面が様々なナノ材料の足場として機能することを示して

な水面で形成される高分子ナノシートに始まり、金属ナノ

います。

粒子、PVDFやセルロースなどのナノ材料のボトムアップ
的集積、さらにナノメートルからマイクロメートルにわた

６. 多官能性ハイブリッドナノ材料
シルセスキオキサンはケイ素と酸素の比が1:1.5の含有比

る領域でのナノ構造制御に関する研究事例を紹介してきま
した。高分子の多様性を最大限に活かすべく、表面・界面

を持ちます。身の回りに見られるポリジメチルシロキサン

に着目した機能性発現に関する研究を展開していきます。

やその原料となる環状シロキサンは、ケイ素と酸素の比が

本稿で紹介した研究は、研究室のスタッフ、学生をはじめ

1:1の化合物であり、常温で液状を示します。４つの反応

たくさんの人からのご支援・ご協力の賜物です。心より感

点を有する多官能性化合物として扱うことができます。通

謝いたします。今後ともご指導・ご鞭撻のほどよろしくお

常、シリコーン化合物は、低分子のまま架橋することで熱

願いいたします。

硬化性樹脂となりますが、４つの反応点のうち、２点を主
鎖形成に利用することができれば環状シロキサンポリマー
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材料学に基づく溶接・接合プロセスの高度化
東北大学大学院工学研究科
材料システム工学専攻
教授 佐 藤
裕

１. はじめに

面近傍へ異なる元素が添加されれば、反応が変わる可能性

デバイスや構造物などの工業製品を製造する場合、種々

がある。実際、Al合金と鋼の異材接合（以下、Al/Fe接合

の材料をつなぎ合わせる必要がある。材料をつなぐ技術が

と略す）において、界面近傍にSiが添加されると、界面に

“溶接・接合”であり、広く実社会で利用され、私達の豊

形成される金属間化合物の層が薄くなるため、接合強度が

かな社会を支えている。溶接・接合では、材料の局所領域

向上するという研究成果が数多く報告されている1)-3)。し

を加熱したり、変形させたりすることで、「材料表面を覆

かし、異材接合における元素添加の効果を系統的に調べた

う酸化膜の分断・除去」と「酸化膜がない新生面同士の原

報告はなく、材料学的な視点から異材接合での界面反応や

子レベルでの接触」を同時に満たし、２つの材料間の金属

反応相形成について検討した研究もほとんどない。元素添

結合を達成している。結果的に、溶接・接合部は、熱エネ

加により特性劣化がない反応相を意図的に形成されること

ルギーや機械エネルギーにより大きな材質変化を受けるた

ができるならば、良好な継手特性を達成でき、これまで困

め、母材とは異なる材料組織と特性を示す。最近の材料開

難とされてきた異材接合を汎用技術として普及させること

発では、熱処理と加工を巧みに組み合わせて、材料組織を

が可能となる。

作り込むことが多いため、溶接・接合に伴う材質劣化は著

これら背景を踏まえ、著者らの研究グループでは、種々

しく、母材の特性を確保することが難しい場合も多い。溶

の新規溶接・接合法に対して材料学的な視点からアプロー

接・接合に伴う材質劣化は溶融・凝固と大きな熱影響に起

チし、接合メカニズムや継手特性・品質を支配する材料組

因するため、溶かさない溶接・接合法、すなわち固相接合

織因子を解明して、開発材料に対する接合プロセスの提案

技術を利用したものづくりや低入熱な溶融溶接法の適用が

や新規溶接・接合法の高度化に資する研究を実施している。

近年盛んに進められているが、これら新規溶接・接合技術

また種々の異材接合において、特性劣化のない接合界面を

には、汎用性、溶接・接合部の品質やその安定性などに課

設計・制御するための材料学的な研究に挑戦している。本

題が残されており、更なる研究・開発が必要である。これ

稿では、これらに関する研究成果の一部に加え、最近着手

らの課題解決には、「新規溶接・接合技術はどのようなメ

した金属／樹脂の接合成果について紹介する。

カニズムで接合が達成されているのか？」、「良好な継手性
能や品質安定性をもたらす材料組織は何であって、それら
を制御するにはどうすればよいか？」など、溶接・接合材
料学に基づく研究も不可欠である。

２. 摩擦攪拌接合
摩擦攪拌接合（Friction Stir Welding; FSW）は非消耗
接合ツールを回転させながら被接合材へ押し入れ、摩擦熱

さらに近年では、異なった材料を適材適所に利用する“マ

と塑性流動により接合を達成する固相接合技術である（図

ルチマテリアル化”への社会的関心が高まっており、異種

１）4)-6)。1991年 に 英 国 の 溶 接 研 究 所（The Welding

材料接合（異材接合）の重要性が国内外で指摘されている。

Institute; TWI）にて開発され、これまでにロケット燃料

マルチマテリアル化は工業製品の設計自由度を大幅に向上

タンク、鉄道車両、自動車ボディなど多くの工業製品の製

させ、これまでに誰も見たことがない画期的な製品を生み

造に実利用されてきた7)。筆者は、1998年より本接合法の

出すための基本技術であるが、世の中で有用と考えられる

研究に着手し、接合現象・メカニズムの解明、継手強度を

異材の組み合わせの多く（例えば、Al/Fe, Al/Cu, Al/Mg,

支配する材料組織因子の解明、鉄鋼やチタン合金用接合

Fe/Tiなど）では、溶接・接合により両材料が激しく混合

ツール材料の開発などの成果を挙げてきた。ここでは、

すると、反応相として硬くて脆い金属間化合物が形成され

FSWの接合メカニズムについて簡単に紹介する（図２）8)。

るため、良好な継手特性を得ることは極めて難しい。材料

固相状態で２つの材料間の金属結合を達成するには、表面

学的な解決法としては、「硬くて脆い金属間化合物をなる

酸化膜の分断と酸化膜がない新生面同士の原子レベルでの

べく形成させないこと」が必須であり、多くの研究者は、

接触が不可欠だが、FSWでは、非消耗接合ツールによる

固相接合技術や低入熱な溶融溶接法を利用することで、金

被接合材の単純せん断変形により酸化膜が分断され、酸化

属間化合物の形成を抑制する研究に注力している。一方、

膜のない新生面同士が密着することで、金属結合が達成さ

異材接合では２つの異なる材料が非平衡反応するため、界

れていることを透過電子顕微鏡やEBSD法など各種材料組
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織解析法を用いて実験的に明らかにした9),10)。現在は接合
過程で発生する熱を実測して、接合条件や接合ツール形状
の接合部形成への寄与を明らかにし、良好な接合継手を得
るための接合プロセスの最適化指針を提示することに注力
している11),12)。

図３ 超音波接合の模式図

４. 通電拡散接合
通電拡散接合は、２つの部材を接触、加圧した状態で大
電流を印加し、ジュール熱により部材界面を加熱して接合
を達成する固相接合法である（図４）。界面近傍の温度が
オーバーシュートしないように電流値をコントロールする
システムを搭載していること、加熱する領域を限定してい
ることを特徴としており、部材の大変形を伴うことなく、
１分以内で固相接合が達成できる画期的な接合法である。
図５にφ8mmのステンレス鋼と純チタンを接合時間15sで
接合した継手の外観写真を示すが、母材のマクロ変形を伴
わず、接合率100％が達成されている。接合界面の組織解
析の結果、薄い金属間化合物が層状に形成されていたこと
図１ FSWの模式図

から、15sという短時間で突合せ面全体での金属結合が達
成され、相互拡散が生じたことが確認された。現在は本接
合法の接合メカニズム解明とステンレス鋼／超硬合金の短
時間接合法の確立に注力している。

図２ FSWの接合メカニズムの模式図

３. 超音波接合
超音波接合は、２つの部材間に垂直荷重を加えた状態で

図４ 通電拡散接合の概念図

超音波振動を付与することにより、極短時間で接合を達成
する固相接合技術である（図３）。一般に接合時間は1s以
下で、電子部品の接合に利用されることが多い。近年、電
子・電気配線の軽量化のため、従来のCu配線をAl配線へ
部分的に置換したいという要望が高く、Al/Cuの異材接合
へのニーズが高まっている。そこで、Al/Cuの超音波接合
を実施した結果、接合時の超音波印加時間の増加とともに
Al/Cu間の金属結合領域が増加し、接合強度も増加するこ
とが分かった。しかし、印加時間を増加し過ぎると、特に
Al側の変形が顕著になるため、Al側母材で破断するように
なり、接合強度は減少することが示された。すなわち、良
好な接合強度を得るには超音波印加時間を適正に制御する
必要があるが、透過電子顕微鏡を用いた材料組織解析によ
り、接合界面での酸化膜の分断と非常に薄い金属間化合物
の形成が確認されており、良好な接合品質と継手特性が達
成されることを明らかにした13)。
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図５ 通電拡散接合で得られた304ステンレス鋼と純チタンの異材接
合継手の外観写真

５. 異材接合での界面創製への挑戦
異材接合において、Al/Fe接合は自動車ボディの軽量化
と衝突安全性確保の観点から自動車メーカを中心に注目さ
れている。著者らは、Al/Fe接合における反応相形成を制
御するため、界面反応に及ぼす元素添加の影響を調べてき
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た14)。これまでにTIGアーク溶接を用いた溶融Al ／固相Fe
の界面接合を実施し、継手強度と反応相形成に及ぼす元素
添加の影響について系統的に調べた結果、全ての継手は接
合界面にて破断し、継手強度（引張せん断強度）はNi添加
により大きく向上することを明らかにした（図６）
。この
原因を材料組織学的に調べたところ、継手強度は接合界面
に形成された金属間化合物の結晶粒組織が微細になるほど
向上し、Ni添加により最も微細化することが明らかとなっ
た。Ni添加で反応相が微細化するメカニズムは現在検討中
だが、レーザ溶接や摩擦攪拌接合を利用した場合にもNi添
加による反応相の微細化とそれに伴う継手強度の向上を確
認するとともに、NiとSiの複合添加の場合、継手強度は無
添加の場合の３倍へ向上することにも成功している15)。ま
た、Al/Cuなど他の異材接合においても、元素添加による
効果を調べ、無添加の場合に比べて接合強度の向上に成功
している16)。

図７ 新規開発技術を用いたAl合金／ PEEK異材継手の外観写真

７. おわりに
材料科学でのマテリアルズ・インフォマティクス（MI）
のように、溶接・接合分野でも情報科学の活用による現象
解明やプロセス最適化などを推進する動きが活発化してい
る。しかし、溶接・接合現象は極めて複雑で、新しい材料
や製品システムが開発されるたびに、溶接・接合に関わる
新しい課題が生じるため、溶接・接合研究に終わりはない。
このような状況を踏まえると、溶接・接合現象を机上で全
て予測できるようになる日が来るのはだいぶ先になると思
われるが、溶接・接合は広く社会に普及した生産技術であ
ると同時に、モノづくりの基盤技術であるため、高品質な
工業製品を効率よく作り上げるために必要な研究・開発の
手を緩めてはいけない。筆者は材料学に基づくアプローチ
で溶接・接合の高度化に取り組んでいるが、今後は電気工
学や機械工学などさまざまな専門分野との連携により、世

図６ T
 IGアーク溶接で得られたAl合金／鋼異材接合継手の強度に及ぼ
す添加元素の影響

６. 金属／樹脂の接合
最近、金属部品を樹脂やCFRP（炭素繊維強化プラスチッ
ク）へ部分的に置換することで、構造物の大幅な軽量化を
図ろうとする動きが高まっている。金属／樹脂の接合では、
多くの場合、化学エッチングやレーザ照射により金属表面
を多孔質化し、そこへ溶融した樹脂を含浸して固める手法
が用いられており、多くの企業や研究者が技術開発に努め
ているが、これら手法の多くは、ウェット環境や高価な装
置を利用するなど問題点が多い。そこで著者らは金属表面
に金属多孔質膜を付与するドライプロセスの開発に着手
し、新しい金属／樹脂の接合技術を特許出願した。多孔質
膜の付与には専用装置が必要だが、比較的安価なため、金
属／樹脂接合のための新しい表面処理技術として期待され
る。図７は熱可塑性樹脂（PEEK）の上に、多孔質膜が付
与されたAl合金を、多孔質膜が下になるように配置して、
Al合 金 側 か らFSWを 実 施 し た 継 手 の 外 観 写 真 を 示 す。
FSWの熱により樹脂表面が溶融し、多孔質膜へ含浸する
ことで金属と樹脂は強固に接合されており、引張試験の結
果、樹脂／多孔質膜界面で破断することを示している。

の中に役立つ新しい溶接・接合法の開発に関わっていきた
いと考えている。
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持続可能な都市空間形成のための計画・実現手法の
開発
東北大学大学院工学研究科
都市・建築学専攻
教授 姥 浦 道 生

1. はじめに
我々が生活している都市空間は、住宅、商業施設、公共
施設など、さまざまな機能を有するさまざまな物的要素に

れないが、ほとんどの人は、にぎやかな商業施設を思い浮か
べながら答えるだろう。その意味で商業施設は、都市の骨格
構造を決定づける重要な空間構成要素であるといえる。

よって構成されている。このような物的要素は、都市活動

商業施設は、1980年代からモータリゼーションの進展や

の変動とともに空間的配置や内容が変化する。再開発に

消費者の行動変化に伴い、特に地方都市においては郊外化・

よって新しいビルが建つ、郊外にショッピングセンターが

大型化が進展してきている。それに伴い、特に人口10万人

でき、その周りに住宅が建つ。これらはその一例である。

以下の都市の中心市街地の衰退が進行し、拡散的な都市構

この変化が無秩序に行われると、さまざまな問題が生じる

造が形成されるに至っている。

ことになる。そのため、そのような都市空間の物的環境の
構造を、経済的にも社会的にも環境的にも持続可能な形に
計画し、実現していくこと（＝都市計画）は、重要な課題
である。
このような都市計画の対象となる「都市活動」の内容に
は近年、大きな変化が生じてきている。
これまでの都市計画は、
「拡大する都市の計画」であった。
農村から都市に移動・集中する人口をどのように計画的に

写真左：週末に人と車でにぎわうショッピングセンター
写真右：誰も歩いていない某市の中心アーケード商店街

（衛生状態も含めた）より良い環境の中に収めていくか、
というところに課題が設定されていた。郊外部にニュータ

そこでまず、日本の地方都市における商業施設の立地・

ウンを建設したり、民間レベルで行われる開発水準が一定

撤退の実態、特に撤退と跡地利用の実態に関して調査を

以上となるよう規制をしたりすることが解決策であった。

行った1)。その結果、大型店の撤退自体は都市の中心部・

しかし周知のとおり、2007年ころから我が国の人口は減少

郊外部を問わず発生しているものの、跡地利用は郊外部に

し始めている。地方都市はそれ以前から減少傾向にある。

おいてより進行していること、ただしその郊外部において

街には人ではなく、空き地や空き家があふれるようになっ

も大型店の空き地が利用されずに周辺で新たな農地転用が

てきた。そのような状況の変化に対応するような都市の構

発生している状況もみられること、等の実態を明らかにし

造をどのように計画し、実現していくか、いわゆる「成熟・

た。このような土地を使い捨てる「焼き畑的」な開発（本

縮小する都市の計画」は、我々の—世界的に見ても—

来的な焼き畑農業はサステナブルな農業なのであるが・・・）

新たなチャレンジである。

をどのように制度的に防止するかは、今後の課題である。

このような時代変化も意識しつつ、これまで都市の空間
構造に関して、「実態としてどのような空間構造になって
いるのか？」
（空間利用実態論）、「どのような計画を策定
することが望ましいのか？」（計画論）、そして「どのよう
に計画を策定することが望ましいのか」（手続き論）とい
う3つのアプローチを組み合わせつつ研究を進めてきた。
以下では、その主なものについて紹介していく。
２. 商業施設の立地コントロール
仙台の街の中心はどこ？と聞かれたら、どう答えられるだ
ろうか。仙台駅？一番町？勾当台周辺？その時に何を思い浮
かべながら答えるだろう？ JR仙台駅？パルコ？藤崎？三
越？？「駅」という交通施設を思い浮かべる人もいるかもし

図：某地区における店舗の撤退・開発状況
（店舗の撤退と新規開発が並列的に行われている）
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また、このような商業施設の立地に伴う他の商業集積に

について調査を行った4)。その結果、特に中心部に近い緩

対する影響は市町村域を超えて発生するため、その広域的

和区域において無秩序なスプロール開発が進行しているこ

な調整が重要になってくる。そこで、都道府県が行ってい

と、そのような安価な土地供給により短期的には宅地開発

る大規模集客施設の立地調整の全国的運用実態を調査する

需要が惹起されたこと等が明らかになった。さらには、既

とともに、その際の市町村間の意見調整のプロセスの類型

存の宅地との隣接条件などのミクロレベルの立地誘導基準

化を行った2)。その結果として、商業施設立地に関する広

の設定と、農業サイドとの連携も含めた実現システムの整

域調整を実質化するための都市圏単位の計画の必要性と、

備の必要性、目標とする商業施設の立地構造を描いたうえ

商業調整と都市計画的調整との間の線引きの明確化の必要

での立地コントロールの必要性などが示唆された。

性を示した。
さらには、商業施設の立地に関する広域調整に関して、
県が即地的に誘導区域を設定したうえで行っている事例と
して福岡県等を取り上げ、その効果と課題を調査した3)。
その結果、県の制度ではあるものの市町村に意思決定を一
定程度委ねており、いわば市町村に立地場所の適否につい
て考える方向性と機会を提供しているものとなっている実
態を明らかにするとともに、計画策定段階での県と市町村
との連携の重要性、計画運用段階で土地利用規制との整合
性を図る重要性を示した。
３. アーバンフリンジの土地利用コントロール

図：規制緩和前後の開発状況の変化
（境界線（太線）のすぐ外側で開発（赤点）されている）

都市の形態を決定する重要な要素の一つは、都市の縁辺
部の土地利用である。都市の拡大は、基本的には農地を埋

一方、「線引き」制度によって開発が原則として禁止さ

め森林を切り開いて、都市的土地利用へと転換することを

れる都市郊外部の市街化調整区域においては、人口減少に

通じて行われる。これを適切にコントロールすることによ

伴う集落の衰退が問題化している。かといって、全面的な

り、都市域の都市的土地利用密度を高く保つことができる。

規制緩和は、前述の通りスプロール開発を招くことになる。

それにより、公共公益施設を効率的に整備することや、各

そこで、「線引き」制度は維持しつつ、市街化調整区域に

種社会サービスの提供を効率的に行うこと、営農環境を保

おいて集落部周辺において限定的に規制緩和を行うことが

全することなどが可能になる。

重要になる。その可能性に関して、すでに条例を制定して

しかし、特に地方都市においては土地利用規制が緩い地
域が多く、それに伴い住宅系や商業系などの都市開発が空

実践的取り組みを行っている兵庫県小野市を事例に検討を
行った5)。

間的に無秩序に行われる、「スプロール開発」が発生する

その結果、策定された計画については、基準が現状追認

結果になっている。それを防止するための土地利用計画制

型であることも手伝って、市の客観的基準に基づく素案が

度をどのように構築するかが、都市計画的には大きな課題

住民に基本的に受け入れられているが、農地の転用規制の

である。特に人口減少時代においては、既成市街地が空洞

緩い農振白地地域を抱えている場合には要望に基づき過大

化している中でこのような低密なスプロール市街地が拡散

な区域設定になっている場合もあること、また開発実態に

的に広がることにより、都市経営上の問題がより顕著に引

ついては、調整区域内における開発総量は増加しているも

き起こされることになる。

のの、基本的には既存集落内、または既存宅地内に収まっ
ていること、中山間部においては開発減少傾向にほとんど
変化が見られないこと等を明らかにした。これらから、計
画策定基準に関して再検討することの必要性が、また土地
利用計画と緩和条例と連携させることの重要性が示された。

写真：「都市の境界」が明確な場合（左）と曖昧な場合（スプロール
市街地）（右）

そのような中で、土地利用規制の緩和（市街化区域と市
街化調整区域の区分、いわゆる「線引き」の廃止）を行う
自治体が出てきた。そこで、このような規制緩和によって
どのような開発への影響や土地利用上の課題が生じるのか
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４. 東日本大震災からの復興まちづくり
2011年３月に東日本大震災が発生し、東北地方沿岸部に
多大な被害がもたらされた。その直後から、被災自治体・
被災者を中心として復興のまちづくりが進められてきた。
これらが具体的にどのようなプロセスを経て行われ、また
どのような効果と課題があったのかを都市計画的観点から
明らかにすることは重要であり、また被災地東北地方の拠
点大学の使命でもある。
(1)空間形成の実態と各種規制・事業
被災とその後の復興プロセスを経て、被災自治体の空間
構造は大きく変化した。一般的には、これまで海際の狭い
平地に形成されていた市街地や集落は、後背部の丘の上な
どに移転した、ということだが、では、具体的にどのよう
に変化したのだろうか？その際に、どのような規制や事業
制度がどのように運用された結果、どのようにこの空間形
成に影響したのだろうか？
この点に関してまず、復興初動期における建築規制とそ
の空間形成への影響に関する調査を行った6)。震災初動期
に無秩序に復興・開発が進行すると、その後の復興計画の
実施に影響が生じる。そのため各自治体は建築規制を行っ
たが、本研究はその効果を明らかにしたものである。結果
として、建築規制の区域指定パターンを「被災区域型」「制
度型」など4種類に分類し、それぞれの特徴を明らかにす
るとともに、それぞれの自治体の被災・復興の状況にあわ
せて規制内容を緩和・強化するフレキシブルな運用が行わ
れていたこと、災害危険区域指定前の初動期建築規制を都
市計画区域外の集落部においても適用可能にするような制
度改変が必要であること、等を明らかにした。

図：石巻市における被災後の開発状況と建物復興率
（被災沿岸部は黒ドットの除却建物が多い一方、既成市街地内におい
ても穴埋め的な自力再建が行われている）

さらには、このような復興全体の基盤となっているのが、
各被災者の、
とくに住宅復興に関する意識である。どこで
（も
との居住場所？便利な中心市街地？）
、どのように（公営住
宅？自力再建？）
住宅復興をするか。今回の復興においては、
それが支援制度の設立・改変、各種事業のスケジュール変
化等に応じて変化してきた。そこで、このような住宅復興
に関する被災者の意向変化とその要因を調査した8)。
その結果、被災者の意向の変遷は、当初無回答から意向
が確定する「意向確立期」
、当初意向を社会情勢の変化等に
より変化させる「意向変化期」
、意思決定を遅らせていた世
帯が仮設住宅からの退去を機に最終的に決断する「最終決
断期」の３期に分けられること、漁業集落からの離脱・移
転や内陸部への移転は必ずしも多くはなく、これは防災集
団移転促進事業を集落ごとに行ったという事業実施枠組み
が影響しているものと思われること、等を明らかにした。

写真：災害危険区域指定前に建築された既存不適格建物（奥）と指定
後に建築されたかさ上げ建物（手前）

また、実際の市街地形態の改変について、石巻市を事例

図：被災者の住宅復興の方法（左）と場所（右）の変遷
（被災者の意向が変化したことを表す斜めの線が多い）

(2)空間計画策定プロセス・まちづくり

として震災後の開発実態を調査し7)、市街化区域と市街化

復興のまちづくりにおいては、平時にはなかった、または

調整区域の区分である「線引き制度」が機能し、開発が市

平時とは異なる新たな組織枠組みを設定し、計画策定の話し

街化区域に集中してコンパクトな都市が形成されているこ

合いを進めていく必要があった。平時からまちづくりに関し

と、また新市街地における大規模開発のみならず既成市街

て地域で話し合いの場を持っていたケースは多くはなかっ

地に穴埋め型の個別的開発（復興）が、時間的には被災直

た。では、その際に各ステークホルダーがどのような役割を

後から進んでいるという実態を明らかにした。

果たし、そこにどのような効果と課題があったのか？またど
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のようなプロセスで計画・実施していけばいいのか？「住民

６)	贄田純平, 姥浦道生、苅谷智大、小地沢将之（2018）
「東

参加は重要」とは言っても、時間もマンパワーも限られる中

日本大震災後の初動期における建築規制とその空間

で、その具体的なプロセスのデザインは簡単ではない。

形成への影響に関する研究」日本都市計画学会論文集,
53, 3, 1199-1206.

この点に関して、石巻市中心市街地における震災初動期
復興を事例に、従来の枠組みを超えた情報共有の場がまち
づくりの検討の場へと進化していった実態を調査し、住民
が主導的に地区の課題解決に資する公共的意思決定への参
加を図っていくプロセスを明らかにした9)。

７)	Michio Ubaura, Junpei Nieda, and Masashi Miyakawa:
(2016)“Building Reconstruction After Large-Scale
Disasters -A Case Study of Ishinomaki City After
the Great East Japan Earthquake” Journal of
Disaster Research, 11, No.sp, 780-788．
８)	岩渕風太, 姥浦道生（2019）
「住宅復興の方法及び場所
に関する被災者意向の推移 大船渡市における東日本
大震災被災者の住宅復興意向の推移に関する研究 そ
の1」日本建築学会計画系論文集, 84, 766, 2595-2604.
９)	苅谷智大, 姥浦道生（2013）「震災復興初動期におけ
る住民主導型まちづくりの発動プロセスに関する一
考察—宮城県石巻市中心市街地を事例として」日本
都市計画学会論文集, 48, 3, 837-842．

写真：石巻市中心部における復興に関する住民を中心とした話し合い
の状況

【著者略歴】
うばうら

６. おわりに
我々の研究の終局的目標は、持続可能な都市・地域空間
形成のための計画技術・システムの構築にある。その際の
前提条件としての冒頭で述べた人口減少傾向は今後も続
き、その都市空間に与える影響はさらに顕著になってくる
ことが予想される。そのため、その対策—具体的には、
集約型都市構造の形成、空き地・空き家対策を含めた地区
空間のマネジメントの必要性など—が急がれるところで
あり、その有効性に関する研究の重要性は引き続き高い。
今後も、終局的目標の達成に向かって、これらの分野に
重点を置いた研究活動を進めていきたい。
【参考文献】
１）	川嶋祥之, 姥浦道生（2017）「地方都市における大型
小売店の撤退とその跡地利用に関する研究」日本都
市計画学会都市計画論文集, 52, 3, 921-928.
２)	田川浩司, 姥浦道生（2011）「都道府県が行う広域調
整の運用実態に関する研究」日本都市計画学会都市
計画論文集, 46, 3, 595-600.
３)	中村匠平, 姥浦道生（2016）「都道府県における即地的
誘導区域の設定を通じた大規模集客施設の立地コント
ロールに関する研究—福岡県と長崎県を事例として—」
日本都市計画学会都市計画論文集, 51, 2, 167-173
４)	坂内陽子, 姥浦道生、赤崎弘平, 和多治（2008）
「東予広
域都市計画区域における線引き廃止前後の開発動向の変
化に関する研究」日本都市計画学会論文集, 43, 1, 28-33
５)	垣内俊宏, 姥浦道生, 難波健（2010）
「市街化調整区域に
おける開発許可条例の運用実態と課題に関する研究—
兵庫県小野市における特別指定区域制度の運用を事例
として—」日本都市計画学会論文集, 45, 3, 739-744．
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組合せ遷移のアルゴリズム理論
〜パズルから電力の供給経路切替まで〜
東北大学大学院情報科学研究科
システム情報科学専攻
教授 伊 藤 健 洋

１. はじめに

のような膨大な選択肢の中から、最適な供給経路を算出す

15パズル、箱入り娘、ラッシュアワー等のパズルで遊ん

るだけでも十分難しい問題です。加えて、たとえ現在の供

だことがある方も多いかと思います。私が研究を進めてい

給経路よりも、良い供給経路をアルゴリズムが算出できた

る「組合せ遷移」は、これら馴染みの深いパズルにも関連

としても、常時稼働型システム特有の課題も生じます。す

する新しいアルゴリズム理論です。状態の「遷り変り」を

なわち、より良い供給経路へ切り替えるためとはいえ、そ

数理モデル化・解析する理論であり、今日では世界的な研

の切替途中でも停電を起こすわけにはいきません。した

究潮流を生み出しています。

がって、配電制御では、約10の58乗通りの供給経路が形成

最も身近な例であるパズルを用いて、組合せ遷移の枠組

する状態空間において、現状の供給経路からより良いもの

みを導入します。15パズルは、１から15までの数字の駒が

へと、停電を起こすことなく遷移させる切替の操作手順を

配置された盤面が与えられたとき、１駒分の空きを利用し

求めることが要求されます。

て駒をスライドさせ、目標盤面に到達させるパズルです（図

私は、このような組合せ遷移のアルゴリズム理論に関す

１参照）。15パズルには、空きの位置も考慮すれば16 ！通

る研究を行っています。特に、最近10年ほどで、組合せ遷

り（約10の13乗通り）の盤面（数字の駒の配置）が存在す

移のアルゴリズム研究は急速に発展・深化しており、その

ることになります。すなわち15パズルは、約10の13乗通

理論体系化が進んでいます。本稿では、組合せ遷移のアル

りの盤面が形成する状態空間において、初期盤面から目標

ゴリズム研究を２つ紹介します。一つ目は、配電制御に応

盤面へと遷移させるスライドの操作手順を求めるパズルと

用した例です。これは、私の研究の中でも、特に応用を意

みなせます。このような「状態空間上での遷り変り」を対

識したものになっています。二つ目は、私の専門であるグ

象とするアルゴリズム理論が「組合せ遷移」です。

ラフアルゴリズムの例を紹介します。
２. 配電損失最小化アルゴリズム
電力系統のうち、需要地末端に電力を送り届ける配電系
統設備は、系統事故時の停電区間極小化のため、複数の経
路から電力が供給できるように形成されています。多数の
開閉器の開閉状態を決定することで、電力の供給経路が一
つに決定されます。供給経路の決定においては、種々の電
気的な制約条件を満たす必要があるだけでなく、託送コス
ト等の各種評価指標を最適化したいという要望もありま
す。今回、我々は配電損失を最適化（最小化）するアルゴ

図1 15パズルの一例。左上の盤面が初期状態として与えられたとき、
空きに面する駒を1つだけスライドする操作を繰り返して、右下
の目標状態に遷移させたい。

リズムを開発しました。そして、組合せ遷移のアルゴリズ
ム理論を併用することで、実際に最適な供給経路へと切り
替える手順も算出できるようになりました。本節の内容は、
東北大学と株式会社明電舎との共同プレスリリース（2019

このような「操作手順」や「変更手順」を扱う組合せ遷

年６月27日）に基づきます［２］。

移は、産業にも現れます。特に、電力の配電制御をはじめ
とする「常時稼働型システム」への応用が挙げられます。

２. １. 既存研究と課題

図２に示すように、一般に配電網は事故時の停電区間を小

一般に配電網は多数の開閉器を有し、種々の制約条件を

さく抑え込むために、複数の経路から電力が供給できるよ

全て満たす供給経路に限定しても、その選択肢は天文学的

うに構成されています。例えば、配電網の日本標準モデル

な数となります。例えば、配電網の日本標準モデルには、

（早稲田大学の林泰弘教授らが公表）には、約10の58乗通

制御可能な開閉器が468個あるため、開閉器の開閉状態は

りという膨大な供給経路の選択肢が存在します［１］。こ

２の468乗通りあることになります。もちろん、これらの
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図２ 配電網のイメージ。開閉器の開閉状態を決めることで、電力供給源から負荷区間への供給経路を定める。
より良い供給経路が見つかったら、開閉器を操作して、現在の供給経路から切り替えたい。ただし、切替
の途中でも、停電を発生させてはいけないし、その他の電気的な制約条件も全て満足しなければならない。

中には、停電を起こすものもあれば、電気的な制約条件を

場合には、配電損失の最適性は保証されませんが、停止時

満たしていないものも多数含まれます。しかし、種々の制

点までに求めた最良の供給経路とその切替手順を出力しま

約条件を満たす供給経路に限定したとしても、約10の58乗

す。また、アルゴリズムの並列化も容易であり、計算機環

通りの選択肢が存在することがわかっています［１］。

境によっては更なる高速化が見込めます。

このように多数の選択肢の中から、最適な供給経路を見
つけ出す問題については、長年に渡り様々な研究が進めら

２. ３. 本研究の有効性

れてきましたが、実運用に向けては課題も残されていまし

本アルゴリズムの有効性は、配電網の日本標準モデルに

た。例えば、配電損失を最適化したい場合には、最適な供

対する検証実験によっても確認されています。このモデル

給経路を算出するアルゴリズムが開発されていましたが、

は、日本の実際の配電網に基づいて設計された実用規模の

現在の供給経路から最適な供給経路への切替手順を算出す

配電網データです。早稲田大学の林泰弘教授らが調査し、

ることはできていませんでした。一方で、切替手順を同時

ベンチマークテスト用のデータとして公開されています。

算出できるアルゴリズムも開発されていますが、それらは

制御可能な開閉器数468、電力の供給源数72、総需要量73

配電損失の最適性が保証されていませんでした。

－170MWh、線路容量300A、送り出し電圧6.6kV、電圧許
容範囲6.3－6.9kVとなっています。

２. ２. 本研究の手法
我々の研究では、組合せ遷移の手法を併用することで、

我々の研究により、供給経路を最適化するためには、
100手を超える開閉器の操作が必要になる場合もあること

配電損失の最適化とその切替手順の同時算出を可能とする

が明らかになりました。約10の58乗通りの天文学的な選択

アルゴリズムを開発しました。理論上は、現在の供給経路

肢の中から最適な供給経路を選び出すと同時に、100手を

から最適な供給経路への切替手順が存在しない場合もあり

超え得る切替手順を算出することは、既存アルゴリズムで

得ます。その場合には、切替手順が存在しない旨を出力す

は困難を極めますが、本研究では市販レベルのデスクトッ

るだけでなく、現在の供給経路から切替手順が存在するも

プパソコンを用いても数秒～十数秒での算出を可能としま

のの中から、もっとも配電損失が小さい供給経路を切替手

した。以下では具体的に、２つの実験結果を紹介します。

順とともに算出することもできます。

一つ目は極端な例として、電力網の日本標準モデルに対

ただし、配電網の規模によっては、これらの算出に時間

し、配電損失を最大化（最悪化）する供給経路をあえて初

がかかる場合もあります。そこで、アルゴリズムを好きな

期状態としました。このときの配電損失は約6.28MWhです

タイミングで停止できるよう設計したことも、本研究の特

が、最適な供給経路では約1.33MWhとなり、約78％の改善

色の一つです。多くの既存アルゴリズムがいつ停止するの

となります（日本標準モデル22時のデータを使用）
。本研

かわからない状況で待ち続ける必要があるのに比べ、本研

究のアルゴリズムは、この最悪な供給経路から最適な供給

究では使用目的と計算機環境に応じた柔軟なアルゴリズム

経路まで、実に205手に及ぶ切替手順を約５秒で算出する

の運用が可能となります。アルゴリズムを途中で停止した

ことができています。もちろん、このような極端な例は現
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実的ではありませんが、我々のアルゴリズムの実力を示す
例として挙げております。
二つ目は、電力網の日本標準モデルとともに公開されて
いる供給経路を初期状態とした場合です。この公開されて
いる供給経路は、配電損失を最小化するものではなく、最
適な供給経路に切り替えることができれば、配電損失を約
0.79％改善することができます（日本標準モデル22時の
データを使用）
。実際に本研究のアルゴリズムは、供給経
路を最適化する22手の切替手順を約１秒で算出することが
できています。
また、単純な拡大計算ではありますが、24時間分のデー
タを解析したうえで、本研究の効果を日本全国規模で概算
すると、年間で約13.7GWh（一般家庭3,800世帯分）の損
失改善が期待できます。これは二酸化炭素排出量6,800トン
（杉の木にして49万本分）の削減効果に相当します。地球
温暖化対策に向けた二酸化炭素排出量削減や、電力の発送

図３ (a) グラフ、(b) マッチングではない例、(c) マッチングだが完全
マッチングではない例、(d) 完全マッチングの例。

３. ２. 完全マッチングの組合せ遷移問題

電分離に伴う託送コスト低減への要求が高まる中、本手法

完全マッチングの組合せ遷移では、同じグラフの２つの

は現有設備の運用のみで実現できる方策として期待できる

完全マッチングが与えられ、初期の完全マッチングから目

のではないかと考えています。

標の完全マッチングへの遷移系列（変更操作の系列）を求
めます（図４参照）。このとき、１回の変更操作では、マッ

３. 組合せ遷移のグラフアルゴリズム
前節の配電損失最小化は、応用を特に意識したアルゴリ
ズム研究であり、私の研究の中でも特別な研究事例です。
本節では、私の「普段」の研究も紹介します。
私の専門は、理論計算機科学・アルゴリズム理論の中で

チングの辺とマッチングではない辺が交互に現れるサイク
ルに沿って、マッチングの辺を入れ替えることができます。
図４で薄く色づけされたサイクルをご覧ください。
実は、このような変更操作の下では、あらゆる完全マッ
チングが互いに遷移可能であることがいえます。すると、

も、グラフアルゴリズムです。グラフは、点と辺から構成

変更操作の回数を最小化できないか？という自然な疑問が

され、図３(a)のように描かれます。ここで、グラフの点は

湧いてきます。図４の具体例では、上側の茶色の４つの矢

白丸で、グラフの辺は２点（２つの白丸）を結ぶ直線で描

印（つまり４回の変更操作）に従っても、下側の緑色の３

かれています。グラフは、いろいろな構造を抽象的に表現

つの矢印（つまり３回の変更操作）に従っても、初期の完

することに優れています。例えば、配電網の構造はグラフ

全マッチングから目標の完全マッチングに遷移させること

を用いて表現することができます。したがって、前節の配

ができます。それならば、下側の３回（実はこれが最短の

電損失最小化アルゴリズムでも、私はグラフアルゴリズム

遷移系列）を求めたいという問題です。

の観点から研究開発を行いました。
本節では、完全マッチングの組合せ遷移問題について解
説します。本節の内容は、文献［３］に基づきます。

図４の具体例は、本問題のおもしろさと難しさを示す例
にもなっています。赤い点線で囲んだ辺は、初期と目標の
両方の完全マッチングに入っています。それ以外のマッチ
ングの辺は、初期または目標のどちらか一方にしか入って

３. １. 準備

おらず、すなわち、どんな遷移系列であっても必ず変更操

グラフから何本か辺を選んだとき、どの２つの辺も同じ

作を適用しなければなりません。上側の茶色の矢印に従っ

点を共有しなければ、その辺集合はマッチングと呼ばれま

て遷移させると、そのような辺だけに変更操作を適用して

す。例えば、
図３(c)の７本の青い辺はマッチングです。また、

いることがわかります。それにも関わらず、これでは最短

図３(d)の９本の赤い辺もマッチングです。一方で、図３(b)

にならないのです。赤い点線で囲まれた辺は、初期と目標

の８本の緑の辺は、茶色の点線で囲まれた点が２本の緑の

の両方に入っており、一見すると、この辺に変更操作を適

辺に共有されているので、
マッチングではありません。また、

用することは無駄に思えます。ところが、実際には下側の

図３(d)のマッチングでは、９本の赤い辺によって、グラフ

緑の矢印に従った遷移のように、この辺に敢えて変更操作

の全ての点がカバーされています。このようなマッチング

を適用し、また後で再び戻すことで、最短の遷移系列が実

を、
完全マッチングと呼びます。図３(c)の７本の青い辺では、

現できます。アルゴリズムは、最短の遷移系列を求めるた

カバーできていない点が４つありますので、これはマッチ

めに、このような状況を常に正しく計算する必要がありま

ングではありますが、完全マッチングではありません。

す。これが本問題の難しさの一端です。
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図４ 初期の完全マッチングから目標の完全マッチングへの遷移の例。上側の茶色の矢印に従うと4回の変更操作が必要だが、下側の緑の
矢印に従うと３回の変更操作で遷移することができる。なお、下側が最短の遷移系列となる。
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３. ３. 多面体的組合せ論との関係

pp. 61:1-61:15 (2019)
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岩石―水反応が駆動する地殻現象とその有効利用
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 岡 本
敦

用のメカニズムを理解し、資源やエネルギーの有効利用へ

１. はじめに
私たちの人間社会は、固体地球の上に存在しています。

とつなげていく研究を進めています。

地球のプレートの動きは年間で数センチ－数十センチメー
トルとゆっくりとしたものですので、普段の生活では「地

２. 超臨界地熱システムにおけるシリカの影響

球」を意識することはほとんどないかもしれません。しか

日本の東北地方のような火山地域において、「地熱」は

し、東日本大震災以降、各地で地震や火山活動が頻発する

季節や天候に左右されず安定に供給できる再生可能エネル

ようになり、地殻現象が私たち人間社会に与える大きな影

ギーとして期待されています。地下は深くなればなるほど

響を感じるようになりました。現在の日本は、人類史上で

高温になり、地熱地帯では深さ１kmごとに100℃を超える

最も活動的な地球に直面していると言えるかもしれませ

温度勾配を持っています。地熱エネルギーを利用するため

ん。地震や火山のような災害だけではなく、鉱物資源や化

には、熱を効率よく回収するための流体の存在が不可欠で

石燃料、温泉、地熱エネルギーなど、私たちは地球内部か

す。現在の地熱発電は、温度にして200-300℃ , 深さにし

ら多くの恩恵を受けています（図１）。私は、地球を「動

て1000-2000mくらいの貯留層をターゲットにしていま

的なシステム」として捉えて、それと調和した形で人間社

す。一方、近年、水の臨界点 (374 ℃ , 22 MPa)よりも高温

会を考えていくことが大切であると考えています。

の超臨界地熱資源が新たな可能性として注目されています
（図２）。しかし、その開発は決して簡単ではありません。
高温地殻の掘削が技術的にハードルが高いだけでなく、流
体が存在する場所を地表探査のみで決定するのは困難で、
かつ岩石の力学的特性、流体の化学的性状を含めて、超臨
界地熱貯留層の特性はよくわかっていないためです。現在、
アイスランド、イタリア、日本などで、超臨界地熱の開発
に向けた掘削プロジェクトが進められています。

図1 地圏環境と私たちの人間社会

人類は月に行くことはできても、いまだに10km地下に
は行くことができません。したがって、地殻内部の状態を
精度よく評価することは、科学技術の発達した現代の社会
においても非常に困難な課題のままです。例えば、地下資
源は、どこを掘っても出てくるわけではなく、非常に局在
化しているために、開発が困難になっています。このよう
な地殻の複雑さを理解する１つの鍵は、岩石の隙間などに
存在する地殻流体（H2O、CO2、それに溶け込んでいる電
解質など）にあります。岩石そのものの反応は非常にゆっ
くりとしたものですが、岩石に少量の流体が加わると、物

図2 超臨界地熱システムと石英の溶解度の変化

質やエネルギーの移動、そして化学反応が劇的に加速しま
す。その結果、流体は、鉱床や地熱資源が形成する中心的

地殻は、浅部では脆性的で割れやすく、流体が流れやす

な役割を果たし、地震や火山活動を引き起こします。また、

い透水帯であるに対して、深部では岩石が延性的に変形す

H2OやCO2の地球内部を含めた大循環は、海水量、気候、

る不透水帯であると考えられており、超臨界貯留層はこの

エコシステムに大きな影響を与えます。私たちの研究室で

透水－不透水境界よりも深部に位置します。しかし、この

は、水熱実験、フィールド調査、モデリングなどを通じて、

透水－不透水の境界が何にコントロールされているかは、

地殻やマントルで起こっている特徴的な岩石－流体相互作

よくわかっていません。私たちは、この問題の岩石－流体
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相互作用の側面に着目し、葛根田地熱地域の深部掘削井

実は、地熱開発と同様のフラッシング現象は、天然の地

WD-1aに沿って、地殻の代表的なシリカ(SiO2)鉱物である

下の中でも起こっていると考えられます。2013年に「地震

石英の溶解度を求めました (Saishu et al., 2014)。その結

が起こると瞬間的に金鉱床ができる」という興味深い仮説

果、 石 英 の 溶 解 度 は 深 く な る に つ れ て 大 き く な る が、

が提案されました (Weatherley and Hanely, 2013)。地震時

350℃付近に来ると急激に減少して、380℃くらいで極小

に断層の隙間が広がるために真空に近い状態となり、地下

値をとることがわかりました（図２）。驚くべきことに、

の流体がflash vaporizationを起こし、シリカとともに金を

この極小値の深度は、透水－不透水境界の深度とピタリと

析出するというものです。この論文では仮説として述べら

一致します。この溶解度の急激な変化は、水の亜臨界から

れているだけですが、私たちのフラッシング実験は、同じ

超臨界への状態変化に対応すること、また、このような環

ような状況を再現しているといえます。実際に、天然の断

境を水熱実験で再現してやると、石英やアモルファスなど

層や熱水性の金鉱脈には球状のアモルファスシリカ粒子

さまざまな形態でシリカ鉱物が析出することがわかりまし

や、痕跡を残した石英粒子がしばしば観察されており、地

た (Okamoto et al., 2010; Okamoto and Sekine, 2011)。こ

震に伴う瞬間的な流体流動と鉱床形成の関係を示唆してい

のようなことから、超臨界地熱システムは、実は岩石の力

ます。ただ、実験室では、シリカを析出させることはでき

学的性質だけではなく、流体の状態に強く依存して形成・

ますが、金を析出させることには成功していません。金は

維持されており、シリカの析出が水理学的な境界を形作っ

シリカと比べて圧倒的に溶解度が低いので、金鉱床で見ら

ていると考えています。

れるような濃集構造がどのようにできるのか、実際にそれ
を再現するような人工鉱床を作ることができるのかは、大

３. 超臨界流体のフラッシングによるシリカ粒子の形成

きなチャレンジとして残されています。このような最近の

アイスランドのクラフラ火山の近傍で行われた超臨界地

研究は、これまで地質学的時間スケールでゆっくり形成す

熱の掘削プロジェクトIDDP-1では、深度2.1kmでマグマに

ると考えられてきた鉱床が、実は、地震のような突発的イ

遭遇し、450℃を超える過熱蒸気が噴気しました。この蒸

ベントによって短期間にできたことを示唆しています。現

気は地熱資源としては非常に高品質ですが、問題となった

在、各地で群発地震が観測されていますが、今まさに高温

のは、蒸気中に大量のシリカが含まれていることでした。

地殻を地殻流体が移動しながら、現在進行形で金属鉱床が

このような蒸気中でのシリカの状態を調べるために、私た

作られているのかもしれません。

ちは、高濃度のシリカを溶かし込んだ水溶液を、超臨界状
態から一気に大気開放するフラッシング実験を行いました

４. マントル流体相互作用と水素の発生

(Amagai et al., 2019)。その結果、数秒のうち減圧し、蒸気

地球表面の７割を占める海洋には、大陸地殻とは全く異

となるに伴って、0.1から５ミクロンメートル程度の球形

なる海洋地殻が広がっています。大陸地殻 (厚さ30-70 km)

のアモルファスシリカの粒子が瞬間的に生成されることが

に比べて、海洋地殻の厚さは５-10kmと薄いために、海水

わかりした（図３）。さらに、このようなナノ－マイクロ

は直接的にマントルのかんらん岩と反応しやすいという特

サイズの粒子を超臨界流体中に保持すると数日で、最も安

徴があります。海洋底は固体地球（岩石圏）と表層環境（気

定な石英へと変わることも明らかにしました。超臨界地熱

圏・水圏・生物圏）との最大の境界面だということもでき

を開発する際には、このシリカの析出は避けられない問題

ます。現在、マントル岩石と流体との反応は、地球内部の

であり、タービンや配管などへの付着を避けるために、そ

水循環、地震発生、海底エコシステム、二酸化炭素固定、

の粒子の生成・輸送に関する物理・化学過程を詳しく調べ

生命の起源などの様々な分野で大きな注目を集めていま

ています。

す。まず、マントルの岩石が水と反応すると、かんらん石
が「蛇紋石」と呼ばれる13質量%もの水を含む鉱物へと変
化します（これを蛇紋岩化作用と呼びます）。蛇紋岩は地
球内部に水を持ち込む最大のキャリアーであるとともに、
沈み込み帯の深部で分解して水を放出し、地震を引き起こ
したりマグマを作る原因になると考えられています。また、
蛇紋岩化作用の大きな特徴の１つは、反応の際に、２価の
鉄を酸化して、同時に水を還元して水素を発生することで
す。その場に二酸化炭素が存在すれば、メタンや高次の炭
化水素をも作り出します。2000年以降、大西洋中央海嶺な
どの深海底において、熱水噴出孔の周辺に特殊なエコシス
テムが発達していることが発見されて、蛇紋岩化作用に
よって生成される水素エネルギーが、海底や地下の生物圏

図3 (a)超臨界フラッシング実験の条件と(b)生成したアモリファスシ
リカ粒子、(c)石英への変化(Amagai etal.,2019)
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この反応が生命発生の鍵を握っているのではないかと多く

いて、それが環境や地下生物圏にどのような影響を与えて

の研究者が考えています。しかし、現在の海洋底において

いるかを理解し、自然の仕組みを利用して環境問題への解

も、海水が海洋プレートの中をどの深さまで侵入して、ど

決につなげていきたいと思っています。

れほどの量を水素を発生しているのかはいまだによくわ
かっていません。

５. 岩石の組織形成と情報抽出

私たちの研究室では、日本では秩父や愛媛県、海外では

これまで述べてきたように地殻やマントルの内部で起

オマーン、モンゴルなどの様々な地域で、地表に露出した

こっている化学反応や物質移動は、表層の環境、生態系や

マントル岩石を調査しています。さらに、潜水艇「しんか

そして私たちの人間社会にも大きな影響を与えます。しか

い6500」による海洋底の調査などを行うことで、蛇紋岩化

し、通常、その「地球の動き」や「岩石の形成プロセス」

作用の研究を行なっています（図４）。最近では、海洋プレー

をその場で観察することはできません。このような岩石が

トが地表にのし上がった地質体が露出しているオマーン国

経験してきた履歴は、過去の地殻変動を経て地表に現れた、

において行われた陸上掘削プロジェクトに参加し、地殻と

岩石の空間パターン、岩石組織に残されています。私たち

マントルの境界を貫く掘削コアを解析し、下部地殻をどの

は、この岩石の組織を数値モデルにより再現しながら、理

ように流体が浸透しているのか、またそこでどのように水

解 し よ う と し て い ま す(Okamoto and Shimizu, 2015;

素が発生しているかを明らかにする研究を進めています

Okamoto et al., 2015; Shimizu and Okamoto, 2016; 岡本・

（Yoshida et al. accepted）
。

桑谷, 2017; Yoshida et al., accepted)。

図4 「しんかい6500」によるトンガ海溝調査（左）と「ちきゅう」
によるオマーンオフィオライトのコア記載（右）

また、蛇紋岩化作用の反応プロセスを理解するために、
実験室での水熱反応実験を行なってきました。マントルの
岩石は地殻よりもシリカ（SiO2）に乏しい特徴を持ってい
ます。そのため、マントルと地殻の境界では、海水が循環
するとマントルにシリカを供給される特殊な状況になりま
す。この熱水循環系を理解するために、反応容器の中に模
擬的に地殻－マントル境界を設定して、最長8000時間にも
及ぶ反応実験を行いました。実験としては長いものですが、
地球の100万年を単位とするようなプロセスとしてはかな
り短期間なものです。実験の結果、地殻―マントル境界で

図5 (a)海洋底の蛇紋岩組織と(b)マントルの炭酸塩化の亀裂、（c）離
散要素法による反応による亀裂パターンの変化(Shimizu and
Okamoto,2016修正)。

特徴的な反応が起こり、境界から離れるに従って、反応経
路やその進行度合いが系統的に変化するということがわか

例えば、マントル岩石の蛇紋岩化（水を吸収する反応）

りました。さらに、生成物が作り出す空間パターンを反応

や炭酸塩化（二酸化炭素を吸収する反応）が進行すると、

－輸送モデリングと機械学習の手法を用いることより、反

最大50%もの体積膨張が起こります。私たちが室内で反応

応カイネティクスや元素拡散の解析を行なっています

実験を行う際には、通常、岩石や鉱物の粉末を用いますが、

(Ogasawara et al., 2013; Oyanagi et al., 2020)。

実際の地下環境では、岩石が流体との反応により膨張する

マントルの岩石は、水とともに、二酸化炭素を炭酸塩と

とH2OやCO2流体の通り道である空隙が閉塞してしまうと

して固定化する高い反応性を持っています。このため、地

いうパラドックスが存在します。したがって、本質的な問

球の歴史において、表層の気候変動に影響を与えてきたと

題の１つは、化学反応そのものよりも、地下でどのように

考えられており、また、現在の人為的な二酸化炭素地中固

流体浸透を維持しながら反応が進行するか、ということで

定の方法としても期待されています。このようなマントル

す。この問題を解く鍵は、天然の蛇紋岩などで観察される、

と流体の研究を通じて、海底が実効的にどれほど浸水して

特徴的なパターンで発達するき裂ネットワークにあります
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（図５）。私たちは、離散要素法を用いたモデリングを行っ

M o t o m i y a , K . , T s u c h i y a , N . (2019) S i l i c a

て、岩石の反応に関連するき裂形成メカニズムを明らかに

nanoparticles produced by explosive flash

する研究を進めています。離散要素法では、粉体の挙動を

vaporization during earthquakes. Scientific Reports,

シミュレーションするために発達した手法ですが、要素を

9, 9738.

バネで結びつけて岩石を表現することができます。私たち

［５］W eatherley, D.K., Henley, R.W. (2013) Flash

はこの岩石モデルに、地下で起こる化学反応と流体流動を

vaporization during earthquakes evidenced by gold

組み込む新しいモデルを開発しました。これにより、マン

d e p o s i t s . N a t u r e G e o s c i e n c e , d o i :10.1038/

トルに流体が浸透すると、岩石が反応によって膨張し、そ

NGEO1759.

の結果の不均質な応力場で岩石が割れて、流体がさらに浸

［６］K elly D.S., Karson, J.A., Blackman, D.K., Fruth-

透することができるということを示しました (Okamoto

Gree, G.L., Butterfield, D.A., Lilley, M.D., Olson,

and Shimizu, 2015; Shimizu and Okamoto, 2016)。このよ

E.J., Schrenk, M.O., Boe, K.K., Lebon, G.T.,

うなき裂パターンは、反応の種類や、反応速度と流体移動

Rivizzigno, P., the AT3-60 Shipboard Party (2001)

速度の兼ね合いによって系統的に変化することを示しまし

An off-axis hydrothermal vent field near the Mid-

た。このような数値シミュレーションによって得られたパ

Atlantic Ridge at 30°
N. Nature, 412, 145-149.

ターンと天然の岩石組織を比較するときに、現時点では、

［７］Yoshida, K., Okamoto, A., Shimizu, H., Oyanagi, R.,

直感的に「似ている」ものを選んで解釈することが多いの

Tsuchiya, N., Oman Drilling Project Phease 2

が現状です。今後は、機械学習のアプローチなどを用いて、

Science Party, Fluid infiltration through Oceanic

生成モデルやパターン特徴量自体を選択することで、岩石

lower crust in response to reaction-induced

に記録された情報から、地殻やマントルの反応現象を逆問

fracturing: Insights from serpentinized troctolite and

題として解いて、そのダイナミクスを明らかにしていきた

numerical models. Journal of Geophysical Research,

いと考えています。

accepted.
［８］Oyanagi, R., Okamoto, A., Tsuchiya, N. (2020) Silica

６. おわりに

controls on hydration kinetics during serpentinization

この30年の間に固体地球の物質科学は飛躍的に進歩し

of olivine: Insights from hydrothermal experiments

て、相平衡の熱力学によって、地球のコアまでどんな物質

and a reactive transport model. Geochimica et

が安定に存在できるかを予測できるようになってきまし

Cosmochimica Acta, 270, 21-42. doi.org/10.1016/

た。しかし、今後、増大していく地球規模の環境問題や資

j.gca.2019.11.017

源・エネルギー問題、大規模な自然災害に対応していくた

［９］Ogasawara Y., Okamoto A., Hirano N., Tsuchiya N.

めには、地球の静的な物質分布ではなく、ダイナミックな

(2013) Coupled reaction and silica diffusion during

地殻現象を理解し、予測する必要があると考えています。

serpentinization. Geochimica et Cosmochimica Acta,

私たちは、水熱実験や数値シミュレーションをうまく使い

119, 212-230.

ながら、情報がスパースな地圏環境を理解し、持続可能な

［10］O
 kamoto, A., Kuwatani, T., Omori, T., Hukushima, K.

社会のためにその仕組みを有効利用するための研究を展開

(2015) Free-energy landscape and nucleation pathway

していきたいと思っています。

of polymorphic minerals from solution in a Potts
lattice-gas model. Physical Review E, 92, 042130.
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ミクロな機械で実現する高機能・多機能な
医療機器、ヘルスケア機器
東北大学大学院医工学研究科
医工学専攻
教授 芳 賀 洋 一

１. はじめに
スマートフォンやウェアラブル機器など様々な機器が小
さくかつ高機能になっているが、この実現には集積回路技
術、マイクロマシニング技術、MEMS（微小電気機械シス
テム）技術など様々な微細加工技術が用いられている。
これら様々な微細加工技術を内視鏡やカテーテルなどの
人体内での検査、治療に用いる低侵襲医療機器、皮膚に貼
り付けて人体に直接作用するタイプのウェアラブルヘルス
ケア(健康管理）機器に積極的に利用することで、今まで
にない新しい高機能化、多機能化が実現できる。
図1

２. 低侵襲医療機器
低侵襲医療とは体を大きく切開せずに内視鏡や、医療用

従来の機械加工・組立プロセス(左)と低価格化、使い捨て化を
可能にする一括作製プロセスの比較(右)

付け、外力によるそのたわみ量を光学的に読み取ることで、

チューブであるカテーテル、長い金属針などを体内に挿入

体内に挿入できる細径の圧力センサを開発している。図２

し従来の手術に匹敵する検査や治療を行うもので、患者の

に開発した直径125μmの極細径光ファイバー圧力センサ

身体的、精神的負担を減らせる他、入院期間を短縮し医療

を示す1)。MEMS技術により作製された厚さ0.7μmの薄い

費の削減にも役立つ。内視鏡は、主に口や肛門などの開口

シリコン酸化膜ダイヤフラムが直径125μmの光ファイ

から挿入され胃や腸など消化管の検査・治療に用いられる

バー端面に形成されており、圧力によるダイヤフラムのた

シャフトが柔らかく曲がる軟性鏡と、胆嚢摘出などの腹腔

わみを白色光の干渉スペクトル変化を用いて検出する。髪

鏡手術や脳腫瘍摘出のための脳手術に用いられ棒状でシャ

の毛程度に細いので、従来のセンサでは挿入不可能な、血

フトが硬く曲がらない硬性鏡がある。医療用のポリマー製

管内が病的に狭くなった部位や末梢の細い血管などに挿入

チューブであるカテーテルは血管内などに挿入され、検査

でき、精密な血圧計測を行うことができる。センサ部構造

の他、血管内治療として血管内狭窄部を内側から広げるこ

体はMEMSプロセスを用いてシリコン基板上に多数のダイ

とや脳動脈瘤内に内側から詰め物をして破裂を未然に防ぐ

ヤフラム構造を一括で作製し、その後、反応性イオンエッ

ことなどが行われる。

チング（RIE）で貫通エッチングを行い、ダイヤフラムを

内視鏡やカテーテルは、より細く小さく、かつ精度良く、

持った多数の円柱形状パーツを一括作製する。この円柱

安全かつ確実に検査と治療が行えること、さらに新たな検

パーツをガラスキャピラリ内で光ファイバー端面に金属層

査、治療の実現が求められている。このような要求と課題

を介して接合した後、円柱のシリコン部のみを選択的に

を工学技術により解決する試みがいくつかなされている。

エッチング除去しセンサが完成する。センサ部が小さいの

例えば硬性鏡の操作をロボット化したロボット外科手術、

で１回のプロセスで１枚のシリコンウェハーから数十万個

飲み込むことで体内の映像をワイヤレスで体外に送信する
カプセル内視鏡などがある。
更なる細径化、高機能化などのためにMEMSなどの微細
加工技術が役立つ。図１のようにウェハレベルで複雑な機
械要素を一括に作製可能で量産性に優れた技術を利用する
ことで、血液や体液を介した感染を防ぐための使い捨て
（ディスポーザブル）化にも役立つ。
医療用途を目指した各種マイクロ力センサや触覚セン
サ、圧力センサが試作開発されているが、我々は光ファイ
バー先端に外力によってたわむ膜（ダイヤフラム）を取り
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極細径光ファイバー圧力センサ (外径125μm)
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という膨大な数のダイヤフラム構造体を得ることができ

一般に、胃カメラなど消化管検査などに用いられる軟性内

る。応用として血管が病的に狭くなった部位前後の圧変化

視鏡の屈曲や組織をつかむ鉗子の動作は、シャフトを通した

を計測し治療の判断に役立つ評価をすること、胸腹部の心

ワイヤーを体外から牽引することで行っており、これは内視

血管手術の際に重要な臓器を虚血から守る臓器灌流カテー

鏡手術ツールをロボット化したロボット外科手術でも同様

2)

テル などがあり、具体的な開発を進めている｡ また後述

である。
ワイヤー牽引駆動は、
ツールを細く小さくする程シャ

する手術鉗子など手術器具へ搭載する小型センサ、血管モ

フトが変形しやすくなるため先端の精密な動作ができなく

デルに搭載するセンサとしても応用開発を進めている｡

なる。特に曲がりくねった先では自在な操作はできない。低

超音波検査法は体内組織からの超音波反射エコーを利用

侵襲医療ツールにマイクロアクチュエータを組み込むこと

して体内の構造を可視化する方法で、超音波プローブを小

で細く柔らかい機器の先で精密な動作が可能になる。マイク

さくすることで体内に挿入して用いることができ、体外か

ロアクチュエータとして比較的大きな変位と力が出せる形

ら観察するよりも精密な画像を得ることができる。内視鏡

状記憶合金（SMA）
、ポリマーアクチュエータなどが提案さ

先端に超音波プローブを搭載したものや、カテーテルに搭

れている。例えばSMAをカテーテルや内視鏡など医療ツー

載され血管内で用いる超音波内視鏡が臨床に用いられてい

ルの先端部に搭載することで、図５のように屈曲、ねじれ回

る。カテーテル進行方向の血管壁と病的に狭くなった部位

転や伸縮など様々な動きを実現できる5)。具体的な用途とし

を３次元超音波イメージングにより立体的に可視化を行

て例えば、腸の通過障害である腸閉塞の際に腸内容を吸引し

い、血管内治療を安全かつ確実に行うことを目指し、カテー

て減圧治療を行うポリマーチューブ先端に屈曲機構を搭載

テル先端搭載用前方視超音波プローブを開発している。超

し、病変部に容易に到達できるようにした屈曲チューブなど

音 波 ト ラ ン ス デ ュ ー サ と し て 図 ３ の よ う にPZTや

がある6)。SMAを用いて多方向に曲がることができる能動屈

PMN-PTのような機能性材料を使わずに静電駆動により

曲機構先端にCMOSなどの電子イメージャーを搭載すること

超音波トランスデューサとなるCMUTs（静電駆動型超音

でワイヤー牽引よりも屈曲機構を低コスト化でき、従来の軟

波トランスデューサ）を、陽極接合可能な貫通配線を有す

性内視鏡は他の人に繰り返し使用するために使用後に洗浄

るセラミック基板であるLTCC（Low Temperature Co-fired

滅菌する必要があるのに対し、１回使い捨て化も可能になる

3)

Ceramics）基板を用いて試作し動作を確認している 。また

と期待される7)。体内に挿入または留置する医療機器の多く

図４のように側面ビアを用いて立体的な配線取り回しを行

は注射針や内視鏡の鉗子口を通して体内に挿入されること

うことにより、カテーテルなどの先端へ搭載するための小

から一般に円筒形状をしており、半導体微細加工技術など平

型実装技術を開発している4)。

面基板をベースに発展してきたMEMS技術がそのまま適応
できない場合が多い。非平面へ適用可能なMEMSプロセス
として直径数mmのチューブ上にレーザー照射を利用したマ
スクレスフォトリソグラフィーを行い、金属ソレノイドコイ
ルパターンや絶縁層を介した多層金属パターンを試作した8)
。この技術を応用し、脳に挿入し光学観察と電気活動の計測
を同時に行う神経電極の開発を行っている9) ｡

図３

リングアレイ静電駆動型超音波トランスデューサ(CMUTs)

図５

図４

側面ビアを用いたカテーテル先端へのパッケージ

形状記憶合金(SMA)を用いた多方向能動屈曲電子内視鏡
(外径3.9mm)

(a) 形状記憶合金を用いた能動カテーテルの構成図
(b) 能動屈曲電子内視鏡を腸モデル内に挿入した様子
(c) 先端のイメージャーから腸モデルを撮像した様子
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手術器具の高機能化、多機能化の際には機器の性能を損

測定する。素子を２次元アレイ状に配置し、ちょうど血管

なわずに実現しなければならない｡ 触覚や力を計測するセ

の上に位置し血管径の変化がみられる素子からの信号のみ

ンサを内視鏡手術に用いられる鉗子に搭載することを目指

を利用することで、皮膚上の超音波トランスデューサ素子

しているが、電気メスなどを用いる環境では電磁ノイズの

と皮下の血管の位置合わせの難しさを解決する。図７に装

影響を受けないことが望ましい｡ 前述の光ファイバー圧力

置構成と結果を示すが、手首近くの橈骨動脈において血管

センサを用い、図６(a)に示すようなパッケージングを行う

内圧の変化と同様の波形が得られている。実使用の際は装

ことで小型かつ電磁ノイズの影響を受けない力センサが実

着時に従来の血圧測定法を用いて校正を行う。

現できる10)｡ これを経鼻脳手術用鉗子に搭載し，鉗子に触

また、超音波による血管径計測と血管内圧計測を同時計

覚および把持力を計測する機能を搭載する試みを行ってい

測することで動脈壁に存在する平滑筋の筋収縮の程度（血

る｡ ３個の力センサを鉗子シャフト部に搭載することで鉗

管緊張）を動的に計測でき、前述の超音波による血管径計

子側面にかかる力の方向と大きさを計測し、図６(b)右のよ

測とトノメトリを用いた血管内圧計測をヒトの手首近くの

うに内視鏡画像などの手術画面のモニターにリアルタイム

動脈に対し同時に行い、ストレス反応の程度を血管緊張の

に表示することができる｡

程度として動的に計測できる可能性を示すことができた12)｡

図７

超音波血管径計測によるウェアラブル血圧センサシート

血中の乳酸や血糖などの生体成分を採血せずモニタリン
グすることを目指し、皮膚に微小な針を浅く刺入、留置し
図６

光ファイバー圧センサを応用した力センサ

微小循環により皮下組織液を体外に採取し、これに含まれ
る生体成分を計測する装置を開発している。図８は直径約

３. ウェアラブルヘルスケア(健康管理)機器

200μmの細径金属針の外壁にポリイミド層による微小流路

様々なウェアラブル機器の開発が行われているが、その

を形成したもので、流路上のフタのうち皮下に位置する部

測定項目は加速度などの物理量や心電図や心拍など電気生

分に貫通穴を設け、流路に灌流液を循環させ貫通穴を通し

理学的計測、または光の吸収を用いた吸光度計測がほとん

て皮下組織液を体外に採取する13）。マウスの皮下に刺入、

どであり、今後のウェアラブル機器には、より多くの測定

留置し、血中の乳酸濃度と採取した皮下組織液中の乳酸濃

項目や制限が少なく精度の高い測定が求められている。今

度、または血中と皮下組織液中のグルコース濃度について

までウェアラブルデバイスに用いられることがほとんどな

良い相関が確認できている。乳酸の計測は運動強度の定量

かった超音波による測定、微細加工を施した針を皮膚の角
質を貫通する程度に浅く刺入、留置し皮下組織液を体外に
採取して生体成分を精度良く分析することなど、新たな手
段や測定項目の提供を目指している。
超音波トランスデューサ素子が２次元アレイ状に並んだ
シート形状のウェアラブル血圧センサを開発している11)。
一般に血圧を測る際は腕や手首などにマンシェットを巻き
付けて圧迫するカフ圧迫法が用いられるが、使用者に計測
を意識させてしまう。皮膚上に置いた超音波トランスデュー
サからパルス波を出し皮下の血管の前壁と後壁の反射エ
コーを計測し、体内の音速を一定として、２つの反射エコー
の時間差から血管内経を算出し、血管壁を一定の硬さを持
つ管と想定し血管の径変化から間接的に血圧の変化として
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化に、グルコースの計測は糖尿病診断と管理に役立つ。細
径金属針として鍼灸に用いる針を用いることで痛みなく安
全に刺入できる｡
発汗量は自律神経活動の状態や自律神経の関与する現象
を把握するうえで役立つ｡ ウェアラブル化を想定した小型
発汗計の開発を行っており、具体的な用途の一つとして精
神的ストレス負荷時の発汗量計測を行った14)｡ 図９に示す
ようにエアーポンプや温湿度センサといった機能素子は全
て体表装着する本体部に集約し、精神性発汗がみられると

図10

脳血管および動脈瘤のモデルと脳動脈瘤側面と上面への圧力
センサ搭載

される母指部にカプセル部を装着しストレス負荷時の発汗
量の計測を行ったところ、刺激後の鋭敏な精神性発汗量の
増加が認められ、ヒトにおける精神性発汗計測に有効であ
ることが示唆された｡

図11

頚部および脳血管モデルへの超音波血管壁変位センサ搭載

５. おわりに
筆者は東北大学医学部を卒業し医師の資格を持ちながら
患者と接する臨床から離れ、現在は広く人の役に立つ機器
図９

小型発汗計と母指にカプセル部を、手首に本体部を装着した様子

開発を目指しているが、いつかはユーザーとして自ら開発
した医療機器を用いて、実際の効果を確かめたいとも願っ

４. センサ搭載血管モデル

ている。東北大学は、
医学部と工学部のつながりが強く、
ニー

血管内治療を行うためのカテーテルやガイドワイヤーの

ズとして実際に臨床現場で困っている課題に数多く触れる

操作には熟練した手技が求められる。医師の訓練、手術手

機会を頂くことができ、課題解決のための技術シーズおよ

技の評価、医療機器開発の際の安全性や有効性評価を行う

び環境として青葉山キャンパスや西澤記念センターの充実

目的で、センサ搭載血管モデルの開発を行っている15)｡ 図

した微細加工技術の共用設備と開発環境が利用でき大変恵

10に示すように、血管壁の弾性、摩擦係数などの物理特性

まれている。開発機器の評価について、実用化に前向きで

を人体内の血管に近い値で再現したPVA-H（ポリビニル

熱意のある多くの臨床の先生方に支えて頂くことができ、

アルコールハイドロゲル）を材料として用いた脳血管およ

製品化を見据えた実用化に当たっては東北大学病院臨床研

び脳動脈瘤モデル（流体科学研究所太田信教授との共同研

究推進センター（CRIETO）の充実した支援組織がある。

究による）の瘤内２箇所（上面と側面）の局所圧力を、光

また、東北大学は発明に関わる治財化と活用の支援、ベン

ファイバー圧力センサを用い動脈瘤内局所での圧力変化を

チャー企業の育成と支援に力を入れており、このような多

計測できることを確認するとともに脳動脈治療用塞栓コイ

方面からの助力を頂きながら、大学発ベンチャー企業とし

ルの挿入本数を増やしながら瘤内局所の圧力変化を計測で

て現在まで２社（メムザス株式会社、
Blue Practice株式会社）

きることを確認した。

の起業を行った。

さらに図11に示すように、PVA-H製血管モデル周囲に

微細加工技術が提供できる高い信頼性、高機能性は今後の

超音波変位センサを搭載することで、血管内壁に器具が接

医療に不可欠であり、微細加工技術分野における今後の技術

触し内側から血管壁が押され変位した値を計測ができる｡

的進歩と、患者と医療従事者の要望に支えられ、今後一層、

医師の訓練、手術手技の評価に役立てるとともに、医療機

微細加工技術を用いた新たな医療機器の開発が行われていく

器開発の際の評価に役立てることを目指している｡

と期待している。
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革新的がん特異的抗体の開発とその臨床応用
〜副作用のない抗体医薬品を目指して〜

東北大学
未来科学技術共同研究センター
教授 加 藤 幸 成

１. はじめに

ンが世界中で開発の段階ですが、どの程度、抗体が持続す

タンパク質などの分子を高感度かつ特異的に検出するた

るかもよくわかっていません。また、風疹のように、大人

めに、生命科学分野の研究者は抗体という分子を使います。

になってから抗体ができていないことがわかる場合もあり

抗体は免疫グロブリンとも呼ばれ、感染防御のために私た

ます。このように、抗体は普段の生活のなかでも、いろい

ちの体内でたくさん作られています。最近では、毎日のよ

ろと関係しているのです。

うに新聞やニュース番組において、新型コロナウイルス

抗体は分子量が約15万の大きなタンパク質ですが、感度

（SARS-CoV-2）に対する抗体検査という言葉を耳にする

や特異度の両方において、抗体を上回るものはないと言わ

と思います。新型コロナウイルスに対する抗体検査が陽性

れています（１）。研究の現場では、抗体に種々の酵素や蛍

であれば、過去にそのウイルスに感染したことがわかりま

光色素を付加することで、細胞を解析するフローサイトメ

す。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）を治

トリー法（flow cytometry；図２）、タンパク質を解析するウェ

療するための抗体医薬品についての報道も行われていま

スタンブロット法（Western blot)、組織を解析する免疫組

す。最初に注目されたのが、新型コロナウイルス感染症の

織化学法（immunohistochemistry)などの様々な実験系に使

重症患者に対するトシリズマブ（商品名：アクテムラ）と

われています。医療分野においては、抗体検査という検査

いう抗体医薬品です。重症患者の体内では、免疫細胞がウ

薬として、あるいは抗体医薬という医薬品として、免疫疾

イルスと戦うために作るサイトカインが制御不能となって

患やがんなどのあらゆる病気の診断や治療に活用されてい

放出され続ける、サイトカインストームという現象が起こ

ます。古くから腫瘍マーカーと呼ばれているものは、糖鎖

り、自分の細胞まで傷づけてしまいますが、これを治療す

に対する抗体が使用されています。このように、抗体とい

る効果があります。未知のウイルスは今後も出てくる可能

う分子は、私たちの生活にも密接に関わっている分子です。

性がありますが、その度に、抗体検査、抗体医薬が活躍す
ることでしょう。少し前になりますが、2018年ノーベル賞
の受賞内容に、実は抗体に関するものが２つもありました。
そのひとつが日本人の先生が受賞された研究内容であり、
その研究成果によって、がんに対する画期的な免疫療法に
つながりました。その免疫療法に使われているのが、ニボ
ルマブ（商品名：オプジーボ）という抗体医薬です。私た
ちの研究室においては、がんに対する抗体医薬品を開発し
ていますが、単にがん細胞を殺せばよいということではな
く、患者さんに優しい、副作用のない抗体医薬品の開発を
目指しています。

図１

抗体は様々な病気の診断や治療に使われている。

２. 抗体について
そもそも抗体というのは、私たちの体の中にたくさんあ
るタンパク質のひとつです。血液だけでなく、唾液や母乳
などにも入っています。例えば、細菌やウイルスが体内に
入ってくると、細菌やウイルスに対する様々な免疫反応が
起こり、抗体ができます（図１）。また、子供のうちに様々
な予防接種を受けますが、その結果たくさんの抗体が体の
中にでき、感染に強くなります。インフルエンザのように、
毎年、予防接種を受けないといけないものもあります。最
近のトピックスでは、新型コロナウイルスに対するワクチ

図２

抗体スクリーニングに使用するフローサイトメーター。研究室に
は４台の高速フローサイトメーターが常時稼働している。
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３. がん特異的抗体の開発の歴史と課題

結論はほとんど出ていません。O型糖鎖の場合は、セリン

最近の抗体医薬開発においては、遺伝子工学技術を使い、

あるいはスレオニンというアミノ酸に糖鎖が付加されるこ

本来の抗体とは違う形状に改変したり（scFvやnanobody）、

とがわかっていますが、ムチン型タンパク質の複数のセリ

強力な抗がん剤を抗体に付けたりします（抗体薬物複合体：

ンやスレオニンのどこにどの程度、がん特異的な糖鎖が付

ADC）
（１）。また、免疫細胞に抗体分子を発現させて免

加されているかを決定することは、今でも非常に難しい作

疫 細 胞 を 武 装 化 す る 技 術（ キ メ ラ 抗 原 受 容 体T細 胞：

業となっています。仮にがん特異的糖鎖構造やその付加位

CAR-T）や、がん細胞と免疫細胞を架橋する技術（二重

置が決定されたとしても、免疫原として糖ペプチドの合成

特異的抗体）も盛んに開発されています。これらの抗体医

を高純度に大量に行うことは、アカデミアの研究室では難

薬の形は新しいモダリティという言い方をされており、オ

しく、通常のペプチド合成のように受託企業で合成をして

リジナル抗体よりも何倍も強力になっています。これまで

もらうことも予算的に困難です。以上の理由から、がん細

の抗体医薬は、本来私たちの体の中にあるものを利用して

胞と正常細胞の違いを発見し、その違いを狙って抗体を作

いるということで、副作用の少ない医薬品として考えられ

製するストラテジーは理解しやすいのですが、実際にはそ

ていました。しかし、上記のような強力な抗体医薬品とな

の方向性では理想的な抗体医薬品は開発できていません。

ると、そうはいきません。がん細胞に特異的な抗体でなけ
れば、正常細胞への毒性が懸念され、患者さんに投与でき

４. ポドプラニンの発見と高機能抗体の開発

るような抗体医薬品にすることができません。抗体医薬な

過去の多くの研究において、がん細胞による血小板凝集

どのバイオ医薬の開発については、製薬会社が投資する開

と血行性転移に相関があることが報告されていました

発費は膨大であり、臨床試験で患者さんへの有害事象が起

( ２)。がん細胞による血小板凝集を阻害することによって、

こる可能性が少しでもあれば、製薬会社が開発に乗り出す

がんの転移を抑制しようという治療戦略も世界中で考案さ

ことはありません。しかし、がん細胞のみに高発現してい

れてきましたが、実際の治療には使われていません。私の

る分子は限られているため、理想的な新規標的分子は枯渇

恩師の鶴尾隆先生が今から30年以上前に発見したgp44と

したと言われています。私たちのようなアカデミアにおい

いう血小板凝集因子は、マウス大腸がん細胞に高発現して

ては、抗体医薬品のシーズを作ることはできますが、医薬

おり、がんの転移と相関がある分子として注目されました

品としての開発を行うことができません。よって、製薬会

( ３)。gp44はムチン型タンパク質であり、多くのO型糖鎖

社へ医薬品シーズを導出できなければ、基礎研究で終わっ

が付加され血小板凝集に重要な役割を果たしています。鶴

てしまいます。アカデミアから製薬会社へのトランスレー

尾研究室では、gp44に対する特異的抗体（8F11）が作製

ショナルリサーチについては、ハードルが毎年上がってい

され、過剰発現したgp44によって引き起こされるがん転移

くのが現状です。がん細胞にはこれまで以上に強い障害活

が8F11によって有意に抑制されました。2003年になり、

性がありながら、正常細胞にはより毒性が少ないという、

私 た ち はgp44の 遺 伝 子 が ポ ド プ ラ ニ ン（podoplanin/

一見矛盾した方向性が求められていますが、そのような理

PDPN）であることを発見しました（ ４）。ポドプラニンは

想的な抗体医薬品およびそのモダリティを提案しなければ

特異性の高いリンパ管マーカーとして病理診断に活用され

ならない時代が来ています。

ています。ポドプラニンが発見されるまでは、病理診断に

過去の抗体医薬開発の戦略を振り返ると、DNAマイク

おいて血管とリンパ管を簡単に区別する方法がなく、ポド

ロアレイやプロテオミクス解析により、がん/正常比が高

プラニンに対する特異的抗体は病理診断の精度を格段に上

い抗原を狙うことが多く、がん細胞に高発現の膜タンパク

げたと言われています。

質であったとしても、正常組織にも高発現している場合は

ポドプラニンの分子構造を詳しく解析していくと、ポド

標的候補分子から外されてきました。次に注目され始めた

プ ラ ニ ン のN末 端 にEDxxVTPGの ３ 回 繰 り 返 し 配 列

のが、糖鎖を対象としたグライコミクスや糖ペプチドを対

（PLAG domainと命名）を発見しました（５）。さらに、

象としたグライコプロテオミクスです。現在も臨床で使わ

ポドプラニンにはPLAG domainの類似配列が複数存在す

れているCA19-9などの腫瘍マーカーは、糖鎖に対する抗

ることもわかり、それをPLAG-like domain (PLD)と名付

体が使われており、様々ながんの診断に役立っています。

けました。PLAG domainやPLD中のスレオニンがポドプ

同様に抗体医薬の標的としても糖鎖や糖ペプチドが候補に

ラニンによる血小板凝集の活性中心であり、様々な動物種

あがってきていますが、糖鎖に対する抗体は、一般的にが

に保存されていることがわかってきました。ポドプラニン

ん細胞に対する特異性が乏しいことがわかっています。そ

はその分子量の約半分がO型糖鎖であり、血小板凝集活性

こで、ある膜タンパク質について、がん細胞と正常細胞の

には糖鎖が重要であることが示唆されていました（３）。

糖鎖構造付加の差を、質量分析計やレクチンマイクロアレ

私たちは、糖鎖合成不全の変異CHO細胞株を用いることに

イなどによって検出しようとする研究が様々な国家プロ

より、PLAG domainのスレオニンに付加されているO型糖

ジェクトで実施されてきました。しかし、膜タンパク質へ

鎖のシアル酸が血小板凝集の活性中心であることを解明し

の糖鎖付加は不均一性があることが原因となり、がん特異

ました（６）。質量分析計を用いてポドプラニンの糖鎖構

的糖鎖構造が膜タンパク質に付加されているという明確な

造を解析した結果、ポドプラニンには4つの単糖からなる
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糖鎖（disialyl-core1）が付加されていました。このように、

ん細胞株を免疫原として用いたことも、がん特異的抗体樹

一つの分子の一箇所の糖鎖を決めるために、かなりの時間

立に成功した理由だと考えています。

と労力を費やしましたが、このdisialyl-core1は比較的どこ
にでも存在する糖鎖であり、がん細胞による血小板凝集能
に特徴的ではなかったため、この糖鎖を狙った医薬品開発
は困難であることがわかりました。
一方、これまでの多くの研究において、ポドプラニンは
リンパ管内皮細胞、I型肺胞上皮細胞、腎ポドサイト、皮
膚基底層など、複数の正常細胞に高発現していることがわ
かっています（７）。また、ポドプラニンによる血小板凝
集はリンパ管の発生などの正常の機能にも重要であること
が報告され、PLAG domainやPLDを狙うことも、がんに
特異性がある抗体を開発する方法としては不適切であるこ
とがわかってきました。既述の通り、正常細胞に反応し、
少しでも副作用が懸念されるモノクローナル抗体は、製薬
企業は開発しようとしません。これはすべての標的分子に
ついても該当することであり、医薬品開発を目標とした場
合には、分子の機能解析や構造解析をもとにしたモノク
ローナル抗体の開発には限界がありました。逆転の発想が

図３

 asMab法と従来の抗体作製法との比較。従来の抗体作製法にお
C
いては、正常細胞株で免疫原を調整することが多いが、CasMab
法においては、がん細胞で発現した抗原を免疫原に使用するのが
特徴である。

必要だということです。
６. 細胞基盤免疫選択法（CBIS法）の開発
５. がん特異的抗体作製法（CasMab法）の開発

通常の抗体作製には、精製したタンパク質が必要ですが、

がん細胞と正常細胞に発現しているポドプラニンのアミ

必ずしも容易にタンパク質が精製できるわけではありませ

ノ酸配列は全く同じであるため、がん特異的抗体を樹立す

ん。私たちは、免疫原として強制発現株を使用し、ハイス

るためには、糖鎖付加などの翻訳後修飾を狙う必要があり

ループットスクリーニングにも細胞株のみを使用するとい

ます。既述の通り、質量分析計などの最新機器を駆使して

う細胞基盤免疫選択法（Cell-Based Immunization and

も、ポドプラニンの糖鎖についてがんと正常の差を発見す

Screening：CBIS法）の開発を行いました（図４）。以下

ることができなかったため、逆の戦略を立てることにしま

に説明する通り、私たちしかできない特別な方法ではなく、

した。すなわち、がん型ポドプラニンが存在するという仮

比較的どの研究室でも実施可能な方法です。強制発現株に

説を立て、まず抗体を先に作ってから、がん特異的糖鎖付

使用する細胞株は、CHO-K1やHEK-293Tなどのタンパク

加を証明しようと考えました。もちろん、仮説が間違って

質発現用の細胞や、各種がん細胞を用います。ハイスルー

いれば、がん特異的抗体はできません。

プットスクリーニングには、５〜 10枚の96 well plateを半

過去の私たちの基礎研究において、LN229という脳腫瘍

日で処理する必要があるため、高速フローサートメーター

細胞株が、正常組織には存在しない糖鎖が付加されること

が必要となります。私たちのラボ内には、4台の高速フロー

がわかっていました。そこで、LN229にポドプラニンを発

サイトメーター（Sony製）を完備しており（図２）、この

現すると、正常細胞のポドプラニンには付加されない糖鎖

作業を可能としました。この点については、共通機器室の

が付加されました（８）。これをがん型ポドプラニンだと

フローサイトメーターを使用するという方法では、あまり

考 え ま し た。 次 に、 ポ ド プ ラ ニ ン の 高 発 現 株 で あ る

現実的ではないかもしれません。このCBIS法により、ど

LN229/hPDPNをマウスに複数回免疫し、フローサイトメ

のような複雑な構造を持つタンパク質に対しても、迅速に

トリー法や免疫組織化学法により、がん特異的抗体をスク

高効率に抗体を樹立することが可能となりました。具体例

リーニングしました。このように、免疫原の作製に、がん

として、4回膜貫通型タンパク質のCD20、５回膜貫通型タ

細胞株を使用する方法を、cancer-specific mAb (CasMab)

ンパク質のCD133、７回膜貫通型タンパク質のCCR9など

法と命名しました（図３）。この方法論により、世界で初

に対し、実験に有用な抗体を短期間に樹立することができ

めて、ポドプラニンに対するがん特異的抗体の樹立に成功

ました（９,10）。このCBIS法とCasMab法を組み合わせる

しました。予想通り、ポドプラニンに対するがん特異的抗

ことにより、効率よくがん特異的抗体が樹立できることも

体は、糖鎖を認識部位に含むことがわかりました。その後、

わかってきており（CC法と名付けました）、さらに複数の

ヒトキメラ型抗体やヒト化抗体による抗腫瘍効果が高いこ

新規標的に対するがん特異的抗体を樹立していく予定です。

とを証明し、カニクイザルを用いた毒性試験を行った結果、
全く毒性がないことも判明し、ついに製薬企業への導出に
成功しました。今回は、精製したタンパク質ではなく、が
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 胞基盤免疫選択法（CBIS法）の流れ。免疫からスクリーニン
細
グに至るまで、細胞だけを使用するため、煩雑なタンパク質の精
製作業などが必要ないのが特徴である。

７. おわりに
ポドプラニンに対するがん特異的抗体の作製をきっかけ
として、私たちは複数のプロジェクトにおいてがん特異的
抗体の作製に取り組んでいます。既述の通り、低分子化抗
体や二重特異性抗体などの新しいタイプの抗体が国内外の
研究機関や製薬企業で開発され、さらにADCやCAR-Tの
ような新規モダリティとの組み合わせも多数存在していま
す。しかし、がん細胞を狙う際に忘れてはいけないのが、
がんに対する特異性です。これまで紹介してきたように、
がん特異的抗体の作製には新規の技術は必要なく、古典的
な技術を工夫していくことが重要だと考えています。こう
して作製したがん特異的抗体は、様々な新規モダリティと
結びつくことにより、がん患者さんの生活の質（QOL）を
重視した真の革新的抗体医薬へつながると私たちは考えて
います。
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事業報告

令和元年度

事業報告

宮城県における工業技術に関する研究振興を図り、もって地域社会の科学技術・産業の向上発展等に寄与するため、次に
掲げる事業を行った。
１．学術及び科学技術の振興
⑴ 若手研究者育成のため「青葉工学振興会賞」及び「青葉工学研究奨励賞」の授与
① 第13回「青葉工学振興会賞」の授与
研

究

「応募件数：10件」

者

研究業績名

東北大学大学院工学研究科ファインメカニクス専攻
准教授 梶
弘和
② 第25回「青葉工学研究奨励賞」の授与
研

究

マイクロ流路システムを用いた眼底組織培養モデルの開発

「応募件数：８件」

者

研究業績名

東北大学学際科学フロンティア研究所
助教 小嶋 隆幸

ホイスラー合金の応用による貴金属フリー触媒の発見および触
媒機能チューニング

東北大学大学院工学研究科機械機能創成専攻
助教 清水
信

熱光起電力発電を用いた太陽エネルギー高度利用技術の実現

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 吉田昭太郎

ウェットエレクロトニクス技術による高効率な生体電気刺激・
計測システムの開発

⑵ 国際会議、研究会等各種学術研究集会への助成
① 国際学術会議
ミリ波国際シンポジウム2019（2019. ５.22 ～５.24） 外

２件

② 学術研究集会
第30回廃棄物資源循環学会研究発表会（2019. ９.19 ～９.21） 外

８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
第16回流動ダイナミクスに関する国際会議（2019.11. ６～ 11. ８） 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
令和元年度外国人留学生奨学金（前年度10月入学者７名）

16名

令和元年度博士後期課程進学者奨学金（２︲１）

５名

平成30年度博士後期課程進学者奨学金（２︲２）

３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34号発行（令和２年１月）

950部

⑹ 東北大学祭への助成
開催期間

令和元年11月２日㈮～ 11月４日㈰

場

川内北キャンパス

所
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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

令和元年７月30日㈫ ～７月31日㈬

場

青葉山キャンパス

所

② 子供科学キャンパスへの助成
開催期間

令和元年８月８日㈭ ～８月９日㈮、10月15日㈫ ～ 10月16日㈬

場

青葉山キャンパス工学研究科創造工学センター

所

⑵ 教育研究活動への助成
① 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
工学研究科教育研究助成金

１件

工学教育広報活動資金

１件

毎年度継続・・・工学研究科教育研究助成金150万円、工学教育広報活動資金100万円
② 工学部創立百周年記念事業実施のため、百周年記念式典会場費及び河北新報朝刊掲載料の広報活動経費を助成し、
現教職員、卒業生、行政機関、大学・研究機関、民間企業等から約450人が出席し、式典と講演会が挙行された。
区

分

東北大学工学部創立百周年記念事業

記念式典
令和元年５月25日㈯

場

所

ホテルメトロポリタン

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

80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

38件

４．広報活動事業等の助成
みやぎ優れ ＭＯＮＯ 発信事業への参画
宮城県内の良いモノを「みやぎ優れMONO」として認定し、県内外に発信するための認定制度と、認定企業並びに認定
を目指す企業への技術、経営、販売等について様々な支援を構築し、宮城から数多くのものづくりヒット商品を生み出す
ことを目的とした支援事業に共催団体として参画した。
区

分

第12回みやぎ優れMONO事業
５．附属明細書
記載事項はありません。

52 SUIRAN

認定式
令和２年１月17日㈮

場

所

仙台国際センター

記
後
集
編

一般財団法人青葉工学振興会の発行する機関誌「翠巒」第三十
五号をお届けします。

の賞については、毎年広い分野から優れた業績の応募を頂き、約半

年間の厳正な選考により受賞者が決定されており、歴代の受賞者

続いて、
「研究プロフィール」にて、工学研究科、情報科学研究科、

の工学系各分野における中核を担う研究者・技術者として着実に

及・啓発などに関する事業を行い、もって、学術研究及び科学技

環境科学研究科、医工学研究科、未来科学技術共同研究センター

青葉工学振興会は、東北大学工学部同窓会「青葉工業会」に

術の振興並びに地域産業の振興に寄与する」を推進するため、工

からご投稿頂きました先導的・革新的研究を紹介させて頂いてお

育っております。次年度も多くの優れた業績内容の推薦があること

学に関する研究開発事業、研究・教育助成事業、普及・啓発事

ります。ご執筆くださいました先生方には厚く御礼申し上げます。

属する組織であり、昭和六十年三月の発足以来、定款に定める「工

業を、工学部・工学研究科と連携して推進しております。この雑

なお、研究内容にご興味がある場合には、是非とも執筆の先生方

を期待しております。

誌「翠 巒」は年一回の発 刊ですが、普 及＋情 報 提 供 事 業として、

にアクセス頂きまして、共同研究や委託研究の可能性に発展すれば、

学に関 する研 究 開 発 及び研 究・教 育 助 成 並びに工学に関 する普

東北大学工学系の先生方の非常に広範囲にわたる先端研究の内容

本財団としても産学連携の推進となり大変喜ばしい限りです。

援も実施しておりますので、是非ご相談頂ければと思います。

研究以外にも、奨学生制度による学生支援や学術集会開催支

をわかりやすく解説することを目指しており、県内の産学官の機
関にお届けしております。
さて、今回の翠巒三十五号では、長坂工学研究科長から巻頭言

まだコロナ感染の収束・終息が見えませんが、皆様にはご健勝に

記）

にて、コロナ禍における研 究・教 育 経 費とその財 源について、今 後

宏

てご活躍されますことをお祈りするとともに、ひきつづき本財団へ

猪股

の本財団の活動や大学との関わり、さらには民間企業への積極的な

東北大学大学院工学研究科教授

のご支援をお願い申し上げます。

（常務理事

働きかけについて言及頂きました。財団としても、大学との違いを
認 識しつつ、相 補 的な活 動が持 続 的に推 進できるように時 勢に対
応してまいりたいと思います。
さらに、第 十四回 青 葉工学 振 興 会 賞、第二十六回 青 葉工学 研
究奨励賞の受賞者の声と業績内容の紹介も掲載しました。これら
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