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巻頭言

巻 頭 言

属する組織であり、昭和六十年三月の発足以来、工学に関する研

青葉工学振興会は、東北大学工学部同窓会「青葉工業会」に

からご寄稿頂きました非常に広範な分野にわたる先導・革新的研

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

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、

上

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

究開発事業、研究・教育助成事業、普及・啓発事業を、工学部・

究を紹介させて頂きました。ご執筆くださいました先生方には厚く

湯

六号をお届けします。

工学研究科、さらには県内の工学系組織と連携して推進しており

御礼申し上げます。

受賞業績あるいは研究プロフィールにて紹介された研究内容にご

ます。この雑誌「翠巒」は毎年発行の機関誌で、事業報告、なら

びに普及＋情報提供事業として、東北大学工学系の先生方の非常

興味がある場合には、是非とも執筆の先生方あるいは本財団まで

浩

雄

賞者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

学生の人格が形成され、新しい知識や技術が生み出
されてきた大学の持つ価値を損なうことなく、ポス
トコロナ社会における新しい大学の教育研究の在り
方を創っていくことが私共に課せられた大きな課題
となっています。
令和４年度政府予算の概算要求が公表されていま
す。コロナ感染拡大以降の特徴として事業予算規模
が、これまでの千億円単位から兆円単位に拡大して
いるものが多くあります。大学関係予算としては、
新たに10兆円規模の大学ファンドを設定・運用する
事業があります。これは年３％の運用益を幾つかの
大学に配分することで、「世界と伍する大学」の育成
を目指すというものです。東北大学は本ファンドが
配分される大学（特定研究大学（仮称））の指定を受
けることを目指して検討が進められています。これ
に向けて工学研究科は全面的に協力する姿勢でおり
ますが、一方で評価基準として海外出版社などが使っ
ている各分野の世界ランキングや被引用数Top10%
論文などを用いることが想定されており、多様な研
究分野を内包する工学研究科のこれまでの価値基準
とは相いれない部分も有ります。世界レベルの研究
成果を自負している工学研究科としては、これら外
的指標による評価を無視するのではなく「Smartに
（賢く）」対応するべきと考えており教員各位のご理
解を求めています。
社会や大学を取り巻く環境は、大きくそして急速
に変化してきております。このなかで、青葉工学振
興会の設立趣旨である「工学に関する研究開発及び
研究・教育助成金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に寄与する」理念は、世
界と伍すると共に地域産業に寄与する工学を目指す
本研究科の方向性と非常によく整合します。関係各
位におかれましては、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。
実に育っております。

記）

に広範囲にわたる先端研究の内容紹介を行っており、県内の産学

宏

ご連絡下さい。共同研究や委託研究の可能性に発展すれば産学連

猪股

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

東北大学大学院工学研究科教授

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。

青葉工学振興会の関係各位におかれましては、新
型コロナウイルス感染症が広がりを見せる中におい
ても、日頃より継続的かつ多面的なご支援を賜り誠
に有難うございます。本紙面をお借りして心より感
謝申し上げます。私は、令和３年４月より、長坂徹
也前研究科長の後任として第10代の東北大学工学研
究科長・工学部長を拝命いたしました。長い伝統と
多様な研究分野を擁する工学研究科・工学部の発展
に微力ながら貢献できればと思っております。ご指
導・ご鞭撻をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスは、変異を繰り返しながら数
次にわたる感染ピークを示してきました。東北大学
では、大学病院の尽力で６月中旬から約２万人の教
職員および学生向けの大学拠点接種が開始され、10
月初旬までに完了しています。教職員・学生のワク
チン接種率は87％を超えており、全国的に見ても非
常に高い値となっております。このことが大きな一
因となって、８月頃の第５波感染ピークの際におい
ても、教職員や学生の感染者数の増加は見られませ
んでした。現在（令和３年10月時点）は、宮城県を
含めて全国的に感染者数が大幅に減少していること
から、大学の行動指針（BCP）レベルが引き下げら
れ（制限緩和され）ました。これにより、大学１，２
年生を中心に学部教育においては、対面講義（対面
とオンラインのハイブリッド講義を含む）の積極的
な実施や対面での学生実験等の実習科目の実施、グ
ラウンドや体育館の使用開始など、安全に配慮しつ
つ大学キャンパスでの活動レベルを徐々に上げてき
ています。
新型コロナウイルスの感染が拡大した令和２年の
春から１年半の間で、社会環境や人々の暮らしは大
きく変化しています。大学においては、オンライン
講義やオンライン会議、さらにはオンラインでのセ
ミナーや研究指導が常態化してきたことで、学生や
教職員の意識に、ある意味で不可逆的な変化が起き
てきていると感じています。人と人との交流の中で
（常務理事

官の機関にお届けしております。

東北大学 大学院工学研究科長
工学部長

携の推進となり大変喜ばしい限りです。

まだ新規変異株の拡大もありコロナ禍の収束が見えませんが、皆

さて、今回の翠巒三十六号では、新しく工学研究科長に就任さ

の役割・方向性について、十兆年大学ファンドを念頭に、本財団の

様のご健勝をお祈りするとともに、本財団へのご支援をお願い申し

れた湯上先生から、巻頭言にてコロナ禍における研究・教育の状況

活動のなかでも特に地域産業への積極的な働きかけについて言及頂

上げます。

を説明頂くとともに、その先のポストコロナ社会における東北大学

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 十五回 青 葉工学 振 興 会 賞、第二十七回 青 葉工学 研

究奨励賞の受賞者の声と業績内容の説明も掲載しました。これら

の賞については、毎年工学系全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

編 集 後 記
ポストコロナ社会における大学と
１０兆円大学ファンド
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青葉工学振興会賞等受賞者

令和３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３年度は、宮城県内各大学から「第15回青葉工学振
興会賞」に16件、「第27回青葉工学研究奨励賞」には16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15回青葉工学振興会賞の受賞候補者１

名、第27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15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３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。

令和３年度「青葉工学振興会賞」等受賞者
第15回 青葉工学振興会賞 (応募件数：16件)
受賞者名
松田
第27回

信幸

所

属

東北大学大学院 工学研究科 通信工学専攻 准教授

研究業績名
量子情報通信のための革新的単一光子制御デバイ
スの開発

青葉工学研究奨励賞 (応募件数：16件)

受賞者名

所

属

研究業績名

大塚

啓介

東北大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻 助教

次世代航空機の高効率な一連解析を実現する非線
形移動型モデリング

柴田

陽生

東北大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 助教

自己組織化現象を活用した分子配向デバイスの先
駆的機能創出

庄司

衛太

東北大学大学院 工学研究科 機械機能創成専攻 助教

位相シフト技術を導入した光学計測手法の開発と
熱物質輸送現象への展開
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青葉工学振興会賞等受賞者

第15回青葉工学振興会賞

量子情報通信のための革新的単一光子制御デバイス
の開発
東北大学大学院工学研究科
通信工学専攻
准教授 松 田 信 幸

量子暗号通信や量子計算に代表される「量子情報技術」
は次世代の情報通信技術として世界的に大きな注目を集め
ている。当該技術の進展により、原理的に盗聴不可能な暗
号通信や、現代コンピュータで解くことが困難な複雑な問
題（組み合わせ問題、創薬計算など）を効率よく解くこと
のできる計算機が実現され、これにより超スマート社会の
実現に向けた革新的情報処理基盤の創出が期待される。
量子情報技術において、光の量子である光子は、通信・
計算をはじめとする様々な用途に用いることのできる極め
て有用な情報媒体である。光を用いた量子情報研究のため
には、単一光子等の量子的な（非古典的な）光を効率よく
発生させる量子光源や、多数の光子の状態を巧みに操作し
て演算を行う量子演算回路が必要となるが、それらは従来
の光学技術の延長で容易に実現できるものではない。我々
は、光子の発生やその制御を行う技術や装置の小型化、高
効率化、高機能化を目的とし、光量子情報デバイスの開発
に取り組んできた。
光量子情報処理のための実験装置は、従来、光学テーブ
ル上にビームスプリッタ、波長板、ミラー等の光学素子を
用いて作製されていた(図１)［１］が、装置のサイズが大
きいこと、装置動作が振動に弱いことなどから、大規模化
が困難であった。そこで、半導体シリコンチップ上に製造
可能なシリコンや石英からなる微小な光導波路回路を用
い、装置や素子のオンチップ集積化を実施した［２-７］
。
量子演算回路の構築のためには、従来、長い準備期間と
専用の光学設計スキルを要した。この課題を解決するため、
我々は、光導波路回路技術を用い、任意の光量子演算回路
を実現可能な万能ハードウェアである「ユニバーサル光量
子回路」を開発した［２］
。この光回路は、外部から入力
する電気信号の組合せを適宜プログラムすることで、電気
回路のFPGA（Field-programmable gate array）のように、
所望の光回路へと組み替えることができる。この回路の実
現により、量子演算回路構築にかかる時間が数週間から数
秒へと大幅に短縮され、光量子情報処理研究の大幅な加速
をもたらした。実験においては約1000通りの回路パターン
を実装し、量子論理ゲート回路、量子もつれ回路、量子計
算回路といった様々な量子演算回路として動作させること
に成功した。また本デバイスは、量子計算に限らず、光を
用いた演算技術（例えば機械学習計算）一般に用いること
が可能である。
量子光源について、長さ１cm程度のシリコン光導波路中

の非線形光学効果を用いることで、単一光子を発生させる
ことが可能である。我々はこの技術を拡張し、偏光量子も
つれ光子対と呼ばれる光波を発生する装置をチップ状に小
型集積化することに初めて成功した［３］
。量子もつれとは、
離れた２つ以上の粒子の間の量子的な相関のことである。
量子もつれ光源は様々な量子実験のための基本的なツール
であり、その小型化が待ち望まれていた。我々は、２本の
シリコン光導波路と偏波回転素子を組み合わせた独自設計
の素子を提案・試作し、高い忠実度の量子もつれ光子対を
発生することに成功した。また、シリコン導波路にフォト
ニック結晶構造を導入し、導波路を伝搬する光の速度を
1/100程度に遅くする（スローライト効果）ことで、光と
物質の相互作用を大幅に増強し、単一光子発生効率（導波
路単位長さあたり）を約100倍に増強することに成功した
［４］
。他、光量子情報処理の必須技術である単一光子の波
長変換について、常に光子損失の生じない新手法を提案し、
光ファイバを用いてその実証に成功した［５］
。これら一
連の研究は、光量子情報デバイスの高度化に寄与した。
従来の光量子情報処理装置

シリコンチップ上に集積化

構成要素（光干渉計）

図１ 光量子情報処理装置のオンチップ集積化

［１］N. Matsuda et al., Nat. Photon. 3, 95 (2009).
［２］J. Carolan et al., Science 349, 711 (2015).
［３］N. Matsuda et al., Sci. Rep. 2, 817 (2012).
［４］N. Matsuda et al., Nanophotonics 5, 440 (2016).
［５］N. Matsuda, Sci. Adv. 2, e1501223 (2016).
［６］A. Peruzzo et al., Science 329, 1500 (2010).
［７］C. Sparrow et al., Nature 557, 660 (2018).
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青葉工学振興会賞等受賞者

第27回青葉工学研究奨励賞

次世代航空機の高効率な一連解析を実現する非線形
移動型モデリング
東北大学大学院工学研究科
航空宇宙工学専攻
助教 大 塚 啓 介

コロナ禍・災害の影響を受け、通信需要はますます増加
しており、低高度を１年継続飛行することで空の基地局と
なる衛星航空機の実用化が期待されている（下図）
。従来
航空機と異なり、極軽量柔軟な衛星航空機は静的大変形形
状によって周波数特性・動特性が激変する。2003年に実施
されたNASAの試験衛星航空機の飛行実験では、事前の解
析で予期出来なかった大変形に起因する振動が発生し、墜
落事故が起きている。この事故以来、柔軟航空機の解析研
究が活発化してきた。衛星航空機の実現には大変形を考慮
したモデル（非線形運動方程式）による静解析・周波数解
析・動解析という一連の解析が必要になる。

衛星航空機のモデリング研究はUniversity of Michiganと
Imperial College Londonが牽引してきたが、その理論は複
雑であり、静解析・周波数解析・動解析いずれかに対して、
必ず計算効率が悪化する問題があった。これは大変形解析
モデルにおいてあらゆる項に同時出現する非線形性（M、
C、Kが非一定）が原因である。このため静解析では非線
形剛性行列の逆行列計算コスト増、周波数解析では線形化
困難、動解析では非線形質量行列の逆行列計算コスト増が
発生する。
そこで本研究では非線形性を任意に移動させ、静解析・
周波数解析・動解析いずれに対しても容易に適用でき、高
い解析性能を発揮する「非線形移動型モデリング法」を提
案し、その解析精度を風洞実験で実証することを目的とし
た。提案手法は３つの独自アイデアから成る。
第１の独自アイデアは高効率な静解析を実現する「ベク
トル歪変換式」である［１］。対象の細長形状と幾何学曲
線理論の類似性を活用して歪変数表現にモデルを変換す
る。この結果、静解析で高計算負荷となる剛性項の非線形
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性を慣性項に移動できる。このアイデアを用いて、片持ち
梁のロールアップを静解析した。ロールアップは片持ち梁
の自由端に特定の曲げモーメントを作用させた際に真円に
なることが数学的に明らかにされている大変形ベンチマー
ク問題である。少ない要素分割数で真円を得られるほど、
モデルの静解析の性能が高いと言える。提案手法は僅か２
要素分割で真円が得られた。これは筆者の知る限り、世界
最高の解析性能である。
第２の独自アイデアは高効率な周波数解析を実現する
「平均人工歪」である［２］。周波数解析には大変形形状周
りでモデルを線形化する必要がある。上述の静解析モデル
は剛性項を線形にできるが、非線形慣性項と非線形粘性項
が依然として存在するので線形化が難しい。しかし、対象
構造物にとって非支配的な変形を平均人工歪として簡易的
に表現すれば、慣性項の非線形性を剛性項に移動でき、粘
性項も０にできることを見出した。これによって剛性項の
みの線形化で容易に周波数解析が可能となる。提案手法は
衛星航空機の振動で特に問題となる低次の曲げ振動を
University of MichiganとImperial College Londonの解析手
法よりも少ない分割数で解析できた。
第３の独自アイデアは高効率な動解析を実現する「内部
変形拘束式」である［３］。上述の周波数解析モデルは慣
性項を線形、粘性項を０にできるが、平均人工歪のチュー
ニングによっては動解析の時間更新中に計算が発散し得
る。そこで平均人工歪の代わりに付与した内部変形拘束式
に非線形性を移動することで高速・安定・チューニング不
要な動解析を実現した。提案手法による動解析は東北大学・
流体科学研究所の大型風洞装置で行った実験結果と良好に
一致した。
提案する非線形移動型モデリング法の外力Fは空気力、
波力、接触力などにも容易に適用できるよう定式化してあ
る。このため本研究成果は衛星航空機のみならず、大型軽
量化に伴って柔軟化が進んでいる洋上風車、炉心探査用ロ
ングアームなど多様な次世代構造物への応用が期待できる。
［１］O tsuka, K., Wang, Y., and Makihara, K., ASME J.
Comput. Nonlinear Dyn., 16(1), 2021, 011007.
［２］Otsuka, K., Wang, Y., and Makihara, K., ASME J. Vib.
Acoust., 143(6), 2021, 061006.
［３］O tsuka, K., Wang, Y., Fujita, K., Nagai, H., and
Makihara, K., AIAA J., 57(10), 2019, 4300-4311.
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自己組織化現象を活用した分子配向デバイスの先駆
的機能創出
東北大学大学院工学研究科
電子工学専攻
助教 柴 田 陽 生

柔らかさを持つ有機材料で構成するデバイスは、曲げや巻
き取り等の様々な変形に対応できるため、デバイスの付加価
値や利便性が高まることが期待されている。その一例として、
ディスプレイパネルの柔軟化が、人体や衣類に装着可能な
ウェアラブル端末の開発や、巻き取って収納・運搬ができる
大型ディスプレイの開発が可能となる。有機材料の魅力は、
塗料のように加工して対象物に塗れる点も挙げられる。この
有機材料の可溶性は、ロール状のフィルムを巻き取りながら
印刷技術等を駆使するデバイス製造に適合するために、将来
のデバイス製造技術の革新に至る可能性がある。
塗布工程による有機デバイスや機能性フィルムの実現に
向けた研究の中で、有機分子を規則的に並べる（配向）を
目的とする事例が多い。これは、有機分子の持つ機能性が、
分子の方向によって異なることに起因している。すなわち、
分子配向の制御は有機材料の機能を最大限に引き出し、信
頼性の高い製品を実現する。このため理想的には、単結晶
性有機固体の成長方位を自在に制御できることが望まし
い。しかし、単に溶液を塗る工程で理想を達成することは
一般に困難である。例えば、単結晶性の有機薄膜を基板に
堆積しようとした場合、複数の結晶成長の起点に対して順
次分子が供給されるが、隣り合う結晶粒の間で成長が競合
し、やがて分子の並びが不規則な欠陥が生じる。これは固
体型の有機分子が持つ非常に強固な分子間力が働くために
起こるものと考えられる。
そこで本研究では、図１に示すように、液体状態でも分
子が自発的に並ぶことのできる「液晶」の性質を活用した
塗布工程に取り組んできた。液晶は結晶性固体に比べ緩和
された分子間力で秩序を維持していると言えるため、上手
に活用することで有機エレクトロニクスの基本技術として
有用性があるのではないかと考えた。
実際に筆者は、薄膜化が困難であった有機半導体材料系に
対して、液晶性を持った材料に注目し、溶液をブレードで一
軸方向に掃引しながら薄膜を形成する手法に着手した［１］
。
その結果、薄膜化および液晶性の効果による２次元分子配列
を達成した。そこで、液晶を溶媒として用いた有機半導体単
結晶の成長に取り組んだ（図２）
。溶媒として使用する液晶
分子が向く方位は、ポリイミドと呼ばれる高分子の薄膜の表
面配列を物理的に予めこするだけで制御できる。種々の光学
的測定結果を解析したところ、溶液塗布後に基板上で析出し
た各結晶片は単結晶であることを明確化しており、その単結
晶のある一つの軸が、液晶の配向方位に対して揃う効果を見

出した［２］
。この効果は半導体素子間のばらつきを抑制す
ることにつながるため、数多くのトランジスタを使う電子回
路（例.ディスプレイ画素駆動用のトランジスタアレイなど）
の信頼性向上に有用であると考えられる。
液晶性の活用は、ディスプレイ部材としての出口だけで
なく、機能性有機分子の配向制御に自由度を与えることが
分かってきた。このため、筆者は固体型の蛍光色素分子の
配向制御を液晶性高分子によって実現し、作物の光合成を
効率的に行うための光機能性フィルムの開発を進め、固体
発光効率を改善する効果を確認している［３］
。有機エレ
クトロニクスだけでなく、幅広い分野への展開性が期待で
きる液晶性を基軸として、更なる有機分子配向による新機
能の探求に挑んでゆきたい。
最後に、栄誉ある賞を頂戴するにあたり、藤掛・石鍋研
究室の先生方と学生の皆様をはじめ、ご支援を頂いた多く
の方々に御礼申し上げます。

図１ 液晶性の概要

図２ 液晶溶媒中における有機単結晶成長 (a,b)偏光顕微鏡像 (c)単結
晶方位制御の概要

References
［１］Y. Shibata et al. Adv. Electron. Mater. (2017) 1700097.
［２］Y. Shibata et al. J. Cryst. Growth.492 (2018)98-104.
［３］Y. Shibata et al. ITE Trans. MTA, 9 (2021) 203-209.
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位相シフト技術を導入した光学計測手法の開発と
熱物質輸送現象への展開
東北大学大学院工学研究科
機械機能創成専攻
助教 庄 司 衛 太

濡れ現象は極めて基礎的な物理現象であるとともに、接
着、印刷、コーティング、塗装、積層などの多様な工学プ
ロセスにおいて重要な役割を果たしている。一般に基板上
における液体の濡れ現象は、固／気／液の三相接触線にお
ける巨視的な接触角で評価されるが、最近はナノ流体デバ
イス、ナノプリンティング、ナノリソグラフィー、マイク
ロレンズアレイなどの分野で濡れ現象のより微視的な評
価、具体的には接触線近傍のナノマイクロスケールの液膜
挙動（ここではミクロ動的濡れと表現）を含めた評価が益々
重要となっている。ミクロ動的濡れの研究の歴史は古く、
マクロな接触線の先に存在するナノ液膜（先行薄膜）は、
1919年には既にその存在の可能性が示されていた。しか
し、このナノ液膜挙動の理論的な描像が示されたのは1984
年のことである。この理論研究に端を発し、以降ミクロ動
的濡れが盛んに研究され始め、これまで先行薄膜を含むミ
クロ動的濡れの計測にはエリプソメータ、原子間力顕微鏡
（AFM）、光干渉計、蛍光顕微鏡などが用いられてきた。
しかし、例えば、既往のエリプソメータやAFMは点計測
であることから膜厚分布の動的計測は難しいなど、これま
で用いられてきた測定手法には課題があった。
そこで著者らはミクロ動的濡れの新たな計測手法の一つ
として、偏光解析法（エリプソメトリ）に位相シフト技術
を導入し、厚さ方向にシングルナノスケールの空間分解能
で二次元膜厚分布の動的計測が可能な位相シフトエリプソ
メータ（図１）を開発した［1］。偏光解析法とは、直線偏光
の光が試料面に入射・反射した際の偏光状態の変化から、
試料面に存在する薄膜の屈折率といった光学物性や膜厚を
求める手法である。一方、位相シフト技術は従来光干渉計
に用いられてきた画像処理技術の一つであり、二つの光の
間に所定の位相差を導入し、複数枚の画像を取得・処理す
ることでデータを解析する手法である［2］。位相シフト技術
を導入すると解析画像の全ピクセルで膜厚が得られるた
め、面方向の空間解像度が向上するとともに、使用機器に
由来するノイズを低減したより高精度計測が可能となる。

本研究では、この位相シフト技術を偏光解析法へと導入可
能な光学系および位相シフト技術の処理アルゴリズムを考
案することで位相シフトエリプソメータを実現した。開発
した位相シフトエリプソメータの妥当性を実証するため
に、Si基板上に2–100 nmの範囲内の各種膜厚で製膜した
SiO2試料について膜厚分布の計測を行った［1］。ここで、点
計測ではあるが高精度な分光エリプソメータを用いた膜厚
計測を併せて実施し、これら結果の比較から開発した光学
装置を評価した。比較の結果、位相シフトエリプソメータ
は高い正確度を有することが示された。また、位相シフト
エリプソメータでは測定点は70万点以上であったが、その
標準偏差は1–2 nm程度であり、開発した位相シフトエリプ
ソメータは高い精度を有することも示された。
最近はこの位相シフトエリプソメータを新しい流体材
料、具体的にはナノ粒子が高濃度に分散したナノフルイド
などのナノ材料のミクロ動的濡れの観測に展開している。
例えば、先行薄膜の研究で多く用いられてきたモデル物質
である不揮発性ポリジメチルシロキサン（PDMS）、そし
てこのPDMSにナノ粒子を添加したナノ粒子懸濁液のミク
ロ動的濡れの観測を実施した（図２）。結果、先行薄膜領
域の膜厚に対して粒子サイズが大きい場合、ナノ粒子は接
触角に影響を与える一方、先行薄膜にはほとんど影響を与
えないことが示された［3］。ミクロ動的濡れに対するナノ粒
子の影響は熱工学分野における冷却技術や排熱回収・エネ
ルギー有効利用技術、化学工学分野では印刷・塗布プロセ
スにおいて重要な知見となる。今後は本研究を通じてこれ
ら研究分野へと貢献していきたい。

図２ 基
 板上PDMS液滴の固気液三相接触線近傍のナノマイクロ液膜
の可視化計測結果

図１ 位相シフトエリプソメータ
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［１］E. Shoji et al., Opt. Laser Eng., 2019, 112, 145–150.
［２］E. Shoji et al., Appl. Opt., 2015, 54, 6297–6304.
［３］E. Shoji et al., Exp. Fluid, 2021, 62, 206.
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研 究プロフィール
プラズマ流体工学を拓く

―プラズマものづくりプロセスを流体の数理から―
東北大学大学院工学研究科
機械機能創成専攻
教授 茂 田 正 哉

１. はじめに

ケールはマイクロ秒～ミリ秒であるため、成長メカニズム

プラズマと一言でいっても実はいろいろなものがありま

や輸送現象を直接観察し計測することは困難です。そのた

す。荷電粒子の集合体であるという点はいずれも共通です

め、プラズマ流を用いたものづくりプロセスは依然として

が、雷・オーロラ・太陽・星間物質といった自然のものか

現場の技術者や研究者の経験に依っているところが多く、

ら何らかの目的をもって人工的につくられるものまで、そ

また莫大な時間とコストを要しているのが現状です。

の生成条件や維持機構によって性質が異なるため、プラズ
マ研究の分野はいくつかのカテゴリに大別されています。
著者はこれらの中でも特に、大気圧程度の圧力をもち（他
のプラズマと比べてかなりの高圧）かつ高電流によって生
成・維持される、いわば人口の雷ともいえる高エンタルピー
のプラズマとその応用に興味を持っています。
このようなプラズマは高い熱エネルギー密度を有するた
め「熱プラズマ」とも呼ばれており、さらに高い化学的活
性と電磁場への応答性も有するユニークな電磁熱流体とし
て振る舞うため、プラズマ物理学と熱化学と流体力学を組
み合わせて数学的に記述することで理解を深めることがで
きます。その点では核融合プラズマ研究と同様にも見えま
すが、後述するような応用プロセスまで包括して研究する
工学においては、低温で高密度の非電離気体との相互作用
もプロセスの品質を決定づけるファクターになるため「プ
ラズマ－非電離気体が共存する流れ」を研究しなければな
らない、という点が大きく異なります。そして、これこそ
が当分野の面白みでもあります。
さて、このようなプラズマを積極的に利用したものづく
りプロセスは多岐にわたります。例えば、アークプラズマ
による溶接、プラズマ溶射による被膜形成、廃棄物の無害
化処理、ナノ粒子の大量創製［１］などが挙げられますが、
いずれも他の様々なプラズマ応用プロセスとも流体応用プ
ロセスとも一線を画すものです。しかし、１万℃、場合に

図１ 研究コンセプト（ナノ粒子量産プロセスの例）

よっては２万℃におよぶ超高温場と強い発光をともないな
がら電磁場とも相互作用するプラズマ流について実験に

このような問題を打開すべく、図１に示すように、プロセ

よって得られる情報には限りがあり、各種プロセスの効率

スを構成する個々の物理現象を数学的に記述し、それらを組

的な制御のために必要な知見は今なお多くはありません。

み上げることでプロセス全体をまるごとモデル化することが

また流動だけでなく、例えばナノ粒子大量創製プロセスに

できれば、数値的に詳細な解析を行うことが可能となり、個々

おいては、原料の蒸発過程やナノ粒子の成長過程の時間ス

の過程の解明やそれらが影響し合う複雑な非線形現象への包
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括的な理解が飛躍的に進むと期待できます。これはコン

これに対し、著者は高エンタルピープラズマ流の過酷な

ピュータ内で実験装置を再現することと等価です。単なる現

計算条件においてもプラズマと非電離気体の界面での乱流

象解明に留まらず、シミュレーションによる現象予測にもと

的な挙動を捉えながら、その一方で大きなタイムステップ

づき、より高度なプロセッシングの設計指針を導くことや新

幅でも安定的に「きちんと解く」ことのできる計算法を考

規的なプロセッシングを開拓することも、この研究テーマが

案しました[３]。それによって2018年に得られた渦構造を

掲げる大きな目標です。

図２(b)に示します[２, ４]。これは1991年にPfenderらの

本稿では、著者が「プラズマを流体として工学する」を

実験によって発見されたもの[５]と類似していて、高温の

コンセプトに、個人的に楽しみつつ進めてきたナノ粒子大

プラズマから離れたところに低温の細かい渦群が多数発生

量創製や、産業界からの要請に応えてきたアーク溶接プロ

しています。27年の年月を経てようやく成功に至ったこの

セスといったプラズマものづくりプロセスにおける諸現象

シミュレーションは、プラズマプロセッシングにおいて物質・

の数理モデリングと数値計算法の研究について紹介します。

エネルギー輸送を支配する高エンタルピープラズマ乱流の研
究の幕を開ける大きな意義を有していると考えています。

図３ 高周波誘導熱プラズマ流の渦構造と断面温度分布[6]
図２ 高
 エンタルピープラズマジェット内外の渦構造：(a)従来法によ
る結果、(b)著者の計算法による結果[2,4]

図３に数MHzの電磁場との相互作用によって生成・維持
される高周波誘導結合型プラズマ流の数値計算結果の一例
を示します［６］
。ジェットの場合と同様に、低温領域で

２. 高エンタルピーのプラズマ流動場を解く
ここでのプラズマは、プラズマとしては高密度ですので、

は多数の小さな渦が見られる一方で、高温のプラズマ域に
は大きな渦が発生しています。この傾向は、プラズマ内外

分子動力学ではなく電磁流体力学に基づいた連続体近似に

に存在可能な渦のKolmogorovスケールの理論予測［７］

より記述するのが一般的です。しかし、方程式群で数学的

とも合致するものです。高周波誘導結合型プラズマ流を利

に記述することはできるものの、手計算ではもちろんのこ

用した材料プロセスを行う際、原料がプラズマに入らずに

と、コンピュータを使用しても「きちんと解くことができ

未処理のまま回収されることがあります。渦によるプラズ

ない」という問題がありました。その理由は次のとおりで

マ内部の逆流の存在が推測されていましたが、このシミュ

す。この系は１万℃を超える高温のプラズマ領域と室温程

レーション結果がそれを裏付けることとなりました。

度の非電離気体が相互作用しながら共存する流動場です。
しかし、そのような流動場は大きな温度変化に起因する「数

３. ナノ粒子の集団成長を解く

桁にわたる物性値や密度の変化をともなう非圧縮流れ（音

プラズマ環境下では、ナノ粒子は時間スケールの異なる

速も非常に大きい）
」ですので、通常用いられる流体計算

均一核生成や不均一凝縮を経るのみならず、直径がサブナ

法ではシミュレートすることが困難です。そのため既往の

ノメートルから数百ナノメートルに及び、現在の分子動力

ほぼ全ての高エンタルピープラズマ流シミュレーションは

学計算では太刀打ちできないため、著者はエアロゾル動力

「きちんと解く」ことを諦め、とりあえずの解が得られや

学に立脚した統計的数理モデルを考案しました。

すい数値安定的な計算法を採用してきました。このような

例えば、高機能材料である金属間化合物ナノ粒子の集団

計算法（従来法）によって得られた高エンタルピープラズ

形成過程に着目し、熱化学に基づく二元系核生成理論およ

マジェットの渦構造（速度勾配テンソルの第二不変量の等

び二元系共凝縮理論を組み合わせて、さらにブラウン運動

値面）を図２(a)に示しますが、プラズマ近傍の高温の渦輪

に起因する異組成ナノ粒子間の凝集現象も同時に取り扱え

しか現れていません[２]。

る数理モデル［８］を組み上げました（図１の青枠内）。
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しかし、そのモデルは既存の手法では計算することができ
なかったため、粒子サイズと組成に関する分布関数を離散
的に取り扱う独自の計算アルゴリズム［９］も考案しました。

図５ ナノ粒子の集団形成を表すモデルと両者の結果の比較[11]

連成シミュレーションをガスタングステンアーク溶接プ
ロセスの環境に適用した事例もあります［13］。図６に温
度場および鉄ナノ粒子群の数密度分布の瞬間像を示しま
す。アークプラズマ外縁で生成した多数のナノ粒子は母材
図４ Co-Siナノ粒子のサイズ－組成分布および実験との比較［10］

図４に計算結果の一例として、集団形成過程にあるコバ
ルト－シリコン系ナノ粒子群のサイズ－組成分布［10］を
示します。この計算では原料の初期混合比をコバルト：シ
リコン＝１：２と設定したにも関わらず、シリコン含有率
が50 ～ 100at.%と幅を持ってしまうことが示されていま
す。また図中に示す実験結果のように、粒径も幅広く分散
してしまうことが再現されました。以前まで推測の域を超
えなかったこのような形成過程は、著者が考案した数理モ
デルと計算アルゴリズムによって数値解析的に研究するこ
とが可能となりました。
さて、ここで発想を転換しましょう。詳細な現象解明や
解析を目的とした上述のようなモデルではなく、逆に簡潔
で使い勝手のよいモデルです。実機スケールでのシミュ
レーションを行うためには、均一核生成・不均一凝縮・粒

外縁方向へ輸送される過程で、その数が減少しています。
一方で、サイズは増大することが報告されています［13］。
これはアークプラズマ直下の母材表面で生成した鉄蒸気が
アークプラズマ外縁域における温度低下に伴って均一核生
成を経てナノ粒子群となり、輸送されながら不均一凝縮の
みならず凝集による衝突・合体によって集団成長するため
です。さらに、数値データを解析することで、興味深い予
測結果も得られています。図中左上に示すのは、アークプ
ラズマと非電離気体であるシールドガスの境界付近の点A
における温度の変動と空間各所におけるナノ粒子数密度の
変動の相互相関係数の最大値をマッピングしたものです。
この図からわかることは、点Aに近い点Bよりも遠い点Cの
方が大きな相関を示していることです。これはアークプラ
ズマ外縁の温度変動を制御することで、成長過程にあるナ
ノ粒子群の下流域での空間分布を間接的にコントロールで
きることを示唆しています。

子間凝集といった粒子形成過程のほかに、対流および拡散
による輸送過程も考慮した大規模計算を行わなければなり
ません。このような問題における計算負荷の軽減を目的と
して、ナノ粒子群の粒度分布関数のモーメントを扱う数理
モデルを用いることが多いのですが、有意な情報を与えて
くれるものの、粒度分布の関数形を仮定する必要があり、
さらに図５(a)に示すように方程式系がやや煩雑になるとい
う問題も併せ持ちます。
そこで、図５(b)に示すような簡潔でありながら均一核生
成・不均一凝縮・粒子間凝集による単成分ナノ粒子群の集
団的な形成過程を粒度分布の関数形を仮定することなく記
述でき、かつ輸送過程への適用も容易なモデル［11,12］
を考案しました。図５(c)に示すように、両モデルはほぼ同
一の結果を与えてくれます（線がPM、丸がMOMを表して
います）。

図６ PMを用いたFeナノ粒子生成・輸送過程の予測結果と相関[13]
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４. アーク溶接時の溶融金属挙動を観る
ここで少しだけ実験的研究にも触れたいと思います。

駆動する力には、電流に起因するローレンツ力・シールド
ガスがプール表面に及ぼすせん断力・温度勾配による表面

アーク溶接時はアークプラズマからの強い発光のため、溶

張力差に起因する力（マランゴニ効果）・浮力の４つの力

け落ちる電極や溶融プールの動きをそのまま見ることはで

がありますが、この中で特にマランゴニ効果が流れの向き

きません。それであれば減光フィルタをカメラに取り付け

を決める主な要因であることも示されています［15,16］
。

てプラズマからの光を弱めて見れば良いと思うかもしれま
せんが、そうすると溶融金属も暗くなってしまって捉える
ことができません。それに対して、アークプラズマが放つ
光のスペクトルに含まれる特に発光強度の高い輝線成分を
遮断することで撮影時のプラズマの像を効果的に薄めるこ
とができます。さらに輝線と重ならない波長の光を外部か
ら照射し、その反射光を選択的に捉えることで、溶融金属
を撮影してその振る舞いを観察できるようになります。
このようにして得られた画像を図７に示します［14］。
アルゴンガスを用いたガスメタルアーク溶接時に電極が溶
融、液滴となって離脱し、溶融プールに落下していく瞬間
を捉えたものです。熱エネルギーを保有した金属液滴の溶
融プールへの移行は、溶込みの深さや形状といった溶接の
質を決定づける重要な熱輸送現象であり、本手法により観
察することが可能となりました。

図８ 溶
 融プールの流動・熱輸送シミュレーション:(a)鳥観図、(b)表
面の流動場、(c)内部の流動場[15]

６. おわりに
本稿では、著者が「プラズマを流体として工学する」を
コンセプトに進めてきたプラズマものづくりプロセスにお
図７ ガスメタルアーク溶接における溶滴移行の瞬間像[14]

ける諸現象の数理モデリングと数値計算法の研究につい
て、いくつかの事例を紹介しながら解説しました。

５. アーク溶接時の溶融プールの流動・熱輸送を解く

それらのプロセスは、その高い産業ニーズから、早急な

粒子法とは、連続体を計算粒子の集合として離散化し、

研究開発が求められています。実際にナノ粒子の大量創製

個々の計算粒子を運動法則に従って加速（もしくは減速）
・

や金属同士の高速接合が可能であることは実証されていま

移動させることで、集団として連続体的な運動を表現する

すが、望まれるコントールは依然として実現されていませ

ラグランジュ的な手法のことです。図８に、陰極にタング

ん。それはやはり現象の詳細が今もなお未解明だからです。

ステン、シールドガスにアルゴンを用いたアーク溶接にお

それゆえ、学術による問題解決に期待が寄せられているわ

ける溶融プールの３次元シミュレーション結果［15］を示

けですが、プロセスの非線形性・時空間マルチスケール性・

します。図８(a)のようにアークプラズマに相当する熱源に

マルチフィジックス性は、たごまった糸（東日本の一部地

より加熱された母材は溶融し、後方で再凝固する溶接プロ

域の方言）のように複雑で、一息で解（ほど）くことなど

セスがシミュレートされています。粒子法は、このように

できるものではありません。しかし、それは決して研究を

相変化やそれにともなう移動境界も簡便に扱えるという利

諦めさせてくる障壁にはならず、むしろ逆に著者の知的好

点も有しています。図８(b)に示す溶融プール表面の流れは

奇心を刺激してきます。根気強く糸一本一本を見極めなが

高温領域へ向かっており、図８(c)に示す溶融プール内部の

ら、ゆっくりではありますが、今後も着実に研究を進めて

流れは高温領域で沈み込んでいます。溶融プールの流れを

いきたいと思っています。

10 SUIRAN

研究プロフィール

参考文献
［１］M. Shigeta & A.B. Murphy, J. Phys. D: Appl. Phys.
44 (2011) 174025.
［２］M. Shigeta, Plasma Chem. Plasma Process. 40 (2020)
775.
［３］M . Shigeta, J. Phys. D: Appl. Phys. 49 (2016)
493001.
［４］M. Shigeta, J. Flow Cont. Meas. & Visual. 6 (2018) 107.
［５］E. Pfender, et al., Plasma Chem. Plasma Process. 11
(1991) 529.
［６］M . Shigeta, J. Phys. D: Appl. Phys. 46 (2013)
015401.
［７］M . Shigeta, Plasma Sources Sci. Tech. 21 (2012)
055029.
［８］M. Shigeta & T. Watanabe, J. Appl. Phys. 108 (2010)
043306.
［９］M. Shigeta & T. Watanabe, J. Thermal Spray Tech.
18 (2009) 1022.
［10］M
 . Shigeta & T. Watanabe, Powder Tech. 288 (2016) 191.
［11］V.A. Nemchinsky & M. Shigeta, Model. Sim. Mater.
Sci. Eng. 20 (2012) 045017.
［12］M. Shigeta, IEEJ Trans. Elec. Elec. Eng. 14 (2019) 16.
［13］M. Shigeta, et al., Nanomaterials 9 (2019) 1736.
［14］M . Shigeta & M. Tanaka, Jpn. J. Appl. Phys. 59
(2019) SA0805.
［15］M. Ito, et al., Qtr. J. Jpn. Weld. Soc., 33 (2015), 32s.
［16］H. Komen, et al., Int. J. Heat Mass Transfer 121
(2018) 978.

【著者略歴】
しげた

まさや

茂田 正哉
1999年

東北大学工学部 卒業

2001年

東北大学大学院工学研究科 博士前期課程 修了

2004年

東北大学大学院工学研究科 博士後期課程 修了

2004年

東京工業大学 日本学術振興会特別研究員(PD)

2005年

ｱﾒﾘｶ･ﾐﾈｿﾀ大学 日本学術振興会特別研究員(PD)

2006年

東北大学大学院工学研究科

助手

2007年

東北大学大学院工学研究科

助教

2010年

ｲﾀﾘｱ･ﾎﾞﾛｰﾆｬ大学 客員教授（兼任）

2012年

ｱﾒﾘｶ･ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ大学ﾊﾞｰｸﾚｰ校 客員研究員（兼任）

2013年

大阪大学接合科学研究所 准教授

2021年

東北大学大学院工学研究科 教授（現在に至る）

SUIRAN 11

研究プロフィール

次世代材料システム創出のための周辺技術と検査法
の開発 ～より有効に微細材料を活用するために～
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 燈 明 泰 成

１. はじめに

査手法を開発する必要があります。

題目の材料システムという単語の意味ですが、素材とし

本稿では、著者らがこれまでに開発した微細材料を使い

ての材料を組み合わせて機能を有するようにしたものの総

こなすための周辺技術や、材料システムの検査手法を、特

称で、身近な例として電化製品を思い浮かべていただくとわ

許や文献を引用しながら説明したいと思います。

かり易いかと思います。例えばスマートフォンは通話や検索
といった機能を有していますので材料システムですが、内部

２. 金属微細材料の特性評価と改質

に使われています各種センサや電子部品も機能を有してい

微細材料をどの様に活用するかを考えるために、当該材

ますので、それぞれが材料システムと言えます。また自動車

料の物理的諸特性を評価することが欠かせません。しかし

や発電プラントも材料システムですので、世の中には実に広

ながら何分、対象寸法が小さく、評価は容易ではありませ

い寸法範囲の様々な材料システムが存在しています。

ん。ここでは微細材料の力学特性評価の事例を紹介します。

ところで優れた物理的緒特性（機械的、電気的、熱的、

例えば前出の単結晶Alウイスカの力学特性を曲げ試験に

光学的、等）と幾何学的特徴（細い、薄い、等）を有する

より評価するには、µNの力を10nN程度の分解能で検出す

金属、半導体、高分子微細材料（直径や厚さがnm ～ µmの

る必要がありますが、このことは容易ではありません。そ

材料）が次世代材料システムの主要な構成部材や機能素子

こでこれを実現すべく、はじめに二重はりと静電容量セン

として活用できると期待されています。身近な金属微細材

サとを組み合わせた微小荷重検出器（図２）を開発し２）、

料として、金属表面から髭状に成長した金属ウイスカが挙

さらにこれを組み込んだ試験機を試作することで、ようや

げられます。金属ウイスカは電子機器の短絡故障をもたら

くAlウイスカの降伏強度が多結晶Alのそれのおよそ20倍で

す害悪要素として広く知られていますが、一方で単結晶の

あることがわかりました３）。

金属ウイスカ（図１）は理想強度に近く、次世代材料シス
テムの構造部材として利用できると期待されています１）。
また各種微細材料は排熱や太陽光からの環境発電のための
エネルギー変換材料、光通信のための光導波路材料等、実
に様々な用途での活用が期待されています。

図2 微小荷重検出器
(二重はりのたわみ量を静電容量センサで計測して荷重に換算、二重は
りだと荷重に対してはり先端部が平行移動、ただのはりだとそうはな
らない)

さて多結晶金属材料の降伏強度は結晶粒径が小さくなる
図1 著者らが作製した直径0.5µm・長さ0.2mmの単結晶Alウイスカ
（将来、高付加価値材料となり得る期待がある）

ほど高くなることが知られています。したがって金属微細
材料はその寸法に起因してそもそも存在できる結晶粒が小
さく、高い強度を示すのですが、このことは一方で加工性

しかしながら現状において、微細材料は世の中の材料シ

を損なうことに繋がります。例えばスマートフォンや電気

ステムで十分に活用されているとは言い難い状況かと思い

自動車に欠かせないコイル素子は細線を巻線加工して作製で

ます。著者らはより有効に微細材料を活用するための様々

きますが、細線の降伏強度が高くなるにつれて真円度の高い

な周辺技術を開発しています。例えば素材としての微細材

コイル素子を作製することが困難になると予想されます。

料同士を接合することは材料システムの創出に欠かせませ

そこで金属微細材料に電流を付与して生じるジュール熱

ん。また材料システムを健全に維持するためには色々な検

により結晶粒を成長させ、材料の延性を回復する熱処理法
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を提案しています。例えば、直径25µmのCu細線に僅か３
分間通電することで降伏強度を熱処理前の25%にまで低下
４）

３. 金属微細材料の接合と機能の創出
微細材料を活用して次世代材料システムを創出するため

（図３）させることができます 。またAg薄膜に通電して

に欠かせない周辺技術の一つとして、微細材料同士の接合

結晶粒を成長させることで、集束イオンビームエッチング

が挙げられます。2000年代に入りましてから、電子ビーム

５）

の加工効率が向上することも確認しています 。

やレーザーを用いた様々な接合技術が開発されています
が、著者らは材料同士の接触部に一定直流電流を付与して
生じるジュール熱を利用した接合手法を提案しています９）。
金属細線同士の接触部に適切な一定直流電流を付与した
際、はじめに電気抵抗が高いことに起因して接触部が溶融
し、その後、接触面積の増加に伴い電気抵抗が減少するこ
とで溶融部が凝固し、電流の付与下において接合が自己完
了します。
この手法では、細線同士の接触界面において溶融と凝固
という相反する現象が、溶融した後に凝固するという所望
の順で起きることを利用しています（図５）。

図3 降伏強度と結晶粒径の関係
(この関係はHall-Petchの関係として知られている)

微細材料の力学特性を評価することが困難なことを述べま
したが、これが実現できますと開発した実験技術を活用して
新たな知見を得ることができます。例えば多層構造体である
毛髪の曲げや引張に対する変形能を高精度に計測することで
（図４）
、シャンプーやコンディショナーによって毛髪がどの
程度柔らかくなるかを定量的に知ることができます６）。また
力学特性と内部構造との関係を調査することで、まつ毛がな
ぜ曲がっているかのヒントを得ることもできます７）。

図5 ジュール熱によるPt極細線(直径0.8µm)の接合過程のその場観察
(通電時間を制御する必要はなく、電流量の制御で接合が実現できる)

要点はジュール熱により材料同士の接触部が溶融する現象
図4 単一毛髪の曲げ試験
(毛髪の断面は楕円形であり、負荷方向により荷重-変位関係は異なる
が、これを整理した毛髪の外形寸法の依らない曲げに対する変形能で
ある構造弾性率は負荷方向に依らず一致する)

にあります。微細材料同士の接触部にわずかな電流を付与し
ても接触部が溶融しない現象と、き裂にわずかな力を付与し
てもき裂が進展しない現象との類似性に着目し（図６）、き
裂の進展現象が応力拡大係数によって整理できることを参

さて爪の力学的研究も重要です。手の爪はモノの把持で、

考に、溶融現象が生じるか否かを判断する因子を見出して

足の爪は歩行に際して重要や役割を担っていますが、老化

います10）。これにより、溶接条件が定量的に記述できるこ

により爪が軟化しますことこれらのことが困難になりま

ととなりました。この因子（U ）は本質的に接合部の温度

す。爪の力学特性評価法を考案して外形寸法の影響を排除

に対応し、融点に相当する値（U C）に達すると接触部が溶

した爪の曲げに対する変形能を評価し、同一人物から採取

融することになります。一つの因子で比較的簡便に接合条

した毛髪のそれと比較したところ、
「爪の方が毛髪より２

件が整理できる点はその他の接合手法と比較して利点にな

倍も曲がり易い」といった興味深い実験結果が得られまし

るかと思います。

８）

た 。毛髪や爪の諸特性の医学分野等での活用は今後に期

ところで異種金属細線同士を接合した異種金属接点にお

待するところが大きく、精力的に研究を進めて行きたいと

いて熱電変換現象（熱から電気、あるいは電気から熱への

考えています。

変換現象）を観察していた頃、東日本大震災が起きました。
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化に超音波映像法が広く利用されています。対象物の内部を
数10µm程度の高い分解能で可視化できますが、通常検査時
には対象物の水没が不可欠となります。この水没問題を解消
すべく、水と検査対象物との間に薄膜を挿入し、薄膜と対象
物との間を減圧して同界面に負圧力を作用させた状態で対象
物内部に超音波を高効率に入射するドライコンタクト超音波
法を提案しています12）。当該手法により電子部品の内部を非
水没下で高分解能に可視化することが可能です（図８）
。

図6 微小接点の溶融現象を支配する因子
(き裂が進展するか否かが応力拡大係数で判定できることから着想)

被災した際に痛感した電気のない生活の不便さから、独自
の薄板型熱発電機（図７）の開発に着手しました11）。
近年、再生可能エネルギーに注目が集まっており、その
一つに排熱発電があります。既に各種プラントや自動車の

図8 Siチップ裏面のはんだボール欠落箇所の検査
(後述する音響共鳴によりドライコンタクト画像(c)の方が従来水没画
像(b)より鮮明)

排熱回収が試みられていますが、この分野ではBi-Te系材

また従来の超音波映像装置は超音波探触子を機械的に走

料が主に使用されています。高い熱電変換効率が達成でき

査して面情情報を取得しますが、これを電子的に行うこと

る一方、当該材料は希少金属であって、またリサイクルの

もできます。このフェーズドアレイ技術とドライコンタク

難しさもあります。Siナノワイヤやカーボンナノチューブ

ト超音波法とを組み合わせてドライコンタクト超音波カメ

を利用した熱電変換も試みられていますが、その熱電変換

ラ（図９）を開発し、これを実用化しています13）。

効率はBi-Te系材料を用いた場合と比較して２桁劣ると
いった状況です。

図9 ドライコンタクト超音波カメラ
(鋼板を濡らすことなく、鋼板中の欠陥を瞬時に可視化することが可能)
図7 Fe薄板にAl薄膜を蒸着した薄板型熱発電機
(Fe薄板表面を酸化することで熱電変換効率が向上)

ところで水とシリコンチップとの間に高分子フィルムを
挿入して超音波入射実験を行ったところ、受信波形の強度

著者らはFe薄板にAl薄膜を蒸着した、希少金属を用い

がフィルム非挿入時のそれを上回り、オシロスコープの表

ない薄板型熱発電機を試作し、これを積層する等して高効

示を振り切った際には大いに驚きました。後にこれが音響

率化を図っています。特に身近に存在する温度差、例えば

共鳴によるものとわかりました14）。音波が薄層を通過する

体温と外気との温度差から少しでも有効なエネルギーが取

際、薄層界面での反射率と透過率は周波数依存性を示し、

り出せないかと考えています。また同じ原理で市販されて

特に薄層の厚さが音波の1/4波長と一致する時に両者は極値

いない極細の熱電対を安価に作製することもできます。

を取ります（音響共鳴）
。この現象が薄層の音響物性値や膜
厚に依存することを利用して、極薄い高分子フィルムの音

４. 材料システムの検査
材料システムの性能を保証する、あるいは長期に亘り健

響物性値15）や自動車用鋼板の表面に施工された高分子塗装
膜の厚さ分布を計測（図10）することに成功しています16）。

全性を維持するためには様々な検査が欠かせません。ス

先に金属細線の接合の話をしましたが、実在する多くの材

マートフォンをはじめとする最近の材料システムでは薄膜

料システムにおいて接合部は強度に直結するので検査が欠か

を積層した構造体が随所に使用されており、特に界面の品

せません。一例として、自動車では一台当たり数1,000点の

質を評価することが重要となってきています。例えば前出

抵抗スポット溶接が行われています。自動車の安全性を確保

の薄板型熱発電機の熱電変換効率も異種金属界面の性状に

するために重要な接合部の直径（ナゲット径）を超音波17）や

よって大いに変化します。

電流18）を用いて検査することにも取り組んでいます。

ところで電子部品や薄膜デバイスの高分解能な内部可視
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図12 鉛フリーはんだの解析
(熱サイクルの進行に伴いひずみが蓄積する箇所で疲労き裂が発生)

本稿をお読みいただき、興味を持っていただけた内容が
ありましたら、是非とも共同研究の実施や、装置・技術の
実用化に関してお声掛けいただけましたら幸いに存じます。
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人と情報を繋ぐ次世代ヒューマンインタフェースと
ソフトマターの応用展開
東北大学大学院工学研究科
電子工学専攻
教授 藤 掛 英 夫

１. 情報化社会の深化

ち、大脳の認知機構を勘案しながら、情報を含むコンテン

近年、情報のデジタル化に伴って、通信ネットワークや

ツ・ソフトウェア層と、情報の取得・伝送・提示のための

コンピュータ処理の技術が著しく進歩している。それによ

媒体である物理層（材料・デバイス・システム）を組み入

り、生活環境での情報流通が加速しており、人や社会が取

れていかなければならない。

り扱う情報量が増大している。さらに、通信・放送・インター

そこで筆者は、以下の２つの学術的アプローチ（理念と

ネット・出版など情報メディアの融合により、情報やコン

なる感性工学、手段としての有機材料工学）をベースとし

テンツの多様化が進行している。このような情報の増加・

て、新しい情報デバイス群の創出１）にチャレンジしている

多様化・複雑化に対しては、個々のコンテンツやメディア

（図２）。１つ目のアプローチは、認知科学や人間工学であ

の特徴を生かして情報の質を高めるとともに、意味を理解
した上で必要とされる情報を伝送・提示するなどの方策が
必要となる。その場合、ビックデータ解析や人工知能の活
用が期待されるが、情報の高度化と増加により、創造活動
に費やすべき人の精神活動への負担は減りそうもない。
そのため今後、人の精神活動と情報のギャップを埋めて

図２ ソ
 フトマター（シーズ）／ヒューマンインタフェース（ニーズ）
研究のシナジー効果

いく取り組みが重要となる。その場合、効率のよい情報授

る。人は社会環境の中で、外部から五つの感覚（五感：視

受を可能にするため、情報空間と人間を優しく繋ぐヒュー

覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚）で情報を取得して、思考・

マンインタフェースとそのハードウェアの開拓が急務とな

行動を行うシステムと考えることができる。現在、開発が

る（図１）。ヒューマンインタフェースはあくまでも媒体

急がれているロボット、人工知能、スマート社会は、それ
ぞれ人の運動能力、思考力、社会サービスの代替を目指す
ものである。情報取得のための五感の知覚では、処理の高
速化のため無意識で記憶との照合・補間・予測が行われ、
パターン認識エラーに基づき錯覚が生じると考えられてい
る。さらに、心理的な物理量の曖昧さも情報システムでは
問題となる。このように感性の機構には未解明な部分も多

図１ 情
 報化社会において人と情報を繋ぐヒューマンインタフェース
技術

く、ヒューマンインタフェース設計では少なからず柔軟性
が求められる。
２つの目のアプローチは、ハードウェア技術としての有

のため、それ自体は目立たない方がよいが、今後の情報化

機材料工学である。今日の情報化社会の基盤は、無機材料の

社会の進展は、優れたヒューマンインタフェースの出現に

電子工学（エレクトロニクス）をベースに構築されており、

左右されるといっても過言ではない。筆者は、今後のヒュー

制御の中枢はシリコンや化合物の半導体で構成される。それ

マンインタフェースのあり方として、情報をいつでもどこ

に対して炭素中心の化合物である有機材料（ソフトマター）

でも享受できて利便性に優れた情報プラットフォームと、

では、分子構造や凝集形態に自由度が大きいだけでなく、分

人に優しいヒューマンインタフェースの構築が鍵になると

子間の結合力が弱いため、機械特性はもとより、光学特性、

考えている。ヒューマンインタフェースという技術用語は、

電気特性、化学特性などを自在に制御できる。ソフトマター

当初、人と機械、最近では人とコンピュータの仲介という

の種類も多様で、それらの機能開拓は今後の課題といえる。

意味で使用されてきたが、さらに人と情報の介在という意

このような２つ学術分野を交雑すると、魅力的な研究課

味に拡張するべきであると考えている。ヒューマンインタ

題が見えてくる。人間科学の基盤である曖昧な感性と、材

フェースを構築する場合、人間科学で得られた感性などの

料工学で未開拓のソフトマターは、共に許容度・自由度が

知見を利用して、工学に活かしていく必要がある。すなわ

大きいため、互いに擦り合わせることで、人と情報の相互
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作用を高めることができる。それらの連携は、伸びしろの

の感性や認知機構を十分に考慮しながら、表示システムを

大きな新しい研究領域を形成して、社会的イノベーション

考えていく必要がある。

を創発する可能性がある。そこで筆者は、多様なソフトマ

今後、ディスプレイというヒューマンインタフェースを

ターを用いて、次世代メディアを先導するヒューマンイン

発展させるには、人間工学を基にした利便性と、視覚に基

タフェースを構築する研究開発を進めており、その目的は

づく高臨場感の追求が重要と思われる。現在の２次元ディ

人に優しい電子デバイスを創出して、人と情報の距離を狭

スプレイの研究開発では、観視画角はテレビの大画面化に

めることにある。

より両眼視での視覚域までおおよそ拡大している（例えば
スーパーハイビジョンで画角100度）、テレビ・スマートフォ

２. 情報の価値を高めるヒューマンインタフェース

ン・パソコンの解像度は高精細化・多画素化で視覚限界（角

筆者は大学を卒業した後、放送局に勤務して、テレビ・

度１分）を超えている、時間解像度も人が点滅を感じるフ

ラジオのコンテンツ制作（カメラ撮影、映像スイッチング、

リッカ周波数を超える高速なリフレッシュレートが必要と

音声ミキシングなど）や放送ネットワークの維持業務を担

認識されている（例えば120Hz）
、色再現範囲も単色光に

当した後、放送機器の研究開発に長く従事した。そのため、

近い３原色により色覚限界に近い色域が規格化されている

情報メディアとハードウェアの関係に興味があり、そこか

など、人が感じる画質の向上は一定レベルに達している。

ら説明を始めたい。
現在、我が国は未来社会のあり方として、人々が生き生

そのため筆者は、今後の次世代ディスプレイ開発の方向
性として、ディスプレイの形態変化による利便性追及と、奥

きと活躍できる超スマート社会 Society 5.0 を提唱してい

行き付き立体表示による高臨場感・実物感（画質の最終目標）

る。物理空間と情報空間が高度に融合する今後の社会では、

の確保が重要と考えている。これらのデバイスの概念や基

人の感性を踏まえて情報が効率よく伝わるヒューマンイン

盤技術を創出できれば、ユーザー側からも新しい用途やサー

タフェースが不可欠となる。人間中心の情報技術に向けて、

ビスが次々と提案されて、その波及効果は計り知れない。ソ

ヒューマンインタフェースは、感性との整合や利用形態の

フトウェアビジネスが盛況を呈している今こそ、次のイノ

適応性を訴求して、人と情報の調和を目指す。既存の情報

ベーションに向けてインパクトの大きなハードウェア技術

メディアの歴史においても、ラジオ、テレビ、映画、パッ

を仕込むため、特性の柔軟性や設計の自由度が大きな機能

ケージメディア、インターネットというように技術開発が

性材料・デバイスを先駆けて開拓していく必要がある。

進むにつれて、メディアから得られる映像・音声などの情

筆者は、多彩なソフトマター群におけるミクロな分子自己

報は、実生活で視覚・聴覚から直接得られる高品質な情報

組織化現象と、マクロな溶液工程（高精度印刷法、巻き取り

に肉迫してきている。

工程など）を駆使することにより、無機材料では得られない

五感の中でも視覚は、感情に直結する知覚であり、人が

特徴を追求して、ヒューマンインタフェースを変革したいと

生活で取得する情報量の中で80%以上を占めると報告され

考えている。そのため、液晶、高分子、複合膜、ゲル、有機

ている。そのため電子ディスプレイは、人に寄り添うヒュー

導体／半導体、単分子膜など様々なソフトマターの機能開拓

マンインタフェースの代表であり、嗜好に左右される典型

に取り組んでいる。特に、今後の情報化社会や次世代メディ

的なコンシューマエレクトロニクスに属する。今日まで、

アを先導するため、以下のフレキシブルディスプレイやホロ

電子ディスプレイの技術革新が、様々な情報コンテンツの

グラフィック立体表示の研究に力を注いでいる。

制作・通信・提供のサービスと、それらを支えるエレクト
ロニクス産業の発展を牽引してきた。実際に、液晶などの

３. 利便性の追求で進化するディスプレイ形態

軽くて薄いフラットパネルディスプレイ技術が、箱型で重

豊かな情報を誰もが享受できるようにするには、持ち運

くてかさ張るブラウン管のテレビ受像機を、携帯電話、ノー

びや取り扱いが便利なハードウェア形態が求められる。そ

トパソコン、大画面薄型テレビに進化させて、人々のライ

の有力候補として、画面を固い平板状から、薄くて曲がる

フスタイルを変革してきた。

フィルム状に進化させるフレキシブル化技術がある２, ３）。

ディスプレイは、電気信号を視覚で認知できる光の強度

そのようなフレキシブル化により、ディスプレイの携帯・

信号に変換するため、媒体変換器といえる。ちなみにその

設置・意匠の自由度が飛躍的に拡大する（図３）。例えば、

光信号は、網膜の視細胞で再び電気信号に変換されて、脳
内の神経ネットワークで処理されて知覚される。人は慣れ
親しんだ現実世界に近い情報を好むため、ディスプレイの
設計は視覚に基づいて設計される。逆に、視覚で捉えられ
ない情報は省かれて、電気信号の圧縮に活用される。また
視覚では、経験・記憶との照合ミスで錯視を生じるだけで
なく、現実に近いが少し異なる画像が認知機構と葛藤を起
こして、様々な問題が生じることも知られている（立体視
の疲労、大画面動画による映像酔いなど）
。そのため、人
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図３ 今後のフレキシブルディスプレイの応用イメージ
（衣服に装着できて持ち運びに便利なウェアラブル端末や設置が容易な
超大画面壁貼りテレビ）
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持ち運びが便利で、いつでもどこでも情報授受が可能とな

例えば、液晶中に溶解させた高分子（モノマー）を紫外

るユビキタスディスプレイへの応用が期待される。通常、

線パターン露光で光重合することで、液晶配向を乱さない

画面サイズが大きくなると見やすく臨場感も得られるが、

分子配向型高分子壁スペーサを形成する方法10） を開発し

ディスプレイ自体がかさ張る。丸めたり折りたたみができ

た（図６）。また、基板表面の濡れパターンによる高分子壁

るフレキシブルディスプレイの利点は、表示サイズの増加

スペーサの形成法も考案した。これらスペーサ形成技術に

とともに際立つ。

より、極薄フィルム基板を用いて小さく丸められるデバイ

しかし、画面をフレキシブルとした場合、機械的な柔軟

ス（図７）を実現した11）。さらに、基板１枚とカバー層で液

性と信頼性が相反するため、その普遍的な問題をブレーク
スルーする技術が必要となる。そこで筆者は、２枚のプラ
スチック基板を機械強度の大きな高分子スペーサで接着し
て、細長い低分子で液体の液晶層を安定化したフレキシブ
ル液晶ディスプレイ（図４）を提案した４-７）。液晶方式の

図６ ２枚のプラスチック基板を接合するスペーサの形成法

図４ フレキシブル液晶ディスプレイのデバイス構造（断面図）
図７ 極薄フィルム基板を用いて巻き取りが可能な液晶デバイス

フレキシブルディスプレイは、有機ELに比べて不安定な
電子励起状態を用いないため、ガスバリア性に乏しいプラ

晶を保持して超柔軟化が可能な単基板素子の構造を提案し

スチック基板を用いても、酸化などの経時変化がなく、長

ている。これらの取り組みにより、今日、活況を呈するフレ

期間の安定動作が可能である（図５）。液晶層では、電圧

キシブルディスプレイ開発に先鞭を付けることができた。な

印加により光学特性（振幅、
位相、
偏光）を自在に制御でき、

お、液晶方式は有機ＥＬディスプレイに比べて、構造が複雑
で薄型化・柔軟化は制限されるが、バックライト調整で高輝
度化が容易、大画面化・高解像度化が可能、部材・製造技術
の確立で低コスト、寿命フリーなど際立った利点がある。
また、デバイスを伸ばせるストレッチャブルディスプレ
イを実現できれば、ウェラブル端末やヘルスケア電子機器
の人体装着が可能となるとともに（膝であれば1.5倍の伸び
が必要）
、また構造物（家電、乗り物、建築物）の３次元曲

図５ プラスチックフィルム基板を用いた液晶デバイスの試作例
（長期間の安定動作を確認済み）

面に貼って使えるようになり、さらに用途は拡大する。こ
れにより、環境構造物が必要な時だけディスプレイに変貌
して情報を提示するアンビエント（環境適応型）ディスプ

偏光板で挟むことで光強度が変調できる。筆者らの一連の

レイが実現でき、屋内外で情報端末を持ち運びせずに済む

研究で、
液晶層の保持機構（接着スペーサ構造）
、
プラスチッ

ようになる。そこで、
液晶を伸縮性高分子で内包した構造や、

ク基板（等方性材料、極薄フィルム）
、電圧駆動用の薄膜

伸縮性に優れて自己修復も可能な液晶ゲル12）（図８）の研

トランジスタTFT（低温多結晶シリコン、蒸着型有機半導
体、塗布型有機半導体結晶）
、柔軟バックライト８）
（LEDを
用いた導光板や直下照明シート）
、偏光の光学設計 ９)（基板
の光学異方性制御、視野角補償、コントラスト向上）
、プ
ラスチックに適したパネル製造工程（低温フォトリソグラ
フィ加工、印刷法、転写法、巻き取り工程）など、フレキ
シブルディスプレイに有用な要素技術が数多く見出されて
いる。

図８ 透明ゴム製の基板上に塗布した液晶ゲル膜の延伸試験
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究を進めている。

の先進技術により、３次元のフルカラー動画表示も近い将

フレキシブル液晶デバイスの作製については、低温の印
刷工程

13）

来、実現されると考えている。

を導入するだけでなく、量産性の高い巻き取り

工程14）に対応できる基盤技術も提案している。また、ディ
スプレイパネルの超柔軟化に必要な有機薄膜トランジスタ
の実現に向けて、液晶溶媒を用いることで半導体単結晶薄
膜の結晶方位の制御を可能とし15）、高移動度特性を得てい
る。これらの技術は、分子配向制御による性能向上が課題
とされる今後のプリンタブルエレクトロニクスへの応用展
開が期待される。

図９ 画
 素間の電界漏れ出しや弾性伝搬を遮断する高分子隔壁の作
製方法と試作例

４. 高臨場感化に向けた立体表示の基盤技術
８K解像度スーパーハイビジョンをはじめ、２次元表示

５．ソフトマターを用いたスマートデバイスの創出

の大画面化・高解像度化により、臨場感・実物感が一定の

筆者は、さらにソフトマターの応用分野を拡大するため、

レベルに達した現在、さらなる高臨場感を追求する上で、

ディスプレイのような情報の出口だけでなく、入り口であ

奥行き情報を付加する３次元立体表示は重要である。従来

るセンシングへの応用も展開している19）。例えば、電圧可

の両眼視差に基づく２眼式立体表示では、眼球方向の輻輳

変の液晶フィルタをイメージセンサ（CMOSやCCDなど）

位置と焦点調節位置の不整合などにより、違和感・疲労・

の前面に取り付けて、光領域で前処理を行う適応光学シス

映像酔いが生じることが多く、視覚的疲労がなく自然な立

テムを提案している（図10）。被写体からの光画像に対して、

体表示が得られる次世代立体技術が待望されている。電子
ホログラフィは、入射光を回折して物体からの光を再現す
るため（空間像再生型）、人の認識機構との不整合に基づ
く疲労がない究極の表示方式として期待されている。その
ような人に優しい自然な立体表示を実現できれば、５Gな
どの移動体通信、高臨場感の次世代テレビ放送、医療支援、
工業製品設計、車載用ヘッドアップディスプレイ、アミュー
ズメント・エンターテインメントなど、多くの情報サービ

図10 撮像用の液晶フィルタの基本構成

ス分野でインパクトになる。
高度に発達した液晶技術は、フレキシブルディスプレイ

強弱が大きな入射光強度の調整20）
（撮像デバイスのダイナ

のみならず、次世代の立体表示分野にも応用が可能である。

ミックレンジ確保）、不要な反射光（偏光）の映り込み除

液晶ディスプレイの高解像度化は著しく進展しており、プ

去

ロジェクタ用の反射型液晶デバイスでは４µmピッチ程度

産業用途で被写体の構成物質を検出する特定波長の狭帯域

まで開発されている。さらに１µmピッチまで高解像度化

抽出23）（近赤外域も含む）、などの機能を付加できる。また、

が進展すると、光回折角が大きくなり、視覚を通して物体

外部圧力による液晶流動は、分子配向変化に伴って大きく

を認識する有効視野（視域角30度）に相等する表示画像が

誘電率が変化するため24）、人の動きなどを検知する高感度

得られる。これにより、デスクトップ環境で50cm離れて

風圧センシング技術を提案している。

21）

、自然な色調への色温度変換22） 、医療・ヘルスケア・

20cmの立体像を提示でき、実用性が飛躍的に高まる16）。そ

さらに、情報を伝える通信分野への応用展開も進めてい

のため、１µm程度に画素を微小化しても光波面制御に必

る。今後の移動通信ネットワークでは電波の高周波帯化に

要な位相変調（２π）を確保できる液晶技術を構築する必

伴って、天候により電波が減衰しやすくなるだけでなく、

要がある。

回折が減少するためビル影などの見通し外の場所で、サー

そこで筆者らは、微小画素間の漏れ電界と液晶の弾性伝

ビスが制約を受ける。そこで、低周波のバイアス電圧印加

搬を防ぐ誘電体の隔壁を提案して、初めて１µmの微細画

に伴う液晶の分子配向変化・誘電率変化により、マイクロ

素の独立駆動に成功するとともに、隔壁で乱れやすい液晶

波・ミリ波の位相を制御して25）（図11）、アンテナ指向性

分子の配向を安定化するため、液晶配向の弾性エネルギー

を任意に制御するフェイズドアレーアンテナ用の移相器

の観点から画素に間仕切りを設ける方法を見出している17）

や、見通し外の場所（カバレッジホール）に電波を反射す

（図９）。誘電体の高分子隔壁は、超微細加工に有利な印刷
製法であるナノインプリント法により作製した。また、通

る電圧可変の反射板デバイスの研究を展開している。
日々の生活を便利にするスマートデバイスの研究にも、

常の液晶とは異なり自発分極を有する強誘電性液晶は、漏

ソフトマターを活用している。例えば、液晶・高分子複合

れ電界を防ぐ両極性電圧駆動が可能なため、高解像度駆動

膜の光拡散機能で、日照の制御やプライバシー保護に有用

のための電極構造に関する研究
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18）

も進めている。これら

なスマートウインドウも構成でき、また照明器具の配光分
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「炭素循環スキームの下での新たなものつくり」を
つくる
東北大学大学院工学研究科
化学工学専攻
教授 福 島 康 裕

１. はじめに
2020年10月の菅首相（当時）の所信表明演説において、

はないという意味であり、炭素の循環に必要なその他の物
質（従来の希少金属に加えて、窒素、リンなどが近年注目

温室効果ガス正味排出ゼロを2050年までに達成する、とい

されている）の循環をも持続的に実現できることが必要で

う内容が盛り込まれた。それまでにも京都で行われた気候

ある。循環に関わる速度は概ね釣り合わなくてはならず、

変動に関する政府間パネル（IPCC）の国連気候変動枠組

地球という閉鎖系を考えた時に、どこにもストック滞留の

条約の締約国会議であるCOP3において策定された「京都

増減が生じないことが持続性の条件となる。大気中のCO2濃

議定書」の削減目標に向けた取り組み、IPCCやアル・ゴ

度の上昇が問題となっているが、大気というコンパートメ

ア米国元副大統領が「人為的に起こる地球温暖化の認知を

ントへの滞留量増加を防ぐ、というだけでは持続可能な循

高めた」としてノーベル平和賞を受賞（2007）したこと、

環は実現しない。地中への貯留は一時的には手段となるか

身の回りでの気候変動を実感させるような様々な事象の発

もしれないが、最終的にはこれもなくしていく必要がある。

生、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃よ

このように列挙すると、なんだか難しそうだが、どのよ

り十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」ことを謳っ

うにすれば、これは実現できるのだろうか。実はこの問い

たパリ協定の発効（2016）などにより、気候変動およびこ

への解答を準備する起点となるのは、全ての炭素含有製品

れに関連する事柄は、たびたび関心を集めてきた。もちろ

を、バイオマス、End-of-Life（EoL）製品、空気中や水中、

んこの間、研究としては、地道に緩和策および適応策とな

発酵や水処理プロセスなどからのCO2など、非化石の炭素

る技術開発や政策研究が積み上げられてきている。一方ビ

源を用いて生産するシステムを想定すること、である。生

ジネスの場では、企業を環境（Environment）、社会（Social）、

産者の立場からは、「排出を減らす」ことを目指すことが

企業統治（Governance）への優れた取り組みで評価して長

低炭素社会への道だと考えられてきたかもしれない。しか

期的な利潤を見込むESG投資が脚光を浴びるようになり、

し正味温室効果ガス排出ゼロのためには、用いる原料、エ

気候変動問題に関しても、例えば石炭火力発電への投資が

ネルギーをすべて再生可能なものにするという考え方に切

困難になるという具体的な影響力が見え始めた。また、環

り替えることが必要である。これら二つの考え方は当然、

境活動家のGreta Thunbergさんの活動や言動が、若い世代

無関係ではない。排出ゼロが達成されているならば、非化

に共鳴を起こし大きな話題となった。これらの文脈の中で、

石炭素源は高価であるので、製造方法が効率的、省エネル

「温室効果ガスの排出を減らす」のではなく、「排出を無く
す」方向へと、社会全体が舵を切る、いわば考え方の転換

ギーであることで実現する直接CO2排出量の削減は、経済
性の観点で重要となる。

点が日本においては、冒頭で述べた所信表明演説であり、
カーボンニュートラル、という概念が世間で脚光を浴びは
じめる契機となったようにも思える。そのあとも2021年に
は大気と海洋を結合した物質の循環モデルを開発して、最
も重要な温室効果ガスである二酸化炭素（CO2）の気候変
動への影響予測にとりくんだ真鍋淑郎氏がノーベル物理学
賞を受賞し、これまで以上に、人類の立ち向かうこの大き
な課題とその解決を目指す技術開発が脚光を浴びている。
さて、私たちの身の回りの製品にはさまざまな形で炭素
が含まれている。これらの製品の全てについて、炭素を含
まない代替材料を用いるよう変更することは現実的ではな
い。となれば、正味CO2排出ゼロの達成には、ものつくり
は「炭素の持続的な循環を実現する」ことを前提とした方
法に転換していくことが必要である。
持続的に、とは一時的に実現できればよいというわけで
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図１ カーボンニュートラルな世界におけるものつくりの炭素源
排
 出をゼロにするのではなく、炭素源となる資源をEnd of Life (EoL)

製品のリサイクル、バイオマス、空気や水などの環境中炭素など循
環（再生可能）資源に求める必要がある。
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２. 化学システム工学研究室の炭素循環構築にむけた役割

３. プラスチックの循環

化学システム工学研究室は化学工学専攻において、プロ

プラスチックのリサイクルはペットボトルやポリスチレン

セスシステム工学講座の一翼を担う研究室であり、反応器

トレーなど、一部が製品レベルでの分別回収により「マテリ

や分離器などの要素プロセスをいかに効率よく繋ぎ合わせ

アルリサイクル（Material Recycling, MR）」されている他は、

てシステムを構成し、安価で環境への負荷の少ない化学製

大 部 分 が 燃 焼 の 上、
「 サ ー マ ル リ サ イ ク ル（Thermal

品の製造を実現するか、といった命題に取り組むことが使

Recycling, TR）」として熱回収されており、化学原料生産プ

命である。我々は、設計対象としている化学プラントと自

ロセスとして動脈産業に統合される「ケミカルリサイクル

然界の間の境界での出入りだけでなく、そこで原料やエネ

（Chemical Recycling, CR）」が行われている例は未だ非常に

ルギー、水などを使い廃棄物などを出すことで間接的に環

少ない。これは、混合プラスチックからケミカルリサイクル

境に与える影響までを考慮して化学プロセスを設計する、そ

に適したものを体系的に選別し資源として循環するシステム

のための手法の構築を目指している。製品の製造に関わる

が構築されていないことも一因である。循環する炭素量を増

システムを設計するときに鍵となる考え方に「ライフサイ

やす、つまり図１の黄色の部分を増やすことで、CCU（茶色

クル思考（Life Cycle Thinking）」というものがある。製品

部分）やバイオマス（緑色部分）の負荷を減らしながら炭素

が提供するサービスを利用することに伴う環境への影響を

利用による利便性を享受していくための鍵は、CRの効果的

包括的に把握するための考え方であり、これを用いて製品

な活用といえるだろう。

やその製造プロセスを評価する手法としてライフサイクル

消費者から出される段階でリサイクル方法に合わせた簡便

アセスメント（Life Cycle Assessment, LCA）が用いられる。

な方法で分別し、これを収集サイトなどで近赤外線などの光

我々は、私とはやや異なる専門をもつスタッフ（助教１、特

学的方法や密度差を用いる方法など、適切な方法で選別する

任助教２）とともに、この「ライフサイクル思考」に基づ

ことで、混合プラスチックを安定的に油化、あるいはガス化

いてプロセスシステム工学の新たな展開をすすめている。

するプロセスが採用可能となる。この際の変換ルートや分離

私はこれまでの研究の中で、リサイクル技術［４, ５,

技術を考えてみよう。例えば、MRに適し、ほぼ単一の素材

16］、エネルギー技術［２, ８,13,14］、環境保護技術［９］、

で構成されている製品（PETボトル、PSトレー）などは分

食糧生産技術［７,12］、化学物質生産技術［３,11］、および

別でMRまたはCRで循環させ, 残りは選別技術によりほぼ純

これらの複合技術［６］のライフサイクル思考による評価

粋な廃プラスチックとできるものは油化して蒸留などで精

と設計を行い、必要となる新たな手法、アプローチを提案

製、複合材料になっていたり上記で残渣となっていたりする

してきた。研究成果は、LCAでシナリオ評価を行う方法の

ものは合成ガスのように分離が不必要となるところまで分解

分類手法［15］、複数の技術の相互作用に着目したシナリオ

してCR、といった方針がありうる。もちろんその選択で決

のモデル化手法［８,10,11,13,14］、LCAの結果を技術開発の

められたCRルートがTRよりも炭素循環に資するものとなっ

目標設定や開発戦略の策定に用いるための演繹的（バック

ていることの確認が必要である。

キャスティング的）手法［２, ３, ４, ５, ７,12］など多岐に

この際、既存の生産プロセスとの統合が可能であればそこ

わたる。複雑なシステム的側面を考慮した意思決定を行う

でリサイクルを動脈産業へと統合し循環システムを構成する

ための実用的手法を体系化し、技術の社会実装を目指すプ

ことができる。生産体系全体を俯瞰しつつ、現有の設備を最

ロセスをライフサイクル思考で支援可能であることを示し

大限利用し、省エネルギーで炭素収率よく動脈産業に統合化

てきた。

するために、技術やそれを使いこなしていく社会としての仕

本稿では、上述のような取り組みの中で、炭素循環に対
応したあらたなものつくりの構築に関する部分を紹介する。
炭素循環に関係する部分としては、

組みを、連携したシステムとして設計していく必要がある。
このようなシナリオを描くために、当研究室での取り組み
の結果のひとつ［１］を紹介する。図２にさまざまな製品を

（ア）物質の循環に資する様々な技術をシステムとして繋

リサイクルすることで削減されるCO2排出の内訳を示す。D, I

げて設計し、その導入効果を評価して、技術開発の

はそれぞれ直接排出、
間接排出を示している。また、
飲料（Soft

ターゲット設定する。

drinks）や野菜（Vegetables）などについては容器包装が対象

（イ）物質循環の現在の様子を診断し、将来の循環ビジョ
ンを定量的に描く。

となっており、消費される部分は算入していない。これをみ
ると、そのような製品にどのような形で炭素が存在している

といったことに関連する研究テーマを設定して取り組んで

かがわかる。この情報は成分分析のような実験的な方法では

いる。気候変動対策は喫緊の課題であり、世の中の動きも

なく、国の統計資料である産業連関表を用いたマテリアルフ

凄まじく速い。その中で、現状ベースではなく、実現を目

ロー分析を用いて得た。ちなみに、産業連関表を用いる方法

指す将来において持続的に用いることのできる化学プロセ

は、前述のライフサイクル思考を実現する手法として発展を

スの開発を、設計論やアセスメントの立場から、様々な形

続けており、当研究室の大野助教はその最先端で活躍してい

で支援することを目指している。以下、特にプラスチック

る。図２に戻ると、特にプラスチックはさまざまな製品に容

の循環に関する部分と、炭素固定利用技術に関する部分に

器・包装として用いられており、しかも他素材と混じって存

ついて少しだけ掘り下げて紹介したい。

在している場合も多いことがわかる。また、マテリアルリサ
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イクルが難しい車の部品や、編物衣料に含まれているものが
多く、CRの役割が大きいこともわかる。透明色の直接排出
部分（棒グラフ中の左側部分）と比べ、色の濃い間接的な
CO2排出（棒グラフ中の右側部分）がかなり多いと言うこと
もわかる。このように、現状の可視化、診断は、循環を設計
していく上で重要な情報を提供してくれる。

図３ 混合プラスチックの選別と輸送、変換
個 別の技術開発は、図中緑で示す変換技術について、あるいは青で
示す選別プロセスについて実施されるが、社会実装時には、システ
ム全体として循環をどれだけ省エネ、低コストで実現できるかが重
要となる。であればその情報を技術開発に活かせないか。写真は
PELLENC ST社ホームページ［17］より

４. 炭素固定利用
現在は製鉄や発電などのプロセスから、濃度が10%を超
えるようなCO2が排気ガスの成分として放出されている。
ところが、炭素循環が実現された将来においては、そのよ
うな発電や製鉄は存在しない可能性が高い。したがって、
今後は環境中に低濃度で存在するCO2を炭素源として産業
利用する場面が増えてくることを見込む必要がある。例え
ば大気中の低濃度二酸化炭素（～ 400ppm, つまり～ 0.04%）
図２ 各
 種製品をリサイクルした場合の排出削減ポテンシャルとその
内訳［１］

の固定はDirect Air Capture（DAC）と呼ばれ、技術開発
が盛んに行われている。
DACを実現するために、これまでに化学吸収や吸着、鉱

さて、図２でも判明したように混合状態で回収されてく

物の炭酸化を利用した方法、膜分離など多様な方式が提案

るプラスチックは、どのように選別し、それぞれをどのよ

されている。これらの方法でCO2を単独で取り出す分離シ

うな方法で再資源化して利用していくのが良いのであろう

ステム、これを利用し製品を製造、精製するプロセスシス

か。図３にあるような選別技術を使えば、混合プラスチッ

テムは、直接、間接的に省エネルギーであることが求めら

クから例えばポリエチレン（PE）だけを選別する、といっ

れる。将来的にはエネルギーはカーボンニュートラルなも

たことも可能となっている。しかし、PEを選別し、MRや

のしか使えず、そのようなエネルギーは非常に高価である

CRを行うことができたとして、残りのものはどう処理さ

ことが見込まれるからである。

れるべきだろうか。選別されなかったプラスチックは新た

2020年11月より、私がプロジェクトマネージャーの任

な成分比を持つ混合プラスチックとなっているが、その

について、多くの方々の参画をいただいて、このテーマで

CRでの再資源化効率や再利用先での使われ方は、はじめ

ムーンショット型研究開発事業を実施している。ムーン

のPE選別の影響を受けることになる。こう考えると、あ

ショット型研究開発事業は、「未来社会を展望し、顕在化

る混合比の使用後プラスチックがあるときに、どの樹脂種

するであろう国内外の社会課題を解決する観点から、人々

を対象にどのような方法で選別を行い、それをどのような

を魅了する野心的目標」を国が提示し、「基礎研究段階に

方法で処理すべきか、そのためには選別機器は何台必要か

ある知見やアイデアを最大限に引き出し、従来技術の延長

ということが問題となる。このような問題には、これまで

にない、より大胆な発想に基づく挑戦的研究開発を推進す

に一般解が見つかってない。そこで、当研究室では系統的

る」ことが謳われている。現時点で、内閣府のホームペー

に解を得る方法について、既存のプロセス合成手法を拡張

ジには９つの目標が記載されているが、このうち目標４が

して開発できないか、学生とともに取り組んでいる。また

「2050年までに、地球環境再生に向けた持続可能な資源循

展望としてはこれを逆に使えば、どのような選別、あるい

環を実現」となっており、多くの提案の中から13件が採択

は樹脂の再資源化を達成できればよいシステムが出来上が

されている。このうち８件が「温室効果ガスを回収、資源

るかを探索し、技術開発の羅針盤とすることも可能となる。

転換、無害化する技術の開発」であり、我々の事業もこれ

単一のプラントの最適化設計ではなく、分別、選別、輸送、

に含まれている。

そして原料への変換というシステム全体の最適化を図るた

化学プロセスの開発・設計においては、何を製造するべ

めに、数理ツールを駆使し、化学プロセスシミュレーター

きかをまず決め、そのためにどのような資源をどのような

なども用いて、難題に取り組んでいる。

変換ルートで製造するのかを決めるのがこれまでの王道で
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ある。ところが、今回の事業では、図１のような炭素循環

れる、量産プロセスに必要なさまざまな機能に着目し、そ

の実現ために、大気中CO2を資源として用いて化学物質を

の機能を複数担いうる物質をみつけることができれば、あ

製造することが命題となっているため、資源がきまってい

とはそのアイディアをプロセスの形にする、挑戦的で創造

てそこから何を製造するのが良いのか、という考え方を取

性が高く、つまり楽しい挑戦が待っている。これらの構成

ることになる。であれば、CO2をどこに利用するのがより

が、吸収や吸着等を用いた通常の、捕捉＋脱離（=CO2分離）

省エネとなるのか、を考えるのが技術開発のひとつのアプ

ののちに反応、そして未反応物との分離、という構成と比

ローチである、と考えた。こうして我々の提案では、反応

べて省エネルギー性を実現できるプロセス構成になってい

ルートとして省エネルギー性高くCO2を利用できる物質の

るかどうか、が重要であり、そこに向けて開発項目の性能

生産を狙う、システムとして分離を省エネルギー化するプ

向上をすすめている。

ロセスの構成を追求することを特徴として打ち立て、採択
に至っている。

５. おわりに

省エネルギー性の高いルートを採用可能な目的物質とし

将来の状況を見据え、そこで役に立つ化学プロセスを開

て、我々はカルボニル基を含む、尿素誘導体や、ポリウレ

発する、という方法は、現状の延長線上で技術を磨くアプ

タン、ポリカーボネートなどの原料となる物質群全体を見

ローチとは明確に異なる。したがって、そのプロセスは現

ている（図４)。これはカルボニルの炭素の酸化数は+IVで

状のプロセスと比べてどのくらい省エネルギーとなるの

あり、CO2の炭素と同じなので適切な触媒を用いれば、

か、どれだけのCO2排出量を削減できるのか、という問い

CO2を還元することなく目的物質の部品として利用できる

は、参考としては価値があるが本質的には目安とならない。

ことが理由である。安定な物質の還元ではエネルギー消費

比較すべきは、予測する未来が到来した場合に、いまの技

が大きくなるため、これを回避したい、というわけである。

術の延長線上で製造する場合と、開発中のプロセスを用い

事業としては対象を絞る必要があるので「エチレン尿素」

て製造する場合、である。予測が外れれば必要となる技術

という物質をモデル製品として選び、開発をすすめている

も異なるものになってしまうが、どのような未来を実現す

が、ここで開発するプロセス構成は他の物質にも応用でき

るのかはわれわれ人類が選ぶことである、という立場から

る要素が多いと考えている。

は、実現したい未来を複数描き、どれがきても必要となる
技術を中心に、候補となる技術を揃えておく他は方法がな
いだろう。カーボンニュートラルな社会の実現に世界中が
コミットしており、その方向に動いていく確度が高くなっ
ている今、先回りしてそのような社会において必要となる
技術を開発しておく必要性は高い。どのように正味排出量
ゼロへと現状の生産体制から遷移していくのか、という問
いには別に答える必要があるが、将来を描きそれを実現す
る技術を手に入れる努力を、遷移の方法の議論と同時並行
で進めていく必要がある。そのような技術開発の一翼を、
設計と評価の高度化によって担って行きたいと考えている。

図４ C
 ombined Carbon Capture and Conversion (quad-C)プロセ
ス概要
C
 O2をなるべく省エネルギーで取り込むことができるルートを選択、

他の循環ルートで製造された物質と合わせることで製品を製造する。
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材料ソノプロセッシング：新規技術分野の開拓
東北大学大学院工学研究科
金属フロンティア工学専攻
教授 コマロフ セルゲイ ヴィクトロウィチ

１. はじめに
材料製造・加工に物理的作用を利用するプロセスは、廃
棄物の排出量を大幅に減らすことができるため、化学的作
用よりも明らかな利点がある。それ故に物理的作用を利用
した材料プロセッシングは持続可能な社会を目指す環境調
和型技術の分野で重要なツールであると言える。超音波や
電磁場の物理的な場は「波」の性質を持っているため、気液・
固液界面や反応場の目標箇所にエネルギーを高速で選択的

図１ キャビテーション現象

に供給することができ、他の方法では困難な界面反応・移
動現象および気泡・微粒子挙動の制御が可能である。その

る。また、衝撃波やマイクロジェットが発生することで気

ため、物理的作用は有効なツールの選択肢が限られている

泡周囲に存在する液滴・固体粒子に大きな機械的エネル

材料プロセッシングにおいては特に魅力的なものである。

ギーを加える。

私たち研究グループの目的は、様々な材料を介した超音

我々の研究グループでは、900℃まで使用可能な高振幅セ

波および電磁波が伝播する際に発生する基本的な現象につ

ラミックホーンを設計し、溶融アルミニウムと水中のキャ

いて実験と数値解析により調査を行い、材料プロセッシン

ビテーション特性について実験的に調査を行った。溶融金

グにおいて新しい技術的解決策を提案することにある。本

属と水中におけるキャビテーション現象は同一であるが、

稿では、ソノプロセッシングと呼ばれる超音波処理工学に

溶融金属の表面張力が高いため、慣性キャビテーションの

ついて解説しながら，我々の研究活動について紹介したい。

発生が開始する閾値振幅も高くなる。溶融アルミニウムで

ソノプロセッシングとは、強力な超音波場を適用する様々

は、閾値振幅は水のより２倍大きいことを明らかにした２）。

な技術を統合する新しい材料処理の分野である。ソノプロ
セッシングは複数の現象を利用しており、その主なものを
以下に概説する。
２. 音響キャビテーション
音響キャビテーションは、
液体中で発生する現象である。
超音波振動は振幅がわずか数十ミクロンしかないが、振動
周波数が非常に高いため、液体に巨大な圧縮力と膨張力が
局所的に作用する。液体中の溶存気体または不純物粒子表
面に通常存在する微小なガスポケットが気泡の核となり、
超音波の負圧力変化時に大きく膨張して気泡中に周囲の液
体から溶存気体・液体蒸気が拡散流入し、正の変化時に気
泡が圧縮して気泡内部の気体状物質が液体中に放出する。
その結果、気泡は膨張・収縮するキャビテーション現象が
起こる。このようなキャビテーションを安定キャビテー
ションと呼ぶ。超音波振動振幅がある閾値を超えるとキャ
ビテーション気泡は振動が不安定になり、図１に示すよう

図２ キャビテーション気泡中心の圧力(a,b)と温度(c)の経時変化. 音
圧振幅：0.5 atm (a)と 0.9 atm (b)

に急速に崩壊する。これを慣性キャビテーションと呼ぶ。
気泡が崩壊する瞬間に液体中の温度と圧力が数千Kと数千

また、超音波と関連現象を対象に数学モデリングと数値

気圧に達することが報告されている１）。これにより、周囲

解析を行い、キャビテーション気泡の挙動について調査を

の液体分子が熱分解し、化学的に活性なラジカルが生成す

行っている。具体的に、オープンソースであるOpenFOAM
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を用い、超音波照射時に音圧、温度、流体の流れの場を解

波伝播方程式を気泡発生量の関係式と連成し、音圧振幅分

く３次元CFDコードを開発し、数値解析により様々な超音

布とキャビテーション気泡体積分率分布を求める。次に、

波関連現象について理解を深めている。シミュレーション

音圧分布により生じる体積力を流体運動方程式に導入し、

結果の一例として水中の気泡内における圧力と温度の経時

音響流速を算出する。また、水モデル実験結果との比較か

変化を図２に示す。気泡の振動は、音圧振幅が小さい(0.5

らモデルの妥当性を検討する。さらに、数値モデルに溶融

～ 0.7atm)場合には線形振動(a)であるが、音圧振幅(b)が

Al物性値を代入して、溶融Al中の音響流の予測も行う。

0.8 ～ 0.95atmまで増加するにつれて非線形性を示す。そ

図４には、水中音響流のPIV計測による流速計測(a)と

の時には図２(b,c)に示すように気泡中の圧力・温度が急

数値計算の結果(b)、または溶融アルミニウム中の音響流

激に変化することが確認された３）。この非線形的な変化は、

分布(c)を示している。音響流は液体の種類によらず、ホー

音圧振幅の増加に伴い数十倍～数百倍大きくなる結果、気
泡の圧縮半周期中に生じる高温場・高圧場が上記の衝撃波
やマイクロジェットの原因となる。
３. 音響流
超音波を流体中に照射すると音響流と呼ばれる流れが生
じる。音響流は超音波振動が流体中を伝播する時の粘性摩
擦、不可逆的熱吸収により超音波エネルギー消散によって

図４ ホーン端面直下での音響流速：(a) 実測値(PIV法, 水中), (b), (c)
予測値 (b : 水, c : 溶融アルミニウム)

生じる定常流であり、ソノプロセッシングにとっては重要
な役割を果たす。なぜなら、これにより流体のマクロ的な

ンから容器底部に向かって生成するものであり、その流速

攪拌混合と熱・物質移動が促進されるからである。液体中

はホーン先端の振幅とともに若干増加することが明らかに

では、音響流とキャビテーションが同時に生じるため、そ

なった。アルミニウム溶湯中では、水中と比べて音響流速

の相互作用は不明な点が多く、研究成果も少ない。溶融金

が少し低下すると予測された。また、上記計算結果を確認

属の場合、それとは別に高温であるため更に研究が困難で

するため、アルミニウム溶湯中の音響流速をカルマン渦法

あり、特殊な実験技術が必要であるため、研究が全く進展

で計測した結果、水中と比べてアルミニウム溶湯中では１

していないのが現状である。

割程度音響流速が低いことが確認された４）。この結果は上
記数値解析結果と同様である。このことから、本数値モデ
ルは水中だけでなくアルミニウム溶湯中でも超音波による
音響流を予測できる。
４. 超音波を利用した環境調和型プロセスと材料の開発
上述の基礎研究成果を踏まえ、それを具体的なプロセス
へと結び付けていく応用研究も進めている。近年、環境に
やさしいプロセスと再生可能な材料が大きな注目を集めて
おり、我々も環境調和型技術に重点を置き、優先的に研究
開発を行っており、現行研究の例を以下に紹介したい。

図３ 音響流のPIV法測定装置基本構成

４. １「フローズンエマルジョン」新しいタイプの複合材料
図５は我々が提案したフローズンエマルジョン複合材

そこで当研究室では、超音波を利用した溶融金属の精錬・

（以下にFEC：Frozen Emulsion Composite）の製作と再生

鋳造等における音響流特性を解明する目的で水モデル実

の概念を模式的に示すものである。具体的に水と油のよう

験、数値シミュレーション、高温実験、パイロット試験を

に溶融状態では互いに混ざり合わない物質Aと物質B、例

一貫して研究を進めている。水モデル実験においては

えば２つの金属系または金属と非金属を用い、両方の融点

Particle Image Velocimetry（粒子画像流速計、以下：

以上の温度で加熱溶融し、２液間界面へ強力超音波を照射

PIV）法とカルマン渦法を用い、PIV測定によって水中の

することにより融体のエマルジョン化を短期間で進行させ

正確な音響流速を測定し、カルマン渦法における主要因子

る。その状態のまま凝固させると金属母相中に異種材料粒

４）

を明確化した 。ここで、PIV法とは、液体中に微細なト

子を均一に分散したFEC製品を得ることができる。また、

レーサー粒子を混入させ、図３に示すように、レーザーシー

製品が使用後に再生利用される際に融点以上の温度で加熱

トで流れ場を２次元的に光切断して可視化し、高速ビデオ

溶融し保持すると物質Aと物質Bが比重差によって容易に

カメラで撮影し、画像解析を利用して流速を求める計測方

分離し、新しい製品として活用することができる。

５）

法である 。数値モデル化にあたっては、気泡分散中の音
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結果、直径10µm以下のBi粒子の割合が合金組成によらず
90%以上となっていることが明らかになった。代表的なミ
クロ組織を図７に示す。しかし、10µm以上液滴はBiの密
度がAlの約４倍であるため溶融Al中に沈降し、ミクロ組織
の不均一性を引き起こすという問題がある。解決策として
音響流と電磁撹拌を併用したプロセスを提案し、最適な条
件で処理を行うとBi粒径分布における累積度数割合が90％
である粒径が２µmまで下がり、エマルジョンの安定性が
高まることを示した。
図５ フローズンエマルジョン複合材の製造と再生回収

響流の相乗効果を利用したAl-Bi系FEC創製に関する研究
を行っている。より詳細に現象を理解するために、Ga-H2O
モデル系において常温実験と数値シミュレーションを利用
し、エマルジョン化の機構を解明している。その結果に基
づいて高温実験条件を最適化して、Al-Bi系複合材の試作
と評価を実施している。
Ga-H2O界面の高速ビデオカメラ観測実験の結果よりエ
マルジョン形成は以下の機構で進行する。まず、キャビテー
ション気泡が２液間界面の近傍で崩壊する瞬間に界面から
Ga液滴が離脱する。その際には崩壊前の気泡径がある臨
界値を超えない限り、液滴の離脱現象は発生しないことが
確認された６）。そうして、Ga液滴が音響流により界面から
移動され、水中に分散される。詳細な機構についてはシミュ
レーションから検証した。その結果の一例を図６に示す。
気泡は水中で数百µmまで膨張しGa-H2O界面に付着した

図７ Al-6%Bi FEC複合材のミクロ組織のSEM像

また、Bi以外の金属元素（Mg,Cu,Zn）を添加したAl基
FEC材料を試作して、様々な特性・性質の評価を進めなが
ら、新たな用途を開拓している。BiはPbと同様な特性を
有するため、鉛フリー金属材料として注目されており、そ
の中の一つに低摩擦性・自己潤滑に優れた軸受け合金があ
る。我々のグループでは合金の処理・加工の条件と化学成
分を最適化することで耐摩耗性、引張強度と延性を有する
軸受用Al-Bi系合金の開発を行っている。例えば、図８に
示すように、Al-Bi-Zn-Cu-Mg合金において元々球形のBi
粒子が圧延加工により圧延方向に変形して伸びた形状をと
る。このようなサンドイッチ型の組織は耐焼き付き性や自
己潤滑性などに優れた特性を発揮でき、Al基軸受合金に
とっては望ましいものであると考えられる。

図６ 水とGa液滴間界面付近での高速液体ジェット発生の数値予測

後、急激に収縮し界面に向かって液体ジェットが発生する。
次の瞬間に液体ジェットが流速数十m/sで気泡内部を通過
し、図６に示すように、界面に強く衝突する。上記の現象
が繰り返し発生することでエマルジョン化が進行した７）。
高温実験では、溶融AlにBi（４～ 10wt%）を添加し、
高温保持後に温度を下げながらBi液滴が融液中から生成し
はじめる温度から超音波を照射することでBi液滴が分断
し、融液内で均一に分布した。その後、迅速凝固したイン
ゴットからサンプルを切り出し、ミクロ組織観察からAl母
相中Bi粒子のサイズや分布について調査を行った８）。その

図８ 圧延加工後のAl-Bi系FEC試料断面のSEM像

４. ２ 音響キャビテーション援用水中プラズマによる排水
処理法の開発
近年、安定な有機化合物が排水中に残存し、海水中へと
流れ出し環境負荷を与えるため、社会問題となっている。
このため、有機化合物や病原体の分解方法の開発が求めら
れており、プラズマや超音波を用いた水処理は化学薬品を
使用しないため二次汚染を引き起こさない方法であり、大
きな注目を集めている。特に高電圧パルスを利用したプラ
ズマは、エネルギー密度が高く、水処理法として大きな可
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能性を有するが、水中では絶縁破壊電圧が非常に大きいた
め、広範囲に安定なプラズマを発生させることが極めて難
しい。
そこで、我々のグループでは、超音波照射によってプラ
ズ マ の 発 生 を 支 援 す るACAP法（Acoustic Cavitation
Assisted Plasma）を開発し、水質汚染物質の無害化処理
の高効率化を目指した研究開発を進めている。ACAP法の
概念を図９（a)に示す。超音波ホーンを水中に入れてアー
ス電極として用いるとともに水中に超音波を照射しホーン

図10 様々な条件におけるRhBの分解効率

端面直下にキャビテーション領域を形成する。そこに針状
電極を設置し高電圧パルスを印加すると最初に気泡内で絶

有したキャビテーション気泡が崩壊した際（図１）の温度

縁破壊が発生し、プラズマチャネルが液体を伝搬すること

が非常に高くなる。そのため、RhB分解の原因である活性

で全体の絶縁破壊が生じるため図９(b)に示すようにソノ

ラジカルの生成が促進される。もう一つは、Arが不活性

プラズマ反応場が広域にわたり形成する。処理水が音響流

ガスであるため高温条件でも水と化学反応せずRhBの分解

の影響を受けてソノプラズマ反応場を通過し、水質汚染物

反応速度を阻害する副産物も生成しない。これはプラズマ

質が効率よく無害処理できる。さらに水中にAr、N2、空気

放出スペクトルデータから明らかにした。

等のガスを吹き込むことにより、キャビテーション気泡が
生成しやすくなるため無害化処理のさらなる高効率化を実
現できる。

５. おわりに
超音波や電磁波やマイクロ波の「物理的な場」を物質に
印加すると、エネルギーを遠隔から供給して、物質中の目
的の場所で運動、高圧、高温を発生させることができる。
これらを利用して流体中および界面での化学反応および
熱・物質移動を制御することにより、従来方法では不可能
であった、新規な材料プロセスを実現できるので上述の物
理的な作用に対する関心がますます高まる傾向が見られて
いる。その他にも、物理的な作用を利用したプロセスは二
次汚染物質が生成されないため環境調和の観点からも魅力
的である。特に本稿で紹介させていただいた材料ソノプロ
セッシングは音響キャビテーションと音響流という現象を

図９ ソノプラズマ反応場の形成機構(a)と写真(b)

利用して様々な新規環境調和型プロセスの開発を進めるこ
とにより資源循環型社会の構築に貢献することに繋がる。

研究方針として、回分型９） および循環型反応器10） を設
計して、Rhodamine-B（以下にRhB）をモデル汚染物質と
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道路インフラの活用の高度化に向けて
東北大学大学院情報科学研究科
人間社会情報科学専攻
教授 井 料 隆 雅

1. はじめに

現在進行中あるいは直近まで実施していた研究について紹

東北大学大学院情報科学研究科人間社会情報科学専攻の

介します。なお、井料研究室の東北大学での活動は2020年

井料研究室では、交通システム、とりわけ道路交通システ

度からであり、ここで紹介する研究活動のうち過去のもの

ムにおける観測や数理解析、また数値計算に関する各種の

には当方の前任校での活動も含まれます。

研究を行なっています。言うまでもなく、道路インフラは
産業や生活に欠かせない重要かつ身近な公共財です。一方
で道路インフラの建設や維持には多大なコストがかかり、
需要に見合う十分な供給を行うことがなかなかできませ

２. 交通システムの数理解析
交通システム上での車両や人々の挙動を数式によりモデ
ル化しその性質を分析する研究を行っています。特に、道

ん。その結果として、時間や資源を浪費し環境を悪化させ

路のような混雑する交通システムを対象に、その中で人々

る交通混雑がしばしば発生してしまいます。一方で、道路

（交通利用者）がどのように日々の行動を調整し、その結果

はより円滑で快適な移動のための新技術を実現するための

として交通システムがどのような状態に達するのか、その

重要なプラットフォームでもあります。MaaS（Mobility as

動学の特性を数理的に分析する研究を得意としています。

a Service）
、CV（Connected Vehicle）
、自動運転のような

混雑する道路を頻繁に利用する人は、自分の経験やさま

先端技術はすべて道路インフラがあってはじめて成り立つ

ざまな情報機器、さらには周囲の人から口コミなどで得ら

ものです。これらの台頭は、道路の使われ方を大きく変革

れる交通に関する情報を元に、自分が目的地に向けて出発

しようとしています。これらの最新の技術を正しく活用し

する時刻や目的地までの経路の選択行動を調整します。そ

つつ、貴重な公共財である道路インフラの潜在能力を最大

のような行動の調整は混雑を変化させるため、利用者はさ

限に発揮する施策に資する高度な交通システム工学の研究

らに変化した混雑に合わせて再度調整を行います。このよ

が、学術的にも実務的にもよりいっそう求められています。

うな調整過程の相互作用を繰り返すことにより、交通シス

研究手法は数学的な解析によるものから実道で観測をす

テムの状態は、
「均衡状態」と呼ばれる、すべての利用者が

るものまでさまざまです。交通システムはさまざまな主体

これ以上選択行動を変える動機づけを持たない状態に収束

が相互作用する複雑なシステムであり、その特徴の解析に

することが期待されます（図１）
。もし実際にそうであれば、

は高度な数理解析や大規模な数値計算が必要です。一方で

この均衡状態というものを基準とし、交通システムの計画

交通システムは実際の世の中にあるものであり、今存在す

や運用を行えばよいことになります。

る現実の交通システムがどのような状況にあり、また、人々
がそれらをどのように使っているかを知ることも重要で
す。そのためにはデータ指向型の研究が欠かせません。現
実の交通システムは巨大であり、大学の研究室が自力で
データを取得することは難しく、国や地方自治体やインフ
ラ運営企業との協同によるビッグデータ解析を主なものと
しています。そもそも道路交通システムはその規模が巨大

図１

利用者行動と混雑の相互作用と均衡状態

であり、研究室内での物理的な実験による技術開発を行う
余地がほとんどないため、自身でものづくりのための要素

この調整過程が必ず収束することは上述の均衡状態に基

技術の開発をする場面はあまり多くはありません。一方で、

づく意思決定における重要な前提であり、その数学的な証

要素技術開発に関する研究が全くないわけではなく、車載

明は学術的のみならず実務的にも大きな意味を持ちます。

器による自動車の挙動の観測技術の開発のような研究も

残念ながらこの性質は常に成り立つものではなく、比較的

行っています。

簡単な交通システムのモデルを用いても均衡状態に収束し

以下では、方法論のうち、「理論」「計算」「観測」、すな

ないケースがあることが知られています。井料は、そのよ

わち、
「交通システムの数理解析」
「高並列交通流シミュレー

うな例の存在の可能性をかなり早期に指摘し［１］
、そのこ

タ」「交通ビッグデータ解析」の３つのトピックにわけて、

との数学的手法による証明も行っています［２］
。この問題
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は均衡状態に依拠した交通システムの計画や運用に重大な

タスクを適切に分割し実行するため特別なプログラムが必

問題を投げかけています。一方で、収束性を確保するため

要となります。しかし交通流は時空間の相互依存性が強く、

の交通制御に関する提案も行っています［３］
。

その計算タスクを細かく分割することには困難が伴いま

この研究は、現存する交通システムよりも、いまは存在

す。結果として、多数のCPUを並列して活用する高並列

しないが将来において新たに社会実装されるであろう交通

交通流シミュレータの実装はなかなか行われていませんで

システムが期待通りの性能を安定して発揮できるかどうか

した。

を事前に解析するような目的で活用できることが期待でき

井料研究室では、理化学研究所のスーパーコンピュー

ます。特に、新しい交通システムに多く含まれるシェアリ

ター「京」やその後継機である「富岳」を対象に開発した

ングという概念は、利用者と交通システムのあいだに複雑

高並列交通流シミュレータをベースにその改良を継続して

な相互作用を発生させ、それにより予期できない結果が出

います。この交通流シミュレーターは数千程度のCPUを

ることも懸念されます。実際の社会実装にそのような可能

活用し首都圏や関西圏の道路ネットワークにおける交通流

性を検証し適切にシステムを制御する手段を準備するため

の計算を高速に行うことができます（図２, 図３）。現在は

に、上記で説明したような理論を応用することの重要性を

交通ビッグデータと連携した全国規模の道路ネットワーク

研究の中で指摘し［４］
、それを前提としてMaaSのような新

の交通流の計算を実現するための改良を行っています。

しいサービスをどう制御し、またどのようなルールを設け
ればよいかについての研究を行っています。
３. 高並列交通流シミュレータ
交通流シミュレータは、道路ネットワーク上を走行する
車の挙動を交通流理論に基づく数式によりコンピュータ上
で計算（シミュレーション）し、道路ネットワークがどの
ように使われ、どのような混雑が発生しうるかを評価する
ツールです。交通流シミュレータ自体は成熟した技術であ
り、商用やオープンソースのものを含めていくつもの実装
が国内外に存在します。なので、交通流シミュレータその
ものには研究としての新規性があるわけではありません。
一方で、交通流シミュレータを実際の道路ネットワーク

図２ 首都圏における交通シミュレーションの計算例
（色の濃淡は交通量（濃い方が多い）を示す）

に対して使うには多くの課題があります。とりわけ正確な
入力値を得ることの困難性は大きな問題になります。交通
分野でもビッグデータの活用は進んでいるものの、それら
は交通現象の原因ではなく結果を反映するものであること
がほとんどで、残念ながらシミュレータへ直接入力できる
情報はほぼ含まれていません。そのために、その活用には
いわゆる逆問題的なアプローチが必要となります。入力値
自体が変動することも一般的で、特に交通需要は日変動を
持つだけでなく、災害時や施策導入時には大きく変動しま
す。これらの問題に対処するには、交通流のシミュレーショ
ンは考えているケースに対して１回だけ実行すればよいと
いうことは決してなく多数のシミュレーションを繰り返し
実行することが必要です。そのためには既存のシミュレー
タは性能としては必ずしも十分とはいえません。特に首都

図３ 関西圏における交通シミュレーションの計算例
（色の濃淡は交通量（濃い方が多い）を示す）

圏や関西圏のような巨大都市への適用は極めて困難です。
井料研究室では、スーパコンピュータを含む高速計算機

４. 交通ビッグデータ解析

を活用する高並列交通流シミュレータの開発を継続してお

伝統的に交通システムはその運営や管理のために継続的

こなっています。これらの計算機は、CPUそのものが特

に交通量などのデータを取得することが一般的であり、

別高速というわけではなく、大量のCPUを並列して同時

ビッグデータという言葉が生まれる前からそのようなデー

に用いることにより大規模な計算を高速に実行することを

タを活用した研究が行われてきました。特に多くの高速道

可能としています（例えて言えば、平均的な能力の社員を

路には、車両感知器あるいは車両検知機と呼ばれる、通過

多数雇用して大規模な事業を行う大企業のようなものとい

する車両の単位時間あたりの台数や平均速度を観測する機

えるでしょう）。よってその活用のためには、大量の計算

器が設置されており、交通量や渋滞状況のモニタリングに
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活用されています。
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大学教員も学んでいる
東北大学大学院情報科学研究科
情報基礎科学専攻
教授 大 関 真 之

最近は大学教員といえども社会との接点を持つことを意

属の原子が激しく振動して、叩かれた衝撃を含め、その原

識させられる。させられるというと偉そうな態度が滲み出

子配置を変えていく。加工がしやすいというわけだ。徐々

ている。ここからやり直しが必要だ。そんな呟きから、私

に冷やしていくと、金属原子の熱振動は緩やかとなり、あ

どもが行なっている広い意味での研究活動を紹介したい。

る配置に落ち着いていく。そのとき、前の配置よりもより

私は2008年に東京工業大学で博士（理学）の学位を取得

きっちりとしきつまった配置になることで、より強靭で、

した。アカデミック業界の就職は、時折出される公募を頼

しなやかでありつつ破壊されにくい名刀に変わっていく。

りに、書類をたくさん送付して、うまく引っかかって面接

きっちり敷き詰まることで頑丈であり、金属原子同士の結

をして、意中の大学教員や研究活動を行える職位をえる。

合に歪みが少なくなることで曲げにも強いものになるのだ

よくよく考えると、これは甘い。実は甘いのだ。学部３-

ろう。そうかあなたは刀鍛冶の研究をしているのだな？と

４年生や修士課程の学生に言わせれば、就職活動とはもっ

感じられた読者もいるだろうが、私が研究しているのは、

と面倒な作業と厳しい言葉を浴びせられるものであるとい

このアニーリングという技術を応用し、世の中の難しいパ

うに違いない。アカデミック業界の就職は大体が、一式の

ズルの問題を解こうとしている。パズルの研究というとふ

書類を送付して、いきなり最終面接というのが多くの形式

ざけているようにも聞こえるが、実はこのパズルの問題は

である。何度も何度も面接や試験等が課せられる一般企業

世の中にありふれているのだ。例えば、会社の中での勤務

の採用と比べたら、随分と甘いものなのだ。私のアカデミッ

シフトを作るというのも立派なパズルの問題である。必要

ク業界の就職は、ずいぶん甘く、指導教員から博士課程の

な人数だけ人員を配置するわけだが、しかしそれぞれの事

早期修了を提案され、他と違う時期に卒業すれば、ポジショ

情により休暇や出勤できない時がある。形の異なるピース

ン獲得も可能性が高い、そう勧められて私立の大学の助教

をうまく並べるようなパズルの問題である。もしもこのパ

のポジションに応募した。書類は通り、いきなり最終面接

ズルの問題を解くことができれば、勤務シフトを作成する

だ。ちょろいものである。しかし結果は落選。ここから転

ことで会社を支えている人のリソースを解放することがで

落人生の始まりだ。哀れに思ったのだろうか、指導教員は

きる。急な注文に対応しなければならないときにスケ

私に研究員のポジションを用意してくれた。そこで出会っ

ジュール調整に苦慮することもなくなる。人でなくても製

たのが「量子アニーリング」という研究テーマである。

造工程に則り出来上がる製品を効率よく多く作るためのス

正確には量子アニーリングとの出会いは、修士課程の学

ケジュールを組み立てるのも同種のパズルの問題である。

生だった頃である。研究室に所属していた先輩研究者や、

どんな順番で、どの部品からどの製品に取り付けると素早

同級生でありながら早期卒業をしたために一個上の学年に

く多くの製品を捌けるのだろうか。仕事以外にも将来のこ

先に上がっている優秀な学生が、毎週毎週量子アニーリン

とを妄想すると、自動運転をする社会の実現が近づいてい

グについて議論をしていた。そろそろ量子アニーリングと

る。自動運転をする車は、きっとその経路を選択する際に

いう技術について気になってきた頃だろう。量子アニーリ

渋滞の少ない道を選ぶようにできるだろう。いやできてい

ングという言葉に冠されているように、「量子力学」とい

て欲しい。その場合、行きたい目的地までのルートの形を

う基本原理を利用した計算手法の一つが量子アニーリング

したピースと、他の車が行こうとしているルートのピース

である。それだけでは何も分かった気にもならないだろう。

がうまく合わさって、互いに邪魔をしない選択が求められ

もう一つ気になるキーワードが、アニーリングである。こ

る。パズルの問題は決して不真面目ではない。真面目な問

れは徐冷という日本語が割り当てられており、高温の状態

題であり、実は我々の身近なところに重要なパズルの問題

からゆっくりと冷やすという操作を示す言葉である。刀鍛

がある。アニーリングの技術は、こうしたパズルを手軽に

冶が何度も火を入れて、叩きながら刀を伸ばして強靭なも

解くのに役に立つ。原子の配置を、ピースの配置であると

のに作り替えていく。この工程においてアニーリングが行

する。パズルのピースを揺らしながら、うまくはまること

われている。金属の温度をあげて、冷やしながら叩いて加

を目指すのだ。パチンコの玉をギッチリと詰めた箱を揺ら

工をしている。温度が高いというのは、原子が激しく熱振

すと、さらにうまくはまるように、アニーリングで最適な

動をするということである。このとき金属の内部では、金

配置を、さまざまなパズルを解くのに利用する。こうした

36 SUIRAN

研究プロフィール

問題は組合せ最適化問題と呼ばれ、多くの研究者が上手い

を開始したというのである。当初それは噂程度の広がりで、

解き方を考えて、それをコンピュータにやらせて自動的に

眉唾の情報として日本では取り扱われていた記憶がある。

解くのが常だ。しかし色々なパズルの解き方を全て知るよ

ただ2013年にはGoogleとNASAが共同購入をしたことで日

うなことは難しい。しかしアニーリングはさまざまなパズ

本でもマスコミが動き始めた。当然ながらマスコミの科学

ルに対応する方法論だ。とにかく揺らせば良い。そして運

コミュニケーションのレベルでは、量子アニーリングに関

よくはまれば良い。一見うまくいかないのではないか？と

する解説に四苦八苦していた。時折インタビューや解説記

不安に思うかもしれないが、実はこのアニーリングは素早

事の依頼が舞い込むようになったのはこの頃からである。

く多くの問題を案外とうまく解くのである。

そして株式会社デンソーから共同研究の依頼が来たのもこ

動かし方はなんでも良い。熱によるアニーリングがオリ

の頃である。大学教員が社会との接点を持った瞬間である。

ジナルの発想であった。それに対して、量子力学という原

デンソーとの共同研究は意外なことに、基礎的な側面につ

子や分子、ミクロな対象を司る動きのルールを取り入れて、

いての研究から入った。もっと応用的な役に立つ話をしな

効率よくパズルを解こうという発想が量子アニーリングで

ければならないのだろうと恐る恐る共同研究を始めたとこ

ある。量子力学の世界では、単純な玉が転がるようなダイ

ろ、量子力学とは、量子アニーリングとは、そもそもどん

ナミクス以外にも、薄い壁を貫通するトンネル効果という

なものなのかという勉強じみた研究から始まった。先方の

珍妙な現象が起こる。このトンネル効果を利用してパズル

研究開発スタッフも探り探りだったのだろう。そうこうし

のピースをうまくかわしながら、はまる穴を効率よく探せ

ているうちに海外では、量子アニーリングマシンを活用し

ないか、という大胆な発想を提案した日本人がいる。それ

た研究成果が積み上がっていくようになった。画期的な方

が実は私の指導教員の西森秀稔氏である。その量子アニー

法でパズルを解くマシンとして、ちょっとした社会課題の

リングは、1990年代後半に理論的に提案され、コンピュー

雛形のような問題を解いて見せるなど、段々と人々にイ

タシミュレーション上でその効果が確認された。私はその

メージのしやすい問題の解決が進められていった。そんな

量子アニーリングが生まれた研究室に所属し、その性質を

中で、先述の車の経路を再構成することで渋滞を解消する

理解しよう、メカニズムを詳しく説明できるようにしよう

というドイツのフォルクスワーゲン社の研究成果が登場し

とさまざまな観点による研究が推進されていったところに

た。これは衝撃的な論文であった。量子力学を利用した空

いた。しかしあくまで理論的な想像上のものである。思い

想のものでしかない量子アニーリングという手法が、実際

のままにトンネル効果を誘発して、思いのままにパズルを

の社会課題の一つである渋滞に、切り込んでいったのであ

解くようなことが、実際にできるのかというと、量子力学

る。この流れに乗り遅れてはいけない。そう焦った。共同

をコントロールすることのできるほどの制御技術や、量子

研究を進めてきたデンソーのメンバーに喝を入れて、本当

科学技術が必要となる。夢のまた夢である。言うなれば原

に役に立たせる気概で量子アニーリングを駆使した研究を

子を自由自在に操るというようなレベルのことを必要とす

しないとダメだ、と叫んだ。ホワイトボードの前で、メン

るからだ。その意味で研究は理論的な、想像上のものに終

バーの心に火がついたのを感じた。

始していた。先述の優秀な諸先輩方は、粛々と理論的な理

それからデンソーの工場を見学させてもらった。工場の

解を深めていった。それらを目の当たりにするに、この研

中では無人搬送車という自動運転をする配送を担う小さな

究で食っていくと、自分は負けてしまうだろうと思って、

車があるのだ。その無人搬送車による工場内の渋滞を解消

毛嫌いしていた。意識して避けていた。しかし就職に敗れ

するというちょうど良い難易度に思える課題を取り出し、

た自分に、西森先生は呑気に量子アニーリングの研究を遂

その課題に向き合うということで量子アニーリングの活用

行せよ、と突きつけてくるのだ。私はさらに天邪鬼に量子

例を示そうと乗り出した。コラボレーションは非常にス

アニーリングそのものは空想のもので、その研究に取り掛

ムーズにいった。５月の連休前に工場が止まる寸前に見学

かるなど、時間を無駄にしてしまうのではないかと思い、

をさせてもらい、６月には量子アニーリングを利用したプ

表面上は量子アニーリングをやります、と言葉を合わせた

ログラムを完成させ、７月には工場のシミュレーションと

ものの、中身は異なる研究を実施していた。今思うと上司

統合して、結果を確認した。嬉しいことに無人搬送車の稼

泣かせな研究員であった。その甲斐あってか、論文数を伸

働率が向上し、そして不測の事態にも強いという状況証拠

ばすことができて、京都大学の助教にようやくありつくこ

を得て、実際の現場に量子アニーリングがもたらす結果が

とができた。しかし本流の物理学からは離れ、情報科学の

役に立つところまで来たのである。９月にはアメリカで開

道に進んでいった。アニーリングが対象とするパズルの問

催された国際会議で注目を集め、量子アニーリングを活用

題は、情報科学の問題であり、物理学出身の私が情報科学

した応用事例で、最も実現に近いものとして喝采を浴びた。

の世界に進出するのに、ちょうどいい隠れ蓑であったとい

この成果で注目を集めた我々のチームは、次から次へと共

うのがある。

同研究の申し込みが舞い込み、およそ一つの研究室で担当

しかし2011年から風向きが変わってくる。カナダのス

できるような数を超えた。就職活動もしなかったアカデミ

タートアップ企業のD-Wave Systems社が、量子アニーリ

アのオタクのような甘っちょろい大学教員が、社会に貢献

ングを実現したというのだ。しかもそのマシンの商用販売

できる仕事をし始めた、というわけである。
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そして現在である。相変わらず共同研究は続き、さまざ

かにかかっている。そういうことを甘っちょろい大学教員

まな企業との共創は続き、その大きな輪は広がり始めてい

もそろそろ学び始めたところである。長い時間は必要で

る。東北大学発スタートアップ「シグマアイ」社を創業し、

あったが、そろそろお前もわかってきたな、諸先輩がたに

その共創関係はさらに大きなビジネスチャンスへと拡大し

そう言われるような仕事をこれからもしていきたいと思い

ている。最近では仙台市のコロナ対応で医療施設の案内を

ます。

行うコールセンターがあるのだが、そのコールセンターで
利用される案内支援ツールをリリースした。紙の作業で
あったり、さまざまなツールが混在する中で、実際にコー
ルセンター業務を我々で試しながら、仕事のやりやすさを

【著者略歴】
おおぜき

大関

まさゆき

真之
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助教

技術が浸透する準備をすることができれば、意外と早く
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2016年
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ちょうど日本にはデジタル化が叫ばれ、多くの企業もそれ
に同調し、データ収集から活用に向けての活動が始まった。

攻准教授
2018年

しかしおそらくはその取り組みは、IT革命、ビッグデータ、

（クロスアポイント）

ユビキタス、人工知能の名の下に生じた号令のたびに、試

2019年

しては失敗の繰り返しだったことと同じだろう。十分に現

2021年

行でも良いものができている。それなのに押しつけのよう
にITツールを導入されて、現場で培った感覚が失われてい
き、そしてやがて世代間や役職間で分断が起きているとい
うのが日本における大欠陥である。私たちはここにチャン
スがあると考えている。現場に寄り添い、少しずつの変化、
許容される範囲の変容を持って、最先端の技術が入り込む
下地を整えるチャンスである。現場に生じた欠陥を解きほ
ぐすようにパズルを解くためにも、現在の状況を正確に把
握するデータ取得が行えるように、必要な情報が何かを指
定することから始めなくてはならない。しかしそれがひい
ては世の中で推進されるデジタル化の達成であり、その延
長として未来というと想像される全てが自動化された効率
的な社会の形が待っている。
東北大学発ということで宮城県、仙台市、近隣の企業様
のところに訪問し、工場や現場の見学を通して、今の私た
ちにできることはないかと血眼になって探している。何か
しらの効率化を進めたいという方々いたらご連絡いただき
たい。最先端の技術で今一度日本の息を吹き返す手助けを
したいのだ。これまで産業を支えてきた方々に甘っちょろ
い大学教員が、地味に積み重ねてきた技術を外に向けて送
り出したいのだ。現場の見学をするたびに思うのだ。本当
にこれまで頑張ってこられたのだな。そこに全てを賭けて
きたのだという本気の現場がそこにある。大学と民間企業
の共創関係は、お互いの尊敬のもとに、相手のこれまでし
てきたことを崩さずに、どれだけ寄り添うことができるの
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微細な地理情報による空間疫学の高度化
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先端環境創成学専攻
教授 中 谷 友 樹

１. はじめに

２. 健康の微細な地理的格差を明らかにする

疫学とは集団的に人の健康や疾病に関する挙動を調べる

健康の問題が地理的な問題であるとの認識は、古くから

ことで、健康増進や疾病対策の手がかりを得ようとする学

みられる。古代ギリシャのヒポクラテスの著した『空間・水・

問である。ここで人の健康や疾病に関する空間的な挙動に

場所について』では、それぞれの土地に根差した水質や地

着目するアプローチを空間疫学と呼ぶ。つまりは、疫学的

勢などの自然環境が土地固有の疾病と関連することが説か

な情報を地図上に配することで、その地理的な分布パター

れている。時代が下ると、産業革命を経て大都市への人口

ンや各種の地理的環境との関連性を通して、有用な情報を

集中が進む中、人為的に作られた居住地域の環境と健康が、

得るのである。19世紀のロンドンにおいてコレラ患者の分

著しい健康の社会格差を形作っていると糾弾されるように

布図にみられる患者の地理的な集中から、公共の水道ポン

なった。典型的には上下水道の不備や過密な住宅、環境汚

プを介したコレラの局地的流行に対処したとされるJohn

染に曝露される労働者階級の集住地の不衛生さが、この階

Snowの取り組みが、空間疫学の嚆矢としてよく知られて

級の著しい不健康をもたらしたためである。

いる（図１）。

では、都市衛生基盤が普及し、様々な社会福祉や医療利

疫学自体は医学の副次研究領域だが、地図や空間的な分
布の専門的解析が必要であること、さらには人々の健康や

用の制度が確立している現代の先進国社会では、そうした
住む街による健康の格差は存在するのだろうか。

疾病と地理的な環境との特徴的な関連が地理学における人

住む街のような微細な空間スケールでの健康の違いを知

間＝環境関係の問題意識とよく対応すること等から、空間

り得る機会は乏しい。第２図はそうした微細な健康の地理

疫学は地理学の副次研究領域としても発展してきた。特に、

を可視化する過程を示したものである。この図では標準化

1990年代ごろから普及した地理情報システム（GIS）は、

死亡比（SMR）と呼ばれる居住者の年齢構成を考慮した

分布図による空間的なデータの視覚化を容易なものとする

死亡指標の分布を、町丁字と呼ばれる微細な地区単位で描

ことに加え、様々な空間データ解析の基盤となり、空間疫

いており、低いSMR値（低い死亡率）は青、高いSMR値（高

学の普及に大きく貢献してきた（中谷ほか, 2004）
。特に近

い死亡率）は赤で着色されている。ただし、小さな地理的

年では、微細な空間スケールの地理情報とこれを活用しう

単位を利用していることで、１つの単位地区の人口ならび

る高度な地理情報処理の導入によって、これまでになく精

に死亡者数は少なくなり、SMRの値も統計学的に不安定

緻な人の健康と環境の関係が明らかになり、様々な施策へ

なものとなる。第２図の左側は、単純に集計した結果を図

の応用可能性も開かれることとなった。

化したものであり、意味のある地域差は見出せない。一方

第１図 John Snowマップの図解

第2図 空
 間的階層ベイズモデルによる標準化死亡比の空間平滑化処
理（大阪府の2014年全死亡・男性）
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第3図 町
 丁字別地理的剥奪指標10分位別の標準化死亡比
（大阪府, 2014） 出典 Nakaya and Ito (2019)

で、第２図の右図では、本来各居住地に存在する死亡のリ
スクは地理的に連続する傾向にある（空間的従属性を持つ）
との仮定に基づき、これを考慮した階層ベイズモデル（中
谷, 2014）によって、その本来のリスク分布を推定した結
果である。この操作は空間的な平滑化処理と考えてもよい
し、ノイズを除くことで直接見えなかった死亡リスクの分
布を復元推定していると考えてもよい。結果として、死亡
リスクには明確な地域差があり、一部の地域に高リスクの
地理的な集中が生じていることもよく分かる。
この死亡リスクの地域差を社会的な格差と呼べるのか
は、社会格差の基準となる尺度を通して考える必要がある。
空間疫学では、地理的剥奪指標（Area Deprivation Index:
ADI）と呼ばれる地域の困窮度を示す合成指標を用いるこ
とが多い。この指標は国勢調査から得られる生活の困窮度
と関連する指標群を合成したものであり、大阪府では大阪
市の都心を取り囲む円環状のインナーシティ部で困窮度が
高くなる。人口を町丁字のADI水準で10等分した10分位群
でSMRを比較すると、地区の困窮度が高くなるほど死亡
比が上昇する、明瞭な社会的勾配が確認できる（第３図）。
最も困窮度の高い居住地群の死亡リスクは、最も困窮度の
低いそれの約1.7倍（男性）と約1.4倍（女性）と、決して
小さくはない「住む街による健康の格差」が存在する
（Nakaya and Ito, 2019）
。
なお、こうした微細な地理的健康格差を明らかにする試
みは欧米の大都市において先行して進められてきた。その
結果、時には１つの都市に10歳を超える平均寿命の違いが
居住地域間でみられることが報告されている。「寿命と健
康が郵便番号で決定されている」とまで言われるようなこ
の事態は、詳細な地理的な情報によって初めて確認しうる

第4図 個人要因を統制した地理的剥奪と死亡率の関係

利用できる生活財や医療を含むサービスの制限やストレス
の高まり等を介して不健康になり易くなるとの知見が国内
外で蓄積されてきた。このような個人レベルでの社会階層
と健康の関係から、それぞれの居住地における社会階層別
の人口比の違いが街の健康格差をもたらす仕組みを、構成
効果と呼ぶ。これに対して、それでは説明できない地域特
有の要因が健康水準に及ぼす影響を、文脈効果と呼ぶ（中
谷, 2011）
。
これまでの様々な分析からは、社会階層に関連する個人
指標を調整してもなお、住む場所による健康格差が認めら
れることが多い。すなわち文脈効果が示唆する住む街の環
境もまた健康を規定する重要な要因と考えられている。第
４図は全国４地域の中年人口集団を最大で21年間追跡し、
居住する町丁字の困窮度（剥奪指標の水準）と死亡率（死
亡ハザード比）を比較した結果である（Nakaya et al.,
2014）。性・年齢に加えて、職業や学歴などの様々な個人
要因が調整されているが、人口密度の高い地域ではとりわ
け、困窮度が高い居住地で（Q １よりQ ３やQ ４）、死亡の
リスクが有意に上昇している。
こうした結果は、困窮度の高い街では、居住者個人の困
窮度が高いことのみならず、その街の好ましくない環境に
よって一層健康水準が低くなりやすい仕組みがあることを
示唆している。これを専門的には「剥奪の増幅」効果と呼
ぶ（中谷, 2019）。困窮度に応じて街に備わりやすい環境
要因にも差があり、これが健康的な食生活や運動習慣、生
活におけるストレスの違い、ひいては疾病の罹患・死亡リ
スクの違いとして、居住する街の健康格差が生じていると
考えられる（第５図）。ここで問題となる環境は、大気汚
染や騒音、日照、犯罪不安をかき立てる景観への暴露、身

事象であり、こうした地理的に浮かび上がる健康の社会格
差の解消は公衆衛生上の大きな課題となっている（中谷・
埴淵, 2016）
。
３. 居住地域の環境から健康を考える
では、このような住む街の違いでみられる健康の格差は
どのように理解されるのだろうか。個人の健康については、
所得や学歴、職業でみる社会階層において低位であるほど、
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康に好ましい環境を積極的に築くことで健康格差の解消の
みならず、「住むだけで自然と健康になれる街」のデザイ
ンさえ可能となるかもしれない。
４. COVID-19流行を時空間的に追跡する
COVID-19（新型コロナウィルス感染症）の流行対策を
考えるにあたって、流行の拡大に関わる具体的な地区の特
定は重要である。しかし、日本において当該流行の地理的
把握には、残念ながら多くの課題がある。大抵の統計情報
は都道府県を単位とする粗いものであり、より詳細な患者
発生の情報は、公開される自治体ごとに形式、項目、地理
第6図 3次元建物データ（左）と日照の小地域分布推定（右）

的単位が大きく異なる他、しばしば感染に起因する差別へ
の懸念等もあって、半ば意図的に秘匿されてきたためであ
る。
この課題を克服するために、商業施設や飲食店、病院、
オフィス、学校など各種の施設が、施設内での感染発生に
ついてインターネット上に情報を発出している情報に、新
しい微細な疫学的地理情報としての可能性をみた。こうし
た、自発的な取り組みの集合によってインターネット上に
形成される地理情報（ボランタリー地理情報）は、すべて
の感染発生を網羅するものではない。また居住地ではなく

第7図 景観画像から通り景観の歩きやすさ得点分布の推定

感染が生じた場所での情報発出とみなせる場合も多いな
ど、公的な居住地別感染者数の情報とは性格が異なってい

体活動に適した公園・運動スペース、歩くことを誘発する

る点に注意は必要である。そうであっても、その時間的推

建造環境、健康的な食品や医療など生活関連施設へのアク

移は公的な感染者数の動きと強く連動しており、さらに施

セスの欠如・不足、場所による差別などと多岐にわたる。

設の地理的位置から、これまでになく時間的にも空間的に

そうした環境の格差も、微細で大規模な地理情報の処理を

も 微 細 な 流 行 推 移 の 把 握 が 可 能 と な る（ 中 谷・ 永 田,

通して、これまでになく精緻な分析が可能となってきた。

2021）
。

例えば、LiDAR技術で得られた都市全域の精緻な建物

第８図 (a)は施設での発生情報の時空間カーネル密度推

分布から、幾何的な計算によって建物レベルでの日照時間

定（Nakaya and Yano, 2010）を利用したCOVID-19流行の

が推定可能である。第６図は、冬至の日の日照時間を建物

時空間マップであり、インタラクティブな３D マップとし

レベルで計算して集計し、居住地間で比較したものである。

て公開され、毎日更新する処理を行っている。積乱雲のよ

その結果は、裕福な人が多く暮らす住宅地ほど日照の面で

うにみえる領域は、感染の密度が一定程度高い領域であり、

恵 ま れ て い る 状 況 を 示 唆 し て い た（Yasumoto et al.,

感染者が発生した施設の時空間密度に応じて３段階（灰：

2011）
。

低密度、青：注密度、赤：高密度）で着色されている。こ

また、通り景観の画像を、深層学習を用いて解析し、通
り景観の好ましさ（歩きやすさ）の分布を知ることも可能

の着色された領域が縦方向に長くつながる地域は、その地
域の中で感染が連鎖的に続いていることを示唆する。

となる（第７図）。従来、好ましい街並みの景観は余暇的

第８図 (b) に示す東京大都市圏を拡大した時空間密度分

な外出を促し、結果として適度な身体活動を通して健康に

布図をみると、感染発生が長期間に持続するのは大規模な

寄与するものと考えられてきたが、それを実証的に確認す

繁華街が集中する都心部のみであることが分かる。

ることは困難であった。この研究（Nagata et al., 2020）

第８図(c)は、2021年８月の後半について描いた２次元

では、深層学習によって画像を構成する要素を抽出し、別

の密度分布図であり、東京都心部の感染発生施設の分布を、

途に人が評価した「歩くことに好ましい景観」を統計学的

より詳細にみたものである。繁華街の集中する地区に感染

に学習させた。その結果、居住地周辺の景観の好ましさが

の発生した施設の集中が重なることがより明瞭である。こ

高齢女性の好ましい量の余暇歩行と有意に関連することを

れを人の動きと関連づける解析も近年では可能となった。

確かめている。

特に第１波においては、夜間に人口集中が発生する繁華街

これらの健康と関連づけた微細な環境の解析からは、改

特性をもった地区の滞留人口の増減が大都市圏全体の感染

善すべき街の環境を具体的に知ることができる。さらには、

者数の推移と密接に関係することを確かめている（Nagata

好ましい居住地の環境がどのようなものかが分かれば、そ

et al., 2021）。おそらく、こうした地域の特性である匿名

れを利用するための施策にも貢献することが考えられ、健

性が高く人々が行き交う環境が、感染リスクの高い行動の
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clusters in a space-time cube: An exploratory dataanalysis approach using space-time kernel density
estimation and scan statistics. Transactions in GIS,
14(3), 223-239.
［８］Nakaya T and Ito Y eds.(2019). The Atlas of Health
Inequalities in Japan. Springer.
［９］Nakaya, T., Honjo, K., Hanibuchi, T. et al.(2014):.
Associations of all-cause mortality with census-based
neighbourhood deprivation and population density in
Japan: a multilevel survival analysis. PloS One,
9(6), e97802.
［10］Nagata, S., Nakaya, T., Hanibuchi, T. et al.(2020).
Objective scoring of streetscape walkability related

第8図 COVID-19感染発生施設の時空間密度分布図
(a)全国の時空間密度分布図
出典：https://nakaya-geolab.com/covid19-stkd/japan/
（東北大学とJX通信社の共同研究による）
(b)時空間密度分布図の東京大都市圏の拡大図
(c)東京都心付近の2次元密度分布図（2021年8月後半）

to leisure walking: Statistical modeling approach
with semantic segmentation of Google Street View
images. Health & Place, 66, 102428.
［11］N agata, S., Nakaya, T., Adachi, Y. et al.(2021).
Mobility Change and COVID-19 in Japan: Mobile

抑制や接触の追跡を困難にしていることも、この地区の流

Data Analysis of Locations of Infection. Journal of

行の持続性に寄与しているように思われる。

Epidemiology, 31(6), 387-391.
［12］Yasumoto, S., Jones, A. P., Yano, K., Nakaya, T. (2011).

５. おわりに

Virtual city models for assessing environmental equity

ここでは高い解像度で健康の地理学を追求する空間疫学

of access to sunlight: A case study of Kyoto, Japan.

研究を紹介した。これら微細な地理情報は近年の発達した

International Journal of Geographical Information

統計分析・地理情報処理技術と相まって、人の暮らす環境

Science, 26(1）, 1-13.

と健康との関係を紐解き、それを活用する新たな機会をも
たらしている。ただし、健康に関する情報においては個人
のプライバシー侵害への懸念から地理的な分析が閉ざされ

著者略歴

ていることも多い。そうした懸念を踏まえた適切な情報管
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理が重要であると同時に、微細な地理情報を利用した空間
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アクティブマター（生きている連続体）の輸送現象
―微生物の集団行動の予測と制御を目指して―

東北大学大学院医工学研究科
医工学専攻
教授 石 川 拓 司

１. はじめに

きっと難しいことなど考えず、一心不乱にボールを追って

皆さんはアクティブマターという言葉をご存じでしょう

いるだけでしょう。一方、物理学や生理学を駆使すれば、

か？アクティブマターはここ10年の間に物理の世界で隆興

ボールの運動方程式から２次曲線のフライ軌道が描かれ、

した新しい学問分野であるため、聞き慣れない人が大半だ

ボールの像の網膜への投影、脳による視覚的な認知、行動

と思います。物理の分野では〇〇マターという表現が好ま

判断、神経による筋肉への情報伝達、筋骨格系の運動など、

れるらしく、ダークマターやアンチマター、ソフトマター

フライ捕球の一連の行動が各種の物理現象や生命現象へと

などの学問分野があります。アクティブマターはソフトマ

細分化されます。しかしながら、実際にフライ捕球をする

ターと近い分野ではありますが、物質を構成する粒子が能

場面では、机に向かって２次方程式を解く時間はなく、もっ

動的な運動をする点がソフトマターと異なります。

と ご く 単 純 な ア ル ゴ リ ズ ム で 行 動 し て い る は ず で す。

例として、物理的な視点でイワシの群れの運動を考えて

Heuristics: The Foundations of Adaptive Behaviorという

みましょう。個々のイワシに着目すると、それはあくまで

教科書によれば、我々がフライ捕球する際には、
「ボール

一匹のイワシの遊泳の問題となります。一方、イワシの群

を見上げる角度が一定となる」ように走力を調整している

れ全体を考えてみると、群れの運動がどのような支配方程

ことが分かっています。このように、
「行動」に着目すると、

式で記述されるかは？？？ではないでしょうか。このよう

一見複雑そうに見える生命現象も、シンプルなアルゴリズ

な自走する粒子のマクロな集団特性を議論するのがアク

ムとして抽出することが可能になるのです。

ティブマターという学問分野です。
我々は、アクティブマターの中でも、微生物の大群の挙
動を研究しています。微生物とは、目に見えない小さな生
き物の総称であり、我々の周りに広く存在しています。例

３. 微生物の行動アルゴリズムの例
では実際の微生物の行動アルゴリズムとはどういったも
のか、我々の研究を例に見てみましょう。

えば、海洋微生物は生態系の底辺を無し、物質循環や地球

光合成を行う微細藻類のゴニウムは、図１に示す16個の

温暖化、漁業などと密接に関係しています。微生物は工学

細胞からなる座布団のような形状をしています。各細胞か

的にバイオリアクターなどで利用され、パンやビールなど

らは２本の鞭毛が伸びていて、この鞭毛を波打たせて体を

の食品産業や、水質浄化などで役立っています。我々の体

回転させながら泳ぎます。光合成をする微生物であるため、

内にも多くの微生物が存在し、成人の腸内では１kg程度の

光の方向へと泳ぐ性質（走光性）があります。では、走光

細菌が腸内フローラと呼ばれる生態系を構築しています。

性はどのようなアルゴリズムで実現されているのでしょう

この腸内フローラは、感染症や癌などの各種疾患と関係し

か？ 実は、ゴニウムの個々の細胞にはそれぞれ眼点があ

ていることが最近の研究で明らかになっています。こうし

り、細胞ごとに光の強弱を検知しています。光を検知した

た背景から、微生物の大群（アクティブマター）の振る舞

細胞は、鞭毛の動きを約２秒間弱めます。すると、光の当

いを予測し、制御する技術の確立が急がれています。

たっていない反対側の鞭毛打とのバランスが崩れ、体が光
の方へと傾きます。この２秒間という時間は体が半回転す

２. 微生物の行動を予測できるのか？

る時間であり、光を感知した細胞が光の当たっていない側

微生物の大群の挙動は、個々の微生物の行動の結果とし

へ回るときには鞭毛打は回復します。実に絶妙な時間に設

て現れます。よって、大群の挙動を記述するためには、ま

定されている訳です。こうした応答アルゴリズムを数式で

ず始めに個々の微生物の行動アルゴリズムを解明し、その

表し、ゴニウムの行動を数値シミュレーションすると、図

アルゴリズムを数学の言語で記述する必要があります。

１のように走光性行動を再現することができます[1]。

言うは易しですが、そんなことが本当にできるのだろう

次の例は、同じく光合成を行う微細藻類のクラミドモナ

か？と多くの皆さんは疑問をお持ちではないでしょうか。

スです。クラミドモナスは単細胞生物であり、図２Bに示

そのような疑問を持たれた方は、野球でフライを捕球する

すように２本の鞭毛をもち、平泳ぎのように鞭毛を変形さ

場面を思い出してみてください。空高く上がったボールを

せて泳ぎます。クラミドモナスも眼点があり、走光性を示

必死に追い駆けている時、皆さんは何を考えていますか？

すのですが、光のない夜はどのように水面を探しているの
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れにより、図３Bのように繊毛打の対称性が崩れ、壁面に
貼りつくトルクが生まれていたのです。こうした研究に
よって壁面におけるテトラヒメナの行動アルゴリズムが解
明され、壁面での行動予測が可能となりました。

図1 ゴ
 ニウムの走光性 (A)ゴニウムの形状, (B)走光性の数値シミュ
レーション[1]

でしょうか？ 実は、クラミドモナスは重力にも応答でき
るため、光が無くても水面に向かって泳ぐことができます。
この性質は走地性と呼ばれています。走地性のメカニズム
として、これまでに２つの仮説が提唱されてきました。形
が球形で密度も均質な場合には、図２Aのように重心と浮

図３ 壁
 面を這うテトラヒメナ[3] (A)顕微鏡像, (B)壁面近傍で弱まる
繊毛打によって壁面に向かうトルクが生じる

力中心、抗力中心が一致し、球体は回転しません。一方、
図２Bのように体内の密度分布に偏りがあり、お尻が重く

４. 微生物の集団行動

なっていると、重心と浮力中心がずれ、傾いた体を上向き

個々の微生物が集まると、さまざまな集団行動が観察さ

にするトルクが発生します。このように、重心と浮力中心

れます。例えば、微細藻類のクラミドモナスの場合には、

のずれで走地性のメカニズムを説明することができます。

走地性や走光性によって細胞が水面近傍に集積する傾向が

また、図２Cのように重心と浮力中心が一致していたとし

あります。細胞の密度は水よりも少し高いため、水面近傍

ても、鞭毛が大きな流動抵抗となるため沈殿時の抗力中心

の数密度の高い培養液は下方の培養液よりも重くなりま

は前方へとずれます。この抗力中心のずれと、クラミドモ

す。この状態は密度的に不安定であるため、熱対流と同様

ナスの沈殿効果を合わせても、傾いた体を上向きにするト

のメカニズムによって重い培養液がプルームとして下降

ルクが説明できます。重心と抗力中心のずれで走地性のメ

し、規則的な編み目構造の流動パターンが現れます。この

カニズムを説明することもできるのです。我々は、この２

現象は生物対流と呼ばれており、培養皿などでも簡単に観

つの仮説を実験と数値シミュレーションを用いて検証し、C

察できるため、これまでに多くの研究が報告されてきまし

[2]

の抗力中心のずれで走地性が現れることを発見しました 。
これにより、クラミドモナスが走地性を示すアルゴリズム
が解明され、重力場における行動予測が可能となりました。

た。
最近になり、ある種の遊泳バクテリアを数密度の高い状
況に置くと、乱流のような渦構造が現れることが発見され
ました。図４Aは、大腸菌が作り出す渦構造の一例です[4]。
大腸菌の大きさは１～２µmですが、作り出される渦の大き

図２ ク
 ラミドモナスの走地性のメカニズム (A)重心と浮力中心が一
致する球体, (B)重心と浮力中心が異なり回転する, (C)重心と抗
力中心が異なり回転する[2]

３つ目の例として、繊毛虫のテトラヒメナを見てみま
しょう。テトラヒメナは、ゾウリムシのように全身が繊毛
で覆われており、この繊毛を波打たせて泳ぎます。単細胞
ですが口に相当する部分があり、壁面のバイオフィルムな
どを食べることができます。テトラヒメナの挙動を実験的
に観察すると、図３Aのように壁面を這う行動が観察され
ました。では、テトラヒメナはどのようにして壁面を這っ
ているのでしょうか？ 実際に壁面近傍の繊毛の動きを見
てみると、繊毛打が弱まっていることが分かりました。こ
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図４ バ
 クテリアの集団遊泳 (A)大腸菌集団が作る乱流のような渦構
造[4]，(B)バクテリアの集団遊泳行動の数値シミュレーション[5]
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さは100µm程度あり、体長に比べてはるかに大きな流動構

１節で述べたように、成人の腸内には１kg程度の細菌が

造が形成されています。このような渦構造が形成されると、

棲みついており、腸内フローラと呼ばれる生態系を構築し

培養液内の物質輸送はまるで乱流のように爆発的に上昇し

ています。この腸内フローラは、感染症や癌などの各種疾

ます。大きな分子サイズの場合には、見かけの拡散係数は

患と関係しているため、その分布を予測して制御するため

１万倍程度にまで上昇します。このように、微生物の集団

の学理構築が急務となっています。我々はこの問題に対し、

行動は培養液内の輸送現象に大きな影響を及ぼします。

ゼブラフィッシュと呼ばれる魚をモデル生物として実験研

では、この乱流のような渦構造はどのように生み出され

究を行っています。ゼブラフィッシュの稚魚は体が透明で

るのでしょうか？ この10年間、多くの研究者がこの謎に

あることから、腸の運動や腸内流動、腸内細菌の挙動など

挑み、集団行動のアルゴリズムが次第に明らかになってき

を顕微鏡で生きたまま可視化計測することができます。輸

ました。まず、バクテリアは、菌体の後ろに鞭毛がある

送現象を理解する上でこうしたin vivo計測は重要であり、

pusherタイプである必要があります。前方に鞭毛があると

これによってシミュレーションで用いるべき腸形状や蠕動

渦は現れません。また、菌体が細長い形状であることも重

運動などの境界条件や、シミュレーション結果を検証する

要です。これらの条件を満たすバクテリアが流体力学的に

データを取得できます。

相互作用すると、図４Aのような渦構造が現れます。我々

図５Aはゼブラフィッシュ稚魚に蛍光粒子を食べさせた

は、このアルゴリズムを数理モデル化してシミュレーショ

後、２時間経過した際の腸内の粒子分布を示しています[7]。

[5]

ンを行い、図４Bの渦構造が現れることを示しました 。

この時点では、腸の入口付近の領域１と２に多くの粒子が
存在しています。その後4時間経過した際には（図５B）、

５. 連続体スケールの特性
前節で説明したように、微生物の集団行動は培養液内の

蛍光粒子は領域３と４へと移動しています。これは、蠕動
運動によって腸の内容物が下流へと輸送されているためで

物質輸送を劇的に変化させます。図４Aに示した大腸菌の

す。現在、我々は蛍光染色した大腸菌を腸内へと送り込み、

渦構造は、培養液を強く攪拌することで、栄養素を遠くま

腸内細菌の挙動をin vivo計測しています。腸内の細菌の行

で輸送することに役立つと考えられます。

動がスライドガラス上とどのように異なるのか、興味深い

物質の輸送のみならず、微生物の集団行動によって微生

問いであります。

物自身の輸送現象も変化することになります。高い数密度

こうした腸内の流動状況や腸内細菌の行動様式、細菌懸

条件下では微生物同士が干渉し合うため、真っ直ぐに泳ぐ

濁液の連続体としての特性が明らかになると、腸内フロー

ことができず、微生物の自己拡散係数は小さくなります。

ラの数値シミュレーションが可能となります。図５Cはゼ

こうした連続体スケールの輸送係数を、細胞スケールから

ブラフィッシュの腸内の細菌分布を表しており、細菌が腸

積み上げて議論することができるのです。

の中央部に凝集している様子を示しています[8]。同様の凝

培養液がどのように流動するかを考えるうえで、運動量
の輸送係数である粘度は重要な物性値です。我々は微生物

集形態が実験的にも観察されており、シミュレーションに
よって腸内細菌分布を再現することに成功しました。

懸濁液の粘度を15年に渡り調べ、さまざまな特性を発見し
てきました。例えば、走地性を示す微細藻類のクラミドモ
ナス懸濁液の場合には、ゆるやかな水平せん断流れを与え
ると粘度が大きく上昇しますが、鉛直せん断流れではそれ
ほど粘度が上昇しません。このように、せん断流れの向き
によって異なる粘度特性を示します。さらに、微生物の数
密度を上げていくと、微生物が自己組織化して数密度分布
の不均一が生じたり、法線応力差や緩和時間などの非
ニュートン流体としての特性も示します[6]。大腸菌を用い
た実験では、数密度を上げると粘度がどんどん下がり、最
終的には粘度ゼロとなって超流動を示すという報告例まで
あります。このように、アクティブな粒子が懸濁液内で運
動しているアクティブマターでは、粘度一つ取っても通常
の流体と全く異なる性質を示します。
６. マクロスケールの輸送現象

図５ ゼ
 ブラフィッシュ腸内の輸送現象 (A,B)実験による腸内の蛍光
粒子の可視化（摂食後２時間および４時間）[7]，(C)腸内細菌の
集団行動の数値シミュレーション[8]

微生物懸濁液の連続体スケールの特性が明らかになる
と、マクロスケールのさまざまな輸送現象を理解し、予測

もう１つのマクロスケールの輸送現象の例として、ビー

できるようになります。本節では、その例として腸内フロー

ルの醸造を紹介します[9]。ビールには、上面発酵のエール

ラとビールの醸造に関する研究を紹介します。

ビールと、底面発酵のラガービールの２種類があることは
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ご存じでしょうか？ エールビールでは、図６ABに示すよ

送現象は通常の液体と大きく異なるものになります。我々

うに、始めは底面に沈んでいた酵母が発酵による泡の生成

は、個々の細胞の行動から集団行動、連続体へと必要な物

に伴って上面へと移動し、培養液内に懸濁するようになり

理量を橋渡しして階層をつなぐことで、マクロスケールの

ます。エールビールが白濁しているのはこのためです。酵

輸送現象を記述できることを示しました。その実証例とし

母には鞭毛や繊毛などの運動器官は無く、水より重いため

て腸内フローラとビールの醸造微関する研究を紹介し、有

沈んでいるのが自然な状態です。では、酵母はどのように

用性を示しました。この学理は他の様々な生命現象へと展

して培養液上面へと移動しているのでしょうか？ 我々は

開できるため、今後の更なる発展が期待されます。

ビールの醸造過程の輸送現象に着目し、発泡による攪拌効

本稿で紹介した研究成果は、私の研究室の菊地謙次准教

果や酵母の沈殿効果、酵母の泡への吸着効果などを定量的

授と大森俊宏助教、および多くの学生の皆さんの協力に

に調べました。その結果、上面発酵する酵母は泡に吸着す

よって得られたものです。ここに謝意を示します。

る能力を持ち、泡に貼りつくことで高速で上方へと遠距離
移動していることが分かりました。これまで謎とされてい
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実世界で活躍する自律移動ロボットの研究開発
東北大学
未来科学技術共同研究センター
准教授 大 野 和 則

１. はじめに

２. 地図に基づくロボットの自律機能

自律移動ロボットの研究は、少子高齢化による労働人口

私が研究している自動運転や自律移動の技術は、地図な

減少の解決策として、また新型コロナウイルスなどの感染

どの事前知識に基づく方法である。ロボットがあらかじめ

拡大防止策として、社会的ニーズが高い。工場や病院内部

複数のランドマークや目的地が書かれている地図を持って

の物流の自動化、市街地の荷物や食品配達の自動化、交通

いて、目的地までの走行経路を地図と現在位置を利用して

と物流の自動化などの取り組みが産官学を巻き込んで活発

計画し、自分の位置を確認しながら経路に沿って走行する

に行われている。また、寒冷地や災害対応などの過酷な環

ことで目的地まで移動する（図２）。学術用語では、ロボッ

境での自律化には、挑戦的な研究課題が存在しており、学

トや人や動物が目的地まで移動することをナビゲーション

問的にも重要な分野である。

と呼ぶ。文献では、自律ナビゲーション（Autonomous

私は、実空間を動くことで人を助ける自律移動ロボット

navigation）、自律システム（Autonomous system）
、自動運

の研究開発に企業と共同で取り組み、成果が実際に利用さ

転（Autonomous driving）などの言葉で関連研究を調べる

れている（図１）
。一例として、トヨタ自動車東日本と共

ことが出来る。

同で寒冷地にある岩手工場の屋外自動搬送車の研究開発、
三菱重工業と共同で石油化学コンビナートの大規模火災を
対象とした消防ロボットの研究開発、宮城県の佐藤工務店
や三洋テクニックスと共同で後付け装置を用いた大型ダン
プトラックの自動運転の研究開発に取り組んでいる。災害
対応や工場インフラの自動点検を想定したクローラロボッ
ト研究開発にも取り組んでいる。また、今後の自動化を目
指しているドローンを利用した橋梁点検やイヌの行動誘導
の研究にも取り組んでいる。
本稿では、ロボットが自律的に動くために必要な主要技
術の一部である地図構築や位置推定、寒冷地などの過酷な

図２ 地図に基づくロボットの自律機能

環境や災害現場のような事前知識を準備できない環境での
自動化の研究、後付け機器を利用した自動化の研究や今後
の展望について説明する。

地図に基づく自律機能は主に下記の４つの要素技術から
構成され、各要素を頑健に信頼出来るものにするためには
数学的理論や知能化プログラムの実装が重要になる。
１. ロボット用の地図構築
Simultaneous Localization and Mapping（SLAM）の
技術を中心に研究が行われている。LiDARやカメラ
や超音波センサなどの外界センサと、オドメトリや
慣性センサなどの内界センサの情報を元にロボット
用の地図を作成する。
２. 地図に基づく頑健な位置推定
ベ イズフィルタの技術を中心に研究を行っている。
地図と外界センサと内界センサの情報に基づいて、確
率的に現在のロボット位置を確認する技術である。実

図１ タフなロボットの自律制御や知能の研究開発

装方法の違いで、拡張カルマンフィルタ（Extended
Kalman Filter（EKF）
）
、シグマポイントカルマンフィ
ルタ（Unscented Kalman Filter（UKF）
）
、パーティク
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ルフィルタ（Particle Filter（PF）
）などが存在する。
３. 周囲のランドマークや障害物や環境の認識
L iDARやカメラや超音波センサの情報を手がかり

クとして利用して位置推定を行う。99.9%の成功率という
高い目標を定め、頑健に位置推定やナビゲーションを行う
方法の開発に取り組んだ。

に、周囲の物体や空間を認識する技術で、幾何学的

東北大学側は、ベイスフィルタを利用した頑健な位置推

な方法、機械学習や深層学習を利用する方法が存在

定と、ランドマークの配置が位置推定に適しているか事前

する。大量のデータが利用出来るようになった近年

に評価する方法を開発した。位置推定の確率 p(xt│m,u1:t'z1:t)

は後者の研究が活発である。

は式（１）で計算することができる。

４. 行動計画と走行制御
地
 図とロボットの現在位置とゴール地点を元に経路や
軌道を計画し、経路や軌道に沿って移動や行動するこ
とで目的地に到着する。経路計画方法は、A*法やRapid

x tが現在のロボット位置、mが地図、u1:tがオドメトリな

Random Tree（RRT）法をベースにした方法が利用さ

どの内界センサで計測した移動量、z1:tがLiDARなどの外

れる。走行制御は、Pure-pursuit法などが利用される。

界センサで観測したランドマーク情報になる。式（１）の

１.地図構築や、２.位置推定は、観測の誤差や不確実性を

右辺の∫p(x t│u t ,x t-1)p(x t-1)dx t-1 がオドメトリなどの内界セン

扱うことができる確率的な手法を用いた研究が行われてい

サで推定したロボット位置で累積誤差が存在する。その誤

る。確率を利用したロボットの研究開発の詳細は文献［１］

差を外界センサの観測 p(zt│xt ,m) を掛けることで修正する。

を参照されたし。３.認識は、機械学習の方法を利用した

修正項の確率分布を、周囲の車両や雪や雨などの変化す

研究が行われている。詳細は文献［２］を参照されたし。

る対象に対して頑健なモデルを提案した［４］。また、シミュ

４.行動計画や走行制御の詳細は文献［３］を参照されたし。

レーション環境でこの修正項の確率分布の広がりを可視化
することで、安定した自己位置修正が行えるか事前に評価

３. 過酷環境や災害現場で活躍するロボットの研究開発

する方法を開発した［５］。図３に周囲の壁にポール状の

自律移動ロボットの知能の開発は、前述の４つの要素の

ランドマークを追加する効果を示す。ポールを追加するこ

プログラムの組合せに加えて、適応先ごとに出てきた新た

とができない大きな道幅の交差点以外で、十分な精度で修

な課題を解決するために、要素の一部を作り替えることに

正が行えることを確認した。

なる。大学はこのような課題を克服する新技術を研究開発
してきた。適応例を紹介しながら自動化に必要な各要素を
どのように研究開発しているのか紹介する。
事前知識に基づく自律ナビゲーションは、既知の環境で
は頑健な動作を実現できる。一方、東北地方に特有の雪や
凍結路面が存在する過酷な環境や、災害現場のように事前
知識を準備できない環境では頑健な動作が実現できないと
いう課題が存在する。この課題に対処するため、雪や移動
体などの外乱に対して頑健な位置推定手法の開発を行って
きた（４章）
。また、新たな環境の地図をその場でリアルタ
イムに構築するSLAMの手法を開発し、自律走行を実現し
てきた（５章）
。
また、人が働く実際の現場には、人が利用している機器
を自動化したいというニーズや、現場を安全に運用するた
めに作った様々なローカルルールを考慮した自動運転が望
まれる。この課題に対処するため、後付けの機器を利用し
た既存の建機の自動化や、ローカルルールの抽出の研究に
取り組んできた（６章）。
４. 過酷環境での屋外自動搬送車：頑健な位置推定
トヨタ自動車東日本と岩手工場の屋外の物資搬送の自動
化では、頑健な位置推定の研究開発に取り組んだ。トヨタ
自動車東日本が雪や凍結に強い車両を製作、東北大学が環
境の変化や雪などの外乱に頑健な自律知能を研究開発する
ことで、屋外の物資の搬送を自動化した。図２に屋外無人
搬送車を示す。周囲にある建物の壁やポールをランドマー

図３ 屋
 外無人搬送車：（上）屋外無人搬送車とランドマーク。2D
LiDARで周囲の壁やポール状のランドマークを観測し位置を修
正。（下）ランドマーク配置の評価結果。横軸が地点IDで縦軸が
推定誤差。推定誤差が小さい=推定精度が高い。
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ハードの改良、運用方法の改良に加えて、このようなベ

消防ロボットは、2019年４月から石油化学コンビナート

イズフィルタの改良をおこなうことで99.9%という高い成

が存在する千葉県の市原市の消防に試験配備され、消防隊

功率を実現する方法を開発した。

員による消防士機材としての試験運用が開始された。

５. 災害現場での消防ロボット：リアルタイム地図構築

６. レ
 トロフィット技術（後付け機器）で大型ダンプトラッ

三菱重工業と共同開発した消防ロボットでは、災害対応
ロボット用の地図構築や経路計画に取り組んだ（図４）。

クの土砂運搬を自動化
市場に豊富に存在する大型ダンプトラックに後付けの運
転ロボットとセンサを搭載することで土砂運搬を自動化す
る（図５）。土木建設業界はレンタル機器を利用して現場の
運用を行っていて、レンタル機器を利用した自動化には大
きなメリットがある。

図４ 消
 防ロボット：（右上）航空写真と整合性がとれたロボット用地図
のリアルタイム構築、（右下）ホースを屈曲せずに敷設する経路の
生成

消防ロボットが自動走行の対象とする石油化学コンビナー
トの地図をリアルタイムに構築する方法と、ホースを屈曲
しないように敷設する走行経路をリアルタイムに計画する
方法を開発した。
外界センサデータとしてLiDARとGPSを利用すること
で、歪みが少なく、Google mapなどの航空写真と整合性が
とれるロボット用の地図をリアルタイムに構築するSLAM

図５ レ
 トロフィット技術（後付け機器）を利用した大型ダンプトラッ
クの自動運転：（左）後付け技術の概要、（右）日々の３次元計測
から現場のセマンティクス抽出

を研究開発した（図４右上）。リアルタイム地図構築の
SLAMの確率式を式（２）に示す。

LiDARとGNSSを搭載したドローンが地形の３次元計測
を行い、そこからダンプ用の地図を構築、後付け運転ロボッ
トは与えられた作業位置までの経路を地図を利用して計画
し、ハンドルやアクセル・ブレーキやシフトレバーを操作

式（２）右辺は、リアルタイムに地図構築を行うための

することで経路に沿って走行する[８]。自動制御に必要な

逐次的な形式になっている。式（１）との違いは左辺の確

位置や姿勢は大型ダンプに取り付けた複数のGNSS受信器

率分布のなかで地図mが事前ではなく事後に入っている点

で計測している。対象の大型ダンプはアーティキュレート

で あ る。SLAMの 式 で は、 移 動 量 な ど の 内 界 セ ン サ と

操舵方式で、操舵角も後付けのGNSS受信器で計測しpure-

LiDARなどの外界センサのデータから、ロボット位置と地

pursuit法で経路追従を実現している。

図を復元する。この外界センサにLiDARとGPSを利用する。

自律大型ダンプトラックは、人が操縦するバックホウや

LiDARは構造物付近で正確な地図を作ることが出来る。一

ダンプトラックと連携して土砂運搬を行う。人と連携して

方で、誤差が蓄積し、歪みが生じる。この歪みをGPSのデー

スムーズな自動化を行うためには、人が操縦するバックホ

タで修正することで、歪みの少ない航空写真と整合性の取

ウの土砂積み込み作業の進捗の把握や、現場のローカルルー

れた地図を構築した［６］
。

ルを理解する必要がある。そこで、人が操縦するバックホ

消防ロボットの経路計画では、1000m×500m程度の広

ウの動作を計測して積み込み時期を予測する研究[10]や、

さの敷地内の経路を数秒で計画したり、障害物が表れた際

ドローンで計測した日々の地形データを機械学習で認識し、

に数百ミリ秒で再計画したりすることに加えて、ホースを

変化を解析することで、建機、建設資材、自動車などがど

走行しながら敷設する際に、ホースが屈曲しない曲率の走

こに置かれているか解析する研究 [11]にも取り組んでい

行経路を計画する必要があった。そこで、現在位置から目

る。図５右側に３次元点群から利用するフィールドのセマ

的地までの経路をA*ベースの方法で探索した後、曲率も含

ンティクスを解析した結果を示す。ダンプの駐車場所に移

めて最適化することでこの問題を解決した［７］。図４右下

動する際に、平らな地面であっても資材置き場として使わ

に、A*ベースの方法で得られた屈曲のある経路を、最適化

れている場所などは、ダンプの走行は避ける必要がある。

することで屈曲のない経路を生成出来ている結果を示す。

資材置き場をよけながら駐車場所に移動する経路を計画す
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ることが可能となっている。

on Free-space Observation Model using 3D-Map,”
IEEE ROBIO, 2010.

７. 今後の自律化の研究の展望

［５］北畑 他,“観測の尤度分布を利用した屋外自律搬送車

現在は、ドローンを利用したインフラ点検の自動化に取

両の位置推定のランドマーク配置の評価,” 第12回

り組んでいる。高度成長期に立てられたインフラの老朽化

ITSシンポジウム, 2014.

が社会的な課題であり、人による橋梁点検を支援するため

［６］Abu et al.,“Consistent Map Building in Petrochemical

の球殻ドローン[12]や法面点検ドローンの開発に取り組ん

Complexes for Firefighter Robots Using SLAM

でいる。仙台市の高砂橋をお借りして点検ドローンの実証

Based on GPS and LIDAR,”ROBOMECH J., 2018.

評 価 を 繰 り 返 し 行 っ て い る[13]。 現 在 は、 マ ー カ ー や

［７］M. Naoki et al.,“Enhanced path smoothing based on

GNSSを利用した自律飛行に取り組んでいる。

conjugate gradient descent for firefighting robots in

また、救助犬などの使役犬を対象に捜索行動の可視化や
行動誘導に取り組んでいる。使役犬の行動をセンサーで計

petrochemical complexes,”Advanced Robotics, 2019
［８］T. Komatsu et al.“Autonomous Driving of Six-Wheeled

測、可視化することで、イヌの捜索を可視化する[14]。イ

Dump Truck with Retrofitted Robot,”FSR, 2019.

ヌが光を追う性質を利用して、スーツに搭載した光源の照

［９］K. Yamada et al.“Attachable Sensor Boxes to Visualize

射方向をきりかえることで、イヌの移動方向をコントロー
ルする技術を開発している[15]。

Backhoe Motion,”SII, Tu1C.7, 2020.
[10] K. Yamada et al.“An Individual Prediction Model of

本稿で紹介したロボット技術は、地上から上空まであら

the Pre-loading Motion for Operator and Backhoe

ゆる場所にある未知の情報を収集する技術とも言える。ロ

Pairs,”Advanced Robotics, 2021.

ボット技術を利用して実世界のまだ電子化されていない情

[11] T
 . Westfechtel et al., "Semantic Mapping of

報を収集する技術の開発が進むと、ロボットのセンサデー

Construction Site from Multiple Daily Airborne LiDAR

タから集合知としての新たな知識が創成される。この状況

Data," IEEE RA-L, vol. 6, no. 2, pp. 3073-3080, 2021.

は、Webの検索エンジンに似ている。Webの電子化された

[12] C
 .J.O. Salaan et al.,“Close visual bridge inspection

情報を収集することでGoogleは知の巨人としての地位を確

using a UAV with a passive rotating spherical shell,”J.

立した。実世界にはwebのデータよりはるかに多くの情報

of Field Robotics, Vol. 35, No. 6, pp. 850 – 867, 2018.

が存在していて、これらを収集し解析することで、新たな

[13] 大
 野 他,“橋梁の近接目視点検を支援する飛行ロボッ

知識の創成や、実世界検索エンジンとしてのサービスが生

トシステムの開発,” 精密工学会誌, 83巻, 12号, pp.

まれることが期待される。
日本ロボット学会のデータ工学ロボティクス研究専門委

1066-1070, 2017.
[14] 大
 野,“実用的なサイバー救助犬スーツと行動誘導スーツ

員会ではロボットやIoT機器が集めたデータを利用して人

の開発,”日本ロボット学会誌, 37巻 9号 pp. 795-799, 2019

やロボットの意思決定に利用出来る知識を作る技術につい

[15] K . Ohno et al.,“Cyber-Enhanced Rescue Canine,

て議論を行っている[16]。ロボット学会のMLや学術講演

Disaster Robotics - Results from the ImPACT Tough

会を通じて定期的に公開講演や意見交換を行っている。興

Robotics Challenge, Satoshi Tadokoro Ed., Springer

味のある方は是非参加していただきたい。

Tracts in Advanced Robotics 128, pp.143-193, 2019.
[16] H
 . Nishinoma,“Canine Motion Control using Bright Spotlight
Devices Mounted on a Suit,”IEEE Transactions on Medical

８. おわり
本稿では、自律移動ロボットの主要技術の一部である地
図構築や位置推定の研究の紹介、寒冷地などの過酷な環境

Robotics and Bionics, Vol. 1, Issue 3, pp. 189-198, 2019.
[17] 大
 野 他“データ工学ロボティクス,”日本ロボット学

や災害現場のような事前知識を準備できない環境での自動

会誌, 33巻, 2号, pp. 97-99, 2015.

化の研究、後付け機器を利用した自動化の研究や今後の展
望について説明した。本稿を通して、自律移動ロボットの
主要技術の理解が深まり、読者の抱える問題への適応につ
いて考えるきっかけになれば幸いである。
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事業報告

令和２年度

事業報告

新型コロナウイルス感染拡大防止に対応しつつ、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14回「青葉工学振興会賞」の授与
研

究

「応募件数：17件」

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
准教授 好田
誠
② 第26回「青葉工学研究奨励賞」の授与
研

究

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

「応募件数：19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 阿部 博弥

高活性な非白金燃料電池触媒の分子設計

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

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土木工学専攻
助教 水谷大二郎

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

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
2020年度アジアにおける機能材料および構造の力学学会（ACMFMS 2020）

１件

② 学術研究集会
新型コロナウイルス感染拡大防止による影響のため申請なし

－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
新型コロナウイルス感染拡大防止による影響のため申請なし

－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２年度外国人留学生奨学金（前年度10月入学者６名）

16名

令和２年度博士後期課程進学者奨学金（２-１）

４名

令和元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35号発行（令和２年１月）
⑹ 東北大学祭への助成
開催期間

令和２年11月22日㈰ ～ 11月23日㈪

場

川内北キャンパス（オンライン開催）
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所

900部
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２．研究教育活動助成
⑴ オープンキャンパスへの助成
① 工学研究科、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２年９月21日㈫～９月22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
場

新型コロナウイルス感染拡大防止による影響のため申請なし
－

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
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

76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

26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13回みやぎ優れMONO事業

認定式
令和３年１月20日㈬

場

所

オンライン開催

５．附属明細書
記載事項はありません。
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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

賞者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

属する組織であり、昭和六十年三月の発足以来、工学に関する研

青葉工学振興会は、東北大学工学部同窓会「青葉工業会」に

からご寄稿頂きました非常に広範な分野にわたる先導・革新的研

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

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、

実に育っております。

究開発事業、研究・教育助成事業、普及・啓発事業を、工学部・

究を紹介させて頂きました。ご執筆くださいました先生方には厚く

六号をお届けします。

工学研究科、さらには県内の工学系組織と連携して推進しており

受賞業績あるいは研究プロフィールにて紹介された研究内容にご

御礼申し上げます。

びに普及＋情報提供事業として、東北大学工学系の先生方の非常

興味がある場合には、是非とも執筆の先生方あるいは本財団まで

ます。この雑誌「翠巒」は毎年発行の機関誌で、事業報告、なら

に広範囲にわたる先端研究の内容紹介を行っており、県内の産学

ご連絡下さい。共同研究や委託研究の可能性に発展すれば産学連

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

携の推進となり大変喜ばしい限りです。

官の機関にお届けしております。
さて、今回の翠巒三十六号では、新しく工学研究科長に就任さ
れた湯上先生から、巻頭言にてコロナ禍における研究・教育の状況
を説明頂くとともに、その先のポストコロナ社会における東北大学

まだ新規変異株の拡大もありコロナ禍の収束が見えませんが、皆

記）

の役割・方向性について、十兆年大学ファンドを念頭に、本財団の

宏

様のご健勝をお祈りするとともに、本財団へのご支援をお願い申し

猪股

活動のなかでも特に地域産業への積極的な働きかけについて言及頂

東北大学大学院工学研究科教授

上げます。

（常務理事

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 十五回 青 葉工学 振 興 会 賞、第二十七回 青 葉工学 研
究奨励賞の受賞者の声と業績内容の説明も掲載しました。これら
の賞については、毎年工学系全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

一般財団法人青葉工学振興会

