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論文 

真空中における沿面放電時のリアルタイム帯電分布測定に関する研究 

 
Real Time Measurement of Surface Charge Distributions  

under Vacuum Flashover Events  
 

山納 康，宮内 康寿，小林 信一 

 

Yasushi YAMANO, Yasutoshi MIYAUCHI and Shinichi KOBAYASHI 
 

Most studies on flashover events in vacuum have reported that the surface charging on 
insulator has a great influence on the flashover. However, regarding most studies related to the 
surface charging, their measurements were carried out after high voltage excitation or flashover 
events. In this research, the measurement of 2-dimensional surface charge distributions in real time 
has been carried out in vacuum by Pockels effect. With this measuring method, the charge 
distributions on a dielectric sample can be measured from the high voltage application to the surface 
flashover event. This paper describes the changes of the surface charge distributions on a PET film 
under non-uniform ac voltage application in vacuum. Moreover, using this method, the charge 
distribution before and after one flashover event on the PET film has been measured. 

 
Keywords:  Vacuum, Charge, Flashover, Real time measurement, Pockels effect 

 
1. はじめに 

真空容器内で導体を固定し絶縁するためには、固体

絶縁体が必要不可欠である。しかし、その固体絶縁体

の表面に沿って発生する沿面放電が同一距離のギャッ

プ間よりも低い電圧で発生するため、真空機器(真空遮

断器、高エネルギー加速器等)の小型化・大電力使用を

図る上で問題となっている。現在、沿面放電耐電圧を

向上させるために多くの処理が存在するが、実際の沿

面放電機構が解明されていないため、それらが適切な

処理とは断言できていない。これまでの多くの研究者

により、様々な沿面放電機構が提案されているが[1][2]、

それらの大部分は、陰極におけるトリプルジャンクシ

ョン（陰極－絶縁体－真空接合部）からの電子放出、

電子衝突による絶縁体からの二次電子の発生、そして

帯電へと至る過程が沿面放電の発生プロセスにおいて

重要であろうという点で一致している。よって、真空 

埼玉大学 工学部 電気電子システム工学科 

Department of Electrical and Electronic Systems, 

Faculty of Engineering, Saitama University 

255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama 338-8570, Japan 

 

中の沿面放電前後の絶縁体表面の帯電分布特性を調べ

ることがその機構を解明するキーポイントとなってい

る。                

これまでの研究では電圧印加後や沿面放電後の帯

電分布特性を測定していた報告はある[3]。しかし、現

象の解明には電圧印加時の帯電状態を知る必要がある。

本研究では、電気光学効果の一つであるポッケルス効

果を応用し[4]、真空中の絶縁体表面の電荷量とその分

布を実時間で測定することを目的とした。この測定法

により、放電進展段階における絶縁物上の帯電を把握

することが可能となる。この測定法は大気中、ガス中

において現在盛んに行われているが、本研究ではそれ

を真空中における測定に応用した[5]。 

 

2. 実験装置及び方法 

本研究で使用した反射型表面電荷分布測定装置の概

略図を図 1 に示す。試料には、ポッケルス効果を有す

る誘電体として BSO（Bi12SiO20）単結晶体、絶縁体と

して PET フィルムを用いた。表 1 にそれぞれの試料の

特性を示す。BSO はポッケルス効果を持つため、BSO
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内部に電界が印加されると誘電率異方性が発生し、

BSO 内部を通過する光に偏光位相差を生じさせる。本

研究では、この効果を利用して帯電電荷による BSO 内 
部の電界を測定し、これを変換することで電荷密度を

測定している。BSO の片面には誘電体ミラーが蒸着さ

れ、PET フィルムをその上に配置し、その中心に針電

極を接触させて、高電圧を印加する。図 1 に示すよう

に光源として用いた He-Ne レーザ(10mW)の光は、ビ

ームエキスパンダで直径 14 mm に拡げられ、偏光ビ

ームスプリッタ(PBS) で直線偏光に(図 1 の ①の電界

波、以下同様)、1/8 波長板で楕円偏光にされる(②)。そ

の He-Ne レーザの光を真空容器内に配置された BSO
に入射し、誘電体ミラーで反射させる。電圧印加によ

る PET フィルム上の帯電によって BSO 内に電界 E が

印加されるとポッケルス効果により反射光に偏光位相

差Δθが生じる(③)。その偏光位相差分のみが偏光ビ

ームスプリッタにより透過され(⑤)、それを高速度ビ

デオカメラで撮影し、その光強度 I を測定する。ここ

で、光強度 I と偏光位相差∆θの関係は、(1)式で与えら

れる。 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +∆=

4
sin2

0

πθ
I
I

  (1) 

I0：入射光強度 
(1)式より、光強度の測定により∆θが求まる。また、∆θ

が求まれば、ポッケルス効果よる(2)式の関係式から、

BSO 内部の電界が測定できる。ここで、BSO 内部の

電界が、PET フィルム上の帯電によるものと仮定する

と、PET フィルム上の表面電荷分布が測定できる。 
⊿θ＝βＥ    (2) 

⊿θ：偏光位相差、β：ポッケルス係数を含む定数、 
E：BSO 内部の電界 
実験は、先ず BSO 内部に印加される電界と He-Ne

レーザの反射光強度の関係を求めた。この校正結果を

基に、試験容器内を 10-3Pa 台まで排気し、真空中にお

いて針電極に交流電圧を正極性から印加した場合の

PET フィルム上の電荷密度の変化と電圧・電流波形を

同時測定した。また、比較のため同様の試験を大気中

でも行なった。 
 

3. 実験結果と考察 

3-1 印加電圧と He-Ne レーザの反射光強度との関係 

図 2 に示すように、PET フィルム上の帯電の代わり

に電極(銀ペーストを塗布)を配置し、電極に電圧を印

加することで、電極が配置された領域のみ電界が測定

されるかどうかを調査した。その結果を図 3 に示す。

同図より、PET フィルム中心線上に塗布された銀ペー

ストの領域で印加電圧（印加電界）が測定されている

ことがわかる。次に、印加電圧と He-Ne レーザの反射

光強度の関係を調査した。図 4 に印加電圧に対する

He-Ne レーザ光の反射光強度の関係を示す。同図より、

本測定系では最小電圧感度 26.7V/bitで測定されること

がわかった。この結果から、PET フィルム上に帯電 

表１ 試料の特性  
 BSO(Bi12SiO20)単結晶 PET フィルム 

サイズ 幅 6.2mm×6.2mm, 厚さ 0.5mm 厚さ 0.05mm 

比誘電率 56 3.5 

比抵抗 1016Ω・m 1019Ω・m 

感度係数 15×10-13m/V － 

(a) He-Ne レーザの電界波 

 

(b) 実験装置の概略図 

図 1 反射型表面電荷分布測定装置 
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電荷が均一に分布したと仮定した場合、(2)式より最小

検知電荷密度が求められ、9.7μC/m2の感度で帯電電荷

密度を測定できることがわかった。 
σ=CV/S    (2) 

σ：1 画素面積あたりの電荷密度、C：BSO 試料と PET フ

ィルムの合成静電容量、V：印加電圧、S：1 画素の面積 

 

3-2 真空中条件下における正極性電圧印加時からの実

時間帯電測定 

真空中(4×10-3Pa)において、針電極に交流電圧(波高 
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値：約 8kV)を正極性から 2 サイクル印加した時の PET
フィルム上の表面電荷密度の時間変化を図5(a)-(j)に対
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図 6 電圧波形と放電電流波形 
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図 5 真空中における PET フィルム上の
電荷密度の時間変化、(a)~(j)は図 6 に対応 
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図 4 印加電圧に対する反射光強度の変化量 
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図 2 校正用の電極配置  

(a) 印加電圧 0.5kV      (b) 印加電圧-0.5kV 

図 3  図 2 の電極配置での電位分布の測定結果 
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応する印加電圧・放電電流波形を図 6 に示す。図 6 よ

り、負サイクルの電圧印加時においてのみ沿面放電が

発生している様子が確認された。これは、負極性の電

圧が印加されると電圧印加側の針電極が陰極になるこ

とから、針電極のトリプルジャンクションで電界強度

が非常に高くなる。その結果、その陰極トリプルジャ

ンクション部から電子が放出されやすくなり、沿面放

電が発生すると考えられる。 
電圧印加からの各時刻における帯電分布を調べてみ

ると、図 5(b),(c)の帯電分布より、正極性電圧印加時で

は針電極近傍に正の帯電が観測された。同様の結果が

文献[3][6]でも観測されている。文献[6]では、このよ

うな帯電は陽極トリプルジャンクション部分の電界の

強まりにより、局所的に誘電体内の価電子帯における

電子が伝導帯へ励起したため、あるいはトリプルジャ

ンクション近傍に存在していた自由電子やトラップ電

子の存在によって、正に帯電したものと考えられてい

る。 
同図(d)の負極性電圧印加時で沿面放電直前では、負

電荷だけでなく正電荷が PET フィルム上に分布した。

負極性の帯電は針電極が存在する点の近傍に多く帯電

しているが、正極性の帯電は周辺に多く帯電している。

一方、同図(c)では、針電極近傍に正極性の帯電がわず

かに存在しているが、周囲にはほとんど正極性の帯電

は存在していなかった。このことから、10msec～
14msec の間に何らかの現象が起こり、PET 上の帯電

分布が変化したことがわかる。図 6 より図 5(d)の瞬間

には、針電極に約－4kV の電圧が印加されていること、

また、同図(c)においては、針電極近傍に正極性の帯電

が存在していたことより、針電極から電子放出が起こ

ったと推測される。これにより、針電極周辺には負極

性の帯電が生じたと考えられる。周辺に正極性の帯電

が生じた理由は定かではないが、負極性の帯電が生じ

たことによる針電極周辺の電界分布の変歪によって、

２次電子なだれ的な帯電過程が発生し、正極性の帯電

が発生したと推測される。 
沿面放電後の図 5(e)では、PET フィルム上のすべて

の領域に負の帯電が観測された。また、2 サイクル目

の負極性電圧印加時においては沿面放電が発生してい

ない。図 5(e)以降の帯電分布において総じて言えるこ

とは、２サイクル目の帯電分布は、PET フィルム全面

がほとんど負帯電になっている。このようなことから、

1 サイクル目に起きた沿面放電によるコンディショニ

ング効果が現れ、絶縁耐力が上昇したと考えられる。 
3-3 大気中条件下における実時間帯電測定 

大気中条件下における PETフィルム上の表面電荷密

度分布を図 7 に、対応する印加電圧・放電電流波形を

図 8 に示す。図 7(a)より、正極性沿面放電後の帯電分

布は、PET フィルム上に正電荷が針電極中心から放射

状に分布している様子が観測された。一方負極性沿面

放電では、図 7(b)より負電荷が円盤状に分布している

様子が確認された。真空中においては、正極性の沿面

放電が発生していないので比較はできないが、負極性

のときは、大気中では針電極を中心に円錐形に負帯電

しているのに対して、真空中においては、PET フィル

ム全体が負帯電になり、特に針電極近傍で大きく負に

帯電する傾向がある。また、真空中においては、放電

直前に正極性の帯電と負極性の帯電が混在することが 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 6msec (図 8 の(a)) 

(b) 16msec (図 8 の(b)) 

図 7 大気中における PET フィルム上の

電荷密度の時間変化 
(a) (b) 
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図 8 印加電圧波形(50Hz)と放電電流波形
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あるが、大気中ではそのようなことは無かった。放電

電流の大きさも真空中と大気中では異なっていた。以

上より、真空中と大気中の沿面放電時の帯電分布には、

明らかな相違があり、これは沿面放電のメカニズムの

違いによるためであると考えられる。 

4. まとめ 

 本研究で得られた結果は、以下のように要約できる。 

・ポッケルス効果を利用して真空中において絶縁体表

面上の電荷量とその分布を実時間で測定することが可

能となった。 
・真空中における負極性の沿面放電直前の帯電分布は、

正極性の帯電と負極性の帯電が混在していることがあ

る。 
・真空中において負極性の沿面放電後の帯電分布は、

負極性の帯電が全面に生じ、特に針電極近傍に多く帯

電した。 
・真空中と大気中の条件下で沿面放電直前・直後の帯

電分布を比較したところ、明らかに違いが観測された。 

 
なお、本研究の一部は、平成13, 14年度文部科学省科

学研究費奨励研究(A)（課題番号 13750241）および平成

15 年度文部科学省科学研究費若手研究(B) （課題番号

15760191）および平成 15 年度埼玉大学教育改善推進費

（学長裁量経費）による支援を得て行われた。 
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論文 

超伝導量子干渉素子アレイを用いた低雑音増幅器に関する研究 
 

Low Noise Current Amplifier using Superconducting Quantum Interference Device 
Array 

 
師岡利光*, 明連広昭**, 高田進**

 
Toshimitsu MOROOKA*, Hiroaki MYOREN** and Susumu TAKADA** 

 
Arrays of dc-superconducting quantum interference devices (dc-SQUIDs) consisting of at least 100 

repeated dc-SQUID elements connected in series were investigated experimentally and analytically to obtain a 

low noise current amplifier. The dependences of flux noise on the number of the elements and the number of 

turns of the input coil were examined. It was found that the flux noise is significantly influenced by the 

dynamic resistance of the array when the number of the elements exceeds 100, although the influence by the 

dynamic resistance for a single dc-SQUID is negligibly small. It was also found that the flux noise does not 

depend on the turn number of the input coil. These results agreed well with the measured flux noise for SQUID 

arrays constructed using a Nb/AlOx/Nb fabrication process. An ultra low current noise of 1 pA/√Hz was 

achieved using a SQUID array amplifier consisting of 128 dc-SQUID elements, each of which had a 7-turn 

input coil and a mutual inductance of 460 pH. On the basis of an equation for the flux noise, device parameters 

were optimized systematically. The optimized SQUID amplifier achieved a dynamic range of 87 dB for input 

signals of 50 kHz bandwidth, which is sufficiently wide for X-ray detection applications. 

 

Keywords: SQUID Array Amplifier, Current Noise, Flux noise, Dynamic Resistance, Dynamic Range,  

Multiturn Input Coil. 

 

 

1. 序論 

 

 本研究は，極微弱な電気信号を高感度に増幅するた

めに超伝導量子干渉素子（Superconducting Quantum 

Interference Device: SQUID）を直列接続して構成される

SQUID アレイに関してまとめたものである。 

 SQUIDは超伝導現象を利用した高感度磁気センサで

あり、生体計測や物性測定、精密電気計測、地磁気探

査、資源探査などの物理計測に現在応用されている1)。

特に生体計測応用では、地磁気の 10 億分の１の磁場分

解能 10 fT(1 fT=10-15 T）をもつ高感度dc-SQUID磁束計

が開発されてきた。SQUIDの新しい応用として、SQUID

特有の低雑音性、低インピーダンス、高速応答性を活

かした電流増幅器がある。さまざまな極低温センサの

研究が行われている低温エレクトニクス分野では、セ

ンサが発する微小な電流信号を低温中で大きな電圧信

号に変換する低雑音電流増幅器が強く求められている。

電流増幅器応用では、微弱な信号を計測するための低

雑音と大きな信号変化に応答できる大きなダイナミッ

クレンジを得ることが課題となっている。しかし、主

* 埼玉大学大学院 理工学研究科 情報数理科学専攻

Graduate School of Science and Engineering, Saitama 

University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, 

Saitama 338-8570, Japan 

**埼玉大学 工学部 電気電子システム工学科

Department of Electrical and Electronics Systems, 
Faculty of Engineering, Saitama University, 255 
Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, Saitama 
338-8570, Japan 
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に最小磁場分解能を追求し、開発された従来のSQUID

磁束計をそのまま電流増幅器に適用することは難しい。 

 本研究では、低雑音化、ダイナミックレンジの増大

に有効な SQUID アレイに注目し、素子設計に重要な諸

特性を明らかにする。さらに、諸特性の解析結果をも

とに 1 pA/√Hzの低雑音を有するSQUIDアレイ増幅器

を設計、作製し、低雑音電流増幅器を実現するととも

に、実験により解析結果の有用性を検証する。本論文

は、①SQUID アレイ増幅器の設計と作製 、②マルチ

ターン入力コイルを有する低雑音 SQUID アレイ増幅

器、③SQUID アレイにおける入力コイル共振特性から

構成される。 

 

2. SQUIDアレイ増幅器の設計と作製2)

 

2.1 SQUID アレイの磁束ノイズ 

 SQUID電流増幅器は２個のジョセフソン接合を含む

SQUIDループLとそのSQUIDループに相互インダクタ

ンスMinで磁気結合された入力コイルLinから構成され

る。SQUID電流増幅器の電流ノイズInは，磁束ノイズ

ΦnとMinを用いてIn=Φn/Minで表される。また、ダイナ

ミックレンジDRはDR= Iin(max)/(2.36√fB)で表される3)。

Iin(max)は  SQUID増幅器の最大入力電流であり、

Flux-Locked Loop (FLL)回路の最大帰還磁束Φf(max)と

計測に必要な周波数帯域 fBを使って、 Iin(max)=Φ

f(max)/Minで書き換えられる。InはΦnの減少、そしてMin

の増大によって向上する。一方、DRは Minの増加とと

もに減少する。従って、良好な磁束ノイズ特性はMinの

削減を可能にするため、磁束ノイズは電流ノイズの減

少とともに，ダイナミックレンジの増大にも重要なパ

ラメータである。 

 SQUIDアレイは大きな磁束-電圧変換係数VΦ(=dV/d

Φ)を持つため、低雑音電流増幅器に有効である4)。し

かし、その磁束ノイズ特性の詳細は報告されていない。

本章では、SQUIDアレイの磁束ノイズ特性を実験と解

析の両面から調べた。特に、磁束ノイズのdc-SQUID数

依存性を明らかにした。 

 

2.2 SQUID アレイの設計と作製 

  SQUIDアレイの回路モデルを図 1 に示す。SQUID

アレイは、同じ素子パラメータを持つN個のdc-SQUID

を直列接続することにより、１本のバイアスラインで

全てのdc-SQUIDを駆動される。各dc-SQUIDには、信

号入力用入力コイルLinとFLL回路の帰還電流を入力す

るためのモジュレーションコイルLmが設けられ、それ

ぞれ相互インダクタンスＭinとMmでSQUIDループに磁

気結合される。 

 磁束ノイズのdc-SQUID数依存性を調べるため、

dc-SQUID数の異なる 4 種類のSQUIDアレイ(80-SSA、

160-SSA、240-SSA、560-SSA)を設計した。素子パラメ

ータは各dc-SQUIDの固有ノイズSVが最適になるよう

に設計され、シールディングパラメータβL(=2IcL/Φ0)

にはβL=1 が選ばれた 1)。ここで、Icはジョセフソン接

合JJの臨界電流値を表す。また、ヒステリシスパラメ

ータβc(=2πIcR2C/Φ0)には、βc=0.5 が選ばれた。ここ

で、Rはシャント抵抗の値、Cはジョセフソン接合容量

を表す。基本的なSQUIDアレイの特性を調べるため、

入力コイルとモジュレーションコイルはともに１ター

ンコイルとした。 

 SQUIDアレイにとって、各dc-SQUIDの素子パラメー

タが均一であることが非常に重要である。そこで、信

頼性、再現性に優れたNb/AlOx/Nbトンネル接合プロセ

スを用いてSQUIDアレイを作製した。設計ルールはジ

R
d

L

JJ JJ
R R1

Ib

2

N

dc-SQUID element

 
Fig. 1 Model of long SQUID array. JJ denotes the 

Josephson junction, R the shunt resistor, L the 
SQUID loop inductor, and Rd the damping resistor. 
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ョセフソン接合の臨界電流密度 Jc=50 A/cm2、接合サイ

ズA = 5 μm×5 μm、接合容量 C=1.5 pF、配線の最小

線幅w=2 μmである。層間絶縁層にはSiO2を、また抵

抗材料にはAuを用いた。各SQUIDアレイは 3 mm×3 

mm のSi チップ上に集積された。 
 
2.3 測定結果 
各SQUIDアレイの電流-電圧(I-V)特性、磁束-電圧(Φ

-V)特性が測定され、均一な特性をもつdc-SQUIDから

構成されていることが確認された。Table 1 に、SQUID

アレイの素子パラメータを示す。磁束ノイズΦnの測定

には、市販のBurr-Brown製低雑音オペアンプINA103

（電圧ノイズスペクトル√SV,amp = 2 nV/√Hz, 電流

ノイズスペクトル√SI,amp = 2 pA/√Hz）を基本とした

FLL回路を用いた。Fig. 2 はdc-SQUIDの数Nをパラメ

ータとしてNとΦnの関係を表したグラフである。Φnの

測定結果がFig. 2 中に○印として示されている。また、

従来の単一dc-SQUIDの理論式をSQUIDアレイに適

用し得られた計算結果（eq.(1)）がFig. 2 中に破線とし

て表されている5)。 

Φn (array) =
SV (total)

V (array)Φ

=

SV

N
+

SV ,amp

N 2

VΦ

 (1) 

ここで、SV(total)はFLL回路の寄与を含む全電圧ノイズ

スペクトルを表す。SQUIDアレイの固有ノイズ

SV(array)、磁束－電圧変換係数VΦ(array)はそれぞれ、SV 、

ΦVを使ってSV(array)=N SV、VΦ(array)=N VΦで表される。

SVにはJ. Clarkeによって提案された理論式SV=16kBTR

を用いた1)。ここで、kBはボルツマン定数(=1.38×10-23 

J/K)，Tは動作温度である。従来の理論式による計算結

果は 1/Nに比例し減少しており、磁束ノイズがSV,ampに

支配されていることを意味する。一方、測定結果は、

Nが 100 より小さい場合は，従来の計算結果と同様、

1/Nに比例して減少している。しかし、Nが 100 を越え

ると、ΦnはNの増加ともに単調に減少しないという結

果が得られた。この結果は、100 個以上のdc-SQUIDで

構成されるSQUIDアレイでは、FLL回路の電圧ノイズ

SV,amp以外のノイズ成分を考慮しなければならないこ

とを示している。 

Table 1 Device parameters of SQUID arrays. 
Parameter 80-SSA 160-SSA 240-SSA 560-SSA 
SQUID array 

Number of SQUID 80 160 240 560 
ΔV (mV) 2.5 5 7.5 17 
VΦ(array) (mV/Φ0) 16 29 34 61 
Rdyn(array) (Ω) 600 1000 1100 2000 
Lv (pH) 78 71 67 68 
Φn (μΦ0/√Hz) 0.34 0.24 0.18 0.15 

dc-SQUID element 
L (pH)* 87* 87* 87* 87*

Ic (μA) 15 15 15 15 
R (Ω) 2.6 2.8 2.8 2.7 
Rd (Ω) 2.6 2.8 2.8 2.7 
Rdyn (Ω) 7.5 6.3 4.6 3.6 

Input coil 
Turn number nin 1 1 1 1 
Min (pH) 61 61 61 61 

Modulation coil 
 Turn number nm 1 1 1 1 

Mm (pH) 61 61 61 61 
* denotes the designed value. 

0.01

0.1

1

10

10 100 1000
Number of dc-SQUID elements N

Fig. 2 Effect of the number of dc-SQUID elements on the 
flux noise in SQUID array. Open circle shows the 
experimental result. The solid line and the dotted 
line show the calculated flux noises obtained by 
substituting designed parameters for eq.(3) and 
eq.(1), respectively.  

Fl
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2.4 SQUID アレイの磁束ノイズ解析 

 dc-SQUID 数の増加にともない、測定結果が従来の理

論式による計算結果からはずれていく原因を調べるた

め、SQUID アレイの磁束ノイズを解析した。 

 Table 1 に示した素子パラメータの中で、I-V特性の微

分成分を表す動抵抗Rdyn(array)が大きい点に注目し、動

抵抗を考慮した磁束ノイズを導出した。単一dc-SQUID

の固有ノイズスペクトル密度SVは動抵抗Rdyn(=dV/dIb)

の寄与を考慮し、以下のように書き換えられる6)。 
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SV ≈
2 α kBT

R
4 Rdyn

2 + L2VΦ
2( )+ 4 kBT

Rd

L2VΦ
2  (2) 

ここで、αはI-V特性の非線形性に起因するパラメータ

である。SQUIDアレイの磁束ノイズΦn(array)はこのSV

を使って以下の式で表される。 

Φn =
2 kBT

N
4 α Lv

2 + (2+α)L2

R
+

SV ,amp

N 2VΦ
2 + SI ,ampLv

2  (3) 

ここで、LvはRdynの寄与分であり、Lv=Rdyn/VΦで表され

る仮想インダクタンスを表す。 

 本研究で導出した理論式（eq.(3)）を用いて、SQUID

アレイの磁束ノイズを改めて計算した。その計算結果

をFig. 2 中に実線で示す。計算結果は、dc-SQUID数Ｎが

100 以上になると磁束ノイズが減少しないという実験

結果と同じ傾向を示した。動抵抗の影響を受ける 

SV(array)と√SI,amp Rdyn(array)はNの増加とともにその寄

与率を大きくする。これらの結果は、dc-SQUID単体で

は無視することができた動抵抗がNの大きなSQUIDア

レイにとって重要なパラメータであることを示してい

る。 

 

3. マルチターン入力コイルを有する低雑音SQUIDア

レイ増幅器7)

 

3.1 SQUID アレイ増幅器の電流ノイズ 

 SQUIDアレイ増幅器の電流ノイズInはeq.(3)を使って

以下の式で表される。 

In =

2 kBT
N

4 α Lv
2 + (2+α)L2

R
+

SV ,amp

N 2VΦ
2 + SI ,ampLv

2

Min

 (4) 

Fig. 2 の結果から、仮にdc-SQUID数を 1000 個まで増や

した場合、電流ノイズは 4 pA/√Hzとなることが分か

った。１ターン入力コイルを持ち、相互インダクタン

スMin=61 pHのdc-SQUIDの数を単純に増やすだけでは、

1 pA/√Hzの超低雑音は得られない。そこで、SQUIDア

レイを構成するdc-SQUIDにマルチターン入力コイル

の採用をし、Minを増加させることによりSQUIDアレイ

増幅器の低雑音化を行った。単一のdc-SQUIDに比べ、

多数のdc-SQUIDで構成されるSQUIDアレイには複雑

な共振モードが存在することが考えられる。しかし、

入力コイルによるSQUIDアレイの磁束ノイズへの影響

に関する詳細な報告はなされていない。本章では、マ

ルチターン入力コイルを有するSQUIDアレイで構成さ

れる電流増幅器について、磁束ノイズの入力コイルの

ターン数依存性を調べた。その実験結果を用いて、入

力コイルのターン数を最適化されたSQUIDアレイ増幅

器を作製し、電流増幅器にとって重要な電流ノイズお

よびダイナミックレンジを評価した。 

 

3.2 設計と作製 

 相互インダクタンスMinと電流ノイズInの関係をFig. 

3 に示す。Eq.(4)から得られた電流ノイズの計算結果を

Fig. 3 中に実線で表す。この計算では、磁束ノイズΦnは

Minに依存しないと仮定した。素子パラメータにはβ

L=0.91、βc = 0.5、Jc =60 A/cm2を用いた。磁束ノイズの

dc-SQUID数依存性評価の結果から、dc-SQUID数Nは

128 個とした。この結果から、Minが 450 pH以上のとき、

1 pA/√Hzの電流ノイズが期待できる。Min=450pHを得

るため、各dc-SQUIDのSQUIDループインダクタンスL

と入力コイルのターン数ninはそれぞれL=63pHとnin=7

ターンとなるように設計された。各入力コイルには、

Rd(in)=2R=5.4 Ωの値をもつ共振抑制用ダンピング抵

抗Rd(in)が並列に接続された8)。 

 マルチターン入力コイルによる共振特性を調べるた

め、入力コイルのターン数を系統的に変化させた 3 種

類の SQUID アレイ増幅器を作製した。そのターン数を

１ターン、４ターン、７ターンとし、それぞれの SQUID
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アレイ増幅器を 128-SA(S)、128-SA(M4)、128-SA(M7)

と名付けた。Fig. 4(a)、4(b)、4(c)に、それぞれ128-SA(S)、

128-SA(M4)、128-SA(M7)増幅器を構成する dc-SQUID

の顕微鏡写真を示す。各 dc-SQUID のサイズは 150 μ

m×175 μm である。SQUID ループ上には、最外周に

１ターンのモジュレーションコイルが、そして、その

内側に入力コイルが形成されている。Fig. 4(d)に、

128-SA(M7)の顕微鏡写真を示す。全ての SQUID アレ

イ増幅器はミアンダー状に配置された 128 個の

dc-SQUID で構成され、1.5 mm×3 mm の Si チップ上に

形成された。 

 

3.3 測定結果 

 ３種類のSQUIDアレイ増幅器について，4.2Kにおけ

るΦ-V特性，磁束ノイズが測定された。Fig. 5(a)、5(b)、

5(c)に、128-SA(S)、128-SA(M4)、128-SA(M7)増幅器の

Φ-V特性を示す。128-SA(S)増幅器のΦ-V特性は歪みが

なく、対称性の良い理想的な特性を示す。しかし、マ

ルチターン入力コイルをもつ 128-SA(M4)、128-SA(M7)

増幅器のΦ-V特性は、各入力コイルに 5.4 Ωと小さな

ダンピング抵抗を挿入したにもかかわらず、スムーズ

なスロープと歪んだスロープからなる非対称構造を示

した。その歪みはターン数の増加とともに大きくなっ

た。この結果は、マルチターン入力コイルをもつSQUID

アレイ増幅器の非対称Φ-V特性が、これまで報告され

た単一のdc-SQUIDで発生する入力コイル共振とは異

なる共振モードによって生じていることを示す8)。Φ-V

特 性 に 大 き な 歪 み が 現 れ た が ， 128-SA(M4) 、

128-SA(M7)増幅器の出力電圧は 3.9mV以上と大きく、

Fig. 4 Photographs of (a) dc-SQUID element with a 1-turn 
input coil, (b) a 4-turn input coil, and (c) a 7-turn 
input coil, and (d) the whole circuit of the 
128-SA(M7) amplifier which consists of 128 
dc-SQUID elements with a 7-turn input coil. 

 

 (a)  (b) (c) 
Fig. 5 Φ -V characteristics of (a)128-SA(S), 

(b)128-SA(M4), and (c)128-SA(M7) amplifiers at 
various bias currents. The horizontal axis is the 
magnetic flux in 0.56Φ0/div and the vertical axis is 
the voltage in 1mV/div. 

Table 2 Device parameters of 128-SQUID array amplifiers.
Parameter SA(S) SA(M4) SA(M7) 
SQUID array 
 Number of SQUID N 128 128 128 
 ΔV (mV) 3.8 3.9 4.5 
 VΦ(array) (mV/Φ0) 23 19 29 
 Φn (μΦ0/√Hz) 0.24 0.22 0.23 
 In (pA/√Hz) 8.4 1.4 1.0 
dc-SQUID element 
 L (pH) 63* 63* 63*

 Ic (μA) 15 14 15 
 R (Ω) 2.6 2.7 2.8 
 VΦ (μV/Φ0) 180 150 230 
 Turn number nin 1 4 7 
     of input coil 
 Lin (pH) 130 * 1300 * 3500 *

 Strip line inductance 67 * 250 * 410 *

     Lstrip (pH) 
 Min (pH) 59 260 460 
 Cstray (fF) 86 * 320 * 560 *

 Rd(in) (Ω) 5.2 5.4 5.6 
Resonance properties 
 ωJ/(2π) (GHz) 69 11 5.6 
 Vdc (μV) 140 24 12 
 NVdc (mV) 18 3.0 1.5 
* denotes the designed value. 

 

 

超伝導量子干渉素子アレイを用いた低雑音増幅器に関する研究 10



 

歪みのない 128-SA(S)増幅器とほぼ同じレベルであっ

た。各SQUIDアレイ増幅器の素子パラメータをTable 2

に示す。128-SA(M7)増幅器によって、Min=460 pHが得

られた。 

 Φ-V特性の動作点をスムーズな傾斜上に固定し、

SQUIDアレイ増幅器の磁束ノイズΦnを測定した。電流

ノイズInはΦnとMinから換算され、Inの測定結果がFig. 3

中に○印として表されている。ノイズレベルは白色雑

音領域にある 10kHzの値で定義された。電流ノイズは

Minの増加とともに減少し，128-SA(M7)増幅器によって

1 pA/√Hzの超低雑音が得られた。また、測定結果と磁

束ノイズの理論式を用いた計算結果は良い一致を示し

た。この結果は、動作点がスムーズな傾斜に固定され

るとき、マルチターン入力コイルをもつSQUIDアレイ

増幅器のΦ-V特性に表れる歪みはノイズ特性に影響し

ない、従って、磁束ノイズは入力コイルのターン数に

依存しないことを意味する。さらに，本研究で導出し

た磁束ノイズの理論式が１ターン入力コイルだけでな

く，マルチターン入力コイルのSQUIDアレイにも適用

できることを示している．  

 

3.4 ダイナミックレンジと最大入力電流 
 128-SA(M7)増幅器のダイナミックレンジDRを評価

した。最大入力電流Iin(max) は次の式で表される4,9)。 

Iin (max) =
Φ f (max)

Min

=
1

2τ lpω 2τ lp
2ω 2 + 2

Φ0

4
1

Min
 (5) 

ここで、ωlp はFLL回路を構成する電子回路のカット

オフ周波数を表す。低雑音電流増幅器にとって、

Iin(max)が小さい場合、微小な信号を計測できるが、大

きな信号に対応できないという問題が生じる。1/(2πτ

lp) = 1 MHzのFLL回路を用いた場合、128-SA(M7)増幅器

のIin(max)は 蛍光X線分析で必要とされる周波数帯域

に相当する 50kHzの入力信号に対して 11μAが得られ

た。この値は 87dBのダイナミックレンジに相当する。

これまで、 1pA/ √ Hz の超低雑音は２ステージ

SQUID(Two Stage SQUID: TSS)を用いたSQUID増幅器

により達成されているが10)、そのDR、Iin(max)はそれぞ

れ 70 dB、1.6 μAと小さく，蛍光X線分析に必要なエ

ネルギー帯域(～10keV)をカバーするには十分ではな

かった。本研究では、磁束ノイズの理論式を用いて相

互インダクタンスと入力コイルのターン数を最適化し

た。その結果、低雑音と大きなダイナミックレンジを

両立したSQUID増幅器が得られた。In=1 pA/√Hzと

DR=87 dBは蛍光X線分析において10 keVのエネルギー

帯域に対して 0.45 eVの高分解能を与える 。 

 

４．SQUIDアレイにおける入力コイル共振特性11)

 

4.1 SQUIDアレイの非対称Φ-V特性の解析 

 マルチターン入力コイルをもつ SQUID アレイ増幅

器のΦ-V 特性は、単一 dc-SQUID における入力コイル

共振とは異なるモードよって生じていることがわかっ

た。さらなる電流ノイズ向上には入力コイルのターン

数の増大は必要不可欠である。本章では、SQUID アレ

イの入力コイル共振について実験と解析の両面から調

査した。 

 実測したSQUIDアレイのΦ-V特性に基づき、非対称

Φ-V特性の起こりうるメカニズムは以下のように説明

できる。隣接するdc-SQUID間のバイアスラインと入力

コイルを接続するとき、単一dc-SQUIDには存在しない

シャント回路がその間に形成される。そのシャント回

路を含む２つのdc-SQUIDで構成されるSQUIDアレイ

JJ JJ
L/2 L/2

Lin/2 Lin/2

Cstray

Ib

Vac*
SQ1

SQ2
JJ JJ
L/2 L/2

Lin/2 Lin/2

Cstray

Min/2 Min/2

Min/2 Min/2

Vac*

Ib

Isc Φex＋Φac*

Φex＋Φac*

 
Fig. 6 Equivalent circuit of a SQUID array that includes a 

shunting circuit. JJ denotes the Josephson junction, 
L the SQUID loop inductor, Lin the input coil, Cstray 
the stray capacitor between the SQUID loop and 
the input coil, Min the mutual inductance between 
the SQUID loop and the input coil. 
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の等価回路図をFig. 5 に示す。シャント回路は入力コイ

ルLinと，入力コイルとSQUIDループの間に存在する浮

遊容量Cstrayで構成する。また、シャント回路は相互イ

ンダクタンスMinでSQUIDループに磁気結合されてい

る。シャント回路には、acジョセフソン効果によって

各dc-SQUIDで発生している振動電圧vacに同期する振

動電流iscが流れる。その振動電流iscはisc=vac/Zscで表され

る。ここで、Zscはシャント回路のインピーダンスであ

り、Zsc=jωJ{Lin-1/(ωJ
2Cstray/2)}で表される。また、ωJは

acジョセフソン角周波数である。 

 入力コイル間が接続されていない状態における振動

電圧vacとSQUIDループ内の交流磁束Φacの関係式は

vac=jVΦ(ac)Φacで与えられる。ここで、VΦ(ac)は交流磁

束Φacに対する磁束-電圧変換係数である。この関係式

は単一dc-SQUIDにおける関係式と同じである。 

 次に，入力コイル間が接続されているSQUIDアレイ

における振動電圧とSQUIDループ内の交流磁束の関係

式について検討する。シャント回路が形成されている

状態では、iscによって誘起される交流磁束ΦscがSQUID

ループ自身に帰還されるため、SQUIDループ内の交流

磁束Φac
*はΦac

*=Φac+Φscとなる。入力コイル間が接続

されているSQUIDアレイにおける振動電圧ｖac
*とΦac

*

およびΦacの関係は以下の式で表される12)。 

vac
* = jVΦ (ac)Φac

* =
jVΦ (ac)

1−G(ωJ )
Φac  (6) 

G(ωJ ) = VΦ (max)2

2βLVΦ (Φex )
1− VΦ (Φex )2

VΦ(max)2
Min

| Zsc |
 (7) 

VΦ(ac) = VΦ (max)2

2βLVΦ (Φex )
1− VΦ(Φex )2

VΦ(max)2  (8) 

G(ωJ)はシャント回路による帰還率を表し、G(ωJ)=1と

なるときSQUIDアレイに共振が生じる。Eq.5は、VΦ(Φ

ex)の符号が正のときのみ共振が発生し、SQUIDアレイ

のΦ-V特性に非対称構造が現れることを示している。

一方、VΦ(Φex)の符号が負のとき、Φ-V特性にスムーズ

なスロープを与える。この結果は、動作点をスムーズ

なスロープに固定することにより、磁束ノイズが劣化

しないことを意味する。 

  

4.2 マルチターン入力コイルをもつSQUIDアレイ増

幅器の共振特性 

 3章で議論したマルチターン入力コイルをもつ

SQUIDアレイ増幅器の共振特性を本章で導出した関係

式を用いて検証する。Table 2に示した素子パラメータ

をEq.(6)に代入し，共振条件（G(ωJ)=1）を満たす周波

数を求めた。計算では、出力電圧ΔVが最大となるよう

にバイアス電流が印加されたと仮定した。Table 2には、

SQUIDアレイ増幅器の共振周波数ωJとそのときの平均

電圧Vdcも記している。１ターン入力コイルをもつ

128-SA(S)増幅器では、共振条件を満たす周波数はωJ/(2

π)=69 GHzであり、この周波数はVdc=ωJ/(2π)Φ0=140 

μVの平均電圧に相当する。dc-SQUID１個あたりの出

力電圧は約30μVであり、140 μVの位置で共振が生じ

ることは不可能である。従って、128-SA(S)のΦ-V特性

は，非対称な特性を示さなかった。一方、7ターンの入

力コイルをもつ128-SA(M7)増幅器では、共振条件を満

たす周波数はωJ/(2π)=5.6 GHzであり、この周波数は

Vdc=ω J/(2π )Φ 0=12 μVの平均電圧に相当する。

128-SA(M7)増幅器を構成するdc-SQUIDはVdc＜ΔVを

満たすことから、この電圧値で共振することは可能で

ある。従って、128-SA(M7)のΦ-V特性に共振による非

対称性が現れた。 

 解析結果は大きな浮遊容量Cstrayと相互インダクタン

スMinは共振特性に大きく影響することを示した。また、

その共振特性は入力コイルが接続されたときのみ生じ

ることを明らかにした。大きな浮遊容量と相互インダ

クタンスはマルチターン入力コイルの適用により与え

られるため、マルチターン入力コイルをもつSQUIDア

レイ増幅器のΦ-V特性に大きな歪が現れることが示さ

れた。 

 

５．結論 

 

 本研究では、低雑音を有する SQUID 電流増幅器の実

現するため、dc-SQUIDを直列接続して構成するSQUID

アレイ増幅器に着目し、その諸特性を明らかにした。

その結果として、以下の結論を得た。 

①SQUIDアレイの磁束ノイズを解析し、新たに

dc-SQUIDの動抵抗を考慮した磁束ノイズの理論式を
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導出した。 

②dc-SQUID数の異なるSQUIDアレイを作製し、磁束ノ

イズを評価した。その結果、これまで無視されてきた

dc-SQUIDの動抵抗による寄与がdc-SQUID数の増加と

ともに大きくなり、dc-SQUID数が100個以上でノイズ

が減少しないことを明らかにした。また、理論式によ

る計算結果と実験結果とは良く一致し、本研究で導出

した理論式の有効性を確認した。 

③入力コイルのターン数の異なるマルチターン入力コ

イルをもつSQUIDアレイ増幅器を作製した。磁束ノイ

ズの理論式を用いて入力コイルのターン数を最適化す

ることにより、本研究での目標値である1 pA/√Hzの電

流ノイズと87 dBのダイナミックレンジを有する低雑

音SQUIDアレイ増幅器を実現した。 

④SQUIDアレイ特有の非対称Φ-V特性の発生メカニズ

ムを解析した。その結果、SQUIDアレイには、dc-SQUID

で議論されてきた入力コイル共振とは異なる新しい共

振モードが存在することを明らかにした。また、その

メカニズムから、その非対称構造がノイズ特性に影響

しないことを明らかにした。 
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論文 

スパイラル共振器を用いた小形高温超電導マイクロ波フィルタの研究 
 

Studies on Miniaturized HTS Microwave Filters Using Spiral Resonators 
 

河口 民雄   馬 哲旺   小林 禧夫 

 
Tamio Kawaguchi   Zhewang Ma   Yoshio Kobayashi 

 
In this paper, two types of miniaturized high-temperature superconductor filters are described.  The first type is 

developed by using small-sized microstrip spiral resonators, and the second type by coplanar waveguide 

quarter-wavelength resonators.  The filters have greatly reduced size compared with most previous HTS filters.  They 

are designed by employing an electromagnetic simulator in combination with appropriately chosen equivalent circuits.  

Their measured frequency responses agree well with theoretical predictions, and show low insertion losses in spite of 

their small sizes. 
 

Keywords: High-temperature superconductor, bandpass filters, spiral resonators 

 
1.はじめに 

近年、移動体通信分野の急速な発展に伴い、今後ま

すます周波数帯の不足が見込まれており、帯域の有効

利用および隣接帯域からの電波干渉が大きな課題とな

っている。これら問題を解決する手段として、高温超

電導(HTS)薄膜の低損失性を用いた、周波数特性の急峻

なマイクロ波帯域通過フィルタ(BPF)の研究開発が近

年盛んに行われている 1)。この HTS 薄膜フィルタを移

動体通信の基地局等に用いることにより、ガードバン

ドの有効利用、電波干渉の除去、消費電力の大幅低減

など様々なメリットが期待されている。一方、現在、

生成できる HTS 薄膜の大きさには限界があり、HTS 薄

膜自体非常に高価である。従って、HTS 薄膜の有効利

用の観点からフィルタの小形化が望まれている。 
本研究では、一般に平面回路にて良く用いられるマ

イクロストリップ線路(MSL)およびコプレーナ線路

(CPW)構造を用いて、従来の共振器に比べ十分小形な

スパイラル共振器を用いた小形マイクロ波フィルタの

研究開発を行う。共振器の形状、大きさ、無負荷 Q か

ら共振器の選別を行い、共振器の励振構造と外部 Q 値

の関係および結合構造と結合特性の関係を調べた上で、

種々の BPF を設計・試作・評価する。 

2.共振器間結合係数の等価回路表示 2) 

共振器間結合係数は、BPF を設計するうえで重要な

パラメータであり、その大きさがフィルタの帯域幅に

直接影響を及ぼす。一般に、マイクロ波帯において分

布定数共振器を用いた BPF を設計するにあたり、純粋

な電界結合(容量結合)や磁界結合(誘導結合)を実現す

ることは難しく、ほとんどの場合はその両方が混在す

る電磁結合となる 1)。図 1(a)に電磁結合の等価回路を示

す。ここで、Lmは相互インダクタンス、Cmは相互キャ

パシタンスである。図 1(a)の回路を J インバータと K
インバータの並列接続の形で表すと、図 1(b)のように

書き換えられる。図 1(b)の J インバータを Cmの�形等

価回路で、K インバータを Lmの T 形等価回路でそれぞ

れ表すと図 1(c)のようになる。更に、中央部の容量 Cm

を 2Cmの直列の形で、Lmを 2Lmの並列の形で書き換え

ると(d)のようになる。次に、図 1(d)の対称面が電気壁

の場合、回路の共振周波数 feは次式で与えられる。 

))((2
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f
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=
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また、図 1(d)の対称面が磁気壁の場合、回路の共振周

波数 fmは次式で与えられる。 
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これより、電磁界結合による結合係数 k は feおよび fm

を用いて次の 2 つの形に定義することができる。磁界

結合を主とする場合、k は電界結合による結合係数 ke

と磁界結合による結合係数kmを用いて次式で表される。 
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ここで、kmke<<1 とすると(3)式は次のように近似され

る。 

em kkk −≈     (4) 

上式より、k は磁界結合が支配的な場合には正の値

をとり、電界結合が支配的な場合には負の値をとる。

次に電界結合を主とする場合、k は次式で表される。 
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上式より、k は電界結合が支配的な場合には正の値

をとり、磁界結合が支配的な場合には負の値をとる。

以上の結果より、k は km と ke の差の形で常に表され、

正、負またはゼロの値を持つ。これより、フィルタ設

計の際に k は必要に応じて式(4), (5)どちらを用いて定

義してもよい。従って、本定義は正負の結合が必要と

なる有極フィルタを設計する際に好都合である。 

3. MSL 楕円関数特性 1/2 波長スパイラル BPF3) 

2 節で示した電磁界結合の式(4)k=km-keに基づいて、

MSL1/2 波長 G 字形スパイラル共振器を用いた楕円関

数特性 4 段 BPF の設計行う。なお、計算は Sonnet 社製

2.5 次元電磁界シミュレータ Sonnet em を用いて行う。

図 2 に隣接する主要な結合を磁界結合とした楕円関数

特性 4 段 BPF の等価回路を示す 4)。フィルタの設計仕

様を、中心周波数 f0=1.93GHz, 帯域幅∆f=38.6MHz, 帯
域内リップル幅 RW=0.01dB, 阻止域最小減衰量

SBmin=40dB とすると、等価回路中の外部 Q, Qeおよび k
の値は、Qe1=Qe2=31.7, k12=k34=2.26x10-2, k23=1.75x10-2, 
k14=-2.42x10-3 となる。ここで、誘電体基板には、

t=1.15mm, εr=2.6, tanδ=1.5x10-3を用い、すべての線路幅

W は 50Ω伝送線路幅 3.0mm とする。 
図3(a)~(c)に kの計算に用いた構造および共振器間の

距離 d に対する k の計算結果を示す。k12, k23, k34の結合

は磁界結合が支配的であることから正の値を実現して

いる。飛び越し結合 k14は、スパイラル共振器の電界の

強い開放端部分を近づけることで電界結合が支配的と

なり、負の値を実現している。なお、k の符号の判別

は、各構造に対する位相特性の計算結果を用いて行っ

た 5)。図 3(d)に Qeの計算に用いた構造および Qeの計算

結果を示す。この結果、所望の Qe=31.7 を満たす

g=1.75mm となる。 

以上の結果を用いてフィルタの各寸法を決定し、最

終的に得られた楕円関数特性 4 段 BPF の構造を図 4(a)
に示す。このフィルタを製作し、常温にて測定した結

果を図 4(b)に示す。図中の実線は測定結果、破線は

Sonnet em の計算結果である。この結果、f0=1.93GHz, 
∆f=38MHz, 挿入損失 I.L.=2.7dB、帯域内の反射特性|S11|
は-12dB 程度となり所望のフィルタ特性を得た。 

4. HTS 薄膜を用いたチェビシェフ特性 8 段 BPF 

本節では、MSL S 字スパイラル共振器 6), 7)を用いた

チェビシェフ特性 8 段 BPF の設計を行う。 
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Fig. 3  Calculation results of k and Qe 
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Fig. 2  Equivalent circuit of 4-pole elliptic function filter 

LL

Lm

C C

Cm

   

 C  C

L L

K=   Lω m

J=   Cω m

 
(a)           (b) 

-Cm

- Lm - Lm

Lm

 Cm

-Cm
 C  C

L L

J=   Cω m

K=   Lω m

   

-Cm

 2Cm  2Cm

-Cm C  C

L L

Symmetry plane

J=   Cω m

K=   Lω m

- Lm - Lm

2Lm 2Lm

Symmetrical plane

(c)    (d) 
Fig.1  (a) Equivalent circuit of the electromagnetic coupling
(b) Equivalent circuit with the J and K-inverters  (c) Modified
circuit  (d) Symmetry expression 

15.0

15
.0

2.7

1.3

1.7

Unit (mm)

3.0

Input Output

77.1

51
.2

  
-70
-60
-50
-40
-30
-20
-10

0

|S
11

|, 
|S

21
|  

(d
B

)

2.102.001.901.80
Frequency (GHz)

 Measured
 Simulated

(a)   (b) 
Fig. 4  (a) Configuration of a 4-pole elliptic BPF using microstrip 
spiral resonators  (b) The simulated responses of the spiral filter

(5) 

d

d

d

g

Input

埼玉大学紀要　工学部　第38号　2005 15



 

図 5 に共振器直結形 8 段 BPF の等価回路を示す。設

計するチェビシェフ特性8段BPFの仕様を、f0=1.93GHz, 
∆f=20MHz, RW=0.1dB とすると、設計に必要な Qeおよ

び k の設計値は、 QeA=QeB=115, k12=k78=7.93x10-3, 
k23=k67=5.94x10-3, k34=k56=5.62x 10-3, k45=5.56x10-3となる
8)。また、誘電体基板には厚さ t=0.5mm, 比誘電率εr=23.4
のLaAlO3, 地導体・線路導体にはYBCO薄膜を用いた。 
次に、k および Qeの計算を行いフィルタの各寸法を

決定する。図 6 に最終的に得られた 8 段 BPF の構造を

示す。このフィルタを実際に直径 30mm の基板上に製

作し、70K において測定した結果を図 7(a)に示す 9)。図

中の実線は測定結果、破線は Sonnet em の計算結果で

ある。この結果、帯域内の反射特性|S11|は-10dB 以下と

なった。挿入損失に関しては、0.1dB 以下と良好な結

果が得られた。一方、 f0=1.92GHz となり仕様より低域

側に波形がずれてしまった。この f0ずれは、LaAlO3基

板のεr のばらつきによるものであると考えられる。次

に、帯域外周波数特性を図 7(b)に示す。3GHz 付近にあ

る共振ピークは、共振器の 2 倍波であり、シミュレー

タの計算結果ともよく一致している。また、4GHz 付近

に現れている山は、遮蔽ボックスによる共振であると

考えられる。 

5. CPW1/4 波長共振器インターディジタル BPF10) 

 CPW 構造は、信号線とグランドが基板の片面にある

ため、高価な HTS 薄膜を用いる場合、両面製膜の MSL
構造より非常に経済的である利点を持つ 11)。本節では、

CPW1/4 波長共振器の Quの検討を行い、チェビシェフ

特性 5 段 BPF の設計を行う。 
図 8(a)に共振周波数 f0=5.0GHzのCPW1/4波長共振器

の構造を示す。誘電体基板には、厚さ t=0.5mm, 比誘電

率εr=9.68, 誘電正接 tanδ=2.3x10-7(@70K, 5GHz)の MgO
を用い、線路導体・地導体には表面抵抗 Rs=0.04mΩの
YBCO薄膜、上下遮蔽導体にはRs=7.6mΩのCuとした。

W の値を 0.1, 0.2, 0.4, 0.8mm に固定し、スロット幅 s
を変化させたときの Qu 値の計算結果を図 8(b)に示す。

この結果、線路幅を大きくするよりスロット幅を大き

くすることで、より高い Q 値が得られることがわかっ

た。本設計では、共振器の高 Q 化を実現するため、

W=0.4mm, s=0.4mm を用いる。 

次に、Quの計算結果より決定した共振器寸法を用い、

f0=5.0GHz, ∆f=160MHz, RW=0.01dB の CPW1/4 波長共

振器チェビシェフ特性 5 段 BPF を設計する。仕様より、

設計に必要な Qe, k の値は、Qe=22.28, k12=k34=3.46x10-2, 
k23=2.54x10-2 となる。k および Qe の計算を行いフィル

タの各寸法を決定し、最終的に得られた BPF の構造を

図 9 に示す 12)。本設計では CPW1/4 波長共振器の向き

を交互に変え、インターディジタル形フィルタを構成

する。図 10(a)にこのフィルタの周波数特性の計算結果

を示す。この結果、帯域内の|S11|は-20dB 以下となり所

望のフィルタ特性が得られた。次に、設計したフィル
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Fig. 6  Configuration of a 8-pole BPF using S-type resonators
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Fig. 5  Equivalent circuit of 8-pole BPF 
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Fig. 9  Configuration of a 5-pole interdigital BPF 

-80

-60

-40

-20

0

|S
11

|, 
|S

21
|  

(d
B

)

5.35.25.15.04.94.84.7
Frequency (GHz)

 Simulated
 Ideal

|S11|

|S21|

 
-80

-60

-40

-20

0

|S
11

|, 
|S

21
|  

(d
B

)

5.35.25.15.04.94.84.7
Frequency (GHz)

 Measured
 Simulated

|S11|

|S21|

 
(a) Simulated      (b) Measured 
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タを製作し、60K にて測定した結果を図 10(b)に示す。

なお、製作・測定は(株)NTT ドコモにて行われた。こ

の結果、帯域内の|S11|は-20dB 以下となり、良好な特性

を得た。 

6. CPW1/4 波長スパイラル共振器を用いた BPF13) 

本節では、6 節で設計したフィルタの更なる小形化

のため、CPW1/4 波長スパイラル共振器を提案し、こ

の共振器を用いたチェビシェフ特性 5 段 BPF の設計を

行う。 
図 11にCPW1/4波長スパイラル共振器の構造を示す。

この共振器は、一端を地導体に短絡することで 1/4 波

長共振器を構成し、線路導体を内側に巻き込むことで

小形化される。f0=5GHz となる時の共振器の寸法は、

縦・横 1.71mm×1.00mm、線路幅 0.1mm、スロット幅

0.1mm である。この共振器を用いて、6 節と同じ仕様

のチェビシェフ特性 5 段 BPF の設計を行う。k, Qeの計

算結果を用いて、フィルタの各寸法を決定し BPF を構

成する。図 12 に設計したフィルタの最終寸法を示す。

このフィルタは、6 節のインターディジタル BPF に比

べ、面積にして約 1/3 以下に小形化されている。図 13
にスパイラル 5 段 BPF の周波数特性の計算結果を示す。

この結果、所望のフィルタ特性が得られた。また、ス

プリアス特性についても良好な結果を得た。 

7. まとめ 
MSL1/2 波長 G 字形および S 字形スパイラル共振器

を用いた 4 および 8 段 BPF の設計・測定・評価を行い、
所望の特性を得た。CPW1/4 波長インターディジタル
およびスパイラル共振器を用いた 5 段 BPF の設計を行
った。また、CPW インターディジタル 5 段 BPF の測
定・評価を行い、所望の特性を得た。これらの共振器
およびフィルタを用いて、さらなる小形・高性能なフ
ィルタが実現可能であることを実証した。 
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Fig. 11  Configuration of a CPW λ/4 spiral resonator 
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Fig. 13  Simulated frequency response for a 5-pole BPF using 
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論文 

基板吸収型超伝導トンネル接合素子による THz 波検出 

THz Detection using Superconducting Tunnel Junctions with Substrate Absorber 
 中野 蘭*、田井野徹**、明連広昭**、高田 進** 

Ran Nakano*, Tohru Taino**, Hiroaki Myoren**, Susumu Takada** 

 

 We have proposed and fabricated superconducting tunnel junctions on LiNbO3 and on LiTaO3 substrates for high 

speed and wide energy band photon detectors working at THz-wave band.. The current-voltage characteristics of these 

STJs were equivalent to conventional STJ, which was fabricated on sapphire substrates. Phonons that produced by 

irradiating 5.9keV X-ray or THz-wave in the substrates can be detected by the STJ. Comparing the experimental results 

for three types of STJs, phonons that produced in both LiNbO3 and LiTaO3 substrates have been detected with high 

absorption efficiency. 

 

Keywords: THz, STJ, Substrate Absorption, LiNbO3, LiTaO3

 
1. はじめに 

赤外光とミリ波の中間領域であるテラヘルツ波（THz

波）領域はこれまで発生・検出が難しかったために未開

拓の電磁波スペクトル領域として残されてきた。しかし、

近年、コンパクトかつ高出力の可変長THz波光源の開発

が引き金となり、この波長領域を応用した研究開発が注

目されるようになった。THz波は、0.3～10THzの電磁波

領域であり、次世代の超高速光通信や環境計測、医療応

用など幅広い応用が期待されている。また、基礎科学の

分野においても、星間物質などの分子科学、半導体量子

構造などの物性物理学、生体を構成する蛋白質やDNAな

どの生命科学において新たな現象の発見をもたらす可能

性がきわめて高く、THz波領域は最も注目されている分

野のひとつでもある1)。THz波の検出には、広い波長範囲

において一定の感度を持っているが応答速度が遅い熱型

検出器と、波長帯は限られているが応答速度が著しく速

い量子型検出器が用いられてきた。本研究では、これら

既存の検出器に代わる、新たな原理に基づいた超伝導ト

ンネル接合（Superconducting Tunnel Junction : STJ）を用い

た検出器に着目する。STJは高エネルギー分解能・高計測

率に加え、可視光からX線領域まで検出できる広帯域の検

出器である。この特徴から、量子通信や電波天文、材料

診断など様々な分野での応用が期待されている2)。この

STJの基板方向からTHz波を入射する、基板吸収型STJを

用いてTHz波が検出されることが明らかになった 3)。こ

こで基板の選択には、THz波を最も吸収しやすい基板材

料としてLiNbO3やLiTaO3などを採り上げた。しかし、STJ

を用いたTHz波の検出において、検出メカニズムについ

ては明らかにされていない。そこで、本研究ではSTJを用

いたTHz波検出の際の吸収プロセスを明確にすることを

目的とした。 

 

2. STJ の動作原理 

 STJ は 2 枚の超伝導体の間に薄い絶縁体を挟んだサン

ドウィッチ構造から成る。2 枚の超伝導電極のうち、一

方の超伝導電極にフォトン（エネルギー）が入射される

と超伝導体内で準粒子が生成される。この準粒子がトン

ネルバリアをトンネルする際に流れる電流（トンネル電

流）を信号として検出する。図 1 に STJ の動作原理を示

す。フォトンが入射すると、電流－電圧特性が実線から

破線へと移行する。バイアス電圧値におけるフォトン入

* 埼玉大学大学院 理工学研究科 電気電子システ

ム工学専攻 
Graduate School of Science and Technology 

**埼玉大学 工学部 電気電子システム工学科 
Department of Electrical and Electronic Systems,
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Shimo-Okubo 255, Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama

338-8570, Japan 
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射前と入射後の電流差を信号として検出する。 

基板吸収型 STJ の接合断面図を図 2 に示す。フォトン

が基板の中で吸収されると、吸収により発生したフォノ

ンが基板中を伝播し、エネルギーを STJ の下部電極に伝

達する。このエネルギーにより準粒子が生成され、動作

原理に基づいて信号を検出する。 

 

図 1 STJ の動作原理   図 2 接合断面図 

 

3.  STJ の作製 

 今回基板として用いたのはTHz帯の吸収係数の高い

LiNbO3とLiTaO3、吸収係数の低いサファイヤの 3 種類で

ある。薄膜の堆積にはスパッタ法を、加工にはフォトリ

ソグラフィー技術と反応性イオンエッチング（RIE）を用

いた。各層の膜厚は、表 1 に示す。 

表 1 STJ の膜厚 

材料 膜厚[nm] 
Nb 配線層 600 

SiO2絶縁層 350 
上部 Nb 電極 150 

Al 60 

Al-AlOx 60 
下部 Nb 電極 200 

 

4. 素子の評価 

作製したSTJの電気的特性を評価するため、STJの動作

温度 0.4Kまで冷却可能な3Heクライオスタットを用いて

電流－電圧特性を測定した。50×50µm2のダイヤモンド形

状のノーマル抵抗Rnとサブギャップ抵抗Rdを測定し、

log(Rd/Rn)を算出した。サブギャップ抵抗はバイアス電圧

200µVにおける抵抗値である。log(Rd/Rn)の値はLiNbO3基

板上のSTJは 4.8、LiTaO3基板上のSTJは 4.3、サファイヤ

基板上のSTJは 4.9 と、ほぼ同等の素子を作製できた。

LiNbO3上に作製したSTJの電流－電圧特性を図 3 に示す。 

(a) 全体        (b)原点付近 

図 3 電流－電圧特性    

 

5. X 線検出実験 

 作製した素子に 5.9keV の X 線を照射し、エネルギース

ペクトルを観測した。エネルギースペクトルの低チャン

ネル側にフォノンイベントのスペクトルが観測されるた

め、フォノンの影響が目に見えて分かる。 

測定に用いた 50×50µm2のダイヤモンド形状STJは、3

枚の基板（LiNbO3、LiTaO3、サファイヤ）上に積層され

ている。入射するX線は、STJの上部電極側から照射して、

STJからの出力信号を増幅・波形整形した後、エネルギー

スペクトルデータとして蓄積する。3 種類の基板上に作

製されたSTJからのエネルギースペクトルを比較したと

ころ、図 4 のようになった。黒実線がLiNbO3基板、灰色

実線がLiTaO3基板、黒点線がサファイヤ基板上に作製し

たSTJによるエネルギースペクトルデータである。同図よ

り、LiNbO3基板およびLiTaO3基板はサファイヤ基板に比

べ、基板中のフォノンイベントの寄与が大きいことが分

かる。また、STJの電極で直接X線を吸収した直接吸収の

波高値（図中矢印）を基準として、フォノンイベントの

ピークの波高値の比率を算出したところ、LiNbO3基板で

は 66%、LiTaO3基板では 70%、サファイヤ基板では 25%

であった。これより、LiNbO3基板とLiTaO3基板では、STJ

に到達したフォノンエネルギがサファイヤ基板に比べて

3 倍程度大きいことが分かった。この原因として 

(1)LiNbO3およびLiTaO3はNbとの音響インピーダンスマ

ッチングがよく、基板から伝達したフォノンが界面で反

射されることなくNbに到達する、(2) LiNbO3基板および

LiTaO3基板中ではフォノンの平均自由行程が長いため、

多重反射が起こる、などが考えられる。よって、この原

因を解明するためには新たに、基板の厚さを 
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(a) 

 
(b) 

図５ LiNbO3 上の STJ(200×200µm2)素子によ

るTHz波応答信号.(a)49Hz繰り返しパルスに対

する応答と(b)単一応答波形の拡大図． 
 
 

 
図 6  LiNbO3上の STJ(200×200µm2)素子によ

る THz 波スペクトル測定結果 

図 4 エネルギースペクトル 

変え、フォノンイベントの変化を見る実験が必要と思わ

れる。 

6. THz 波照射実験 

  次に、作製した素子に対するTHz波照射実験を行った。

ここで使用した光源はTHz波パラメトリック発振器

（Terahertz Parametric Oscillator: TPO）である。THz波は、

3HeクライオスタットのTPX窓から照射され、シリコン超

半球レンズで集光されて、レンズに直接貼り付けた基板

に入射される。 

図５は、LiNbO3上のSTJ(200×200µm2)素子に 1.5THzの

THz波照射時のTHz波応答信号を示す。図 5(a)に示される

ように、THz波パルスの繰り返し周波数(49Hz)に同期して

応答信号が出力され、STJ素子によりTHz波が検出可能で

あることがわかった。図 5(b)は、1 つの応答波形の拡大図

を示している。電荷有感型プリアンプ出力の立ち上がり

時間は10µs程度であり、X線照射時の立ち上がり時間(1µs

以下)に比べて大きく、基板を吸収体としフォノンを介し

た基板吸収型の応答であることを示唆している。 

図 6 は、LiNbO3上のSTJ(200×200µm2)素子を用いて観

測したTPO光源のスペクトル測定結果を示す。スペクト

ルのピークの中心は 197chであり、ピークの半値幅が

10.6chであることからTPO光源からのTHz波パルスのエ

ネルギーのばらつきは 5%よりも小さいことがわかった。

このばらつきの中には、STJ素子のエネルギー分解能に対

応する成分も含まれていることからSTJ素子のエネルギ

ー分解能は十分に高いことが示唆された。 

上述のLiNbO3上のSTJ素子によるTHz波検出実験にお

いては、基板吸収型の検出であることを示唆する測定結
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果が得られた。一方で、THz波が超伝導電極で直接吸収

される直接検出型の応答が存在する可能性も否定できな

い。そこで、THz波領域で吸収係数の小さいサファイア

上のSTJ素子を用いてTHz波の検出実験を行った。 

図７は、サファイア上のSTJ素子によるTHz波応答波形

を示す。電荷有感型プリアンプの出力の立ち上がり時間

は 1µs程度であり、LiNbO3上のSTJ素子による応答波形の

立ち上がり時間に比較して短く、また、信号強度も小さ

い傾向があることがわかった。サファイア上のTHz波応

答は、直接検出を示唆する結果であると考えられる。 

以上の結果から、LiNbO3上とサファイア上のSTJ素子で

は検出信号波形や信号強度が大きく異なり、STJ素子によ

るTHz波検出は、基板フォノンを介する基板吸収成分と

素子の電極による直接吸収成分の両方が存在すると考え

られる。 

7. まとめ 

 STJを用いたTHz波検出過程を調べるため、3 種類の基

板上にSTJを作製し、X線およびTHz波の検出結果の比較

を行った。ここで、THz帯の吸収係数が大きい基板とし

てLiNbO3基板とLiTaO3基板を、小さい基板としてはサフ

ァイヤ基板を用いた。 

まず、基板から発生するのフォノンイベントのスペク

トルを観測するため、X線を照射して特性を観測した。そ

の結果、LiNbO3基板とLiTaO3基板のフォノンイベント数

はサファイヤ基板よりも多いことが分かった。 

次に、TPO光源を用いてTHz波照射実験を行った。基板

側からTHz波を照射し、STJの出力信号を比較したところ、

基板によって大きく異なる結果が得られた。サファイヤ

基板の信号立ち上がり時間は短く、電極でフォトンを吸

収した時の立ち上がり時間に一致するが、LiNbO3基板と

LiTaO3基板の信号立ち上がり時間はそれより遅かった。

従って、LiNbO3基板とLiTaO3基板はTHz波を基板によっ

て吸収し、サファイヤ基板はSTJの超伝導電極部分で吸収

したと考えられる。これらの結果から、THz波の検出に

は 2 つの吸収過程があることが分かった。また、周波数

特性を観測したところ、LiNbO3基板とLiTaO3基板を用い

たSTJは、既存のTHz波検出器と同様の特性を示した。以

上より、基板吸収型STJ検出器の吸収プロセスを明確にし、

新たなTHz検出器の可能性を示した。 

 
図７ サファイア上のSTJ素子によるTHz波応答

波形 
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クロマ類似度を用いた音楽データベースの圧縮

����������	 �
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橋口 博樹 工藤 雅志
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��� ������� ������������ ���������

� はじめに

近年，携帯型音楽プレーヤーや音楽のインターネット経由

での配信など，音楽情報の産業応用が急激に拡大し，大量

の楽曲に対する計算機での容易な処理が課題となっている
��．このような状況の中，著者らは，検索という観点から，

楽曲の音響信号をデータベース，鼻歌をクエリ（検索要

求）とした鼻歌検索 �ハミング検索�に着手し，検索手法の

提案 �������� を行っている．一方，要約の観点から．楽曲

中で繰り返される類似区間 �フレーズなど�の検出するた

めの類似性解析に基づいて，楽曲の代表的な部分 �多くの

場合サビ�を一箇所切り出す手法 �� ��や，主要な部分を残

して短くする音楽要約手法 �� ���，全てのサビ区間を網羅

的に検出する手法 �%����� )������� *�����+%����)�
	� などが提案されている．

本稿では，人間が曲をあらかじめ聴いて曲構成を作り，

それに対してコンピュータが類似性を判断して推定した

曲構成を比較する．その際，類似性の解析には %����)

�埼玉大学工学部情報システム工学科

)�	���
��� �� �����
���� ��� &�
	���� ,�������

-������ �� .��������� ,���
� /�������� 0$$ ,�
�1

2����� ,�����1��� ,���
�� ,���
�� 33414$56� 7�	��

の考え方を取り入れ，楽曲の構成を要約する．さらに，鼻

歌から楽曲を検索する際の検索時間の短縮を目的として，

要約を基に楽曲データベースの圧縮を行う．

� 楽曲信号の圧縮

��� 圧縮の定義

典型的なポピュラー音楽の楽曲は，前奏 �イントロ� →

#8メロ → #9メロ → #サビ　→ 08メロ → 09メロ →

0サビ → 間奏→ 39メロ → 3サビ→ 'サビ → 後奏 �ア

ウトロ� のような構成をしている．この中のメロディが類

似している区間，つまり繰り返し区間を検出し，間奏や

後奏を除いた繰り返し区間のみで楽曲を再構成する．「前

奏 �イントロ� → 8メロ → 9メロ → サビ」のように再

構成を行う要約を楽曲信号の圧縮と呼ぶ．

��� クロマベクトルとクロマ類似度

音階の基本周波数は平均律に従うものとする．本実装

では，8# �$$:;�から 84 �56'6:;�の帯域を扱い，各音

の高さ �音高�を � < �#� � � � � #0�5�の要素で表す．ここ
に，音高 � は ���� < $$ � 0
�������=:;>の周波数に対応す

る．音楽音響信号を標本化周波数 #?�:;，量子化ビット
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-�� #+ ����������� �� ����
�@� �
����� 
������+ ���� ��

数 #? ビットで81)変換し，モノラル録音する．--� で

は，窓幅を 06'4点，シフト幅を #60'点とし，#フレーム

の単位時間は ?'
�，#秒間に約 #?個の音高を抽出する．

フレーム �� 周波数 ���� のパワースペクトルを 	�
���� ��

と表す．また曲の長さ（フレームの総数）を � で表す．

平均律の異なる音名 ��# � � � #0�の加算されたパワー
����� を

����� <

��
���

	���#0�� #� A ��� �� �#�

と定義し，����� < ������� ���� ������� をクロマベクトルと

呼ぶ 	�．

フレーム � のクロマベクトル ����� < ������� ���� �������

と，それよりラグ �������6 � � � ��だけ過去の ����� ��と

のクロマ類似度 ���� �� を，

���� �� < #� #�
#0

���� �����


�"� �����
� ����� ��


�"� ����� ��

���� �0�

と定義する 	�．ここで，ベクトルのノルム ��� は通常の
ユークリッドノルムとする．分母の

�
#0は，#辺の長さ

が #の #0次元超立方体の対角線の長さに対応し，���� ��

を 6 � ���� �� � # に正規化している．クロマ類似度 ���� ��

を，横軸に時間軸 �，縦軸がラグ軸 �の � � �平面に描画

すると，繰り返されている区間に対応して，時間軸に平

行な線分 �クロマ類似度が連続して高い領域�が -�� # の

ように右下半分の三角形領域に現れる．-�� 0 の左には，

ある楽曲信号のクロマ類似度の一部を示す．後藤 	� で

も述べられているように ���� �� には，時間軸に垂直（上

下），あるいは斜め右上・左下方向にノイズが現れ，これ

を後藤 	�の方法でノイズ処理し，それを ����� �� と書く．

-�� 0 の中央には左図のノイズ処理後の ����� �� を示す．

-�� # のように �� � 平面で ����� �� を表現するので，

���� �� ����� ��� � � 	 =��� ��> 
 =6�� >� ����� �� �< 6�

�B��� ���� ���� ��+ ����
�@� �
����� 
������ � ���

	��� �� � ���� 
����� ����

�&������ ����� ��+ C��� �������� �� ���� �� �����

�%��� ���� ����+ B��� ������	����� �� � �
���

���
���

-�� 0+ )������� �� �
��� ���
����

を � を固定したときの線分，あるいは単に線分という．

��� 繰り返し区間の検出

-�� 0 の中央に示すように至るところすべてに線分が

存在する．しかし，抽出したい線分は ����� �� の値の大き

い線分（類似線分）である．以下で類似線分の存在する

可能性が高いと思われる � を検出する方法を述べる．時

間軸と平行な一定区間 �0�A# フレーム�から，ラグ � に

おけるピーク値 ���� を �3�式で求める �-�� #右部分�．

���� < ��	
�����

� ���

����

����� ��

0��
�� �3�

� 
�"
�����

#

0�� A #

�������	���

������	�����

����� �� �'�

さらに，ノイズ成分の蓄積などによる大局的な変動を取

り除くために，ピーク値 ���� のラグ軸方向で前後 �� フ

レームの平均を取り，���� から引く．この処理は，����

にハイパスフィルタをかけることに相当する．

����� < 
�"

�
6� �����

� ���

����

����

0��
��

�
�$�

� 
�"

��
�6� ����� #

0�� A #

�������	���
�������	�����

����

	

�

����#�� � � � � ���� �� の分布を調べ，類似線分がある・
なしの判別を行う閾値 � を，自動閾値選定法 ��� を用い

て決定する．この自動閾値選定法は，����#�� � � � � ���� ��
を 0つのクラスに分けるときに，クラス分離度を最大と

する判別基準である．

次に，����� � � を満たす � において，クロマ類似度

����� ��の時間軸 �方向に線分の強調処理を行う．����� � �

を満たす � に対して，前後 �� フレームの移動平均によっ
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て平滑化した

����� �� <

� ���

����

����� ��

0��
�� � #

0�� A #

����

�����

����� ��

を求める．逆に ����� � �となる � については，����� �� <

6 とする．新たに ����� �� が閾値 � を連続して超える区

間のうち，一定の長さ ���� 以上の区間 ���� を �?� 式で

定義し，類似区間とする．ここで，閾値 � は，� と同様

に自動閾値選定法によって求める．

���� < �=��� ��> � ����� �� � �

��� � 	 =��� ��>� �� � �� � ��� 6 � �� � �� ��� �?�

なお，実装は �� < #6�約 #�3 秒�，�� < �� < $ とし，

�� < ?4�約 '�$秒� とした．

��� グルーピング

類似区間が作る（類似）線分 ���� �� ����� ��� � � 	 =��� ��> 	
����� は，� と � の微小な変化にも過敏に反応して，異な

る線分を形成している．そこで，� と � の微小変化を許容

するように区間統合を考える．

まず，=��	�� ��	�> � =��	�� ��	�> �< � となる　 =��	�� ��	�> 	
����，=��	�� ��	�> 	 ���A#� に対して，���� と ���A#� の

更新処理を次のように行う．区間 =��	�� ��	�> と =��	�� ��	�>

を統合した

=��	�� ��	�>� ����

��	� < 
����	�� ��	��� ��	� < 
�"���	�� ��	�� �5�

を使って，

���� +< ����� �=��	�� ��	�>��
���A #� +< ���� A #�� �=��	�� ��	�>�� � �=��	�� ��	�>��4�

と更新する．� を # から上げていくことでより長い区間

に類似線分区間が結合されていく．

次に，� を固定して ���� の要素である類似区間の統合

を考える．任意の =��	�� ��	�>� =��	�� ��	�> 	 ���� に対して，

これらの区間が次のいずれか一方の条件 #� もしくは 0�

#� ���	� � ��	�� � 
� =�
�"���	� � ��	�� ��	� � ��	��� ��>

0� ���	� � ��	�� � 
� =�
�"���	� � ��	�� ��	� � ��	��� ��>

を満たすとき，=��	�� ��	�> と =��	�� ��	�> を �5�式 で統合し，

���� を

���� +< ������ �=��	�� ��	�>� =��	�� ��	�>�� � �=��	�� ��	�>�

と更新する．ここで � は，6 � � � # であって，統合

を許す区間長の割合を表すパラメータであって，�� は，

統合によって区間が膨張し過ぎるのを抑制するパラメー

タである．更新後の ���� において，さらに条件 # また

は 0 を満たす区間があれば，更新を続け，条件 # または

0 を満たす区間の組がなくなるまで繰り返す．実装では

� < 6�0，�� < #66� < 06 とした．

最終的に得られた ���� の要素が同じメロディパターン

を構成するとみなす．

��� 後半の間奏，終奏の削除

���� の要素数が同一のメロディパターンの数に相当す

る．したがって，この要素数が # �D���� < #� のところ

は，間奏と考えられ，さらに楽曲の後半にのみ現れる繰

り返し区間は間奏と終奏からなる区間だとみなして ����

から削除し，���� < � とする．

��� 終端の決定

全ての繰り返し区間が再生された直後が圧縮後の楽曲

の終端と考えられる．しかし，これは全ての繰り返し区

間が正しく検出された場合のみに限られ，メロディ終盤

の転調などにより，誤った繰り返し区間が検出されたと

きは，メロディの途中で楽曲の終端となってしまうこと

も考えられる．そこで，全ての繰り返し区間が再生され

た後の次の繰り返し区間が始まる位置，または同時に再

生されていた繰り返し区間の終わる位置を終端として定

めることにする．

一般性を失うことなく =�

��
�	�� �


��
�	�>� � � � � =�


��
	�� �


��
	�> 	 ����

は，�
���	� � �

��
�	� � � � � � �


��
	� と仮定してよい．圧縮の際の

終端に対応する位置を求めるために，すべてのメロディ

パターンが一度現れたフレーム �� を調べ，これより先の

あるメロディパタンの最初の時刻を終端 � とする．それ

ぞれ，以下の通りである．

�� < 
�"
�� ��
������

��
���	��=��	�� ��	�> 	 ������ �E�

� < 
�
�� ��
������

��
���	����	� � � � ��� �#6�

� 楽曲信号の類似性解析

��� 一曲ごとの類似性解析

%�&研究用音楽データベース �� ##$ 曲の中からいく

つか選び，#曲ごとに類似性解析した結果を-� 3 � -� 5
に示す．第一行（第一レイヤー）は，人間が試聴してメ

ロディの時刻構成を調べた結果であり，同じ濃さの部分
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がその人が同じメロディパターンと判断した区間である．

第ニから第四レイヤーが提案手法で類似解析した結果で

ある．第ニから第四レイヤーの垂直にまたがる直線が圧

縮の終端時刻（�）を示している．

-� 3「C��# 永遠のレプリカ」はアップテンポのポピュ

ラー音楽であるが，第 $レイヤーにおけるサビ出だしの

区間が 0番と '番でしか検出できていないため，終端ま

での区間にサビが 0度再生されてしまう．これは，9メ

ロの終盤からサビの前半という区間構成からなる，最初

のサビとの不一致が原因として考えられ，グループ化の

際の区間長の更新方法が適さなかったためと考えられる．

-� 5「C��0' ��@� ��� ����」は電子音が強調されたポピュ

ラー音楽であるが，9メロの繰り返し区間からなる第 5

レイヤーが，#番の 9メロを含んでいないため，終端の

位置が 0番の終わりに近い位置までずれ込んでいる．第 4

レイヤーでは 3つの 9メロ区間が検出されているが，第

5レイヤーと統合するための許容条件に適さず，それぞれ

別のグループと判断されている．グループ化の際，許容

条件は区間長の 06(で固定していたが，曲調などの判断

基準をもって動的に条件を変えられるアルゴリズムの考

案が望まれる．また，全体的に転調への対応が不足して

いた．サビ区間は比較的検出できているが，転調を伴っ

て歌われる頻度の多い8メロや 9メロは内部での繰り返

しを検出したり，細かなグループ構成で検出されたりす

ることが多く，全く検出されていない区間のある楽曲も

確認された．

-�� 3+ %�����+ %�&1*)91!1066# C��# 永遠のレプ

リカ

-�� '+ %�����+ %�&1*)91!1066# C��$ 恋の F���0�'

��� 類似性解析によるデータベース全体の圧縮

%�&研究用音楽データベース �� から，ポピュラー音

楽 #66曲 �%�&1*)91!1066# C��#�C��#66�と，著作
権切れ音楽 #$曲 �%�&1*)91%1066# C��#�C��#$�の

-�� $+ %�����+ %�&1*)91!1066# C��#6 G����� 2���

-�� ?+ %�����+ %�&1*)91!1066# C��#0 H8G.1%2/

合計 ##$曲を用いた圧縮実験を行った．本実験でも圧縮

のための類似性解析は一曲ごとに行っている．

データベース全体に対する圧縮率は '?�0 ( であり，一

曲あたりの平均は '$�5 (，標準偏差は #0�? ( であった．

基本統計量と分布を ����� # と -��4 に示す．ここでの

圧縮率は �圧縮後フレーム�I�圧縮前フレーム�である．全

体で '?�0(に圧縮されているため，検索の際は約 0倍の

高速化が実現できる．

� まとめと今後の課題

本稿ではクロマベクトルを用いて楽曲の繰り返し区間を

検出し，楽曲信号の圧縮手法を提案した．%�& 研究用

音楽データベース ##$ 曲を用いて本手法を評価した結果，

データベースを約 '$(まで縮小することで，検索の 0倍

の高速化を実現した．本手法の発展として，工藤 �� では，

今回の類似区間の情報を利用して楽曲データベースの特

徴量を再構成する方法の提案も行い，�1&)! での検索実

験についても報告している．

今後の課題は，繰り返し区間の検出時における楽曲の

転調への対応，グルーピングの際の類似度を考慮した区

間長の設定，終端決定の新たな手法の考案などが挙げら

れる．なお，転調への対応法としては，%����)	�でクロ

マベクトルの要素をシフトされながら類似度を計算する

方法が提案されている．これらを踏まえたて，人間が同

じと考えた類似区間との適合の評価も行う必要がある．

-�� 5+ %�����+ %�&1*)91!1066# C��0' ��@� ��� ����
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ケイケイケイケイ酸塩酸塩酸塩酸塩のののの結晶構造可視化結晶構造可視化結晶構造可視化結晶構造可視化ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの開発開発開発開発    
    

The Development of the Software to Visualize a Crystal structure of Silicates 

 
野口文雄*, 藤井秀彦*、小林秀彦* 

 
Fumio NOGUCHI, Hidehiko FUJII and Hidehiko KOBAYASHI 

 

We have developed the PC software which can display a crystal structure of various silicate compounds 

by drawing SiO4 tetrahedrons and a silicate framework respectively. A calculation part was written in the 

source code with C++, and the software was the specifications that a user looked at the three-dimensional 

image with a VRML viewer. The crystal data of the CIF file output from the inorganic crystal structure 

database (ICSD) were read, and the string analysis of those data was done and made to form atomic 

coordinates due to the coordinate expansion by the space group. It was made to recognize a SiO4 tetrahedron 

by sorting a distance with the atom which adjoins each atom, and made to indicate a silicate framework with 

Si-O-Si bonds. The structure of the complicated zeolite could be visualized by giving the function which could 

recognize SiO4 rings corresponding to the number of Si-O-Si bonds which a user specified. For example, the 

matter that the isolated AlO4
-5
 ions of the zeolite-Y existed inside cubo-octahedron cages consisted of 

4-membered and 6-membered rings, was visualized. 

 

Keywords: Silicate, Zeolite, Visualization of crystal structures, CIF, ICSD 

 

 

ケイ酸塩の SiO4 四面体およびシリケート骨格表示

によるケイ酸塩の結晶構造を表示する PC ソフトウェ

アを開発した。ソースコードは C++で計算部が書かれ

ており、ユーザーは VRMLビューアで３次元画像を観

る仕様である。無機結晶構造データベース(ICSD)から

出力される CIFファイルの結晶データを読み込み、文

字列解析による空間群展開により原子座標を生成させ

た。各原子に隣接する原子との距離をソートすること

で、SiO4 四面体を認識させ、Si-O-Si 結合のボンドで

シリケート骨格を表示させた。ユーザーが指定する

Si-O-Si ボンドの数に相応する員環を認識できる機能

を実現させて、複雑なゼオライトの構造も可視化でき

た。例えば、ゼオライト Yの孤立 AlO4-5イオンが４員

環と 6 員環からなる立方八面体のケージの内部に存在

することが可視化された。 

 

    

1.1.1.1.    緒緒緒緒    言言言言    

 

書籍に掲載されている結晶構造図は、一方向から見

た図であるため、単位格子内に多数のイオン、原子を

含む複雑な構造のケイ酸塩化合物の結晶構造を図から

視覚化するのは大変困難である。しかし、Webブラウ

ザ上に結晶構造の 3 次元画像を呼び出し、フリーソフ

トウェアの VRML ビューア 1) を用いれば、高品質の

結晶構造 3 次元画像の回転・遠近ズームを容易に行え

るため、簡単に結晶構造を視覚化できる。結晶構造を

表現するには、原子球による描画が一般的であるが、

ケイ酸塩結晶では、単位格子内に数百の原子・イオン

*埼玉大学 工学部 応用化学科 

Department of Applied Chemistry, Faculty of 

Engineering, Saitama University, 255 Shimo-Okubo, 

Sakura-ku, Saitama, Saitama, 338-8570, Japan 
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を含むため、通常の原子球描画で、構造を視覚化する

のは困難である。Si を配位中心とする SiO4 配位四面

体を構造単位とする描画によれば、構造が簡素化され

て、無機複合酸化物やケイ酸塩の構造をある程度可視

化できる 2) 。ゼオライト（テクトアルミノケイ酸塩）

では、四面体の頂点 O原子の様々な共有により四面体

が連鎖した 3 次元の複雑なネットワークを形成する。

この場合、SiO4配位四面体が背後の構造を隠蔽するた

め、配位多面体による簡素化表示でも、全体の構造の

視覚化が妨げられる。そこで、ゼオライトの構造表示

では、Si-O-Si結合を 1本のボンドで表現して、シリケ

ート骨格を表示させたところ、ゼオライトの構造を可

視化できた。シリケート骨格の部分構造は Si原子の数

が異なる種々の員環が存在するが、注目する員環を異

なる描画色で表現するとゼオライトのさらに詳細な全

体構造を可視化することができた 3) 。 

 

2.2.2.2.    ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの開発方法開発方法開発方法開発方法    

    

2.2.2.2.１１１１ 開発言語開発言語開発言語開発言語およびおよびおよびおよび結晶構造結晶構造結晶構造結晶構造データデータデータデータ    

VRML （ 仮 想 現 実 設 計 言 語  Virtual Reality 

Modeling Language)で書かれたテキスト形式のスク

リプトファイルは、Cosmo Player や Cortona などの

VRMLビューアによって、3次元画像の回転・遠近ズ

ームが容易に行える 1) 。そこで、GUI(Graphical User 

Interface)部および結晶構造描画データの計算部を

C++（Borland社 C++ Builder 6)で書き、結晶構造画

像データを VRML のスクリプト形式のファイルで出

力させ、C++プログラムの内部から VRMLビューアを

プラグインした Internet Explorer を呼び出して、結

晶構造の 3次元画像を描画させた。VRMLビューアに

よる 3 次元画像表示は、本格的なグラフィックスライ

ブラリであるOpenGLを用いた複雑で難解な 3次元グ

ラフィックスのプログラミング労力を回避するととも

に、Webサイトから公開できる利点もある。 

結晶構造を描画するに必要な情報は単位格子の大き

さと形および結晶を構成する各原子・イオンが存在す

る位置である。結晶構造データのうち格子定数が前者

の、原子座標が後者の情報をそれぞれ提供する。ケイ

酸塩の結晶構造データは、約 8 万件の無機化合物を収

録した無機結晶データベース（ ICSD: Inorganic 

Crystal Structure Database)に登録されているが、原

子座標については、空間群の同価点座標が分数座標成

分の x,y,zで表した文字式と代表原子座標（原子座標パ

ラメータ）が記載されているだけで、結晶構造描画に

必要な全原子座標のデータは存在しない。従って、

ICSD が出力するテキスト型の CIF(Crystallographic 

Information File)を読み込んだだけでは、結晶構造の

描画はできない。CIF は、アンダースコアではじまる

項目名がデータブロックに記載されているので 4) 、こ

れをキーワードとして、CIF ファイルをトークンに分

解し文字列解析により、空間群同価点座標の文字式を

認識させ、座標展開により結晶構造描画に必要な全原

子座標を生成させた 5)。ケイ酸塩の結晶構造可視化で

は、シリケート骨格構造を構成しないイオンも存在す

るため、原子球で結晶構造を描画する必要がある。ま

た、簡単な構造の無機化合物の描画においても、原子

球による結晶構造画像は重要である。原子半径あるい

はイオン半径の情報がないと、球を描画できないため、

文献 6) のイオン半径を収録したデータベースを自作し、

これにアクセスして半径データを取得した。半径デー

タは結合の種類（イオン結合、共有単結合、共有二重

結合、ファンデルワールス結合等）によって、同一の

原子・イオンであっても半径が異なるが、CIF 記載の

原子型を読み取り、プログラムからデータベースを操

作し、デフォルト半径として適切な半径を自動的に取

得する仕様とした。 

 

2. 2 2. 2 2. 2 2. 2 アルゴリズムアルゴリズムアルゴリズムアルゴリズム    

2. 2. 1  2. 2. 1  2. 2. 1  2. 2. 1  SiOSiOSiOSiO4444四面体四面体四面体四面体データデータデータデータ生成生成生成生成    

結晶構造の可視化では、単位格子内の原子配列を表

示しただけでは、単位格子の境界付近の構造の特徴を

捉えることが困難な場合が多い。従って、多数セルの

描画機能は不可欠であり、多数セルの構造を描画する

際には、原子座標の増殖が要求される。単純な格子シ

フトによる原子座標の増殖では、セルの接合面で余分

ケイ酸塩の結晶構造可視化ソフトウェアの開発 28
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な重複した原子座標が生成されてしまい、配位原子を

検索する際の障害となるため、重複原子座標を削除す

る必要がある。この削除を容易にするため、空間群展

開された全原子座標は、3 次元座標の汎用クラス

Point3dのベクトル 7) に格納した。配列を使用すると、

データの格納の際にあらかじめ配列の大きさを取得し

てメモリを確保する必要があり二度手間のプログラム

コードを要求される。この点、ベクトルは伸縮自在な

袋に物を投げ入れるように自動的にサイズが確保され

るので、非常に便利である。また、重複データの削除

も容易かつ確実に行われる。 

各 Si 原子に隣接する原子の種類および原子座標を

検索し、Si原子から隣接する原子までの距離をクイッ

クソートによりソートし、SiO4四面体の頂点酸素の原

子座標を取得して、SiO4四面体のデータを生成させた。 

本ソフトウェアでは、汎用性を高める目的で、配位中

心原子を Siに限定せず、ユーザーが指定する任意の原

子を配位中心原子として、四面体以外の任意の配位多

面体を描画する機能も付与されている。 

2. 2. 2  2. 2. 2  2. 2. 2  2. 2. 2  SiSiSiSi----OOOO----SiSiSiSiボンドボンドボンドボンドののののデータデータデータデータ生成生成生成生成    

1個の SiO4四面体のデータは、データメンバに配位

中心原子 Siの原子座標、4個の頂点 O原子の原子座標

をもつクラスに格納されており、全 SiO4四面体のデー

タは、このクラスのベクトルに格納されている。SiO4

四面体のベクトルを検索して、重複した頂点 O原子の

原子座標をもつ2個のSiO4四面体のデータを抽出して、 

個々の Si-O-Si ボンドデータを生成させた。このボン

ドデータは、ボンドの両端にある Si原子の原子座標を

データメンバとするクラスのベクトルに格納して、ケ

イ酸塩結晶のシリケート骨格表示に利用した。 

2. 2. 32. 2. 32. 2. 32. 2. 3        ゼオライトゼオライトゼオライトゼオライトのののの細孔細孔細孔細孔にににに見見見見られるられるられるられる員環員環員環員環のののの検索検索検索検索    

 ゼオライトには、Si原子を他の原子で置換した固溶

体のものもあり、TO4四面体（T は Al,P,Ga,Ti など）

を構造単位とする。ゼオライト構造中には TO4四面体

が、頂点 O 原子を共有してリング状に連鎖した TO4

員環からなる細孔やケージがある。TO4 の員環には、

T-O-Tボンドの数が４～20の各種員環があり 8) 、特定

な数のボンドからなる員環を他と異なる描画色でゼオ

ライトの骨格構造を描画すると、細孔やケージの存在

が明瞭に可視化される。しかし、人間はボンドで描画

されたシリケート骨格画像から、特定な員環を簡単に

認識できるが、プログラムからこの認識を行うのは、

プログラムはファジーな判断ができないため、はなは

だ困難である。そこで、この員環認識の問題を経路探

索の問題と捉えて、次のようなアルゴリズムにより解

決した。 T 原子のベクトルのインデックス番号、配

位O原子のベクトルのインデックス番号をデータメン

バとするクラスを定義して、出発 T原子のインデック

スに一致する T原子に出会うまで、再帰構文によるア

ルゴリズムで歩行させて、ユーザーが指定する歩行数

(T-O-Tボンドの数)で特定される員環を識別させた 3) 。 

 

３３３３....    結果結果結果結果とととと考察考察考察考察    

 

ケイ酸塩化合物の結晶構造を可視化するために開発

した本ソフトウェアによる主な出力例を以下に述べる。 

 

３３３３....１１１１    代表的代表的代表的代表的ケイケイケイケイ酸塩酸塩酸塩酸塩のののの結晶構造結晶構造結晶構造結晶構造のののの可視化可視化可視化可視化 

ケイ酸塩結晶は Si 原子および O 原子以外の酸化数

の異なる原子が石英（SiO2)に入り込んで、電気的中性

を保つための電荷のバランスを補償するため、SiO4四

面体の連鎖の様式を様々に変化させた構造をもつ結晶

であるとみなせる。石英はケイ素の Si-Si 結合を

Si-O-Si結合に置き換えた構造であることが、Fig. 1と            

 
 

 

Si atom 

Fig. 1 The crystal structure of silicon. 
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Fig. 2の比較から分かる。石英の化学式は、SiO2であ

 

 

 

り、SiO4四面体の存在は矛盾を覚えるが、四面体の頂

点 O原子は 2個の Si原子と結合しており、1個の Si 

 

 

 

 

原子に寄与する O原子は 1/2個とみなせるので矛盾は

ない。SiO4 四面体の頂点 O 原子をすべて共有して、

SiO4四面体が 3 次元網目状に結合しており(Fig. 2)、   

nを大きな数として、石英は(SiO2)nの化学式で表現で

きる天然無機高分子化合物である。ケイ素の Si-Si結 

合は直線であるが（Fig. 1 )、石英の Si-O-Si結合は折

れ曲がったボンドである(Fig. 2)。石英の化学結合が

SiおよびO原子の sp3混成軌道の重なった共有結合と

考えられ、この折れ曲がりは、O 原子に存在する孤立

電子対による電子反発によってもたらされたものと考

えられる。 

 ケイ酸塩は、SiO4四面体の連鎖の形式によって分類

されており、各分類に所属するケイ酸塩の結晶構造を

可視化した例を Fig.3に示す。SiO4四面体の頂点 O原 

子が他の SiO4四面体と全く O原子を共有しない場合 

 

 

 

 

b) Beryl, Be3Al2Si6O18 

Al
3+
 

Be
2+
 

[Si6O18]
12-
 

Sorosilicate 

Ca
2+
 

Mg
2+
 

OH
-
 

[Si4O11]n
6n-
 

c) Tremolite, Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 

Inosilicate 

d) Talc, Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 

OH
-
 

Mg
2+
 

[Si2O5]n
2n-
 

Phillosilicate 

Zr
4+
 

SiO4 

tetrahedron 

a) Zircon, ZrSiO4 

Nesosilicate 

Tectosilicate 

e) Zeolite-A, Na12Al12Si12O48  

Na
+
 

Silicate framework  

Fig. 3 The crystal structure output examples, by the classification of the silicate. 

Fig. 2 The crystal structure of quartz. 

SiO4 tetrahedron 
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は、SiO4四面体は孤立した SiO44
-イオンとなり、電荷

補償のため、4 価のカチオンの存在を要求する。この

ようなケイ酸塩はオルトケイ酸塩と呼ばれており、ジ

ルコン (ZrSiO4)などがある（Fig. 3 a)。 

SiO4四面体の2個の頂点O原子を共有して連鎖して

孤立した員環を形成している場合はソロケイ酸塩と呼 

ばれる。緑柱石は、Si6O1812
-
イオンと考えられる 6 員

環の近傍に Be2+が 3個、Al3+が 2個の割合でそれぞれ

存在して電荷を補償している（Fig. 3 b)。 

SiO4 四面体の鎖状の連結や SiO4 四面体の６員環が

それぞれ一次元的に連なった高分子と考えられるケイ

酸はイノケイ酸塩と呼ばれる。(Si4O11)n6n-の巨大陰イ

オンを Ca2+, Mg2+および OH-の各イオンからなる全体

として陽イオン層となる層によって電荷を補償した透

閃石がある（Fig. 3 ｃ)。Fig. 3 ｃは、Si-O-Si結合を

直線のボンドで表現した簡素化表示である。 

SiO4 四面体の６員環が二次元的に連なったケイ酸

塩はフィロケイ酸塩として分類されており、この分類

に所属する滑石では、(Si4O10)n4n-の巨大陰イオンが 

Mg2+および OH-からなる陽イオン層を挟んで電荷を

補償している（Fig. 3 ｄ)。 

Si 原子を Al 原子で部分的に置換固溶したケイ酸塩

には(Si, Al)O4 四面体が三次元網目状に広がったテク

トアルミノシリケートと呼ばれるものがあり、ゼオラ

イトはこの分類に所属する（Fig. 3 e)。 

本ソフトウェアの実行時には、VRMLビューアによ

る回転・遠近ズームも可能なため、以上のようにあら

ゆる型のケイ酸塩の構造を可視化できることが分かっ

た。 

        

３３３３.2 .2 .2 .2 ケイケイケイケイ酸塩結晶酸塩結晶酸塩結晶酸塩結晶におけるにおけるにおけるにおけるイオンイオンイオンイオンのののの電荷補償電荷補償電荷補償電荷補償    

本ソフトウェアの多セル描画機能を利用して、滑石

の電荷補償について考察した事例を以下に紹介する。

滑石の結晶構造について１セルおよび８セルの描画モ

ードで出力した結果を Fig.4に示す。 

SiO4四面体による１セルの描画では、SiO4四面体が

単位格子内に８個、OH-イオンが 4 個、それぞれ存在

することが読み取れた（Fig.4 a,)。Mg2+イオンの単位

格子内の数は、格子の稜上のものが 1/4×4=1個、面上

のものが 1/2×4=２個、格子内部に 3個あり、全部で 6

個存在する。８セル描画モードの出力画像には、１セ

ル描画では見られなかった SiO4 四面体の６員環の存

在が明瞭に読み取れた（Fig.4 ｂ)。この SiO4 四面体

の連鎖は、３個の頂点 O原子を共有しており、１個の

頂点 O 原子が共有に預からないため、１個の Si 原子

に配位するO原子の数は、1/2×３＋１＝2.5個となり、

１個の SiO4 四面体の化学式は [SiO2.5]- と表現

 

 

 

 

 

され、この場合の SiO4四面体は 1価の陰イオンと考え

られる。単位格子内には[SiO2.5]- イオンが 8個、Mg2+

イオンが 6個、OH-イオンが 4個それぞれ存在するこ

とになるので、単位格子内の陽電荷は+12、陰電荷は

-12 となり、結晶を電気的中性に保つための電荷補償

が成立することが分かった。SiO4四面体は 2次元に層

状に連鎖しているので、SiO4四面体の６員環からなる

層は、(Si2O5)n2n-で表現される巨大陰イオンの層と考え

られる。この巨大陰イオンの二つの層に、全体として

陽イオンとなる層が挟まれて、イオン結合による巨大

a) Unit cell drawing 

b) 8 cells drawing 

OH
-
 

Mg
2+
 

SiO4 

Top view Side view 

Fig. 4 The crystal structure of talc, Ca2Mg5(Si4O11)2(OH)2 
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平面分子を形成し、その平面分子が層状に積層したも

のが滑石の結晶構造であることが分かった(Fig.4 b)。

平面分子間に働く結合力は、ファンデルワールス力と

考えられる。この結合力は小さいと考えられるため、

滑石のモース硬度は１であり、滑石は軟らかい鉱物で

あるという事実が結晶構造からも裏付けられているこ

とが分かった。 

 

３３３３.3 .3 .3 .3 配位八面体配位八面体配位八面体配位八面体によるによるによるによるケイケイケイケイ酸塩結晶酸塩結晶酸塩結晶酸塩結晶のののの構造可視化構造可視化構造可視化構造可視化    

 SiO4 四面体以外の配位多面体描画も併用したケイ

酸塩化合物の構造可視化の例として、テニオライトの

結晶構造の出力画像を Fig.5に示す。 

 

 

 

テニオライトは滑石と同じフィロケイ酸塩に分類され

るケイ酸塩である。この結晶構造には、Mg2+イオンを

配位中心とした八面体の頂点に 5個の O原子および 1

個の F 原子を持つ MgFO5八面体が稜共有して存在す

る(Fig. 5a)。MgFO5 八面体および SiO4 四面体は、O

原子を互いに共有していることが Fig.5 a より読み取

れる。また、2 つの SiO4四面体の層によって MgFO5

八面体の層が挟まれており、これら 3 層の層間に

K+,Li+のイオン層が存在していることも読み取れた。

Si-O-Si ボンドによるシリケート骨格表示によると、

MgFO5八面体の層には、O原子（青色の原子球）が表

示されず、MgFO5八面体および SiO4四面体は、O 原

子を互いに共有していることが確かめられた(Fig. 5 b)。 

さらに、シリケート骨格表示では、フィロケイ酸塩に

特有な SiO4 四面体の６員環が平面的に連鎖している

ことも分かった(Fig. 5 b)。 

    

３３３３.4.4.4.4    ゼオライトゼオライトゼオライトゼオライトのののの結晶構造結晶構造結晶構造結晶構造可視化可視化可視化可視化    

ゼオライトの構造可視化の例として、モルデナイト

の結晶構造を各種の描画モードによって出力した画像

を Fig.6 に示す。通常の原子球描画では、モルデナイ

 

              

 

 

SiO4 tetrahedron 

MgFO5 octahedron 

K
+,Li+ 

a) MgFO5 octahedrons and SiO4 tetrahedrons  

b) Ion spheres and silicate frameworks 

K
+,Li+ 

Silicatete framework 

Mg
2+
 

F
-
 

Fig.5 The crystal structure of taeniolite, 

     (K ,Li) Mg2 Si4 O10 F2 . 

a) Atom sphere drawing 

b) TO4 tetrahedron drawing 

c) T-O-T bond drawing 

d) Silicate framework 

Blue frame : 12-membered ring 

Fig. 6 The crystal structure of mordenite,          

Na7.79 (Al7.87 Si40.13 O96) (H2 O)10.16 . 
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トの細孔を視覚化できない(Fig.6 a)。TO4 四面体描画

によると、細孔の存在は認識できるが明瞭ではない

(Fig.6 b)。シリケート骨格表示によると、TO4 四面体

の 12員環のからなる細孔が可視化され、４、５、６員

環が骨格構造に存在することも分かった(Fig. 6 c)。員

環指定モードで 12 員環を指定した描画では細孔の員

環を他と異なる描画色で描画できた(Fig. 6 d)。 

単純な経路探索のアルゴリズムで特定の員環を検索

すると、架橋のある員環もプログラムは認識するが、

架橋の存在を見極めて、架橋のある員環を削除できる

コードを加えて、この問題を解決させた。しかし、12

員環などの大きな細孔径を認識させる場合は、細孔と

して望ましくない員環まで、プログラムは認識してし

まうことが分かった。Fig.7aに、モルデナイトのシリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケート骨格構造から検出された細孔としては望ましく

ない 12 員環を示した。Fig.7b には、ゼオライト-Yの

立方八面体のケージから検出された 12 員環を示した。

ゼオライトの細孔には 20 員環のような極めて大きい

細孔を有するものもあり、特定の員環を異なる描画色

で描画する際、ユーザーが指定する T-O-Tボンドの数

が多くなると、望ましくない員環が検出される割合が

増大する。そこで、プログラムが認識した員環のリス

トを表示し、ユーザーに削除すべき員環を指定しても

らい、望ましくない員環を削除させて、この問題を解

決させた。前述の Fig. ６dは、そのようにして細孔の

表現に望ましい 12 員環のみを認識させて描画した画

像である。しかし、この作業はわずらわしく、三次元

画像をマウスでポイントして、削除すべき員環を指定

できるようにプログラムを改良する必要があることが

分かった。 

 ゼオライト Yの結晶構造には、電荷補償のため孤立

した AlO4四面体が見られる(Fig.8 a)。員環を認識させ

ない描画モードの画像からは、AlO4四面体がシリケー

ト骨格のどの部位にあるかは、マウス操作による回

転・遠近ズーム機能を用いても、フレームが同じ描画

色のため可視化することが困難であった。６員環のみ

を別な描画色で描画させると、Fig.7 bのような立方八

面体を形成するケージの中央に AlO4 四面体が存在す

ることが明瞭に読み取れた（Fig. 8b)。このように、特

定の員環を他と異なる色で描画した三次元画像は、ゼ

オライトの細部の構造を可視化するのに極めて有効で

あることが分かった。 

 

    

Fig. ７ The 12-membered rings which were 

detected by the route search algorithm 

and which are not desirable . 

a) The blue 12-membered  

ring in mordenite  

b) The blue 12-membered  

ring in zeolite-Y  

Fig. 8 The crystal structure of zeolite-Y, 

   Si0.7276 Al0.2724 O2 (Al (O H)4)0.0068. 

a)          

b)          

Isolated AlO4
-5 
ion         Slicate framework          

Cubo-octahedron cage          
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４４４４....まとめとまとめとまとめとまとめと展望展望展望展望    

    

ICSD は、登録件数約 8 万件の無機結晶のデータを

収録したデータベースである。本ソフトウェアは、

ICSD から出力される CIFファイルを読み取ることで、

結晶構造の 3 次元画像を出力できるため、極めて汎用

性に富んだものである。データベースへの登録で生じ

るタイムラグによる未登録の新規無機結晶であっても、

CIF ファイルは、テキスト型のファイルであるため、

ユーザーが、論文に掲載されている結晶データにもと

づいて、簡単に CIF ファイルを作成できる。従って、

本ソフトウェアは無機材料支援ソフトウェアとして活

用できると期待される。 

ユーザーが指定する配位中心原子を持つ任意の配位

多面体を半透明色で描画する機能、シリケート骨格を

描画する機能、ユーザーが指定する Si-O-Si ボンドの

数によって特定される員環の認識機能等によって、原

子球表示では可視化が困難な複雑な構造をもつケイ酸

塩化合物の結晶構造の詳細を可視化できた。VRMLに

は、ドラグセンサーのコードを書けるため、マウスの

ドラッグ操作により、可視化を妨げる原子球や配位多

面体を取り除く機能も搭載されており、実際にソフト

ウェアを走らせている状況では、マウスの回転動画・

遠近ズームの操作を併用して、ケイ酸塩の結晶構造の

可視化は問題なく行える。 

本ソフトウェアには、結晶多面体の体中心（ウルフ

点）から多面体表面の結晶面に至る結晶面の層数およ

び多面体表面の結晶面指数を指定することで、任意の

形状の結晶多面体を描画する機能も付与されている。

その結晶多面体の中に原子・イオンをパッキングする

描画機能もあるため、任意結晶面の原子配列を描画す

る機能も実現されている 5) 。 

今後の課題としては、ゼオライトの可視化における

経路探索アルゴリズムで検索される細孔の表現に望ま

しくない員環の削除をユーザーが 3 次元画像の画面と

対話して、員環を削除する機能の充実が望まれる。こ

の機能を実現するには、3 次元画像をユーザーがマウ

スクリックしたとき、どのグラフィックオブジェクト

にタッチしたかをプログラム側から検知する必要があ

る。OpenGLには、マウスでポイントされた点の 3次

元画像の最も手前の点およびの最も奥の点の 3 次元座

標をそれぞれ返す関数があるため 9) 、VRML から

OpenGLによる画像出力にプログラムコードを書き換

えることにより、ユーザーが 3 次元画像の画面との対

話を実現できると思われる。 
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                            論文

境界要素法による単一液滴の物質移動解析 
 

Computations of Mass Transfer from a Single Drop  
by Boundary Element Method 

 
秋元梢, 本間俊司, 古閑二郎, 松本史朗 

 
Kozue AKIMOTO, Shunji HOMMA, Jiro KOGA and Shiro MATSUMOTO 

 
Unsteady mass transfer from a two-dimensional drop is solved numerically with boundary element 

method. The domain is decomposed into two sub-domains for cylindrical drop and surrounding fluid, and 

boundary elements are arranged between the sub-domains. The system equation for boundary elements is 

derived by a direct method and by a finite difference approximation for time derivative. The solutions are 

independent of the number of elements on the interface of the drop and the external boundary of the domain. 

The number of meshes inside the domain, on the other hand, affects the numerical solutions. It is necessary for 

good approximation to select appropriate resolution of the computational domain and the time step. 

 

Keywords: boundary element method, drop, mass transfer  

 
 

1.はじめに 
 
単一液滴の物質移動は、液液抽出などの分離操作に

おいて基礎となる重要な現象である。これまで、球状

で変形しない液滴を仮定した解析は多いが1）、変形を伴

う非定常運動のもとで物質移動を解析した研究例は少

ない。 
変形を伴う液滴の非定常運動の解析においては、界

面運動の式を数値的に解く直接シミュレーションが行

われるようになってきた2)。物質移動に関する支配方程

式を流れの式と同時に解けば、原理的には非定常の濃

度分布も同時に得られる。しかしながら、物質移動に

おける特性長さのスケールと流れのそれとは一般に大

きく異なり、液滴の非定常運動と物質移動を同時に精

度良く解析することは難しい。物質移動速度を精度よ

く求めるためには、非常に高い解像度を必要とする。

例えば、二酸化炭素が水に吸収される場合、濃度の計

算に必要な解像度は、流れの計算に必要な解像度の少

なくとも千倍高くする必要があると言われている3)。 
我々は、界面運動および物質移動を、同時に精度良

く扱うことのできる数値解析手法を開発するため、液

滴 の 変 形 を 伴 う 流 れ の 解 析 に 、 有 限 差 分 ／

Front-Tracking法4)を、物質移動の解析に境界要素法をそ

れぞれ用いたハイブリット型の計算コードの開発を目

指している。 
本研究では、開発の初期段階として二次元非定常拡

散方程式を境界要素法で離散化し、その近似解と液滴

周りの要素の分割数、外部境界の要素の分割数、およ

び領域内部の解像度との関係を調査する。 
 

2.定式化 
 

2.1 境界要素法による離散化 
Figure 1に示すように、境界Γで囲まれた閉領域Ω内

の任意の点p(x, y)において濃度分布u(p, t)が二次元拡散
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方程式 

2 ( , )u D u p t
t

∂
= ∇

∂
 p Ω∈ , (1) 

( ),u p t u=  1 3,p Γ Γ∈ , (2) 

( ),q p t q=  2 4,p Γ Γ∈  (3) 

によって記述される系を考える。ここにDは拡散係数、

qは拡散流束でq =∂u/∂nで定義される。nはΓの外向き

法線ベクトルである。 u はΓ1、Γ3上で、 q はΓ2、Γ4上

でそれぞれ規定される既知関数である。式(1)の時間微

分が、十分に小さい時間ステップ∆tについて、次式の

ように差分近似できると仮定すると、 

2 1 1( , ) ( , ) ( , ) 0.u p t t u p t t u p t
D t D t

∆ ∆
∆ ∆

∇ + − + + =

 (4) 
式(4)に重み関数U*(ξ, p, t)をかけて領域Ωで積分すると 

* ( , , ) ( ) 0.AU p t d p
Ω

ξ ∆ Ω =∫  (5) 

ここにξは観測点の位置を表す。また、Aは式(4)の左辺

である。部分積分を利用し、さらに、U*が式(4)に対す

る基本解、 

2 * *1( , , ) ( , , ) ( , )D U p t U p t p
t

ξ ∆ ξ ∆ δ ξ
∆

∇ − = −  (6) 

を満足する事を考慮すれば、式(5)は 

*( ) ( , ) ( , ) ( , , ) ( )c u t t D u p t t Q p t d p
Γ

ξ ξ ∆ ∆ ξ ∆ Γ+ = +∫  

*( , ) ( , , ) ( )D q p t t U p t d p
Γ

∆ ξ ∆ Γ− +∫  

*1 ( , ) ( , , ) ( ).u p t U p t d p
t Ω

ξ ∆ Ω
∆

+ ∫  (7) 

ここに、U*は式(6)より 
1/ 2

*
0

1 1( , , )
2

U p t K r
D D t

ξ ∆
π ∆

  =   
   

 (8) 

と導かれる。K0は0次の第2種変形Bessel関数で、rはξ

とpとの距離を表している。また、Q*=δ U*/δ nである。

係数c(ξ)はξの位置によって 

1/ 2   
( ) 1       

0       
c

ξ Γ
ξ ξ Ω

ξ Γ

∈
= ∈
 ∉

 

が用いられる5, 6)。 
 式(7)をΓ上でN個に分割した要素ごとに離散化する

と、時刻t+∆tにおけるΓ上の値を未知数とする方程式が

以下のように求められる。 

1 1

1
2 i

N N

i ij j ij j
j j

u D H u D G q F
= =

= − +∑ ∑  (9) 

ここにiは観測点xの要素番号、jは積分点の要素番号で

ある。また 

( )* , , ,
j

ij i jG U p t dξ Γ
Γ

= ∆∫  (10) 

( )* , ,
j

ij i jH Q p t dξ Γ
Γ

= ∆∫  (11) 

である。式(9)のFiは時刻tにおけるΩの濃度の影響を表

し、u(p, t)と重み関数U*の積の領域積分で表される。 

*1 ( , ) ( , , ) ( )i iF u p t U p t d p
t Ω

ξ ∆ Ω
∆

= ∫  

*

1

1 ( , ) ( , , )
M

k i k k
k

u p t U p t A
t

ξ ∆
∆ =

= ∑  (12) 

ここにMはΩの分割数であり、Akは領域kの面積を表す。 
 
2.2 領域分割 
 液滴内部と外部流体では物性値が異なる。ゆえに、

液滴と外部流体の界面において計算領域の分割が必要

である。本研究では、外部流体を境界ΓA1, ΓA2で囲まれ

た領域ΩA、液滴内部を境界ΓBに囲まれた領域ΩBとして

全計算領域を分割した（Fig. 2）。２つの領域は境界ΓA2

および ΓBで接し、これらを内部境界と呼ぶ。 
部分領域ΩAおよびΩBにおいてそれぞれ境界要素方

程式が成り立つ。これをマトリックス形式で表すとΩA

に関しては、 

Fig. 1 Computational domain. 
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1 1 1
1 2 1 2

2 2 2 .
A A A

A A A A
A A A

     
   = −        

     

U Q F
H H G G

U Q F
 (13) 

一方、ΩBに関しては、 
B .B B B B= −H U G Q F  (14) 

マトリックスの要素は式(9)－(12)より求めた。ΩAおよ

びΩBの内部境界面ではuが連続（適合条件）、qが平衡

（平衡条件）である。内部境界面の適合条件は次のよ

うに表される。 
2 .A B I= =U U U  (15) 

ここにUIは内部境界面における濃度を表す。また、平

衡条件はΩAおよびΩBにおける拡散係数をそれぞれDA

およびDBとおくと以下の式で表される7)。 

2 .A B IA

B

D
D

= − =Q Q Q  (16) 

ここにQIは内部境界面における拡散流束を表す。 
式(15)、(16)を式(13)、(14)に結合条件として代入して

整理すると、 
1 11 2 2

1
1 2

0
0 0

0 0 0 0
0

A AA A A
A

I A A
B BB

I B
A

D
D

      −
       = −                    

U FH H G
G

U Q F
H G

Q F

 (17) 
となる。 
 

3. 結果と考察 
 
境界条件を ΓA1 上で u=0 、初期条件を u(p, 0)=0

（ Ap Ω∈ ）、u(p, 0)=100（ Bp Ω∈ ）として解析を行った。

時間刻み∆tは0.1とした。また、拡散係数はDA=DB=10

とした。 
Figure 3にp(5, y)におけるy方向の濃度分布の時間変

化を示す。図中の矢印の方向は時間が増加する方向で

ある。時間とともに、濃度が0に収束している。外部境

界のuを0に固定しているのでこの収束値は物理的に正

しい。 
Figure 4にt=2.0における濃度分布を示す。液滴中心か

ら外部流体へと物質が拡散している様子がわかる。 
Figure 5に液滴中心、すなわちΩB内の点(5, 5)におけ

る濃度の時間変化をΓA2およびΓB（液滴周り）の要素分

割数ND毎に示す。図より液滴周りの要素分割数は濃度

Fig.3 Concentration profiles at p(5, y). 

Fig. 2 Domain decomposition and  

boundary elements. 

Fig.4 Concentration distribution at t=2.0. 
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の時間変化に影響を与えないことがわかる。 
Figure 6に点(5, 5)における濃度の時間変化をΓA1（外

部境界）の要素分割数N毎に示す。図よりNを変化させ

ても結果に影響しないことがわかる。以上より、要素

の分割数は数値解に影響を与えないことがわかった。 
Figure 7に領域の分割数Mを変化させた時の点(5, 5)

における濃度変化を示す。図より、濃度の時間変化は

計算領域の解像度よって変化することがわかる。M=10

×10の時、時刻t=0.1で濃度が0へ収束しているのは、内

点の解像度が不足しているためと考えられる。これは

M=20×20へと解像度を上げることで解決した。一方、

解像度が高い場合(M=30×30、M=40×40、M=50×50)、
濃度のアンダーシュートがみられる。これは、解像度

を上げることによって、拡散流束の見積もりが大きく

なったためと考えられる。 
式(8)のBessel関数は、引数が0に近づくにつれ無限大

に発散する。領域の分割数を上げることによって、式

(8)のrが小さくなり、U*は非常に大きくなる。そのため、

式(17)の右辺第二項が大きくなり拡散流束も大きくな

る。これを解決するためには∆tを小さくし、式(8)の

Bessel関数の引数を大きくすればよいが、同時に式(12)

のFiが大きくなるため調整が必要である。 
精度良い解を得るためには、式(8)のBessel関数の引

数r/(D∆t)1/2を4以上または0に非常に近くする必要があ

るとの報告がある7)。解像度M = 20×20においては、

最小のr/(D∆t)1/2が0.5で、解像度が低いため、r/(D∆t)1/2

が4以上になる点も多い。一方、M = 50×50では引数

の最小値が0.2よりも小さく、かつ解像度が高いため、

引数が4に満たない点が多いと考えられる。 

以上より境界要素法で非定常拡散問題を解く場合、

Bessel 関数の引数に注意し、適切な解像度と時間刻み

を選定する必要があることが示唆された。 
 

4. 結論 
 
単一液滴の界面運動および物質移動の同時高精度解

析を目指した研究の一環として、二次元非定常拡散問

題の境界要素法による解析を試みた。境界要素法によ

る離散化においては、非定常項に差分近似を適用する

Fig.6 Time dependent concentrations at p(5,5)  

with the number of elements in ΓA1. 

Fig.5 Time dependent concentrations at p(5, 5) 

with the number of elements in ΓA2 and ΓB. 

Fig.7 Time dependent concentrations at p(5,5) 

with the number of meshes in ΩA. 
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方法で定式化した。試計算の結果、液滴周りの要素の

分割数および外部境界の要素の分割数は、数値解に影

響を与えなかった。一方、領域内部の解像度が数値解

に影響を与えることがわかり、基本解の形式が原因で

あることを明らかにした。境界要素法を用いて非定常

物質移動現象を解析するためには、拡散係数に適した

解像度および時間刻みを選定する必要があり、さらな

る検討が必要であることがわかった。 
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カルボシランデンドリマー・糖鎖複合材料の開発 

―大腸菌 O157 の産生するベロ毒素中和剤への応用― 

Development of Carbosilane dendrimer–Carbohydrate Composite Materials 
: Application for Neutralizer of Vero Toxin producing E. Coli 

 
幡野健、松岡浩司、照沼大陽 

 
Ken HATANO, Koji MATSUOKA and Daiyo TERUNUMA 

 
Carbosilane dendrimer periphery bearing globotiaose were synthesized by SN2 reaction of 

thiolate anion at aglycon of globotriaose and brominated carbosilane dendrimer. Binding assay of tree 
shapes of carbosilane dendrimers [Fan(0)3, Dumbbell(1)6 and Ball(1)12] were carried out. Vero toxin 
classified into two closely related subgroups, Stx1 and Stx2. Dumbbell(1)6 and Ball(1)12 markedly 
inhibited the cytotoxic activity of both Stx1 (0.22 and 0.16 µg/ml respectively) and Stx2 (2.3 and 1.3 µg/ml, 
respectively) toward Vero cells; whereas the IC50 of Fan(0)3 was more than 100 µg/ml. The result of the 
binding assay of these toxins suggested that Dumbbell(1)6 and Ball(1)12 bind to both Stx1 and Stx2 with 
high affinities. Furthermore, inhibitory effects of these dendrimers on the lethality of intravenously 
administered Stx2 in mice were investigated. Dumbbell(1)6 completely suppressed the lethal effect of 
Stx2 when administered along with the toxin. The dendrimer treated mice survived more than 2 months 
without any pathological symptoms. 
 
Keywords: Carbosilane dendrimer, Carbohydrate, Globotriaose, E. Coli, Vero toxin 
 

1．緒言 

1.1 研究背景 
平成９年に起きた堺市での集団感染から現在に至

るまで O157 による感染はほぼ毎年のように発生し

ている。旧浦和市の幼稚園での感染のように、O157
による感染が原因で死に至る場合もある。しかし、

その治療法はまだ確立されていないのが実状である。

大腸菌 O157 自体は抗生物質の投与により死滅させ

ることが可能である。しかし、大腸菌 O157 は死滅

する間際に大量のベロ毒素を放出する性質があり、

治療にあたる医師が抗生物質投与に踏み切れないの

が現状である。このような現在の状況を背景として、

ベロ毒素を効率よく中和する医薬品の開発が強く望

まれている。ベロ毒素中和剤については、マウスを

用いるヒト化抗体が臨床段階との報道がある。また

一方で、お茶あるいはホップに含まれるカテキン類

などが有効との記事がマスコミにより報道されたが、

明確な構造を有する化合物が生体中で効果を発揮す

ることが認められた例はまったく無い。 
 
1.2 開発のコンセプト 
ベロ毒素の模式的な構造を図１に示した。1）ベロ

毒素は毒素を含有する A サブユニットと細胞表層の

糖鎖を認識する部位である B サブユニットに分類す

ることができる。B サブユニットは生体内の細胞表
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層に存在するグロボ三糖セラミド（図２）2）の糖鎖

部分に特異的に結合することが知られている。ベロ

毒素の細胞表層への接着後、毒性を発揮する A サブ

ユニットが細胞内に進入することによって O157 に

感染する。 

*
* *

* *
*

*

**

* * *
*

*
*

B subunit

A subunit

* Binding site

Toxic part

 
Fig. 1 View of showing frame a format of Vero toxin. 

 
図１に示したように B サブユニットは花弁のよう

な５つ部位からなり、それぞれの部位に３つ、計１

５個の結合サイトを持っている。一般に、このよう

な多価の結合サイトを有する毒素には局在化した複

数の糖鎖を担持した化合物がより強く結合すること

が知られており、この効果は「糖鎖クラスター効果」

3）と呼ばれている。 
 

O
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O O
HO

OH

OH
O

O OH

O
HO OH
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HO
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O
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Fig.2  Structure of globotriaosyl ceramide. 
 
糖鎖クラスター効果を利用したベロ毒素中和剤の

開発指針として、グロボ三糖のポリマー等への集積

化させた化合物の開発がこれまで種々検討されてき

た。4）しかし、これまで in vitro で効果を示す化合

物は数例報告されてるが、in vivo で効果を示す化合

物は無かった。 
 
1.3 カルボシランデンドリマー 

カルボシランデンドリマーの合成が最初に報告さ

れてから、その世代数を増すための研究が続き、現

在はその表面あるいは内部に機能性分子を導入し、

新たな機能性材料の創製が検討されている。5）通常、

カルボシランデンドリマーの世代拡張はコア分子の

２重結合へのヒドロシレーション反応、次いでアル

ケニル化反応を繰り返すことにより行われる。ヒド

ロシレーション反応の際、用いるヒドロシランとし

てMe2SiHCl, MeSiHCl2, あるいはHSiCl3を使い分

けることによって各世代における分岐数を１から３

まで選択することが可能である。更に、分岐のケイ

素間の長さは用いるアルケニル化剤の炭素鎖により

調節可能である。従って、世代拡張に用いるヒドロ

シラン、およびアルケニル化剤の選択により、カル

ボシランデンドリマーの形状、サイズ、更には分岐

数までもコントロールできることになる。これは、

カルボシランデンドリマーを機能性糖鎖の担体とし

て用いる際にはきわめて好都合で、担体の形状およ

び担持糖鎖数を望み通りに作り上げること（テーラ

ーメイド）が可能となる。従って、ベロ毒素等の受

容体部分に適するサイズならび担持糖鎖数を備えた

カルボシランデンドリマーの分子設計が可能となる。

加えて医薬品としての利用を考えた場合、ポリ（ア

ミドアミン）系のデンドリマーのような窒素原子を

分岐点とする塩基性デンドリマー6）とは異なり、カ

ルボシランデンドリマーは中性で生体内物質との相

互作用が少ないことが長所として挙げられる。 
 

2．結果と考察 
2.1 デンドリマー構造と生物活性の相関 

まず、グロボ三糖を導入するために末端を臭素化

したカルボシランデンドリマーの合成経路の一例を

式１に示した。 
 

BH2

2) NaOH aq / H2O2

pyridine

CH3SO2Cl NaBr

DMF
Si

Me

Me
Si Si

OH

OHHO

HO Si

Me

Me
Si Si

Br

Br

Br

Br

Br Br

Si

Me

Me
Si Si

OH

HO

Si

Me

Me

HSiCl3 allylMgBr

THFcat. Pt

1)

Scheme 1 Preparation of brominated carbosilane 

dendrimer. 
 
また、グロボ三糖（Gb3）の合成経路とそのカル

ボシランデンドリマーへの導入経路を式 2 に示す。
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カルボシランデンドリマーと結合するアグリコン部

分にはスルフィドアニオンの強い求核性を利用する

ことを念頭に、その前駆体としてチオベンジル基あ

るいはチオアセチル基を糖鎖のアグリコン末端に導

入した化合物を合成した。7) 
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Scheme 2  Synthesis of Dumbbell(1)6. 

 
これらカルボシランデンドリマーとグロボ三糖誘

導体を組み合わせることにより一連のグロボ三糖担

持カルボシランデンドリマーを合成し、それらを

SUPER TWIG と命名した。その代表例として３つ

の化合物、Fan(0)3, Dumbbell(1)6 および Ball(1)12

（括弧内は世代数、末尾は糖鎖担持数）を示す（図

３）。SUPER TWIG の分子サイズを計算した（持田

製薬、黒川博士、松末両氏に依頼）ところ Fan(0)3
は伸びきった状態で 38Å、Dumbbell(1)6 および

Ball(1)12 はそれぞれ 47Å、および 53Åと評価され

た。一方、標的とするベロ毒素の分子サイズは 62Å
であることが知られている（図４）。 

Si

S
SS SiS

S

S

Si S

S

S

Si
Me

Me

SiS
S

S

Si S

S

S

Si

Si

S
S S

Si

SS S

38Å 47Å 53Å

Gb3

 

Fig. 3 Structure and molecular size of Fan(0)3, 

Dumbbell(1)6 and Ball(1)12. 

 

１分子のベロ毒素に１分子の SUPER TWIG が結

合すると仮定した場合、Dumbbell(1)6 および

Ball(1)12 は複数の受容サイトに同時に結合可能で

あり、Fan(0)3 はそれが困難であると推測される。

ちなみに、ベロ毒素の結合サイト１（図１）に

Dumbbell(1)6 のグロボ三糖を結合させた後、最適化

を行うと図４の構造が得られた。もちろん、実際の

結合状態は結合した状態での結晶化・Ｘ線構造解析

によらなければ決定できないことは言うまでもない。 

 
Fig. 4 Docking model of Dumbbell(1)6 and B subunit.  

 
2.2 生理活性評価 
合成した SUPER TWIG のベロ毒素中和能に関す

る評価を、国立国際医療センター研究所、名取、西
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川両博士に行っていただいた。上記３つの SUPER 
TWIG についてベロ毒素中和効果の測定結果につい

て以下に述べる。8） 

 

Table 1. Binding assay of SUPER TWING for Vero toxin 

(IC50: µg/mL). 

 Fan(0)3 Dumbbell(1)6 Ball(1)12 

Stx1 43 0.22 0.16 

Stx2 >100 2.3 1.3 

 
人体に悪性な作用をするベロ毒素には Stx1 および

Stx2 と標記される２種類があり、特に Stx2 は強い

作用を示す。したがって、Stx2 に対する強い中和活

性を示す薬剤の開発が望まれている。まず、SUPER 
TWIG; Fan(0)3, Dumbbell(1)6, Ball(1)12, のベロ

毒素に対する結合阻害活性試験（in vitro）の結果を

表１に示す。Fan(0)3 は Stx1 および Stx2 共に効果

が低く、Dumbbell(1)6 および Ball(1)12 は効果が高

いことが見て取れる。特に、Stx2 に対する効果に着

目すると、Fan(0)3 の IC50は 100 以上でありベロ毒

素中和に多量の Fan(0)3 が必要であることを示して

いる。それに対して Dumbbell(1)6 および Ball(1)12
の IC50は、それぞれ 2.3 および 1.3 とほぼ同等の高

い効果を示し、さらに Fan(0)3 のそれに比べると２

桁小さいことが分かった。これらの IC50の値を、直

接、これまで報告されているポリマーあるいはデン

ドリマーを担体としてグロボ三糖を担持した化合物

の IC50と比較することは、それぞれの研究で使用し

ている評価方法が異なるため厳密な意味では困難で

あるが、いずれもほぼ同等の値と推測される。しか

し、これらすでに報告されているポリマー等に集積

化した化合物は、in vivo でのベロ毒素中和活性を示

していなかった。 
今 回 得 た 、 Fan(0)3, Dumbbell(1)6, お よ び

Ball(1)12 それぞれについてベロ毒素と SUPER 
TWIG を同時にマウスに投与する実験を行った。そ

の結果を表２に示す。Fan(0)3 は in vitro の結果から

も予想されたとおり、コントロールマウスとほとん

ど同じ結果であった。一方、Dumbbell(1)6 はきわめ

て強い中和活性を示し、すべてのマウスを完全に救

命する結果を与えた。これは明確な構造を有する物

質が生体に対して中和効果を発揮することを見いだ

した最初の例である。しかし、不思議なことに

Dumbbell(1)6 と同等以上の IC50を示した Ball(1)12
は１日程度の延命効果はあるものの弱い中和効果し

か示さなかった。 
 

Table 2. Neutralization test (in vivo) of Vero toxin utilized 

SUPER TWIG.1) 

Fan(0)3 Dumbbell(1)6 Ball(1)12 

Dead within 

4 days 

Alive over 

 2 months 

Dead within 

5 days 
1) Intravenous injection of the each dendrimer together with E. coli 
on mice. All of control mice were dead within 4 days 
 
Fan(0)3 の効果が低いことは分子サイズが小さいこ

とが理由として考えられるが、in vitro で IC50がほ

ぼ同等のDumbbell(1)6とBall(1)12の間に著しい効

果の違いが発現する理由は明らかではない。 
以上、ベロ毒素の中和作用に対してカルボシラン

デンドリマーの構造が強い影響を与えることを明ら

かとすることが出来た。更に、in vivo で強い活性を

示すことが分かった Dumbbell(1)6 の治療薬として

の効果を測定するため、奈良県立医科大学教授・喜

多博士に依頼してベロ毒素に感染させたマウスを用

いて、感染後３日目から４日間 Dumbbell(1)6 の投

与を行った。その結果、コントロールマウスは 14 日

後にすべて死に至ったが Dumbbell(1)6 を投与した

マウスはすべて生存し続けることが分かった。この

結果は Dumbbell(1)6 がベロ毒素感染後の治療薬と

して有効であることを示している。 
 

3. まとめ 
有機ケイ素化学の観点からみれば、カルボシラン

デンドリマーは中性の物質で、非結晶性で比較的柔

軟な構造を有し、合成が容易でもある。また、カル

ボシランデンドリマーはそのサイズ、形状および末

端官能基数を自在に調整可能である。グロボ三糖担

持カルボシランデンドリマーを実際に医薬品として

使用するためには、グロボ三糖担持カルボシランデ

ンドリマーの生体内での挙動を確認し毒性等につい
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ての厳密な調査が必要ではあるが、今回の研究によ

り新たな薬剤開発への基本的コンセプトの一つを提

案し得たものと考えている。 
一方、最近、種々の糖鎖が生体内で毒素あるいは

ウイルスの感染作用において特異的かつ重要な機能

を果たしていることが明らかにされつつある。した

がって、カルボシランデンドリマーは、その末端に

機能性糖鎖を担持することによって、標的とする毒

素あるいはウイルス等にサイズ・形状などを合目的

に分子設計するための担体として、研究的あるいは

実用的観点から優れた材料であると考えられ、今後

の発展が期待される。 
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イットリウム二水素化物における電子－正孔補償状態と磁気抵抗 
 

A Galvanomagnetic Study on Electron－Hole Compensation in 
Yttrium Dihydride Films 

 

酒井 政道*、南保 岳*、中村 修** 

 

Masamichi SAKAI, Take NANBO and Osamu NAKAMURA 
 

We have investigated compensation characteristics of yttrium dihydride YH2+δ (δ＝－0.03) 

films by measuring room-temperature galvanomagnetic properties under magnetic field B up to 1 T. 

The transverse voltages have been measured when a B has x and y components in addition to z 

component perpendicular to the sample plane. The transverse voltage shows nearly even character 

with respective to B, while odd characteristic could be expected from simple compensated case 

where the hole equals the electron only in concentration. The even character observed may be 

explained by letting the hole equal the electron not only in concentration but also in mobility. 

 

Keywords: Compensation Metals, Yttrium Dihydride, Galvanomagnetic Property, Hall 

Resistivity 

 
1. はじめに 

 
電気伝導特性に対する磁場効果は、金属のフェルミ

面形状、キャリヤ濃度・移動度等を明らかにするうえ

で有用な知見をもたらしてくれる。例えば、磁気抵抗

ρB とホール抵抗ρH の磁場依存性を調べることによっ

て、金属中の電子と正孔とが補償状態にあるかどうか

を明らかにすることが出来る。1)これは、補償金属と非

補償金属では、ρB とρH が以下に述べるように全く異

なる磁場依存性を示すからである。結晶運動量空間に

おける磁場中軌道が閉じていて、正孔濃度と電子濃度

が異なる場合には、ρB は強磁場で飽和し、ρH は磁場

に対して非線形に変化する。一方、閉軌道でも正孔濃

度と電子濃度が等しい場合(補償金属)には、ρB は磁場

の 2 乗に比例して、またρHは磁場に正確に比例する。

さらに、少し計算して分かることは、キャリヤ濃度の

みならず移動度についても、正孔と電子の値が同じ場

合には、ρBが補償金属と同様磁場の 2 乗に比例するも

のの、ρHは完全に消失するということである。このよ

うにキャリヤ濃度のみならずキャリヤ移動度も、正孔

と電子で等しい状態を本稿では、完全対称補償と呼ぶ。 
*埼玉大学 工学部 機能材料工学科 
Department of Functional Materials Science, Saitama
University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama,
338-8570, Japan 
**カシオ計算機(株) 要素技術統轄部 第三技術開発部
Core Technologies R&D Division, Casio Computer Co.,
Ltd., Imai 3-chome, Oume, 198-8555, Japan 

補償状態はしばしば面心立方格子を有する２価金属、

例えば Mg、Zn､Cd などで観測されている。2)一方、完

全対称補償がはたして実在するのかどうかについては

興味深い問題であるが、我々の知る限りではこれまで

に報告されていない。その理由のひつとは、ρHが完全
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ゼロであることを実験によって確認するのが一般的に

難しいためと考えられる。我々は、現在、完全対称補

償の実在性をイットリウム二水素化物 YH2 に注目して

調査している。本稿は、その経過報告である。 

 
2. 測定原理 

 
 YH2 薄膜の作成方法は参考文献 3 で詳しく述べて

いるので省略する。ここでは、我々が提案する完全対

称補償の検出方法を述べる。磁気抵抗ρBとホール抵抗

ρH は、磁場方向が電流方向(ｘ軸方向とする)と垂直の

場合に定義される量である。その際の磁場方向をｚ方

向とする。そのρHがゼロかどうかを直接に調べる代わ

りに、本研究では、磁場方向を電流方向に対して垂直

にせず、換言すれば、磁場方向にｚ成分の他にｘとｙ

成分を加えたときの磁気抵抗テンソルの非対角成分ρ

yxに注目する。ρyxに期待される通常補償と完全対称補

償の違いが、ρHにみられるそれらの違いとどのように

異なるかについて説明する。 

系が等方的であるとして、電子と正孔の電荷、有効

質量、衝突緩和時間をそれぞれ q1, q2, m1, m2, τ1, τ2

とすると、電場 E、磁場 B におけるキャリヤの運動方

程式は、 

BvqEqvm
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である。磁気抵抗テンソルρは、磁気電気伝導度テン

ソルの逆行列σ－1 によって与えられるので、その非

角成分ρyxは、次式のようになる。 
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ただし、σijは、磁気電気伝導度テンソルの ij 成分であ

る。ここで、電流方向をｘ方向とするとき、y 方向に

生する交差電圧 VCは、電流値を I、試料厚を d とする
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られる。これに対してホール電圧 VHは、磁場の

ｘとｙ成分がゼロであることに注意すると、 
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で表されるホール抵抗を用いて 
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x
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φ B
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φ

号を使えば、Φ≒－４°、θ≒120° ある。(10)式

に対応する交差電圧の測定では、ｘ軸方向に 6 mA 、

40 Hz の矩形電流を流し、位相検波方式によって概ね y
軸方向に発生する電圧を測定した。今回は、磁場範囲

－1～１T、室温で測定した。 
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で与えられる。 

 

 

en hole 

 

en hole 
lso in 

を磁場

えずに

向きが逆転することに対応する。最初にも述べた様

償

傾けた場合(図中実線)には、ρyxは

有

場がｚ軸から僅かに傾くと、有限な値を示す

だ

YH2＋δ薄膜であり、

の面を xy 面、電流方向を x 軸の正方向とするとき、

磁場は z 軸から約 4° 磁場の xy 面への射

ベクトルは、x 軸から約 120°の方向である。図 3 の

記 で

 

                  Current I 

ig. 3 Magnetic field and current directions are indicated with 
respective to the plane of sample (x-y plane). 
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Fi gnetic filed dependences of ρH andρyx wh

equals electron not only in concentration but a
mobility. 

 
 図１は、通常補償の場合について、ρHとρyx
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-9

-2

0

g. 2 Ma

B の関数として計算したものである。磁場の方向は変

大きさだけを変えた計算で、負の B 値は、磁場

の

に磁場が正確に z 軸に平行な場合（図中破線）、通常補

のρHは任意範囲で磁場に正確に比例する。一方、磁

場を z 軸から 4°傾けた場合(図中実線)には、弱いなが

らも非線形な成分が混入するため、ρyxは比例関係から

僅かに変位する。 

図２は、図１と同様な計算であるが、完全対称補償

の場合である。最初にも述べた様に磁場が正確に z 軸

に平行な場合（図中破線）ではρH は消失する。一方、

磁場を z 軸から 4°

限の値を示すだけでなく、磁場に対して遇関数的に

振舞う。 

通常補償と完全対称補償で、顕著に異なる点は、図

１と２から分かるように、 通常補償のρyxは磁場に対

してほぼ奇関数的に振舞うのに比べて、完全対称補償

のρyxは磁

2

 Compensated case 

( Nh=Ne and �h > �e)

けでなく、磁場に対して遇関数的に振舞うという点

である。即ち、補償か完全対称補償かによって、磁場

に対するパリティ性に明確な違いが生じることが分か

る。原理的に、完全対称補償であることを証明するに

はρＨがゼロになることを示せばよいが、実際には測定

誤差に影響されるのでそれは難しい。これに対して、

ρyx(磁場を z 軸から傾けた場合)の測定では、磁場に対

するパリティ性に明確な違いが期待されるので、実験

的に判定し易いと考えられる。 

 
３． 測定方法 

 
測定試料は、膜厚約 250 nm の

そ

傾けている。

影

 
F

 

４．実験結果と考察 

 図４に YH2＋δ(δ＝－0.03)の測定結果を示す。磁場
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ρ

H
,ρ
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(Ω

ｍ
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の反転に対して交差電圧は符号を変えず、遇関数的な

挙動を示す。測定 電流方向と完全

に垂直でないために、ゼロ磁場においても１mV 程度

した電圧端子方向が

の電圧が発生する。図４では、実際に観測される交差

電圧からゼロ磁場の電圧を差し引いてプロットしてい

る。電圧端子が電流方向と垂直でない場合には、交差

電圧は、ρの非対角成分だけでなく対角成分にも影響

される。測定結果を非対角成分だけを考慮した(9)と

(10)式を用いて解析するのは、正確さを欠くので、対角

成分も考慮に入れた次式： 

dxxyx )sincos(VC ����� ��    (13) 

を用いて解析する。ただし、Ωは、電圧端子方向が y
軸となす角である。また、ρ

I

xxは、 

zyyzzzyy
xx

����
�

�

� (

きい

yxxyzzzxxzyyzyyzxxyxzyxzzxyzxyzzyyxx ������������������ �����

で与えられる。図５に(13)と(14)式に

14) 

よる計算結果を示

す。図中破線は正孔移動度が電子移動度より 2％大きい

場合で、実線は正孔移動度が電子移動度より 1％大

場合である。いずれも、正孔濃度と電子濃度は同じで

2＋δ

i ＋

( θ

≒

 and solid 
er than 
ctively, 
lectron 

 

 
 正孔と電子のキャリヤ濃度が等しい金属を一般に補

償金属というが、イットリ ム二水素物 YH2+δ(δ＝－

0.03)では、さらに移動度もほぼ等しいと考えられる現

が、磁気電気輸送特性に観測された。このような正

援助のもとに遂行されたことを

し、謝意を表する。 

 

1) Reed W. A. and Brennert, G. F., Topology of the 

ysical Review, Vol. 130, pp. 
565-569, 1963. 

2) Fawcett, E. and Reed W. A., Effect of 

ある。正孔と電子の移動度が高々2％異なるだけで、実

験結果を再現するのが難しくなることが分かる。これ

らの測定と解析結果は、YH (δ＝－0.03)における正

孔と電子では、キャリヤ濃度が等しいだけでなく、移

動度も非常に近い値を持っていて、その違いは高々2％

程度であることを示唆している。 
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F g. 4 Magnetic field dependence of a transverse voltage in YH2

δ＝－0.03) with geometrical conditions of Φ≒－４°and 
120°in Fig. 3. 
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5. 結論 

ウ

象

孔と電子の移動度が等しい補償状態が実在することを

示すには、今後、確固たる実験的証拠をより多く示す

必要があるだろう。 
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論文 

 
スマトラ沖大地震における樹林の津波防御効果について 

 
タイ南部地区 

 
Investigation on Effect for Vegetation by Tsunami in that Case of Sumatra 

Earthquake, Southern Part of Thailand 
 

佐々木 寧*, 田中 規夫*, 湯谷 賢太郎* サマン・ホモチュエン**   
 

Yasushi SASAKI , Norio TANAKA , Kentarou YUTANI and Samang HOMCHUEN 
 

This study reports the damage at the coastal area in south Thailand by Indian Ocean Tsunami occurred at 

Dec.26.2004. The investigated area covered about 250 km at Andaman seaside from Phuket to Ranong. For 

elucidating the effect of vegetation on tsunami protection, the representative vegetation was classified 

according to the stand structure of the tree. The representative trees were classified into five and their stem 

diameter (d), tree height, branch structure, density of the trees and the forest-width to the Tsunami-direction 

were investigated. From the survey, mangrove, especially Rhizophora apiculata forest, was effective to protect 

Tsunami damage with its complex root structure. Anacardium occidentale was also effective with its large 

diameter branches at low height from the ground level. On contrary, Casuarina equisetifolia has assumed little 

effect to reduce the velocity when their diameter grow large (d>0.5m) with large stem-spacing (7-30m). 

 

Keywords: South Thailand, Tsunami disaster, Mangrove, Vegetation   

 
2004 年 12 月 26 日発生のスマトラ沖大地震は、イン

ド洋沿岸の広範な地域に、未曾有の大津波という形で

深刻な被害を与えた。タイでの被災海岸は約 600ｋｍ

にも及び、世界的にも有名な観光地プーケット、ピー

ピーアイランドをはじめ沿岸の村落、施設に深刻な被

害を与えた。人的被害も 30万人以上と多く、このリポ

ートの対象であるタイでも一万人弱の犠牲者を数えて

いる（Table 1）。 

 これらの地域は、地震をはじめサイクロンなど、こ

れまで大きな自然災害のほとんど経験していない地域

であり、被害を大きくした要因の一つとなっている。 

 
Table 1 Number of the victims in each country  
 
  国名    死者     行方不明者 

インドネシア 105,162     127,774 

スリランカ   38,000       5,600 

インド     11,000       5,600 

タイ      5,400      3,100 

マレーシア      74       － 

モルジブ       82       26 

ミャンマー      59       － 

バングラデシュ    2       －  

      ロイター通信などによる 
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スマトラ沖では、その後も地震の発生、新たな火山

活動が活発になるなど、地球温暖化による海面上昇も 

からみ、今後沿岸域の保全と、坊災対策が急務となっ

ている。 

 

1. 調査の主要目的と方法 

タイにおける被害実態調査は、2005 年 2 月 27 日か

ら 3 月 5 日にかけて行なった。実地調査に先立ち、タ

イ、カセサート大学 Sanit Aksornkoae 教授、タイ政府

の Royal Forest Department の森林保全主任 Sonjai 

Havanond 氏などから、被害状況についてのヒアリング

を行なった。 

今回の調査では、単に物理的被害の現状調査だけで

はなく、津波発生時、現地に現存する海岸林やマング

ローブ林など、樹林の防災効果を検証する目的を主と

するものである。 

1998 年 7 月 17 日、パプアニューギニア北西部でも

地震による津波災害が発生、その際も 6,000 人を越え

る犠牲者をだしている。報道された被災地アイタベ、

ウィボン地区の記事、写真で見ても、住宅地は完全に

壊滅している。にもかかわらず、ココヤシの樹林がほ

とんど無傷で残存している。このような状況を見ても、

樹林の防災効果を科学的に検証しておく、強い必要性

が感じられる。今後の防災対策として、有効な対策の

一つと考えられる海岸防潮林の造成などに対し、適切

な樹種構成と構造、配置などの基礎的資料を得ようと

するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 The stricken area from Tsunami in the New Guinea 

at 1998 (by Newspaper Mainichi, Japan) 

著者らは、2005 年 4月にスリランカでも同様の目的

で現地調査を行っており、その速報として二つのリポ

ートに分けて、ここに報告するものである。現地調査

にはタイ・コンケン大学理学部の修士学生 Jakrapong 

Taengtong と学部学生 Phetprakai Wongsorn らの協力

も得た。ここに謝意を表する。 

2. 調査地 

調査地は、報道でも被害実態が詳細に報告されてい

るプーケット県だけではなく、その北部のパンガ県、

ラノン県も含めて、海岸線沿い約 250 km の区間で、29

箇所についてその被害実態を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Locations of the observed damaged site by the  

Tsunami in the Southern part of Thailand 

 

調査地 Observed Area は以下のとおり（Fig. 2） 

Phuket Province 

     Kata Beach   

     Thavorn Beach in Karon Bay 

     Patong Beach in Patong Bay 

     Bang Tao Beach 

     Nai Yang Beach in Sirinat National Park 
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 Pang Nga Province 

      Pang Nga Bay National Marine Park 

  Kaolak District 

Muang Tong Beach  (Police Boat) 

      Khao Lak Lam Ru National Park  

  Takua Pa Yam Yao Tempel  

      Ban Nam Kem 

  Kuraburi District 

     Thung Nam Dam pier 

     Koh Pra Tong Island  Ban Moosi (No.4) 

 Ranong Province 

     Ranong Biosphere Reserve in  

                  In Ranong City  

Laem Son National Park in Kapoe 

  Naka District 

   Praphat Beach 

（Ranong Coastal Resources Research Center） 

     Ban Thale Nok (Wild Animal Rescue)  

 

事前のヒアリングにおいて、沿岸砂丘上に発達して

いる樹高の高いモクマオウは、津波が通過しただけで

効果はなかったが、樹高が低く密度の高いマングロー

ブ樹は、津波を食い止めるのに効果があったのではな

いかとのことであった。 

調査は津波の痕跡（折れた枝の高さ、倒伏方向、壊

れた屋根の高さ）で津波の高さの推定、樹林帯の特性

すなわち樹林幅、樹林の構成種、主要樹木の胸高直径、

樹木密度、および現地住民へのヒアリングという形で

行なった。 

 

3. 海岸植生類型と防災効果 

 調査地点は、報道でも被害実態が詳細に報告されて

いるプーケット県だけではなく、その北部のパンガ県、

ラノン県も含めて、海岸線沿い約 250km の区間で、29

箇所についてその被害実態を調査した。 

本研究では、調査地点（タイ南西海岸）における代

表的植生として以下のようなものが挙げられる。 

1)モクマオウ林 Casuarina equisetifolia community 

日本の海岸クロマツ林に相当する代表的な砂丘上海 

岸林、沖縄以南の熱帯地方特有。とくにタイでは多く、

幹周160cm、20－40ｍに達する高木林が目立っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Casuarina equisetifolia Forest on the sand dune 

 

2)モクマオウーアダン林 Casuarina equisetifolia 

-Pandanus odoratissimum Community 

プーケット島の海岸では、モクマオウの樹林下に低木 

としてアダン Pandanus odoratissimum が混生、二層構

造となっている例がある。しかし、植生巾は狭い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Casuarina equisetifolia-Pandanus odoratissimum 

Forest on the sand dune、Kata Beach in Phuket   

 

3)クサトベラーグンバイヒルガオ砂丘植生 

Scaevora sercea-Ipomoea pes-caprae community: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5 Scaevora sercea Bush on the sand dune 

Thavron Beach in Phuket 
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4）カヤプテ林 Melaleuca cajuputi community 

砂丘後背湿地に発達する亜高木性の広葉樹林

（Fig.18）。淡水の湿地林であり、塩害の影響を一部受

けている（Fig.28）。とくに林床植生への影響が大きい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Melaleuca cajuputi community in the back  

ground swamp（Takua Pa.） 

 

1） フタバナヒルギ林 

Rhizophora apiculata community 

一部にはオオバナヒルギRhizophora mucronataが混

生、干満の差の大きい場所のマングローブ樹林。面積

的にも多くマングローブ林を代表する群落。群落の密

度が高いことから、津波の減衰効果と流木、漂流物を

トラップする効果が大きい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Density mangrove forest of Rhizophora apiculata 

community, trapped many driftwoods 

 

2） ヒルギダマシ林 Avicenia alba community 

干満の差の小さい場所のマングローブ樹林で、マン

グローブ樹林の最前線部に発達している。大径木が多

いが、樹林密度が低く、木杭型根であることから、ヒ

ルギ類 Rhizophora のタコノ足型気根をもつ樹林に 

比べ、減衰効果はより小さいと考えられる。 

 

 

 

  

 

 

Fig.8 Avicenia alba community of Mangrove. 

 

3） ココヤシ人工植栽林 Cocos nucifera Forest 

栽培植生として海岸に多い。植生幅も、面積的にも

大きく、広く植栽されている。一部オイルパームも見

られた。ほとんど減衰効果なく、林下を通過している。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Cocos nucifera Forest on the sand dune area 

 

4） カシューナッツ果樹園 

Anacardium occidentale orchard 

果樹栽培林として沿岸域に多く栽培されている。以

前マングローブ林であったと思われる立地に広がって

いる。樹林間隔が大きく、減衰効果は少ない。一部は、

一時的に落葉あるいは枯死にいたっていた（Fig. 10）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig.10 Anacardium occidentale orchard near the 

seashore, Praphat Beach in Ranong.  
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5） 雑木林：胸高直径 d=0.1m 以下で高さ 10m 以下、主 

に Syzygium gratum など自然性の低木類で構成、古砂

丘上に発達している。根茎ごと流亡するものが多い。 

6）マングローブ湿地低木、草本群落 Mangrove marsh 

マングローブ林の周辺には、ニッパヤシ Nypa 

fruticans の低木林、およびムラサキミズヒイラギ

Acanthus ilicifolius、ウミベガガイモ Flagellaria 

indica, ミミモチシダAcrostichum aureumの草本群落

などが見られる。泥質湿地でカニ山が形成されている。

土砂移動はなかった。 

 

4. 被災状況 

プーケットで 5ｍ強、北部カオラックでは 10ｍ強の

津波が発生したという報告がある 13）。 

4.１ 市街地とリゾートホテルの倒壊 

リゾート海岸地には、プーケットやカオラック地区

には、多くのホテルがある。そのほとんどが致命的に

被災している。Merlin Hotel はオープン直前に被災、

壊滅している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11 The building of hotels were destroyed by Tsunami 

(Kao Lak, Pang Nga). 

 

ホテルと道路を隔てるフェンスは、強度が弱い上に

面的に衝撃を受け全壊している。お土産屋や商店が崩

壊、大量のものを流失し、町の通りは流出物であふれ

ている。とくに車両は、車ごと浮遊することから、ほ

とんどが浮遊、流出しており、被災した人々にとって

も大きな凶器となったと考えられる。 

 

 

 

 

 

Fig.12 Almost wall around hotels were broken in Phuket. 

 

4.2 村落の破壊 

タイでは、インド洋側の国道は、海岸から数キロ離

れた山麓部に設置されており、海岸近くに大きな集落、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 All of the village was destroyed by Tsunami, Koh 

Pra Tong Island Ban Moosi (No.4) and Thale Nok 

 

町は比較的少ない。しかし、沿岸近くに位置する村落

や島嶼沿岸の集落（Koh Pra Tong Island、Ban Moosi , 

Thale Nok 村）などは、ほとんど壊滅状態であった。

新砂丘上にまで住宅地が進出していたためである 

ラノン県の Ban Nam Kem 村は、比較的人口の多い漁

村で、ここでも住民人 2,000 以上が死亡するという、

壊滅的被害を受けている。ここでは海岸に樹林はほと

んどなかった。 
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4.3 施設の倒壊・被害 

 沿岸部の施設として、港湾、漁港、および学校など

の公共建造物が設置されている例が多い。これらの港

湾施設の破壊、漁船、船舶の座礁、破壊、公共施設お

よび電信柱なども大きな被害を受けている（Fig.14）。 
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Fig.16 Broken buildings and soil erosion  

(Kao Lak,in Pang Nga). 

 

一方、植生のある場所では、ココヤシの人工植栽林で

すら、林床の土壌浸食量は少なく、株の根元部分、地

表根の一部が露出する程度であった。後背地にある 
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.14 Damages of the harbor facilities and ships  

By Tsunami disaster in Takua Pa 

.4 土壌浸食 

波は砂丘最前線の無植生部分を激しく侵食、砂丘

狭くしている。大きく海岸線を侵食した例も報告

ている。とくに河口付近での侵食が大きく、侵食

形成している例が多く観察された（Fig.15,17）。 

 

 

 

Fig. 15 Hard eroded area 

at the sand dune in 

nong 

Police Boat, Displaced from the sea 
 

 

 

 

 

Fig. 17 Hard eroded area at the behind of sand dune 

Praphat Beach and Kao Lak 

 
マングローブ樹林では、粘性の高い泥土であり、土壌

の侵食は認められなかった。Finlaysonia maritime, 

シイノキカズラ Derris trifoliate, ムラサキミズヒ

イラギ Acanthus ilicifolius、トウヅルモドキ

Flagellaria indica、ウミベガガイモ Flagellaria 

indica, ミミモチシダAcrostichum aureumなどの草本

植物、ツル植物などが生育しているマングローブ湿地



 

では、枯れているものが多いが、流失せずほとんど残

存、土壌の侵食・移動は認められなかった（Fig.18）。 

 

 

 

 

 

Fig.18 Mangrove marsh in Praphat Beach, Ranong 

 

5 植生の被害 

 5.1 倒伏 

 今回の津波に祭し、ほとんどの高木類は倒伏すること

なく残存していた。しかし、特に水流の集中した河口

部や小水路、溝および植生の最前線部の一部は、根こ

そぎ倒伏や流失している。根元部分の土壌が著しく 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19 Fallen tree of Cocos nucifera near the seashore 

 

洗掘されたためである。この場合、主幹が折れる例は

ごく稀であった（Fig.19）。 

マングローブ樹林は、通常内湾部に発達するが、唯一、

津波の直撃を受けた例を Koh Pra Tong で観察できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Damaged mangrove forest by Tsunami, 
hit directly in Koh Pra Tong Island, Ranong 

ここでは、倒伏、枝折れ、枯れと明瞭な被害がでてい

るが、その影響範囲、到達距離は狭く、高い密度の樹

林構造が衝撃を吸収したといえる（Fig.20）。 

 

 5.2 損壊（折れ、引き剥がし） 

高木の枝葉の折れた例は多い。ココヤシについては、

津波の波高が高かった場合、枝葉が大きく損壊してい

るが、その場合も折れることはなく棒状となって残存

していた。高木で主幹が折れた例としては、サトウヤ

シおよびマングローブのフタバナヒルギである。この

場合は孤立木であり、稀な例といえる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.21 S

 

砂丘上

海岸砂丘

考えられ

が露出流

くに伸び

ていた。

 
 5.3 枯

 枯死に

壌が侵食
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Survived Cocos tree 

urvived Cocos tree and broken tree of mangrove  

(Ban Nam Kem and Thung Nam Dam) 

の草本群落であるグンバイヒルガオ群落は、

の最前線部にあり、激しい水流に晒されたと

る。砂の侵食流失により、多くの横伏地下茎

失し、地上部が枯れている。しかし、地下深

た直根茎が残存、新たな葉を展開、再生させ

 

死（土壌流出と塩害） 

は二通りの原因がある。一つは根茎部分の土

、流出し、根茎がむき出し状態になった場合 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.22 Case of dead trees affected exposure of roots by 

heavy erosion (Casuarina equisetifolia) 

 

である。この例として多いのが海岸林の最前線にある

モクマオウであった（Fig.22）。 

もう一方は、海水の流入で一時的に海水に浸かった

影響で枯死、あるいは一時的に落葉した例である。イ

ンドソケイ Plume ia rub a などは、一旦落葉後、新

たな新葉を展開している（Fig.24,25）。しかし、マンゴ

ーMangifera indica やナンヨウザクラ Muntingia 
calabura は枯死に至っていた。マングローブ植物の一

つに数えられているカヤプテ Melaleuca cajuputi は、 

r r

r

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23 Withered Melaleuca cajuputi affected Salt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 Salt crystallization after evaporation of  

the seawater (Praphat Beach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 Some trees withered passing by seawater 

(Terminalia catapa and Plume ia rubra) 

 

淡水湿地林で、海水の溜まりができた部分で枯死して

いた（Fig.23）。カヤプテ林内に多いツル性の羊歯植物

イリオモテシャミセンヅル Lygodium microphyllum, 

ツルキジノオシダ Lomariopsis spectabilis は枯死し

ていた（Fig.6）。 

 

6. 考察 

 

本研究では、タイ西海岸における代表的植生のうち、

モクマオウ、フタバナヒルギ、ヒルギモドキ、ココヤ

シ、カシューナッツ果樹園、雑木林について、特に樹

形・胸高直径に注目した。Fig.26 に調査地点の津波に

よる浸水深と、樹林帯の厚み（樹林の胸高直径ｄ(m)×

奥行き方向の樹林の本数）の関係を、首藤(1985)12）と

同様に被害状況の関連で示した。モクマオウとココヤ

シは、10m 以下には枝も少なく、しかも樹幹距離が

7-30m と広い。そのため、津波は樹林帯の林床を通り

抜けて 1-2km 先の人家を破壊した。雑木林は 10m クラ

スの津波浸水深では、ほとんどが破断・流出していた。

しかし、フタバナヒルギは、津波浸水高 5m クラスで、

気根が流勢を分散し、孤立樹でも破壊を免れていた。

津波浸水高 8m クラス以上では、気根と樹幹の間の、

主幹が破断されたが、樹林帯の破壊幅は、約 50m 程度

で止まっていた（Kang 島）。カシューナッツ樹は、1m

程度の高さで主幹（d=0.5m 程度）と同程度の太い幹を

生長させるため、多くは倒伏せずに残存した。カシュ

ーナッツ群落の背後では、450m 地点で人家の被害が抑
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止されたのに対し、樹林のない近接する人家は、700m

地点まで破壊された（Ban Thale Nok）。これら 2 種は首

藤(1985)の D-2 領域 (日本の樹林では、林帯内表土洗掘

が生じるが、背後地で流勢緩和が期待できる領域) に

おいても主樹木に被害なく漂流物を阻止していた。一

方、モクマオウの巨木（d=0.5m 以上）森林では、減衰

効果がなかったものの、若木(d=0.1m 程度)と巨木が混

在する地点では、若木が倒伏しているものの流出せず、

巨木の折れた枝などを溜めている地点もあった。 

以上より、気根を出すマングローブ樹や、太い枝を

出す低木樹は効果があること、樹林帯や樹木そのもの

が多様な樹種構成、樹齢構成を持つことが重要である

こと、などが痕跡調査から明らかとなった。 

 

 

 

Fig.26 Relationship between Tsunami height and 

Summed tree diameter of the forest compared with Shuto 

(1985). Rh, Ah, Ma and Sy denote Rhizophora apiculata, 

Casuarina equisetifolia, Anacardium occidentale and 

Syzygium gratum, respectively. 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Density mangrove forest in Lagoon, suffered only 

slight damage (Thung Nam Dam in Ranong) 
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論文 

 
大型湿地植生の洪水によるダメージと回復過程を考慮した 

適正洪水導入規模に関する研究 
 

Appropriate flood intensity to the wetland in old meandering river trace  
considering the regrowth process of emergent macrophytes 

 
田中規夫*, Das, S.C. **, 武村武**, 八木澤順治** 

 
Norio TANAKA，Das, Shamal Chandra, Takeshi TAKEMURA, Junji YAGISAWA 

 
Field experiment was conducted for elucidating the damage effect on the productivity of wetland species, 

Phragmites australis, and upland species, Miscanthus sacchariflorus, in a river-floodplain. River flow was 

analyzed by two-dimensional depth-averaged Reynolds equation to solve the moment acting on the stems. 

Regrowth dynamic model considering their stem-breaking was formulated and their growth was analyzed in 

relation to flood discharge, flood interval and their stem-breaking moment. If their stem breaking is occurred 

every year, survival of the two species is difficult. However, they can survive with 2-5 years’ interval and the 

superiority of M. sacchariflorus is decreased with stem-breaking condition. However, the breaking moment of 

M. sacchariflorus was larger than that of P. australis and the decrement in belowground biomass was smaller 

under bending damage. This indicates that the weak flood does not change their competitive superiority. 

 

Keywords: Phragmites australis, Miscanthus sacchariflorus, Competition, Bending damage, Regrowth 

 
1.はじめに 

 
埼玉県桶川市太郎衛門橋下流の荒川旧流路群におい

ては，本川の河床低下に伴う攪乱頻度の低下や周辺土

地利用の変化による湿地の乾燥化が生じている．そこ

で，現況の湿地環境の保全と再生を図るための手段・

方向性の１つとして，横堤により分断された各池の連

結や本川からの洪水の導入による攪乱創出が検討され

ている．こうした既存湿地に洪水攪乱を導入した場合

には，洪水攪乱の規模と頻度というのが重要な視点と

なる．湿地から陸上にかけて生育するヨシとオギはこ

の旧流路において優占的な種となっているが，乾燥化

に伴い陸上系のオギが流路中央においても進出してい

る部分もある．これらは地上部が破壊されても地下器

官を使って再生する能力を持っているため，洪水攪乱

が与える影響を長期的に評価することが重要となる． 

 ヨシ 1)やヒメガマ 2)などの抽水植物に対して，刈り取

りなどによる地上部損失が再生長や地下器官に与える

影響という形で基礎的な知見が抽出されつつある．そ

して，その特性は生長モデル 3),4),5),6)という形で定量評価

されつつある．茎に働く力のモーメントは洪水時の河

川流との関連で評価できることから，水理解析，茎の

破壊モーメントと上記生長解析の連動は洪水攪乱が湿

地植生の遷移に及ぼす効果という点に対し，定量的な

環境影響評価を行えるポテンシャルを有している．  

植物と洪水の関係については，A.茎の破断，B.なぎ倒

された後に回復，C.なぎ倒された後に枯死，等のパター

*埼玉大学 工学部 建設工学科 

Department of Civil & Environmental Engineering,

Faculty of Engineering, Saitama University, 255

Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, 338-8570, Japan 

**埼玉大学大学院 理工学研究科 

Graduate School of Science and Engineering, Saitama

University 
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ンが存在する．これは，植物の持つ茎の降伏強度と破

断強度（>降伏強度）と外力の大小関係によって決まる

と考えられる．A による地下茎生産への影響はヨシ，

オギの刈取り実験の知見が活用可能であるが，B や C

が地下茎動態に与える影響についての知見は不足して

いる．ダメージの程度を刈取り高さの変化により解明

しようとする試みも見られるが，実際の自然現象とし

ての「降伏」と「破断」が植物生産に与える影響につ

いては不明である．そこで，本研究では，植物の動態

と河川による外力ダメージを関連付けるために，B や C

を想定した実験を行い，ヨシとオギの生長特性を解明

する.その知見を活用し，長期的な動態予測を河川の外

力規模と関連付けた解析を行い，導入する場合に要求

される条件（洪水規模，洪水導入間隔）についての知

見を抽出する. 

 

2.調査および解析方法 

 

２.１ 現地観測および現地実験 

調査項目それぞれについて実施方法を以下に示す. 

(1)ヨシ・オギの強度特性・曲げ剛性調査 

ヨシ・オギの茎の期別強度（自然再生対象地とは別

途地点：秋が瀬公園内（荒川高水敷上）の湿地 (35° 51´ 

N, 139° 39´ E) ）を push-pull ゲージ（AIKOH 9550A），

変位計で観測し，強度特性・曲げ剛性特性を計測した.

本調査で得られた値は洪水解析により算出したモーメ

ントと比較するために使用した. 

(2)刈取り・なぎ倒し実験 

現地実験も秋が瀬公園内の湿地で実施した.オギは

やや比高の高い地点（後述するヨシ湿地より 0.3-0.5m

程度微高地）にある約 500m2 の純群落，ヨシは湛水深

0-0.1m 程度の湿地に繁茂する約 1000m2 の純群落内に

設定した.両群落間の距離は 100m 程度と近接した位置

関係にある. 

①なぎ倒し実験 

ヨシ，オギそれぞれの実験区において，1.0 m x 1.0 m

のコドラートを 12箇所設置した. ヨシには 10Nの外力

を 659 本の茎に，オギには 20N の外力を 501 本の茎に

push-pullゲージを用いて作用させた.これらの力はそれ

ぞれの種における平均的な破断強度よりも低めに設定

した.さらに，なぎ倒し実験に用いた全ての茎の直径を

計測した. 

②破断実験 

ヨシやオギの破断実験は既往研究において実施され

ているが，なぎ倒し実験との比較を行なうために，そ

れぞれに種に対し，1.0 m x 1.0 m のコドラートを 4 箇

所，5.0 m x 2.5 m のコドラートを 1 箇所設置した．茎

は地上高さ 0.2m で切断した（以後，100%破断実験と

する）.同様に，1.0 m x 1.0 m のコドラートを 4 箇所，

5.0 m x 2.5 m のコドラートを 1 箇所，茎高さの中央で

切断した（50%破断実験）.さらに，比較区として，1.0 

m x 1.0 m のコドラートを 2 箇所設置した. 

 

２.２ 流れの解析 

(1) 解析モデル 

旧流路の流況を解析するに当たっては，細田ら 10)に

よる一般座標系の平面２次元非定常流れのモデルに 

Struve et al.11)による植生を考慮した直交座標系モデル

を一般座標系に変換し取り込んだものを使用した．一

般座標系（ξ,η）の基礎式を以下に示す． 
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ここに，λ：間隙率， t：時間， J:ヤコビアン， (ξx, ξｙ, 

ηｘ, ηｙ)：変換のマトリクス，（u,v）：水深平均流速，

（U,V）：流速ベクトル（u,v）の反変成分， (Qx,Qy)：

流量フラックス，g：重力加速度，h：水深，ρ：水の密

度，Zs:水位，(τx,τy)：x - y 座標系の底面せん断応力の成

分，
2'u− , ''vu− , 2'v− ：x - y 座標系の水深平均レイノル

ズ応力，（fx,  fy）：植生抵抗である． 

水深平均レイノルズ応力は Nezu & Nakagawa12) によ
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る水深平均乱れエネルギーの実験式から算出する．こ

の式は，植物破断前の流れ場を解くのに使用した．破

断した茎が浮遊物として流水中に存在する条件，ある

いは他の茎に付着している条件は，本研究の適用外と

する．底面せん断応力は Manning 則より算出し，間隙

率及び植生抵抗（ fx,  fy ）は以下のように算出する． 
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ここに，Dt：植生密度，mt：直径，nl：リター率（＝リ

ターバイオマス／地上部バイオマス），hs：植生高，Cd：

抵抗係数である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Grid generation 

(2) 平面流況解析条件 

対象とした河川は，Fig.1 に示す荒川旧流路（全長約

5 km，川幅 30～100 m）である．河床高データは国土交

通省荒川上流河川事務所による測量データ（20～50 m

ピッチでの横断測量）を使用した．横断データは一般

座標系のグリッドデータとして 100 m ピッチに変換し

て使用した．旧流路の格子点数は流下方向 50×横断面方

向 10 とした．また，荒川旧流路のうち，オギ及びヨシ

の繁茂する場所として上流部（上流から約 1.3 km 地点

まで），その中でも洪水時における流速・水深状況の

大きく異なる 2 点，すなわち，上流から 400 m地点（Point 

A）と 1300 m 地点（Point B）に着目した． 

計算条件について，初期水深は実際に水が溜まって

いる部分に水深を，フラッシュの流量規模は 3 ケース

（10，20，30 m3/s）の一定流量を与えた．また，旧流

路最下流は急勾配であるため下流端水深は等流計算に

よる水位－流量関係より求めた．また，Manning の粗度

係数を 0.032，抵抗係数 Cdを 1.0 とし，植生密度，直径

は現地観測より，それぞれ 50 本/m2，8 mm とした． 

なお，本論文における 2 年に 1 回の洪水導入は本川

の確率規模 1/2 に対応するものではない（越流部の形状

に依存する）．ここで検討する洪水流量規模や導水間

隔は自然再生事業に直結するような意味はもたない． 

 

２.３ 生長解析 

 本研究においては植物の洪水による茎の破壊を植物

の刈り取りと同義として扱う．そこで，オギ・ヨシの

刈り取りモデルを作成し検証を行った．植物の純群落

の生長解析に関しては，Asaeda & Karunaratne3)はヨシの

モデルを提案し，Tanaka et al.4)は，ヨシとの鉛直方向の 

生産構造の違いを表現することにより，ガマ・ヒメガ

マのモデルを提案している．オギの生活史，各器官の

バイオマス変化の値は異なるものの，器官間のエネル

ギー輸送という観点では類似している．そこで，田中

ら 8)は，Asaeda & Karunaratne3)，Tanaka et al.4)と同じ基

礎方程式系を使用したオギモデルを見沼たんぼ（本観

測地とは異なる）にて作成し，陸上の植物に対しても 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table1 Modeling the phenology of  

P.australis and M.sacchariflorus 

Table2 Parameter list 

 
(For other parameters, see Asaeda ＆ Karunaratne3)) 
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本手法・支配方程式群の有効性を示している．なお，

日射・気温のモデル化については，田中ら 5)のモデルと

同様とした．なおヨシモデルは田中ら 5)を基本とした． 

(1) オギモデル 

再生長特性・戦略を評価するため，オギの生長モデ

ル（刈り取り再生長を含む）を作成し，刈り取りが地

下茎バイオマスに与える影響を定量評価した．刈り取

りがある場合のオギモデルは現地観測 8)をもとに刈り

取り後の生活史とモデル定数の設定を行った．生活史

とモデル定数は既往観測 13)と本現地観測をもとに

Table1，Table2 のように設定した（比較のためヨシとと

もに示す）．  

群落頂部から i cmの高さにおける光合成量 Phsht(i)は，

Tanaka et al. 4）をもとに，水位が生長に及ぼす影響を考

慮し， 
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とした．ここに，Pm：最大光合成率，KCO：二酸化炭素

の乾燥重量への変換定数，KNP：地中のリン酸濃度，窒

素濃度が生長に与える影響を表す変数（0 ～ 1），

Klevel：水位影響 15)を表す関数，θ：アレニウス定数，T：

日平均気温，IPAR(i)：i 層の高さにおける有効日射量，

Agesht：光合成開始日からの日齢， KPAR，Kage，Kwater：

半飽和定数，wl：開水面を基準とした水位，wm：生長

が最大となる水位，LAI(i): 各層の葉面積指数（生葉面

積/土地面積）である． 

群落内日射量分布は，ある高さでの有効日射量 IPAR(i)

を Lambert-Beer の法則を用い，植物頂（j = 1）からそ

の高さ（j = i）までの葉面積指数の積分値の関数 Fiと

して， 

iFk
PARPAR eIiI ⋅−⋅=)(       （8） 

∑
=

=

=
ij

j
i jLAIF

1

)(       （9） 

と表現した．ここに，κは吸光係数，IPARは光合成に利

用可能な日射量 17)である． 

(2) 群落競合モデル 
競合解析の場合には，他種の葉の作る陰も考慮する

必要があることから， 

)()( IIiIIiII FkFk
PARPAR eIiI ⋅+⋅−⋅=     （10） 

とした（田中ら 8）,18)と同様）．ここに，添え字Ⅰ，Ⅱ

は種Ⅰ（オギ），種Ⅱ（ヨシ）を表す． 

LAI(j) (m2/m2)は Asaeda & Karunaratne3)と同様の式形 

( ) ( )[ ] [ ] LAILAI b
shtfrLAI

b
leafLAI jbaajbajLAI )(⋅⋅=⋅=  (11) 

で表現した．ここに，bleaf (j)， bsht (j)はそれぞれ，第 j

層の葉のバイオマス，葉茎のバイオマス，afr は葉茎の

うち葉に利用される割合，aLAI，bLAI は観測データより

求まる定数である． 

 

３.実験および解析結果 

 

３.２ 現地観測及び現地実験結果 

(1) オギ・ヨシの破壊強度 

Fig.2 にオギ・ヨシの直径と降伏強度・破壊強度の分

布を示す．この図からも明らかなように，ヨシに比べ

てオギのほうが茎の強度が高い結果となった．この

Fig.2 より近似式を作成した上で，上池のオギ・ヨシの

平均直径を用いて上池におけるオギとヨシの破壊強度

を求めた．また流体力によるモーメントと比較するた

め，実験結果より破壊モーメント Mb (N･m)を求めた． 

(2) なぎ倒し実験・破断実験結果 

Fig.3 にオギ・ヨシのなぎ倒し実験・破断実験（100％

破断，50％破断）結果を刈り取り後の地下部バイオマ

ス（BGB）に対して示す．この図より，なぎ倒しが冬

季の地下部バイオマスの減少に与える影響はヨシ，オ 

ギともに 10%程度で 100％破断の場合には両種とも比

較区に対し，ヒメガマの刈り取り実験 19)と同様に

30-40%の減少を示した．従来の 100％破断実験結果は，

弱いダメージにおける地下部バイオマスの減少量を過

大評価するおそれのあることがわかる.また，50％破断

の場合に，オギとヨシでは若干異なる傾向を示した.オ

ギの場合は残存する茎から多くの分岐枝を出した 
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Fig. 2 Relationship between force (yield force and 

breaking force) and average diameter of (a) Phragmites 

australis and (b) Miscanthus sacchariflorus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Seasonal change of belowground(BG) biomass in 

P. australis and M. sacchariflorus 

(180 branches/m2)のに対し，ヨシの分岐枝は極めて少な

く（2-3 branches/m2），再生長は主に地下部から出芽し

たもの（2-3 shoots/m2）であった.すなわち，オギはな

ぎ倒しや 50%破断において地上部を分岐枝によって再

生長させ，地上部を冬季まで維持し，地下部の減少を

極力少なくしたと考えられ，これが 50%実験における

オギの減少量の少なさに現れていると考えることがで

きる. 

 

３.２ 流況解析結果 

 10，20，30m3/s の規模の洪水を与えたときの最大流

速，最大水深は，Point A において約 1.17～1.98 m/s，

0.66～0.96 m，Point B において 1.25～1.69 m/s，0.38～

0.68 m となった．この流況解析結果を用いて，流れが

ヨシ及びオギに与える抗力を算出し，その抗力から茎

に働く最大モーメント（土壌面地点）を求めた結果を，

オギ・ヨシの破壊モーメントともに Fig.4 に示す.この

図より，3 ケースが想定された．すなわち，流量 10 m3/s

（Case1）：オギ・ヨシともに破壊モーメントに非到達，

流量 20m3/s（Case2）：ヨシのみが破壊モーメントに到

達，流量 30 m3/s（Case3）：オギ・ヨシともに破壊モー

メントに到達，の 3 ケースである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Comparison of simulated moment by drag force 

and breaking moment of P. australis and M. sacchariflorus. 

a. 10m3/s,  b. 20m3/s,  c. 30m3/s 

 

３.３ 生長解析結果 

(1)刈り取りモデルの検証 

埼玉県川口市見沼田んぼ（35 ﾟ 52’N，139 ﾟ 43’E）に

おける観測結果・実験結果 8)を元に，モデルの検証を 

行ったものを Fig.5 (a), (b) に示す．両モデルともに観 

測結果を十分に表現しうるものであり，この結果をも

とに以下の解析に用いるものとする． 

(2) 洪水導入間隔の検討 

オギ・ヨシともに折れる(100%破断)規模の洪水を想

定し（Case3），洪水導入間隔を変化させ 10 年間の単独 
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Fig. 5 Seasonal change of the aboveground biomass in two 

species, (a)M. sacchariflorus, (b) P. australis 

解析と競合解析を行ったものをそれぞれ Fig.6，7 に示

す．なお，図中の矢印は洪水の導入を示す．単独解析

（Fig.6）において，茎が折れる規模の洪水を毎年導入

した場合，両種ともに群落の維持が危うくなるため消

滅の可能性がある．しかし，洪水間隔が 2，5 年におい

ては飽和地上部バイオマスの大小はあるものの，ある

一定のバイオマスで長期間群落が維持されていくもの

と考えられる．単独状態においては，オギ・ヨシとも

に他種の影響を受けない状態を想定している．洪水間

隔が大きくなるほどダメージを受けた後の飽和バイオ

マスが大きいため，単独群落の維持を考えた場合，洪

水間隔は大きいほど影響は少ないといえる．またダメ

ージを受けた後の回復速度という点においては，ヨシ

のほうが早い結果となっており，茎が折れる規模でか

つ適正な間隔での洪水導入は，ヨシにとって有利には

たらく可能性がある．競合解析（Fig.7）においては，

毎年洪水を導入した場合は単独解析と同様に，オギ・ 

ヨシともに群落の維持が危うくなる．洪水間隔 2 年の

場合，オギがヨシの影響を受け地上部バイオマスは大

きく減少しており，オギ群落からヨシ群落への遷移，

または混成群落の維持の可能性が考えられる．しかし

洪水間隔 5 年の場合，初回の洪水導入直後はヨシが優

勢となっているが，オギが次第に回復していき，2 回

目の洪水導入によりオギがやや優勢傾向となっている． 
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Fig.7 Growth dynamic analyses with different flood interval 

for competitive stands (a)1 year, (b)2 years，(c)5 years 
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Fig.6 Growth dynamic analyses with different flood interval for

monospecific stands (a)1 year, (b)2 years，(c)5 years 
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したがって洪水間隔 5 年の場合，10 年の解析期間にお

いては混成群落が成り立っているものの，長期的には

オギが占有していく可能性が大きい． 

Fig.2 に示したようにオギの破断強度は，ヨシよりも

高いため，洪水時においてはヨシよりもオギのほうが

なぎ倒し状態になる割合は高いと考えられる.これと

Fig.3 の結果を合わせて考えると，100％破断のような

大規模洪水を除いて，オギのダメージは，ヨシよりも

小さくなる可能性が高い.Fig.6-7 に示した生長解析結

果は，100%破断条件において 2－5 年間隔の洪水はヨ

シの優位性を若干増大させることを示している.しか

し，なぎ倒し実験結果は，小規模洪水の場合にはそれ

があてはまらないことを示している. 

また両種が折れる流量規模(Case3)，ヨシのみが折れ

る流量規模（Case2）において生長解析を行った結果(30

年後の飽和バイオマスを Fig.8 に示す．Case2 では，洪

水間隔によらずヨシはオギに駆逐される結果となる.

自然再生を図る上で洪水導入を検討するのであれば，

ヨシのみが折れる規模の洪水は避けるべきといえ，流

量規模とダメージの関係をよく把握しておくことが重

要であると考えられる． 

 

4. 結論 

 

本解析手法により茎の破断の有無，破断の頻度によ

りヨシとオギの優位性が変化することを定量的に表現

可能となった．オギ・ヨシともに折れる規模の洪水を

導入した場合，洪水導入間隔 1 年であれば両種とも群

落の維持が危うくなる．洪水導入間隔が 2～5 年程度

（本川の確率規模 1/2～1/5 とは異なる）であれば，混

成群落が続く可能性があり，洪水間隔が大きくなると，

オギの優位性が回復し，ヨシはオギに駆逐される可能

性がある．そして自然再生を図る上で洪水導入を検討

するのであれば，洪水間隔 2～5 年が適当であり，ヨシ

のみが折れる規模の洪水導入は避けるべきであるとい

える． 
本論文により，水理モデル，植物強度，生長解析の

連動は，ダメージを受けた植物の遷移傾向の評価に対

し有効な手法となりうる可能性が示された．しかし，  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Effect of stem-breaking interval on the two species’ 

competition; (a) No competition, (b) Competition 

(Case3), (c) Competition (Case2) 

なぎ倒し状態に対する両植物の回復戦略を繁栄させ，

その条件に応じた遷移の方向性を解析することについ

ては今後の課題である． 
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論文 

 
スリランカ南部海岸線におけるインド洋大津波被害実態調査 

－ラグーン、海岸砂丘、樹林帯に注目して－ 
 

Investigation on the damage by Indian Ocean Tsunami at the southern coast in Sri 
Lanka in relation to the effect of lagoon, coastal sand dune and vegetation 

 
田中 規夫*, 佐々木 寧*, M.I.M. Mowjood** 

 
Norio TANAKA, Yasushi SASAKI and M.I.M. MOWJOOD 

 
For elucidating the effect of seaside forest on Tsunami protection, this study investigated the damage at 

the southern coast in Sri Lanka by Indian Ocean Tsunami occurred at Dec.26.2004. The investigated area 

covered about 250 km at the coast line. The representative vegetation was classified into five according to the 

stand structure of the tree and their stem diameter (d), tree height, branch structure, density of the trees and the 

forest-width to the Tsunami-direction were investigated. From the survey, mangrove, especially Rhizophora 

apiculata forest, and Pandanus odoratissimum was effective to protect Tsunami damage with its complex root 

structure. Two layer’s forest in vertical direction with Pandanus odoratissimum and Casuarina equisetifolia 

were assumed effective to decrease the damage behind the forest. Mixed forest structure with small and large 

diameter trees in plan view was also assumed important because the densely populated small diameter trees (d > 0.1) 

can reduce the velocity of the tsunami current and large diameter trees (d >0.3) can trap the broken branches, houses, 

etc. The survey indicates the importance of the horizontal and vertical forest structures. 

 

Keywords: Tsunami, Seaside vegetation, Mangrove, Lagoon, Tree diameter 

 
 

1.はじめに 

 

インド洋大津波は、インド洋沿岸諸国に未曾有の被

害をもたらした。防災の視点からは災害痕跡をもとに、

津波防御に対する防潮林の役割を明確化し、今後のマ

ングローブ樹林・沿岸植生の回復計画に反映させる必

要がある。防潮林の役割は、首藤(1985) にまとめら

れており、有効な場合の条件等が、津波の波高との関

係でまとめられている。しかし、マングローブ樹は、

樹形も気根形態が多様で、日本の赤松、黒松を主体と

する海岸林の結果とは、大きく異なることも想定され

る。そこで、今回の津波に対し、沿岸植生が果たした

役割をラグーン、海岸砂丘、樹林帯について特に注目

した。現地調査は Fig.1 に示すスリランカ西部から東

部海岸地域において行なった。 

 

2. 現地調査地点ならびに方法 

 

Fig.1 に示す海岸線沿い約 250km の区間で、19 箇所
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についてその被害実態を、2005 年 4 月 1 日から 4 月 6

日にかけて、津波の痕跡（折れた枝の高さ、壊れた屋

根の高さ）、樹林帯の特性（幅、樹林構成種、樹林の胸

高直径、樹林密度）、現地住民へのヒアリングという形

で行なった。 

本研究では、A.モクマオウ Casuarina equisetifolia、

B.パンダナス Pandanus odoratissimum（A,B は日本で言

えば黒松やアダンに相当する代表的海岸林）、C.フタバ

ナヒルギ Rhizophora apiculata（干満の差の大きい場所

のマングローブ樹林）、D.ココヤシ Cocos nucifera（栽

培植生として海岸に多い）、E.雑木林（胸高直径 d = 0.1 

m 以下）の 5 種類の樹木と樹形に特に注目した。 

 

３.調査結果 

３.1 一般被害状況 

最初にスリランカにおける、一般的な被害状況をま

とめておく。 

１）リゾートホテル 

 日常的には、海岸線は景観的にも美しく、余暇を

過ごす一等地である。海岸にはホテル、レストラン、

ショップが設置される。しかも、その多くは海の望

める場所に立地する。Sea Side、Sea View Beach Resort、

Ocean View、Sun Resort 、Coral Gardens、Beach Inn、

Blue Wave などの名前がそのことを示している。こ

うした観光施設も砂丘（サンドバー）を削り、平場

を形成、海に直結した形をとっていた。全壊した Yala 

Safari Hotel の例でも、前線のサンドバーが欠如して

いる。こうした 新砂丘上の施設は、直撃を受け、ほ

とんど全壊している。 

 

２）住宅地の進出と植生の破壊 

 山岳地の多いスリランカでは、沿岸地に集落が集

中している。最近では、一般住宅は、海岸ぎりぎり

の新砂丘上にまで進出している(Fig.2)。とくに漁村

は、こうした新砂丘上にあり、集落には植生はほと

んどなく、ココヤシなどがわずかに散在するにすぎ

ない。特に、河口周辺の漁港付近では、人口集中地

であり、波打ち際まで住宅地が並ぶ。 

人口増加に伴う宅地の開発も、海岸砂丘上へ進出

している。Arugam Bay の例では、約 20 年前に新興

住宅地として、砂丘上に新たに開発、整備された集

落である。この場合、小学校など公共施設は、より

汀線に近い場所に設置されており、よく発達した比

高のある砂丘は、それ自体防潮の役割をはたすが、

住宅他の施設の設置で砂丘は削られ、砂の採取も行

われ、砂丘の形を失う例も多い。また、砂丘の土地

利用の一つとして、墓地の利用があり、ほとんど植

生がなく、砂むき出しの状態にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.2 Broken houses at the shoreline 

Fig.3 Damaged train and rails at Hikkaduwa 

Fig.1 Locations of the observed damage site 
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３.２ 樹林の災害状況 

1) 樹林量 

スリランカの内陸部農村は、住宅地内にココヤシ、

マンゴー、バナナ、ニームトリー（Azadirachta indica）

の有用木を多数種植栽し、密度の高い Garden Forest

を形成している。しかし、今回の被害地となった沿

岸域の多くは漁民である場合が多く、集落にはココ

ヤシ樹が主で、その樹木量は少ない。このことも津

波被害範囲が、海岸から内陸 1 km にも及んだ原因

となっている。Hikkaduwa の列車被災現場は、ラグ

ーンの海岸砂丘後背湿地に発達した集落でココヤシ

樹主体であった(Fig.3)。ラグーンの海岸砂丘上にあ

るココヤシ樹林下の集落も完全に壊滅している。遠

望では深い森のように見えるココヤシのみの樹林で

は、ほとんど抑止効果はなかったといえる。 

2）倒伏・流亡 

 津波により主幹が折れる例はほとんどないが、地

盤が砂地であることから、根茎部が洗掘され、根茎

ごと流出する例がほとんどであった。とくにヤシ類

はヒゲ根状で、表層 30～40 cm に広く根を張ってい

る。その長さは主幹部から 10 m 以上にも及ぶ。し

かし根元部分が洗掘され、樹幹に圧力が加わること

で、根茎が切断倒伏している。 

高木で倒伏した例は多くあり、ココヤシ（多い）、

コバテイシ（Terminalia catappa）、パンダナス（一例

のみ）、サトウヤシ（Borassus flabellifer）などがある

が、倒伏木のほとんどは流亡していない。すなわち、

高木類は流木の原因とはなっていないことを示す。 

2)土壌侵食 

 海岸最前線の植生帯、すなわちグンバイヒルガオ

帯(Ipomoea pes－caprae)では、表層 20～40 cm 程の砂

が侵食・流出しており、地下茎が露出している。表

層のほ伏茎は一部流亡しているが、直根部は残存、

調査時（被災後三ヶ月経過）には群落の中心部は、

新葉が展開し、密度高く再生していた。 

東部海岸でのツキイゲ群落（Spinifex littoreus）は、

より植被率の低い群落であるが、やはり直根部分が

残存し、大きな損壊は生じていない。一方、地下茎

を持たないハマオモト（Crinum asiaticum）は球根部

が露出、横伏していた。 

砂丘背部のココヤシ植栽部では、とくにその最先

端で侵食が激しく、ほ伏根が露出、後方部でも、ビ

ル風効果で根元部分がより侵食され、30～40cm 程え

ぐられている。しかし、根茎がヒゲ根状であり倒伏

する例は少ない。海岸林モクマオウやコバテイシの

場合、根茎下の砂が流出、1m 以上の侵食穴が生じ

ている。この例の場合の多くも、伏状しないが、枯

死に至っている例がある。 

しかし、裸地や植生の薄い部分に比較しても、コ

コヤシの人工林を含め、林床土壌が大きく侵食され

ることはなかった。 

河口部の他、ごく小規模の小水路、溝沿いでは、

流水が集中、深堀した侵食量は１m 以上に及び、コ

コヤシは根茎ごと倒伏している。この場合、返し波

の侵食と圧力が大きかったと思われ、ココヤシが   

海岸方向に倒伏している例があった。 

砂の移動は、汀線近い砂丘部と、植生のうすい砂

丘前線部からの流出が多く、植生のある場所ではそ

の量は限定的と考えられる。砂丘部分でも植生のう

すい部分では、波の通り道となり、その侵食量も大

きく、侵食岸を形成する程、おおきく侵食されてい

た。流水砂は約 100 m ～ 200 m まで流出、密度濃

い樹林部前で堆積している。 

3）海水流入の影響 

 津波は、大量の海水と砂を内陸部に移動、返し波

でその多くは再び海に流出しているが、一時的ある

いは溜まり水として長く内陸部に留まっている。こ

の海水の大量流入は、沿岸部の地下水、すなわち井

戸水にも影響を与えている。 

 植物影響の例でみると、沿岸部では、人為的に植

栽した樹木も多く、海水への物理的耐性と塩水に対

する違いが認められた。物理的にも、生理的にも塩

水にもっとも弱かったのはサトウヤシであった。ま

た、海水の浸水で３ヶ月後も新葉を展開せず、枯死

したと思われる樹が、Altocarpas とマンゴー、チェ

リー木であった。浸水時に枯死落葉し、その後、新

葉を展開したのは、ニームトリー、インドソケイな

どであり、その他、自然性のモクマオウ、コバテイ
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シや植栽木のココヤシ等はほとんど影響なく、耐塩

性が強いといえる。 

 林床に見られる草本群落は、3 ヶ月後の現状で、

植生が再生しており、枯死茶変したままの場所はな

かった。ただ、すでに枯死、消失した草本は確認で

きない。スリランカ沿岸に多いラグーン（内湖）に

生育する水生植物のうちスイレン、ガガブタ、ヒメ

ガマ、フトイ、ハスは開花しており、ダメージの痕

跡は見られない。もっとも多いホテイアオイ

（Eichhornia crassipes）は茶変した場所が多く見られ、

海水流入時に多く枯死したものと思われるが、しか

し一方で、新葉と花を展開し、再生しており、急速

に回復している。 

 

３.３ 主要地点における被害状況 

1) Koralawella 

海岸部に護岸はあるが防波堤・樹林帯はなく、海

面との標高差も 3-5 m 程度と低い。その海岸線から

50 m 程度の所を鉄道が、その陸側を国道が走る。そ

の鉄道よりもさらに海岸線寄りに家が建っていたた

め、その多くが壊滅的に破壊された(Fig.2)。スリラ

ンカ西海岸地域における津波浸水深は東海岸や南海

岸に比べてやや低く、この地点は痕跡より 2-3 m と

推定された。ここは、土地利用上の問題から被害を

受けたと考えられる。この地点から Kalutara までし

ばらくの間、同様に海岸線ぎりぎりまで住民が居住

しており、その多くが被災している。こうした海岸

沿いの集落構造は、サイクロンなどが来襲しないこ

の地域における特長とも言える。 

2) Kalutara 

 Fig.4 に Kalutara 地点の概要図を示す。はじめに、

Line-A における状況を記述する。海岸線に樹高の低

いココヤシがあり（樹高約 3-7 m 程度）、そのうち海

浜の浸食が激しく、津波の通り道になったと考えら

れるラインに生えていたココヤシは根こそぎ倒れて

いた（Fig.5:むき出しになった根の深さは約 0.3 m、

根の長さは長いもので約 4 m）。ココヤシの海岸側最

前列の間隔は約 3 m と狭い。ココヤシ樹林帯の海岸

より端部のすぐ内側には家屋が存在していたが、そ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Plan view at Kalutara 

Fig.5 Cocos nucifera (damaged)  

Fig.6 Pandanus odoratissimum (No damage) 

Fig.7 Rhizophora apiculata (No damage) 
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のほとんどが壊滅的に破壊された。ココヤシ樹林は

陸側では樹間距離が大きく、かつ樹高も高い（住宅

と住宅の間で栽培）。津波はこれらの樹冠下を通り抜

け、海岸から 100 m 以内にある家をおおむね破壊し

た。津波の痕跡高さは、海岸から 50, 120, 160, 220 m

地点で、それぞれ 3, 1.3, 1.1, 0.9 m であった。 

 前述した地点の約 500 m 南側に、カルガンガ川の

河口があり、その地点（Line-B）には自然に発達し

たと考えられるパンダナス（Pandanus odoratissimum） 

とモクマオウ（Casuarina equisetifolia）の群落が存在

していた(Fig.6)。パンダナスの樹林幅は約 20 m、モ

クマオウは約 40 m でそのうち約 20 m はモクマオウ

とパンダナスが鉛直方向に階層構造をなし、混生群

落を形成していた。海岸線から 60 m はなれたとこ

ろに存在していた家屋地点における、津波高さは約

0.6 m 程度であり、破壊されていなかった。これは

密集した樹林帯により樹林帯を透過する流量が減少

し、樹林帯の外側に主流線がそれ、結果として家屋

が守られたと考えられる。武村・田中(2005)により、

密集した株における透過流速は、茎と茎との間隔が

直径の 3倍から 0.5倍で 90-60％程度まで減衰するこ

とが知られている。複雑な根構造を持つパンダナス

樹林帯において同様の効果が発揮されたものと想定

された。なお、Line-A における海岸線にも、パンダ

ナスの樹木も 1 列程度生えていたが、減衰効果はな

かったと考えられる。Line-C においては繁茂したマ

ングローブが護岸効果を発揮したと考えられ、河川

を遡上する津波による側岸侵食などの被害は生じて

いなかった(Fig.7)。 

3) Hikkaduwa 

海岸線を走る列車が転倒し報道された地点である。

この地点には海岸沿いにパンダナスの樹木が奥行き

で 1-2 列程度あるが、多くはタコの足状の根よりも

上部（地上高さ 2 m-4 m）で破断していた(Fig.8)。通

常の樹木は根本で折れるが、パンダナスの場合は、

茎に働く抗力モーメントが最大になるのはタコの足

の直上部であり、これよりも下の浸水深の場合は、

減勢効果を発揮するが、樹木高さ程度を超える津波

では、破断する傾向があるようである（詳しくは力

学計算が必要）。津波浸水深は、痕跡より海岸線で約

5 m 以上、海岸線より 300 m 地点（倒れた列車地点

付近）で約 3 m 以上と推定した。 

ココヤシ樹林帯（胸高直径は約 0.3 m、樹木間隔

は、短いところで約 4 m、家などで間隔があいてい

るところは約 40 m 程度）は、海岸線から約 500 m

地点まであったが、津波は列車地点までの多くの家

屋を全壊し、500 m 地点より陸側にあるラグーンま

で到達した（津波の侵入域はココヤシで決まったの

ではなく、地形影響で決まっていた）。ココヤシは樹

冠下に枝もなく樹間が狭いところでも直径の 10 倍

以上あいていることから、樹林帯の幅があっても減

勢効果は皆無に近いことがわかる。 

4) Weligama 

ここにはモクマオウの樹林帯（幅 50 m（樹幹距離

約 2.8 m）×津波進行方向の奥行き 18 m（樹幹距離約

6 m）が存在する(Fig.9)。しかし、幅は薄く、背後の

家屋は破壊されているものもある。津波浸水深は、

海岸線から約 60 m の民家地点で約 4 m であった。

海岸の砂浜は鉛直方向に全体的に約 30-50 cm 侵食

されていた（樹林帯端部の樹木地点）。 

5) Rekawa 

砂丘上にリゾートコテージが立ち並び、その周囲

にはココヤシが栽培されているものの、100 m 程度

の区間に渡って家屋は全壊した。砂丘頂部付近には

パンダナスも 10 m 程度の厚さで生育していたが最

前列のパンダナスは破壊されていた。砂丘を越えた

流れは、背後のラグーンのマングローブ樹をなぎ倒

した(Fig.10)。津波の進行した方向にパンダナスとコ

コヤシが繁茂していたライン（以後、Line-I）では約

45 m(Fig.11)、パンダナスのみのライン（以後、

Line-II）では約 64 m、ココヤシのみのライン（以後、

Line-III）では約 84 m であった。マングローブ樹林

入り口付近における、津波浸水深は約 4 m で、砂丘

部における勾配・距離は大きく変わらなかった。砂

丘頂部（樹林帯端部）における津波の入力条件（Line-I

の痕跡では 5 m、Line-II,III の樹林帯入り口部は不明）

や Mangrove樹林の構成が厳密に同じではないため、

単純に比較はできないが、ココヤシのみの Line-III 

スリランカ南部海岸線におけるインド洋大津波被害実態調査 －ラグーン、海岸砂丘、樹林帯に注目して－                                                                   70



 

ではココヤシ帯内部での洗堀も観測されたことから、

10m の厚さのパンダナス帯は若干の減勢効果をはた

したと考えられる。 

6) Yala 

津波浸水深は、樹林帯入り口部で約 5～5.5 m であ

った。当該地点にあったリゾートホテルは全壊状態

であった。津波は海岸線から約 300 m 地点の古い砂

丘で一部は止まったが、一部は回りこみ、その背後

に巨大な湖を形成した。直径 0.15 m 程度のモクマオ

ウは倒れなかったものの、直径 0.07 - 0.1 m の低木林

（Bauhinia spp., Zizyphus spp.）を 200 m 以上にわたって

なぎ倒した(Fig.12)。0.05 m 程度の低木の多くは破断し、

流出していた。直径 0.3 m クラスで低い高さで太い幹

を形成する高木 Manikara hexandra は、内陸に流された

船やホテルの残骸を受け止めていた(Fig.13)。こうした

付加抵抗によるなぎ倒しを防ぐためには、d = 0.3 m 以

上クラスの樹林も必要であることが伺える。しかし、

直径の大きい樹木は、樹幹も発達し樹間距離が大きく

なるので、d = 0.3 m 以上の巨木と d = 0.1 m-0.3 m の密

集樹林が平面的に混在することが重要であると考えら

れる。 

7) Olivil 

この地点の津波浸水深は海岸地点で約 2.5 m と他の

地点に比べ、大きくはない。ココヤシ樹林帯は津波進

行方向に対し最大 54 m で、8 列程度存在したが、前述

したようにココヤシの減衰効果は薄く、背後の家屋を

破壊した。ここで特筆すべきは、ココヤシ林の背後に

海岸線に平行に走る水路が存在し、津波が水路を越え

て来襲した家屋では、水位上昇が緩やかであったため

破壊されなかったことである(Fig.14)。 

 

３．５ 海岸線付近における地形影響、樹林帯影響 

今回調査したスリランカ東部から南部海岸にかけて

の典型的な地形は、①新砂丘の上を道路・鉄道が走り、

その背後は、②Lagoon（Mangrove を主とする湿地帯）、

あるいは③古砂丘（10-30m クラス）、が形成されてい

た。漁民やリゾートホテルは海岸沿いぎりぎりに居住

地を求め（①よりも海岸線よりにまで）、農民はラグー

ン周辺に耕作地と居住地をおく。①をこえて加速され 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Pandanus odoratissimum (Broken) at 

Hikkaduwa 

Fig.9 Casuarina equisetifolia (No damage) at 

Weligama 

Fig.10 Rhizophora apiculata (Broken) at 

Meddilla 

Fig.11 Damaged mangrove forest (Excoecaria 

agallocha , Line I at Rekawa) 
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た流れは、200m 程度の樹林では勢いを止めることがで

きずに②や③まで到達した場合が多い。Olivil のような

単独水路であっても、海岸線に平行に走っているもの

が減勢効果を発揮したことから、Mangrove 効果はそれ

単独では議論できず、Mangrove 樹林帯内部の多くのク

リーク効果を含めて勢いを減衰したと考えられる

(Fig.10)。しかし、Yala 地区においては、低木林が長さ

200 m 以上もなぎ倒されたのに対し、Rekawa では同等

の胸高直径をもつシマシラキExcoecaria agallochaやヒ

ルギ属 Rhizophora のなぎ倒し距離長は、わずか 50 m

程度であった（津波浸水深は両地点とも 4-5 m）。これ

は、こうした樹種は、気根を含む非常に複雑な形状で

空隙率の低い樹林を形成しているためと考えられる。 

 

３.６ 有効な樹種と樹林帯内部構造 

Yala、Rekawa 地点の結果より、幹直径が太すぎず（d 

> 0.3 m :樹間が広くなる）、細すぎず（d < 0.1 m：なぎ

倒し・破断が生じる）、その中間クラスの幹（0.1 m < d 

< 0.3 m）が、高い密度で繁茂する方が効果あると判断

された。また、流出木等を受け止めて倒れないクラス

の樹木（d > 0.3 m）が平面的に混在することも重要と

考えられた。ただし、これらの条件は 5 m クラスの津

波に対するものである。Fig.16 にパンダナス樹林帯の

被害状況を首藤(1985)の結果と比較して示す。自然林

で密生群生型のパンダナス樹林は、その幹が d = 0.1 m

程度であるが、根系構造が複雑であることから、この

条件をよく満足すると考えられ、Mangrove 樹林とあわ

せてこれら樹林帯を保存することの重要性が示唆され

た。一方、モクマオウとパンダナスが二層構造をなし

混在する地点では、さらにその効果が高まる可能性が

あるが、ギャップのあくココヤシとの混在(Fig.15)や、

ココヤシ同士の階層構造は効果がないと判断された。 

 

３．７ 海岸林の防災効果 

 今回の津波では、建物崩壊などの被害は、数十 m

から 1 km 以上に及んでいる。海岸先端部ではほと

んどの建物が壊滅している。 

 樹木に関しては植栽のココヤシをはじめ、一部の

例外を除いて、高木類は大きく破損することなく残 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Trapping effect by trees (Manikara hexandra) 

 at Yala 

Fig.12 Broken trees (Bauhinia spp., Zizyphus spp.)at Yala 

Fig.14 Creek effect (parallel to the coast line) at Olivil 

Fig.15 Two layer forest (Cocos nucifera, Pandanus 

odoratissimum) : little effect because of a wide gap 
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存している。この場合、津波の流水は樹木で抑止さ

れることなく、内陸部深くまで達したといえる。一

方で、樹木の存在で生存した例が、インタビュー結

果などから多く報告されている。 

1)ソフトランデング効果 Soft Landing Effect 

 津波によって、人々の多くは波に流されている。

聞き取り調査によると、津波流水によって 200 m 以

上流された例があった。この場合最終的な漂着先が

樹上、枝葉の上で助かっている。 

 人が大きな損傷なく漂着できるのは、枝葉が多く、

密度の高い植物が有効である。聞き取りの例では、

Rhizophora 類のマングローブ樹林が有効であった。 

2)トラップ効果 Trap Effect 

 今回の津波では、速い水流と高波が生じており、

大量の車や家具、破損した建物部分、流木などが流

出し、水流とともに人体を傷つけ、新たな破壊を生

じている。 

 しかし、高木類のほとんどが流亡せずに残存して

おり、これらの流出物をトラップしている(Fig.13)。

結果的に後背部の物理的破壊力を低減させている。 

 砂丘後背部にマングローブ林がある場合、ほとん

ど完全に流亡物をトラップしている。マングローブ

林の背後家屋では水位上昇と冠水被害にとどまって

いる。 

3)避難効果 Escape 

 突然の津波に、ほとんどの人々が逃げ場を失って

いる。津波の第一波で周囲は冠水し、直撃を逃れた

人々も逃げ場を失っている。被災で助かった人々は、

流亡しなかった建物の上階に非難できたか、樹木に

よじ登って助かっている。いったん二階に避難、屋

根から木に移って助かった例もある。その後建物は

流亡している。この場合、ココヤシやモクマオウの

ように低い位置で枝のない木は、避難が難しい（ヤ

シ類、針葉型の樹木）。低い位置で枝分かれし、枝の

多い広葉樹類、すなわちクロヨナ、コバテイシ、カ

シューナッツ、インドソケイ、ニームトリーなどが

有効であった。 

 

４.おわりに 

 

本報告では、津波被害を海岸樹林帯が存在した地点

における被害状況および樹種、平面配置、鉛直構造と

の関連で整理した。防潮林計画に役立てるためには、

今回収集した茎の直径の分布や樹幹距離、群落構造（鉛

直分布）等のデータを用いて、水理実験や解析を行い、

その特性を反映した防災の計画論を確立する必要があ

る。 
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論文 

 
 
 

LATERAL LOADING TESTS OF FULL SCALED CONCRETE PILES 
EMBEDDED INTO THE GROUND 

 
 
 
 

Rabin TULADHAR*, Hiroshi MUTSUYOSHI**, Takeshi MAKI*** and Kohji DAIGO**** 
 

Recent earthquakes have shown that the non-linearity of soil and soil-structure interaction have significant 

effect on the seismic behavior of the bridges, especially those constructed on soft ground. This research aims to 

study the non-linear behavior of the pile-soil interaction during earthquakes using full scaled lateral loading 

tests on single concrete piles embedded into the ground. One dimensional monotonic loading was carried out 

in one pile specimen and the second pile specimen was subjected to cyclic loading.  

 

Keywords: Concrete pile, lateral loading, pile-soil interaction, seismic behavior 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

The behavior of pile foundation during earthquake 

ground motion has an important effect on the overall 

structural behavior 1). Recent researches have shown that 

non-linearity of soil and soil structure interaction has 

significant effect on the seismic behavior of the 

structures, especially those constructed on the soft soil 2). 

Moreover, observations of damages in the pile 

foundations in recent earthquakes have stressed the 

necessity of detailed study on performance of pile under 

seismic loading. 

There have been number of studies carried out on 

small scaled concrete piles embedded into model ground 
3-6). However, it is well known that the mechanical 

behavior of concrete members is influenced by its scale.  

Hence, considering the complexity of the interaction 

between a pile and the supporting soil, analysis of 

experimental data from the load testing of a full-scaled 

piles in the field gives better understanding of the actual 

behavior of piles during earthquakes. Valid verification 

of present analytical tools cannot be made without well 

documented data from the testing of the instrumented 

piles in the field. There are very limited studies on the 

behavior of piles based on full scale testing. 

This paper presents the results of a lateral loading test 

conducted on full-scaled concrete piles embedded into 

the ground. The research aims to study the non-linear 

behavior of the concrete pile-soil interaction during 

ground motion. One directional monotonic loading and 

reversed cyclic loading tests were carried out on two test 

piles. Particular emphasis of the testing was given on 
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depth-to-maximum-moment, magnitude of local 

deformation upon formation of a plastic hinge in the pile 

and characterization of local inelastic deformation.  

 
2. EXPERIMENTAL PROGRAM 

 
The experimental program consists of lateral loading 

test on two full scaled precast prestressed concrete piles 

embedded into the ground. One pile was subjected to 

monotonic loading and the second pile was subjected to 

reversed cyclic loading. Bending test was also conducted 

on the specimen with similar cross section as the test 

piles. 
 
2.１ Test piles details 

Test piles used for monotonic testing and reversed 

cyclic testing have same specifications. Both of the piles 

are hollow prestressed concrete piles of 30cm diameter 

and 6cm thickness. Six prestressed steel bars (PC bars) of 

7mm diameter were used for longitudnal reinforcement 

and spirals of 3mm diameter and 100mm pitch were used 

for confining the concrete Fig 1(a). Strain gages were 

attached to the PC bars in top 12m section of the test 

piles as shown in Fig. 1(b). Whereas, for the bottom 14m 

sections of the piles, strain gages were not attached. 

 Compressive strength of the concrete was fc
’ =  

69MPa and yielding stress of longitudinal steel was fy  = 

1325MPa. Effective prestress on the concrete was 5 

MPa.  
 
2.2 Experimental Setups 

 

9.4m

3.
9m

Reaction piles

Test Pile 
(SP1)

Test Pile 
(SP2)

Displacement 
Transducer

Hydraulic Jack Reaction Frame

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2 Experimental setup 
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0.18m

6 - φ7mm 
PC bars

Instrumented section (12m) Un-instrumented section (14m) 

 
(a)  

 

 

 

 (b) 
 

 

 

Fig.1  (a) Test pile details and (b) position of the strain gages 
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Test piles were setup in the following manner: i) 

drilling was carried out using 45cm diameter auger up to 

the depth of 20m ii) bentonite-cement paste was poured 

into the drilled hole to stabilize the soil and for easy 

penetration of the pile iii) 14m un-instrumented section 

of the pile was inserted and iv) end of 12m instrumented 

section was welded to the top of the 14m section and was 

embedded. Test piles were embedded up to 24.8m from 

the ground level (GL), where sand layer exists. The 

height of the head of the pile was 1.2m and the height of 

the loading point was 0.6m from the ground level. The 

reaction frames were setup on six reaction piles as shown 

in Fig 2.  

The reaction piles were driven up to the depth of 10m. 

Displacement transducers were used to measure 

horizontal displacement of the piles at  loading point. 

Experimental  setup  and instrumentation were done 

according to JSF standards 7) and ASTM standards8). 

 

2.3 Subsurface Investigation 

Standard penetration test (SPT) was carried out at the 

experimental site to investigate the relevant soil 

parameters along and beyond the test pile depth. NSPT 

values obtained from the test are shown in Fig. 3 along 

with the soil type.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 SPT test results 

 

2.4 Loading Pattern 

One dimensional monotonic loading was applied to 

SP1 and reversed cyclic loading was applied to SP2. In 

both the cases, loads were applied continuously and 

hence the effect of creep was not taken into 

consideration. 

 
3. OBSERVATION AND RESULTS 

 

3.1 Bending test of pile specimen 

From the bending test carried out on the 8m long  

pile with same specification as the test piles (Fig. 4), 

yielding moment of the section was obtained as My= 

42kN and ultimate moment of the section was Mu = 

51.2KN as shown in Fig. 5. 
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Fig. 4 Bending test on pile specimen with same cross 

section as test piles 
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Fig.5 Moment-curvature from the beam test carried 

out on pile with similar section 

 

3.2 Damage Pattern 

Occurrence of maximum bending moment and plastic 

hinge were below the ground level for both the 

specimen.  
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Fig.6 Crack pattern in (a) monotonic loading (b) 

reversed cyclic loading 

 

 

  
(a) 
 

           
(b) 

Fig.7 Soil deformation in (a) monotonic loading (b) 

reversed cyclic loading 

 

No damage was observed above the surface of the 

ground. Flexural failure was observed in both cases. 

Failure occurred due to the breaking of the tension 

reinforcement and then crushing of the concrete in 

compression. Damaged in the piles below the ground 

surface was examined by digging trench around the piles 

after completion of the tests. The damage pattern in the 

test piles are shown in Fig 6. In the specimen SP1, plastic 

hinge was formed at the depth of 0.6m (2D) from GL. 

Three PC bars in tension side were broken and concrete 

was crushed in the compression side. Whereas, in the 

specimen SP2, plastic hinge was observed at the depth of 

1.2m (4D) from GL. From the experiment, it was 

observed that depth of plastic hinge increased in the 

reversed cyclic loading compared with the monotonic 

loading. This is due to the decrease in the soil resistance 

caused by cyclic loading. Moreover, cracks were 

distributed in the wide range along the pile in specimen 

SP2 compared to SP1. 

GL

1.2m

0.6m

-0.6m

-1.2m

-1.5m

-2.1m -2.1m

-1.5m

-1.2m

-0.6m

0.6m

1.2m

GL

Loading  point

The movement of the soil after the loading in case of 

SP1 and SP2 are shown in Fig. 7. In monotonic loading, 

cracks were observed in soil in passive deformation side 

up to 0.6m distance from the test pile, whereas in the 

active deformation side, 10cm gap was observed in soil. 

In the reversed cyclic loading, cracks were observed up 

to 0.6m distance from the pile surface on each side and 

15cm gaps were formed in soil in each side. 

 

3.3 Restoring force and displacement relationship at 

pile head 

Load-displacement relationships at the pile head for 

SP1 and SP2 are shown in Fig. 8. Here, the restoring 

force refers to the reaction at the pile head due to the 

applied displacement. In the case of monotonic loading, 

SP1, yielding of the pile occurred at Vy = 44kN and 

maximum load achieved was Vu  = 51kN. Here the 

yielding of the specimen is defined as the yielding of 

longitudinal bars. The maximum displacement at the 

failure was 160mm. For reversed cyclic loading, SP2, 

yielding of PC bars occurred at depth of 1.2m from GL at 

load of Vy = 28kN in the face A, where as in the face B 

first yielding occurred at height of 1.2m at Vy  = 30.5kN 

load. Failure of the pile occurred by breaking of the PC 

bars in the face B at the maximum displacement of 

170mm.  
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Fig.8 Restoring force – displacement curves (a) monotonic (b) reversed cyclic loading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Distribution of curvature, moment and displacement for SP1 
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Fig.10 Distribution of curvature, moment and displacement for SP2 
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3.3 Curvature Distribution and equivalent plastic 

hinge length 

Magnitude of the local deformation upon formation 

of a plastic hinge is important in characterization of the 

inelastic response of piles 9). Local-deformation can be 

expressed in terms of curvature distribution along the 

length of the pile. Curvature distributions along both of 

the piles were calculated from strain data and are shown 

in Fig. 9 and Fig. 10. Although the measured curvature 

showed considerable variation, the region of maximum 

flexural deformation was fairly well defined.  

For specimen SP1, maximum curvature was 

measured at the depth of 0.6m, where the damage of the 

pile was also observed. In specimen SP2, maximum 

curvature was observed at the depth of 1.5 m from GL, 

however, the maximum damage in the pile was observed 

little bit higher at the depth of 1.2m.  

Moment distribution were calculated along the pile 

from curvature data using the moment curvature curve 

obtained from the beam test conducted on the specimen 

with same section as test piles. Horizontal displacement 

along the pile depth were obtained from double 

integration of the curvature data. Cubic spline function 

was used to approximate the scattered curvature data 

before integration. 

For SP1, maximum bending moment was observed at 

the depth of 0.6m from the GL. And for SP2, maximum 

bending moment was observed at 1.5m from GL. For 

cyclic loading, the shifting down of the plastic hinge 

location can have occurred due to reduced stiffness of the 

soil due to the repeated cyclic loading. Distribution of 

bending moment and horizontal displacement along the 

pile lengths are shown in Fig 9 and Fig. 10. 

 
4. CONCLUSIONS 

 

Considering the complex phenomena of pile-soil 

interaction during earthquakes, analysis of experimental 

data from lateral load testing on a full scale piles 

embedded into the field gives better understanding of the 

actual behavior of piles. Results of an experimental 

program on lateral loading test on single full scaled piles 

embedded into the ground are presented in this paper. 

Local deformations in the piles were studied from the 

distribution of curvature. Plastic hinge was formed at 

0.6m (2D) depth from GL for the monotonic loading 

where as at 1.2m (4D) for the reversed cyclic loading. 

The lowering of the plastic hinge occurrence in the case 

of reversed cyclic loading is due to the decrease in the 

soil resistance caused by the repeated cyclic loading. The 

experimental data will be used as the base for further 

analytical study of soil structure interaction.  
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関東地域都市部に飛散するスギ花粉への大気汚染物質の沈着 

Deposition of air pollutants on airborne Cryptomeria japonica pollen 

in urban areas of Kanto Plain, Japan 
 

王 青躍, 青木 大輔, 坂本 和彦 

Qingyue WANG, Daisuke AOKI and Kazuhiko SAKAMOTO 
 

The morbidity due to Cryptomeria japonica pollinosis so-called ‘Japanese Cedar Pollinosis’ is increasing, 

especially in the urban areas of Kanto Plain in Japan. The reasons of this increase might have been 

associated with airborne pollutants from the biomedical tests conducted on mice and rats. The overall 

purposes of this study were to investigate whether air pollutants may deposit onto airborne Cryptomeria 

japonica pollen or not during the pollen flying season, and thereby also try to find out the influence of 

airborne pollutants on the pollinosis, the results of which may advance the further biomedical researching. 

We investigated deposition of air pollutants on Cryptomeria japonica perigonium pollen and what 

pollutants may deposit together with the airborne pollen to respiratory tract between urban and 

mountainous areas. Metallic, ionic and carbonic components of suspended particulate matter (SPM) and 

perigonium pollen collected at the urban of Saitama City and the mountainous areas of Okuchichibu during 

the season were analyzed to identify their relationship. We found that crustal particles (Al, Fe and Ti) 

tended to deposit on the perigonium pollen. The amount of ionic components of anthropogenic secondary 

particles (NO3
-, SO4

2- and NH4
+) deposited on the perigonium pollen were higher in the urban than in the 

mountainous areas. It suggested that these airborne pollutants may affect the pollinosis, and it is important 

to determine airborne Cryptomeria japonica pollen and its major allergen (Cry j I), and investigate the 

chemical, physical and biomedical combination effects on it in our further study. 

 

Keywords: Cryptomeria japonica pollen, Perigonium, Suspended particulate matter (SPM), Ionic 

components, Metallic components, Carbonic components and Crustal particles 

 

 

1. はじめに 

スギ花粉症患者数は日本国民の約 20％と報告されて

おり 1)、現代の日本人にとって国民病とも言える。近年

ではスギ花粉症患者数の増加 2）、発症の低年齢化 3)、喘

息症状の発症 4), 5)の傾向が報告されているため、現代

病として大きな社会問題になっており、早急な改善策

が求められている。このような花粉症患者数の増加現

象は、特に都市部において顕著に現れていることから、

大気汚染物質による複合影響説が有力視されている 1), 

6)。現在までに、花粉症と大気汚染物質との関連性に関

する研究は、主に動物暴露実験による生体影響評価研

究が多く行われており、スギ花粉と大気汚染物質が同

論文 

埼玉大学大学院 理工学研究科 環境制御工学専攻
Department of Environmental Science and Human 
Engineering, Graduate School of Science and Engineering, 
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時に生体内に投与されると、アレルギー症状を相乗的に

増強させるアジュバンド作用が引き起こされることが

報告されている 7), 8)。しかしながら、これらの研究はス

ギ花粉アレルゲン（以後：Cry j I）と大気汚染物質を混

合したものを強制的に注入投与するといった研究例が

多いため、実際の呼吸器官への沈着が模擬されておらず、

スギ花粉が山岳地から飛散して都市部まで移流し 9)、人

体の呼吸器官に到達するまでに及ぼされる、大気汚染物

質によるスギ花粉症への影響因子を考慮していない現

状にある。その影響因子として、①Cry j I が多く局在す

るスギ花粉表面上 10）への粒子状，ガス状大気汚染物質

の沈着、②スギ花粉や機械的破壊、降雨での水分吸収に

よる膨張破裂等の物理的寄与を受けたスギ花粉フラク

ション 11), 12)と大気汚染物質が呼吸器官の同じ沈着部位

へ沈着することの 2 つが考えられる。そのため、これら

影響因子を解明することは花粉－大気汚染物質の複合

影響評価(Fig. 1)やその改善策、今後の花粉に関する疫学

的研究の発展のためにも非常に重要である。 

本研究では、スギ花粉飛散時期において、関東地域都

市部と山岳地でサンプリングした大気粒子状汚染物質

とスギ花粉を含むスギ雄花について、金属成分、イオン

成分、炭素成分の分析を行い、都市部に飛散するスギ雄

花、スギ花粉への大気汚染物質の沈着可能性について

調へた。ここではそのフィールド調査により得られた

基礎的結果を報告する。 

 

2. 実験方法 

 

2.1 大気粒子状汚染物質とスギ花粉を含むスギ雄

花の採取 

 関東地域都市部として、さいたま市の埼玉大学地

域共同センター屋上にて、山岳地として奥秩父の埼玉

大学山寮にて、それぞれ 2004 年の 3/2～3/8、3/11～3/16

の期間に大気サンプリングを行った。大気粒子状汚染

物質のサンプリングにはアンダーセンハイボリウムエ

アサンプラー（柴田科学製 AH-600, 以後：AHV サン

プラー）を用いた(Fig. 2 (a))。金属成分、イオン成分、

炭素成分の分析用サンプルとして、AHV サンプラーに

より大気粒子状汚染物質を 23 時間、吸引流量 566 L 

min-1にて、石英繊維フィルターに 5 段分級（1 段目の

粒径(Dp: particle size)：＞ 7 µm, 2 段目の Dp：3.3～7 µm, 

3 段目の Dp：2～3.3 µm, 4 段目の Dp：1.1～2 µm, 5 段

目の Dp：＜1.1 µm）して捕集した。この AHV エアサ

ンプラーは人体の呼吸器系の沈着部位に対応しており、

それぞれの分級段数に応じて、口や鼻腔、気管、気管

支、気管支枝、肺胞まで到達する大気粒子状汚染物質

の捕集を想定して設計されている。1~4 段目の大気粒

子状汚染物質(Dp >1.1 µm)には円形石英繊維フィルタ

ー(東京ダイレック製、AHQ-630)を、5 段目の大気粒子

状汚染物質(Dp <1.1 µm)には長方形バックアップ石英

繊維フィルター（東京ダイレック製、2500QAT-UP）を

使用した。さいたま市（都市部）における大気粒子状

汚染物質(スギ花粉、スギ花粉フラクションも含まれて

いる)を捕集した石英繊維フィルターは、チャック付き

ポリ袋に密封し、分析するまで-40℃で保存した。奥秩

父（山岳地）では、サンプリング期間中-20℃の冷凍庫

にて保存し、氷を入れた保冷箱により埼玉大学まで持

ち帰り、分析するまで-40℃で保存した。 

Fig. 1 Concept of pollen-air pollutant possible interaction 
processes in our studies. 

Here, DEP: diesel exhaust particulates, DEG: diesel 
exhaust gases, SPM: suspended particulate matter, VOC: 
volatile organic carbon, SVOC: semi-volatile organic 
carbon, Cry j I: major allergen of the pollen and Dp: 
particle size. 
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また、ダーラム型花粉採取器（西精機株式会社製、

DK-1SA）（Fig. 2 (b)）を用いて捕集した花粉を、光学顕

微鏡(島津製作所製、Model GLB-B1500MBITaN)や走査型

電子顕微鏡(SEM, 日立製作所製, Model S-2400) により

花粉個数をカウントし、ならびに花粉表面の形態を観察

した。ダーラム型花粉採取器は捕集部にワセリンを塗布

したスライドガラスを乗せ、重力沈降して付着する花粉

を捕集する捕集器であり、上部の円板は雨よけ、下部の

円板は、ほこりやゴミよけになっている。 

さらに、両サンプリング地点において、スギ花粉を含

むスギ雄花を高枝切りばさみにより飛散前の成熟スギ

花粉を含むスギ雄花を採取した。さいたま市（都市部）

で採取したスギ花粉を含むスギ雄花は、チャック付きポ

リ袋に密封し、分析するまで-40℃で保存した。奥秩父

（山岳地）では、山岳地のサンプリング期間中-20℃の

冷凍庫にて保存し、氷を入れた保冷箱により埼玉大学ま

で持ち帰り、分析するまで-40℃で保存した。サンプリ

ング期間における気象データは風向風速計（グローバル

チェンジ製, EDOMET）(Fig. 2 (a))により記録した。 

 

Weather vane

Hygrothermograph

Data carrier

(a) Andersen high volume air sampler  

 

2.2 大気粒子状汚染物質とスギ花粉を含むスギ雄花

の成分分析 

都市部と山岳地で捕集した大気粒子状汚染物質と採

取したスギ花粉を含むスギ雄花中の金属成分、イオン成

分、炭素成分についての分析を行った。採取したスギ

雄花からスギ花粉を分析必要量得ることは難しかった

ため、スギ花粉を含むスギ雄花をそのまま用いて分析

した。 

1~4 段目の大気粒子状汚染物質(Dp >1.1 µm)を捕集

した円形石英繊維フィルターをそれぞれの成分分析用

としてカッターにより扇形に分割した。都市部、山岳

地における試料中のイオン成分、炭素成分の測定には

1／8 に、金属成分の測定には都市部で 1／4、山岳地で

1／2 を使用し、残ったフィルターを保存用とした。5

段目の大気粒子状汚染物質(Dp <1.1 µm)を捕集した長

方形バックアップ石英繊維フィルターについてはイオ

ン成分と炭素成分の測定用として 47 mmφを 2 枚くり

抜き、金属成分の測定用としては全体の 1／2 を用い、

残りを保存用とした。 

大気粒子状汚染物質を捕集した石英繊維フィルター

の所要量と秤量した約 0.030 g のスギ花粉を含むスギ

雄花をそれぞれ 30 ml 用テフロン製ビーカーに入れ、

石英フィルターに捕集された金属成分の酸分解には、

硝酸 3 ml、フッ化水素酸 3 ml を、スギ雄花には硝酸 3 

ml、フッ化水素酸 3 ml、塩酸 3 ml を加え、テフロン製

時計皿で覆い、ホットプレート上に置き、100℃に設定

して約 30 分間加熱し、試料が完全に溶けた後、過塩素

酸 3 ml を加え、白煙が発生したら、冷却・濾過し、1％

硝酸で洗浄し、濾液で希釈して 10 ml のメスフラスコ

で定容して金属分析用の試料溶液とした。試料溶液は

バイアル瓶に入れ、分析するまで冷蔵庫(約 0℃)に保存

した。金属成分(Al, Ba, B, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mo, 

Na, Ni, Pb, Sb, Ti, Zn, Sc, Sr, V)について誘導結合プラ

ズ マ 発 光 分 析 法 （ ICP-AES, 日 本 電 子 製 , 

JICP-PS1000UV）により測定した。 

水溶性イオン成分は、1／8 にカットした粒子状大気

汚染物質中の水溶性イオン成分を捕集した石英繊維フ

ィルターを、スギ花粉を含むスギ雄花のイオン成分試

料を細かく砕き、0.30 g を秤量後、それぞれポリ瓶の

中に入れ、50 ml の超純水により 10 分間×2 回の超音

Fig. 2 Sampling equipments used for collecting 
airborne particulate matter and pollen. 

(b) Pollen sampler (counter)

Slide glass
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波抽出により行った。抽出後、抽出液 5 ml をバイアル瓶

に入れ、シリンジにより、さらに 50 µl の 0.27 M 

Na2CO3/0.03 MNaHCO3を加えた。ポリ瓶内の溶液を陽イ

オン分析用とし、バイアル瓶内の溶液を陰イオン分析用

とした。その後、陰、陽イオンクロマトグラフ（ダイオ

テック東京製, DX-100）を用いて、陰イオン成分(F-, Cl-, 

NO2
-, Br-, NO3

-, PO4
3-, SO4

2-, (COO)2
-), ならびに陽イオン

成分(Na+, NH4
+, K+, Mg2+, Ca2+)の測定を行った。 

有機炭素(Organic Carbon : OC)と元素状炭素(Elemental 

Carbon : EC)に大別して炭素成分を分析するため、8 mmφ

にくり抜いた石英繊維フィルターまたは適量の花粉試

料を試料ホルダーに入れ、熱光学式炭素分析計（DRI 製, 

Model 2001）を用いて TOC(Total Organic  Carbon, 

120~550℃無酸素雰囲気下 )と TEC (Total Elemental 

Carbon, 550~800℃酸素雰囲気下)を測定した。炭化した

Py-OC (Pyrolyzed OC)の補正は透過光により行った。 

 

3. 結果と考察 

 

都市部と山岳地で捕集した大気粒子状汚染物質と採

取したスギ花粉を含むスギ雄花の金属成分、イオン成分、

炭素成分の分析結果を用いて、大気粒子状汚染物質のス

ギ花粉への沈着影響について検討した。 

 

3.1 都市部と山岳地における大気汚染物質濃度の観

測とその結果比較 

都市部と山岳地のスギ花粉への大気汚染物質の沈着

影響やスギ花粉と大気汚染物質が同じ呼吸器官の沈着

部位に到達する際の花粉症悪影響因子について検討す

るために、まず、本研究で行われたサンプリング期間に

おいて、地点別の大気汚染物質濃度について比較検討し

た。Fig. 3 には、粒径別粒子状大気汚染物中のイオン成

分 (NH4
+, SO4

2-, NO3
-, Cl-) を示し、Fig. 4 は濃度が高かっ

た粒子状大気汚染物（Al, Fe, Ti, NO3
-, SO4

2-, NH4
+）の平

均濃度を示した。その結果、大気粒子状汚染物質濃度は

都市部の方が高いことが観測された。主に微小粒子域

（Dp < 2.0 µm）存在している人為起源由来の二次生成

粒子状イオン成分（NO3
-,SO4

2-, NH4
+）濃度については、

都市部の方が山岳地に比べ、約 2 ~ 4 倍程度高かった。

一方、地殻成分の指標物質である Al, Fe, Ti 等の濃度が

都市部で高かった理由として、本研究のサンプリング

期間の平均風速において、山岳地の 1 m s-1以下に対し、

Fig. 4 Al, Fe, Ti, NO3
-, SO4

2-, NH4
+concentrations of 

airborne particles collected in mountainous (M: 
Okuchichibu) and urban (U: Saitama City) areas. 
The bars show the standard deviation. 
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Fig. 3  Size-distribution of the ionic concentrations 
of airborne particles collected in 
mountainous and urban areas. 
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都市部では 6 m s-1以上の強風の日もあり、地殻粒子が

巻き上げられたことや、都市部の方が自動車走行による

道路粉塵の発生量が多かったためであると考えられる。 

 

3.2 スギ花粉への大気粒子状汚染物質の沈着に関す

る考察 

都市部と山岳地で採取したスギ花粉を含むスギ雄花

の金属成分、イオン成分の定量分析結果から、以下のよ

うに沈着について考察した。 

3.2.1 浮遊する地殻成分の沈着 

都市部と山岳地におけるスギ花粉を含むスギ雄花の

地殻成分（Al, Fe, Ti）について分析した結果を Table 1

に示す。 

 

山岳地のスギ雄花、花粉には Al, Fe, Ti が検出下限以

下であったが、都市部のスギ雄花、花粉では特に Al, Fe

が高く測定され、Al：Fe：Ti の割合は約 1：1.06：0.05

であった。さいたま市における土壌成分と道路粉塵など

の地殻物質ソースプロフィールの調査研究 13)では、土壌

の Al：Fe：Ti の割合は約 1：1.28：0.14 に対し、道路粉

塵の Al：Fe：Ti の割合は約 1：1.03：0.09 となっていた

ため、都市部に浮遊する地殻成分がスギ雄花、花粉に沈

着した可能性が示唆された。さらに、Maejima ら 14)のス

ギ花粉と地殻粒子をチャンバー内で浮遊させ、スギ花粉

の浮遊過程を模擬したモデル浮遊実験でも、スギ花粉表

面上に地殻粒子が吸着することが報告されており（Fig. 

5(a)）、本研究でも巻き上げられ、浮遊する地殻粒子や道

路粉塵がスギ雄花上に吸着したものと考えられた(Fig. 5 

(b))。このように、主に粗大粒子域に存在し、大気中で

拡散係数の低い地殻粒子が吸着した理由として、スギ雄

花表面の化学組成、雄花表面上に存在するワックスの

組成、また冬季には静電気が働くことにより吸着する

可能性が挙げられる 15)。 

以上から、地殻粒子(土壌粒子や道路粉塵を含む)が

スギ花粉飛散前に吸着し、スギ花粉が飛散、浮遊する

間にさらに吸着する可能性が考えられた。 

3.2.2 大気粒子状イオン成分の沈着 

都市部と山岳地におけるスギ花粉を含むスギ雄花の

イオン成分（NO3
-,SO4

2-, NH4
+）について分析した結果

を Fig. 6 に示す。Fig. 3 と Fig. 4 に既に示した様に、

都市部の方が粒子状成分は約 2 ~ 4 倍高濃度であり、都

市部と山岳地における大気粒子状イオン成分濃度の倍

率とほぼ同程度であった。そのため、Fig. 6 に示すよ

うに、山岳地に比較して都市部のスギ花粉に多くの粒

子状の NO3
-,SO4

2-, NH4
+が沈着した可能性が推定され

る。 

Table 1 Al, Fe and Ti concentrations of Cryptomeria 
japonica periponium pollen collected in 
mountainous (M) and urban (U) areas. 

Al         Fe       Ti
n.d.a) n.d.a) n.d.a)

1,070    1,140     52
M: Okuchcibu (n = 8)

(n = 8)

(µg m-3)Site

U: Saitama City

a) n.d. means below the limit of detection.

Fig. 5 Scanning electron micrographs of pollen surfaces 
(a) suspended pollen and Kanto loam dust in the 
chamber experiment 4), and Cryptomeria japonica 
perigonium surfaces (b) collected in the urban 
area in this study. 
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以上のことから、都市部のスギ花粉は山岳地のものよ

り人為起源の大気汚染物質と推定される NO3
-, SO4

2-, 

NH4
+が多く沈着していたことが分かり、このことから、

スギ花粉に沈着するそれらの大気汚染物質による花粉

症の症状に悪影響を及ぼす可能性が示唆された。しかし、

大気中にはガス状汚染物質として NOx, SO2, NH3, HNO3

などが存在しており、これらの花粉への沈着や沈着後の

不均一反応などが考えられるため、花粉から抽出された

NO3
-, SO4

2-, NH4
+がそれらに由来する可能性も残されて

おり、この点についてはさらに検討する必要がある。 

3.2.3 大気汚染物質とスギ花粉の呼吸器系への沈

着影響に関する考察 

飛散するスギ花粉と同じ呼吸器系沈着部位への大気

粒子状汚染物質の沈着影響を評価するため、スギ花粉を

含むスギ雄花や粒径別大気粒子状汚染物質中の炭素成

分とイオン成分（Dp<2 µm）、金属成分(地殻成分, Dp>7 

µm)の分析結果を用いて検討した。 

ディーゼル車排気粒子(DEP)が地殻粒子よりスギ特異

IgE 抗体生成量がかなり高く、鼻腔内での炎症性変化の

程度は最も高いことが報告されている 14)ことから、スギ

花粉を含むスギ雄花に対する炭素成分の沈着について

検討した。しかし、スギ花粉を含むスギ雄花の炭素成分

の分析では、OC がスギ花粉の主な構成成分であること

16), 17)を明らかにし、サンプリング期間中、Fig. 7 に示し

たように都市部で最も注目されている DEP 由来の元素

状炭素(TEC)の濃度が割合的に微小粒子側（Dp <2 µm）

で高いため、それによるスギ花粉を含むスギ雄花への沈

着を調べた。しかし、都市部、山岳部のスギ雄花への

TEC と TOC を熱光学式炭素分析計（TOCA）により計

測し、TEC の沈着量を評価したところ、都市部、山岳

部、ブランクスギ花粉、それぞれの TEC／TC (%)(TC = 

TEC + TOC)に有意な差は認められず、TOCA 計におけ

る光学補正の誤差範囲内に入ってしまった。したがっ

て、交通量の多い都市部において、スギ雄花、花粉表

面上での人為起源由来 EC の沈着影響について正確な

評価ができなかったが、これは TOC の濃度が TEC に

比べて圧倒的に多いことによると考えられた。 

Fig. 3 に既に示したように、人為起源由来の二次生

成粒子状イオン成分（NO3
-, SO4

2-, NH4
+）の濃度は都市

部の方が山岳地に比べ、約 2 ~ 4 倍程度高く、主に微小

粒子域（Dp < 2.0 µm）存在していた。また都市部と山

岳地における粒子状イオン成分濃度の倍率を比較する

と、ほぼ同程度(Fig. 8)であったため、都市部でより高

Fig. 6 NO3
-, SO4

2-, NH4
+ concentrations of Cryptomeria 

japonica periponium pollen collected in 
mountainous (M) and urban (U) areas. The bars 
show the standard deviation. 
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Fig. 7 Size-distribution of TEC concentrations of air 
samples collected in mountainous (M) and urban 
(U) areas. TEC is total elemental carbon.
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濃度であった水溶性イオン成分(NO3
-, SO4

2-, NH4
+)がス

ギ雄花上に沈着した可能性が推定された。さらに、スギ

花粉が雄花から飛散して、人体の呼吸器官に到達するま

でに、物理的、化学的影響の影響を受けながらスギ花粉

の表面構造が大きく変化し、花粉外壁のユービッシュ小

体（Dp <1 µm）の脱落 12), 18)が確認されていることから、

変質、形態変化による微粒子化の可能性が示唆されてい

る。本研究では、スギ花粉が飛散して都市部への移流、

または都市部内での浮遊に伴った形態変化による微粒

子化プロセスの可能性について調査し、その形態変化

SEM 観察結果を Fig. 9(a)~(f)に図示した。したがって、

水溶性イオン成分が沈着したスギ花粉フラクションが

人体の気管支枝、肺胞まで到達する可能性も考えられ、

相乗的にアレルギー増強を誘発するアジュバンド作用

が引き起こし、花粉症が発症しやすくなることが推測で

きる。しかし、ここで沈着が推定された水溶性イオン成

分は、ガス状汚染物質の沈着による形成も可能であり、

スギ花粉表面への沈着についてはさらなる検討が必要

である。 

人体の鼻腔内に沈着される大気粒子状汚染物質

（Dp>7 µm）濃度について、都市部と山岳地にて比較検

討した。都市部と山岳地で、サンプリング期間中に AHV

の 1 段目（Dp>7 µm）に捕集された大気粒子状汚染物質

の各成分濃度の平均値を Fig. 10 に示す。これにより、

都市部では、約 4 倍の大気粒子状汚染物質が鼻腔内に沈

着すると推定され、両地点で最も濃度が高かった成分は

Al, Fe 等の地殻成分であった。また Table 1 にすでに示

したように、都市部のスギ雄花、花粉では特に Al, Fe

が高く測定されたため、スギ花粉と地殻粒子が同じ鼻

腔内に沈着されやいことを明らかにした。マウスを用

いた地殻モデル粒子(関東ローム粒子、主成分は Fe2O3, 

Al2O3, SiO2)とスギ花粉の混合暴露実験では、スギ花粉

症の発症に直接的に関与するスギ特異 IgE 抗体生成量、

陽性率、頚部リンパ節細胞の特異的増殖反応に明らか

な影響が認められている 19)ため、Al, Fe 等を含む地殻

成分のスギ花粉への沈着による花粉症の発症に悪影響

を及ぼす可能性が考えられる。 

 

4. まとめ 

 

関東地域都市部と山岳地の大気粒子状汚染物質濃度

とスギ花粉を含むスギ雄花に沈着した大気汚染物質濃

度の分析により、スギ花粉への大気汚染物質の沈着に

ついて検討した。スギ花粉は人為起源由来の NO3
-, 

SO4
2-, NH4

+などの大気汚染物質の影響を受け、高濃度

汚染の都市部では、より多く大気汚染物質が沈着して

いたことが分かった。したがって、スギ花粉が雄花か

ら飛散して都市部まで移流し、または都市部内で浮遊

して、人体の呼吸器官に到達するまでに、大気汚染物

質がさらに沈着する可能性が考えられ、特に Al, Fe 等

の地殻成分が沈着していることを明らかにした。本研

Fig. 10 Particulate (Dp>7 µm) concentrations of air 
samples collected in mountainous (M) and urban 
(U) areas. TOC is total organic carbon, and TEC 
is total elemental carbon.
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Fig. 9  Morphological changes of cedar pollen during 
airborne transport to or within the urban area.
(Dp: particle sizes)
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究から、上述の大気汚染物質が沈着したスギ花粉が、花

粉症の症状に悪影響を及ぼすことが懸念され 19)、これら

の複合的な生体影響評価研究の改善の必要性を示唆し

た。 

今後、花粉が受ける外部からの物理的、化学的因子に

よる影響について研究するため、ガス状汚染物質のスギ

花粉表面への沈着、スギ花粉症のトレーサーである Cry j 

I の粒径別捕集と分析について検討していく予定である。 
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都市近郊農地としての見沼田圃の環境的価値に関する研究 

Research on Environmental Value of the Minuma Rice Field  

as Suburban Farmland 
 

窪田 陽一, 幸田 広穂, 深堀 清隆 

Yoichi KUBOTA, Hiroo KODA and Kiyotaka FUKAHORI 
 

This study aims to clarify the environmental value of a suburban farmland in monetary terms, and to 

show which factor is dominant in citizens’ recognition about the value of the farmland. 

The results suggest that citizens were willing to pay for preserving farmland rather than creating new 

recreational spaces. The estimated WTP value has a correlation to degree of concern about the farmland. In 

addition, the items in the questionnaire about citizens’ attitudes are evaluated. The results show the citizens 

having strong concerns about the farmland tend to accept the measures to conserve river environment, 

hillside forest, and agricultural land. 

 

Keywords: CVM, Suburban Farmland, Minuma Rice Field 

 

 

1. はじめに 

 

農業・農村には自然環境の保全、良好な景観の形成な

どの多面的機能が存在するが、それをいかに保全するか

について関心が高まってきている。農業の多面的機能が

保全活動の対象となってきているのは、そのような多面

的機能を有する環境財が希少性を持つようになってき

たためである。以前は豊富に存在していた農地が耕作放

棄や、宅地化等の人為的な要因により次第に減少した場

合、人々がその希少性による価値を見出すことにより、

本来の機能的意義を越えた新たな自然・環境財として保

全活動の対象となることもある。水田の場合も、貿易自

由化や米価の低下を受けて耕作放棄が進み、さらには減

反政策などによって、現在ではさらに耕作放棄が進んで

いると考えられる。 

もちろん都市近郊農地が希少性を有する財であった

としても、そこに誰も価値を感じる機会がなければ環

境財として一般に認識されることはない。しかしなが

ら、近年は、地域住民だけではなく、農地に接する機

会の少ない都市住民もこのような農地に対して環境財

としての価値を見いだしていることが推察される。そ

こで、本研究ではこうした都市住民にとっての農地に

対する価値を直接的に金銭単位で表し、都市近郊農地

の環境的価値を見出すことを目的とする。 

論文 

Fig.1 Location of Minuma Rice Field 

埼玉大学大学院 理工学研究科 環境制御工学専攻
Department of Environmental Science and Human
Engineering, Graduate School of Science and Engineering,
Saitama University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku,
Saitama City, Saitama 338-8570, Japan 
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干拓やダム建設などの公共事業による環境破壊をめ

ぐって、全国各地で開発側と保護側で対立が見られるよ

うになり、特に現在のような不況の世の中では、環境の

価値は軽視される傾向がある。このような原因の１つは、

環境の価値が現在の経済社会システムの中に確固たる

位置付けがされていないことである。人々の環境に対す

る価値の概念は、木材利用やレクリエーション利用など

の利用価値だけでなく、存在すること自体に価値がある

存在価値などがあり、極めて多種多様である。このため、

環境は「価格のないもの」として存在し、経済性主体の

意志決定の費用便益分析において考慮されにくい。この

結果、諌早湾のような干拓をめぐっての「人間とムツゴ

ロウとどちらが大切か」というような情緒的な対立が繰

り広げられる。このような対立を乗り越えるためには、

環境の持つ諸価値を可能な限り明示し、計測し、情報と

して人々に伝達することで、開発側は計画の正当性に関

する社会的合意を広げる必要があり、保護側は開発によ

る損失を客観的に示す必要があるのである。 

今回対象とする見沼田圃(図-1)は大規模な農地であり、

この土地は農地としての機能だけでなく、防災機能、ア

メニティ機能、自然環境の保全機能等を有している。 

環境の価値の評価手法としてはトラベルコスト法、代

替法等いろいろな手法があるが、本研究では見沼田圃の

景観的価値、生態系価値を評価することを目的とするた

め、評価方法のなかでこれらを評価できるのは、評価対

象となる環境の範囲が極めて広く、環境に関するあらゆ

る属性の価値の計測が可能である CVM(Contingent 

Valuation Method)しかない。 

政策評価への適用も進みつつある CVM はこれまでに

多くの研究が積み重ねられているが、それらの研究にお

いては、金額を求めるもの、バイアスの検討を行うもの

が中心である。回答者がどのような意識のもとでその環

境を評価しているかについては十分に検討されていな

い。見沼田圃に関しても、既存研究として見沼田圃の防

災機能、アメニティ機能について評価した研究１）はある

が、評価額とその評価の要因、回答者の意識については

未だ十分な研究がなされているとは思えない。 

そこで本研究では、見沼田圃の周辺住民がどのよう

な要因に重点をおいて都市近郊農地に価値を見出して

いるのかを明らかにすることを目的とする。 

 

２．研究方法 

 

2.1 対象地域 

ケーススタディとして本研究では、埼玉県南部のさ

いたま市、川口市にまたがり存在する見沼田圃を取り

上げる。見沼田圃は、1,260ha（南北約 14ｋｍ、外周約

44km）に及ぶ首都圏としては、ほぼ唯一の大規模な農

業・緑地空間であるとともにさいたま市の緑の骨格を

形成する緑地帯である。 

平成 13 年度のさいたま市の調査（Table 1）によると

見沼田圃の主な土地利用は「農地」であり全体の約

40％で、見沼田圃中央部に一団となって広がっている

「畑」が 421.3ha（33.5％）、「田」が 96.6ha（7.7％）、

畑と田をあわせた農地は 517.9ha（41.2％）となってい

る。また、公園・緑地は全体の約 12％を確保しており

その面積は 146.8ha である。土地利用の変化（Table 2）

からもわかるように近年は農地、樹林地の減少がみら

れ、良好な緑地空間が少しずつ失われつつある。その

一方で公園・緑地がかなり増えているが、これは平成

9 年度から 13 年度にかけて、二つの公園が開設された

面積(ha) %

96.6 7.7

421.3 33.5

105.0 8.3

宅地A 55.8 4.4

宅地B 56.2 4.5

69.2 5.5

146.8 11.7

2.6 0.2

駐車場 2.6 0.2

裸地 10.5 0.8

道路 108.2 8.6

河川・水路 90.3 7.2

調整池予定地 92.3 7.3

1257.5 100.0

見沼全域

田

畑

区分内容

公共施設

公園・緑地等

樹林地

荒地

宅地

注）宅地A:住宅地…戸建,マンション,団地等
　　宅地B:業務用地…事務所,事業所,工場等

その他

合計

Table 1 Land use in Minuma district
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ためであり、現在整備中、計画中の公園等もあることか

ら今後も増えていくことが予想される。農地、樹林地が

減っている一方で、公園・緑地の確保といった努力がな

されており、これは少なくとも荒廃化を防ぐ一つの対処

法ではあるが、人工的に創造される環境よりも本来の見

沼田圃を保全再生することも併せて模索すべきである。 

またこの土地は大宮・与野・浦和の合併によりその

95％がさいたま市に存在しており、緑豊かな緑地空間と

して、統合的な保全、活用、創造することが求められて

いる。 

 

2.2 見沼田圃の歴史変遷 

弥生時代から旧大宮、旧浦和の北東部には自然の湖沼

があり、これを寛永 6 年(1629)に関東郡伊奈半十郎忠治

が灌漑用水池をつくるために堤を築いたことで見沼溜

井ができた。そして享保元年(1716)、将軍吉宗が幕府の

財政窮乏を補うために新田開発を奨励したため、この土

地が干拓され見沼田圃が生まれた。 

昭和 33 年(1958)９月の台風 22 号（狩野川台風）によ

り、見沼田圃の地域は全域にわたって湛水するとともに

下流地域の川口市市街地の大半が浸水するという大き

な被害が発生した。この時の見沼田圃の湛水量は約

1,000 万と言われ、その遊水機能が大きな注目を浴びる

ようになった。そして昭和 40 年(1965)に見沼田圃の宅地

化は原則として認めないとする「見沼三原則」が制定さ

れ、主に治水上の観点から開発抑制策が行なわれるよう

になった。現在では「見沼三原則」にかわり「見沼田圃

の保全・活用・創造の基本方針」が制定され、行政の果

たすべき役割、土地利用の基準が定めてある。 

以上の歴史的変遷を踏まえると、この土地は自然環

境の保全、良好な景観の創造、治水防災、土地利用の

観点から極めて重要な空間資源であり、環境財として

の価値を評価する際は、このような多様な属性を考慮

しなければならない。 

 

2.3 調査方法 

本研究では見沼田圃のもつ多面的機能を対象として、

CVM による環境評価を行う。農地のもつ多面的機能に

は田園景観や伝統的農村文化等の農村アメニティに関

する機能だけではなく、土砂崩壊防止機能等の国土保

全に関する機能も含まれている。そこで今回は景観的

価値、生態系価値を対象としたアンケートを実施し、

そのアンケートにより住民が見沼田圃に対してどのよ

うなことを望んでいるかを把握することより、今後の

見沼田圃の姿はどのようにあるべきかを考える。 

 

2.4 仮想的状況の設定 

仮想的状況のシナリオとしては「見沼田圃の保全」

を設定し、見沼田圃の荒廃による環境悪化の損害額の

評価ではなく、見沼田圃の保全による環境悪化緩和の

便益評価を行う。 

アンケートでは見沼田圃の特徴、現状について、さ

いたま市の緑の骨格を形成する、首都圏でも貴重な緑

地帯であり、防災上もとても重要な緑地であること、

最近は農地が放置され荒地化したり、資材置場に転用

されるなど荒廃が進んでいることの説明を行い、見沼

田圃への関心度（「全く関心がない」 から「とても関

心がある」までの５段階）、訪問頻度（「まだ訪れたこ

とがない」から「よく訪れる」までの５段階）、支払意

志額に関する質問、支払意志額の使用用途、保全活動

への参加意志、住まい、職業、性別、年齢を被験者に

回答させた。また、評価額に影響が出ないよう、アン

ケートではできる限り中立的表現を用い、このアンケ

ートがそのまま政策に使われるのではないかという考

えを抱かれないよう、学術研究のためのアンケートで

Table 2 Change of Land use in Minuma district 

面積(ha) % 面積(ha) % 面積(ha) %

田 104.1 8.3 96.6 7.7 ▲ 7.5 ▲ 0.6

畑 518.3 41.2 421.3 33.5 ▲ 97.0 ▲ 7.7

荒地 75.0 6.0 105.0 8.3 30.0 2.3

宅地 99.9 7.9 112.0 8.9 12.1 1.0

公共施設 64.6 5.1 69.2 5.5 4.6 0.4

公園・緑地等 73.6 5.9 146.8 11.7 73.2 5.8

樹林地 29.3 2.3 2.6 0.2 ▲ 26.7 ▲ 2.1

その他 292.8 23.3 304.0 24.2 11.2 0.9

合計 1257.5 100.0 1257.5 100.0

平成13年度 増減
区分内容

平成9年度
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あることを記載した。 

 

2.5 支払意志額に関する質問 

今回のアンケートでは支払意志額（WTP）を求める質

問を行った。一般に、WTP よりも WTA がかなり高くな

る傾向にあり、WTA を用いると開発側にきわめて不利

な結果となる危険性が高いといわれている。 

また、質問方式としては二段階二項選択（二段階住民

投票）方式を採用した。 

最初の提示金額は 5 種類（2,000 円、4,000 円、6,000

円、8,000 円、12,000 円）用意し、それぞれの１回目の

提示額に対して、その回答、賛成(YES)・反対(NO)に応

じて２回目の提示額が設定してある。 

 

2.6 支払手段 

支払手段として、今回は基金を用いた。わが国では税

金に対する拒絶感が強いことが予想され、税金方式では

支払手段に反対する抵抗回答が増える危険性があるた

め、これまで CVM による評価事例では基金方式を用い

ているものが多い。しかし、仮想的な基金を設定してこ

の基金へ募金する支払形態では、仮想的な基金がやや非

現実的であること、募金では公共のために支払うことに

対する満足感の影響、いわゆる温情効果が生じやすいこ

となどの問題があるといわれている。基金は年一回支払

うものとし、１世帯単位で寄付する形式とした。その後

その基金の使い道について、以下のような選択肢を用意

し、どのように使って欲しいか調査を行った。これによ

り、支払意志額の回答と使い道との相関関係を分析する

ことが可能となる。 

・ビオトープづくり   ・河川の整備 

・農地の買取り     ・斜面林の維持管理 

・湿地の保護      ・公園の整備 

・その他 

ここで挙げた選択肢の意義について説明すると、「ビ

オトープづくり」は見沼田圃区域内に計画されている首

都高速道路整備に伴い、その高架下および両側の環境施

設帯にビオトープの整備を行う計画があることをふま

え、人工的な生物生息空間の設置を望むかどうかを問

うものである。「河川の整備」に関しては、見沼代用水、

芝川において、フェンスやゴミにより快適な親水空間

があまり存在しないことによるものである。「農地の買

取り」に関しては、荒地化や資材置き場へ転用がすす

む農地を県または市が買取り、農地の一体的な保全・

活用することを望むかをみるために質問した。しかし

この方策は、県・市の負担がかなり大きくなるという

問題がある。「斜面林の維持管理」に関しては、見沼田

圃の良好な景観の構成要素である斜面林を保全・活用

し美しい景観を残していくことを望んでいるかどうか

を問うものである。「湿地の保護」に関しては、自然環

境の保全において、見沼田圃の湿地を住民は保全した

いと思っているかどうかを質問する。「公園の整備」に

関しては、見沼田圃全体をセントラルパーク化すると

いう構想があり、現在の大規模な農地としての緑地空

間ではなく、大規模な公園としての緑地を望んでいる

のかを考察するために用意した。 

 

2.7 サンプル 

アンケート調査はさいたま市役所総合政策部企画調

整課（見沼グリーンプロジェクト研究会事務局）の協

力を得て、平成 15 年 1 月に行われた見沼田圃について

考えるシンポジウム会場で行った。 

配布方法としては会場入場者に対し、提示金額が異

なるアンケート用紙（５種類）をランダムに配布した。

その回収結果としては、配布数 263 枚、回収枚数 196

（回収率 74.5％）となった。 

 

３．アンケート結果 

 

3.1 CVM の評価結果 

今回の CVM による環境的価値の評価はランダム効

用モデルを用いて推定を行った。その結果、1 世帯あ

たり年間 6,204 円という結果を得ることができた。こ
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れは住民が見沼田圃の環境保全に年間寄与してもよい

と考えている金額であり、見沼田圃に関して景観的価値、

生態系価値等を感じていることがわかる。つまり、周辺

住民は都市近郊に存在する農地から恩恵を受けている

と感じているのである。 

 

3.2 単純集計 

アンケートでは個人の属性の調査として、見沼田圃へ

の関心度・訪問頻度、住まい・職業・性別・年代を回答

させた。サンプルをシンポジウム参加者とした結果、サ

ンプルにおいて「とても興味がある」、「少し興味がある」

という回答が多く、偏りが観測された。 

また、基金の使い道について示した６つの保全活動で

あるが、「農地の買取」、「斜面林の維持・管理」を景観

保全の要素が強い選択肢、「ビオトープづくり」「湿地の

保護」を生態系保全の要素が強い選択肢、また「河川の

整備」「公園の整備」に関しては、レクリエーション機

能の要素が強い選択肢として被験者に提示し、支払意志

との相関関係を分析した。単純集計の結果（Fig.2）より、

「湿地の保護」、「斜面林の維持管理」を選んだ回答者が

多いことがわかり、見沼の生態系・景観の保全が望まれ

ていることがわかる。また、次に「河川の整備」を選ん

だ回答者が多いが、この項目はもともとレクリエーショ

ン機能の要素として設定した項目であった。しかし、こ

の項目を選択した回答者の自由回答をみると「川の水を

きれいにしてほしい」という意見が多くみられ、レクリ

エーション機能の項目というよりもむしろ環境保全、景

観保全の項目として捉えられている傾向が観察された。

もしこれらの回答をレクリエーション機能への要求と

みるなら、さまざまな要素の選択肢が選ばれており、総

合的な保全を行わなければならないことが見てとれる。

しかし、環境保全への要求と見るならば、今回のアンケ

ートでは、見沼田圃の環境価値のうち、人々がその環境

財をどう活用できるかという間接的利用価値よりも、非

利用価値である存在価値を強く意識しているものと考

えられる。このことは自由回答の意見における、「見沼

の自然を残してほしい」、「手をつけずそのままの見沼

を残してほしい」という意見が多いことに整合してい

ると考えられる。 

 

3.3 自由回答欄における意見 

今回のアンケートでは自由回答欄を設け、住民の自

由で率直な意見を記入できるようにした。その意見と

して「環境のよい見沼を守りたい」、「見沼にはあまり

手を加えず、自然を残してほしい」といった、人工的

な自然を造りだすのではなく、見沼田圃が本来持って

いる自然を残し保全・活用していくことが望まれてい

ることが考察できる。 

さらに、アンケートでは、基金以外の保全活動に関

しても質問を行ったところ（Fig.3）、基金だけでなく

イベントへ参加することで、環境保全を行うという意

見も多くあがった。ただ単に金銭の支払いにより環境

を保全・整備していくのではなく、住民が保全・活用

に参加し、それにより住民の意識が向上し、見沼田圃

への関心を引き出すことを考えていかなければならな

いのではないだろうか。また、自由意見の中には、基

147人

11人

18人

20人

(5.6%)

(9.2%)

(10.2%)

(75.0%)

0人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 140人 160人

１．イベントへの参加

２．何もしない

３．その他

４．無回答

Fig.3 Willingness to participate the event 
of Minuma rice field 

61人

81人

70人

102人

106人

62人

17人

11人

(31.1%)

(52.0%)

(5.6%)

(8.7%)

(31.6%)

(54.1%)

(35.7%)

(41.3%)

0人 20人 40人 60人 80人 100人 120人 140人 160人

１．ビオトープづくり

２．河川の整備

３．農地の買取

４．斜面林の維持管理

５．湿地の保護

６．公園の整備

７．その他

８．無回答

Fig.2 Preferred expenditure of the fund 
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金としてお金は払いたくないが、イベントに参加するこ

とで、保全に関わることは賛成という意見もみられた。

これらの意見の中には見沼田圃に対する消極的な姿勢

というよりむしろ金銭を支払うことによって間接的に

見沼田圃の保全にかかわるのではなく、直接見沼田圃と

関わっていくことが、より重要という姿勢を敢えて表明

したものも含まれると考えられる。またこのような回答

者は見沼田圃の環境価値を高く認識しながらも、支払意

志額を低めに回答したと推測され、住民参加意識の多様

性に関して、抵抗回答の存在を示唆するものであり、

CVM による環境価値の限界を指摘できる。 

 

3.4 要因分析 

要因分析として、まずワイブル回帰分析を行った。ワ

イブル回帰分析とは支払意志額を説明変数群と関連づ

けることを目的とする生存分析の一手法である。この分

析方法を用いて支払意志額と関心度・訪問頻度・基金以

外の保全活動への参加意志との関係を見てみると、Table 

3 のようにすべての係数がマイナスになっている。この

表において、係数がマイナスなほど支払意志額が高くな

る。よって、関心度・訪問頻度・基金以外の保全活動へ

の参加意志は、いずれも支払意志額の要因としてプラス

に働くといえる。 

しかし、ここでｐ値をみると訪問頻度、基金以外の保

全活動への参加意志においては有意な値とはいえない。

つまり、支払意志額には関心度という要因が非常に強く

関係することがわかる。また次に、支払意志額と基金の

使途との関係をワイブル回帰により分析する。 

Table 4 においても、係数がマイナスなほど支払意志額

が高くなる。よって「公園の整備」は支払意志額の要因

としてマイナスに働き、それ以外はプラスの要因として

働くことがわかる。しかし、それぞれのｐ値より、支払

意志額との関係性は決して有意な値であるとはいえな

い。このように基金の使途に関してはワイブル回帰分析

により支払意志額とその評価の要因となるもの関係性

を十分に見ることはできなかった。 

従ってここでは、支払意志額の評価を高めている要

因を間接的に求めていくことにする。分析する方法と

してはクロス集計を用いる。クロス集計は、アンケー

ト調査の集計では最も一般的に用いられている手法で

あるが、２変数間の独立性をみるために、それら要因

のカテゴリーでクロス集計表（分割表）を作成し、２

変数間に関連があるかを検定することができる。 

例として関心度と、基金の使途の一つ「斜面林の維

持管理」との関連を検定してみると、クロス集計表は

Table 5 のようになり、これを用い独立性の検定を行う。 

ワイブル回帰分析の結果からは、支払意志額の推計

から関心度が高い人ほど支払意志額が高い傾向がある

ことがわかっている。そこでクロス集計を用いて、関

心度と訪問頻度、関心度と基金以外の保全活動への参

加意志との関連を調べたところ（Table 6）、関心度・訪

問頻度・基金以外の保全活動への参加意志の間には強

い相関があることがわかった。つまり、支払意志額が

Table 3 Effect of each factor on the WTP 
係数名 係数 漸近ｔ値 ｐ値

シグマ（σ） 0.749 11.700 0.000

関心度 -0.405 -3.530 0.000

訪問頻度 -0.089 -1.090 0.280

基金以外の保全活動 -0.163 -0.852 0.390

定数項 10.100 36.000 0.000

Table 4 Effect of each factor on the WTP 
係数名 係数 漸近ｔ値 ｐ値

シグマ（σ） 0.767 11.600 0.000

ビオトープづくり -0.086 -0.506 0.610

河川の整備 -0.128 -0.785 0.430

農地の買取 -0.039 -0.218 0.830

斜面林の保護 -0.316 -1.820 0.070

湿地の保護 -0.177 -1.040 0.300

公園の整備 0.281 1.590 0.110

その他 -0.211 -0.764 0.440

定数項 10.100 12.800 0.000

関心度

基金の使用用途

チェックあり 68 15 4 1 0 88
チェックなし 34 24 6 2 2 68

合計 102 39 10 3 2 156

斜面林の
維持管理

とても
関心がある

少し
関心がある

普通
あまり

関心がない
全く

関心がない
合計

Table 5 An example of contingency table 

Table 6 Chi-square test for independence
 

訪問頻度 基金以外の活動

関心度 0.000 0.000
訪問頻度 - 0.003

p値
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高い人の傾向として関心度が高く、関心度は訪問頻度、

基金以外の保全活動への参加意志と関係が強い。また、

訪問頻度が高い人ほど基金意外の保全活動への参加意

志が強いということがわかる。また、これらはワイブル

回帰分析からすべて支払意志額に対しプラスに働く要

因であることがわかっているため、これら３つの要因と

基金の使途との関係をみることで、見沼田圃の環境的価

値が住民のどのような意志と関係しているかみていく

ことができる。 

クロス集計による、関心度、訪問頻度、基金以外の保

全活動への参加意志と基金の使途との関係をみてみる

と Table 7 のようになり、ここで p 値をみていくと 0.05 

より小さい値が「独立」＝「関係がない」とはいえず、

表の＊がついている部分の関係が強いことがわかる。 

そこで、関心度、訪問頻度、基金以外のイベントへの

参加意志、それぞれについて基金の使途との関係をみる

ことで、支払意志額が高いつまり見沼田圃に対して高い

価値を感じている人がどのような要因に重要度を持っ

ているかを評価する。まず、関心度との関係を見ていく

と関心度が高い人は基金の使途に「農地の買取り」「斜

面林の維持管理」を選ぶ傾向が強いことがわかる。次に、

訪問頻度との関係を見ていくと訪問頻度が高い人は基

金の使途に「河川の整備」「斜面林の維持管理」を選ぶ

傾向が強いことがわかる。そして、基金以外のイベント

への参加意志との関係を見ていくと、「河川の整備」「農

地の買取」「斜面林の維持管理」を選ぶ傾向があること

がわかる。 

これらから、すべてに共通しているものとして、「斜

面林の保護」が挙げられ、支払意志額に関係する要因と

して、景観保全の要素が強く関係しているといえる。こ

れは、斜面林がすでに見沼田圃の重要な自然資源の一部

として認識されており、その斜面林が創りだす景観が

美しいと感じているからだと考察する。またその他の

要因として「河川の整備」、「農地の保全」が挙げられ

るが、 「河川」、「農地」 というものが自然資源とし

て捉えられ、それが見沼田圃に存在していることが見

沼田圃の価値を高めていると考察する。 

 

４．まとめ 

 

本研究では、CVM を用いて都市近郊の農地の価値を

直接的に金銭単位で表すことができ、その結果から住

民は都市近郊農地に価値を感じていることがわかった。

またこのことより、その土地を保全するために、金銭

的負担をしてもよいと感じていることがわかった。今

回のアンケートのサンプルはシンポジウム参加者であ

ったため、関心度が高い人が多く集まっていたと予想

される。つまり、支払意志額は関心度に大きく影響を

受けることから本研究の結果は実際よりも高めの支払

意志額になっていることが予想される。しかし本研究

は支払意志額の絶対値に政策決定上の便益としての意

義を見出すような観点ではなく、むしろ回答者の意向

が評価対象の環境価値にどのような効果を持ち持ち得

るかという検証を行ったものである。そのような観点

では所定の成果が得られたものと考えられる。 

要因分析の結果より、関心度・訪問頻度・基金以外

の保全活動への参加意志が支払い意志額と直接的、間

接的に関係しており、その結果支払意志額が高い人は

「河川の整備」「農地の買取」「斜面林の維持管理」を

選ぶ傾向があることより、周辺住民は見沼田圃の「河

川」「農地」「斜面林」という構成要素に特に価値を見

出しているといえる。 

さらに、関心度が高いほど支払意志額が高くなるこ

とから、住民に対し見沼田圃へ関心を抱かせる活動が

必要であることがわかる。 

河川・農地・斜面林は、見沼田圃の重要な自然資源

であり、それらに価値を見出しているということは、

ビオトープづくり 0.628 0.896 0.353
河川の整備 0.179 0.063 0.042 *

農地の買取り 0.010 * 0.157 0.050 *
斜面林の維持管理 0.008 * 0.012 * 0.001 *
湿地の保護 0.225 0.841 0.463
公園の整備 0.194 0.089 0.120

p値
関心度 訪問頻度 基金以外の活動

Table 7 Chi-square test for independence 
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見沼田圃に今までにないものを取り入れるのではなく、

見沼田圃が本来持っている機能を活かす保全、活用、創

造が求められているといえる。以前は当たり前に存在し

たこれらの要素を住民は見沼田圃のあるべき姿として

捉え、これらの要素が後世まで残ることを望んでいると

いえる。 

 

５．おわりに 

 

今回のアンケートにおける自由回答では、見沼田圃に

関する意見が数多く寄せられた。「見沼関わる行動をし

ている個人・団体のネットワークづくりが必要なのでは

ないか」、「活発に活動しているようだが情報が少なく市

民の意識の高まりに繋がっていない」などの意見からは

見沼に関する情報提供を充実させてほしいという要望

が読み取れる。このほかにも、保全に関する意見、行政

に関する意見、見沼に関する提案など今回のアンケート

だけでも様々な意見が寄せられている。 

本研究では支払意志額に関連する要因を明らかにす

ることを目的とし、要因分析を行うことでこれらの要因

をいくつか明らかにすることができた。しかし前述した

自由意見の多さからもわかるように、まだ多くの要因が

見沼田圃の価値をはかるうえで存在するものと考えら

れる。 

今後、農地を重要な環境財として保全していくために

は、農地の価値を決定する要因を明らかにし、それを踏

まえた保全対策を考える必要がある。それには、行政・

専門家の意見だけではなく、地域住民の意見も広く聴く

ことが必要不可欠である。地域住民とひとことでいって

も土地を所有し農業に従事している人と周辺に住んで

いる人とでは、その立場、考え方が違うであろう。それ

らの問題を解決するためにも、さまざまな形態の住民参

加の機会の中で、コミュニケーションや、合意形成、情

報提供・交換、歴史的経緯の吟味などを行う必要がある。

これらの状況と農地のさまざまな要因が支払意志額な

どの環境価値に影響を及ぼすのであれば支払意志額を

ひとつの指標として望ましい住民参加のあり方、施策

を検討する際の戦略の立て方などを探ることができる

のではないだろうか。特に都市近郊農地の保全に関し

ては、都市には多様な価値観をもった住民が多いこと

も考慮し、保全政策の検討を行うことも必要になって

くると思われる。 
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論文 

近代土木遺産の歴史的印象に関する研究 
 

Research on historical impressions of historical civil engineering sites 
 

 
深堀 清隆, 山本 桂, 窪田 陽一 

 
Kiyotaka FUKAHORI, Kei YAMAMOTO and Yoichi KUBOTA 

 
In recent years, historical civil engineering sites, which were constructed in the period of modernization in 

Japan, become more popular. Some of them are designated as the important cultural property, however, there 

are many cases that the spatial conditions are not well maintained and historical impression cannot be 

appreciated． In this study， historical engineering-sites were investigated from the view point of their 

historical impressions due to their own historical attributes，such as conditions of conservation and surrounding 

spatial conditions． According to the observations， the checklist of historical sites was obtained. This enables 

to evaluate the potential of historical impressions and damaged impressions． 24 kinds of spatial conservation 

methods are clarified in order to strengthen the historical impressions of the site． In order to know the 

appropriate conditions of each conservation method, the questionnaire regarding which type of conservation is 

preferred by people was conducted． The 12 respondents chose the spatial conservation methods that are 

suitable to the own historical values and impression of the site． 

Keywords: historical impression, historical civil engineering sites, spatial conservation methods 

 
1.研究の背景 

 

近年、日本の近代化を担った歴史的土木構造物が土

木遺産として注目され、国の重要文化財に指定される

など、その価値が評価されるようになった。社会基盤

形成に密接に関与してきた土木遺産は地域の歴史を色

濃く反映し地域づくりの資産としての価値も有する。

しかし構造物が文化財としての価値を有していても、

現地の状況が歴史的印象を損なっている場合や、逆に

文化財的価値以上に歴史的な風景を形成している場合

が見受けられる。 

そこで近代土木遺産の歴史的印象に関わる特性を構

造物と周辺環境の兼ね合いに着目し考察することにす

る。これは構造物の保全を越えて、風景としての印象

に着眼点を置いた保全手法を確立する上で有効である。 

 

2.歴史的印象の整理 

 

2.1 歴史的空間の定義 

近代化土木遺産から感じられる歴史的印象を定義す

るにあたって、土木史関連文献などの調査から、歴史

的印象に関連する記述を収集し、構造物のみならず周

辺空間の状況も含めて、歴史的な空間の持つ意義を考

察した。 

 歴史的印象を有する空間とは 

Ⅰ 時間の「蓄積」を感じ取れる属性を有する空間 

Ⅱ 過去を想起させるような要素を有する空間 

Ⅲ 過去より継承されている地域独特の印象を有する

空間 

Ⅳ 歴史的構造物固有の存在や機能に由来して懐かし

さ、愛着などの情緒が感じ取れる空間 

埼玉大学大学院理工学研究科環境制御工学専攻

Dept.of Environmental Science and Human 
Engineering, Saitama University, 255 
Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama City, 
Saitama 338-8570, Japan 
埼玉大学工学部建設工学科 Dept.of 
Civil&Environmental Eng. 

近代土木遺産の歴史的印象に関する研究 98



 

とした。本研究での歴史的印象はこの分類に基づいて

整理されている。 

近代土木遺産とその周辺状況の調査と歴史的印象の

定義のため、計 20 ヶ所｛岩淵水門（東京都北区）、大

谷口給水塔（東京都板橋区）、御茶ノ水・万世橋間高架

橋（東京都千代田区）、音無橋（東京都北区）、閘門橋/

（旧）弐郷半領猿又閘門（東京都葛飾区）、日本橋（東

京都中央区）、羽村堰（東京都羽村市）、聖橋（東京都

千代田区）、六郷水門（東京都大田区）、川崎河港水門

（神奈川県川崎市）、江戸川閘門（千葉県市川市）、甚

左衛門堰枠（埼玉県草加市）、千貫樋（埼玉県さいたま

市）、山口堰堤・山口第一取水塔（埼玉県所沢市）、名

島皮川橋梁（福岡県福岡市）、筑後川昇開橋（佐賀県諸

富町・福岡県大川市）、オランダ坂（長崎県長崎市）、

出島橋（長崎県長崎市）、本河内低部堰堤（長崎県長崎

市）、白水堰堤（大分県竹田市）｝の現地調査を行った。

また全国に所在するその他の近代土木遺産についても

文献の記述や写真を通じて調査を行った。 

この現地調査と文献調査により近代土木遺産から感

得される歴史的印象の記述を収集し整理した。記述は

「歴史的な印象」と「歴史性を阻害する印象」、「その

他の印象」に分類され、今後の空間整備に活かす意味

で前者二つを研究の対象とすることとした。 

 

2.２ 歴史的印象とその誘発要因 

一般の人々が近代土木遺産とその周辺空間に対して、

感得する印象およびその印象を誘発する要因を確かめ

るためにアンケート調査を行った。構造物の機能、主

要材料、構造的特性など属性の異なる 12種の近代土木

遺産の写真をＡ４サイズで印刷したものを用意した。

これらの写真を、構造物ごとに回答者に提示し、映像

内のどのような状況に歴史的な印象を感じるのか、ま

たは歴史性を阻害していると感じるのかを、インタビ

ュー方式により収集した。回答においては近代土木遺

産が、一般に馴染みの薄い特殊性を有するので、事前

に構造物の特徴や意義、歴史的経緯等の説明を行った

上で実施した。 

 

 

2.3 近代化土木遺産の空間的特徴 

歴史的印象は、構造物に関わる情報とその立地条件

や空間的特性、鑑賞者の主観的認識によって成立する

ものである。ここでは歴史的印象が感得される要因と

して近代土木遺産の空間的特徴に焦点を絞り考察を行

った。この考察より、①使用状況：構造物の現在の使

用状況、②構造物自体に関わる事項：構造物自体に係

る属性（形態、素材など）、③時間の経過による変化：

時間の経過により構造物にもたらされた形態上の変化、

④周辺の整備に関わる事項：周辺空間の整備状況・環

境に関わる事項、⑤土地に関わる事項：構造物の立地

する地域に関わる事項の 5 つの項目からなる一覧表が

得られた(Table 1)。 

 

2.4 歴史的印象のチェックリスト 

続いて歴史的印象と土木遺産の空間的要因を対応付

ける、チェックリストの作成を行った。これは、空間

整備・保全の対象となる土木遺産の空間的特徴からど

のような歴史的印象が得られるのかを把握することが

できると共に、対象構造物に歴史的印象を阻害するよ

うな状況が発生していれば、そうした悪影響をどの空

間的特性に着目して改善すればよいかを示唆するもの

である。このチェックリストにおいては 2.3 で得られ

A  現役で使用されている

B  使用されずに放置されている（B´一部現存）

C  本来とは違った機能を果たしている

D  移転して保存している

E  材料

F  装飾、デザイン

G  色

H  中に入る、触れることができる

I   染み付いた汚れなどによる色合い

J  草木、苔が生えている　

K  破損している

L  看板、標識の設置

M  フェンス、柵、ガードレール、手すりの設置

N  ライトアップされている

O  案内板、説明板の設置

P  植栽による修景

Q  付加的な補強

R  ゴミ、落書き

S  周辺に比較的新しい構造物が建設されている

T  公園として整備されている

U  土地を代表とする自然と切り離せない関係にある

V  周辺景観、周辺設備も共に保存、修復している

土地との関係に係る事項

時間の経過による変化

周辺の整備などに係る事項

近代化土木遺産の現状

使用状況

構造物自体に係る事項

Table 1 Spatial feature of historical civil
engineering sites 
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た空間的特徴（Table 1 におけるＡ～Ｖの各現状）と

「歴史的印象」、「歴史性を阻害している印象」を表に

おいて関連付けたものである。チェックリストは５種

類の空間的特徴すべてについて作成されたが、Table2 

に「使用状況」の項目の一部を示す。周辺環境整備の

対象となったある近代土木遺産を現地で調査した場合、

保存状態・空間的現状を把握した後、「歴史的な印象」、

「歴史性を阻害する印象」について該当する部分にチ

ェックを入れることで、潜在的にどのような歴史的印

象をかもし出すことが可能なのか、改善のポイントな

どを把握することができる。 

 

３.近代化土木遺産の整備方針の提案 

 

 歴史的印象と土木遺産の空間的状況の関係が整理さ

れたので、これを活用することで近代土木遺産の環境

整備方針を設定することを考える。調査対象となった

土木遺産をチェックリストにより評価した後、その結

果、得られた歴史的印象を強調する、もしくは印象の

阻害要因を改善する整備手法を対応付ける。まず実際

の土木遺産の保全・整備事例を参考に土木遺産の特性

に応じた整備方針を抽出した。本研究での整備方針と

は具体的な保全・整備手法とは異なり、整備において

の方向性を示したものである。また考慮しうる全ての

整備方針を網羅したものではなく、歴史的印象を活か

すための方針を収集整理した。得られた方針は 24 種類

であるが、①構造物自体の整備方針、②比較的近傍の

空間整備、③周辺環境との関わりを考慮した整備方針

の３通りに分類される。 

 

3.1 構造物自体の整備方針 

 「構造物自体の整備方針」は以下の 8 通りの整備方

針を含み、特に補修や構造物そのものの形態、例えば

付着した汚れなどの手入れ等について規定される。 

1)風化の進行を抑え現在の状態を維持する 

2)放置すると廃れていくので、遺産の修復、補強を行

う 

3)破損や取り外してしまった要素を完全には修復せず、

風化による変化の魅力を活かす 

4)遺産に付着する汚れや草、苔などを排除せず、これ

ら時間の蓄積を残していく 

5)オリジナルの形を変えずに破損部分のみの修復や補 

強を行い、本来の美しさやスケール感を復元する 

6)人々の利用を考慮して変化や改変を許容し、遺産に

活気を持たせる 

7)遺産の素材、規模を体感できるようにする 

8)汚れを定期的に落とし美しさを維持するよう努める 

 

3.2 比較的近傍の空間に関わる整備方針 

 「比較的近傍の空間に関わる整備方針」には以下の

8種の整備方針が含まれる。構造物本体というよりも、

ライトアップや説明板等の付加的な整備によって、歴

史的印象の強化や保全に努める方針である。 

9)成熟した遺産の雰囲気を保つため、遺産自体には 

１□長い時間を経ても尚使用され、重要性と永続性を

　　感じる

２□人々の記憶に残り、思い出と深いつながりがある

Ｂ□使用されず放置されている １□今の時代には必要とされないが、当時の社会の様 ３□遺産が邪魔、不必要なものに思える

　□使用されず残っている 　　子や発展していった経緯を思い起こさせる

　 ２□使用されずとも、風格や存在感がある ４□時代に取り残され、廃れてしまった感じがする

Ｂ´□一部残っている １□～跡や～の一部、～の残りなどすべて残っている

よりも過去への想像をかき立てる ２□完全ではないことで価値が損なわれる

１□現代に必要とされるものとしてうまく利用され、 ３□転用が無理やりといった感じで違和感がある

　　歴史が根付いた風景になっている ４□遺産としての魅力が活かされていない

２□転用されているが使い込まれ味わい深さが残って

　　いる

１□古いものが後から風景の中に入り込み時間感覚が

　　合わず。不自然である

２□本来その土地のものではなく場所感覚が合わず、

　　親しみが湧かない

Ｄ□移設して保存している

　　　使用状況

Ａ□現役で使用されている

Ｃ□本来とは違った機能を果たし

ている(転用している)

Table 2 The checklist of historical civil engineering sites (a part of the list regarding the condition of usage) 
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手を加えずに控えめな周辺整備により歴史的空間を 

整備する 

10)維持管理や空間活用に必要な器具、配線などを隠し

て設置し、外観を損なわないようにする 

11)草木など自然の要素が無造作に繁茂して遺産の存

在感を減じないよう手入れをする 

12)維持管理や空間活用に必要な設備については遺産

に合わせた色、形のものを使用し、周辺空間と土木

遺産の適合性に配慮する 

13)遺産の存在を強調するライトアップにより幻想

的・非日常的な空間を作る、存在感や訪問価値を増

す 

14)看板、説明板などを遺産そのもの、または遺産付近

に設置しない 

15)遺産の雰囲気に合わせた擬似物での整備はかえっ

て遺産を安っぽく見せるので避ける 

16)遺産の周辺に植栽をしたり芝生を使ったり、訪問者

に親しみやすい周辺空間を形成する 

 

3.3 周辺環境との関わりについての整備方針 

 「周辺環境との関わり」については以下の 8 通りが

含まれる。周辺風景に土木遺産がどのように関わって

いくのか、土木遺産とは関係なく変化しうる周辺環境

をどう整備すべきかに関わる方針である。 

17)遺産に関連付けた周辺の道や施設などの整備を通

じて歴史性を感じさせる空間を拡大する 

18)展示物のような、周辺環境と隔絶した見せ方では

なく遺産を風景の構成要素として自然に溶け込ま

せる 

19)特にテーマとなる時代の風景、雰囲気に的を絞り、

その特性を将来に向けて保存していく 

20)遺産の全体を見渡せるような視点場を確保する 

21)遺産の眺望を阻害するような景観要素を移設、排

除する、または設置しない 

22)遺産を周辺の風景と一体に保存していく 

23)本来、土木遺産があるべき状況・環境を残してい

く 

24)周辺環境の変化や社会の要請などやむを得ない

場合は遺産を移設する 

４. 印象と整備方針の関連について 

 

4.1 歴史的印象と整備方針の関連表の作成 

土木遺産とその周辺空間が持つ歴史的印象と整備方

針を関連付けるために、関連表の作成を行った。関連

表は 5 項目 22 種類の構造物の空間的特徴およびその

歴史的印象と 24 種類の整備方針をクロスしており情

報量が多いため、その概念図を Table 3 に示す。 

表中Ａ～Ｖはチェックリストと対応した近代土木遺

産の現状の空間的特徴であり、その下の数字はその現

状に対応する歴史的印象である。これはチェックリス

トに対応している。縦軸の数字は先に整理した 24 通り

の近代土木遺産の整備方針である。この表は歴史的印

象から整備方針を抽出するものであるが、「歴史的な印

象」についてはこの印象を保全もしくは強化する整備

方針、「歴史性を阻害している印象」については改善す

る整備方針として「非常に適している場合は◎」「適し

ている場合は○」「やや適している場合は△」「関連性

が薄い、またはない場合は空白」として評価を行った。

この判断については、文献を通じた各種整備事例の成

否の検証、現地調査での各構造物の保全状態の考察か

ら、特に印象を変化させる要因をもとに判断した。 

これにより、チェックリストでチェックされた印象

に対応し適した整備方針を導くことができる。 

 

 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

3 ◎ ◎

4 ◎ ○ ○ ◎

5 ○ ○ ◎ △

6 ○ ◎ ◎ ◎ ◎

10 ○ ○ ◎ ○ ・・・ ○ ○ ・・・

18 ○ ◎ ・・・ ・・・

24 △ ・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・
D

・・・
VA B B´

印象に対する整備方法が　非常に適している・・・・・◎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　適している・・・・・○
　　　　　　　　　　　　　　　　　　やや適している・・・・・△

24通りの整備方針の番号

現状に対する印象

A～Vは近代化土木遺産の現状

Table 3 The relationship between historical impressions
and 24 spatial conservation methods 
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4.2 整備方針に関するアンケート調査 

 作成された歴史的印象と整備方針の関連表について

は、一般の人の歴史的認識とどのような関係にあるか

を比較検証するためアンケート調査を行った。 

 2.2 のアンケート調査で使用した写真に、「歴史的印

象」・「歴史性を阻害する印象」を感じさせる要素をわ

かりやすく記載しておいたものを被験者に提示する。

この情報をもとに、チェックリスト中の 86 種類の印象

に関して、「歴史的な印象」については、これを強化も

しくは保全するための整備方針であるか、「歴史性を阻

害する印象」については、これを改善する整備方針で

あるかを 24 通りの全ての整備方針について回答させ

た。回答は複数回答可とし、歴史的印象を考慮して相

応しい整備方針があれば数を問わず選定させた。被験

者数は計 12 名であった。 

 アンケート結果については、印象と整備方針の関連

表のマス目に、その整備方針が適していると答えた人

の人数（12 人中）を入れて、整備方針間で相対的な適

性の比較を行えるようにした(Table 4)。１～２人のと

ころはきわめて少数意見であるので人数がいないのと

同じ扱いをする。 

 

 

 

５. アンケート結果の考察 

 

アンケート結果を通じて既存整備事例の検討をもと

に得られた歴史的印象と整備方針の関連表を検証した。 

ここでは５つの項目のうち「使用状況」についてチ

ェックリストの一部（Table2）と Table 3、Table 4 の

一部のデータを対応させながら考察する。 

歴史的土木遺産でありながら現役使用中であること

による歴史的印象(A-1，2，Table2)に対しては，5)オ

リジナルの形を変えずに破損部分のみの修復や補強を

行い、本来の美しさやスケール感を復元する、10) 維

持管理や空間活用に必要な器具、配線などを隠して設

置し、外観を損なわないようにする、が相応しいと多

くの人が判断した。破損等に対する補修、電気関連設

備の配線や配管の設置は現役使用していく上で必要不

可欠である場合が多い。そのときにオリジナルとは異

なる材料で粗雑な補修をしたり、配線、配管がむき出

しになってしまっていたり外観が変化してしまうこと

がある。しかし現役で当時と同じ機能を果たしている

からこそ外観の印象も維持されるので配慮が必要であ

る。 

一方，廃棄され使用停止となった構造物の歴史的印

象(B-1，2)対しては、3)破損や取り外してしまった要

素を完全には修復せず、風化による変化の魅力を活か

す、4)遺産に付着する汚れや草、苔などを排除せず、

これら時間の蓄積を残していく、が多く相応しいと判

断された。現役使用での印象に対する整備方針とは逆

に、風化しつつあることを魅力と考える傾向が見受け

られた。機能が停止したという動きのない現状にこれ

以上手を加えず、人的な動きのない空間を保つことに

より、長い時間の隔たりと、時間の蓄積を強調するこ

とができる。風化・廃墟化が存在価値を高めるのは、

土木遺産・産業遺産特有の特徴といえる。 

また B´-1の印象に対しては 18)展示物のような、

周辺環境と隔絶した見せ方ではなく遺産を風景の構成

要素として自然に溶け込ませる、が有効と考えられた

が、一般の認識は少なかった。構造物の一部のみが残

存している場合、全体の機能的な価値は期待できずモ

ニュメントや展示物としての保存が多く見られる。福

Table 4 Suitability of spatial conservation methods 

1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

3 3 1 7 7 3 2 8 1 1 1 3

4 3 2 6 6 1 2 7 1 2 3 5

5 8 8 4 3 3 5 2 2 3 1 5 5

6 4 4 2 1 7 7 1 2 2 7 7 1

10 7 5 2 5 5 2 6 2 3 4 2 4

18 1 6 2 4 1 2 4 4 5 5 3 4

24 1 3 1 1 6 2 2 1 ・・・ 2 2 ・・・ 1

・・・・・・

A VB B´ D
・・・・・・

・・・ ・・・

マス目の数字 ： 印象に対して整備方法が
                        適していると答えた人の人数
                        （12人中）

24通りの整備方針の番号

現状に対する印象

A～Vは近代化土木遺産の現状
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岡県北九州市にある茶屋町橋梁や埼玉県志木市にある

いろは樋の大枡はこの例である。しかし、現代社会や

周辺環境、地域の歴史とは何の関係性も無く孤立した

ような位置づけが周辺空間の状況から感得される。そ

こで宮城県鳴瀬町にある野蒜港跡の一部のようにほと

んど手を加えずに、風景の中に歴史をほのめかすよう

に近代土木遺産を溶け込ませる方法が考えられる。一

般に構造物自体への保存には目が行くが、空間の印象

を考慮することはあまり考慮されていない。 

構造物の移設についてD-2の印象に対しては6)人々

の利用を考慮して変化や改変を許容し、遺産に活気を

持たせる、が多く選択された。以前の場所で歴史的、

機能的存在意義を持った構造物が、新たな場所に馴染

むのは時間がかかるものであり、このような活用を通

じて地域の人々による親しみを得られるよう配慮する

必要がある。 

このような比較，検討を 86種の印象すべてについて

実施した。中には事前分析によって得られた保全手法

と印象の対応関係と、アンケートの結果が一致するも

のもあれば、ギャップが存在するものも見受けられた。

このギャップについては、いまだ一般の人々の認識に

おいて、ある種の歴史的印象が、鑑賞の対象として十

分浸透・認識されていないことを反映したものと考え

ることもできる。こうした鑑賞法については、近代土

木遺産の今後の整備活用を通じてより多くの整備方針

のボキャブラリーを開拓することが重要と思われる。 

 

６．結論 

 

本研究では、現地調査、文献調査、アンケート調査

を通じて近代土木遺産の歴史的印象について考証を行

った。人々が認識する歴史的印象は、構造物の文化財

としての価値を越えて、主観的認識にも関わるもので

あるが、特に構造物の形態特性や周辺空間的特性に着

目しその要因を整理することができた。また歴史的印

象を阻害している要因を明らかにし、特に阻害要因は

構造物そのものというよりも、むしろその周辺空間の

整備状況に多くあることが分かった。 

また、アンケート調査から一般の人の認識を考慮し

つつ歴史的印象から整備方針を導き出す一覧表を作成

することができた。歴史的印象は構造物に固有であり

また様々である。したがって整備方針は唯一とは限ら

ない。チェックリストと印象－方針関連表により、何

種類か選定可能な整備方針の中で、チェック数が多い

方針は比較的適した整備方針と考えられる。構造物の

属性から異なる歴史的印象を潜在的に強化できる場合

は、歴史的遺産の整備テーマとしてどのような方向性

を設定するかによって整備のあり方は変わってくる。

またこうした既存の方針ばかりでなく、新たな歴史的

魅力を引き出す整備方針を発見することも重要である。 
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速報 

 
降雨による土壌コロイドと溶存有機物の流出特性 

 
Leaching Characteristics of Soil Colloids and Dissolved Organic Carbon  

During Irrigation 
 

川本 健*, 小松登志子**, Per MOLDRUP*** 
 

Ken KAWAMOTO, Toshiko KOMATSU, and Per MOLDRUP 
 

Transport of pesticides, heavy metal, PAHs, radionuclide, and other strongly sorbing contaminants in soils 

is enhanced by colloid-facilitated transport. This study investigated mobilization and leaching of colloidal 

matter and dissolved organic carbon from two aggregated soils (Andisols) and a single grain soil (sand) during 

rainfall irrigation using column experiments. Results show that the cumulative colloid leaching from both 

aggregated and single-grained soils increased linearly with the square root of time at low EC effluents. This 

suggests that the colloid leaching is controlled by diffusion-limited kinetics. The mechanism of colloid 

detachment was also examined based on the relationship between the colloid concentration and the reciprocal 

of the square root of EC. 

 

Keywords: Colloid, Dissolved Organic Carbon, Leaching, Soil Structure, Rainfall Irrigation 

 
 

1. はじめに 

 

土壌に存在する様々な物質がコロイドに吸着して土

壌内を移動する。コロイドによる物質輸送は土壌・地

下水汚染と密接に関連し，農薬，重金属，各種非水溶

性物質のコロイド吸着による土壌内輸送が数多く研究

されている 1), 2), 3)。 

コロイドに吸着した汚染物質の輸送機構を解明する

ためには，土壌内でのコロイドの生成・移動機構の解

明が不可欠である。しかし，これらの機構には pH や

イオン強度といった土壌溶液の化学的性質や，降雨強

度や土壌構造といった物理的条件など，様々な要因が

複雑に影響を及ぼすことが知られ 4)，その解明にはよ

り一層の知見の蓄積が必要とされている。本研究では，

団粒構造と単粒構造の異なる土壌構造を有する試料を

用いてカラム実験を行い，降雨時における土壌コロイ

ドや溶存有機物の流出特性を調べることを目的とした。 

なお，本報ではコロイドの流出特性についての結果

と考察のみを報告する。 

 

2. コロイド相の定義と分画 

 

 本研究では，本下ら 5)に準じて，コロイド相の定義・

分画を行った。彼らはコロイド粒子と溶存有機物の両

者に注目し，コロイド相を粒子径が 1 mµ 以下の無機性 
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コロイド（Colloidal inorganic matter），有機性コロイド

（Colloidal organic matter），真の溶存有機物（Real 

dissolved organic carbon, RDOC）の 3 つのフラクション

に分画した。 

試料水の測定手順および各フラクションの濃度の同

定法を Fig. 1 に示した。孔径 1 mµ のろ紙でろ過したろ

液の濁度（2100P 型濁度計, HACH 社製）よりコロイド

濃度を求め，TOC 計（TOC-5000, SHIMADZU 社製）よ

り溶存有機物（Dissolved organic carbon, DOC）濃度を

求めた。そして，ろ液を遠心分離することにより得ら

れた上澄み液の TOC 濃度から RDOC 濃度を求めた。 

ここで，有機性コロイドと RDOC の分画は，20000g

の回転数で所定の時間遠心分離を行い，沈降するもの

を有機性コロイド，沈降しないものを RDOC とした。

遠心分離時間は，立川ロームが 3 時間，福島ロームと

豊浦砂が 8 分とした（試料については後述）。 

 

3. 試料およびカラム実験 

 

試料は東京都西東京市と福島県西郷村より採取した

黒ボク土（以下，立川ロームと福島ローム）と豊浦砂 

 

の 3 種類の土壌試料を用いた。立川ロームは畑地，福

島ロームは林地より採取し，2mm 篩で篩別後の通過分

を試料に用いた。豊浦砂は，中性洗剤で洗浄後，蒸留

水を用いて十分にリンスしたものを用いた。試料の物

理特性を Table 1 に示した。 

Fig. 2 に両ロームの団粒分布，粒径分布曲線を示した。

一般に，団粒分布と粒径分布曲線の差は団粒化の度合

いを反映し，その差が大きくなるほど団粒構造の発達

を示す。図より，立川ロームと福島ロームの両試料と

も団粒構造を有し，福島ロームの方が立川ロームより
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Remove by filtrationSoil particles lager than 1 mµ
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Colloidal organic matter  

Turbidity measurement

Colloid (NTU)

Colloidal organic matter  
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Fig. 1 Experimental procedure for determining concentration of each colloid and DOC fraction.
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Fig. 2 Aggregate size and particle size distributions 
for Tachikawa and Fukushima loam soils.
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Table 1  Soil physical characteristics. 
Particle size distribution 

Soil Depth 
Soil mineral 

density 

Dry bulk 

density 

Total 

porosity 

Organic matter 

content of soil*

Initial water 

content Clay Silt Sand 

 cm g/cm3 g/cm3 cm3 cm-3 % % % 

Tachikawa loam 5-10 2.70 0.62 0.77 7.8 56.1 8.4 55.6 36.0 

Fukushima loam 5-15 2.46 0.56 0.77 11.0 95.7 17.6 27.3 55.1 

Toyoura sand - 2.64 1.58 0.40 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 
* Organic matter content of soil was determined by dichromic acid method. 
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もその差が大きいことから，前者の方が団粒化の度合

いが大きいことが分かる。また，豊浦砂は 99.7%質量

が 0.105-0.21mm 篩に保持される均一な砂で，土壌構造

は単粒構造となる。 

カラム実験の装置を Fig. 3 に示した。カラムは内径

4.9cm，高さ 15cm のアクリル製のカラムを用いた。試

料高さを 10cm とし，試料上下には供給・排出溶液が

カラム断面に均一に広がるようにガラスビーズを 1cm

高さに充填した。 

カラム実験では供給溶液として，人工雨水を用いた。

人工雨水は，自然の雨水の組成に近づけるため，0.085

ｍM NaCl ＋ 0.015mM CaCl2 の混合溶液を用いた。 

立川ロームは，10 時間もしくは 30 時間の連続降雨を

降雨強度 80mm/hr で与えた。福島ロームと豊浦砂は，

降雨強度 20mm/hr で 39，26，26 時間の 3 回に分けて

降雨イベントを与えた。各降雨イベントの時間間隔は

24 時間とした。供給溶液は，pH=5.5-5.9，EC=2.0-2.3 

mS/m, 濁度=0.17-0.47 NTU，DOC と RDOC はいずれも

0 mg/L であった。実験中，カラム下端からの排水溶液

の採取を行い，排水溶液の pH，EC，濁度，TOC 濃度

（DOC，RDOC 測定）を測定した。 

 

４. 結果および考察 

 

 4.1 コロイドの流出特性 

コロイド濃度と累積排水量の関係を Fig.3 に示した。

立川ロームは排水にともない，コロイド濃度の上昇，

ほぼ一定値の継続，その後緩やかな低下を示した。こ

れに対し，福島ロームと豊浦砂は，いずれの降雨イベ

ントにおいても排水開始時に大きな値を示した後に低

下し，再び上昇して一定値を継続する変化を示した。

また，立川ロームの流出コロイド濃度は福島ロームに

比べ大きな値を示した。 

 土壌からのコロイドの流出は拡散律速のプロセスに

従い，コロイドの累積流出量と時間の平方根 t1/2に線形

の関係があることが報告されている 5), 6), 7), 8)。Fig.5 に

本研究で得られたコロイドの累積流出量と時間の平方

根の関係を示した。また，同図の右縦軸には流出溶液

の EC 変化を示した。立川ロームと福島ロームは，排

水初期では直線性を示さないものの，排水中期から後

期にかけては良い直線性を示した（図中の回帰式，相 
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Fig. 3 Experimental apparatus for leaching tests.
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関係数）。一方，豊浦砂は排水初期から直線性を示した。 

団粒構造を有する立川ロームと福島ロームが排水初

期において直線性を示さない理由として流出溶液の

EC 変化が挙げられる。立川ローム（Fig. 5(a)）を例に

説明すると，EC は流出開始時に EC=68mS/m を示し，

流出継続にともない急激に低下し，直線性が開始する

時点（t1/2=20.2）で 9.3mS/m となった。その後，緩やか

に低下し，流出終了時（t1/2=41.7）に 4.4mS/m となった。

一般に，土壌溶液の EC（もしくはイオン強度）の低下

にともないコロイドは土壌内を移動しやすくなること

から，流出初期は高い EC のため，コロイド粒子が凝 

 

集し，土壌からの流出が抑制されたものと考えられる。

逆に，排水中期から後期にかけては，低 EC のためコ

ロイド粒子が分散し，流出が促進されたものと考えら

れ，この流出は拡散律速に従うものと考えられる。 

 一方，単粒構造の豊浦砂は，流出溶液の EC は最大

で流出開始時の 10.4mS/m と低く，このため流出初期か

らコロイド流出が拡散律速に従ったものと考えられる。 

 

4.2 コロイド濃度と EC の関係 

 前述の通り，土壌溶液のイオン強度の低下にともな

いコロイドの流出量が大きくなる。これは，イオン強
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度の低下にともない電気二重層の層厚が増加し，コロ

イド粒子間の反発力が増加することにより，コロイド

粒子が分散して流出しやすくなるためである 9)。この

時，電気二重層の層厚とイオン強度の平方根の逆数は

理論的に比例することから，コロイド濃度はイオン濃

度の平方根の逆数に比例して増加する。Laegdsmand ら

8)は，イオン強度の代わりに EC を用いて，コロイド濃

度と EC の平方根の逆数 EC-1/2の関係を調べ，流出溶液

の EC が 18.0mS/m 以上で 0.08< EC-1/2<0.25 の範囲にお

いて両者が比例関係を有することを示した。 

 Fig. 6に本研究で得られたコロイド濃度とECの平方

根の逆数 EC-1/2の関係を示した。立川ローム（Fig. 6(a)）

では流出初期の累積流出量 78mm 未満（t1/2<23.9）にお

ける，EC>7.8mS/m，0.23< EC-1/2<0.36 の EC の範囲に

おいて直線性が見られ，電気二重層の層厚変化がコロ

イド流出を左右しているものと考えられる。しかし，

EC-1/2>0.36 の低 EC では比例関係が見られず，コロイ

ド流出が電気二重層の層厚変化以外の別のメカニズム

に支配されるものと考えられる。一方，流出溶液の大

半が低 EC の範囲（EC-1/2>0.36）である福島ロームと豊

浦砂（Fig. 6(b)）は，いずれの降雨イベントにおいても

比例関係を示さず，電気二重層の層厚変化の影響は小

さいものと思われる。 

 前節において，立川ロームからのコロイド流出は，

高 EC である流出初期は拡散律速に従わず，EC が低下

した流出中期以降に拡散律速に従うことを示した。こ

のことから，高 EC 下における電気二重層の層厚変化

はコロイド流出を左右するものの，拡散律速型のコロ

イド流出を与えないことが示唆される。逆に，低 EC

下では，コロイド流出は電気二重層の層厚変化以外の

メカニズムに支配されるものの，拡散律速型のコロイ

ド流出となる。 

 今後は，流出溶液の溶存有機物（DOC，RDOC）の

流出挙動，流出メカニズムについて考察を行う予定で

ある。 
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速報 

 

湾岸開発地域に建設される超高層免震タワーの群杭基礎システムに  

関する地震被害予測とその最適プロポーション選定法の研究 
 

Optimal Proportion of Pile Foundations Supporting Isolated High-Rise 
Buildings in Waterfront Area 

 
齊藤正人* 

 
Masato SAITOH 

 
 This study focuses on how to determine an optimal proportion (radius) minimizing the bending 

strains of vertical, cylindrical fixed-head piles embedded in a homogeneous elastic stratum in 

soil-pile-structure systems where the kinematic interaction dominates. In order to determine the 

appropriate radius, a three-dimensional finite element method is applied. A general characteristic can be 

obtained by normalizing the bending strains with respect to a mean shear strain of the soil medium. The 

normalized bending strains can be expressed by the radius to height ratio of the piles and the ratio of soil to 

pile stiffness. 

 
Key Words: Pile Foundation, Soil-Structure Interaction, Optimal Radius, Finite Element Method 

 
 

1．はじめに 

 

ここ数年、都市部の再開発地域や湾岸開発地域におい

て、21世紀の未来型建築である超高層タワーの建設がラ

ッシュである。これらの超大型建築物は、幹線道路や鉄

道など国の主要施設と同様に、その大半は群杭基礎シス

テムによって支持されている現状にある。その理由は、

都市部や湾岸開発地域が、そうした超大型建築物を支持

するには、あまりに軟弱な地盤であるからである。群杭

基礎システムが軟弱地盤上の構造物に果たす役割は明快

であり、鉛直荷重を支持し、軟弱地盤に沈下させないた

めにある。そのため、いかなる状況にあっても、システ

ムが支持機能を失うことがあってはならないのである。 

 

 最も群杭基礎システムの支持機能を失う可能性がある

のは、やはり地震による被害であろう。実は近年の研究

により、軟弱地盤中の杭基礎が損傷するのは、主に地震

時に働く以下の２つの外的要因によることが明らかにさ

れている。第１に，建築物の慣性力が水平力となって，

杭に作用し損傷が生じる場合である。第２に，軟弱地盤

の変形が杭に作用し損傷が生じる場合である。後者の地

盤変形による杭への損傷という概念は、比較的新しい考

え方であり、その影響は、建物の慣性力を上回るとも言

われている。最近の超高層タワーでは免震構造が取り入

れられており、タワー本体の地震応答は抑制できるだろ

うが、地盤変形による杭の損傷は一切抑制できていない

のである。よって、一見すると壊れていないタワーも、

実は、杭基礎は壊滅的に損傷しており、数年内には支持

機能が終局状態に陥り、タワーの傾斜や沈下が顕著に現

れる可能性は否定できない。 

そこで本研究は、免震装置を有する超高層タワーにお

いて、そうした軟弱地盤特有の外力に対して、いかなる

杭の断面諸元が超高層免震タワーの群杭基礎システムと
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して最適なのか把握することを目的とする。 

現在、本研究プロジェクトの第１段階として、免震装

置によってタワーの慣性力が相当量緩和された状況を想

定し、地盤変形のみが作用した際の杭基礎の動的挙動に

ついて検討を実施している。著者による既往の研究１）、２）

では、表層地盤の固有振動特性が卓越し、地盤変形が過

大となる１次卓越振動数と同じ振動数成分を有する基盤

入力動を想定した際の、杭体の損傷特性について検討を

行ってきた。しかし、これらの研究は３次元弾性波動論

に基づく理論解を基底とした評価であることから、種々

の振動数成分を有する実地震動については、その特性を

評価するに至らなかった。そこで本研究は、３次元有限

要素法に基づく離散化モデルを構築し、種々の地震動に

対する杭体の損傷と杭径の関係について、時刻歴動的解

析を実施しその評価を行うことを目的とする。本報告は

それらの成果を速報として提示するものである。 

 
２．解析概要 

 

 本研究では、構造体のディテイルまでモデル化ができ

る 3 次元有限要素法を適用する。また本解析は、埼玉大

学総合情報処理センターにある Marc（3 次元非線形有限

要素法解析ソルバー）を利用した。杭体は通常、1 次元

梁モデルにより等価に置換されるが、本検討では杭径寸

法を検討パラメータにしていることから、８節点ソリッ

ド要素によりモデル化を行う。杭の境界条件としては、

標準的かつ単純である杭頭回転拘束を満足させるため、

フーチングの回転変位を拘束し、杭先端は基盤層に貫入

させる。地盤は弾性体として、杭体と同じ 8 節点ソリッ

ド要素で構築する。Fig.1 に解析モデルを示す。本解析で

は、基盤層下部から地震動を入力し、杭体に生じる曲げ

ひずみ（杭頭・杭先端）の最大値とその際に表層地盤に

生じた平均せん断ひずみを算出する。著者による 3 次元

弾性波動論に基づいた検討の結果１）、杭体の曲げひずみ

を表層地盤に生じる平均的なせん断ひずみで正規化する

ことにより、想定される種々のパラメータ（杭径、杭長、

地盤変形量、杭と地盤の剛性比等）を統一的に整理でき

ることが判明している。本検討においても、同様に整理 

 
(a) Three-dimensional Finite Element Model 

(Cross section) 
 

 
(b) Three-dimensional Finite Element Model 

(Multi-views) 

 
Fig.1 Three-dimensional Finite Element Model used in  

     this study 
 
を行い、杭体の損傷と杭の断面寸法の関係について把握

することにした。 

 本解析で用いる時刻歴波形は、種々の振動数成分に対

して検討することを目的とするため、既往の観測地震の

応答スペクトルから、その周波数特性が異なるものを数

種類選択した。当該地震動は、1) El Centro NS (1940)、

2) Kobe JMA NS (1995)、3) Hachinohe EW (1968)の３ 
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Fig.2 Response spectra for El Centro, Kobe, and Hachinohe  

     ground motion with 5% damping. 

 

種類である。加えて、既往の研究と同様に、表層地盤の

１次卓越振動数と同じ振動数成分を持つ調和振動波形を

入力地震動として選択した。入力地震動の応答スペクト

ルを Fig.2 に示す。本解析では、杭の径長比 Ha を 0.01、

0.02、0.03、0.04、0.05、0.07、0.10 の７種類とし、ま

た地盤と杭の剛性比 ps EE は 0.0005、0.001、0.005 の

３種類とした。また地盤の密度ρ 、ポアソン比ν 、減衰

定数 gh はそれぞれ 1.8、0.45、0.05 を仮定した。上記の

値は、実際に使用されている杭基礎の諸元に基づいて定

めている。減衰係数については、Rayleigh減衰を仮定し、

表層地盤の 1 次と 2 次の卓越振動数領域において一定値

となるように設定した。また本解析では、数値積分法と

して Newmark のβ法を用いた（ 25.0=β ）。 
 

3．解析結果と考察 

 

 Fig.3 に、本解析によって得られた正規化曲げひずみ

sp γε （杭体の最大曲げひずみを表層地盤に生じる平均

的なせん断ひずみで正規化）と基礎径長比 Ha の関係を

示す。杭体の曲げひずみは、杭頭と杭先端において増加

する傾向にあるが、その特性は杭体の回転拘束条件に起

因する。Fig.3 によれば、調和振動を入力した場合の正規

化曲げひずみの特性と、３種の異なる実地震動を各々入

力した場合の特性が良好に一致することがわかる。この

要因として、表層地盤の伝達関数が一種の帯域フィルタ

ーとして作用したことによると考えられる。これらの特

徴は、基礎径長比 Ha が小さいほど、免震構造を有する

（慣性力がおよそ無視し得る）上部構造物を支持する杭

基礎システムは有利であること、また反対に、基礎径長

比 Ha が大きくなると、杭の曲げひずみがコンクリート

の許容曲げひずみを超える可能性があり、危険であると

解釈できる。この特性は構造物の慣性力を主たる外力と

してきた既往の設計思想と真っ向から反する特性である。

つまり、従来の設計思想は構造物の慣性力についてのみ

検討されてきた経緯があり、一般に、杭径を大きくする

ことが、損傷を抑制する手段であったためである。 
 

4．終わりに 

 
 本研究は埼玉大学２１世紀総合研究機構の「21世紀総

合研究機構研究プロジェクト（平成１６年度採用）」の一

環として実施したものである。また研究成果の一部は学

術論文としての出版を予定している３）、４）。今後、より実

際的な研究成果として、材料非線形性の影響など踏まえ

た解析を継続的に実施していく予定である。 
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Fig.3 Variation of normalized bending strains with slenderness ratio Ha   
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This report describes the outline and activities of the research project entitled by “Techno Center for 

Micro/Nano-Scale Control and Measurement”. The research group consists of twelve members, most of which 

belong to the Department of Mechanical Engineering, Saitama University. The research topics of each member 

are presented, followed by two articles on micro-scale fluid measurement and high-precision vibration 

isolation system. 
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1.プロジェクトの概要 

 

1.1 目 的 

 従来，計測制御技術はそれぞれの個別分野で必要に

応じて発展してきたが，様々な極限技術に対応する計

測制御手法の共通性，関連デバイスの高機能化，信号

処理及び画像処理能力の飛躍的向上により，先端的計

測制御技術が技術開発の中心的役割を担うようになっ

てきている．特に，次世代技術としての機能素子の高

密度化に伴って，マイクロ/ナノ領域における計測制御

の必要性が高まってきている．本プロジェクトでは，

計測制御分野で高い業績を挙げている研究者集団によ

り，マイクロ/ナノスケールモデルに対応する計測制御

技術を総合的に研究・開発するための拠点形成を目指

す．特に，マイクロ/ナノスケール計測基盤技術の確立，

高時空間分解能多次元マイクロ/ナノスケール計測制

御技術の開発，マイクロ/ナノスケールビジュアリゼー

ション技術の確立を図るとともに，各技術の高度化と

精錬化を行っていく．さらに，将来的には，これらの

計測制御技術の集約し，世界初となる高速移動現象ナ

ノスケール計測システムなどの構築を目指す． 

 

1.2 特 色 

 マイクロ/ナノスケール計測制御技術の発展は国内

外において目覚しいものがある．しかし，計測精度の

評価，計測精度向上のための極限環境の実現，計測シ

ステム構成及びその制御方法，制御要素開発などにお

いて多くの問題を残しており，それらを戦略的に集約

して新技術に対応する体制は十分でない．これに対し，
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本プロジェクトでは，極限環境メカトロニクスや分子

操作制御などのマイクロ/ナノスケール計測制御の基

盤技術は勿論のこと，マイクロ/ナノスケール計測制御

技術における不確定性問題などの基礎理論，熱流体・

材料・加工の各分野におけるマイクロ/ナノスケール可

視化技術，さらには高時空間分解能多次元計測制御シ

ステム構築などの実用化技術に至るまで，独自の視点

から研究・技術開発を行っていく．そして，これらの

技術を有機的に組み合わせて世界初となる新しいマイ

クロ/ナノスケール計測制御システムを構築していく

点に特色がある． 

 

1.3 研究組織 

 本プロジェクトは，21 世紀 COE プログラムとして

の採択を目指して組織されたものである．2005 年 4 月

現在の研究組織を表１に示す． 

 

1.4 学内における活動 

 本プロジェクトは，2003 年度に学内改革等特別経費

の配分を受け，研究ポテンシャルの向上を図った．

2004 年 7 月からは，総合研究機構の管理する総合研究

棟全学プロジェクト室を借用し，共同プロジェクトの

推進を図っている．また，2005 年 3 月には，構成員が

中心となって，総合研究機構「重点研究テーマ」とし

て「先進マイクロ/ナノスケール計測制御システム創

成」という研究テーマの提案を行った． 

 

2. 研究の概要 

 

本プロジェクトは，1.3 節で示したように，工学部機

械工学科所属教員を中心とした 12 人の構成員によっ

て推進されている．各構成員の研究内容の概要を以下

に記す． 

水野 毅：マイクロ／ナノスケール計測制御基盤技

術の開発．マイクロ／ナノスケールでの計測制御に不

可欠な精密除振装置や，超清浄空間，超高真空など特

殊環境におけるメカトロニクスに関する研究を行って

いる． 

川橋正昭：マイクロスケール流体計測．定量的マイ

クロ/ナノビジュアリゼーション技術の手法の確立を

行っている． 

加藤 寛：マイクロ材料計測．超音波を用いた計測・

制御技術に関して研究を進めている．現在は，材質劣

化評価の転位構造変化を通じた超音波評価，超音波顕

微鏡による材料内部のミクロ組織の可視化，超音波干

渉を利用した異材境界形状の高精度計測・ナノ粒子の

制御などを行なっている． 

大八木重治：マイクロフレームの研究．モバイル機

表 1 研究組織 
 

氏 名 所属・職名 専門分野 役割分担 

水野  毅 工学部機械工学科・教授 メカトロニクス・制御工学 研究統括 

川橋 正昭 工学部機械工学科・教授 流体工学 マイクロチャンネル流解析 

大八木重治 工学部機械工学科・教授 熱工学 マイクロ/ナノ熱計測 

加藤  寛 工学部機械工学科・教授 材料工学 ナノ/マイクロ材料欠陥解析 

佐藤 勇一 工学部機械工学科・教授 機械力学 マイクロメカニクス 

堀尾健一郎 工学部機械工学科・教授 精密加工 マイクロ/ナノ加工 

豊岡  了 環境制御工学専攻・教授 光学計測 ナノ光学計測 

荒居 善雄 工学部機械工学科・助教授 材料力学 マイクロ応力・疲労解析 

綿貫 啓一 工学部機械工学科・助教授 設計工学 マイクロ/ナノシステム設計 

池野 順一 生産科学専攻・助教授 精密加工 マイクロマニピュレーション 

小原 哲郎 工学部機械工学科・助教授 熱工学 マイクロ/ナノ熱計測 

高崎 正也 工学部機械工学科・助教授 メカトロニクス マイクロメカトロニクス 
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器等の微小エネルギー源として極小火炎の研究が注目

されている．また，動力源としてもタービン径数ミリ

のマイクロガスタービンの開発も盛んに行われている．

そこで、微小空間における火炎の挙動について実験お

よび数値解析によって明らかにする研究を行っている． 

佐藤勇一：制振・振動利用．ミクロンオーダの振動

を回転運動に変換する，制振技術，振動エネルギー回

生について研究している． 

堀尾健一郎：ナノスケール表面の形成メカニズム．

研磨加工により平滑面が形成されていく過程について

研究している．ナノメータオーダの表面を得るのに必

要な条件を明らかにすることが目的である． 

豊岡 了：マイクロ/ナノ光センシング．干渉計測分

野で、独自に開発した位相解析法によるサブミクロン

スケールの時空間変形解析と MEMS 動作解析への応

用、および独自に開発した統計干渉法によるサブナノ

メータスケールの動的変形計測について研究している。 

森田真史：イオンデポジット法による生体材料の表

面改質と耐食性，生体親和性の改善．生体金属材料の

毒性は溶出する金属イオンの種類と量に依存する．イ

オンデポジット法によりアモルファス薄膜層を表面に

形成することで耐食性の改善をはかり，生体親和性を

維持する技術の開発を行っている． 

荒居善雄：マイクロ/ナノ材料力学．半導体量子ドッ

トを有する材料の歪解析とナノインデンテーション/

発光測定試験を行い、ナノスケールの空間分解能を有

する歪測定法の開発のための基礎研究を実施している． 

綿貫啓一：マイクロメカトロニクスシステム設計．

バーチャルリアリティ空間における３次元立体視技術

や力覚呈示技術を融合した没入型仮想共有環境システ

ムを構築し，現実に見たり触ったりすることが困難な

マイクロメカトロニクスシステムのデザインレビュー

法について研究を行っている． 

池野順一：マイクロ／ナノ加工計測．光放射圧から

生じる微粒子の高速回転現象を利用したサブÅの変位

計測原理の研究，および光放射圧と定在波の組み合わ

せで発生する振動現象を利用したナノ変位形状計測原

理の研究など非接触精密計測に関する研究を行ってい

る． 

小原哲郎：マイクロフレームの伝播メカニズム．可

燃性の予混合気体で満たされたミリサイズの領域内を

伝ぱする火炎（マイクロフレーム）の挙動について研

究している． 

高崎正也：超精密アクチュエータ．無限ストローク

を実現しつつマイクロ／ナノスケールでの位置決め制

御を達成するために，複数の駆動モードを持つ超音波

アクチュエータの開発を行っている． 

 

３. 代表的な研究成果 

 

 本章では，前章で紹介した研究の中から 2 つのテー

マを取り上げて，研究成果を示す． 

 

3.1 マイクロスケール流体計測 

 環境，バイオ，医療，省エネルギー等の分野におけ

る技術開発や新産業創生において，流体に関連したマ

イクロ／ナノテクノロジの発展に対する期待は益々高

まっている．マイクロ/ナノテクノロジ適用の関連分野

は極めて広範囲であり，その例としては，バイオテク

ノロジや医療に関連した生化学分析，化学分析，新薬・

試薬開発，さらに高度医療技術などの基礎となるマイ

クロチャネルフロー，電気浸透流，マイクロミキシン

グ，マイクロ循環，マイクロポンプ，マイクロマシン

における現象解析，環境・省エネルギーに対応する

MEMS 応用のセンシングや制御，マイクロマシン，マ

イクロ流体素子，マイクロスケール熱交換器，燃料電

池，逆浸透膜淡水化における現象解析などが挙げられ

る．より具体的な例としては，脳血管障害・心臓病・

高血圧などに代表される循環器系疾患の増加に伴い，

微小な血管内の流れ場を把握することが重要な課題と

なっている．また，スケール効果を利用した高付加価

値の熱交換器などのマイクロマシン技術を応用した熱

流体デバイスが注目され，省エネルギーの観点からも

小型加工物の効率的生産システムも求められるように

なっており，より効率的で微小な機械システムの開発

が期待されている．化学反応を用いた DNA や血液な

どの分析機器においても，サンプル量の微小化や解析

時間の短縮化のためにも，微小流動を利用したデバイ
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スが提案されている． 

 マイクロ/ナノテクノロジにおいてその鍵となるも

のは，マイクロ/ナノ計測技術であり，その確立なしに

はマイクロ/ナノテクノロジの発展は望めない。中でも，

定量的マイクロ/ナノビジュアリゼーション技術は最

も有用かつ有効な計測技術であり，その手法の確立は

今後の技術展開における主要な要素となっている。マ

イクロスケールの流れ場は低レイノルズ流れであるが，

解析的・数値的に求めることが難しい．なぜなら，マ

クロなスケールでの流れでは，慣性力や浮力などの体

積力が支配的であるのに対し，ミクロな流れ場では，

粘性力や界面張力などの表面力の影響が増大し，静電

気力や分子間力などの様々な力の影響を受けるためで

ある．マイクロスケールの流れ場の計測では，そのサ

イズが微小であるため，従来の計測・解析手法では，

プローブの大きさの制限から計測が困難であり，空間

分解能が不足するなどの問題がある． 

 ここでは，マイクロスケール流れの詳細を実験的に

解析した例として，マイクロチャンネル内振動気流の

マイクロ PIV 計測例を示す．対象としたマイクロチャ

ンネル内流れは，図１に示すような人間の肺における

呼吸作用による呼吸細気管支から肺胞にいたる領域で

のマイクロスケールガス交換メカニズムの詳細を明ら

かにすることを目的として，マイクロスケール細気管

支内の振動流の実験解析技術を確立するための基礎と

なるＴ字マイクロチャンネル内振動気流である． 

 マイクロスケール流速場の実験的解析法として有用

なマイクロ PIV については，マイクロスコープを用い

た基本光学系や計測上の問題点などについて，すでに

多くの報告がある．この手法を適用した計測例も数多

く報告されている．一方，比較的長い観察距離を確保

できるマクロレンズ系を用いたマイクロPIVシステム

も提案されており，その適用例についての報告もある．

PIV では，通常パルス状シート光で照明された面内の

2 次元流速成分の計測がなされるが，マイクロスケー

ル流れに適用するときは，シート光厚さの限界から，

計測対象流れ場全体が照明される場合が多い．そのと

き，計側領域の奥行き方向空間解像度はレンズの焦点

深度に依存する．したがって，マイクロ PIV では光学

系の構成が重要となる．また，照明光学系の構成の影

響により，照明光によるトレーサ散乱光の画像記録で

生じる問題点を避けるため，トレーサに蛍光粒子を用

いて，蛍光による画像を記録することが多い．しかし，

マイクロチャンネル内振動気流計測に適した蛍光粒子

の入手あるいは作成は困難である．したがって，ここ

ではマクロレンズを用いた光学系を用いて，トレーサ

粒子からの照明光直接散乱光を検出記録するマイクロ

PIV システムを構成して計測した例を示す． 

 

 
 

 
 

図１ 肺および気管支組織図 

 実験で使用したＴ字マイクロチャンネルの基本形状

とその寸法，および実験計測システムが，図２に示さ

れている．マイクロチャンネルは，厚さ 500μm の真

ちゅう板を用いて機械加工により製作されている．マ

イクロチャンネル内の振動空気流は，ピストン駆動に

よるシリンジポンプにより駆動される．トレーサ粒子

には線香の煙が用いられ，計測領域が発行時間 20ns，

発光間隔 10ms のダブルパルスレーザで照明されて，

画面倍率 500 倍のマクロレンズが取り付けられた高解

像度 CCD カメラにより瞬時 2 次元画像が取得され，

PIV アルゴリズムにより速度分布が回復される．さら

に，振動流の同一位相での複数画像取得により，位相
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       (1)T 字マイクロチャンネル                (2)計測システム 

図 2 マイクロチャンネルおよびマイクロ PIV 計測システム 
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図 3 マイクロチャンネル内振動空気流の位相平均流速分布計測例 

平均流速分布が計測され，振動流についての時系列特

性が解析される．駆動周波数を 1Hz としたときの，得

られたマイクロチャンネル内の瞬時流速分布計測例が，

図３に示されている．これらの結果より，空気流を時

間的トレースして，合流部で生じる流速分布パターン

の変化より混合の影響を抽出し，呼吸作用におけるガ

ス交換のメカニズムを解析することが可能となる．ま

た得られた結果は，マイクロチャンネル内振動空気流

の流速分布の特性をよく表しており，今後の実際の呼

吸細気管支の形状に近いモデルを用いた実験解析への

マイクロ PIV の有用性を示している． 

 

3.2 精密除振装置の開発 

 近年，先端的半導体製造システムや極微小領域計測

システムでは，振動などの外乱を除去する除振装置の

重要性がますます増大している．除振装置で除去すべ

き外乱は，設置床の振動に起因する地動外乱と装置の

ばね上に入力される直動外乱とに大別でき，前者には

低剛性，後者には高剛性の支持機構が適している．従

来のパッシブな除振装置では，これらの相反する要求

を十分に満足することが原理的に困難である． 

 本研究では，従来の除振装置とは全く異なるアプロ

ーチによって，地動外乱に対する振動絶縁と直動外乱

に対する制振との両立を図っている1)．具体的には，図

４に示すように，正の剛性を持つばねと負の剛性を持

つゼロパワー磁気浮上系とを中間台を介して直列に接

続し，それぞれの剛性は低くすることによって振動絶

縁特性を確保し，両者の大きさ（絶対値）を一致させ

ることによって直動外乱に対する剛性を無限大とする． 

 現在までに，提案する方式の３自由度アクティブ除

振装置（図５）2)や６自由度アクティブ除振装置（図６）

およびパラレルメカニズムを利用した６自由度アクテ
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ィブ除振装置3)などを開発している． 

 図７は，開発したユニット型アクティブ除振装置に

おいて，除振テーブルの中央に重りを載せていくこと

によって静的な直動外乱を発生させ，これに対する特

性を測定した結果を示している．この実験において，

中間台を支持する正のばねの剛性の大きさは 14.6 

[kN/m]と設定している．図からわかるように，直動外

乱を加えても除振テーブルはほとんど変位していない．

この結果から直動外乱に対する剛性を求めると 892 

[kN/m]となり，正のばね単独での剛性の大きさの約 60

倍となっている．この実験によって，提案する方式の

除振装置では，中間台を支持するばねのばね定数と電

磁石の特性係数（=力／変位）の大きさを等しく設定す

ることによって，高い剛性を持つ除振装置が実現でき

ることが実証された． 

 
図 4 除振装置の基本構成 

 

 
図５ 3 自由度アクティブ除振装置 

 

 
図６ 6 自由度アクティブ除振装置 
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図７ 実験結果 

 本研究で提案する方式を用いると，高性能な除振装

置を低コストで実現できるので，マイクロ／ナノスケ

ールでの計測制御を必要とする諸分野で広く用いられ

る可能性を持っている． 
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バイオミメティックリアクターの開発 
（人工筋肉を用いた流体輸送の基礎研究） 

 
Development of Bio-mimetic Reactor 

Fundamental Investigation on Fluid Transfer by Artificial Muscle 
 

平原裕行*, 佐々木賢二**，川橋正昭*

 
Hiroyuki HIRAHARA, Kenzi SASAKI and Masaaki KAWAHASHI 

 
IPMC is one of artificial muscle of electro-active polymer(EAP), which has been developed since 1992. The 

advantages of IPMC is requiring low activation voltage and the induced large bending strain. The characteristics has 

various potential applications inherently. In this paper, we will describe the fundamental activation data,. Then joint 

mylar sheet to the end of the IPMC memblane to achive phase delay, and measure the kinetic momentum made by it. 

Finaly we summalize the characteristic of IPMC and gave the remark the application of IPMC. 

 

Keywords: Artificial muscle, IPMC, flow control, phase, PIV 

 
 

1 緒言 

バイオリアクター内の流動は，旋回流式の装置が現

在主流であり，様々な攪拌方式がとられており，その

評価がなされている．本研究は，往復どう運動するア

クチュエータを用いてリアクター内の流体を輸送する

ための基本特性を捉えることを目的としている．用い

た貴金属接合体イオン導電性高分子（ionic polymer 

metal composites:IPMC）はフッ素系イオン交換樹脂膜

に、金をメッキすることにより得られる接合体である。

IPMC は湿潤状態において 1.5V 程度の低電圧を与える

ことにより、屈曲運動を行う。応答が高速であること、

柔軟であることなどの利点に加え、材料そのものが屈

曲するため、単純構造で小型、軽量のアクチュエータ

として用いることが可能である[1]。 

近年様々な材料が人工筋肉として研究されており，

IPMC もその柔軟性から人工筋肉として位置付けられ、

多くの研究対象の一つとなっている[2]。本研究では、

IPMC の柔軟な動作を利用し、高効率な流体輸送を実

現することを目的とする。基礎段階として電圧、周波

数の変化に対する IPMC 膜の動作特性を調べ，同時に

PIV により膜周辺の速度計測を行い流動特性を定量的

に調べる 

 

 Fig1 Experimental setup 

２ 周波数に対する膜の動作特性 

 実験に用いた膜は 10mm×2mm×200μmの IPMC で

ある．実験装置概要を Fig1 に示す。水槽に純水を満た

し、膜をクリップして電圧を印加する。IPMC 自体に

は 3V 程度まで印加可能だが普通の水中で動作させる

場合は、水の電気分解に配慮し，1.5V 程度で作動させ

*埼玉大学 工学部 機械工学科 
Department of mechanical engineering, Faculty of Engineering,
Saitama University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama,
Saitama, 338-8570, Japan 
**埼玉大学大学院理工学研究科機械工学専攻 
Graduate School of Science and Engineering, Saitama University
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Table1 Phase delay and displacement at each points 
 20mm 25mm displacement
１Hz 2.39mm
３Hz 23° 15° 2.25mm
４Hz 46° 30° 2.28mm
５Hz 60° 36° 1.94mm
６Hz 62° 45° 1.42mm
７Hz 1.04mm  
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た。印加周波数は 0.1Hz～6Hz である。Fig2 に示すよ

うに，周波数が増加するにつれ変位は減少する．しか

しながら 2Hz 以上においてはほとんど変化しない． 

３ PIV による流れ場の速度解析 

PIV により膜周辺の速度を解析した。レーザーは

Nd-YAG レーザー、トレーサー粒子には中空ガラスビ

ーズを用いた。まず25mm×2mm×200μmの膜を用い、

10mm×10mm×200mm の流路内の挙動を解析したが、

大きな流速は得られなかった。次に、IPMC 膜の先端

に 25μm 厚のマイラー膜を接合し、IPMC 部と位相差

を生じさせることで流体輸送の効率向上を目指して改

良した。接合膜は IPMC部が12mm、マイラー膜が13mm

の長さである。Table1 は各周波数の膜各点の位相差な

らびに最大変位をまとめたものである。位相差が最大

となるのは６Hz であるが、変位は逆に減少するため、

最高効率点は４Hz～６Hz の間にあると考えられる。結

果を Fig3 に示す。入力信号は矩形波で，膜先端から

10mm から下流の流路内発生運動量を示している．4Ｈ

ｚで発生運動量が最大となる。さらに細かく計測した

結果４.４Hz で最大となるが、この値は膜の形状に依

存している。IPMC のみの場合と、マイラー膜を接合

した物を比べると、大きな差が生じていることが確認

され、位相差を生じさせることにより効率が上がるこ

とが確認できた。また、膜先端付近の流れ場を 18 度ず

つの位相で計測し、レイノルズ応力、乱れ強度を求め

た結果、各位相で大きな差は見られず、ほぼ一定の流

れ場が計測された。しかしその大きさは１Hz のものに

比べて３Hz では約５～10 倍，５Hz では約 10～30 倍と

なっており、この違いが流体の加速度に影響している

と考えられる。 

４ 結言 

生体運動に近い動作を利用した流体輸送を目的とし、

その基礎段階として人工筋肉の一つである IPMC を用

い、周波数、入力波形に対する膜の動作、ならびに膜

周辺の流体への影響を調べた。基本特性の実験により、

低周波数、高電圧において膜の変位が大きいことを確

認し、１.５V 程度において良好な作動が確認された。

また、PIV 観察により流れ場の挙動を観察した。マイ

ラー膜を接合した結果、IPMC のみの場合に比べて大

きな運動量が発生することを確認した。これらより膜

の変位量と周波数により位相差を最適に調整すること

で発生する運動量を増加させることが出来ることを確

認した． 
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１．はじめに

近年，製品開発において複数の部署や設計者が同時

に製品検討を行うことが，開発期間の短縮やコスト・

ダウンを図る上で重要になってきている．この設計手

法はコンカレント・エンジニアリングと呼ばれ，製品

開発の初期段階から各部署間の密なコミュニケーショ

ンを図り，商品企画，設計，試験，購買，製造，品質

保証，保守サービス，営業，広報，環境，廃棄，回収，

再利用などあらゆる要素を考慮することで，製品開発

の手戻りを最小限に抑えようという考え方を取入れた

手法である．

また，一方で，工業製品の設計段階で実物模型を製

作せず，3 次元 CAD で作成したモデルを中心に製品検

討を行う，デジタル・モックアップが大手メーカーを

中心に導入され，開発期間の短縮，コスト・ダウンで

大きな効果をあげている．デジタル・モックアップで

は，モデルをデジタルデータとして扱うため，遠隔地

にいる人間同士でもネットワークを介して同じモデル

を見ながらコミュニケーションを図ることが可能であ

る．また，設計以外の部署に所属する者でもコンピュー

タ画面に表示される 3 次元形状を通じて容易に製品形

状を把握できるため，他部署間でのコミュニケーショ

ン・ツールとしても有用である．デジタル・モックアッ

プを利用することで，従来の製品開発プロセス（図 1）
のように各プロセスにおいて担当部署のみが関与しプ

ロセスを順次進めるのではなく，製品開発の全プロセ

スにおいて多くの部署が関与し，複数のプロセスを同

時並行的に進めることも可能となる（図 2）．さらに，

製品設計初期段階やデザインの段階で頻繁な設計変更

が生じたとしても，デジタル・モックアップであれば，

実物模型を製作するわけではないため，時間とコスト

を大幅に低減でき，また，変更後の形状確認を迅速に

行うことができるというメリットがある．

しかしながら，複数部署間あるいは複数設計者での

検討の際に対象製品に設計変更が生じた場合，3 次元

CAD の複雑な操作を修得した者がいなければ，その場

での変更は困難であるため，設計部門への持ち帰りと

なり，開発期間に遅延を生じさせる要因となる．CAD

研究成果報告

デジタル・モックアップとコンカレント・エンジニアリングのための

協調設計インターフェイスの開発

Development of Collaboration Interface Devices
for Digital Mock-up and Concurrent Engineering Based on VR Technology

小島一恭 *，綿貫啓一 *

Kazuyuki KOJIMA and Keiichi WATANUKI

Concurrent engineering is a business strategy which replaces the traditional product development
process with one in which tasks are done in parallel and there is an early consideration for every aspect of a
product's development process. And digital mock-up is increasingly being used as a design tool when
conventional CAD runs out of steam trying to manipulate large assemblies. At the same time, digital product
and component visualization solutions are being deployed to enhance communication, innovation and
quality in departments as diverse as designing, styling, engineering, manufacturing, purchasing, marketing,
advertising and recycling. However,  the tool is too complex and cumbersome for collaborators to use in the
aspect like as design review (DR) discussing to modify a product. In this report, the virtual reality (VR) sys-
tem in which collaborators can handle digital product easily by using 3D stereoscopic visualization system
and haptic devices. Our proposed system allows collaborators to modify and combine the models while they
are working on into a virtual assembly, so that they can continue the process of collaboration and work out
what will happen when they fit their components together. 
Keywords: Digital mock-up, Concurrent engineering, Virtual reality, Human interface, Interaction
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操作に習熟した者がいたとしても，設計変更の提案者

が CAD 操作者を通じて自分の考えを製品に反映させ

るのは容易ではない．また，コンピュータ画面に表示

される 3 次元形状モデルは，実際には実物とは大きさ

の異なる2次元平面上のグラフィックイメージであり，

実物大模型を製作して検討を行う場合と比べると，ボ

リューム感や質感に欠けるというデメリットもある．

そこで，本研究プロジェクトでは，バーチャルリア

リティ（VR: Virtual Reality）技術を応用し，実際のモッ

クアップにより近い形態，すなわち，視覚や力覚を通

じて形状やボリューム感，重量などを知覚し，かつ複

数の人間が容易にコンピュータ内の 3 次元モデルを操

作可能な協調設計インターフェイスを開発する．

2.　デジタル・モックアップ

工業製品の設計段階では，実物大模型を製作し，そ

の重量感や使用感，あるいは組立時の干渉チェックや

組立性などの検討を行うことがあるが，この実物大模

型をモックアップと呼ぶ．ただし，ここではデジタル・

モックアップとの混同を避けるためモックアップを実

物大模型と呼ぶこととする．

近年の CAD/CAM/CAE とその周辺技術の発展に伴

い，実物大模型を製作せず，コンピュータ内に作成さ

れた３次元形状モデルに基づいて，製品の外見や内部

構造について比較検討するデジタル・モックアップが

大手メーカーを中心に導入され，製品の開発期間の短

縮やコストダウンで大きな効果をあげている．実物大

模型を作る局面はデザインや操作性の確認など製品開

発の中盤以降に限られていたが，デジタル・モックアッ

プでは工程全体にまで拡張することが可能である．図

3 は，デジタル・モックアップを利用した設計部門と

製造部門の打ち合わせの一例である．詳細寸法につい

ては2次元図面を見ながら，形状についてはコンピュー

タ画面に表示される 3 次元形状モデルを見ながら検討

する．3 次元形状モデルは簡単なマウス操作で，移動，

回転，拡大縮小が可能なため，形状を把握しやすい．

しかしながら，デジタル・モックアップを利用する場

合，次のような問題点もある．

(1) 実物大模型を使用して製品の検討を行う場合と

比して，ボリューム感や重量を把握しづらい，あ

るいは，把握できない．

(2) 実物大模型に比べ形状変更・確認は迅速になった

とはいうものの，3 次元モデルの形状変更には複

雑な CAD 操作が必要であるため専門のオペレー

タが必要となり，旧来どおり設計変更とその確認

に時間がかかる場合がある．

(3) 3 次元形状モデルはデジタルデータとしてネット

ワークを介して遠隔地の部署間でやり取りでき

るが，視点移動や形状変更などの操作が同期され

ておらず，コミュニケーション・ツールとしての

使用感に欠ける．Fig.1  Conventional production process
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Fig.2  Concurrent engineering with digital mock-up
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3.　VR 技術を応用した新たな協調設計

インターフェイスの開発

3.1 システムの概略

本研究プロジェクトでは，前述の問題点を解決する

ため，VR 技術を応用した新たな協調設計インターフ

フェイスを開発する．図 4 にシステムの概略を，図 5

に使用時のシステム構成例を示す．本システムは，コ

ンピュータ内の仮想空間内に 3 次元モデルを構築し，

そのモデルを立体視装置で立体視するとともに，力覚

呈示装置を用いて，造形・変形・移動・削除などの操

作を行えるようにするものである．これらの操作は，

ネットワークを介して遠隔地の複数のシステムで同期

的に処理される．本システムを製品開発の各工程にお

けるコミュニケーション・ツールとして使用すること

で，部署間の連携を促進するとともに，更なる期間の

短縮，コストダウンの効果が期待できる．

3.2 立体視システム

立体視システムは，CRT に時分割で左右の視差のつ

いた映像を交互に表示し，液晶シャッターメガネを併

用して左右の眼に視差のついた映像を独立して呈示す

ることにより立体視が可能なシステムである．また，

メガネにヘッドトラッキング装置を取付け，体験者の

視点位置をフィードバックし，視点位置に応じた映像

をリアルタイムで表示する．

3.3 力覚呈示装置

本研究では力覚呈示装置（SensAble 社製  PHANTOM
Omni）を PC 1 台につき 2 台使用する．表 1 に本力覚

呈示装置の概略仕様をまとめる．本装置は 6 自由度（力

覚に関しては 3 自由度）の力覚呈示装置で，力覚呈示

範囲は 160 × 120 × 170[mm]，最大呈示力は 3.3[N] で
ある． ユーザはスタイラスを通じて 3 次元位置の入力

を行い，同時にスタイラスを通じて力覚呈示装置から

反力を返される．

3.4 ソフトウェアの構成

図 6 に開発するシステムのブロック図を示す．図に

おいて「*」で示される部分は独自に開発を進める部分

である．立体視，力覚呈示およびネットワーク通信な

ど全体を統合するソフトウェアを Windows  XP 上のア

プリケーションとして実装する．本アプリケーション

は基本的に VRML2.0（以下，VRML）のブラウザとし

て機能するが，立体視の設定や外部機器の制御，ネッ

トワーク通信のために独自の拡張を施す．また，力覚

呈示装置との相互作用により，3 次元形状モデルの造

形・変形・移動・削除を行う部分も新たに拡張する．

この拡張により，単に VRML 形式のファイルを読込ん

で 3 次元形状を画面上に表示するだけでなく，VRML
のコード内に記述する立体視や外部機器，ネットワー

Fig.4  Outline of our proposed system
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Table 1  Specification of haptic device

名称 The PHANTOM Omni Device

力覚呈示範囲（幅×高さ×奥行） 160×120×70 [mm]

位置分解能 0.055 [mm]

据置時の占有範囲 168×203 [mm]

重量 3 lb 15 oz

自由度 6

力覚自由度 3 (x, y, z)

最大呈示力 3.3 [N]Fig.5  Collaboration interface system architecture
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Fig.6  Block diagram of  system
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クなどの設定の読込みが可能となり，また，スタイラ

スを用いた3次元形状モデルの各種操作が可能となる．

これらの拡張は，ダイナミックリンクライブラリ

（DLL: Dynamic Link Library）として作成するため，拡

張する度に本体のソフトを再構築する必要はない．

3.5 視覚モデルと力覚モデルの整合性

力覚呈示装置は，コンピュータ画面に呈示される視

覚モデルとは別の力覚呈示用のモデルをもつ．このモ

デルを力覚モデルと呼ぶ．力覚呈示装置は複数のスタ

イラスに加えられる力と力覚モデルとの力学的な相互

作用を考慮してユーザに返す反力を決定する．しかし，

視覚モデルと力覚モデルはそれぞれ独立に座標系を持

つため，この整合性を保つように視覚モデルと力覚モ

デルを構成する必要がある．図 7 は，視覚モデルと力

覚モデルの位置関係を模式的に示したものであるが，

理解しやすいように力覚呈示装置は1台のみ表示する．

図 7(a) は視覚モデルと力覚モデルが一致していない場

合，図 7(b) は一致している場合を示している．視覚モ

デルと力覚モデルの位置が一致していない場合には，

表示されているモデルをスタイラスで触ろうとしても

適切な反力は得られない．図 7(a) のような場合には，

表示されているモデルとは全く異なる位置で反力が

返ってくることとなる．図 7(b) のように，視覚モデル

と力覚モデルの位置が一致している場合には，表示さ

れている 3 次元立体視モデルをあたかもスタイラスで

触っているかのような感覚が得られる．本システムで

は，力覚呈示装置の設置位置を VRML の記述で設定す

ることにより，簡便に両モデルおよび座標系を一致で

きるように工夫している．

3.6 複数の力覚呈示装置の協調とその効果

本システムでは 1 台の PC につき 2 台の PC を使用

し，2 つスタイラスを動かしながらスタイラス上のボ

タンを操作することで，3 次元形状モデルへのさまざ

まな操作が可能となる．例えば，一方のスタイラスで

3 次元形状モデルを固定し，他方のスタイラスで 3 次

元形状モデルを変形したり，マーキングしたりという

ことが可能となる．また，本システムはネットワーク

を介してさらに多くの力覚呈示装置を混在させること

が可能であり，例えば，同様のモデル 2 個を同一の VR
空間内に用意し，それぞれのモデルを 2 人の設計者が

同時に加工し，直ちに並べて比較するということも可

能である．本システムを製品開発の各段階でのコミュ

ニケーション・ツールとして使用することで，複数開

発者間，複数部署間の密なコミュニケーションが可能

となり，更なる期間の短縮，コストダウンの効果が期

待できる．

4.　おわりに

本報告では，VR 技術を応用し，実際のモックアッ

プにより近い形態，すなわち，視覚や力覚を通じて形

状やボリューム感，重量などを知覚し，かつ複数の人

間が容易にコンピュータ内の 3 次元モデルを操作可能

な協調設計インターフェイスの開発について述べた．

本研究プロジェクトは，21 世紀総合研究プロジェクト

研究経費の助成により行われたものである．
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１．背景と目的 

 

 反応的システム (reactive systems) とは、何らかの

最終結果を計算することではなく、外部環境との相

互作用の進行過程を持続する計算システムである。

従来の反応的システムは外部からの刺激に対して受

動的にしか反応できないので、信頼性と安全性から

見れば、いつも受け身になっており、災害や攻撃を

事前に能動的に自己防衛することができない。殆ど

の災害や故障や攻撃は何らかの兆候が事前にある程

度現れるにも関わらず、今まで、災害や故障や攻撃

を先行的に予測し損害を未然に防ぐ反応システムに

関する研究開発が全く報告されていない。高信頼

性・高安全性を有する、「被害を未然に防ぐ」反応シ

ステムの実現と実用化は、情報化社会における国民

生活の安全・安心の確保にとって極めて重要なこと

である。 

 本研究の代表者が提案した先行推論反応システム

は、従来の反応システムに時間相関論理に基づく先

行予測推論エンジンを付け加え、システム内部状態

と外部環境状況変化を計測、監視しながら、災害や

故障や攻撃の兆候を検出し、先行推論に基づく予測

によって災害や故障や攻撃による損害を未然に防ご

うとする次世代反応システムである。本研究プロジ

ェクトの目的は、高信頼性・高安全性を有する先行

推論反応システムを開発しその有効性を実証するこ

とである。 

 

２．研究内容と成果 

 

（１） 時間的・相関的推論を基礎付ける時間相関

論理の構築 

 振る舞いが時間に伴って変化する如何なるシステ

ムにおいても、システムの振る舞いに関する命題の

真偽ばかりではなく、それらの命題の間にある相関

含意関係や、前提と結論との間にある帰結関係も時

間に伴って変化する筈である。一方、「被害を未然に

防ぐ」ことにとって、先行推論に基づく予測は不可

欠な手段である。あらゆる先行推論にとっては、実

世界における時間に関連する物事とそれらの間にあ

る様々な関係を形式的に表現する手段、および、時

間に関連する推論の妥当性を基礎付ける形式論理体

系が、不可欠なものである。 

 本研究では、代表者が以前既に提案した強相関論

理に、時間に関する様々な性質に対応する時間様相

演算子とそれらに関する様々な公理を新たに導入し

時間相関論理体系を構築したと共に、先行推論を基

礎付ける形式論理体系として時間相関論理が現時点

で最適なものであることを示した。そして、時間相

関論理に基づいた先行推論の原理と性質を明らかに

している。 
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（２） 時間相関論理に基づいた先行推論エンジン

の開発 

 信頼性と安全性から見れば、先行予測反応システ

ムの狙いは、被害を未然に防ぐことである。その役

目を果たす中心的な構成部分は、先行推論のための

前向き推論エンジンである。先行推論は現実世界の

問題について十分事前に推論結果を導き出さなけれ

ば、「先行的に予測」の意味からみれば、全く役に立

たない。従って、先行予測反応システムの実現と応

用に向けて最も重要な課題は、実用に耐えられる高

速前向き推論エンジンの開発である。 

 本研究では、代表者の研究室で既に開発した汎用

前向き帰結演算システム EnCal を改良、改造し、先

行推論のための高速前向き推論エンジンを分散メモ

リ型並列計算機上で開発した。 

（３） 先行推論反応システムの実現技法 

 先行推論反応システムは、ソフトシステムバスに

基づくシステムとして実現することができると考え

ている。「ソフトシステムバス」とは、概念的に言え

ば、ソフトウェア技術で実現し、システムにおける

部品を繋げるための、データ伝達・保存機能を持つ

通信チャンネルである。「ソフトシステムバスに基

づくシステム」とは、自己計測、自己監視、自己制

御を行う制御部品群と機能部品群を一本または数本

のソフトシステムバスで繋げるシステムである。 

 本研究では、中枢構成要素の一つとして時間相関

論理に基づいた先行推論エンジンを有する、ソフト

システムバスに基づくシステムとして、先行推論反

応システムのアーキテクチャーを設計した。 

 

３．課題 

 

 本研究プロジェクトは、現在、以下の課題につい

て研究と開発を進んでいる：先行予測反応システム

のプロトタイプの実現、ネットワークにおける故障

と攻撃に対する先行予測推論法の構築、ソフトシス

テムバス・パッケージの開発、先行推論反応システ

ムの事例としての汎用電子アンケート・投票サーバ

ENQUETE-BAISE の開発。 
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超低熱膨張性と排ガス浄化能を有する複合機能性ゼオライト多孔体の創製 

 

Fabrication of Zeolite Porous Bodies with Low Thermal Expansion Property for 
Cleaning Exhaust Gas 
 

柳 瀬 郁 夫 1, 柿 崎 浩 一 2，小 林 秀 彦 2 

Ikuo YANASE,  Koichi KAKIZAKI,  Hidehiko KOBAYASHI 
 

1Graduate School of Science and Engineering, 2Faculty of Engineering, Saitama University, 
Sakura-ku, Saitama-shi, Saitama, 338-8570 Japan 

 
Porous bodies of cubic Cs-deficient pollucite, Cs0.9Al0.9Si2.1O6, were fabricated by using 

pollucite-calcined powder and polymethyl methacrylate, PMMA, as a pore-forming agent. Porous 
structure with 0.68μm and 3.80μm in pore-size and 53 % in porosity was obtained by heating the 
green compact of the 1073K-calcined powder including 35mass% PMMA at 873K in air for 20h to 
decompose PMMA, following at 1673K in air for 20h. The porous structure was formed via the 
process that small pores resulted from the PMMA decomposition, enlarged and grain growth 
occurred together with the neck formation with increasing the heating temperature. The fabricated 
Cs0.9Al0.9Si2.1O6 porous body had the low thermal expansion property of which the linear thermal 
expansion coefficient was ca. 1.0×10-6/K in the temperature range of 298 to 1273K.  
 

Keywords: Leucite, Porous body, thermal expansion, PMMA 

 

1. 緒言 

自動車や工場から排出するガスの流出は現代社

会が抱える問題の一つであり，この問題を解決す

るための排ガス・排煙内の微粒子・分子の除去に

有用な環境浄化用の材料開発は重要な課題である． 

現在，自動車用排ガス除去フィルターとして“コ

ーディエライト”が実用化されているが，コーデ

ィエライトは軸異方性の熱膨張を示すため熱応力

が小さいことが本質的な問題点として残っている．

そこで，等方的な熱膨張を示し，さらに低熱膨張

性を有する“立方晶系ポルーサイト(CsAlSi2O6)”

に着目した．ポルーサイトは，結晶構造内に

(Si,Al)O4 四面体で形成される骨格構造(図 1)を有

する 1)ためコーディエライトのような低熱膨張性

が期待され，またイオン交換可能な金属イオン

(Cs+)を有するため触媒機能を併せ持つことが期

待される． 

[100]

[0
10

]

空隙

Cs+ ｲｵﾝ（Si,Al)O4　

　 四面体

図１ ポルーサイトの結晶構造(下側半分）
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図１ ポルーサイトの結晶構造(下側半分）
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 本研究では，Cu を置換するとNOx 分解特性を

発現する“立方晶系ポルーサイト”を対象物質と

して，まず化学組成を制御した立方晶系 Cs-リュ

ーサイト化合物を合成し，結晶構造内に存在する

空隙を制御することで低熱膨張化に有効な因子の

探索を行った．次に低熱膨張化した Cs-リューサ

イト化合物の触媒活性を有する多孔質体の作製を

行うことによる，環境浄化用超低熱膨張性セラミ

ックスフィルターの開発を目的とした． 

 

2. 実験方法  

2.1 粉末合成  

 出発原料には CsNO3，NaNO3，LiNO3，Al2O3

ゾル及びSiO2ゾルを用いた．Al2O3ゾルとSiO2ゾ

ルから調製した混合微粉末と硝酸塩を任意組成と

なるよう秤量し，原料混合粉末を調製した．この

原料混合粉末を大気中 600℃で 20h 熱処理した仮

焼粉末を，Cs-Na系及びCs-Li系では，800℃で20h，

1000℃で 5h 焼成して単一相を合成した．Cs 系で

は，1400℃で 10h 焼成して単一相を合成した． 

 

2.2 多孔質体の作製 

 多孔質体の作製には，800℃-20h で仮焼した粉

末をポリメタクリル酸メチル(PMMA)と混合し

た後，196MPaで冷水間等方プレス(CIP)によって

成形体を作製した．この成形体を大気中1400℃で

20h焼成して，ポルーサイト多孔質体を作製した． 

 

2.3 評価法 

 合成した粉末の同定には粉末法Ｘ線回折試験

(XRD)，粉末の熱膨張の測定には高温 XRD を用

い，各温度での格子定数から熱膨張率（25～900℃）

を算出した． 

また，多孔質体の微細構造の観察には走査型電

子顕微鏡(SEM)，熱膨張の測定には熱機械分析

(TMA)，相対密度の算出にはアルキメデス法，細

孔分布の測定には水銀圧入法を用いた． 

3. 結果と考察 

3.1 立方晶系Cs-リュ-サイト化合物の粉末合成 

立方晶系ポルーサイトをテンプレートとし，構

成元素の変化と Cs+イオンの減少による結晶構造

内の空隙の増大を研究指針として，立方晶系 Cs-

リューサイト化合物の低熱膨張化に有効な化学組

成を探索した．多段階焼成法(段階的に熱処理を行

う．複雑な結晶構造を有するポルーサイトの合成

に有効であることが見出されている 2, 3))を用いる

ことで，様々な化学組成を有する Na 置換型化合

物Cs1-x-yNayAl1-xSi2+xO6（x=0.0,0.1, y=0.1,0.2）及び

Li 置 換 型 化 合 物 Cs1-x-yLiyAl1-xSi2+xO6

（x=0.0,0.1,y=0.1,0.2）を合成できた．  

 

3.2 Na置換型化合物の熱膨張特性 

合成した立方晶系 Cs-リューサイト化合物の室

温(25℃)～900℃の温度範囲における熱膨張率と

温度の関係を調査した結果を図２に示す．点線で 

図２ Na置換型化合物の熱膨張特性
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図２ Na置換型化合物の熱膨張特性
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示したポルーサイトには，室温からの急激な熱膨

張が見られたが，Na置換量の増大とともに，熱膨

張率は減少した．Cs0.7Na0.2Al0.9Si2.1O6では，その急

激な熱膨張はほとんど抑制され，900℃で熱膨張率

が約 0.1%の低熱膨張性を示した． 

同様に，Li+置換型化合物においても低温領域で

の急激な熱膨張が抑制され，さらに中高温領域に
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おける低熱膨張領域の拡大により低熱膨張化する

ことが確認された．特に，Cs0.7Li0.2Al0.9Si2.1O6 は

800℃で熱膨張率が約 0.07%の超低熱膨張性を示

した． 

 

3.3 格子内空隙と熱膨張特性 

Na+イオンは，Cs+イオンよりもイオン半径が小

さいことから，単位格子内の空隙を算出し，熱膨

張との関係を調査した．ここで，格子内空隙率は

格子中の空間の割合を示し，構成イオンの全体積

と格子体積から算出した． 

算出した格子内空隙率と 200～900℃の温度範

囲での線熱膨張係数(TEC)の関係を図３に示す． 
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図３　格子内空隙率と線熱膨張係数の関係
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図３　格子内空隙率と線熱膨張係数の関係

 
Na 置換量の増大に伴って格子内空隙率は増大し，

かつ TEC が減少することが分かった．特に、約

46%の格子内空隙率を有する Cs0.7Na0.2Al0.9Si2.1O6

及び Cs0.7Li0.2Al0.9Si2.1O6の平均熱膨張係数は約 0.7

×10-6 [℃-1] となり，超低熱膨張性を示すことが分

かった．この結果より，3 次元骨格構造を形成す

る(Si,Al)O4 四面体の結合部分における変角や振動

による熱膨張の緩和作用を空隙が促進させ，Na

置換量の増大によって低熱膨張化したと考えられ

た． 

 

3.4 多孔質体の作製 

ポルーサイトより格子内空隙率を増大させた低

熱膨張性の Cs0.9Al0.9Si2.1O6の仮焼粉末に 35mass％

の PMMA を混合したのち成形し、1400℃で焼成

することで多孔質体を作製した． 

得られた Cs0.9Al0.9Si2.1O6 多孔質体の破断面の

SEM 写真を図４に示す．5μm 以下の細孔を有す

水銀圧入法によって調べた

る微細構造が認められた． 

細孔分布の結果を図

５

5μm

図４ Cs0.9Al0.9Si2.1O6多孔質体の微細構造

5μm5μm5μm

図４ Cs0.9Al0.9Si2.1O6多孔質体の微細構造

に示す．モード径 0.68μmと 3.80μmの細孔を

有することが分かった．3.80μm の細孔は仮焼粉

末の凝集に起因すると思われる． 
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図５ Cs0.9Al0.9Si2.1O6多孔質体の細孔径分布
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図５ Cs0.9Al0.9Si2.1O6多孔質体の細孔径分布

　作製した Cs0.9Al0.9Si2.1O6 多孔質体の熱膨張特性

を図６に示す．温度の昇降による熱膨張のヒステ
 
リシスは認められず，その平均線熱膨張係数は
1.04×10-6/℃ (25～1000℃)であり，本作製法によ
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って優れた低熱膨張性を有する立方晶系の多孔質

体が作製できることを見出した． 
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図６ Cs0.9Al0.9Si2.1O6多孔質体の熱膨張特性

Temperature / ℃

Th
er

m
al

 e
xp

an
sio

n 
/ %

0 200 400 600 800 1000
0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

図６ Cs0.9Al0.9Si2.1O6多孔質体の熱膨張特性

 

 結言 

 方晶系フィルター材料の開発を目的と

1) 学組成を有す

2)  イト化合物の低熱膨張

3)  1O6の仮焼粉末と PMMA

 

辞 

究は，平成 15 年度埼玉大学研究プロジェ
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4.

 新規な立

して，“立方晶系Cs-リューサイト化合物”を用

いた低熱膨張性材料の研究・開発を行った。得

られた主な成果を以下に示す. 

  多段階焼成法を用いて種々の化

る立方晶系 Cs-リューサイト化合物の単一相

粉末を合成できた． 

立方晶系 Cs-リューサ

化には，(Si, Al)O4四面体が連結して形成する

骨格構造の格子内空隙率の増大が有効である

ことを見出した． 

立方晶系 Cs0.9Al0.9Si2.

を用いて焼結体を作製することで，細孔径分

布が制御された低熱膨張性を示す立方晶系多

孔質焼結体が得られた． 
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研究成果報告 

 
粒状体の準静的流れから高速流れへの移行に関する数値解析的研究 

 
Numerical simulation on rapid flow of granular materials 

 
岩下和義*, 小田匡寛*, 鈴木輝一* 

 
Kazuyoshi IWASHITA, Masanobu ODA and Kichi SUZUKI 

 
To study the micro-mechanics of rapid flow of granular material, apparatus was newly 

designed to generate two-dimensional flow in a laboratory. At same time, numerical simulation 
based on Distinct Element Method (DEM) was also performed to get the detailed data those are 
difficult to measure in the laboratory test. By comparison with previous results and 
experimental results, accuracy of the numerical simulation is investigated.  

 

Keywords: DEM, granular flow, shear stress, micro mechanics, rapid flow, quasi-static flow 

 
 

構造物は、壊れてはならないとの前提で設計される。

しかし現実には、土構造物の基礎地盤の破壊は毎年繰り

返され、流れる土砂は土木構造物に大きな被害を及ぼし

続けている。この事実は、破壊後の土の挙動がいかに重

要であるかを示している。土の破壊は、せん断帯に沿う

準静的な滑りから始まり、条件によっては高速な流れへ

と移行する。この移行現象は、土石流の制御や被害の軽

減を考えなければならない技術者にとって、きわめて緊

急かつ重要な課題であると言わざるを得ない。また粒状

物質の流れの問題は、粒状物質を扱う他の分野において

研究されている 1)-3)。例えば、粉体輸送における流れの制

御、流れに伴う分級・混合作用等、二相混合流体の研究

がそれである。本研究の目標は、土などの粒子材料の流

動則すなわち応力－ひずみ速度の関係を、変形速度が準

静的から高速までの全領域において粒子レベルでの視点

を踏まえて解明することである。 

1. 解析モデル 

 

粒子流のシミュレーションを行うために、スチールボ

ールを用いた高速せん断試験を行った。4), Fig.1 に実験装

置の概要を示す。同時に２次元個別要素法（DEM）をベ

ースとしボール要素を用いた解析モデルによる解析 5)を

行った。Fig.2に解析用モデルを示す。本実験装置は従来

粒状体の高速流れの研究に用いられている装置 1)-2)に比

べて以下の特徴を持つ。1)粒子は平面上を運動するため、

重力が流れの応力にカウントされない。2)間隙に液体を

用いないので、液体の運動の影響が入らない。3)流れの

中で発生する垂直応力と水平応力の双方 or片方を測定す

ることができる、4)すべての粒子の運動を観察すること

ができる。 

 

2. 測定結果 

 

Fig.3に両方の実験で測定された垂直及びせん断応力

の値を示す。Fig.3より実験と数値解析とで応力―せん断

ひずみ速度関係が以下のように定性的に一致しているこ

とが確認される。すなわち、粒子流れが疎な場合（低フ

ラクション領域）では発生する応力は変形速度すなわち
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せん断ひずみ速度の２乗に比例する関係を示すが、常時

粒子が接触しているような密な流れ（高フラクション領

域）においては、発生する応力はせん断ひずみ速度には

ほとんど依存しないという結果である。この中間の密度

領域での応力－ひずみ速度関係は２乗からゼロ乗の間に

推移する過渡領域となっていることが確認された。また

せん断応力と垂直応力の比である摩擦角がせん断ひずみ

速度に依存していないことを示す結果が得られた。 

 

3. 考察 

 

実験においても個別要素法による数値解析において

も粒子のせん断流れにおいて、フラクション（空間充填

率）が低い場合には、流れで生じる応力はせん断ひずみ

速度の２乗に比例する傾向が確認された。しかし、数値

解析によるとフラクションが高くなるのにしたがい発生

する応力はせん断ひずみ速度の２乗に比例する傾向から

ずれていき１乗に比例する傾向となり、さらにフラクシ

ョンをあげると応力はひずみ速度に依存しない傾向を示

すようになる。今後なぜこのような現象が生じるのか、

粒状体の温度（granular temperature）3),4)密度分布、速

度分布、速度勾配を測定し、粒子の運動を高速度ビデオ

カメラ及び数値解析で追跡することによって、準静的流

れから高速流れへの移行を粒子レベルの微視的構造変化

の観点で究明を図る予定である。 

実際の粒子流れでは間隙の気体・流体の挙動及びそれ

らの相互作用が重要になると思われるので、間隙の気体

もしくは液体の運動と固体との相互作用を考慮した二層

系個別要素法の開発を進めている 
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Fig. 1 Experimental apparatus. 
A = shear stress measurement equipment, B = rotating 
velocity meter. 
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Fig. 2 Schematic view of the simulation. 
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研究成果報告 

 

東北タイメコン河流域における 

環境共生型都市を目的とした物質循環とリスク評価 
 

Transport and risk assessment of Environmental Impact Chemicals 
in the Mekong basin of northeast Thailand: Towards an eco-city 

 
佐々木 寧*, 小松 登志子**, 王 青躍**, 田中 規夫*, 湯谷 賢太郎* 

 
Yasushi SASAKI , Toshiko KOMATSU, Qingyue WANG, Norio TANAKA and Kentaro YUTANI  

 
The purpose of this research is to investigate the transport and risk assessment of Environmental Impact 

Chemicals (EICs) in the Mekong (Mae Nam Khong) basin of northeast Thailand. The two collaborating 

partners in Thailand are Ubon Ratchathani University and Khon Kaen University. Scientists of Saitama 

University visited these two universities and their research facilities. As the first step of the project, water 

quality parameters of 13 stations in Mekong and Moon River (branch of Mekong River) were measured. 

Hydraulic data of the basin were obtained from Water Resource Office of Hydrology (Khong Chiam Office 

and Ubon Ratchathani Office). Three wastewater treatment plants were visited and some water quality data of 

influent and effluent were collected.  

A meeting with professors and administrators (including Dean of faculty of Science) from both the 

universities in Thailand and Saitama University was held to discuss the research plans and further research 

collaborations. Following the discussion, some heavy metals and pesticides were selected as the specified EICs 

to be investigated in the project. 

 

Keywords: Mekong Basin, Environmental Impact Chemicals, Eco-city, Risk assessment 

 
 
開発の進む都市域においても、健全な生態系を維持

することは重要な課題である。とくに、経済的な躍進

が進むアジア各国の都市においては、急激な都市の膨

張に伴って秩序ある生態・環境系が失われつつあり、

緊急を要する課題となっている。とくに揮発性有機物、

重金属類、多環芳香族炭化水素類（PAHs）、栄養塩類な

どの環境インパクト化学物質（EICs；Environmental 

Impact Chemicals）による環境汚染、とりわけ重金属

類や PAHs には微量でも生態系にとって有害である。こ

うした EICs の移動・変換・蓄積機構の解明、さらに生

態・環境系への影響も考慮した適切な安全性評価は欠

かせない。 

本プロジェクトでは、生態学・数理生態学、水圏・

地圏・気圏環境工学の分野の研究者が緊密な連携と共

同研究を進め、生態モデルの開発技術や、水圏・地圏・

気圏の環境解析技術を基盤とした、EICs の環境中での

移動・変化・蓄積機構、生態・環境系に与える影響の
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定量的評価を行い、EIC の安全性評価を行うとするも

のである。研究対象地域として、さいたま市、および

タイの中堅都市・河川を選定し、ウボン・ラチャタニ

大学、コンケン大学と協力して研究を行う計画である。

プロジェクトは予備調査として、以下に報告するよう

に進められている。 

 

1.メコン河流域河川の水環境 

 

 本研究では EICs の物質循環経路として、特に水循環

と一体化した移動経路に着目している。EICs は水とと

もに移動することが多く、さらに、メコン河やその支

流の河川水は、農業・漁業や生活用水などとして住民

の生活を支えている。そのため、ひとたび何らかの変

化が起こればその影響は大きく、安全性評価の重要性

が高い。以下では、タイ東北部のメコン河流域におけ

る、水質環境と水文環境について、調査結果を述べる。 

 

1.1 メコン河流域の水質環境 

ウボン・ラチャタニ県周辺において、メコン河およ

び支流のムン河等において、特に有機物汚濁に着目し、

水質調査を実施した。ウボン・ラチャタニ大学の

Wanwalai 教授の案内の下、同教授が定期的に採水と分

析を行っている地点において、多項目水質計（HORIBA 

U-22XD）を用いて水質を測定した。採水は地点

(1)(3)(4)(8)では橋の上から、(2)(6)(7)(9)(10)(11)

は船をチャーターし、その船上から、(5)(12)では桟橋

の上から、(13)の Pak Moon Dam では堤体上から行った。

なお、採水はタイ側協力者（Wanwalai 教授の学生）の

協力により実施した。 

Fig. 1 に水質調査を行った地点の位置を、Table 1

に調査結果を示す。水質の調査結果を見ると、どの地

点においても比較的良好な水質環境が保たれているよ

うに思われる。しかし、魚の畜養が行われている

(7)Swang（Fig. 2）、水遊びに用いられている(9)Phibun

（Fig. 3）、水上レストランがあり観光地化している

(11)Khong Chiam (Mekong)（Fig. 4）では、pHの上昇

が見られ、人間活動が河川水質に影響を与えているこ

Fig. 2 Water sampling point (7) Swang. 

Fig. 1 Water sampling points in Mekong River, Moon River and tributaries. 
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とが示唆される。特に Phibun では、以前は汚水が直接

流れ込む排水口が近くにあり、水質が非常に悪かった

そうであるが、近年排水口の位置をさらに下流に移す

ことによって、水質の改善を図ったそうである。これ

は、根本的な解決策にはなっておらず、排水口近くの

水質を測定すべきであったが、今回は時間の都合上測

定できなかった。 

今回の調査で、メコン河、ムン河および支流におい

て、顕著な水質の悪化は見られなかった。しかし、上

述地点(7)(9)(11)のように局地的であれ、人間活動に

よって水質が影響を受けていることが明らかとなった。 

 

1.2 メコン河流域の水文環境 

雨季と乾期が存在し、特に雨季において、多量の降

水に見舞われるタイでは、EICsの移動を解析する上で、

年間の水文データを収集することは不可欠である。メ

コン河、ムン河、その他支流には 244 の水位観測地点

が存在し、その地域の Water Resource Office of 

Hydrology が観測を行っている。この観測拠点はタイ

全土に 40箇所ある。また、前述の観測拠点では、気温、

湿度、降水量、蒸発量等の水文データも観測している。

今回訪れた地域には Ubon と Khong Chiam に Office が

存在するが、そのうちの Khong Chiam の Office を訪問

し説明を受けた（Fig. 5）。  

Fig. 4 Water sampling point (11) Khong Chiam 
(Mekong). 

Fig. 3 Water sampling point (9) Phibun. 

 
Table 1 Observation results of water quality in Mekong River, Moon River and tributaries. 

 Conductivity pH Water Temp. TDS DO Turbidity ORP 
 

Location 
(µs)  (℃) (mg/l) (mg/l) (NTU) (mV) 

(1) Saree Bridge 302 7.10 23 200 8.7  51  ** 
(2) Chi River 272 6.99 21.3 180 11.0  140  ** 
(3) Sae Bye River 589 7.13 24.6 380 10.0  24  187 
(4) Moon Noi River 504 6.52 22.8 320 8.3  54  240 
(5) Kuduer Beach 301 7.27 24.9 200 9.2  58  223 
(6) Sea Bok River 423 7.72 25.4 280 9.4  31  217 
(7) Swang 417 8.19 26.3 270 11.1  84  205 
(8) Dom Yai River 107 7.66 26.6 70 7.0  20  217 
(9) Phibun 423 8.36 26.2 280 10.3  ** 200 
(10) Khong Chiam (Mae Khong) 215 8.09 23.9 140 8.6  13  275 
(11) Khong Chiam (Moon) 150 7.03 26.3 100 8.0  10  281 
(12) Sirinthorn Resovoir 26 6.95 26.0 20 6.4  30  272 
(13) Pak Moon Dam 160 7.07 26.7 100 7.9  16  257 
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 ムン河の水位は、メコン河との合流点付近に位置す

る Pak Moon Dam（Fig. 6）により影響を受ける。この

地域では 2001 年に大規模な洪水を経験しており、その

際には Pak Moon Dam の全ゲートを開放したそうである。 

また、Wanwalai 教授より Ubon 観測拠点での観測デ

ータの提供を受けた。Fig. 7 には 2001 年のムン河の

水位、降水量の観測結果と水位と流量の関係を、Fig. 8

には 2001 年の気温と湿度の観測結果を示す。タイは一

般的に 5月から 10月が雨季とされ、降雨に伴って河川

の水位は上昇する。2001 年にはムン河の水位は、雨季

には乾期と比較して 8 m 近く上昇したことが分かる。

また、ウボン・ラチャタニ周辺は 1 年を通して高温多

湿であり、年間の平均気温は 28 ℃前後である。3月か

ら 4 月は特に暑く、最高気温が 40 ℃を超えることも

ある。 

 今回の訪問により、研究対象地域の過去の水文デー

タを入手できたこと、また、今度も継続的に入手する

ことが期待できる体制を構築できたことは大きな収穫

である。 

 

2.都市下水処理システム 

 

 EICs のうち、窒素やリンは家庭から排出されること

が多い。その場合、下水処理場を調査することにより、

環境中への流入量の概算を知ることが可能である。そ

こで、ウボン・ラチャタニ市内の 2つの下水処理場と

ウボン・ラチャタニ大学の下水処理場を訪問し、流入・

流出水の水質データを入手するとともに、下水処理施

設の視察を行った。 

 

2.1 Warinchamrap 地区下水処理場 

この処理場はウボン・ラチャタニ市Warinchamrap 地

区の下水処理を行っている。この処理区の下水排除方
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Fig. 6 Pak Moon Dam. 

Fig. 5 Meeting with the staff of Khong Chiam Water 
Resource Office of Hydrology. 
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式は合流式である（雨水と汚水が同一の管で排除され

る方式）。したがって、乾季は良いが、雨季には処理容

量を超えた雨水と汚水の混合下水が未処理で放流され

ることになる。処理区の人口は 160,000 人で、処理人

口は約 35,000 人である（約 20 %）。 

 この処理場の処理方式は酸化池（lagoon）法で、3

池ある。第 2 池のみにエアレーション装置がいくつか

設置されている。第 1池には Fig. 9 のように大量のホ

テイアオイが酸化池の表面を覆っており、栄養塩(N、

P)の除去には良いが、水面からの酸素の供給という意

味では問題である。水面が覆われることによって酸素

がとけ込みにくくなり、酸化池として機能しなくなる

恐れがある。ホテイアオイの導入は、第 2 池あるいは

第 3池（Fig. 10）で行う方が適切であろう。 

 流入下水と処理下水の水質については、今回提示さ

れたデータからは、処理後の水質の方が悪化している

という状態である。例えば、流入水の BOD、COD はそれ

ぞれ、9.8、32 mg/l であるが、処理水は、それぞれ、

22.8、80 mg/l であり、いずれも 2 倍以上の値を示し

ている。3 池を通過する間の時間差はあるとしても、

これでは処理されていることにならない。処理池の中

で、光合成による再生産（藻類の増殖）や底泥からの

溶出が起こっていると考えられる。実際に第 3 池では

かなりのアオコの発生がみられた。酸化池のエアレー

ションやホテイアオイによる栄養塩類の吸収を適切に

組み合わせて、より効率的な処理を行う必要がある。 

 

2.2 Ubon City 下水処理場 

 Ubon City 下水処理場は 7 年前に建設された。下水

排除方式は合流式で、2 つのポンプ場がある。処理区

域の人口の 50 %、55,000 人分の処理をしている。処理

能力は最大 22,000 m3/day で、現在の処理量は 9,000 

m3/day である（Fig. 11）。 

 処理方式は酸化池（lagoon）法で、2 池ある。第 1

池にはエアレーション装置がいくつか設置されており、

第 2 池は沈殿池である。 流入下水の BOD は 95 mg/l、

10 mg/l というデータが提示された。除去率は約 90 %

である。しかし、実際に沈殿池を視察したところ、Fig. 

8 のように富栄養化のために相当量のアオコが発生し

ており、結局、Warinchamrap 地区の下水処理場の場合

と同様に、酸化池で有機物(BOD)を除去しても、栄養塩

(N、P)が十分に除去されないため、沈殿池内で、光合

成による有機物（藻類）の再生産が起こっている。こ

Fig. 9 First lagoon of Warinchamrap wastewater 
treatment plant covered with Eichhornia
crassipes. 

Fig. 10 Third lagoon of Warinchamrap wastewater 
treatment plant covered with thick Water 
Bloom.

Fig. 11 Meeting with the staff of wastewater treatment 
plant in Ubon city. 
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のため BOD 除去率は約 90 %という値をその通りに受け

取ることはできない。特にタイのような気温が高く、

日射も強い地域では、光合成による再生産に注意しな

ければならない。そのためには N、P除去を考える必要

があるだろう。 

また、Warinchamrap 地区の下水処理場の場合と同様

に、この排水区では合流式排除方式であるため、雨季

には雨水と汚水の混合した排水がそのまま、未処理で

水域に放流される。この問題も今後解決していく必要

がある。 

 

2.3 ウボン・ラチャタニ大学下水処理場 

大学内の下水排除方式は分流式（雨水と汚水が別々

の管で排除され、雨水はそのまま放流、汚水は処理場

で処理される）であり、合流式のような問題点はない。 

キャンパス内には 3 つのゾーン（1.研究施設、2.宿

舎・食堂、3.農場）があり、それぞれのゾーンに沈殿

池とオイルトラップが設置されている。下水処理量は

学生、スタッフ 6,000 人分、3,000 m3/day である。 

 処理の方式は、以下の通りである。（ ）内は滞留時

間。 

酸化池（5日） → 沈殿池（3日） →  

人口湿地（5日） → 最終沈殿池（5日） 

→ 放流  

 酸化池にはエアレーション装置が設置されている

（Fig. 13）。 

人工湿地にはびっしりとボタンウキクサが生えてお

り、繁殖し過ぎで困っているとのことである（Fig. 14）。

栄養塩を吸収して繁茂する植物は湿地から物理的

に取り除くしか方法はないので、定期的に除去するこ

とが必要である。水質については、流入水の BOD、COD 

はそれぞれ、50 から 60、50 mg/l であり、処理水は、

それぞれ、9から 10、31 mg/l である。BOD、COD の除

去率はそれぞれ、80 %、40 %程度である。最終沈殿池

Fig. 15 Final sedimentation pond of wastewater 
treatment plant in Ubon Ratchathani 
University. 

 

Fig. 13 Aeration lagoon of wastewater treatment plant 
in Ubon Ratchathani University. 

Fig. 14 Constructed wetland covered with dense Pistia 
stratiotes in Ubon Ratchathani University. 

Fig. 12 Second lagoon of Ubon wastewater treatment 
plant covered with thick Water Bloom. 
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でのアオコの発生はごくわずかであった（Fig. 15）。 

処理水は公共の貯水池に放流され、一部はキャンパ

ス内の散水用に使用されているということである。こ

の処理場では下水処理と維持管理、モニタリングを行

っている。 

 

3.今後の共同研究について 

 

タイ側の研究協力者の一つである、ウボン・ラチャ

タニ大学を訪問し、研究に必要な機器や測定可能項目

などについて調査を行った（Fig. 16）。ウボン・ラチ

ャタニ大学で測定可能な水質項目は、窒素やリン、BOD

などの基本的なパラメータのほか、重金属類や農薬類

も測定可能な機器が揃っており、その機器を操作する

技術も持ち合わせていた。そのため、共同研究を進め

る上で、タイ国内において水質測定を行うことが可能

と判断した。 

タイ訪問最終日に、今後の共同研究についてコンケ

ン大学、ウボン・ラチャタニ大学（Wanwalai 理学部長

を含む）の研究者と意見交換を行った（Fig. 17）。そ

の結果、今後タイ東北部メコン河流域で注目すべき

EICs としては重金属類と農薬類であるということ、特

に農薬類では 2,4-D に注目して研究を進めていくこと

を確認した。 
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Fig. 16 Wtaer and water quality assessment laboratory 
of Ubon Ratchathani University. 

Fig. 17 Meeting with scientists of Ubon Ratchathani 
University and Khon Kaen University. 
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研究成果報告 

 
熱帯地域スリランカにおける植生浄化実験 

 
Effects of vegetation on pollutant removal in a constructed wetland 

 in tropic region, Sri Lanka 
 

田中規夫*, 湯谷賢太郎*, M.I.M. Mowjood**, D.R.I.B. Werellagama *** 
 

Norio TANAKA, Kentaro YUTANI, M.I.M. MOWJOOD and D.R.I.B. WERELLAGAMA 
 

This paper reports the joint project between Saitama University and University of Peradeniya for 

investigating the performance of constructed wetland. The facilities have three units of a sub-surface flow 

system and three units of surface flow system for treating domestic wastewater from students’ hostels at the 

Faculty of Engineering, University of Peradeniya, Sri Lanka. Three emergent macrophytes, Scirpus grossus, 

Arundo donax and Typha angustifolia were selected and the joint experiments were started from May 

2004.The analyzed water quality parameters were biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand 

(COD), nitrate (NO3-N), ammonium (NH4-N), total phosphorus (TP), dissolved oxygen (DO), suspended 

solids (SS) and total dissolved solids (TDS). Plant growth was observed in marked quadrants inside the units 

and the aboveground biomass was examined by harvesting along the longitudinal direction of the unit. The 

study was carried out at an average hydraulic retention time of 18 hrs. Cutting experiment was conducted 

January 2005 for elucidating the appropriate management method. The experiments will continue and the 

difference of their regrowth with temperate region will be discussed in 2005. 

 

Keywords: Constructed wetland, Emergent macrophyte, Water quality, Cutting experiment, Tropic 

region 

 
1.共同研究の経緯 

 

大型の抽水植物は植生水質浄化施設の素材として用

いられることが多いが、ヨシ等の Root zone の発達に

は数年を要し、施設構築後における植物のメンテナン

ス次第では失敗する場合もある。実際、スリランカ

Peradeniya 大学には Arundo donax（ダンチク）を用い

た浸透流型植生浄化施設が 1997 年に構築され、当初は

高い浄化率を示していたものの、不十分なメンテナン

スにより浄化能力が著しく低下した 1)。そこで、抽水

植物の生理特性と栄養塩動態の関連をもとに適切な維

持管理を行なうという目的で、2003 年度より埼玉大学

建設工学科水理工学研究室と共同プロジェクトを開始

した。2004 年 1 月と 5 月に 2 回の現地調査を済ませ、

①浄化能力の向上、②浄化能力の長期的持続に必要な

管理方法、③生理特性を考慮した適切な種の選定、を

目標に施設を 2004 年 5月に更新した。浸透流型施設に

Arundo donax, Scirpus grossus（オオサンカクイ）、 
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Department of Civil & Environmental Engineering, Faculty 

of Engineering, Saitama University, 255 Shimo-Okubo, 

Sakura-ku, Saitama, Saitama, 338-8570, Japan 
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表面流型施設に Typha angustifolia（ヒメガマ）2), 

Scirpus grossus を選定し移植を行った。2004 年 8 月

には植物の光合成蒸散特性、土壌栄養塩特性の第 1 回

集中観測を行っており、2005 年には第 1回刈取り実験

(Fig.1)を行なっている。以下に共同研究の概要を報告

する。研究成果の詳細は、文献 1),3),4),5)を参照されたい。 

 

2.共同実験項目 

 

2.1 植物の生長特性観測 

スリランカ国内において選定した 3 種植物（前述）

の生長特性（生産量、光合成蒸散量など）の測定を行

なっている。種の生長特性の地域による相違は、両国

に共通に存在するヒメガマを中心に行なっている。光

合成蒸散特性は LC-PRO を用いて、土壌への酸素輸送量

は茎内圧力、生産量は植物体の器官毎の乾燥重量を用

いて、土壌内栄養塩動態は酸素輸送特性・光合成特性、

酸化還元電位（Eh計）、各種水質項目（DO, NH4
+, NO3

-, 

PO4
3-, 等）と関連付けた解析を行っている（Fig. 2）。 

 

2.2 維持管理に関する研究 

刈取り時期が地下器官のバイオマス・栄養塩蓄積量

に与える影響を評価することで、従来は経験的に把握

されてきた部分をより科学的なメカニズムを考慮して

解明し、様々な管理方法の有効性を定量評価すること

を目的としている。刈取り時期は、欧米・日本国内等

温帯地域においては、老化期間前が地上部に含まれる

栄養塩が多く効果的であることが知られている 5)。本

共同調査は熱帯地域における刈取り方法・回数につい

てそうした既往研究と比較し、有効な知見を得ること

を目的としている。 
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Fig. 1 Constructed wetlands in University of 
Peradeniya : harvesting of Scirpus grossus. 

Fig. 2 Observation of oxygen transport ability in 
Arundo donax. 
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研究成果報告 

 
低周波複合音に対する人間の知覚特性の解明に関する実験的研究 

 
An experimental investigation of the human perception thresholds of complex low 

frequency sounds 
 

松本泰尚*, 津田亜貴子*, 佐々木貴史*, 山口宏樹* 
 

Yasunao MATSUMOTO, Akiko TSUDA, Takashi SASAKI, Hiroki YAMAGUCHI 
 

An experiment has been conducted to investigate the characteristics of human perception of complex low 

frequency noise. Fifteen subjects took part in the experiment in which the perception thresholds of complex 

tones consisting of two frequency components and pure tones were measured. The frequencies of the tones 

used in the experiment were 25, 31.5, 40 and 50 Hz. For the complex tones, the perception thresholds were 

determined by changing the sound pressure level of a frequency component while the sound pressure level of 

another frequency component was fixed at 5 or 10 dB below the pure tone perception threshold at the 

corresponding frequency. It was found that the frequency component at the level below the pure tone 

thresholds might have an effect on the perception of the complex tone. 

 

Keywords: Low Frequency Noise, Perception Threshold, Complex Tones 

 
 

1.研究背景・目的 
 
 人間が聴覚で知覚できる音の周波数範囲は一般に

20Hz～20kHz と言われている。そのうち、人間の感

度が相対的に低い 80Hz 以下の音（低周波音）に起因

するとされる心理的・生理的苦情などの生活環境上の

問題が近年多発しており、その解決が困難な場合も少

なくない。その背景の一つとして、低周波音に対する

人間の心理応答特性に対する理解が不十分であること

が挙げられる。特に、複数の周波数成分によって構成

される複合低周波音に対する心理応答は、現実の生活

環境上の問題を検討する際に重要となるが、その特性

はほとんど解明されていない。そこで、著者らは近年，

複合低周波音に対する人間の心理応答特性に関する研

究を継続して実施している 1)-3)．本研究では、２つの周

波数成分を組み合わせた複合音に対する人間の知覚閾

値を、被験者を用いた実験により測定し、それと純音

に対する知覚閾値と比較することにより、複合音の知

覚特性に関する基礎的な知見を得ることを目的とした。 
 

2.実験方法 
 

 実験では、25, 31.5, 40, 50Hz の周波数の低周波音を

用いた。本実験では、複合音を構成する 2 つの周波数

成分のうち、一方の周波数成分を被験者が感知できな

いと想定される音圧レベル（純音の知覚閾値より 5dB
あるいは 10dB 低い値）に固定し、もう一方の周波数

成分の音圧レベルを変化させる方法で、複合音の知覚

閾値を測定した．個々の複合音は、実験に先立って PC
上で作成した信号を、アンプとウーハースピーカーで

構成されるシステムに入力することで発生させ、シス
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テムの特性による発生音への影響は、入力信号の調整

により補正した。ISO 389-7 での推奨に従い，知覚閾

値測定方法は上昇法とし，試験音の継続時間は 1 秒と

した．実験に参加した被験者は 15 人で、年齢 18～25
才の男性 8 人、女性 7 人とした。実験に先立ち、オー

ジオメーターにより各被験者の聴覚に異常が無いこと

を確認した。また実験は、試験音に対する暗騒音の影

響が少ない夜間に遮音室内で行った。 
 

３.実験結果 
 

Fig.1  Median perception thresholds (CT: complex
tone) 

ここでは，複合音の周波数成分のうち，音圧レベル

を固定する方の音（付加音）の周波数を 25Hz とした

ときの結果の一部を紹介する．図 1 に，純音及び複合

音に対する知覚閾値の全被験者の中央値を示す。また、

ISO 387-9 で規定された純音に対する標準的な知覚閾

値を比較のために示している。実験結果より、純音お

よび複合音に対する閾値を比較すると、特に 31.5Hz
の音に 25Hz の周波数成分が付加された複合音の場合、

31.5Hz の純音に比べ被験者は複合音を知覚しやすか

ったことがわかる。その他の周波数の組み合わせでも、

若干ではあるが同様の傾向が見られた。また、複合音

の知覚閾値は、付加させた周波数成分の音圧レベルが

大きい程、下がる傾向がある事もわかった。さらに，

各複合音の閾値と対応する純音の閾値との差の有意性

を確認する為、Wilcoxon の符号付き検定(有意水準

5％)を行った。その結果、知覚閾値より 5dB 低い音圧

レベルの 25Hz の音と 31.5Hz の音の組み合わせによ

り構成される複合音の場合のみ、対応する純音の知覚

閾値との差が有意であることがわかった。その他の組

み合わせでは、複合音と純音の知覚閾値に有意な差は

認められないという結果となった。 
 

４.まとめ 
 

本研究により、単独では知覚されない音の存在により、

他の近接する周波数の音が知覚されやすくなる現象が

低周波音領域において見られることが明らかとなった。

今後，低周波複合音に対する人間の知覚特性を定量的

に評価するため、異なる周波数や音圧レベルの設定に

関しても検討を行うこととしている。また，複合低周

波音の知覚特性を考慮した低周波音の評価方法の確立

についても，今後の実験結果の蓄積をもとに検討する． 
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研究成果報告 

 
環境インパクト化学物質の土壌内における移動と運命予測 

Predicting Fate and Transport of Environmental Impact Chemicals in Soils 

小松登志子*, 川本健**, Per Moldrup***, Dennis E. Rolston**** 

Toshiko KOMATSU, Ken KAWAMOTO, Per MOLDRUP and Dennis E. ROLSTON 

Fate and transport of selected environmental impact chemicals (EIC) in both soil liquid and gaseous phases were 

investigated. The combined effects of organic matter and pH on ionic pesticide sorption, and the combined effects of sorption 

non-linearity and time-dependency on polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) sorption were measured. Based on the data, 

useful models were developed to predict pesticide sorption and mobility from soil organic matter content and pH. Also, sorption 

non-linearity and sorption time-dependency were linked in a model to predict the reduced mobility of PAH in soil systems. 

Concerning transport parameters, the processes of soil-water retention and water-repellency were linked with the perspective of 

better describing water permeability and chemical transport in water-repellent soil. Also, new predictive models for the soil-gas 

diffusion coefficient as related to basic soil physical characteristics and new conceptual models to describe gas transport 

coefficients and gaseous phase tortuosity as related to the soil pore size distribution were developed and successfully applied and 

tested. 

Keywords: Environmental Impact Chemicals (EICs). Fate and Transport in Soils, Predictive Models, Transport 

Parameters, EICs Adsorption 

1.本研究の目的 

オイルタンク, 農地・ゴルフ場, 半導体工場, クリ

ーニング業などから漏出または流出するトリクロロエ

チレン, ガソリン成分, 農薬などによる地下水･土壌

汚染は，地下水使用量の多い欧米においては早くから

深刻な環境問題の一つとなっていたが，近年，日本に

おいても同様な問題が顕在化してきており，平成 14

年 5 月には土壌汚染対策法も制定（平成 15 年 2 月施

行）された． 

本研究の目的は，土壌内における汚染物質の挙動を

測定し,その運命予測を行うことにある．本研究では，
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トリクロロエチレンなどの揮発性有機化合物, 農薬, 

PAHs ( Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ), また

毒性物質ではないが, 水域の富栄養化の原因物質とな

る窒素，リンなども対象とし,これらの化学物質をま

とめて環境インパクト化学物質 (Environmental 

Impact Chemicals ; EICs)と呼ぶ. 

本研究では，国際共同研究グループ（日本，アメリ

カ，デンマーク）がそれぞれの国の土壌における EICs

の土壌内移動を実測し，トランスポート・パラメタ

（拡散係数，透水係数，通気係数など）の予測モデル

の提案を行う．土壌は Fig.1 に示すように固相（土

壌），液相，気相からなる複雑な系である．土壌内に

おける EICs の挙動を把握するためには，各相間の物

質分配と各相での移動を正確に予測する必要がある． 

本研究の最終的な目的は，種々の実測結果をもとに，

より簡便で正確なモデルを開発し，複雑な土壌システ

ムにおける EICs の移動と運命予測を行うことにある． 

研究組織は，小松登志子（理工学研究科・教授，研

究代表者）．川本健（工学部・助手），D.E. Rolston 

(University of California, USA, Davis, 

Professor) ，  P. Moldrup (Aalborg University, 

Denmark, Associate Professor) である． 

2.研究成果 

本研究では，東京大学田無農場で採取した多くの不

撹乱試料についてのガス拡散，通気性の測定，土壌

（福島ローム）への農薬（2,4-D）吸着，コロイドの

土壌内通過特性の測定等を行い，既存データの解析と

ともに，吸着係数，ガス拡散係数などの新しい予測モ

デルの提案も行った．研究成果は以下の通りである． 

2.1 各相間のEICs分配 

固相（土壌），液相間の EIC 分配（農薬 2,4-D の土

壌吸着）について，土壌有機物量と pH の影響を調べ，

吸着係数を推算するための，有機物量と pH をパラメ

 

EIC EICEIC

airwatersolid

EICEIC EICEICEICEIC

airwatersolid

 

Fig. 1 Three phases in soil. 

 

Fig. 2 Setup for the measurement of air permeability.

 

Fig. 3 Gas diffusivity measurement device. 
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Fig. 4 Comparison between measured absorption 
coefficients (Kd) for 2,4-D and predicted values 
by the proposed predictive model. 
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タとした簡便なモデルを提案した．このモデルは土壌

有機物量が比較的低い範囲では土壌の種類に関係なく，

適用することができる．Fig.4 に示すように，実測値

と予測モデルにより求めた吸着係数の値はよく一致し

ていることがわかる．また，別の EIC として PAHs の

一つであるナフタレンを選び，日本，アメリカ，デン

マークの土壌における吸着の非線形性と，時間依存性

について調べた．その結果に基づいて，非線形吸着

（Freundlich parameter）と土壌有機物中の内部間隙

（intra-pore）への拡散による時間依存性をリンクさ

せた新しいモデルを提案した．土壌コロイド粒子と有

機物への EICs （農薬，重金属）の吸着については現

在，実験を行っている． 

2.2 トランスポート・パラメタの予測モデル 

有機物に富む土壌は乾燥状態で強い撥水性を有し，

これまで土壌水分量の正確な測定が困難であった. 本

研究では，Aalborg 大学で開発された高性能の電磁波

土壌水分測定装置（Time Domain Reflectometry）を

用いて撥水性土壌の水分特性曲線を測定し，撥水性と

保水性との関係を明らかにすることができた．この結

果は撥水性土壌における水と EICs の移動を予測する

上で重要な情報を与える．また，マクロポア（比較的

大きい，連続的な土壌間隙）の影響を考慮した新しい

土壌ガス拡散係数予測のためのモデルを提案した．土

壌ガス拡散係数と土壌内の間隙分布(van Genuchten 

water retention model に基づく)をリンクしたモデル

も開発した．これによって，はじめて土壌内のガス拡

散プロセスと間隙分布がどのように関連しているかを

明らかにすることができた． 

さらに，日本の土壌５１種類について実測されたデ

ータを用いて，Campbell の保水係数と土壌全間隙を

パラメタとした，3 タイプのガス拡散係数予測モデル

を提案した．これらのモデルと既存モデルについて実

測値との適合性を検証した結果，今回提案したすべて

のモデルは実測値との間に十分な適合性を有すること

がわかった．同時に，欧米の土壌データをもとに，本

研究グループが提案した BBC model（Moldrup, P., 

1999）も日本の土壌データに良い適合性を示すことが

明らかになった． 

コロイドのトランスポート・パラメタについては，

トレーサー（臭素イオン）とコロイドのトランスポー

ト・パラメタ（流速，分散係数）を測定した結果，コ

ロイドの流速はトレーサーに比べ，２〜３倍大きいこ

とが明らかとなった．土壌の付着水と間隙内の流動水

との間のコロイドの物質移動係数は，トレーサーに比

べ小さく，汚染土壌浄化工法においては律速となる可

能性があることがわかった． 

現在は，不撹乱土壌における溶質（液相）の拡散，

ガス拡散，通気係数などの測定を行っており，これら

のパラメタ間の相関と，土壌特性や土壌の撹乱性との

関係について検討していく予定である．また，これま

であまり研究が行われていない深層土壌における土壌

ガス・水分の挙動解明を目的として，表層から深さ

540cm より採取した不攪乱試料（デンマーク）を用い

て土壌ガス拡散，通気，透水特性などを調べている． 
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研究成果報告 
 
 

Road Survey with ROMDAS System: 
A Study in Akita Prefecture 

  
 

Jamshid Sodikov*, Koji Tsunokawa**and Riaz Ul-Islam***  
 
 

Road Asset Management System is key issue of each state owned road company which recent 
days urging managers at decision-making level change their perception. Road Asset Management System 
allows track assets (all structures) easy, fast and stimulates to take proper action in right time. In order to 
have well organized road asset management, it requires conducting comprehensive set of road surveys such 
as Local Reference Points (LRP), Roughness (IRI) and Global Positioning System (GPS) surveys and 
Video logging. Additionally, data management of collected data is worth-mentioning aspect. This report 
outlines following sections: Survey description, Principles of conducting survey, Data processing, Data 
representation, and analysis.     

 
Keywords: Asset Management, Road Survey, ROMDAS, Data Analysis 
 

1. Introduction 
 

Asset management is a systematic process of 
maintaining, upgrading, and operating physical assets 
cost-effectively. It combines Engineering principles with 
sound business practices and economic theory, and it 
provides tools to facilitate a more organized, logical 
approach to decision-making. Thus, asset management 
provides a framework for handling both short- and long-
range planning [1]. Data collection is essential part of 
any asset management. There are numerous types of data 
need to be collected to successfully apply Road Asset 
Management System (RAMS). For instance, inventory 
data, condition rating data, cost data, descriptive data, 
and others. Over the years these data will expand and 
new challenge faces such as data management and 
storage of existing data and updating with new data. 
Therefore along with data collection, data storage and 
management should be considered before implementing 
RAMS.  

This report describes conducted road survey and 
how collected data can be useful for further utilization 
RAMS based on survey carried out in Akita Prefecture. 
Roads M64, P143, P205-2, P209, P210, and P217 were 
______________________________________________ 
* Jamshid Sodikov, Ph.D student 
Graduate School of Civil and Environmental Engineering, 
Saitama University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, 
Saitama, 338-8570 Japan  
** Koji Tsunokawa  
Professor, Department of Civil and Environmental 
Engineering, Saitama University  
*** Dr. Riaz Ul-Islam  
Former Research Associate, Graduate School of Civil 
and Environmental Engineering, Saitama University 

examined, all together in total – 47 km surveyed. Survey 
includes: LRP survey, roughness survey (IRI) and GPS 
surveys and video logging.  
 
1.1 ROMDAS 

The "ROad Measurement Data Acquisition System" 
(ROMDAS) has been developed by Data Collection Ltd. 
(DCL) as a generic system for collecting data on road 
condition and travel time. It is possible to use ROMDAS 
for: roughness surveys; travel time and congestion 
surveys; condition rating surveys; inventory surveys; 
moving traffic surveys; transverse profile/rutting surveys; 
video log surveys; recording the location of digital 
photographs; creating voice records which are associated 
with road attributes; collecting global positioning system 
(GPS) data; collecting skid resistance data using the 
Findlay Irvine GripTester; as a digital trip meter. [2] 
 

2. Road Survey  
2.1 Description  

Before conducting survey, every step of survey 
was thoroughly planned and all instruments 
calibrated properly. Calibration of equipments is 
crucial and can not be overemphasized. One of the 
first steps is to calibrate odometer; main point here is 
to reduce error in distance measurement. The section 
500 m was selected and 5 runs made. Based on this 
calibration factor was chosen if the results of runs 
didn’t satisfied certain statistical criteria, extra runs 
made. Secondly bump integrator should be 
calibrated against high level accuracy profilometers 
so called 1st class precision profiles (dipstick, rod-
and-level survey, TRL Beam and other). Bump 
Integrator calibration was performed in test track of 
Tsukuba Research Institute. Initially, 3 sections with 
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different surface profile (good, average, poor) were 
selected by visual inspection. Then in each section in 
3 different speeds (30 km/h, 50 km/h, and 70 km/h) 
bump integrator’s reading were recorded, similar to 
odometer calibration if records didn’t meet accuracy 
extra runs made. After all these sections’ profiles 
were manually recorded by using profilometer of 
Tsukuba Research Institute. Once processing 
readings of manual profilometer, we obtain 
International Roughness Index (IRI) for each section. 
According to these IRI, it is possible build regression 
equation for bump integrator counts in each section 
at different speeds. Coefficients found through 
regression equations can be saved in romdas 
software templates. Video logging also involves 
some tweaks and adjustments like frames per sec. 
auto focus disabled, and so forth.         
 
2.2 Principles of Conducting Survey        

LRP survey serves as initial and irreplaceable 
step in performing survey due to it has several 
positive sides to accomplish precise and complete 
survey.  

Location referencing is the most commonly 
overlooked element of a roads project. However, 
without a correct location reference method it is 
impossible to ensure that the data from different 
surveys are correctly collected, cross-referenced or 
applied. The first field task of every project should 
be to conduct a location reference point (LRP) 
survey. When this is not done, the extra time spent 
reconciling data from different surveys more than 
offsets any additional time or effort spent in the LRP 
survey or collecting the LRP data at the same time as 
the roughness [3]. During LRP survey digital photos 
were taken of each reference points (km stones, 
bridge and other structures).  

Roughness survey, Condition rating, GPS 
survey and Video logging carried out simultaneously. 
Romdas software saves raw data in a single data 
after processing data each survey located in a 
separate file in MS Access format (mdb).          

 
3. Data Processing 

 
Since romdas software collects all data in raw format, 
it needs processing. Under processing should be 
understood following, for example during survey 
roughness saved in bump integrator counts per km. 
During processing these counts converted into IRI 
values with assistance built regression equation 
(done in calibration). Sample of processed data 
showed in fig 1 including processed roughness (IRI), 
GPS data, condition rating, and video log data. 
These data can be converted to other formats for 
further data analysis and presentation.  
 

 

 
4. Data Representation 

Data representation plays a significant role in 
visual analysis of various data collected during the 
survey. Charts, diagrams and other tools are very 
convenient for such purposes. 

GPS data were further utilized by applying GIS 
software MapInfo 7.0 and build several thematic 
maps such as condition map, dynamic sectioning 
map, and cost estimation map (condition scenario 
example given in Fig 2). By employing such 
thematic maps, it allows create different scenarios in 
turn this assists to find the most appropriate solution 
within limited funds.  

 
5. Analysis and Reporting 

Collected data such as roughness, condition 
rating, and others can be used additionally for 
analyze roads for economic or policy studies (for 
example HDM4, dTIMS). Based on these 
investigations, it is possible produce a range of 
reports such as statistics, economic indicators, and 
other.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Processed IRI 

Condition 

GPS data 

Video 

Fig. 1 Screenshot of sample processed data 
 

 
Fig. 2 Screenshot of IRI scenario  
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統計干渉法による生物の成長計測－大気汚染物質の植物への影響－ 

 
Measurements of plant growth by statistical interferometry 

– Influence of air pollution on plants – 
 

門野博史，大村明久，松井晃治，豊岡 了 
 

Hirofumi KADONO, Akihisa OHMURA, Kohji MATSUI and Satoru TOYOOKA 
 

Abstract:  The statistical interferometry proposed and developed by the authors has been applied to 
measure the growth of plants, aiming at investigating the influence of environmental conditions on plants.  
This method utilizes the statistical properties of a fully developed speckle field and has the advantage of a 
simple optical system to achieve measurements with an extremely high accuracy.  In experiments aimed at 
determining the validity of this method, the growth speeds of plants were measured under the exposure of 
ozone, which is the main substance of a photochemical oxidant.  It has been clearly demonstrated that the 
statistical interferometry has a high sensitivity for monitoring the growth of plants on a nanometer scale with 
a high temporal resolution of a second scale. 
 
Keywords: Statistical interferometry, Plant growth, air pollution, ozone, growth fluctuation 
 

１． はじめに 
  

近年，マイクロエレクトロニクスなどの分野に代表さ

れる超精密加工技術の発達にともない，物体の形状や変

形などに対する高精度な計測技術の要求はますます増大

している．光学的干渉計測法はこのような要求に答えら

れる現実的な手段である．光の波長を基準とするため，

物体の形状，変形，移動などを高精度に計測することが

可能である．干渉計測法の進歩は著しく，現在では光の

波長の数百分の１から数千分の１の精度での計測が可能

である 1）．一般的に，光学的干渉法では確定的な基準面

を設定し，基準面からの光波の波面を参照波として物体

からの光の波面の相対的な変化を読みとることにより物

体の情報を得ている．したがって，レーザースペックル

の発生や用いられる光学素子の加工誤差による波面の歪

みはただちに計測精度の低下につながる．このため，光

学素子を精密に作成することに多くの努力が払われるが，

実用環境下で長期に渡り精度を維持することは現実的に

は難しい． 

このような従来の確定的手法による光学的干渉法に対

して，著者らは発想を逆転し，ランダマイズされた参照

波面の干渉計測への影響を研究した．その結果，完全に

ランダムな参照波面は統計的な意味において位相の基準

としての役割を果たし得ることを見いだした 2）．この考

えに基づいて統計的干渉法を提案し発展させ，位相シフ

トスペックル干渉法における位相シフト量の較正３，４），

粗面物体の面外・面内変位計測 5,6)およびひづみ計測 7)に

応用してきた．最近では植物の生長計測を試み、サブ秒

レベルでの生長の様子が観測されている 8）．本稿では，

この新しい概念に基づく超高感度干渉法である統計的干

渉法の原理を解説するとともに植物を通した環境センシ

ングを目指して、環境汚染物質が植物の生長におよぼす
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影響のモニタリングを試みた応用研究を報告する． 

 
２．統計的干渉法の原理 

 

Fig.１に植物の生長計測に用いた実験光学系を示す．

ＹＡＧレーザ（ＳＨＧ）（波長λ=532nm）から直線偏光

で出射した光はビームスプリッタＰＢＳにより２つのビ

ームに分割されそれぞれミラーＭ２およびＭ３により反射

され再びＰＢＳに入射する．この２本のビームをレンズ

Ｌにより互いに平行とした後物体を２点で垂直に照明す

る．ここで、物体表面は光学的に十分粗いとする．すな

わち表面粗さが光の波長に比べて大きいとすると十分発

達した２つのスペックル場がそれぞれ独立に生じる．物

体法線から角度θの位置に置かれたＣＣＤカメラにより

２つのスペックルパターンの重ね合わせの結果生じるや

はりランダムな干渉パターンが計算機に取り込まれる．

ＣＣＤカメラの前面に置かれた偏光フィルターＰＬは４

５°の偏光角に設定されており２つのスペックル場の干

渉成分のみを選択する．いま，照明ビームの間隔をｘと

し，２点間でΔｘの面内の伸長が起こると２つのスペッ

クル場の間には次のような位相差Δφが生じる． 

(1) 

 

植物の伸長に伴うランダムな干渉パターンの変化が逐

次（t=to, t1, ..., tn）計算機に取り込まれ，フレームメモリ

に記録される．Fig.２（ａ）に粗面物体の伸縮に伴う位

相の変化をフェーザー図で表す．目的はこれらフェーザ

ー間の位相角を決定することである．ここで，取り込ま

れた複数の画像から任意の３つの画像の組み合わせ（時

刻 t=k1, k2, k3）を考えよう．簡単のために t=k2のフェー

ザーが実軸上にくるように座標を回転しておく（Fig.２

（ｂ））．３つの画像の強度を I1, I2, I3とおくとそれぞれ次

式で与えられる． 

 

(2) 

 

ここで．Io(x), γ(x)はそれぞれ各点での平均強度，ビジビ

リティーであり，φ(x)はランダムなスペックル位相である．

Ψ1,Ψ3は求めるべき物体変位に対応する位相である．３つ

の方程式に対して５つの未知数が存在するので，連立方程

Eq.(2)からただちにΨ1,Ψ3を解くことはできない．そこで 

Ψ1,Ψ3に対して次のように仮定する． 

         

(3) 

)].+)(()(+)[1(I = )(I
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)],+)(()(+)[1(I = )(I

3o3

o2

1o1

ψφγ
φγ

ψφγ

xcosxxx
xcosxxx

xcosxxx

. =  = - 31 ψψψ

ϑ
λ
πφ sin2 x∆=∆

Laser

PBS L

M2

M1

M3

Object

CCD Camera

θ

SHG YAG

PZT
External phase

modulator

PL

Fig.1 Optical system to measure
expansion of plant  

t = t1 t = t2
t = t3

t = tn

Ψ(t1)
Ψ(t2)

Ψ(tn)

Re

Im

Ψ(t3)

t = k2

t = k3

Ψ3

Re

Im

Fig.2 (a) Object phases to determine
expressed by means of phasors. (b)
Combination of arbitrary three phasors 

(a) 

(b) 

埼玉大学紀要　工学部　第38号　2005 153



 

ここではΨを仮想位相と呼ぶことにし，その値は任意に選

ぶことができる．このように未知数を見かけ上減少させる

ことにより空間上の各点においてスペックル位相φにつ

いて解くことができる．Eq.(2)で与えられる３つの画像よ

りスペックル位相は 

   

(4) 

 

で与えられる．Eq.(2)の仮定の元に計算されたスペックル

位相を真のスペックル位相     φ(x)と区別するために

ここではφ (x)としておき，計算されたスペックル位相 �z

と呼ぶことにする．我々は，各点におけるランダムなスペ

ックル位相φ(x)の具体的な値は知らないが，その統計的特

性は非常に良く知っている 9）．すなわち，スペックル位相

の確率密度関数ｐφ（φ）は次式で与えられるように-πか

らπにわたって一様に分布する． 

 

 (5) 

このような性質を持つスペックル場は十分発達したスペッ

クル場と呼ばれ，スペックルパターンの明暗の程度を表す

スペックルコントラストは最も大きくなり１となる．同時

に，その波面は全くランダムとなりスペックル位相は一様

に分布するのである．スペックル理論によるとそのような

スペックル場の発生に必要な条件はレーザーで照射される

粗面の表面粗さが光の半波長程度かそれ以上であることが

要求されるだけである．植物はもとより通常の身の回りの

物体の多くはこの条件を満たしている．この条件よりも表

面粗さが小さい場合スペックルコントラストは１より小さ

い値を取る．このようなスペックル場は未発達なスペック

ル場と呼ばれており，物体の表面粗さおよび表面高さ変動

の相関長（横方向の粗さ）や用いられる光学系の詳細なパ

ラメータに複雑に依存することが知られている 10,11)．しか

しながら，表面粗さの条件が満たされると，Eq.(5)で与えら

れる特性は極めて安定であり高い精度で成り立つ． 

 一方，未知の物体位相Ψ１，Ψ３はいかなる値も取りうる

ので Eq.(3)の仮定は一般には成り立たず不合理な仮定であ

る．したがって，Eq.(4)で与えられる計算されたスペックル

位相は真のスペックル場の位相とは異なっている．計算さ

れたスペックル位相φ の確率密度関数   ｐφ （φ ）

は確率変数φからφヘの変換として次式を計算すること

により容易に見い出される． 

     

(6) 

 

Fig.３に理論計算結果の１例を示す．ここでは，見通し

をよくするため物体位相Ψ１，Ψ３の仮想位相Ψからの偏

差を対称位相項△Ψｓおよび反対称位相項△Ψａを用いて

表している．すなわち 
(7) 
(8) 

である．Fig.３から-Ψ１=Ψ３=Ψのとき，本来-πからπ

において一様に分布するべきスペックル位相の確率密度

が不均一に分布することがわかる．特に，波長の１００

分の１の比較的小さな位相成分でさえ顕著な影響を与え

ていることは注目に値する（Fig.３（ｂ）（ｃ））．それで

は，本来一様に分布する真のスペックル位相の確率密度

分布を基準として未知の物体位相Ψ１，Ψ３あるいは△Ψｓ，

△Ψａを決定することができないであろうか．三角関数の

直交性を利用して，計算されたスペックル位相の確率密

度分布から不均一分布成分である，cos2φ および sin2
φ 成分を抽出し，これらから未知の物体位相Ψ１，Ψ３

に対して一意な解を見い出すことが可能である２,6）．我々

の目的は Fig.２（ｂ）に示すすべてのフェーザー間の位

相角を決定することであるが，これは３つの画像の組み

合わせを換えながら同様な処理を繰り返すことによりお

.1-
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こなわれる． 

確定的な手法である従来法においては干渉計測精度の向

上とは確定的な波面を導入し、あらゆる誤差や揺らぎを排除

して精密に制御することであり、要求される精度が高くなるに

したがって技術的にもコスト的にも大きな問題となる．さらに，

高精度化を達成する技術は用いられる光学系や要求精度

に強く依存し一様ではない．これに対して統計的干渉法で

は位相の基準をスペックル場の完全なランダムさに求めてい

る．すなわち，単に光学的に粗い表面をレーザー光で照射

することにより位相の基準が自然に作り出されるのである．十

分発達したスペックル場は一種の飽和した状態であるため，

その特性は光学系に用いられるレンズや鏡などの光学素子

の面精度には依存せず安定した位相の基準として用ること

ができる． 

統計的干渉法では単に確率密度関数を求める際に用い

られるデータサンプル数が計測精度を決定する．計算機

シミュレーションによると，約３万点のデータを用いる

ことにより、高精度干渉法として知られるヘテロダイン

干渉法と同程度のλ/1000の精度が達成されることがわ

かる．今日では数百万画素のＣＣＤカメラの利用も可能

であり，さらに高い精度での計測も可能である． 

 
３．植物の生長計測 

 

これまでに統計干渉法を用いて金属などの材料の変位、

熱ひずみなどの測定に応用し、その有効性を確認してい

る．植物を対象とした計測では、植物の成長による伸長

を反映する表面からの散乱光を利用するため、植物内部

からの動的な散乱光すなわちバイオスペックルの影響を

抑制する必要がある．このために、植物表面に薄く小麦

粉を塗布し、照射光の植物内部への照明光の進入を阻止

した． 

Fig.４に植物試料としてニラを用いた場合の生長測定

結果を示す．この場合２つの照射ビーム間隔は 3.12mmで

あり、葉の端から1cmおよび5cmの場所で測定を行った．

画像取り込みのフレームレート 1fpsで数秒間にわたり成

長による伸びを測定した．図からわかるように、成長速

度は葉の先端から 1cmでは 18.8nm/sec、5cmでは

7.2nm/sec であり、葉の先端部分の成長速度が約 2.6倍早

いことがわかる．これは葉の生長点が先端部分にあるこ

とからも理解できる． 

従来、植物の生長は数時間から数日間かかって計測さ

れていた．すなわちこの間の積分値としてしか植物の挙

動を観測することしかできないが、極めて高感度な統計

的干渉計測法を用いることにより、秒レベルの高い時間

分解能でサブナノメータスケールの植物の挙動が観察可

能である． 

我々はこの統計干渉法を用いて、環境汚染が植物に与

える影響の計測を試みている．ここでは、光化学オキシ

ダントの主要物質であるオゾンの植物の生長に与える影

響を計測した例を示す．植物サンプルとしてはヤブラン

を用いて 0.06ppmから 10ppmのオゾンを暴露し生長に与

える影響を観測した．Fig.５に日本の光化学オキシダント

注意報が発令される基準値である 0.12ppmおよび非常に

高濃度な例であるが 5ppmのオゾン濃度に対する生長速
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度変化を示す．各点での生長速度は１０秒間に渡り２０

フレームを取り込み算出した．これを１５分間隔で暴露

前後でそれぞれ２時間および６時間半に渡り観測した．

0.12ppm のオゾン暴露実験に置いて、Time<0 のオゾン暴

露前では平均生長速度 2.1nm/sec であった生長速度が暴

露開始後約１時間で0.48nm/secと約23％に大きく低下し

ていることがわかる．この他特徴的なことは、暴露前の

健康な状態では生長速度は一定ではなく大きく揺らいで

いることがわかる．この揺らぎは計測精度の不安定性で

はなく、健康なサンプルでは必ず観測される挙動である．

著者が知る限り植物のこのような短時間での挙動は知ら

れておらず、植物の生命活動の基本的性質を映し出して

いるのではないかと考えている．生長速度ゆらぎの標準

偏差で見ると暴露前には 1.3nm/secであったが暴露後で

は 0.48nm/sec と大きく低下している．高濃度の 5ppmに

対しては暴露開始後わずか１５分後には伸長が負に転じ

ていることがわかる．これは、細胞から水分が抜けるこ

とにより一時的に収縮が起こっていると考えられる．現

在、植物のオゾンストレスの指標として生長速度ゆらぎ

に注目し、研究を進めているところである． 

 

４．むすび 

  

本稿では、高感度な統計的干渉法を用いて植物の生長

計測を行った．これにより、秒オーダーでの植物の挙動

を観測することができ、これまでに知られていない植物

の世界が見えてきた．植物の成長速度が絶えず揺らいで

いることもその一例であり新たな発見である．我々は本

手法を用いて、環境汚染が植物に与える影響を知り、さ

らには植物を通した環境センシングへと発展させたいと

考えている． 

計測法そのものについて言えば、干渉計測に限らず、

一般に計測において統計を用いると聞くとどのような印

象を持つだろうか．おそらく多くの方は、測定システム

が不安定であったり、ノイズが多すぎるための苦肉の策

として多数回の測定を行い統計を用いて力ずくで値のバ

タツキを押さえ込むと言うようなネガティブなイメージ

を持つのではないだろうか．しかしながら、ここで述べ

た計測法はランダムさそのものが本質的な役割を果たし

ている．この点が従来の計測法と決定的に異なる点であ

り、今後このような視点の元に新しい計測法が開拓され

ることを期待している． 
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鉄道駅舎周辺の空間的連続性の評価に関する研究 

Evaluation of spatial connectivity and orientation around railway station 

深堀 清隆 

Kiyotaka FUKAHORI 
 

This study aims to establish the evaluation method of spatial composition around railway station. 

Generally, railway station in Japan locates the central part of the city and various traffic mode concentrates. 

The commercial and public facilities concentrate and often they are combined to station building. The 

pedestrians suffer from complicated spaces around railway station, which is lead by the integration of 

various facilities. In this study, the concept of spatial orientation is introduced to evaluate the legibility of 

the space. The five types of spatial orientation are clarified and defined as criteria of spatial composition. 

The method of evaluation by using the pictures took at the sequential viewpoints on some typical 

pedestrian routes.  

 

Keywords: Railway station, Station square, Spatial composition, Spatial orientation,  

 

 

1. はじめに 

 

近年は高齢化社会の進展に伴い駅空間のバリアフリ

ー化やユニバーサルデザイン等の観点が駅空間整備に

欠かせないものとなっている。しかし新たに駅空間が形

成される場合でも、既成の空間を改良する場合でも、わ

が国では残念ながら都市の拠点空間としてのポンシャ

ルが活かされた事例はほとんど見当たらない。日本の駅

空間は、ホームやコンコース、ペデストリアンデッキ等

の様々な機能的施設が複合的かつ立体的に空間を形成

している。問題なのはその空間形成過程であり、厳しい

制約や安易な機能配置が錯綜した空間構成を生み出し

ている。このような問題に対処するためには分断化され

がちな空間を統合するための空間構成手法を構築する

必要がある。本研究では東京近郊の鉄道駅舎およびその

周辺空間についての空間調査を実施し、空間群を物理的

かつ視覚的に統合する方法論を構築するために必要な

空間的連続性の評価法について検討した。 

 

２．駅空間における連続性と空間定位の評価 

 

2.1 空間分析の観点 

様々な事例の現地観測から連続性の問題は物理的な

空間形状のみならず利用者の場所認識能力が重要であ

るとの結論に至った。駅の利用者に空間のわかりやす

さを提供するためには、自分が何処にいて何処に向か

うのかという場の認識＝空間定位を高め、移動行動・

シークエンスを明確化する必要がある。このような考

え方から、連続性とは、連続的に空間への定位条件が

与えられている状態と定義する。この空間的連続性は

物理的連続性（空間形状が連続）と視覚的連続性（相

互に視認可）に分類され、利用者の動線上の各視点に

おいて様々なタイプの定位条件によって強化されてい

ると考える。駅空間分析に相応しい定位条件は下記の

通り整理された。 
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2.2 空間的連続性を高める定位条件 

a）地図型定位：高い位置からの俯瞰視線によって周辺

空間の地図的位置関係を幾何学的に理解することで成

立する場の定位である。 

b）構図意味型定位：歩行者が体験する景観構図にある

秩序が成立したとき、その場面の理解や記憶が場の定位

を強化する。ビスタ－アイストップ構図、シンメトリ構

図、視覚的誘導などの構図上の特徴が場の定位としての

連続性を強化する。 

c）アンカー型定位：駅外部のランドマークや駅内部の

アイストップを位置のアンカーとして認識することで

成立する定位である。アンカーに対する連続的な視認と

その形態変化（方向認知、距離感の違い）を頼りに歩行

者は自らの位置を把握する。 

d）身体経験型定位：人々が様々な位置を移動したり、

様々な方向で周囲を眺めることで、多くの空間情報を感

覚的に実体験し、それにより成立する定位である。 

e）情報型定位：標識やサインなどのテキスト性を有す

る情報によって歩行者の定位を促すものである。 

これらの定位条件に着目し、調査対象の要所に着目し

つつ①駅舎内部の連続性、②駅舎と外部空間の連続性、

③駅前広場の周辺空間の連続性について評価を行った。 

 

2.3 空間的連続性の評価 

駅舎内部空間については、物理的、視覚的連続性の観

点から、①改札、コンコースおよび自由通路の平面的位

置関係、②大空間架構を利用した駅舎内デッキおよび壁

面張出バルコニーの効用、③駅舎内モニュメントの観点

について、各空間定位条件との関連付けを行った。続い

て駅舎内外の境界部については、①入り口部の空間的レ

ベル差、②駅舎外壁形態、③接続階段の位置や方向など

の形態について考察を行った。また駅前広場と周辺街路

空間の連続性については、①ペデストリアンデッキの視

点場としての活用、②駅前広場における駅舎およびモニ

ュメントのアイストップ効果、について考察を行うこと

ができた。 

2.4 空間的連続性の評価法 

 本研究では現地観測および考察結果から、駅空間の

空間的連続性を現段階では定性的にではあるが、とり

まとめる方法が提案された。これは駅の利用者の移動

動線を想定し、その中で５つの空間定位条件をもとに、

問題を抱える地点や空間デザインによって潜在的に改

善効果が見込める箇所を検討するもので、以下のよう

な手順によるものである。 

①想定される駅利用者の主要動線を把握 

②主要動線における空間形態、景観変化地点を把握 

③各視点場における利用者の視野映像について構図解

析を実施、５つの定位条件を強化もしくは減少させる

項目をチェックする。条件に合致する景観構成要素、

空間構成について一覧表にとりまとめる。 

④動線上の各視点の評価結果を連続的にみて相対的に

空間定位条件が弱いと思われる地点を把握 

⑤指摘された問題箇所について改善法を提案。問題と

なる定位条件に拘らず他の空間定位条件で補完するこ

とを考える。特に問題となる箇所について、デザイン

上の改善法が見当たらない場合は案内板・サインとい

った情報型定位の改善を考える。 

 

３．おわりに 

 

 本評価手法では駅空間の現状について駅内外の視点

場において撮影された景観映像をもとに動線上の問題

点を指摘することが可能となった。しかし５つの定位

条件に照らし合わせてチェック項目の定性的評価を連

続的に実施するのは煩瑣な作業であり、今後定位条件

を定量的に扱えるような方法を検討することが課題で

ある。 

なお本報告は平成 16 年度埼玉大学 21 世紀総合研究

機構研究プロジェクトによる成果を報告するものであ

る。 
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１．はじめに

日本の製造業においては，生産拠点の海外移転によ

る産業の空洞化が産業集積地域に深刻な影響を与え，

特に，これまで製造業を支えてきた基盤的技術産業に

おいて熟練技能の衰退が懸念されている．また，高齢

社会の到来，若者の製造業離れの社会現象により，後

継者難などが生じ，日本の製造業の将来に危機的状況

をもたらしている．今後も高付加価値製品設計・製造

を行うためには，基盤技術や熟練技能の伝承，および

知識の創出が不可欠となっている．

このような背景のもと，我々の研究グループでは，

国内有数の産業集積地域である埼玉県川口市の鋳物関

連企業と共同で，マルチメディアとバーチャルリアリ

ティ（VR：Virtual Reality）技術を応用した鋳造技能伝

承と知識創出のための枠組みとこの枠組みに沿った熟

練技能伝承システムを提案してきている 1)，2)．効率的

な技能伝承，知識創出を行うためには，鋳造に関わる

知識の体系化やその知識を効果的に呈示する必要があ

る．このため，我々の研究グループでは文書などの形

式知はマルチメディアを利用して効率的に獲得し，技

能などの暗黙知は VR 技術を利用した立体視システム

において，実際の現場作業の視覚的な疑似体験を通じ

獲得することのできるシステムを開発してきている．

しかしながら，鋳造技能の獲得には，視覚的な体験だ

けでなく，工具や製品の重量感や触り心地，音，臭い，

色，温度などが自身の作業によってどのように変化す

るかを体験することが重要である．

そこで本報告では，特に現場作業における力覚に注

目し，従来から提案している VR 空間を用いた立体視

システムと連携して使用することで視覚的な効果のみ

没入型仮想共有環境システムにおける熟練技能伝承用

力覚および触覚呈示装置の開発

Development of Force Feedback and Haptic Devices for Knowledge Acquisition 
and Job Training in the Immersive Virtual Environment

綿貫　啓一 *，小島　一恭 *

Keiichi WATANUKI and Kazuyuki KOJIMA

The environment where Japanese industry has been paid with respect is changing tremendously due
to the globalization of economics, where Asian countries are undergoing economical and technical
development as well as advancing in information technology. For example, in the design of custom-made
casting product, a designer who is lack of casting knowledge may not be able to produce a good design. In
order to obtain a good design and manufacturing, it is necessary to equip the designer and manufacturer with
a support system related to casting design or so called, knowledge transfer and creation system. This report
describes a new virtual reality based knowledge acquisition and job training system for casting design,
which is composed of the explicit and tacit knowledge transfer system using synchronized multimedia and
the knowledge internalization system using portable virtual environment. In our proposed system, the
education content is displayed in the immersive virtual environment, where by a trainee may experience
himself in the virtual site operations. Provided that the trainee has gained explicit and tacit knowledge of
casting through the multimedia-based knowledge transfer system, the immersive virtual environment serves
as an internalization of knowledge and also enable the trainee to gain tacit knowledge before undergoing on
the job training at real operation site.
Keywords: Force feedback, Haptic, Virtual reality, Knowledge creation, Technical skill, 
                    Casting, Manufacturing

＊埼玉大学　工学部　機械工学科
Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engi-
neering, Saitama University, 255 Shimo-okubo, Sakura-
ku, Saitama-shi, Saitama 338-8570, Japan.
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ならず鋳造技能における力覚を体得することが可能な

力覚呈示装置の開発事例について述べる．

2.　場の共有による技能伝承

技能伝承を行うために，考慮すべき点として「場」

を挙げることができる．ここで述べる「場」とは，い

わゆる物理的な場所だけではなく，特定の時間・空間，

あるいは「関係」の空間を意味している．つまり，「場」

とは「相互関係」のことである．この「場」，つまり

「相互関係」のあり方として，「創出場（Originating Ba）」，

「対話場（Dialoguing Ba）」，「システム場（Systematizing

Ba）」，「実践場（Exercising Ba）」の 4 つに分類するこ

とができ，(1) 創出場：個人的かつ直接的相互関係に

よって規定される場，(2) 対話場：集団的かつ直接的な

相互関係によって規定される場，(3) システム場：集団

的かつ間接的な相互関係によって規定される場，(4) 実

践場：個人的かつ間接的な相互関係によって規定され

る場，である．

技能伝承において特定の時間・空間における「場」

を共有することは非常に重要である．具体的には，高

度な技能を有する熟練技能者と作業をともにすること

などが挙げられる．このように「場」を共有すること

で，五感から得られる知識だけでなく，「その場にいな

ければわからない情報」といった貴重な知識を獲得す

ることが可能になる．このように「場」の共有は技能

伝承において非常に有益なことと言える．

しかし，このような「場」の共有による技能伝承に

は以下に挙げるような問題点がある．

(1)「場」の共有には，時間的・空間的・規模的な制

約があることから限界があり，効率的に技能伝承を行

うことができない．

(2) 伝承・継承する人材の素質に負う部分が大きく，

膨大な時間を必要とする．現在のような時間的・資金

的・人間的な制約の中で技能伝承を行わなければなら

ない状況では難しい部分がある．

本報告で述べる没入型仮想共有環境システムなどを

活用することで，これらの問題点を部分的に克服する

ことができ，これらのシステムにより，擬似的，仮想

的な「場」の共有を促進させることができ，技能伝承

において非常に有益であると考えられる．

3.　鋳造熟練技能者の知識とその獲得プロセス

3.1 鋳造技能者に求められる知識

鋳造製品は一般に図 1 に示す多くのプロセスを経て

製造される．特に溶解，造型，型合わせ，注湯，型バ

ラシなどの鋳造現場作業では，鋳造に関する知識だけ

でなく，重量感や触り心地，音，臭い，色，温度など，

いわゆる五感を駆使した熟練技能が求められる．図 2

は，造形工程の「突き固め」と呼ばれる作業の様子を

示したものである．図 3 に突き固めの模式図を示す．

突き固め作業は，金枠や木枠に投入された時硬性の砂

をスタンプと呼ばれる突き棒で素早く突き固める作業

で，鋳型の強度を確保するために行われる．時硬性の

砂が硬化を始める前に，枠内の砂の充填度を高め , か

つ，砂の密度が均一になるよう迅速に行わなければな

らない．さらに，注湯時において，溶湯を注いだ際に

型崩れせず，冷却時に発生するガスを放出することが

求められている．図 4 は突き固め作業時に棒の先端部

に加わる力を示したもので，この力が突き棒を通じて

反力として作業者の手に返される．熟練技能者は，突

き棒を通して手に返ってくる反力やモーメントにより

Fig.1  Casting process

１．鋳造方案
生産個数・材質・形状・寸法精度などに応
じて,製造方法などを決める. 

２．溶解
必要な化学成分をもつように配合した
材料を,電気炉やキュポラなどの溶解炉
で溶かして,高温の溶湯をつくる.

３．造形
砂を鋳枠の中に投入し,押し固めて製品模型
から鋳型をとる.鋳型の砂づまりを均一にす
ることで鋳物の寸法精度が向上する.

４．型合わせ
下型に中子を納めた後,上型をかぶせて,鋳
型を組み立てる.

５．注湯
溶湯専用の入れ物により,溶湯を鋳型の注湯
口に注ぐ.注湯は,「静かに早く」が原則で
ある.注湯後は適切な時間で冷却する.

６．型ばらし
鋳枠をハンマーなどで叩いて衝撃を加え,砂
を落としながら鋳型と製品を分離する.これ
で製品を取り出すことができる.

　　　　
鋳造工程終了
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砂の状態や木型の有無を知覚し，突き固める位置や棒

に加える力，周期，ストロークなどを調整している．

このような知識は文書やデータで伝えることの困難な

いわゆる「暗黙知」であり，鋳造現場においては，実

際の作業経験を通じてのみ獲得できる知識である．

3.2 形式知と暗黙知

知識は，大きく「形式知」と「暗黙知」の 2 つに分

類することが可能である 3)．形式知とは，「文章・図表

などの形式言語で表すことができる知識」，「客観的で

一般的な法則に基づく知識」などと定義することがで

き，いわゆる「技術」がこれに相当する．一方，暗黙

知とは，「文章・図表などで明示的に表しにくい知識」，

「主観的で個人的な経験・体験に基づく知識」と定義で

き，いわゆる「技能」がこれに相当する．鋳造現場作

業には，前述の突き固めだけでなく，塗型，型合わせ，

注湯など，経験と勘に頼る作業が数多くあり，このよ

うな暗黙知の存在が技能獲得を困難にしている要因と

なっている．

3.3 SECI モデル

ナレッジ・マネジメントの活動モデルの一つとして

SECI モデルがある 4)．これは，知識は４つの知識変換

プロセス，(1) 共同化（Socialization），(2) 表出化

（Externalization），(3) 連結化（Combination），(4) 内面

化（Internalization）を通して暗黙知と形式知との間の

相互作用から創造されるという概念である．SECI は４

つの知識変換プロセスの頭文字をとったものである．

このプロセスを鋳造現場における技能の獲得プロセス

に対応させると，(1) 共同化は技能者が OJT や現場作

業を通じて，問題意識を明確化し，暗黙知を認識する

プロセス，(2) 表出化は社内文書や技術文書などにより

鋳造技能に関する形式知を獲得するプロセス，(3) 連結

化は技能者が表出化のプロセスで得た種々の知識を総

合し，獲得すべき技能に対する自分なりのイメージを

創造するプロセス，(4) 内面化は技能者が，作り上げた

Fig.5  SECI model and knowledge transfer system
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Fig.4  Load of a stamp
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Fig.3  Schematic diagram of ramming
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Fig.2  Ramming with a stamp
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イメージに基づいて行動・学習することで鋳造技能を

自分のものにしていくプロセス，と考えられる．

4.　熟練技能伝承システム

4.1 熟練技能伝承システムの概要

本研究グループでは，SECI モデルの各知識変換プロ

セスでマルチメディアや VR 技術を利用し知識獲得を

効率的・効果的に行うための熟練技能伝承システムを

開発してきている．図 5 は熟練技能伝承システムおよ

び VR 空間を利用したシステムの活用例を SECI

(Socialization, Externalization, Combination,

Internalization：組織的知識創造 ) モデルの知識変換プ

ロセスに対応させたものである．ここでは，(2) 表出化

をユーザがマルチメディアを応用した熟練技能伝承シ

ステムを活用して，文章や技術データなどから形式知

を獲得するプロセス，(3) 連結化をユーザが映像などか

ら，形式知と暗黙知が連携した形で提示される知識を

獲得するプロセス，(4) 内面化をユーザが技能伝承シス

テムから得られた知識をもとに，VR 空間内での疑似

体験を通じて自分のものにしていくプロセスと置き換

える．表出化および連結化の過程では熟練技能伝承シ

ステムを活用し，内面化の過程では VR 空間を活用し

ながら，知識を自分のものにしていくなかで，新たな

知識創造が可能になり，また新たな暗黙知を獲得する

ようになる．

4.2 VR 空間を利用した鋳造技能獲得

図 6に背面投影型 2面偏光立体視システムの外観を，

図 7 にシステムの概寸を示す．本システムは，本研究

グループが技能伝承を目的として独自に開発したもの

で，知識獲得プロセスの内面化フェーズで使用するこ

とができる．スクリーン毎に 2 つのプロジェクターを

使用して，左右の視差をつけた映像を表示する．左右

の映像に偏光を加え，偏光メガネを併用することで，

体験者は視差のついた映像を左右独立に見ることがで

Fig.6  Our proposed virtual reality system

Fig.7  Outline of virtual reality system

4 projectors

2 screens

Head tracking device
and 3D glasses

4 projectors

2 screens

Head tracking device
and 3D glasses

Table 1  Specification of haptic device

有効自由度 5

消費電力 500 [W]

位置分解能 4×10-6 [m]以下

擬似環境慣性 2 [kg]

力覚感度 0.01 [N]

最大呈示力覚 250 [N]

最大擬似硬度 5×10
4
 [N/m]

最大速度 1.0 [m/s]

最大減速度 50 [m/s
2
]

Fig.9  End effector
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Fig.8  Work space of haptic device
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き，これにより，立体的な映像を体験することができ

る．80 インチのスクリーンを 2 つ縦に並べることで，

縦方向の没入感を向上させている．これは，鋳造現場

の作業が，周囲を見渡すことよりも下を見下ろす作業

が多く，横方向よりはむしろ縦方向の広がりを表現す

ることが求められるためである．偏光メガネにはヘッ

ドトラッキング装置が取付けられており，体験者の視

点位置がフィードバックされ，視点位置に応じた映像

がリアルタイムで表示される．本システムを技能獲得

の視覚的な「場」の提供に活用することで，鋳造技能

獲得における問題点を部分的に克服することができる

と考えられる．

5.　鋳造技能獲得のための力覚呈示装置の開発

5.1 VR 空間への力覚呈示装置の導入

技能の獲得には，視覚的な体験だけでなく，工具や

製品の重量感や触り心地，音，臭い，色，温度などが，

自らの作業の結果としてどのように変化するのかを体

験することが重要である．本報告では立体視システム

による VR 空間の視覚的な効果に加え，現場作業の力

覚を表現するために VR 空間に力覚呈示装置を導入す

る．特に鋳造造形工程の突き固め作業に注目し，突き

固め作業における力覚を表現するための力覚呈示装置

を開発した 5) ～ 14)．

5.2 力覚呈示装置の開発

図 8 に力覚呈示装置とその可動範囲を示す．表 1 に

仕様をまとめる．本装置はエンドエフェクタを含める

と 5 自由度の円筒座標ロボットで，アームとエンドエ

フェクタの接続部（A 点）に取り付けられた力覚セン

サにより検知された力覚とポテンショメータにより検

知された位置情報をフィードバックして 3 つのモータ

を駆動し，力覚を呈示する．図 9 にエンドエフェクタ

を示す．本エンドエフェクタは，突き固め作業で使用

する突き棒に相当し，力覚呈示装置との接続部（A 点）

から体験者の手に反力を伝達し，また，体験者から加

えられる力はエンドエフェクタを通じて接続部に伝達

され，接続部の力覚センサにより検知されて制御装置

にフィードバックされる．

5.3 内部モデル

図10に力覚呈示装置のハードウェアブロック図を示

す．力覚呈示装置は専用の制御装置を持ち，外部機器

とはイーサネット（100Base/T）を介して接続すること

ができる．本システムでは，PC の表示する立体視映像

と力覚呈示装置の呈示する力覚とがこの通信を使用し

て同期化される．力覚呈示装置のコントローラは PC

側が呈示する映像とは別に力覚呈示用の内部モデルを

もっており，体験者が加えるエンドエフェクタへの力

とこの内部モデルとの相互作用により，エンドエフェ

クタへの反力を決定する．突き固め作業を表現する場

合には，体験者がエンドエフェクタを操作することに

よって図 4 で示した反力が返されるように内部モデル

を作る必要がある．また，視覚モデルと力覚モデルは

それぞれに座標系を持つため，この整合性を保つよう

に内部モデルを構成する必要がある．図 11 は，視覚モ

Fig.11  Internal model
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Fig.10  Block diagram of haptic device
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Fig.12  Use of our proposed system
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デルと力覚呈示装置の内部モデルを模式的に表現した

ものである．金枠の部分は，VR 空間内で視覚モデル

の金枠と一致する位置に内部モデルを作成し，この内

部モデルと内部モデル上のエンドエフェクタの位置と

の衝突判定を行って，衝突した場合にはエンドエフェ

クタがそれ以上動かなくなるように制御する．砂の部

分は，内部モデルでは薄い層状の膜のようなモデルを

幾重にも重ね，各層でエンドエフェクタと衝突判定を

行い，ある一定以上の力が加わった場合には反力を 0

とする制御を行う．層状モデルは単体では，ある一定

以上の力で突き抜けるような感覚を呈示し，これが層

状に多数集まることで，砂を突くザクザクという感覚

が表現される．

5.4 力覚呈示を伴う VR 空間内での技能獲得

図12に本報告で開発した力覚呈示装置による突き固

め作業の体験の様子を示す．VR 空間内に表示される

鋳造現場の立体視映像と連携して，力覚呈示装置から

突き固めの反力が体験者の操作の結果として返され，

視覚だけでなく力覚を体験できる．

6.　おわりに

本報告では，鋳造熟練技能獲得を効率的・効果的に

行うため，VR 空間で使用可能な力覚呈示装置を開発

事例について述べた．従来から提案している VR 空間

を用いた 3 次元立体視システムに，新たに力覚呈示装

置を連携することで，視覚的な体験だけでなく，工具・

製品重量や各作業工程での力覚の体験が可能となり，

鋳造熟練技能の獲得が促進される．
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速報  

人間の対話行動の分析に基づくガイドロボット 
 

Guide Robot Based on the Analysis of Human Interaction Behavior 
 

久野義徳*, 山崎千寿*, 山崎敬一** 
 

Yoshinori KUNO, Chizu YAMAZAKI and Keiichi YAMAZAKI 
 

Face direction plays an important role in our daily conversation. This paper presents a museum guide 

robot that moves its face to communicate smoothly with humans. We analyze the behavior of humans when 

one explains about an exhibit to the other. Then, we develop a robot system that can recognize the human's 

face direction. The robot moves its face depending on the human's face direction and the contents of utterances. 

We use the analysis results of human behavior to control the face movements. Experimental results show that it 

is effective for the guide robot to change its face direction while explaining about exhibits. 

 

Keywords: Nonverbal Behavior, Human-Robot Interaction, Face Direction, Computer Vision, Robot 

 
 

1. まえがき 

 

人間同士のコミュニケーションでは言語以外の行動

も重要な情報伝達手段になっている。特に、視線や顔

の向きは会話の進行にあたって重要な役割を果たして

いる 1)。そこで、人間とロボットのコミュニケーショ

ンにも、このような顔や視線の動きを取り入れること

が検討されている。これまでに、ロボットが発話する

とき発話の相手の方を向いたり、相手の発話を聞くと

きは発話者の方を向くことなどが提案されている 2), 3)。

ここでは、それらの研究のように単に発話の相手の方

を見るだけでなく、さらに状況に応じて顔の向きを制

御することを考える。博物館や美術館などのガイドロ

ボットを開発することを目指して、人間同士の場合の

顔の動かし方を観察実験により調べ、それに基づいて

ロボットシステムを動かすことを検討する。 

 

2. 人間の行動の観察 

 

人間同士の場合について、展示を説明するときの説

明者（ガイド）と聞き手（鑑賞者）の会話の際の顔の

動きを調べるための実験を行った。 

ガイド 1人に対し観賞者 1人の条件で、展示物の説

明を行った。その様子を３台のビデオカメラで録画し

た。２台は固定カメラで１台は後方から全体を、もう

１台は展示ケースの上に設置し、上方から撮影した。

１台は手持ち撮影で、固定カメラで撮りにくい部分を

補いながら撮影した。今回は、15分の説明を 4例（ガ

イドは同一人、鑑賞者は異なる 4 人）、30 分の説明を

2例（同じガイド、鑑賞者は別の 2人）の計 6例につ

いて実験した。なお、ガイドは展示物（古代朝鮮半島

の瓦）の専門家で、鑑賞者は大学の学部および大学院

生である。図１に実験の様子の写真を示す。 

撮影データの詳細な分析はまだであるが、映像の観

察から、観賞者とガイドの行動についていくつかのパ

ターンがあることがわかった。ガイドは、“物体を指示

した後”、“観賞者が疑問を持つ可能性のある単語の発
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Department of Information and Computer Sciences, 

Faculty of Engineering, Saitama University, 255 

Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, Saitama, 338-8570, 

Japan 

**埼玉大学 教養学部 

Faculty of Liberal Arts, Saitama University 

埼玉大学紀要　工学部　第38号　2005                                               165



 

話の後”、および、“区切りのいい所（発話の終了時）”

に鑑賞者の顔の向きを見るために振り返る。このとき、

鑑賞者が指示物体を見ている場合はそのまま説明を続

行する。鑑賞者がガイドを注視している場合、質問が

あると判断する。説明を続行する場合、振り返ったガ

イドは、すぐに説明の対象である物体に顔を向ける。

鑑賞者が顔をガイドに向けたままの場合、鑑賞者が自

分に話があると判断し振り向く。そして、ガイドと鑑

賞者の間で対話が始まる。 

以上より、ガイド側から見ると顔の向きにより“注

意対象への鑑賞者の誘導”と、“鑑賞者の注意方向を確

認していることの表現”を行っていることがわかる。

また、ガイドは鑑賞者の顔の観察から、“鑑賞者の注意

方向による意図の認識”を行っている。この知見に基

づきガイドロボットを開発する。 

 

 

 

Fig. 1. Video images. 

3. ガイドロボット 

3.１ ロボットの構成 

人間同士の場合の実験より得た知見から、図２に示

すように、人間のガイドと同様の動作をするロボット

を開発した。このロボットは、１対１でのガイドを前

提にした“博物館や美術館でガイドをするロボット”

である。ロボットは鑑賞者の顔の向きを検知するため

のカメラ１台と、上下左右に回転する頭部をもつ。頭

部には回転機構としてパン・チルトが可動のカメラを

用いたが、このカメラ画像は現在のシステムでは利用

していない。ロボット頭部は、コミュニケーションツ

ールとして観賞者にロボットの意図を伝えるためだけ

に存在する。頭部の下に設置したカメラ画像からは、

常に観賞者の顔の向きを求めている。 

ロボットは、あらかじめ決められた説明を発話して

ゆくが、“説明に疑問・あるいはロボット自身への別の

話題を観賞者が持っている”と判断した場合、説明を

中断し疑問の有無について問いかける。 

ロボットシステムは、鑑賞者の注視情報を取得する

“カメラ画像の解析”と、説明を発話する“発話制御”、

ロボット頭部を動かす“頭部制御”、説明文を解析し行

動を決定する“メインルーチン”の４つで構成される。

なお、各要素はそれぞれスレッドとプロセス間通信を

用いて並列に動作する。 

３.２ 発話と頭部運動制御 

このシステムでは、あらかじめ“展示物の説明文”

を入力しておく。この説明文には、頭部制御のための

記号を入れておく。制御記号としては以下の３種類を

用意している。 

＠：頭部を鑑賞者に向け鑑賞者の注視方向を確認した

後、展示物に向ける。実際の動作としては、入力文

中でこの記号が挿入された時点で顔の向きが鑑賞

者の方になるように、事前に頭部の運動を開始する。

そして、鑑賞者の向きでしばらく静止して（その間

に鑑賞者の顔の向きを確認し、それが展示物の方を

向くようなら）、頭部を展示物に向ける。 

￥：頭部をユーザに向ける。 

％：頭部の方向はその時点のままで、休止を入れる。 
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Fig. 2. Guide robot system. 
 

３.３ ロボットの動作 

ロボットは入力された文を発話する。発話には IBM

社の ViaVoiceを使用する。制御記号があると、それに

応じて頭部を制御する。一方、鑑賞者に常に向けられ

たカメラから、鑑賞者の顔の向きを絶えず求める。顔

検出部分には東芝が開発した顔認識システムを利用し

た 4)。＠の制御記号時点以外でも、鑑賞者がロボット

の方をしばらく見ていることを検出したら、鑑賞者が

何か言いたいことがあると思われるので、顔を鑑賞者

の方に向け、「どうしましたか。」と聞く。 

4. ガイドロボットの評価実験 

 

試作したロボットによる説明法が人間にとって受け

入れられ、説明がわかりやすく感じるかどうか調べる

ために実験を行った。展示物の説明において、ガイド

するロボットが無駄な動きをすれば、観賞者の邪魔を

し、不快感を与える。ロボットが動かない場合と比較

して、不快であるかどうかを調査することでシステム

の評価実験とした。図３に示すようにロボットにより

研究を紹介したパネルを説明させた。提案の方法によ

る説明として、以下のような制御記号入りの文を用い

た。 

説明文：￥こんにちは。ガイドを務めます公次郎です。

よろしくお願いします。まず、このパネルを見

てください＠「顔方向と指差しによるアクティ

ブヒューマンインターフェース」と書かれてい

ますね。＠これは、物をとるロボットについて

の研究です。＠「あれ・これ・それ」といった

指示語＠その命令をいかに理解するかを研究し

た結果です。＠おわり￥ 

この入力文に基づく動作をパターンＡとする。比較

のために、同一文を発話するが、常に頭部を鑑賞者に

向けたままで説明する場合と、常に展示物に向けたま

まで説明する場合の２つのパターンを用意した。前者

をパターンＢ，後者をパターンＣとする。これらの３

パターンが被験者ごとにランダムな順序で現れるよう

にした。被験者は学部学生、大学院学生で９名である。

３パターンの説明に対して、説明のわかりやすさを５

段階（１：わかりにくい、５：わかりやすい）で評価

してもらった。また、提案手法のパターンＡの場合に

使用感を３段階（気にならない、やや不快、不快）で

評価し、コメントがあれば述べてもらった。 

説明のわかりやすさについての実験結果を表１に示

す。また、パターンＡの場合の使用感についての結果

を表２に示す。 

まだ少数例による予備的な実験であるが、表１から、

適当なタイミングで相手の方を見るような動作を入れ

た提案の方法が、説明をわかりやすくしていることが
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わかる。また、使用感については、表２に示すように、

頭部が動き過ぎるというコメントも少しあったが、不

快感を引き起こすということはなかったと判断できる。

簡単な説明文による実験だけであり、断定的なことは

まだ言えないが、適切に顔を動かすことが親しみやす

い、わかりやすいガイドロボットを実現するにあたっ

て、重要な要素の一つであり、提案の方法が、その実

現法として有望であることが確認できた。 

 

Fig. 3. Guide robot experimental scene. 
 

Table 1. Comparison results 

 Pattern 

Evaluation Ａ Ｂ Ｃ 

1:  Difficult 0 7 0 

2:  A little difficult 0 2 4 

3:  Moderate 1 0 4 

4:  A little easy 6 0 1 

5:  Easy 2 0 0 

Median 4 1 3 

Mean 4.1 1.2 2.7 

 
Table 2. Evaluation of comfortableness 

Evaluation 
Number of 
participants Comment 

Comfortable 7  

A bit    
uncomfortable 2 Turning too often 

Uncomfortable 0  

４.むすび 

 

人間同士では、何に興味をもっているかや、相手の

言うことをわかっている、あるいは何か聞きたいこと

があるなどを、顔の動きでうまく伝えている。これに

より、言葉で多くのことを言わなくても円滑にコミュ

ニケーションが進められる。博物館や美術館を多くの

人に楽しんでもらうために、このようなコミュニケー

ション能力をもったガイドロボットの実現を目指して

いる。今回は、人間同士の説明場面の観察に基づき、

ロボットのプロトタイプを開発した。予備的な実験の

結果では、提案のアプローチにより、親しみやすい、

わかりやすいロボットの実現が可能な見通しを得た。 
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