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論文 

フライラインの力学 
－リバウンド現象－ 

 
Dynamics of a Fly line  

－ Effect of rebound － 

 
渡邉鉄也*，田中基八郎* 

 
Tetsuya WATANABE and Kihachiro TANAKA 

 
This study uses experimental and computational analysis to investigate the dynamic behavior of a fly line. 

Fly-casting is one of the most significant issues in fly-fishing. In order to cast a lightweight fly, the weight of a 

fly line is utilized. Fling speed, the casting process and the loop shape of the line while in flight are important 

for the proper presentation of flies. Moreover, the shape of a fly line is also important for a long cast or 

controlled cast. The rebound phenomenon occurs in the casting process. In this paper, the effect of rebound is 

investigated experimentally. 

 

Keywords: Fly line, Fly rod, Fly-casting, Rebound, Casting system 

 
1．緒   言 

 フライフィッシングは１５世紀頃に英国で始まり，

現在のようなスタイルになったのは１９世紀後半から

２０世紀始めである 1)．そして，昭和の初期に日本に

伝わってきたといわれている．フライは魚が捕食する

カゲロウ，カワゲラあるいはトビケラなどの水生昆虫

を模擬した疑似餌であるため，小さく軽いものである．

このような軽量物を飛ばす場合，軽量物自体の重さを

利用しても飛距離が短い．そこで，ラインの重さを利

用して軽量物を飛ばす方法が考え出された．日本古来

の漁法としてテンカラがあり，この釣りもラインの重

さを利用して毛鉤を投げるが，テンカラの場合，フォ

ルスキャスト時にラインを伸ばすことが出来ない点で，

フライフィッシングと決定的に異なる．現在，フライ

フィッシングは従来の日本のフィッシングスタイルと

は異なる点でスポーツの 1つとして位置づけられてき

ている．フライフィッシングではラインの重さで疑似

餌となるフライを飛ばすという独特な方法をとってい

るため，フライフィッシングを行う上でキャスティン

グはマスターしなくてはならない事項である．フライ

フィッシングはさまざまな要素によって構成されてい

るが，中でもキャスティングの占める割合は極めて大

きい．キャスティングではラインの重さを利用して投

げなくてはならないので，ラインを遠くへ飛ばすのは

容易ではない．フライラインが簡単に飛ばない理由は

２つある．1 つは空気抵抗の影響であり，もう 1 つは

飛行中のラインの形状が時間変化するため，ライン全

体に力を伝えるのが難しいことである．空気抵抗を減

らすにはラインループをコンパクトにし前面投影面積

を小さくすればよい．ラインに力を的確に伝えるには

ラインが歪んでいたり，しわが寄っていたりしてはな

らない．進行方向にまっすぐであり，ループの幅が狭 
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いほどよいとされている．したがって，キャスティン

グをするに当たりフライラインの動きを如何にすべき

かということがとても大切なことである．しかし，フ

ライラインは柔軟なひも状の構造物であるため，その

運動は複雑なものとなり，現象の把握やモデル化など

が困難である．そこで，本研究は，スポーツ工学，人

間工学的な観点から最適なキャスティング方法を明ら

かにしていくことを目標としている．フライラインあ

るいはひも状構造物の動的挙動に関する研究はさまざ

まあるが 2)－12)，実験的な検討はなされていないのが現

状である． 

筆者らは，フライキャスティングにおいて，リバウ

ンド現象が生じることを発見した．これは，キャステ

ィング後にロッドの角速度が再度増加する現象である．

ここでは，特にリバウンドに着目し，現象およびキャ

スティングへの影響などを明らかにする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Tackle 

 

 

 

 

 

Fig.2 Fly line specimen (DT line) 

 

 

2．ロッドとラインの挙動 

2.1 ロッド・ラインの構造 

 本研究で用いたロッドは DAIWA 製 Phantom 

Eliminatorで，５本継ぎのものである．ロッドは中空

円筒構造で，全長 219.7 cm，総重量は 61.4 g，密度は

1540 kg/m2である．図 1にタックルを示す． 

フライラインは水面に浮くタイプ（フローティング

ライン）と沈むタイプ（シンキングライン）に大別で

き，その中間に位置するシンク・ティップやユニフォ

ーム・シンクなどがある 13)．また，ライン形状は代表

的なものとして，ダブルテーパ，ウェイトフォワード，

シューティングテーパなどがあり，フィールドや対象

魚によって使い分けられる 13),14)．実験で使用するフラ

イラインは＃５のダブルテーパ，フローティングイン

で３Ｍ Ultra3,DT5Fである．図２に一般的な DTラ

インの寸法を示す 14)．ロッドの固有振動数はグリップ

固定の場合，１次が 2.25Hz，２次が 7.25Hz，３次が

16.0Hz，４次が 29.8Hzである． 

 

2.2 キャスティング実験 

 筆者らが行った過去の実験 15）では，ロッドのバット

部に圧電型の加速度計や歪型の加速度計を設置してロ

ッドあるいは腕の角加速度を測定していた．また，高

速度カメラ（Photron Fastcam-PCI 512×480 Pixel）

により撮影したデータから，ロッドの角度や角速度を

求めていたが 16)，数値解析の入力データとして用いる

には精度の面で問題があった．そこで，ここでは角速

度計（Silicon Sensing Systems）を用いた．角速度計

はブリップ部に設置し，200Hzのサンプリングでデー

タを集録した．同時に高速度カメラでライン挙動デー

タを集録した．ラインの長さは５ｍ，７ｍ，９ｍ，１

２ｍとした．ラインの長さとはロッドの先端からの長

さである．また，数値計算における計算の簡略化のた

め，手首は回転しないようにロッドのグリップと腕を

ひもで結んだ．また，ひじはテーブルの上に置き，回

転以外の運動は極力しないようにした．キャスティン

グデータは経験者から採取し，風の影響を極力軽減す

るために体育館で計測を行った． 
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2.3 ロッド・ラインの運動軌跡 

 図３にライン長さが５ｍの場合のキャスティング実

験結果の一例を示す．この図はフォワードキャストを

したときのロッドおよびラインの軌跡を 0.1 秒間隔で

示したものである．ライン長さによるループ形状，ロ

ッド形状の違いを把握することができる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Casting experiment of forward cast 

 

2.4 ロッドの角速度 

 図４に角速度計から得られた時刻歴波形を示す．ラ

インの長さはそれぞれ５ｍ，７ｍ，９ｍ，１２ｍであ

る．図の正の部分がフォワードキャストで負の部分が

バックキャストであり，フォルスキャストを繰り返し

たものである．これらのデータから繰り返しの周期や

最大角速度，リバウンドについて解明していく． 

 角速度データには微振動が含まれており，数値解析

において影響をおよぼす恐れがある．そこで，角速度

データにローパスフィルタをかけ，その振動成分を調

査した．図５にライン長さ５ｍの場合のフォワードキ

ャストの時刻歴波形とフィルタをかけた後の波形，そ

してスペクトルを示す．フィルタ後の波形に注目する

と，キャスト開始後，ロッドおよびラインに空気抵抗

が作用し始めると微振動成分が発生し，時間とともに

増加する波形となっている．そして，キャストが終了

すると振動は減衰する傾向にある．振動数はラインが

長くなると増加する傾向にあり，ラインが５ｍの場合

は 5.99Hz，７ｍの場合は 6.92Hz，９ｍの場合は

7.65Hz，１２ｍの場合は 8.57Hzであった．グリップ 

 

固定状態におけるロッドの 2 次の固有振動数が

7.25Hzであることから，この振動はロッドの固有振動

であり，空気抵抗などの外乱により励起されたもので

ある.したがって，数値解析ではこの振動成分を除去し

た波形を用いる必要があることがわかった． 

 

 

 

 

 

 

 

(a) line length 5m 

 

 

 

 

 

 

 

(b) line length 7m 

 

 

 

 

 

 

 

(c) line length 9m 

 

 

 

 

 

 

 

(d) line length 12m 

Fig.4 Angulavelocity during false cast 
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Fig.5 Forward cast wave with filter 

 

 図６にフォルスキャストの平均周期を示す．これは，

フォワードキャストとバックキャストを１周期とし，

その平均周期を求めたものである．この図から，ライ

ン長さによる顕著な差は見られないことがわかる．フ

ォルスキャストではラインが地面に接する前にピック

アップしなくてはならないため，ラインがターンオー

バーする前にキャストを開始しており，ラインが長く

なっても周期は長くならないことになる． 

 図７にライン長さによる最大角速度を示す．最大角

速度はラインが長くなるにしがたい，速くなることが

わかる． 

 図８には最大角速度とライン長さの比を示す．この

図から，ライン長さによる顕著な差は生じないことか 

 

ら，最大角速度はライン長さに比例して増加すること

がわかった． 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Period of false cast 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 Max. angulavel. with respect to line length 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Ratio of max velocity and line length 

 

3． リバウンド現象 

 角速度の時刻歴波形にはピークが２つあることがわ

かる．１つめのピークはキャスト中の最大角速度を示

しており，２つめのピークはキャスト後に生じている．

図９の上図はライン長さ５ｍの場合のフォワードキャ

スト波形であり，下図は上図を微分して求めた角加速

度波形である．角加速度波形に注目すると，負の最大

加速度が生じている時刻でロッドの振りを停止させて

いる．この部位をロッドストップと呼ぶ．その後，ロ

ッド，腕，ラインの慣性により角速度は正の値となっ

ているが減少する．その後，角速度が増加しピークを

迎えて減少している．この現象をリバウンドと呼ぶ．

図１０はキャスティング中の状態を示したものである 
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が，ロッドストップの時にロッドは変形しており，そ

の後リバウンド現象が生じている．この現象はライン

やロッドの慣性力，空気抵抗によりロッドが変形し，

その復元力やラインが前方に飛んだときのロッドを引

く力によるものであると考えられる．そこで，ロッド

あるいはラインの有無によりリバウンド現象が生じる

のか調査した． 

図１１にロッド，ラインの有無による角速度を示す．

(a)はグリップのみ，(b)はロッドのみ，(c)はロッドに５

ｍのラインをつけてキャストした場合である．(a)に注

目するとリバウンドが生じていないことがわかる．こ

れに対し(b)，(c)にはリバウンドが生じていることから，

ロッドが存在しないとリバウンドは生じないことがわ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.9 Rebound and Rod stop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.10 Casting condition 

 

 

かる．したがって，リバウンドは主にロッドが変形し

た後の復元力が腕に作用して生じている．また，最大

速度から最大リバウンドまでの時間（以降，リバウン

ド間隔と呼ぶ）はラインがある方が長いことがわかる．

これは，ラインの慣性力により，ロッドが復元する時

間が長くなったためである． 

 図１２にライン長さによる最大リバウンド速度を示

す．この図から，ラインが長くなるにつれ，リバウン

ド速度も増加することがわかる． 

 図１３にリバウンド間隔を示す．ライン長さによる

顕著な差は見られないが，ラインが長くなると時間が

短くなる傾向にある．これは，ラインが長いと最大角

速度が速いため，ロッドの復元が速いことによる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) Grip 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Rod 

 

 

 

 

 

 

(c) Rod and line 

Fig. 11 Rebound with respect to rod and line 
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 図１３に最大角速度と最大リバウンドの比を示す．

ラインが長いほど，比は大きくなることがわかる．ラ

インが１２ｍの場合には最大角速度がリバウンドの３

倍近くにもなっている． 

 

4．キャスティングシステムを用いた実験 

4.1 キャスティングシステム 

 キャスティングにおいて，人間の特性がライン挙動

に及ぼす影響は少なくない．また，前章からリバウン

ド現象はロッドの復元力により生じるものであること

がわかった．しかし，人間が意図的にリバウンドを無

くすことは不可能である．ここではリバウンドの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Max. rebound velocity 

 

 

 

 

 

 

Fig.13 Time from max. vel. to max. rebound 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.14 Ratio of max. vel. and max. rebound 

 

 

による挙動の違いを解明するため，キャスティングシ

ステムを製作した． 

 図１５にキャスティングシステムの概略図を示す．

このシステムは架台とモータ，アーム部，ロッド設置

部から成っている．モータはハーモニックドライブシ

ステムズ社製 FHA-17C を用いた．計測はロッドグリ

ップ部に設置した角速度計と高速度カメラによりおこ

なった．ここでは，リバウンドが顕著に生じる７ｍと

９ｍのラインについて実験を行った． 

 

4・2 リバウンドによるロッド先端挙動 

 図１６にモータの入力角速度データを示す．(a)はリ

バウンドがある場合，(b)は無い場合であり，７ｍライ

ンのものである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.15 Casting system 
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 図１７にリバウンドの有無によるロッド先端の残留

振動の振幅を示す．残留振動とは，キャスト後にロッ

ドの復元により生じる振動であり，この振動振幅が小

さいほど良いとされている．振幅が大きいと飛行時の

ラインに振動を与えるためにラインの挙動を悪化させ

るため，振動は極力低減するのが望ましい 17),18)． 図

１７から，リバウンドがあるとロッド先端の振動振幅

は極端に低減していることがわかる．したがって，リ

バウンド現象はロッドの復元力により生じるものであ

るが，それと同時に残留振動を低減する効果があり，

リバウンドが顕著に生じるキャスティングが良いこと

がわかる． 

 

 

 

 

 

 

 

(a) With rebound 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Without rebound 

Fig.16 Input ang. vel. data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17 Disp. of rod tip with respect to rebound 

 

５．結     言 

本研究では特にリバウンド現象に注目し，現象および

キャスティングへの影響などを実験的に明らかにする

ことを目的とし，以下の結果が得られた． 

 

１）キャスト時の時刻歴角速度にリバウンド現象が生

じることがわかった． 

２）フォルスキャストの周期はライン長さによる顕著

な差は見られないことがわかった． 

３）ロッドの最大角速度はライン長さに比例して速く

なる傾向にあることがわかった． 

４）リバウンド現象はロッドグリップのみでは生じな

いことがわかった． 

５）リバウンド現象は主にロッドの復元力により生じ

ることがわかった． 

６）キャスティングシステムを用いて，リバウンドの

有無によるロッド先端の挙動を調べた結果，リバウ

ンドがあると，ロッドの残留振動が低減することが

わかった． 

７）キャスティングにおいてリバウンドが顕著に生じ

る方法が良いキャスティング方法であることがわか

った． 
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PZT

CFRP

Development of Self-Diagnosing CFRP Laminates with Nano-PZT particulate

Layers and Insulating Coated Carbon Cloths.

*

Kensuke Kageyama

CFRP laminates specimens with Nano-PZT particulate epoxy resin layers and insulating coating carbon layers

were prepared. Two types of insulating coating were examined and one liquid type epoxy adhesive showed

excellent insulation of carbon layers. CFRP laminates specimens suffered tensile or fatigue testing and signals

of electric current generated by hitting specimens were measured simultaneously. The electric signal tended to

increase with loading or fatigue cycles and sudden increase in the signals coincided to the occurrence of

delamination between epoxy matrix and carbon layers. Tensile testing showed that the addition of PZT particles

upgrade the increase in the electric signals due to delaminations. On the other hand, fatigue testing showed that

the influence of the addition of PZT particles on the electric signal behavior was small

Keywords: Fiber Reinforced Plastics, Self-Diagnosing,, PZT, Laminates, Fracture, Delamination

*

Department of Mechanical Engineering, Faculty of

Engineering, Saitama University, 255
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埼玉大学紀要　工学部　第39号　2006 9

    (原稿受付日：平成18年 4月17日)

論文



電流計測
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(a)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(b)

カーボンクロス

PZT粒子

樹脂

振動

Fig. 1 Schematic of generation mechanism of electric current from charged CFRP laminates.

Fig.2 Reaction formula of Zol-Gel method.

Si(OC H5)4+H2O Si(OC2H5)3(OH)+(OC2H5)OH

Si(OC2H5)3(OH)+H2O Si(OC2H5)2(OH)2+(C2H5)OH

Si(OC2H5)(OH)3+H2O Si(OH)4+(C2H5)OH

Si(OH)4 SiO2+2H2O

Si(OC2H5)+2H2O SiO2+4C2H5OH

Hydrolysis reaction Polymerization reaction
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Fig. 3. Carbon layers for laminated specimens
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Fig. 4. Schematic of electric treatment to

obtain uniform polarization direction of PZT

particles
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Table 1. Comparison of insulation coating for carbon layers

Coating type Average electric resistance

between carbon layers

Silica coating using sol-gel method 50k�

Epoxy coating using two pack epoxy resin 500k�

Epoxy coating using one pack epoxy resin 49M�
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Fig. 5. Result of tensile testing and measurement of
electric pulse hitting CFRP specimen without PZT
particles
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Fig. 6. Result of tensile testing and measurement of
electric pulse hitting CFRP specimen with PZT
particles
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Fig. 7. Result of fatigue testing and measurement of
electric pulse hitting CFRP specimen without PZT
particles
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論文 

1. 緒   論 

 センサ出力に含まれる複数のモードを同時に不可観測

にする方法は，観測スピルオーバの回避や，低次元物理

モデルの作成に有用である．著者らは過去に構造物の振

動をポイントセンサで測定する際に，センサ出力に含ま

れる多数のモードの中から，任意に選択された複数のモ

ードを同時に不可観測とする空間フィルタの設計法を提

案した(1)．一方，モードの直交性を利用した空間フィルタ

であるモーダルフィルタを実現するには，分布定数系セ

ンサとポイントセンサを用いる 2 通りの手法が提案され

ている(2), (3), (4)．しかし，分布定数系センサを利用する場

合には，モード関数が既知で，モード形状にセンサを整

形できるような比較的単純な構造物にしか適用できない．

また，ポイントセンサを利用すれば，複雑な構造物にお

いても，モーダルフィルタリングが実現できるが，対象

とする周波数帯域に含まれるモードと同数以上のセンサ

が必要であるという課題がある． 

 本論文では，提案する手法を解析的にモード関数が得

られない一般構造物に適用する手法について検討する．

また，振動試験を通してその有効性を検討する．複雑な

形状や境界条件の構造物に対するモードベクトルは有限

要素モデルを用いて推定する．有限要素モデルによるモ

ードベクトル（以下，解析モードベクトルと呼ぶ）は真

値ではないため，これを用いて設計した空間フィルタを

振動試験により修正する．本論文では，センサ数が 2 個

の場合を例に，詳細なフィルタ設計法を述べる．最後に，

設計された空間フィルタを片持ちはりの打撃試験で実際

に得られた加速度応答へ適用し，所望のフィルタリング

が実現することを確認する． 

2. 複数のモードを不可観測とする空間フィルタ 

 2.1 フィルタ設計法の概念  所望のモードを不可

観測とする空間フィルタ設計法の概念を説明する．説明

を簡単化するために，取り付けるセンサ数が 2個，s1, s2, s3

次モードの 3 つのモードを不可観測とする場合を例に説
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明する．これの概念図を図 1 に示す．はじめに，不可観
測の対象とするモードのモードベクトル ( )1 2 3

l
l , ,=sφ が，2

次元空間の中で同一の直線上に存在するようにセンサを

配置する． 
 

1 2 31 2s s sλ λ= =φ φ φ  (1)  

ここに， 1 2,λ λ はゼロでない任意の実数である．今，
1s

φ に

直交なベクトルとして，空間フィルタベクトル sψ を求め

ると，次式の関係が成り立つ． 
 0

l

T
s , l= ∀sψ φ  (2) 

このとき，不可観測の対象でないモードに対し，この空

間フィルタベクトルは直交しないと仮定する． 

 ( )1 2 30T
q , q s ,s ,s≠ ∀ ≠sψ φ  (3) 

 2.2 フィルタの設計  センサ数 2，不可観測モード

数 2の場合の空間フィルタの設計法を示す．s1, s2次のモ

ードベクトルが 1 次従属になるセンサ配置を行うことで，

所望の空間フィルタを設計する．今，s1, s2次のモードベ

クトルを列要素とする行列の行列式を次式で定義する． 

 ( )
( ) ( )
( ) ( )

1 2

1 2
1 2

1 1
, 1 2

2 2

, x x

x x
x x

s s
s s

s s

x x
W x x

x x

φ φ

φ φ
=  (4) 

所望のセンサ配置は各センサが同位置にないという条件

下で，次式を満たす解の組(x1, x2)を探索することに等しい． 

 ( )
1 2 1 2 1 20s ,sW x ,x , x x= ≠  (5) 

求めたセンサ配置(x1, x2)において，モードベクトル 1 2s s,φ φ

を算出し，これらのベクトルに共に直交な空間フィルタ

ベクトル sψ を求める．具体的には，s1次モードを用いて，

次式のように算出する． 

 
( )
( )

1

1

2

1

s

s

x
x

φ
φ

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬−⎪ ⎪⎩ ⎭
sψ  (6) 

式(5)は，s1, s2次モ－ドのいずれか一方あるいは両方の節

の位置が，2 つのセンサ位置と同位置である場合にも満

たされる．従って，式(5)は，モードの節を利用して，任

意のモードを不可観測とする手法を包含したものと考え

ることもできる．いずれかのモードの節にセンサが配置

されるとき，残るモードのモードベクトルに直交なベク

トルを空間フィルタベクトルとすればよい． 

 2.3 フィルタリング  構造物上に配置された複数

のポイントセンサの出力を，モード座標で表現する．N

個のポイントセンサを用いて，サンプリングτ[s]で振動を

測定する場合について示す．対象とする周波数範囲で支

配的なモード数は Q，モードベクトルは実数で表せると

仮定する．このとき，n番目のセンサ位置 xnで時刻 kt kτ=

に測定されたセンサ出力 z(xn, tk)は，次式で表せる． 

 ( ) ( ) ( )
1

Q

n k q n q k
q

z x ,t x tφ η
=

=∑  (7) 

ここに，q 次モードベクトル qφ の位置 xnに対応する要素

を ( )q nxφ ，時刻 kt における q 次モードのモード振幅を

( )q ktη と表した．式(2), (3)の関係が成り立つセンサ配置が

実現できるとき，多点応答の列ベクトル ( )ktz の前から，

空間フィルタベクトル sψ の転置を乗じて得た信号にお

いて，s1, s2, s3次モードだけが不可観測となる． 

 ( ) ( )
1 2 3

T T
k q q k

q s ,s ,s
t tη

≠

= ∑s szψ ψ φ  (8) 

式(2)と式(8)の関係より，s1次と s2次モードのみが不可観

測である 1次元の時間領域信号が得られる． 

3. 振動試験への空間フィルタの適用例 

 本手法を片持ちはりの振動試験へ適用し，その実現性

を検証する．本手法の有効性を検証するために，複雑な

構造物を例にせず，あえて解析解が既知である図 2 に示

す片持ちはりを対象とし，対象自由度は曲げ振動（並進

1自由度）とした． 

sψ

1xsφ

2 xsφ

3 xsφ

Fig. 1  Concept of proposed spatial filter (Number of 

sensors: 2) 

x1
x2

l

hb

Beam structure Sensors
1 2 3

y

x
z

y

x
z Impact 

hammer

Material: Brass, Mass: 406g, 

Size: b=16mm, h=6mm, l=505 

Fig. 2  Schematic of experimental system 
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 3.1 空間フィルタの設計方法の流れ  空間フィル

タ設計法の流れを図 3 で説明する．まず，本手法により

(i)解析モードベクトルに基づいてセンサ配置を仮に決定

し，空間フィルタを設計する．次に，(ii)設計された仮の

センサ配置に従い，対象構造物にポイントセンサを取り

付け，振動試験を行い，(iii)モード特性（固有振動数，固

有モードベクトル（以下，実験モードベクトルと呼ぶ））

を同定する．(iv)有限要素解析と振動試験で得られたモー

ドベクトルを比較することで，有限要素モデルのモード

特性の精度を検証する．ここで，一般的には，両者のモ

デルには違いが存在するため，(v)振動試験により得られ

たモード特性に基づいて空間フィルタを再設計する．(vi)

再設計された空間フィルタに基づき，センサの再配置（セ

ンサ位置の修正）を行い，モードベクトル間の角度が所

望の許容誤差範囲に収束した後，(vii)フィルタリングを行

う． 

 3.2 有限要素モデルに基づく空間フィルタの仮設計  

本論文で対象としたはりは，長さが 505mm，16×6mmの

長方形断面を持ち，黄銅製である．縦弾性係数は 92.8GPa，

密度は8429kg/m3，ポアソン比0.33とした．節点数は1011，

要素数は 1010とした．減衰比は，モード減衰比(0.5%)と

して考慮した．まず，はりの曲げ振動（並進 1 自由度）

を対象とした固有値解析を行い，有限要素モデルの検証

を行った．表 1 に有限要素解析により得られた固有値を

示す．比較のためはりの解析解により得られた固有値を

示してある．表 1 を見ると，両者はほぼ一致しており，

作成したはりの FEモデルが妥当であることがわかる．次

に，FEモデル，解析解から得られたそれぞれのモードベ

クトルの相関性をモード信頼性評価基準（Modal 

Assurance Criterion: MAC，以下MACと略記）により検証

する．表 2 に有限要素モデルと解析解の相互 MAC 値を

示す．表 2 より両者のモードベクトルの相関性が高いも

のの，若干の誤差が存在することがわかる． 

 次に，有限要素モデルを用いて，提案法により空間フ

ィルタを仮設計する．空間フィルタは，取り付けるポイ

ントセンサ数を 2，不可観測とするモード数を 2 として

設計した．図 2のように 2つのセンサは，はりの固定端

からそれぞれ x1, x2に 1個ずつ配置した．このとき，それ

ぞれのセンサ位置は(x1<x2)となるようにした．センサ距

離は，はりの長さ l で正規化し，はりの長さに依存しな
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Fig. 3  Procedure of spatial filter design 

Table 1  Natural frequency of the beam structure 

Mode FEM Theoretical
1st 12.6 12.6
2nd 79.0 79.0
3rd 221.2 221.2
4th 433.3 433.7

Natural frequencies [Hz]

Table 2  Modal assurance criterion 
Mode MAC

1st 0.99999999999665
2nd 0.99999999502509
3rd 0.99999994048669
4th 0.99999976004308

x’
2

x’1

(i) 　FE-model
(ii) 　Theoretical model
(i) 　FE-model
(ii) 　Theoretical model

1 1

W

x’1 x’2

Fig. 4  Selected sensor placement by using two sensors

(target modes:3, 4) 

(a) Sensor placement (b) Evaluation function
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いセンサ配置を求めた． 

 1
1

xx
l

′ =   (9) 

 2
2

xx
l

′ =  (10) 

 有限要素モデルでは離散的なセンサ配置しか選択する

ことができないため，式(5)を満たすセンサ配置を求める

ことは困難である．そこで，本論文では，以下の式を満

たすセンサ配置を探索することとした． 

 ( )
1 2 1 2 1 2s ,sW x ,x , x xα≤ ≠  (11) 

ここで，α は許容誤差を表す任意の正の実数である．こ

のとき，センサ配置は離散的な値となるため，s1 次モー

ドと s2次モードは必ずしも同一直線上にない．式(6)の空

間フィルタベクトルは，s1 次モードにのみ直交している

ため，s2次モードに対しては完全に不可観測にならない．

そこで，s1, s2次のモードを共に同程度の精度で不可観測

とするため，空間フィルタは次式で設計する． 

 
( )
( )

2

1

sum

sum

x
x

φ
φ

⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬−⎪ ⎪⎩ ⎭
sψ  (12) 

ここに， 
 

1 2sum s s= +φ φ φ  (13) 

 図 4 は解析モードベクトルに基づいて設計されたセン

サ配置の一例で，不可観測とするモードは 3, 4次モード

である．ここに，1，2次モードを不可観測とするセンサ

配置は存在しなかったことを注記しておく(1)．図 4(a)では，

(i) 解析モードベクトルに基づいて設計した空間フィル

タ，(ii)解析解から設計したフィルタを重ねて示してある．

図 4(a)はセンサ位置を点で表したものであるが，点が重

なることで実線となっている．本設計例では，実際の振

動試験を考慮すると固定端の近くで SN 比の低下が予想

されるため，固定端から 0.3（正規化された長さ）以下に

はセンサ配置を行わないようにした．図 4(a)より(i)のフ

ィルタは(ii)のフィルタとほぼ一致していることがわかる．

図 4(b)に示した評価関数Wを見ると，Wがゼロを通過す

る点（図中の破線）が図 4(a)に示すセンサ配置と一致し

ており，図 4(a)のセンサ位置の組み合わせ以外には解が

存在しないことが確認できる．正規化されたセンサ位

置として (0.728, 0.968)を選択したところ，2 つの

モードベクトルがなす角度は 0.12deg.でほぼ同一

直線上に存在していた．有限要素モデルが妥当で

あれば，所望のモードを同時に不可観測にする空

間フィルタがほぼ実現されることになる．この有

限要素モデルを用いて数値的に求めた加振応答

に対してフィルタリングして得た信号において

は，所望のモードのモード峰がほぼ不可観測にな

ることが確認された．  

 3.3 振動試験での空間フィルタリングの検討 

 片持ちはりの振動試験に対して，解析モードベクトル

から設計した仮の空間フィルタの適用し，空間フィルタ

Mode Experimental FEM Difference[%]
1st 12.1 12.6 -4.0
2nd 76.6 79.0 -3.0
3rd 214.7 221.2 -2.9
4th 420.8 433.3 -2.9

Natural frequencies [Hz]

Fig. 5  Angle between modal vectors in selected sensor

placement 
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Table 3  Natural frequency of the beam structure 
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Fig. 6  Measured accelerations 

0.72 [deg.] 

観測スピルオーバ回避のための空間フィルタ設計法に関する一考察 18



リングの有効性を確認する．実験モードベクトル間の角

度が所望の許容誤差範囲より大きい場合には，空間フィ

ルタを実験モードベクトルを用いて修正する． 

 3.3.1 応答の測定方法  図 2 に振動試験に用いた片

持ちはりを示す．加振点は，はりの点 3（自由端）とし

た．測定点はそれぞれ点 1, 2とし，固定端からの距離を

それぞれ x1, x2とした．測定点には，加速度センサ(PCB 

M352C65/C66: 2g)をそれぞれワックスで取り付けた．イ

ンパクトハンマで点 3 に加振力を作用させたときのそれ

ぞれの時刻歴応答を測定した．また，モード特性を同定

するために周波数応答関数（Frequency Response Function: 

FRF，以下 FRFと略記）の測定を行い，FRF測定時の平

均化回数は 4回とした． 

 3.3.2 空間フィルタリング  まず，解析モードベク

トルと実験モードベクトルを比較することで，有限要素

モデルに基づいた仮の空間フィルタがそのまま実機に適

用できるかを検証する．表 3 にはりの固有振動数で，表

の一番右の列には有限要素モデルと実験モデルとの差が

示してある．表を見ると，実験モデルは有限要素モデル

に比べ約 4%の差が生じていることがわかる．これより，

解析モードベクトルより仮設計した空間フィルタを振動

試験に適用すると，十分なフィルタリング精度が得られ

ないことが考えられる．そこで，解析モードベクトルか

ら仮設計した空間フィルタを実験モードベクトルにより

再設計した．図 5 に空間フィルタの再設計時のモードベ

クトルのなす角度を示す．図 5(a)を見ると，2つのモード

ベクトルがなす角度が若干大きいことがわかる．これは，

実験の境界条件，センサ質量などの影響によるものと考

えられる．ここでは，2 つのモードベクトルをさらに同

一の直線上に存在させるために，x1のセンサ位置を±3mm

の範囲で 0.5mmずつ変化させ，センサ位置の修正を行っ

た．修正後のモードベクトルのなす角度を図 5(b)に示す．

図 5(b)を見ると，図 5(a)に比べ，モードベクトルがほぼ

同一の直線上に存在していることがわかる．このときの

図 5(a)と図 5(b)における x1の位置の差は 1mmであった． 

 図6,7にはりの点1, 2で測定された加速度応答とそのス

ペクトルを示す．図 6 の加速度応答に対してフィルタリ

ングした結果を図 8 に示す．これらは，図 5(b)の空間フ

ィルタを適用したもので，不可観測の対象モードを 3, 4

次モードとした場合のフィルタリング結果である．図 8

より，3, 4次モードがほぼ不可観測となっており，本手法

による空間フィルタはセンサ応答に含まれるモード成分

の数には全く依存せず，所望のモードだけを不可観測に

できることが確認できる． 

4. 結   論 

 本論文では，解析解を持たない一般構造物に対して，

所望の複数モードを同時に不可観測とする空間フィルタ

を設計する手法と，これを実験的に実現するための手法

について検討した．これにより以下の結論を得た． 

(1) 片持ちはりの打撃試験により得られた加速度信号に

対して空間フィルタを適用し，本手法が振動試験におい

て実現できることを示した．また，センサ応答に含まれ

るモード成分の数には依存せず，所望のモードだけを精

度良くフィルタリングできることを示した． 

(2) 対象構造物の有限要素モデルを利用して，所望のモ

ードを複数同時に不可観測とする仮の空間フィルタの設

計し，振動試験によって修正していく方法を提案し，空

間フィルタリングの精度が向上することを示した． 
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Fig. 7  Spectra of measured accelerations 
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Study on stress fields in a V-Shape notched disk
under distributed load.

Samadder LITON KUMAR?, Yoshio ARAI??, Eiichiro TSUCHIDA??

A new method is developed for determining the stress and displacement fields around a sharp V-shape

notched disk which is symmetrically loaded on the circumferential edge. Complex eigen function expansion

is used to satisfy the stress free condition of the sharp V-shape notch. Boundary condition of the external

load applied on the circumferential edge is satisfied with the aid of the Schmidt method. An example of

numerical calculation on the stress field is presented and examined. Approximation expressions based on

the eigen function expansion are proposed and its validity is confirmed. Finally, the numerical results are

compared to photoelastic experiment.

Key words: Eigenvalues, Photoelastic, Stress Singularity, Schmidt method, V-shape notch.

1. Introduction

Sharp corners are often found in welded joints,
microelectronic chips, etc. and its structural integrity
has recently become increasingly important. Williams(1)

analyzed wedge with variety of edge boundary con-
ditions. He noted that a power stress singularity
(σij ∝ Krλ−1) can exist at the apex of the wedge.
He also noticed that an arbitrary loading along the
circumferential boundary can be formed by a linear
combination of the eigen functions. Many studies
have been done on the stress singularity and stress
intensity factor of the V-shape notch(2−8). The sin-
gular term describe the stress field just ahead of the
apex of the notch. When the notch opening angle is
large the singularity is not strong and the higher or-
der terms of the eigen functions are necessary for pre-
cise expression of the stress field around the notch.
In this paper, Papkovich-Neuber displacement po-

tentails are used to determine the stresses and dis-
placement equations. A new analytical method is
developed to calculate the stress and displacement
around a sharp V-shape notch in homogeneous elas-
tic disk which is symmetrically loaded. Numerical
calculations are carried out when the external loads
are applied to the circumferential edge of the disk.
The external boundary load condition are satisfied
with the help of the Schmidt method. Approxima-
tion expressions based on the eigen function expan-
sion are proposed and its validity is confirmed. Fi-
nally, the numerical results are compared to

?Graduate Student of Saitama University
??Departmentof Mechanical Engineering, Saitama Uni-
versity
255 Shimo-Okubo, Sakura-Ku, Saitama-Shi, Japan.

photoelastic experiment.

2. Method of Solution

Consider V-shape notched disk subjected to ex-
tension in its plane. The opening angle of the notch is
2(π-b). Let the origin of coordinates be at the center
of the circular plate and the relation of the Cartesian
and polar system by x = r cos θ, y = r sin θ and the
radious of the disk is a. Based on the Papkovich-
Neuber potentials formulation, ϕ0,ϕ1 and the radial
and tangential displacement components, ur, uθ, are
given as follows(9):

2Gur =
∂ϕ0
∂r

+ r cos θ
∂ϕ1
∂r
− κ cos θϕ1,

2Guθ =
1

r

∂ϕ0
∂θ

+ cos θ
∂ϕ1
∂θ

+ κ sin θϕ1,

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ (1)

where, ∇2ϕ0 = ∇2ϕ1 = 0 and κ is defined as follows:

κ =

( 3− ν
1 + ν

(plane stress),

3− 4ν (plane strain),

where, ν is Possion’s ratio, G is shear modulus. The
boundary conditions of this problem are

(σθ)θ=±b = (τrθ)θ=±b = 0,
(σr)r=a = poσr(θ),
(τrθ)r=a = poτ rθ(θ).

⎫⎬⎭ (2)

Among the boundary conditions, the first bound-
ary condition is the stress free boundary condition of
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Figure 1: Circular plate subjected to distributed
load on the circumferencial edge

the notch and the second and third boundary con-
ditions are external load on the circumferencial edge
defined as follows:

σr(θ) =
1

2
(1− cos 2θ) cos πθ

2b
,

τrθ(θ) =
1

2
sin 2θ cos

πθ

2b
.

⎫⎪⎬⎪⎭ (3)

Displacement potential function, ϕ0,ϕ1, are expressed
into harmonic function in polar co-ordinate,

ϕ0 = p0

∞X
n=0

rλn+1An cos(λn + 1)θ,

ϕ1 = p0

∞X
n=0

rλnBn cosλnθ,

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ (4)

where, λn, An, Bn are the eigenvalues and the un-
known constants respectively to be determined from
boundary conditions. The equation of the stress and
displacement fields have been developed using Eq.(1)
and Eq.(4) .

σr = p0

∞X
n=0

λnr
λn−1[An(λn + 1) cos(λn + 1)θ

+Bn{
λn − κ
2

cos(λn + 1)θ

+
λn − 3
2

cos(λn − 1)θ}], (5)

σθ = −p0
∞X
n=0

λnr
λn−1[An(λn + 1) cos(λn + 1)θ

+Bn{
λn − κ
2

cos(λn + 1)θ

+
λn + 1

2
cos(λn − 1)θ}], (6)

τrθ = −p0
∞X
n=0

λnr
λn−1[An(λn + 1) sin(λn + 1)θ

+Bn{
λn − κ
2

sin(λn + 1)θ

+
λn − 1
2

sin(λn − 1)θ}], (7)

2Gur = p0

∞X
n=0

rλn [An(λn + 1) cos(λn + 1)θ

+Bn
λn − κ
2

{cos(λn + 1)θ
+cos(λn − 1)θ}], (8)

2Guθ = −p0
∞X
n=0

rλn [An(λn + 1) sin(λn + 1)θ

+Bn{
λn − κ
2

sin(λn + 1)θ

+
λn + κ

2
sin(λn − 1)θ}]. (9)

By using the stress free boundary condition, the
characteristic equation can be exprssed into following
forms:

λ2n(λn + 1)(λn sin 2b+ sin 2λnb) = 0. (10)

The relationship between unknown constants An and
Bn can also be expressed into following forms;

Bn = −2(λn + 1) cos(λn + 1)bAn
/ {(λn − κ) cos(λn + 1)b
+(λn + 1) cos(λn − 1)b} .

(11)

For calculating eigenvalues the characteristic
equation is solved by using the Newton-Raphson method.
To satisfy the boundary conditions of the circumfer-
encial edge, the Schmidt method is used(10). The cal-
culated stresses can be expressed into complex form
as follows:

(σr + iτrθ)r=a = p0

∞X
n=0

AnWn(θ), (12)

where, Wn(θ) =Wrn + iWθn, i =
√
−1,

Wrn = λn[(λn + 1) cos(λn + 1)θ

+Rn{λn−κ2 cos(λn + 1)θ

+λn−3
2 cos(λn − 1)θ}],

Wθn = −λn[(λn + 1) sin(λn + 1)θ
+Rn{λn−κ2 sin(λn + 1)

+λn−1
2 sin(λn − 1)θ}],

⎫⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭
Rn = −2(λn + 1) cos(λn + 1)bAn
/ {(λn − κ) cos(λn + 1)b
+(λn + 1) cos(λn − 1)b} .

Wn(θ) can be expanded into an orthogonal function
series So, S1, S2, ...Sn. External load can also be ex-
panded into the orthogonal function series and we
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get the following relationship;

(σr + iτ rθ)r=a = po

∞X
m=0

LmSm(θ)

= po

∞X
n=0

AnWn(θ), (13)

where, Sm(θ) can also be expressed by series ofWl(θ)
and the equation can be expressed by following forms;

Sm(θ) =
mX
l=0

Mlm

Mmm
Wl(θ), (14)

Li =

R b
−b(σr(θ) + iτ rθ(θ))Sidθ

Ii
,

Ii =

Z b

−b
SiSidθ.

Mlm is the minor of the element d(l+1)(m+1) in
the matrix dnp.

dnp =

Z b

−b
Wn,Wpdθ(n, p = 1, 2, 3...m). (15)

Wp is defined as complex conjugate of Wp. From
Eq.(15) and the boundary condition, Eq.(14), we can
get

∞X
n=0

AnWn(θ) =
∞X
m=0

Lm

mX
l=0

αmlWl(θ), (16)

where, αml =
Mlm

Mmm
. We can rewrite the right side of

this equation as,

∞X
m=0

Lm

mX
l=0

αmlWl(θ)

=

∞X
m=0

∞X
n=m

LmαnmWm(θ). (17)

From equation (16) and (17) the unknown constants,
An, can be expressed into following equation;

An =
∞X
m=n

Lmαmn. (18)

Table1: Calculated eigenvalues, λn for k=9
λ0 = 0.5444837367
λ1 = (1.6292573767, 0.2312505471)
λ2 = (2.9718437731, 0.3739312054)
λ3 = (4.3103772915, 0.4554935790)
λ4 = (5.6471117736, 0.513683812)
λ5 = (6.9828704415, 0.559108261)
λ6 = (8.3180336878, 0.5964194271)
λ7 = (9.6528039491, 0.6280993597)
λ8 = (10.9872997833, 0.6556354568)
λ9 = (12.3215956354, 0.6799917174)

Table2: Calculated An for k=9
A0 = (−0.43874054,−3.8344519× 10−18)
A1 = (−4.6860928× 10−2,−6.30572053× 10−18)
A2 = (−2.029204× 10−3,−4.7431015× 10−18)
A3 = (4.166764× 10−4,−7.2929320× 10−19)
A4 = (−1.7237520× 10−4, 8.1394037× 10−19)
A5 = (8.502311× 10−5,−2.0991458× 10−19)
A6 = (−5.1531855× 10−5,−3.2732869× 10−19)
A7 = (3.1820187× 10−5,−5.3546784× 10−19)
A8 = (−2.2444078× 10−5,−4.5320629× 10−19)
A9 = (1.54729739× 10−5,−4.8304523× 10−19)

3. Numerical Analysis

Eigenvalues are calculated when the opening an-
gle of the notch 2(π-b)=90◦. Firstly, characteristic
equation (Eq.(10)) is solved by the Newton-Raphson
method. Infinite number of complex eigenvalues ex-
ist. Calculated eigenvalues are listed in Table1. First
eigenvalue is real and the rest of eigenvalues are com-
plex. It is certified that the stress free boundary con-
ditions (σθ=τrθ=0 at θ=± b) are satisfied with
the calculated eigenvalues numerically. Using the
Schmidt method the distributed load on the circum-
ferencial edge (Eq.(3), ”Original” in Fig.2) are ex-
panded into the orthogonal function series (Eq.(13),
”Expanded” in Fig.2). The calculation error have
the maximum value at θ=0 and the error is 4.8%.
By using the Schmidt method unknown constants,
An, are calculated and listed in Table1. These con-
stants are real. Stress distributions are shown in
Fig.3. The large tensile stresses occure at θ=0 for σθ
and θ=±135◦ for σr. Comparing Fig.2(a) (σrpo = 0

at θ=0) and Fig.3 (σr
po
∼= 0.6 at θ=0) it is cleared

that the bi-axial stress field is developed due to the
constraint effect of the notch.

To calculate the stresses distribution in the V-
shape notched disk under distributed load we pro-
pose following relationships:

σr = po

n=kX
n=0

AnWrnr
λn−1, (19)

σθ = po

n=kX
n=0

AnWθnr
λn−1, (20)

τrθ = po

n=kX
n=0

AnWrθnr
λn−1. (21)

Wθn = −λn[(λn + 1) cos(λn + 1)θ

+Rn{
λn − κ
2

cos(λn + 1)θ

+
λn + 1

2
cos(λn − 1)θ}].
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(a)

(b)
Figure 2: Comparison between external distributed

load and its expanded result

Figure 3: Stress distribution along the
circumferential direction

Figure 4: Comparison between exact solution and
asymptotic solutions for tangential stress σθ

distribution along radial direction

(a) Linear plot

(b) log-log plot
Figure 5: Stress distribution along radial direction

Wrn and Wrθn are already given in Eq.(13). Fig-
ure 4 shows the comparison of full and asymptotic

solutions. In the figure (
σθ
po
)θ=0 is the full solution

(k →∞ in Eq.(20)). k=0 is the first order asymp-
totic solution, k=1 is the summation of the first and
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second order asymptotic solutions. The ranges of ap-
plicability of the asymptotic solutions are r

a ≤ 0.01
for k = 0, and r

a ≤ 1 for k=1 with the error of less
than 0.1%. Figure 5 illustrates that the summa-
tion of the first and second order asymptotic solution
gives reasonable approximation for σθ − r relation at
θ =0.
Figure 5(a) shows the stress distribution along

the radial axis at θ = 0. σθ is the maximum stress
distribution and τrθ is the minimum stress distribu-
tion. Figure 5(b) shows the log-log plot of the stress
distribution along the radial axis. Straight line rela-
tionships are shown close to the apex of the notch.

4. Comparison with experiment

To compare the calculated result of the difference
of principle stresses with experimental result, pho-
toelastic experiments have been done. In analytical
model the boundary condition on the circumferen-
tial edge (Eq.(3)) is the stress distribution of uniax-
ial tension, σr(θ) =

1
2 (1− cos 2θ), τrθ(θ) = 1

2 sin 2θ,

times cos πθ2b . cos πθ2b is needed for the notch edge
stress free condition. This boundary condition in
the analytical model is considered to be similar to
the stress field around V-shape notch in a strip sub-
jected to uniaxial tension because the remote stress
fields for the both models are uniaxial tension. From
this reason, in this study, the analytical results about
V-shape notched disk are compared with the experi-
mantal results of the V-shape notched strip. A speci-
men shown in Fig.6 which has two V-shape notch(opening
angel 2(π-b)=90◦) in both sides of the strip were ma-
chined out from a epoxy plate. Then this strip was
annealed to remove the residual stresses of the mate-
rial. In annealing process, firstly 1 hour is needed to
arise the room temperature to 120◦ C. Secondly, this
temperature was kept for 40 minutes. Thirdly, the
temperature is gradually down 10◦C /hr and if the
temperature reached to 80◦ C, the annealing process
was stopped. The specimen was set to the photoelas-
tic experiment equipment where the tensile load was
applied. For photoelasticity the following relation
can be used to determine the difference of principle
stresses:

σ1 − σ2 =
n

αd
, (22)

where, n is fringe order, α is the photoelastic con-
stant (0.96 mm/kgf for the material used), d is thick-
ness of the specimen. Figure 7 shows the fringe pat-
tern in the specimen around V-shape notch. Figure
8 gives the comparison between the experimental re-
sults and the numerical results for σr at θ =

3
4π

(along the notch edge). The distribution character-
istics are in good agreement qualitatively.

Figure 6: Specimen configuration (unit: mm)

(a) Bright field

(b) Dark field
Figure 7: Photoelastic experiment result. (po=7.2

MPa)

The distribution of the difference of principal stresses
along the tangential direction are shown in Figure 9.
The qualitative agreement (between the calculated
results and the experimental results ) in tangential
direction of the stresses is also verified. Figure 8 and
9 suggest that the result of the present analysis is
valid to evaluate the stress distribution around the
V-shape notch strip qualitatively.
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(a) Linear plot

(b) log-log plot
Figure 8: Comparison between experimental and
numerical results along the radial direction

Figure 9: Comparison between experiment and nu-
merical result (tangential distribution)

5. Conclusion

A new method is developed for determining
the stress and displacement fields around a sharp V-
shape notched disk which is symmetrically loaded on
the circumferential edge. Complex eigen function ex-
pansion is used to satisfy the stress free condition of
the sharp V-shape notch. Boundary condition of the
external load applied on the circumferential edge is
satisfied with the aid of the Schmidt method. An ex-
ample of numerical calculation on the stress field is
presented and examined. Approximation expressions
based on the eigen function expansion are proposed
and its validity is confirmed. Finally, the numeri-
cal results are compared to photoelastic experiment.
Results are summarized as follows;

(1) Infinite number of complex eigenvalues exist.
First eigenvalue is real and the rest of eigenvalues are
complex. It is certified that the stress free boundary
conditions are satisfied with the calculated eigenval-
ues numerically.

(2) The range of applicability of the asymptotic
solutions are r

a ≤ 0.01 for k = 0, and r
a ≤ 1 for k=1

with the error of less than 0.1%. The summation
of the first and second order asymptotic solution
gives reasonable approximation for σθ − r relation at
θ = 0.

(3) The qualitative agreement between the ana-
lytical results and experimental results in radial and
tangential direction of the stresses are verified.
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チョッパとインバータを用いた電気二重層コンデンサの電圧バランス回路 
 

A New Voltage Balance Circuit using Chopper and Inverter 
for Electric Double Layer Capacitors 

 
峯村明憲，後藤純一，金子裕良，阿部 茂 

 
Akitoshi MINEMURA, Junichi GOTO, Yasuyoshi KANEKO, Shigeru ABE 

 
Electric double layer capacitors(EDLCs) are used in series connection and the voltage balance among EDLCs 

is important. The voltage balance circuit with inverter has the merits of simple and low cost. However the voltage 

drop at diodes and transistors impedes the voltage balance operation. We have developed a new voltage balance 

circuit using chopper and inverter. The chopper steps up the input voltage of inverter to compensate the voltage 

drop. This paper describes the new voltage balance circuit and the experimental results in detail. 

 

Keywords: Electric Double Layer Capacitor, Voltage Balance, Inverter, Chopper, Storage System 

 
 

1.はじめに 

 

電気二重層コンデンサ (EDLC: Electric Double 

Layer Capacitor) 1)は二次電池に比べ一桁以上大き

な出力密度と 10 年以上の長寿命が特長である。

エネルギー密度はまだ二次電池に比べ一桁劣る

が、長寿命や大出力密度の特長を生かして自発光

道路鋲・コピー機・UPS (Uninterruptible Power 

System) などで実用化が進んでいる。将来は燃料

電池自動車の回生電力蓄電装置への適用が期待

されている。 

 しかし EDLC は 1 個あたりの耐圧が 2～3V と低

く、高電圧を得るために多数直列接続する必要が

ある。この際、静電容量や漏れ抵抗のばらつきな

どにより各 EDLC の電圧がアンバランスになり、 
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, Saitama, 338-8570, Japan 
 

 

耐圧以上の電圧印加に伴う過電圧破壊や、蓄電エ

ネルギー量の低下などの問題が生じる。EDLC を

過電圧から保護しエネルギー利用効率を高める

には、各 EDLC の電圧を均等化する電圧バランス

回路が不可欠である。  

多くの電圧バランス回路が提案されているが 1）

2)3)4）、インバータを用いる方式 5）は EDLC 毎に電

圧バランス回路を設置する必要がなく、シンプル

で廉価の特長がある。しかし、ダイオードとトラ

ンジスタの順電圧降下のため電圧がバランスせ

ず、この解決に同期スイッチを併用する方式が発

表されている 6)。同期スイッチは EDLC 毎に設置

するため、インバータ方式の利点が減少する。 

本論文では順電圧降下を直流チョッパで補償

する方式を提案する 7)。この方式はインバータ方

式のシンプルで廉価の特長を保持しており、電圧

アンバランスを完全に解消できる。本方式を詳し

く紹介するとともに、実験によりその電圧バラン
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 2  

ス化動作を確認する。 

 

2.従来の電圧バランス回路とその問題点 

 

図 1 のように各 EDLC に並列にツェナーダイオ

ード（降伏電圧＝EDLC の最大電圧）を接続すれ

ば電圧バランス回路として動作する。実用的には

図 2 のような電圧バランス回路を各コンデンサ毎

に設置する方法が一般的である 1)。図 2 の電圧バ

ランス回路は、充電時にあるコンデンサの電圧が

一定値以上になると充電電流を抵抗にバイパス

することで、各コンデンサの電圧をバランスさせ

る。過電圧保護の機能も備えている。蓄電エネル

ギー量が大きな装置では損失が大きく放熱にも

配慮が必要となる。またコンデンサと同じ数だけ

バランス回路が必要になるため高価となる。 

 

Fig.1 Voltage balance circuit with Zener diode. 

 

 
Fig.2 Voltage balance circuit of parallel monitor1).  

 

これに対してインバータを用いた図 3 の電圧バ

ランス回路 5)は図 2 の回路に比べ、コンデンサの

直列数が増しても制御素子 S が 4 個で済む。また

電圧の高いコンデンサから電圧の低いコンデン

サに電流を流して電圧をバランスさせるので損

失が少ないという特長がある。  

 

Fig.3 Voltage balance circuit with inverter. 

 

コンデンサの直列接続数を n としたとき、全コ

ンデンサの電圧を入力として電圧形方形波イン

バータを動作させ、その出力に巻数比 n の高周波

トランスを用いて降圧すれば、高周波トランスの

二次側には全コンデンサの平均電圧を振幅とす

る方形波が発生する。これを電圧源としてダイオ

ードを介して各コンデンサに接続すれば、平均電

圧より低い電圧のコンデンサだけが充電され、一

定時間インバータを運転すれば、すべてのコンデ

ンサの電圧が均一になると考えられる。  

しかし実際にはコンデンサの電圧に比べ、イン

バータのトランジスタやトランス二次側のダイ

オードの順電圧降下が大きいため、コンデンサの

電圧はうまくバランスしない。この問題を解決す

るためにダイオードの代わりに同期スイッチを

用いて順電圧降下をほぼゼロにする方法が発表

されている 6)。この方法はダイオードの損失を減

らす効果もある。しかし、同期スイッチはコンデ

ンサの数だけ必要となるため、インバータ方式の

シンプルで廉価という特長が損なわれる。  

 

3.チョッパとインバータを用いた電圧バランス回路 
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我々はインバータ方式の特長を備え、順電圧降下

の問題を解決する方法として、インバータ入力電圧を

常に順電圧降下分だけ直流チョッパで昇圧する方法

を考えた 7)。図 4 に直流チョッパとインバータを組み合

わせた電圧バランス回路を示す。 直列 n 個の EDLC

の電圧を VC、ダイオードの順電圧降下を VDon、制御

素子 S（図 4 では IGBT）の順電圧降下を VSon、高周

波トランスの巻数比を a とすれば、インバータの入力

電圧 VI が VC の変化に依らず常に次式の値になるよう

に直流チョッパを制御すれば、各 EDLC に VC /n の平

均電圧が印加される。 

( ) SonCDonI VnVVaV 2++×=    .......... (1) 

これより a = n とすれば、直流チョッパで必要な昇圧

値は次式となる。  

 SonDonCI VnVVVV 2+=−=∆    .......... (2) 

 

4.実験回路 

 

 実験に用いた回路を図 4 に、その写真を図 5 に示す。

EDLC C1～C8 は耐圧 2.5V、静電容量 200F のものを

8 個直列に接続した。D1～D8 には順電圧降下の小さ

いショットキーバリアダイオード(VDon=0.25V) を用いた。

トランスの一次巻線はフルブリッジインバータに接続し、

２次巻線はダイオードを介して各 EDLC に接続した。ト

ランスおよびチョッパ回路内のコイルにはリッツ線を使

用し、トランスの巻数比は 64：8 とした。S1 から S4 およ

びチョッパ回路内の S0 には IPM(Intelligent Power 

Module) の IGBT を 使 用 し た 。 チ ョ ッ パ 回 路 の

C=500µF, L0=0.5mH である。 

インバータおよびチョッパの動作周波数は

5kHz と 20kHz とした。チョッパは VC の値が変化

しても常に一定電圧 VVVV SonDon 4.328 =+=∆ を昇圧

させて、 VVV CI ∆+= となるよう電圧フィードバ

ック制御を行った。  

 

5.実験結果 

 

EDLC を VC1=VC2 =VC3 =VC6 =2.5V、VC4 =VC5 =VC7 

=VC8=0.5V に充電した後、電圧バランス回路を動

作させ電圧変化を調べた。実験は電圧バランス回

路がインバータだけの場合とチョッパとインバ

ータ併用の場合を行い、動作を比較した。  

 

 

Fig.４  Voltage balance circuit using  

chopper and inverter. 

 

Fig.5 Experiment circuit. 

 

 インバータだけの場合の実験結果を図 6(a)に、

チョッパとインバータを併用した場合の実験結

果を図 6(b)に示す。インバータだけの場合は、140

分間動作させても 0.52V の電圧差が残り、電圧ア

ンバランスは解消されなかった。チョッパとイン

バータを併用した場合は、約 20 分で電圧差が

0.077V (EDLC の 1 セルの耐圧 2.5V の 5％以下 )と

なり、電圧がバランスした。これより本電圧バラ

ンス回路が理論どおり動作することが分かる。  

 図 7 は各部の電圧、電流波形である。図 7(a)よ

り VI が VC よりΔV 昇圧され、vt1 の振幅が VI より

IGBT の順電圧降下分だけ小さいことがわかる。
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図 7(b)よりトランス二次巻線の電圧振幅 vt2 が

EDLC の電圧 VC4 よりダイオードの順電圧降下分

だけ大きいことがわかる。  

 

 (a)                    (b) 

Fig.6 Experimental results 1. 

 

  
(a)                (b) 

Fig.7 Voltage and current waveforms  

    at voltage balance operation. 

 

 図 6(a) (b)の点線は EDLC の総エネルギーの推

移を示している。インバータだけの場合は、140

分間で総エネルギーは 2619J から 1808J となり、

30.9％の損失であった。チョッパとインバータ併

用の場合は、電圧がバランスするまでの 20 分間

に 2519J から 977J となり、61％の損失となった。  

EDLC の初期電圧を VC1=VC5=2.5V、VC2 =VC6 

=2.0V、VC3 =VC7 =1.5V、VC4 =VC8=1.0V に変更し、

同様の実験を行った。インバータだけの場合を図

8(a)に、チョッパとインバータ併用の場合を図

8(b)示す。インバータだけの場合は、60 分間動作

させても 0.88V の電圧差が残った。チョッパとイ

ンバータ併用の場合は、約 17 分で電位差が

0.062V(EDLC の 1 セルの耐圧 2.5V の 5％以下 )と

なり、電圧はバランスした。  

 (a)                    (b) 

Fig.8 Experimental results 2. 
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Fig.9 Experimental results 3. 

 (Operation of chopper circuit is stopped when 

  voltage was balanced.) 

 

 

 (a) ∆V=2.4V         (b) ∆V=4.4V 

Fig.10 Experimental results 4. 

 

チョッパとインバータ併用の場合、電圧がバラ

ンスしたら回路を止めてよい。しかし実験では回

路を止めなかったので、電圧が下がり続けてい

る。この原因は電流を流し続けるチョッパにある

と考えられる。そこで図 6 の実験で電圧がバラン

スしたとき（電圧差が EDLC の１セルの耐電圧

2.5V の 5%以下の 0.076V になった 20 分後）に、

VC1,VC2,VC3,VC6 

VC4,VC5,VC7,VC8 

Uall 
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チョッパの動作を止めた。この実験結果を図 9 に

示す。  

 以上の実験では直流チョッパ回路での電圧昇

圧値⊿V は、  
4.328 =+=∆ SonDon VVV [V] ......... (3) 

設定した。なおダイオードの電圧降下 VDon=0.25V

と IPM 内の IGBT による電圧降下 VSon=0.7V は別

の実験から求めた値を用いた。  

 この電圧昇圧値を変えた場合の実験結果を図

10 に示す。昇圧値を理論値の 3.4V よりも低い値

に設定すると、電圧がバランスするのに長い時間

を要し、逆に高い値に設定すると、少しバランス

する時間が短縮されるが、損失が大きくなること

がわかる。  

 

6. むすび 

 

 チョッパとインバータを用いた電圧バランス

回路を提案し、その動作と有効性を確認した。本

方式は、従来の個別制御方式のバランス回路（図

2）とは異なり EDLC の直列接続数が増しても制

御素子数が増えない、つまりインバータ方式のシ

ンプルで廉価である特長を備えている。 

 バランス動作時の損失は改善する必要がある

が、従来の個別制御方式に比べれば損失は少ない

と考えられる。  

今後はバランス動作時の損失を減らす方法、適

切な電圧アンバランスの検出方法と電圧バラン

ス回路の起動停止制御法を検討する必要がある。 
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論文 

  

MD木を用いた移動オブジェクト管理 
 

Management of Moving Objects with MD-tree 
 

西川嘉人,  金子裕良,  阿部 茂 
 

Yoshihito NISHIKAWA, Yasuyoshi KANEKO and Shigeru ABE 
 

The progress in wireless technologies and the advancement of GPS accuracy makes us to get the positions 

of moving objects easily. Mobile instrument spreads across our social life quickly, so it is important to manage 

the moving objects data for emerging applications with those technologies. In this paper, we describe an 

efficient index structure MD-MOtree, which is based on MD-tree, to deal with moving objects data that has 

frequent insertion and deletion. There are no overlaps and no needs to periodical restructuring of the tree 

structure by not integrating internal nodes on its delete process. And its combined delete-insert algorithm in 

each object cut down the processing time. 

The good performance of MD-MOtree for managing the moving point objects is shown by simulation 

experiments.  

 

Keywords: Moving Objects, Index Structure, MD-tree, Frequent Insertion and Deletion 

 
 
 

1.はじめに 

 

 無線通信技術の発達や GPS精度の向上により、車や

電車、人といった時間によって位置の変化する物体（以

下、移動オブジェクトと呼ぶ。）の位置情報取得が容易

となっている。それにともない移動オブジェクトの運

行の効率化や安全性向上のためのアプリケーションが

現実のものとなりつつあり、移動オブジェクト管理に

適したデータ構造が研究されている。研究は管理する

データにより２種類に分けられる。一つは移動オブジ

ェクトの履歴・軌跡データを管理するものであり、も

う一方は最新の位置データだけを管理するものである。

前者の研究としては、データ構造の変化の差分を保持

してメモリコストを少なく管理をおこなう Extended 

PMD-tree1)、交通管制を目的としたオンライン解析処

理のためのΣ-tree2)、複数の木を持つことで検索を高

速化させる XAT構造 3)、移動統計量から分析・予測を

行うための管理手法 4)などがある。 

後者の研究では、ノードが管理する領域を時間の関

数として未来予測検索を効率的に行うための

TPR-tree5) や、予測精度を向上させる手法の研究 6)など

がある。これら最新位置データ管理では、時刻を更新

する毎に全管理データ数の内、かなりの量の旧データ

を削除し新データを挿入する必要がある。 

本研究ではこの削除と挿入の問題に対して、処理速

度、メモリ効率、さらに検索効率に優れたデータ管理

構造を提案する。 

多くの R-tree7)を拡張した木構造やMD-tree8)で移動

オブジェクト管理を継続して行った場合、その頻繁な

データの挿入と削除によって、データを管理している

包括長方形 (Bounding Rectangle)の肥大化や重なり

(Overlap)が生じ、処理性能が著しく悪化する。一般に
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その解決のために木の再構築(Restructure)を行うが、再

構築は処理量が大きいために、同時に起こる検索処理

要求に対して対応が遅くなる問題があり、改善の余地

がある。 
 本論文では頻繁な挿入と削除が生じる移動オブジェ

クト管理に対して有効なデータ構造 MD-MOtree を提

案する。その特徴を以下に示す。 

１） データの挿入と削除の処理が高速。 

２） 頻繁なデータの挿入と削除による性能劣化がなく、

木の再構築の必要がない。 

３） 点データに対して管理領域に重なりが生じない。 

性能劣化がなく、木の再構築の必要がないことから、

MD-MOtree は長時間にわたり安定かつ高速に最新情

報を管理することが出来る。例えば、多くの車や電車

の監視業務においては、最新の位置情報が重要で、し

かも速い応答速度が要求される場合が多く、これらに

おいて有効である。 

MD-MOtreeは多次元データ管理構造であるMD-tree

を拡張したもので、削除アルゴリズムにおいて内部ノ

ードの統合を行わない。これによって頻繁な挿入と削

除に対して性能劣化がなく、処理量を低減できる。ま

たオブジェクトごとに削除と挿入を一貫して行うため、

木構造にデータを挿入する際の処理量を低減できる。 

計算機実験では、MD-treeとMD-MOtreeの挿入と

削除に要する処理時間、メモリ効率(葉ノードのバケッ

ト容量にデータが入っている割合)、検索処理量につい

て比較をおこなった。 

 以下、２章で MD-tree と簡易 MD-tree、提案手法

MD-MOtreeについて述べ、その違いを示す。３章では

計算機実験によってこれらの tree の性能評価を行い、

特性を比較する。 

 

2.データ構造 

 

 本章では、MD-tree、簡易 MD-tree、MD-MOtree に

関して、そのアルゴリズムと特性を示す。 

 

2.1 MD-tree 

MD-treeは B-treeを多次元に拡張した 2-3木で、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k-d tree9)や quad-tree10)のようにデータ空間を再帰的に

分割し、分割された領域を各ノードに対応させて領域

内のデータを階層的に管理する(Fig.1)。このとき、各

ノードに割り振られた領域を管理領域と呼ぶ。さらに、

検索のために各ノードは管理領域内のデータを囲む包

括長方形(Bounding Rectangle)を持ち、検索時は根ノー

ド(root)から包括長方形の領域内を検索する。木のレベ

ルは常にバランスし、管理領域を動的に調節すること

でメモリ効率(storage utilization)を高く保つことがで

き、最悪時でも 66.7%を保障する。メモリ効率 Sは、

木構造内に蓄積されるデータ数 Dn、葉ノード数 Ln、

バケット容量 P(page capacity: １つの葉ノードが所持

できるデータ数)とすれば、以下の式で表される。 

PLn
DnS
×

=  

MD-tree は他のデータ構造よりメモリ効率が高く 11)、

木構造自体のメモリ使用量が小さい。 

MD-tree の木構造が作成された初期状態においては

管理領域に重なりはない。MD-tree はデータが削除さ

れた場合、その高いメモリ効率を保つために、葉ノー

ドの削除やノード統合を行う(Fig.2)。場合によっては

ノード統合が上位ノードまで連鎖するため、初期状態

root 

I1 I2

L3 L4 L5L1 L2 

L1

L2

L3

L4

L5 

I1 I2

Fig.1 An example of MD-tree. 

a) Region splitting b) Region which nodes have. 

L2 L3 L4

root

Delete

Empty

L1 L2 L3 L4 

root 

Fig.2 An example of MD-tree delete algorithm.
a) Delete empty leaf L1. b) After deletion. 
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では整えられていた管理領域の秩序が崩れ、管理領域

の重なりが生じる。 

MD-tree はメモリ効率を高く保てるが、削除時の処

理量が大きい。従来の地理情報システムのようにデー

タ削除が少ない用途では問題ないが、移動オブジェク

トのように頻繁にデータの挿入と削除が繰り返される

用途では、削除アルゴリズムによって管理領域に重な

りが生じて性能が劣化する。 

 

2.2 簡易MD-tree(EasyMD-tree) 

 MD-treeはデータ削除時にバケット内のデータ数が

兄弟ノードと統合可能となるまで減少すると、葉ノー

ドの削除やノードの統合を行う。しかし移動オブジェ

クトの場合、削除されるとデータは直ちに挿入される

ため、メモリ効率を犠牲にしてノードの削除・統合を

行わない方法が考えられる。これを簡易MD-treeとす

る。従って簡易MD-treeの挿入や検索アルゴリズムは

MD-treeと同じである。簡易MD-tree削除アルゴリズ

ムを以下に示す。 

[簡易MD-tree削除アルゴリズム] 

削除対象データ A 

S1. 根ノードより木をたどり Aを検索. 

S2. Aを葉ノードから削除。終了。  

 

この削除アルゴリズムにより、削除時の複雑で大き

な処理はなくなり、管理領域の重なりが生じない。ま

た削除時に葉ノードを削除しないことで、木構造があ

らかじめ用意されていることになり、挿入時のノード

分割による処理の低減にもつながる。 

 簡易MD-treeは削除時に木構造を変化させずにその

ままにし、メモリ効率を犠牲にするかわりに削除時の

演算量を大きく低減する。また、点データの挿入と削

除に対して管理領域に重なりが生じない。 

 

2.3 MD-MOtree 

 簡易MD-treeのメモリ効率を改善し、移動オブジェ

クトのデータの削除と挿入が対になって生じる特性を

利用したのが MD-MOtree である。MD-MOtree は、

簡易MD-treeに対して次の二つの変更を加える。 

1. 削除時の葉ノード統合（葉ノードレベルのみ） 

2. 挿入ルートの短縮 

まず削除時の葉ノード統合について述べる。移動オ

ブジェクトは常に同じ場所にとどまることはなく、継

続して更新を続けるために簡易MD-treeでは多数の空

ノード（データを持たない葉ノード）が生じてメモリ

効率が極端に悪化する。空ノードは無意味にメモリを

使用するため、削除時に不必要な葉ノード統合を行う

(Fig.4)。以下にMD-MOtree削除アルゴリズムを示す。 

[MD-MOtree削除アルゴリズム] 

削除対象データ A、葉ノードのバケット容量 P、 

S1.  根ノードより木をたどり Aを検索 

S2. Aを葉ノード Lから削除 

S3. Lに兄弟ノードが存在するとき、 

leaf_integrationへ. 

 Lに兄弟ノードが存在しないとき、終了. 

◇leaf_integration: 

Lの親ノード I、 

S1. Lの兄弟ノードが 2つのとき、 

   Lと兄弟ノード L1、L2が持つデータ数の総和が

2P 以下ならば、L、L1、L2 を削除し、L、L1、

L2 のデータを、I を根ノードとする部分木から

再投入する.終了. 

S2. Lの兄弟ノードが 1つのとき、 

Lと兄弟ノード L1のデータの和が P以下ならば、

Lと L1を削除し、Lと L1のデータを、Iを根ノ

ードとする部分木から再投入する.終了. 

 
MD-MOtree削除アルゴリズムにより、無駄な葉ノード

が存在することを防ぎ、ノード分割によって木が広が 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1

L2

L3

L4

I1 I2

L3 L4L1 L2 

root 

I1 I2

a) Region splitting. b) Region which nodes have.
Fig.3  An example of MD-MOtree. 
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り続けるのを防ぐ。統合は葉ノードのレベルでのみ行

われ、上位ノードに連鎖することはない。葉ノードの

レベルでは兄弟ノードのない葉ノードが存在すること

になるが、木構造のバランスは保たれる。 

一定時間毎に全移動オブジェクトの過去位置データ

を削除し、最新の位置データを挿入することにする。

全オブジェクトデータを一括削除、一括挿入する方法

もあるが、MD-MOtree では Fig.5 に示すようにオブ

ジェクトごとに削除と挿入を行う。旧データ削除時に

対象オブジェクトが所属しているノード番号を取得し、

そのノードを根ノードとする部分木から新データを挿

入する。以下にそのアルゴリズムを示す。 

 [MD-MOtree削除・挿入アルゴリズム] 

移動オブジェクト O、O の最新データ(挿入対象デー

タ)Anew、Oの現在データ Anow、Oの過去データ Aold、 

S1. Anewが発生したとき、Aoldに対してMD-MO tree

削除アルゴリズムを適用. 

S2. Anowが所属するノードNから根に向かってAnew 

が入るべきノード N1を検索する. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3. N1を根ノードとする部分木から、Anewに対して

MD-tree挿入アルゴリズムを適用.終了. 

 

移動オブジェクトの毎回の移動距離がそれほど大き

くないと仮定すれば、発生した最新データは高い確率

で現在データと同じ葉ノードによって管理されるため、

従来の根ノードから挿入する方法に比べ、挿入時にた

どるノード数を減らすことができる。 

MD-MOtreeは、MD-treeには劣るものの他の木構造

と同程度のメモリ効率を実現し 11)、移動オブジェクト

の頻繁なデータの挿入と削除に対して、高速かつ安定

なデータ構造といえる。点データ管理において管理領

域の重なりはなく、極端なメモリ効率の低下もないた

め、木の再構築を行う必要がない。移動オブジェクト

の最新位置を長時間にわたり継続して管理するのに適

している。 

 

３.計算機実験 

 

本章ではMD-tree、簡易MD-tree、MD-MOtreeにそ

れぞれの挿入と削除に要する時間、検索時間について

性能比較を行う。 

 

3.1 移動オブジェクトデータの３点管理 

本研究は車や電車、人の位置管理を行うようなアプ

リケーションへの利用を考慮し、その進行方向や速度

変化を捉えるために最新データ３つによる３点管理を

行う(Fig.6)。TPR-treeは１点とその位置の速度ベクト

ルを管理し、これによって単純な予測を行っている。

３点管理を行うことで移動オブジェクトの速度変化、

L1 L2 L5 L4 L3 

root 

I1 I2 

deletion 

The deleted object

is in I2. 

Object information 

insertion 

Fig.5 Insertion of MD-MOtree 

100 

100Old data

Now data 

New data can arise in this area.

3 points management
of a moving object

Fig.6 Test data. 

Delete 

L1 L2 L3 L4 

Empty 

root 

L2 L3 L4

root

a) Delete empty leaf L1. b) After deletion. 

Fig.4 An example of MD-MOtree delete algorithm. 
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方向変化などの高度な情報を持たせることができる。 

 

3.2 テストデータ 

移動オブジェクトを時間によって移動する点データ

で表現し、移動オブジェクトは二次元の管理領域を出

ないものとする。３点管理より一定時間毎に 1/3のデ

ータが入れ替わる。移動オブジェクトの移動は慣性を

持たせたランダム移動とし、一回の移動距離は現在位

置を中心とする 100×100の正方形内部とした(Fig.6)。

挿入・削除・最近接検索実験において全体領域面積 B

は、 

××= 100100B オブジェクト数 

とし、オブジェクト数の変化に対して領域を広げ、密

度を一定とした（例えばオブジェクト数１万のとき、

B=10000×10000）。データ構造で管理するのは移動オブ

ジェクトデータのみで固定データは扱わない。バケッ

ト容量は 20 とする。また、図中の MD-tree with 

restructureは 50回の挿入と削除ごとに木の再構築を行

うMD-tree、MD-MOtree (leaf integration only)は挿入

ルートの短縮は行わず、葉ノードの統合のみの

MD-MOtreeである。プログラムは Visual C++で作成、

使用した CPUは Athlon™4 1.2GHzである。 

 

3.3 挿入と削除の繰り返しによる性能変化 

 移動オブジェクト数を 10万としたとき、挿入と削除

を繰り返すことによる性能の変化を Fig.7 に示す。こ

のとき全体領域面積は Bである。MD-treeを再構築せ

ずに挿入と削除を繰り返すと徐々に性能が劣化、挿入

と削除の処理時間が増大する。これは複雑に管理領域

が重なり合うことが原因である。簡易MD-treeとMD- 

MOtree は繰り返される挿入と削除においても安定し

た処理を行うことができ、継続的な管理が可能である。 

 

3.4 挿入・削除実験 

 全体領域面積 Bとし、移動オブジェクトの数を 1000

～100000まで変化させた。移動オブジェクトすべてを

挿入・削除するのに要した時間(CPU Time)とメモリ効

率をそれぞれ Fig.8、Fig.9に示す。CPU timeは各オブ

ジェクト数について 1000回挿入・削除し、平均をとっ

た。また、MD-tree は回数を重ねる度に性能が悪化し

てしまうため、挿入・削除 50回ごとに木の再構築を行

っている。 

Fig.8より、簡易MD-tree、MD-MOtreeの CPU time

はMD-treeと比べ、オブジェクト数が多くなるほど有

効であるといえ、オブジェクト数 100000の時には 1/3

以下の処理時間となる。MD-MOtree(leaf integration 

only)と MD-MOtree を比べると、挿入・削除アルゴリ

ズムによって 20％程度 CPU timeが短縮されたことが

わかる。Fig.9 より、簡易 MD-tree のメモリ効率は約

40%と MD-tree に比べ大きく悪化しているが、

MD-MOtreeは約 67%と、15%程度の低下にとどまって

いる。これは固定データにおける R-treeと同等程度で、

実用上問題ない値である 11)。Table.1に移動オブジェク

ト数 10000（３点管理よりデータ数 30000）における

各木構造の構成ノード数、葉ノード数、木のレベルを

示した。MD-tree は他に比べ小さい木構造を構成して

いる。また、MD-MOtree は簡易 MD-tree に比べ、葉

ノード数が 45%程度減少した。 
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 Fig.8 Insertion and deletion performance. 

Fig.7 Performance of  repetitive insert and delete. 
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3.5 最近接検索実験 

最近接点検索はランダムに検索点を発生させ、検索

点から最も近いデータを発見するまでに要する時間を

出力とした。Fig.10より、簡易MD-treeとMD-MOtree

はMD-treeに比べ、検索時間が 5~15%短い。これは簡

易MD-treeとMD-MOtreeに管理領域に重なりがなく、

検索時にたどるノード数を減少できたためである。

MD-MOtreeは簡易MD-treeに比べ、葉ノードが少な

いため検索時間が短くなる。 

 

3.6 管理領域面積変化実験 

 Fig.11に移動オブジェクト数 10000として全体の管

理領域の大きさを変えた（移動オブジェクトの面積あ

たりの密度を変えた）場合の CPU time を示す。

MD-MOtreeに注目すると、面積が大きくなるにつれて

MD-MOtree(leaf integration only)との差が大きくなっ

ている。これは、移動距離に対して葉ノードの面積が

大きいほど挿入・削除アルゴリズムが効果的になるこ

とを示している。 

 

４.まとめ 

 

 MD-tree を拡張し、削除アルゴリズムを変更、部分

木からのデータ挿入をおこなうことで、移動オブジェ

クト管理において有効な MD-MOtree を提案した。

MD-MOtree が移動点オブジェクトを管理した場合の

特長は以下のとおりである。 

１） データの挿入と削除の処理が高速。 

２） 頻繁なデータの挿入と削除による性能劣化がなく、

木の再構築の必要がない。 

３） 点データに対して管理領域に重なりが生じない。 

MD-MOtree は MD-tree に比べ、メモリ効率は 15%

程度悪化するものの、繰り返される大量のデータの挿

入・削除に対して安定で、かつオブジェクト数 10万で

は挿入と削除に要する時間を 1/3以下にできた。 
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Improvement of the Round Complexity of Perfectly Concealing Bit

Commitment Schemes

Takeshi Koshiba∗ Yoshiharu Seri

We improve the upper bound on the round complexity for perfectly concealing bit commitment
schemes based on the general computational assumption. The best known scheme is the one-way
permutation based scheme due to Naor, Ostrovsky, Venkatesan and Yung and its round complexity
is O(n). We consider a naive parallel version of their scheme of the multiplicity log n and obtain
an O(n/ log n)-round scheme. Our improvement answers a question, raised by them, whether their
O(n)-round scheme is essential with respect to the round complexity. Though such a parallelization
raises an analytic difficulty, we introduce a new analysis technique and then overcome the difficulty.
Our technique copes with expected almost pairwise independent random variables instead of the
pairwise independence, which is a key property in their analysis. While the expected almost
pairwise independence plays an important role in our security proof, it also provides alternative
security proof for the original scheme.

Keywords: bit commitment, computational binding, one-way permutation, perfect
concealing, round complexity, zero-knowledge argument

1 Introduction

A notion of one-way functions is one of the most funda-
mental notions in cryptology. Constructions of crypto-
graphic protocols from cryptographic primitives such as
one-way functions help us to develop the foundations of
cryptography. Especially, reducing complexity assump-
tions or requirements for cryptographic primitives leads
us to essentially understand the nature of cryptography.

A construction of pseudorandom generators from any
one-way functions [6] is one of the most important re-
sults in the foundations of cryptography, because pseu-
dorandom generators are still primitive for other crypto-
graphic protocols. Digital signature schemes are also con-
structible from one-way functions [9, 10]. Besides one-way
functions, bit commitment schemes are building blocks
for cryptographic protocols and (non-uniform) computa-
tionally concealing statistically binding schemes are built
in zero-knowledge proof systems, introduced in [5], for
any NP language [3]. Furthermore, Naor, in [7], showed
that computationally concealing statistically binding bit
commitment schemes are constructible from pseudoran-
dom generators (i.e., from one-way functions). Another
type of bit commitment scheme, say statistically conceal-
ing computationally binding scheme, can be utilized in

∗Division of Mathematics, Electronics and Informatics, Graduate

School of Science and Engineering, Saitama University, 255 Shimo-

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

zero-knowledge arguments [1].

A bit commitment scheme is a two-party protocol and
there are messages to be exchanged between the two par-
ties. Since a bit commitment scheme is a cryptographic
primitive, it is desirable to be efficient in several points
(e.g., the total size of messages exchanged during the
protocol, or the round of communications in the proto-
col). In this paper, we focus on the round complexity
of bit commitment schemes based on general computa-
tional assumptions. Naor’s computationally concealing
statistically binding scheme [7] is of constant round. (Pre-
cisely speaking, his scheme is of one round in the com-
mit phase and of one round in the reveal phase.) On the
other hand, the O(n)-round one-way permutation based
scheme by Naor, Ostrovsky, Venkatesan and Yung [8] is
the most round-efficient of all known statistical concealing
computationally binding protocols based on general com-
putational assumption. (If we allow parties the quantum
computational powers, the quantum one-way permutation
based scheme by Dumais, Mayers and Salvail [2] is of con-
stant round.)

In this paper, we propose a perfectly concealing compu-
tationally binding bit commitment scheme of better round
complexity. We consider a naive parallel version of Naor-
Ostrovsky-Venkatesan-Yung scheme [8] of the multiplicity
log n and obtain an O(n/ log n)-round scheme. Though
such a parallelization raises an analytic difficulty, we in-
troduce a new analysis technique and then overcome the

1
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difficulty. Our technique copes with expected almost pair-
wise independent random variables instead of the pairwise
independence, which is a key property in their analysis.
While the expected almost pairwise independence plays
an important role in our security proof, it also provides
alternative security proof for the original scheme. Our
improvement answers a question, raised in [8], whether
their O(n)-round scheme is essential with respect to the
round complexity.

2 Preliminaries

Notations and Conventions

We introduce some useful notations and conventions.
For any pair u, v ∈ {0, 1}n of strings, let 〈u, v〉 =∑

uivi mod 2, where u = u1 · · ·un and v = v1 · · · vn.
Since n-bit strings can be regarded as n-dimensional vec-
tors over GF(2), 〈u, v〉 corresponds to the inner prod-
uct of n-dimensional vectors u and v. For an m-tuple
ĥ = (h1, h2, . . . , hm) of n-bit strings and an n-bit string
y, 〈〈ĥ; y〉〉 denotes the m-bit string s = s1s2 · · · sm where
the i-th bit si = 〈hi, y〉 for all 1 ≤ i ≤ m. Note that
an equation 〈〈ĥ; y〉〉 = s can be regarded as m simultane-
ous equations with n unknown variables. By a ∈R A we
denote the element a is randomly chosen from the set A.

Bit Commitment Scheme

A bit commitment scheme is a two-party protocol. The
protocol consists of two phases: commit phase and reveal
phase. In the commit phase, the sender, say Sam, has a
bit b in his private space and he wants to commit b to the
receiver, say Rachel. They exchange messages and at the
end of the commit phase Rachel gets some information
that represents b. In the reveal phase, Sam confides b to
Rachel by exchanging messages. At the end of the reveal
phase, Rachel judges whether the information gotten in
the reveal phase really represents b or not.

In this paper, we consider bit commitment schemes sat-
isfying the perfectly concealing property and the compu-
tationally binding property. A formal definition follows.

Definition 2.1 A perfectly concealing computationally
binding bit commitment scheme must satisfy the follow-
ing four conditions.

(Correctness) If both parties are honest, then for any bit
b ∈ {0, 1} the sender has, the receiver accepts with
certainty.

(Efficiency) Both parties must obey some probabilistic
polynomial-time algorithms.

(Perfect Concealing) Even if a receiver R is dishonest and
computationally unbounded, the distributions of the
conversation between R and an honest sender in case
b = 0 and b = 1 are identical.

(Computational Binding) The probability that any proba-
bilistic polynomial time sender S can reveal two dif-
ferent values of b is negligible, where the probability
is over the internal coin tosses of both parties.

Remark. Polynomials in the above definitions are with
respect to the security parameter.

One-Way Permutation

Let f be a function from {0, 1}∗ to {0, 1}∗. If f is 1-to-1
and length-preserving then f is said to be a permutation.
Furthermore, if f is polynomial-time computable and hard
to invert then f is said to be one-way. A formal definition
of one-way permutation follows.

Definition 2.2 Let f be a permutation. If f satisfies the
following two conditions then f is said to be one-way:

• f is polynomial-time computable;
• for every probabilistic polynomial-time algorithm A,

for every polynomial p and for sufficiently large n,

Pr[A(f(Un)) = Un] ≤ 1
p(n)

,

where the probability above is over internal coin
tosses in A and the uniform distribution Un on
{0, 1}n.

3 New Scheme

In this section, we show our perfectly concealing bit com-
mitment scheme based on one-way permutation. As men-
tioned, our scheme is a parallel version of the Naor-
Ostrovsky-Venkatesan-Yung scheme [8].

Let n be the security parameter and m = �log n� be the
multiplicity parameter. Let f be a one-way permutation.
We assume that m divides n − 1 and let r = (n − 1)/m.
(This assumption is not really essential, and is only made
for convenience.) Let H [i] = {0i−11w | w ∈ {0, 1}n−i}
for any i such that 1 ≤ i ≤ n and H(j) = H [(j−1)m+1] ×
H [(j−1)m+2]×· · ·×H [jm] for any j such that 1 ≤ j ≤ r. Let
H

[i]
� = {0i−11�w | w ∈ {0, 1}n−i−|�|} for any � ∈ {0, 1}∗

and for any i. Let H(j)

�̂
= H

[(j−1)m+1]
�1

× H
[(j−1)m+2]
�2

×
· · ·×H

[jm]
�m

for any �̂ = (�1, �2, ..., �m) ∈ ({0, 1}∗)m and for
any j.

Now we are ready to describe our scheme.

[Commit Phase]

2
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step 1. A sender Sam chooses x ∈ {0, 1}n randomly and
computes y = f(x). Let b be a bit to be committed
to a receiver Rachel.

step 2. For k from 1 to r,

• Rachel chooses an m-tuple of n-bit strings

ĥ(k) = (h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm) ∈R H(k)

randomly and sends ĥ(k) to Sam.
• Sam computes

ĉ(k) = (c(k−1)m+1, c(k−1)m+2, . . . , ckm) = 〈〈ĥ(k); y〉〉

and sends ĉ(k) to Rachel.

step 3. Sam solves the linear equation system

ci = 〈hi, z〉 for all i such that 1 ≤ i ≤ n − 1

and obtains two solutions z0 and z1, where z0 is lex-
icographically smaller than z1. (Recall that z can be
identified with n variables over GF(2) and the above
equations are defined over GF(2).) Since either z0 or
z1 is equal to y, let d be a bit such that zd = y. Sam
sends e = b ⊕ d to Rachel.

step 4. Rachel also solves the same linear equation sys-
tem and obtains the same two solutions z0 and z1.

[Reveal Phase]

step 5. Sam sends b and x to Rachel.

step 6. Rachel computes y′ = f(x) and verifies that ci =
〈hi, y

′〉 for all i such that 1 ≤ i ≤ n − 1. If y′ = yd

where d = b ⊕ e, then Rachel accepts.

Theorem 3.1 The above O(n/ log n)-round bit commit-
ment protocol satisfies the perfectly concealing and the
computationally binding conditions.

Besides the concealing and binding conditions, the cor-
rectness and the efficiency of our protocol follow from the
construction. We will give a proof for the perfectly con-
cealing condition in Section 5.1 and one for the compu-
tationally binding condition in Section 5.2. As a typical
consequence, Theorem 3.1 improves the round complexity
of the perfect zero-knowledge arguments for any language
in NP assuming the existence of one-way permutations.

4 Expected Almost Pairwise Inde-

pendence

Before analyzing our protocol, we mention a new technique
for the analysis. The pairwise independence of random
variables is a commonly used tool to analyze probabilistic

behavior of algorithms and protocols. The almost pairwise
independence is a relaxed notion of the pairwise indepen-
dence is also used in cryptography, especially in universal
hash functions. In this section, we introduce yet another
relaxed notion of the pairwise independence.

Let X1, X2, . . . , Xn be binary random variables such
that Pr[Xi = 1] = p for all i. Then, E[Xi] = p and
Var[Xi] = p − p2. If

Pr[Xi = b ∧ Xj = b′] ≤ Pr[Xi = b] Pr[Xj = b′] + ε

for any b, b′ ∈ {0, 1} and for any pair (i, j) such that i 	=
j then X1, X2, . . . , Xn are said to be ε-almost pairwise
independent. It is easy to see that the almost pairwise
independence is defined for the “worst” pair. We consider
how the value Pr[Xi = b ∧ Xj = b′] “on average” is apart
from the value Pr[Xi = b] · Pr[Xj = b′]. If

(
n

2

)−1∑
i �=j

Pr[Xi = b ∧ Xj = b′] ≤ Pr[X = b] Pr[X = b′] + ε

for any b, b′ ∈ {0, 1} then X1, X2, . . . , Xn are said to be ε-
expected almost pairwise independent, where X is a binary
random variable such that Pr[X = 1] = p.

From the definitions, ε-almost pairwise independence
implies ε-expected almost pairwise independence. On the
other hand, the converse does not hold in general. For
some applications the expected almost pairwise indepen-
dence may be sufficient. Actually in this paper, the ex-
pected almost pairwise independence plays a key role for
the security analysis of our new scheme.

5 Security Analysis

In this section, we give a security proof for our scheme.
First, we will show that our scheme satisfies the per-
fectly concealing condition. Next, we will show that our
scheme satisfies the computationally binding condition.
Both proof structures are similar to the proofs in [8] ex-
cept the utilization of our new technique discussed in the
previous section. The technique of the expected almost
pairwise independence essentially contributes to the re-
duction of the round complexity.

5.1 Perfect Concealing

Lemma 5.1 (Perfect Concealing) For any cheating
receiver R, the distribution of the conversation between
the honest sender and R in the commit phase is indepen-
dent of the value of the bit b.

Proof. Let ĥ(k) = (h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm) ∈
H(k) be a (malicious) choice in the k-th response of
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the cheating receiver R. R’s choice may depend on
h1, h2, . . . , h(k−1)m and c1, c2, . . . , c(k−1)m. However, the
conditional distribution of y given h1, h2, . . . , h(k−1)m and
c1, c2, . . . , c(k−1)m is still uniform because of their shapes.
Moreover, since h1, h2, . . . , hkm are independent, we have
for any b̂ ∈ {0, 1}m

Pr[〈〈ĥ(k); y〉〉 = b̂] =
1

2m
.

Furthermore, since the value of d is uniformly
distributed over {0, 1}, then conversations
(h1, . . . , hn−1, c1, . . . , cn−1, e) between the honest sender
and R in the commit phase is independent of the value of
b. �

5.2 Computational Binding

Lemma 5.2 (Computational Binding) Suppose that
S is a probabilistic polynomial-time cheating sender that
follows the protocol in the commit phase. Also suppose that
S can reveal to an honest receiver two different values of
b with non-negligible probability ε = ε(n), where the prob-
ability is over the internal coin tosses of S and the honest
receiver. Then, there exists a probabilistic polynomial-time
inverter for f that violates the one-wayness of f .

We devote the rest of this subsection to the proof of
Lemma 5.2. To prove Lemma 5.2, we construct a proba-
bilistic polynomial-time inverter A for f by mimicking a
honest receiver R which interacts with the cheating sender
S.

First of all, without loss of generality, we can assume
that S is deterministic. The following standard argument
justifies this assumption. Suppose that S succeeds (i.e.,
reveals two different values of b) with non-negligible prob-
ability ε and the probability is over the internal coin tosses
of S and R (i.e., messages (or, queries) from R). By
a counting argument, the fraction of internal coin tosses
with which S succeeds on at least ε/2 of R’s queries is ε/2
at least. If we prepare sufficiently many (i.e., 2n/ε) ran-
dom assignments for internal coin tosses for A, then there
exists one of the 2n/ε assignments with which S succeeds
on at least ε/2 of R’s queries with overwhelming proba-
bility.

Next, it is convenient to represent the cheating strat-
egy of S in the commit phase, depending on queries from
R, as a rooted tree T of depth r. A node Uk at the k-
th level is defined by queries ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(k−1), where
each ĥ(j) is in H(j) for 1 ≤ j ≤ k − 1. Every node at the
k-th level has |H(k)| outgoing edges. Each of the outgo-
ing edges corresponds to some queries (i.e., an m-tuple of
n-bit strings) ĥ(k) in H(k) and leads to a different node

at the (k + 1)th level. The cheating strategy of S speci-
fies a labeling of the edges of T with an m-bit string w.
For a node Uk defined by queries ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(k−1), the
label w on an edge ĥ(k) is the response ĉ(k) of S to the
queries ĥ(k) in the k-th round, on condition that the pre-
vious queries were ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(k−1). We denote it by
LS(Uk, ĥ(k)). Since S can be regarded as a deterministic
polynomial-time algorithm, the inverter algorithm A can
completely control the behavior of S. It implies that A
can compute the labeling LS . (Note that A does not have
the tree in the memory.) For a leaf node Ur+1 defined
by ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(r), let U1, U2, . . . , Ur be nodes on the
path from the root node to the leaf node Ur+1 and let
{y0(Ur+1), y1(Ur+1)} be the set of images consistent with
the labeling of S. Namely, for all 1 ≤ j ≤ r and for all
b ∈ {0, 1},

LS(Uj, ĥ
(j)) = 〈〈ĥ(j); yb〉〉.

The leaf node Ur+1, defined by ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(r), is said
to be good if S can reveal two different values of b when
R’s queries are ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(r). This implies that S can
invert both y0(Ur+1) and y1(Ur+1), which we will see later.

The basic strategy of the inverter A is to try to find a
good leaf by random sampling. In order to compute, given
y ∈ {0, 1}n, the preimage of y, A must take a path to a
good leaf Ur+1 such that y ∈ {y0(Ur+1), y1(Ur+1)}. To
take the path, A must choose queries ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(r)

such that

LS(Uj , ĥ
(j)) = 〈〈ĥ(j), y〉〉

for all 1 ≤ j ≤ r. If S is honest, a simple analysis of
the random sampling is sufficient to prove the security.
However, since S does not have to honestly respond to the
queries from R, that makes the security analysis harder.

Inverting Algorithm

Now, let us describe the inverter algorithm A. A is given
a random string y ∈ {0, 1}n and tries to compute the
preimage of y. Fix t = r − 8(log(n/ε) + m + 1)/m =
r − 8 log(2n2/ε)/ logn.

step 1. A makes S perform step 1 in the commit phase.
(Though S chooses a random element x′ and com-
putes y′ = f(x′), these values are not important.)

step 2. For k from 1 to t

2.1. A chooses ĥ(k) ∈ H(k) randomly.

2.2. A sends ĥ(k) to S and obtains ĉ(k) from S.

2.3. Unless ĉ(k) = 〈〈ĥ(k); y〉〉 then A rewinds S to the
state before its reply and restarts from step 2.1.
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step 3. If A reaches the (t + 1)-th level, it chooses the
remaining n− tm− 1 queries htm+1, htm+2, . . . , hn−1

uniformly at random.

step 4. A checks whether the path to the leaf is
labeled consistently with 〈htm+1, y〉, 〈htm+2, y〉, . . . ,
〈hn−1, y〉. If this is the case and the leaf is good,
then A makes S reveal two different values of b. At
the same time, A obtains both x′ and the preimage x

of y from S and outputs x. Otherwise A aborts.

In what follows, we analyze the success probability and
the time complexity of A. We introduce several notations
only for the analysis.

Notation

Let Uk be a node at the k-th level of the tree T defined
by ĥ(1), ĥ(2), . . . , ĥ(k−1). Let ĉ(1), ĉ(2), . . . , ĉ(k−1) be la-
bels assigned to the path from the root to Uk. We say
that y ∈ {0, 1} is an image in Uk if 〈〈ĥ(j); y〉〉 = ĉ(j) for
any 1 ≤ j ≤ k − 1. I(Uk) denotes the set of images
in Uk. Note that |I(Uk)| = 2n−m(k−1) for any k. We
say that ĥ(k) ∈ H(k) is a query m-tuple of Uk. Note that
there are 2m(n−k)−m(m−1)/2 query m-tuples from any node
Uk at the k-the level. Let A(Uk, y) = |{ĥ(k) ∈ H(k) :
LS(Uk, ĥ(k)) = 〈〈h(k); y〉〉}|. We say that an image y is
balanced in Uk at the k-th level if

1
2m

(
1 − 1

n

)
≤ A(Uk, y)

2m(n−k)− 1
2 m(m−1)

≤ 1
2m

(
1 +

1
n

)
.

We say that an image y is fully balanced in Uk of the kth
level if it is balanced in all the ancestor nodes of Uk. Let
F(Uk) be the set of images in I(Uk) that are fully balanced
in Uk. For a set H of query m-tuples from a node U and
y ∈ I(U), the discrepancy of y at H is defined as the
difference between the expected number of agreeing query
m-tuples and the actual number of query m-tuples in H
that agree with y. Formally, it is defined by∣∣∣∣

∣∣∣{ĥ ∈ H : LS(U, y) = 〈〈ĥ; y〉〉}
∣∣∣ − 1

2m
|H|

∣∣∣∣ .

Analysis

Claim 1 Let Uk be a node at the k-th level.
For any �̂ = (�1, �2, . . . , �m) ∈ {0, 1}(t−k+1)m ×
{0, 1}(t−k+1)m−1 × · · · × {0, 1}(t−k)m+1 and for any
ĥ(k) = (h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm) ∈ H(k)

�̂
, let aĥ(k)

be a binary random variable over z ∈R I(Uk) such that
aĥ(k) = 1 if LS(Uk, z) = 〈〈ĥ(k); z〉〉 and 0 otherwise. Then

Pr

⎡
⎢⎣

∣∣∣∣∣∣∣
∑

ĥ(k)∈H(k)
�̂

aĥ(k) − 1
2m

∣∣∣H(k)

�̂

∣∣∣
∣∣∣∣∣∣∣
≥ 2(m− 1

8 )(n−tm−1)

⎤
⎥⎦

≤ m · 2− 3
4 (n−tm−1).

From the technical point of view, the following proof is
a main contribution in this paper. Though the statement
itself is as simple as Claim 1 in [8], the proof is not sim-
pler. As mentioned, we devise a new technique to show
the above claim. The expected almost pairwise indepen-
dence plays a key role in the following proof. (Precisely
speaking, in the proof, we show a relaxed property of the
expected almost pairwise independence. Namely, we take
care of the probability Pr[aĥ(k) = b ∧ a

ĥ′(k) = b′] only for
the case b = b′ = 1.)
Proof. For any ĥ(k) ∈ H(k)

�̂
, we have

E[aĥ(k) ] =
1

2m
and Var[aĥ(k) ] =

2m − 1
22m

. (1)

Now, we are interested in the upper bound on

Var

⎡
⎢⎣ ∑

ĥ(k)∈H(k)
�̂

aĥ(k)

⎤
⎥⎦ =

∑
ĥ(k)∈H(k)

�̂

Var[aĥ(k) ]

+
∑

ĥ(k),ĥ′(k)∈H(k)
�̂

Cov[aĥ(k) , aĥ′(k) ].(2)

A crucial observation is that, for almost all pairs of query
m-tuples, their covariances are zero. Since

Cov[aĥ(k) , aĥ′(k) ] ≤ 2m − 1
22m

, (3)

we will give an upper bound on the variance in eq.(2)
by estimating the number of pairs having non-zero co-
variance. Note that the covariance of a pair (aĥ(k) , aĥ′(k))
is non-zero if and only if the random variables aĥ(k) and
a

ĥ′(k) are independent. Thus, we consider the correlation
between them more precisely. Let

ĥ(k) = (h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm) and

ĥ′(k)
= (h′

(k−1)m+1, h
′
(k−1)m+2, . . . , h

′
km).

If h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm, h′
(k−1)m+1, h

′
(k−1)m+2,

. . . , h′
km are linearly independent as vectors, then the

random variables aĥ(k) and a
ĥ′(k) are independent. We

know that vectors in ĥ(k) are linearly independent and
so are vectors in ĥ′(k)

. Another observation is that the
following statements are equivalent.

• h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm, h′
(k−1)m+1, h

′
(k−1)m+2,

. . . , h′
km are linearly independent.

• h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm, v1, v2, . . . , vm are lin-
early independent, where vi = h(k−1)m+i ⊕
h′

(k−1)m+i ∈ {0tm+1w : w ∈ {0, 1}n−tm−1} for all
1 ≤ i ≤ m.

So, we can bound from below the number V of assign-
ments for which the 2m vectors are linearly independent
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as follows:

V ≥ (2n−tm−1)m ·
m∏

i=1

(2n−tm−1 − 1 − 2i−1). (4)

The factor (2n−tm−1)m in eq.(4) comes from that every as-
signment for h(k−1)m+1, h(k−1)m+2, . . . , hkm makes them
linearly independent. The term “−1” in eq.(4) means the
exclusion of the case vi = 0n and the term “−2i−1” means
the exclusion of all the vectors in span(v1, v2, . . . , vi−1).
Thus, the number W of assignments for which the 2m

vectors are not linearly independent is upper-bounded as
follows:

W ≤ (2n−tm−1)2m− (2n−tm−1)m ·
m∏

i=1

(2n−tm−1− 1− 2i−1)

≤ (1 + 2m−1)(2n−tm−1)2m−1. (5)

By putting equations (1), (2), (3) and (5) together, we
have

Var

⎡
⎢⎣ ∑

ĥ(k)∈H(k)
�̂

aĥ(k)

⎤
⎥⎦ ≤ 2m − 1

22m

(
(2n−tm−1)m

+(1 + 2m−1)(2n−tm−1)2m−1
)

≤ m · (2n−tm−1)2m−1.

By Chebyschev’s inequality,

Pr

⎡
⎢⎣
∣∣∣∣∣∣∣

∑
ĥ(k)∈H(k)

�̂

aĥ(k) − E

⎡
⎢⎣ ∑

ĥ(k)∈H(k)
�̂

aĥ(k)

⎤
⎥⎦
∣∣∣∣∣∣∣

≥ λ

√√√√√√Var

⎡
⎢⎣ ∑

ĥ(k)∈H(k)
�̂

aĥ(k)

⎤
⎥⎦

⎤
⎥⎥⎦ ≤ 1

λ2
.

Taking λ = m− 1
2 · 2 3

8 (n−tm−1) we get the assertion of the
claim. �

Though the following claim corresponds to Claim 2 in
[8], we can simplify the proof by eliminating the discussion
on the pairwise independence.

Claim 2 For any node Ut+1 at the (t+1)-th level and for
random z ∈R I(Ut+1), we have Pr[z ∈ F(Ut+1)] ≥ 1 − γ

where γ = n2−
5
8 (n−tm−1).

Proof. Let U1, U2, . . . , Ut be the nodes on the path
to Ut+1. We show that for any Ui along the path almost
z ∈ I(Ut+1) are balanced. By Claim 1, we have for any
�̂ = (�1, �2, . . . , �m) ∈ {0, 1}(t−k+1)m × {0, 1}(t−k+1)m−1 ×
· · · × {0, 1}(t−k)m+1

Pr

⎡
⎢⎣
∣∣∣∣∣∣∣

∑
ĥ(k)∈H(k)

�̂

aĥ(k) − 1
2m

∣∣∣H(k)

�̂

∣∣∣
∣∣∣∣∣∣∣
≥ 2(m− 1

8 )(n−tm−1)

⎤
⎥⎦

≤ m · 2− 3
4 (n−tm−1).

Let b�̂ = 1 if

∣∣∣∣∣∣∣
∑

ĥ(k)∈H(k)
�̂

aĥ(k) − 1
2m

∣∣∣H(k)

�̂

∣∣∣
∣∣∣∣∣∣∣
≥ 2(m− 1

8 )(n−tm−1)

and b�̂ = 0 otherwise. By Markov’s inequality, we have

Pr

⎡
⎣∑

�̂

b�̂ >
2(t−k+1)m2−m(m−1)/2

2
1
8 (n−tm−1)

⎤
⎦ ≤ m · 2− 5

8 (n−tm−1),

where the number of �̂’s is 2(t−k+1)m2−m(m−1)/2. That is,
the probability that, for more than a fraction 2−

1
8 (n−tm−1)

of the �̂’s, the set H(k)

�̂
has a discrepancy larger than

2(m− 1
8 )(n−tm−1) is at most m2−

5
8 (n−tm−1). Thus, with

probability at least 1−m · 2− 5
8 (n−tm−1) the total discrep-

ancy at node Uk is at most

2−
1
8 (n−tm−1) · 2(t−k+1)m2−m(m−1)/2 · 2m(n−tm−1)

+(1 − 2−
1
8 (n−tm−1))2(t−k+1)m2−m(m−1)/22(m− 1

8 )(n−tm−1)

≤ 2 · 2(t−k+1)m2−m(m−1)/2 · 2(m− 1
8 )(n−tm−1)

≤ 2
Pm−1

i=0 (n−(k−1)m−1−i) · 2− 1
8 (n−tm−1)+1,

where |H(k)| = 2
Pm−1

i=0 (n−(k−1)m−1−i), the first summand
is an upper bound on the contribution of the H(k)

�̂
’s where

b�̂ = 1 and the second the contribution of the H(k)

�̂
’s where

b�̂ = 0. Hence for z ∈R I(Ut+1) with probability at least
1 − m · 2− 5

8 (n−tm−1) we have

2−m− 2−
1
8 (n−tm−1)+1 ≤ A(Uk, z)

|H(k)| ≤ 2−m+ 2−
1
8 (n−tm−1)+1.

Since t = r − 8(log(n/ε) + m + 1)/m,

1
2m

(
1 − 1

n

)
≤ 2−m − 2−

1
8 (n−tm−1)+1 ≤ A(Uk, z)

|H(k)|
≤ 2−m + 2−

1
8 (n−tm−1)+1 ≤ 1

2m

(
1 +

1
n

)
.

The probability that z is balanced in all the levels is there-
fore at least 1 − rm2−

5
8 (n−tm−1) > 1 − n2−

5
8 (n−tm−1). �

Claim 3 For any node Ut+1 at the (t+1)-th level and for
any z ∈ F(Ut+1),

1
2ne1/m

tm∏
i=1

1
2n−i−1

≤ Pr[A reaches Ut+1 and y = z]

≤ e1/m

2n

tm∏
i=1

1
2n−i−1

,

where the probability is over the random choice of y and
the internal coin tosses of A.
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Proof. The first inequality comes from the following.

Pr[A reaches Ut+1 and y = z]

=
1
2n

·
t∏

i=1

1
A(Ui, z)

≥ 1

2n(1+ 1
n )n/m · ∏tm

i=1
1

2n−i−1

≥ 1
2ne1/m

·
tm∏
i=1

1
2n−i−1

.

The second inequality comes from the following.

Pr[A reaches Ut+1 and y = z]

=
1
2n

·
t∏

i=1

1
A(Ui, z)

≤ 1

2n
(
1 − 1

n

)n/m
·

tm∏
i=1

1
2n−i−1

≤ e1/m

2n
·

tm∏
i=1

1
2n−i−1

.

�

Recall that the goodness has been defined only for leaf
nodes. Let us extend the notion of goodness for leaves to
for internal nodes. We say that an internal node U is good
if at least ε/4 of the leaf nodes at the subtree rooted at
U are good. From the assumption, the fraction of good
leaves is at least ε/2 and thus the fraction of good nodes
among those of any fixed level is at least ε/4, since all of
them have the same number of leaves.

Claim 4 The probability that A reaches some good node
Ut+1 at the (t + 1)-th level and y ∈ F(Ut+1) is at least
ε(1 − γ)/4e1/m where the probability is over the random
choice of y and the internal coin tosses of A.

Proof. Let Ut+1 be a good node at the (t+ 1)-th level.
Then

Pr[A reaches Ut+1 and y ∈ F(Ut+1)]
=

∑
y∈F(Ut+1)

Pr[A reaches Ut+1 and y = z]

≥
∑

y∈F(Ut+1)

1
2ne1/m

·
tm∏
i=1

1
2n−i−1

≥ 2n−tm(1 − γ)
2ne1/m

·
tm∏
i=1

1
2n−i−1

=
1 − γ

e
·

tm∏
i=1

1
2n−i

.

The first inequality follows from Claim 3 and the second
from Claim 2. Since there are

∏tm
i=1 2n−i nodes at the

(t + 1)-th level and at least ε
4 · ∏tm

i=1 2n−i nodes are good,
the probability that the image chosen is fully balanced in a
good node at the (t+1)-th level is at least ε(1−γ)/4e1/m.
�

Claim 5 In any good node Ut+1 at the (t+1)-th level, the
fraction of the good leaves at the subtree rooted in Ut+1 that
have at least one image in F(Ut+1) is at least ε/8.

Proof. Any pair of images y1 	= y2 in I(Ut+1) can be
together in at most 1/2n−tm−1 of the leaves of the subtree
rooted at Ut+1. By Claim 2, there exists at most γ2n−tm

images in I(Ut+1) that are not fully balanced in Ut+1.
Therefore the fraction of the leaves of the subtree rooted
in Ut+1 where both of their images are from I(Ut+1) \
F(Ut+1) is bounded by

(
γ2n−tm

2

)
· 1
2n−tm−1

.

Since(
γ2n−tm

2

)
· 1
2n−tm−1

≤ 2γ22n−tm−1

= n22−
1
4 (n−tm−1)+1

= n22−2(log n
ε +m+1)+1

≤ ε2

22m+1

=
ε2

2n2
,

we have that at least ε/4 − ε2/2n2 ≥ ε/8 of the leaves are
both good and have at least one image in F(Ut+1). �

Claim 6 For any good node Ut+1 at the (t+1)-th level and
any z ∈ F(Ut+1), on condition A reaches Ut+1 and y ∈
F(Ut+1), the probability that y = z is at least 1/e2/m2n−tm

where the probability is over the random choice of y and
the internal coin tosses of A.

Proof. For fixed Ut+1 and z ∈ F(Ut+1), we would like
to bound from below the value

Q =
Pr[A reaches Ut+1 and y = z]

Pr[A reaches Ut+1 and y ∈ F(Ut+1)]
.

We know from the first inequality of Claim 3 that

Pr[A reaches Ut+1 and y ∈ F(Ut+1)]
=

∑
y′∈F(Ut+1)

Pr[A reaches Ut+1 and y = y′]

≤ |F(Ut+1)| · e1/m

2n

tm∏
i=1

1
2n−i−1

≤ |I(Ut+1)| · e1/m

2n

tm∏
i=1

1
2n−i−1

≤ e1/m · 2n−tm

2n
·

tm∏
i=1

1
2n−i−1

.

On the other hand, from the second inequality of Claim
3, for any z ∈ F(Ut+1), we have that

Pr[A reaches Ut+1 and y = z] ≥ 1
e1/m2n

tm∏
i=1

1
2n−i−1

.
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Therefore Q ≥ 1/e2/m2n−tm. �

Claim 7 The probability that A is successful is at least
ε10/65e3/ log n(2n2)8 where the probability is over the ran-
dom choice of y and the internal coin tosses of A.

Proof. We say that A succeeds if

• A reaches a good node Ut+1 at the (t+1)-th level and
y ∈ F(Uj);

• A random choice of htm+1, htm+2, . . . , hn−1 defines a
path to a good leaf that has at least one image, say
z, in F(Ut+1);

• y = z.

By Claims 4, 5 and 6, the probability that A succeeds is
at least

ε(1 − γ)
4e1/m

· ε

8
· 1
e2/m2n−tm

= ε2 · 1 − γ

32 · e3/m · 2n−tm

>
ε10

65e3/m(n2m+1)8

=
ε10

65e3/ log n(2n2)8
.

�

Thus, we can say that A inverts the one-way permuta-
tion f if an input y is fully balanced at the (t+1)-th level.
On the other hand, the above analysis does not guarantee
that A reaches the (t + 1)-th level. So, some care must
be taken. If y is fully balanced at the (t + 1)-th level,
then y is balanced in Uk for all 1 ≤ k ≤ t and therefore
A(Uk, y)/|H(k)| > 1/2m+1 = 1/2n. It implies that 4n tri-
als for step 2.1 in the inverting algorithm A are sufficient.
The probability that A does not proceed to step 3 after
4n trials is exponentially small. If the rare case occurs
then A may abort. Totally, 4nt ≤ 4n2/ log n trials are
enough for A to reach the (t + 1)-th level. Therefore, A
runs in polynomial time and its success probability is at
least ε10/65e3/ log n(2n2)8 − e−n.

6 Concluding Remarks

We have considered a naive parallel version of Naor-
Ostrovsky-Venkatesan-Yung scheme [8] of the multiplic-
ity log n and obtain an O(n/ log n)-round scheme. By
introducing a technique called expected almost pairwise
independence, we have shown that their protocol can be
improved. Trivially, we can set the multiplicity parame-
ter m = c log n and obtain the similar results. Moreover,
we can set m = 1 and this means that our proof is alter-
native proof for the original scheme without the pairwise

independence technique. On the other hand, an exten-
sion of our approach to the case m = ω(log n) is not easy,
since both the success probability and the efficiency of the
inverting algorithm would violate the allowance.

We have utilized the expected almost pairwise indepen-
dence for the security proof of our scheme. Since it is a
natural generalization of the pairwise independence, we
believe that the technique has other cryptographic appli-
cations.
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Isothiouronium-modified gold nanoparticles capable of colorimetric sensing of 
oxoanions in aqueous MeOH solution 

 

Yuji Kubo*, Sayaka Uchida*, Yuichi Kenmochi** and Tatsuya Okubo** 

 

 Isothiouronium-modified gold nanoparticles 1 with an average diameter of 5.8 nm were synthesized from 

bis(5-(N,N’-dimethyl-S-isothiouronio)pentyl) disulfide 2. The surface plasmon band at 524 nm in 10% (v/v) H2O-MeOH 

showed a selective red shift upon adding anions, making this potentially useful as a new anion sensor material. 

 

Keywords: Isothiouronium, anion sensor, nanoparticle 

 

1. Introduction 

 

The development of molecular sensors for detecting 

chemically and biologically important species of anions 

has become a major research project in supramolecular 

chemistry.1 It is still a challenge to find and study 

materials capable of recognizing and sensing anions in 

aqueous media, since water molecules surrounding the 

anions interfere with the desired host-guest interaction, 

resulting in low sensitivity to anions. Thus systems able 

to overcome this problem are needed.2 In our laboratory, 

we have concentrated on the isothiouronium group as a 

suitable anion binding unit, because it has a high NH 

acidity for action as an ionic hydrogen bonding donor.3 

Accordingly, we fabricated an isothiouronium-organized 

monolayer to interact with anions at an air-water interface 

and proposed that an isothiouronium-assembled structure 

would be a feasible detection of oxoanions in aqueous 

solution.3 Based on this strategy, we decided to synthesize 

gold nanoparticles stabilized with isothiouronium units, 1, 

since nano-size controlled metal nanoparticles not only 

*Department of Applied Chemistry, Graduate School of 

Science and Engineering, Saitama University, 255 

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

**Department of Chemical System Engineering, The 

University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 

113-8656, Japan 

offer functional monolayer-protected surfaces but also 

have unique optical properties due to the surface plasmon 

band.4 Indeed, Mirkin-Letsinger5 and Alivisatos-Schultz6 

groups have pioneered functionalization of gold 

nanoparticles with oligonucleotides. DNA-driven 

aggregation of the nanoparticles let to develop a new 

colorimetric technique based on the sensitivity of surface 

plasmon band. In this way, the extremely high extinction 

coefficient in the visible region and the strongly 

distance-dependent optical properties allow the 

nanoparticles to be utilized as excellent color reporting 

groups.7 An isothiouronium-assembled gold surface 

should therefore interact with anions efficiently, even in 

aqueous media, so as to induce an aggregation to signal 

the detection of anions through color change. Our 

motivation in this study is due to the fact that the 

exploration of nanoparticles capable of sensing anions by 

means of the surface plasmon band in aqueous media is 

still in its infancy;8 nevertheless nanoparticles can serve 

as a versatile scaffold for molecular recognition events 

because of the easy introduction of chemical 

functionality.9 As described below in detail, 1 showed a 

selective colorimetric response to anions in 10% (v/v) 

H2O-MeOH solution. In particular, dicarboxylate-induced 

color change is of analytical importance, because 

dicarboxylates are critical components of numerous  

metabolic processes, such as the citric acid cycles.10 
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2. Experimental 

 

2.1. Apparatus for the assignment of materials 

NMR spectra were taken on a Bruker DRX 400 (400 

MHz) and a Bruker AC 300 (300 MHz) spectrometers. 

Chemical shifts (δ) are reported downfield from the initial 

standard Me4Si. Electron impact (EI) and Fast atom 

bombardment (FAB) mass spectra were performed by a 

JEOL JMS-DX 303 double focusing spectrometer. In the 

latter case, m-nitrobenzylalchol was used as a matrix. 

Elemental analyses were obtained using EISON EA1108 

for assigning 2 and YANACO MT-6, DIONEX ICS-1500  

for assigning 1, respectively. 

 

2.2. Bis(5-hydroxypentyl) disulfide (3) 

Thiourea (1.00 g, 13.1 mmol) was dissolved in dry EtOH 

(20 mL) under an Ar atmosphere. After 5-bromopentanol 

(1.40 mL, 11.6 mmol) was added to the solution, the 

resulting mixture was stirred at 70 ºC for 30 hours. An 

excess amount of NaOH (4.90 g, 122.5 mmol) was then 

added to the solution, being stirred at 50 ºC for 12 hours. 

The resulting solution was partitioned between CHCl3 

(150 mL) and water (50 mL). The CHCl3 fraction was 

washed with water (150 mL × 3), dried over anhydrous 

Na2SO4 and evaporated to afford 897 mg of 3 in 63 % 

yield, 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.45 – 1.53 (m, 4H, 

-CH2-), 1.60 (quint., 4H, J = 6.6 Hz, -CH2-), 1.72 (quint., 

4H, J = 7.4 Hz, -CH2-), 2.70 (t, 4H, J = 7.2 Hz, -CH2-),  

3.66 (t, 4H, J = 6.4 Hz, -CH2-); EI-MS (m/z) 239 [M + 

H]+. 

 

2.3. Bis(5-bromopentyl) disulfide (4) 

Compound (3) (154 mg, 0.646 mmol) and CBr4 (375 mg, 

1.13 mmol) stirred at 50 ºC for 9 hours. To drive the 

reaction further a second portion PPh3 (255 mg, 0.972 

mmol), dissolved in dry THF (2 mL), was added to the 

solution which was moreover stirred for 13 hours at 50 ºC. 

The solution was then partitioned between CHCl3 (60 

mL) and H2O (30 mL). The collected organic fraction 

was washed with water (60 mL × 3), concentrated in 

vacuo and dried over anhydrous Na2SO4. After 

evaporation the residue was chromatographed on silica 

gel (Wacogel C-300) using 20 % (v/v) CHCl3 in hexane 

as the eluent. In this way, 110.5 mg of 4 was obtained in 

47 % yield. 1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.50 – 1.60 (m 

4H, -CH2-), 1.72 (quint., 4H, J = 7.45 Hz, -CH2-), 1.89 

(quint., 4H, J = 7.2 Hz, -CH2-), 2.69 (t, 4H, J = 7.2 Hz, 

-CH2-), 3.42 (t, 4H, J = 6.8 Hz, -CH2-); EI-MS (m/z) 362  

[M]+, 364 [M + 2]+, 366 [M + 4]+. 

 

2.4. Bis(5-(N,N’-Dimethyl-S-isothiouronio)pentyl)  

disulfide (2) 

Compound (4) (208 mg, 0.571 mmol) was dissolved in 

dry EtOH (20 mL) under an Ar atmosphere. After 
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Scheme 1. Reagents and conditions: (a) S=C(NH2)2, dry EtOH, and then excess NaOH; (b) CBr4, PPh3, dry THF; (c) 
S=C(NHMe)2, dry EtOH; (d) HAuCl4·3H2O in the presence of TOAB (n-octylammonium bromide), and then NaBH4.
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N,N’-dimethylthiourea (130 mg, 1.25 mmol), dissolved in 

dry EtOH (20 mL), was added to the solution the mixture 

was stirred at 70 ºC for 96 hours. The resulting solution 

was evaporated and chromatographed by silica gel 

(Wacogel C-300) using a gradient MeOH / chloroform as 

the eluent. In this way, 144 mg of 2 was obtained in 44 % 

yield. 1H NMR (400 MHz, D6-DMSO) δ 1.46 (quint., 4H, 

J = 7.35 Hz, -CH2-), 1.60 – 1.69 (m, 8H, -CH2-), 2.72 (t, 

4H, J = 7.15 Hz, -CH2-), 2.94 (s, 12H, -CH3), 3.21 (t, 4H, 

J = 5.85 Hz, -CH2-); FAB-MS (m/z) 493 [M – Br]+, 411  

[M – H – 2Br]+; Anal. Calc. for C16H36Br2N4S4: C, 33.56; 

H, 6.34; N, 9.79. Found C, 32.82; H, 6.16; N, 9.64 %. 

 

2.5. Preparation of 1 

An aqueous solution of HAuCl4 (390 mg, 0.990 mmol) 

dissolved in H2O (32 mL) was mixed to a solution of tetra 

n-octylammonium bromide (TOAB, 2.02 g, 3.69 mmol) 

dissolved in toluene (80 mL). The biphasic mixture was 

vigorously stirred until tetrachroloaurate was entirely 

transferred into the organic phase. To the solution were 

added 1-octanethiol (76.8 mg, 0.525 mmol) dissolved in 

toluene (8 mL) and 2 (148 mg, 0.258 mmol) dissolved in 

MeOH (4 mL) (Au/protecting group molar ratio 1:1). 

After stirring for few minute, a NaBH4 (125 mg, 3.30 

mmol) dissolved in water (32 mL) was added slowly to 

the mixture, the resulting solution was stirred at 15 °C for 

ca. 3 hours. Subsequently, the aqueous phase turned to 

dark-purple which was separated off. After the aqueous 

phase was filtrated using a membrane filter (ADVANTIC, 

cellulose acetate, pore size: 0.45 µm) and concentrated in 

vacuo the obtained nanoparticles were purified by 

water-acetonitrile reprecipitation process and washed 

with acetonitrile (2 × 100 mL) to give 106 mg of 1. 

Elemental analyses: C, 13.56; H. 3.06; N, 3.92; S, 9.03; 

Au 60.41 %; IR νmax (cm-1): selected spectra; 3400, 2929,  

2852, 1618, 1522, 1456, 1039, 669, 639.  

 

3. Results and Discussion 

 

 In developing an isothiouronium-modified surface 

installed on an Au cluster, a disulfide bearing 

isothiouronium moiety 2 at terminal position was 

synthesized as shown in Scheme 1. The starting materials, 

5-bromopentanol, was converted to 3 through the reaction 

with thiourea and then oxidation under a basic condition 

in 63 % yield. It was followed by the reaction with CBr4 

in the presence of PPh3 to give the corresponding 

dibromo derivative 4 in 47 % yield. And then 4 was 

allowed to react with N,N’-dimethylthiourea to give 2 in 

44 % yield. The target 1 could be prepared using a slight 

modification of the procedure of P. V. Kamat et al..11 

(synthetic detail, see Supplementary Information). A 

FT-IR measurement of 1 showed the vibration bands of 

isothiouronium unit (3400, 1612, 1522 and 1039 cm-1), 

suggesting binding of the units to the gold surface. Figure 

1 shows the Transmission Electron Microscopic (TEM) 

image. The particles appear to be spherical and the 

average radius is 2.9 ± 0.51 nm. Combined with the data 

from elemental analyses (C, 13.56; H, 3.06; N, 3.92; S, 

9.03; Au, 60.41%), this gives the average ratio of Au 

atoms to thiol ligands as 2.16; thus, the number of 

molecules attached to one Au particle is approximately 

2800 ([isothiouronium unit]/[1-octanethiol] = 70). The 

MeOH solution of 1 is red, showing the surface plasmon 

band at 526 nm, and the molecular extinction coefficient  

is 1.0 × 107 M-1cm-1. In this way, a highly 

isothiouronium-organized surface was successfully 

fabricated on a gold cluster suitable for the recognition of  

anions.  

 We investigated whether the resulting 1 would serve as 

an anion sensor material; Figure 2 shows the colorimetric 

response of 1 (3.4 × 10-8 M) upon adding 600 µM 

([anion]/[isothiouronium unit on 1] = 6.45) of putative 

anions (Cl–, AcO–, HPO4
2– and malonate) in 10% (v/v) 

H2O-MeOH. Although there is no change in the UV/Vis 

spectra in the presence of Cl–, the presence of oxoanion  

(AcO– or HPO4
2–) induced a change in the plasmon band. 
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In particular, when adding HPO4
2–, a red shift of 13 nm 

was obtained with increasing intensity of extinction, the 

color of the solution changing from red to reddish-violet. 

The red shift might be due to an aggregation with reduced 

interparticle distance as a result of interaction with 

HPO4
2– at the surface of 1, stemming from the higher 

basicity of HPO4
2–. The most striking feature arose by 

upon adding malonate to the solution, which induced a 

dramatic color change to bluish-violet, generating a wide 

range of the plasmon band. This color change, detectable 

by the naked eye, is ascribed to the appearance of a 

shoulder peak at ca 640 nm, possibly stemming from a 

stable aggregation of 1 in which malonate acts as a 

bridged ligand between the particles since the terminal 

carboxylate segments can bind to isothiouronium groups 

at the surface.12 The Field Emission-Scanning Electron 

Microscope (FE-SEM) image of the solution after adding 

malonate (Figure 3a) clearly indicates a macroscopic 

aggregate structure, whereas the FE-SEM image of 

malonate-free 1 indicates well-isolated homogeneous 

nanoparticles without any aggregation (Figure 3b). This 

fact strongly supports the notion that the interparticle 

distance is reduced sufficiently to cause the red shift of 

the plasmon band.13 The colorimetric response occurred 

almost instantaneously, but the aggregation stage is 

relatively stable since there was no sedimentation for ca 1  

hour after adding the anion. This phenomenon is a  

valuable property in a sensor. 

 To estimate the anion selectivity based on colorimetry, 

we noticed the malonate-induced wide range extinction 

ranging from 500 to 750 nm, which seems to be sensitive  

to  aggregate  format ion .  Consequent ly,  semi- 

quantification of anion selectivity came from monitoring 

of the ratio of extinction at the plasmon peaks at 525 nm 

and 640 nm. A higher ratio is associated with aggregated 

nanoparticles of bluish violet color. Figure 4 summarizes 

the titration results based on the ratiometric method. 

Although the sigmoidal curve observed with malonate 

 

Fig. 1. TEM image of 1. The scale bar corresponds to 10 

nm. 
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Fig. 2. (A) UV/Vis spectra of 1 (3.4 × 10-8 M) in the 

presence of 600 µM of anions as sodium salts in 10 % 

(v/v) H2O-MeOH at 25 °C: (a) 1 (■); (b) 1 + Cl– (■); (c) 

1 + AcO– (■); (d) 1 + HPO4
2– (■); (e) 1 + malonate (■). 

(B) Photographs of the solutions corresponding to (a) – 

(e) 

 

Fig. 3. FE-SEM images of (a) 1 aggregated by adding 

malonate as disodium salt (500 µM) to the 10% (v/v) 

H2O-MeOH solution (b) 1; [1] = 3.4 × 10-8 M. The scale 

bars correspond to 150 nm. 
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addition suggests that aggregation had scarcely taken 

place at low concentrations of the anion, a high ratio of 

the color change was obtained when adding 600 µM of 

malonate, corresponding to a malonate-to-isothiouronium 

ratio of 6.5. The value (E640 nm/E525 nm = 0.735) is larger 

than those with other anions under similar conditions by a 

factor of 1.7 for HPO4
2–, 2.5 for AcO–, and 2.5 for Cl–, 

respectively. Employed the ratiometric method, we can 

read-out the recognition of anion species dissolved in  

aqueous media. 

 In conclusion, the isothiouronium-assembled surface on 

1 allowed for a new nanoparticle-based colorimetric 

sensor of anions, as a result of selective anion-induced 

aggregation. Particularly, it is noteworthy that it exhibits 

real-time sensing for oxoanions in aqueous media. This 

finding suggests a promising way to design artificial  

chromogenic systems in anion recognition. 
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論文 
Co/Al2O3触媒を用いた(E)-2-ブテナール水素化反応における CoCl2の助触媒効果 

 
Promoting Effect of CoCl2 on the Hydrogenation of  

(E)-2-butenal over Co/Al2O3 Catalysts 
 

塚越康之＊, 森 健治＊, 大友昭典＊, 大嶋正明＊, 黒川秀樹＊＊, 杉山和夫＊, 三浦 弘＊ 
 

Yasuyuki Tsukagoshi*, Kenji Mori*, Akinori Ohtomo*, Masaaki Ohshima*,  
Hideki Kurokawa**, Kazuo Sugiyama* and Hiroshi Miura* 

 
Selective hydrogenation of the C=O bond of α,β-unsaturated aldehyde to form unsaturated alcohol was tried in 

liquid phase over Co/Al2O3 catalysts. When Co/Al2O3 was prepared from Co(NO3)2, and Cl-free, activity and selectivity 

to form unsaturated alcohol was low. Addition of CoCl2 in the reaction mixture promoted the selective hydrogenation 

remarkably. Concentration of Cl in the liquid phase was determined, as well as the amount of adsorbed Cl.  A clear 

relation was found between the C=O hydrogenation activity and the amount of adsorbed Cl.  When Co/Al2O3 was 

prepared from CoCl2, Cl remained in the catalyst even after reduction treatment.  This catalyst suggested both high 

activity and selectivity toward unsaturated alcohol formation.  The role of chloride ion, existing on the catalyst surface, 

in selective hydrogenation was discussed. 

 
1. 緒 言 

   
α,β-不飽和アルデヒドの C=O のみを選択的に水素

化することによって得られる α,β-不飽和アルコール
は、ファインケミカルズ、特に医薬品や香料などの合

成に重要な中間原料である。この反応に対して、Pt を
はじめ様々な遷移金属触媒について長年研究されてい

る[1]が、未だ工業的に実用化される触媒は開発されて
いない。 
著者らはこれまで、CoCl2から KOH沈殿法で調製した

Co/Al2O3触媒(Co/Al2O3(Cl-p))が本反応に対して高い触
媒活性と不飽和アルコール選択性を示すことを報告し

てきた[2,3]。担持金属触媒を用いた反応において、同じ
金属であっても前駆体や調製法によって反応性が大き

く異なるという報告は数多くされている。その原因と

して提唱されていることは、金属粒子径の違いによる 
 
＊埼玉大学大学院理工学研究科 
 Graduate School of Science and Engineering, Saitama 
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幾何学的効果[4-7]や触媒表面での電子的効果[8-11]な
どがある。これらの効果は触媒中に含まれる微量の 
残留物によってもたらされると考えられている。

Co/Al2O3(Cl-p)触媒についても、触媒中に 1-2％の塩素の
残留が確認されており、その影響について検討する必

要がある。 
一方で、Co(NO3)2 から含浸法で調製した塩素フリー

の Co/Al2O3触媒(Co/Al2O3(NO3-i))を用いた(E)-2-ブテナ
ール(クロトンアルデヒド)の水素化反応において、反応
時に溶媒へ CoCl2(及び NH4Cl、HCl)を溶解させて塩化
物イオンを添加したところ、大幅な C=O水素化の促進
と C=C 水素化の抑制効果が見られることを報告した
[12]。また、他のハロゲン化コバルトを添加したときに
も正の効果を示すことが確認され、反応系内に存在す

るハロゲンイオンの重要性が考えられる。 
本稿ではハロゲンイオンの効果についての更なる定

量的な知見を得るために、(E)-2-ブテナールの水素化反
応を通して反応系内の CoCl2 量と活性との関係につい

て詳細を検討した。 
 

２．実 験 方 法 
   

Co/Al2O3(NO3-i)触媒は、担体の Al2O3(日本アエロジル、
表面積 110 cm2・g－1)と所定量(金属担持量 10または 40 
wt%)の Co(NO3)2を含む水溶液から含浸法(蒸発乾固法)
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により調製した。得られた試料をドライオーブンにて

130℃で一晩乾燥後、400℃で 5 時間焼成して触媒前駆
体とした。Co/Al2O3(Cl-p)触媒は CoCl2・6H2O を Co 原
料として沈殿法により調製した。詳細な調製法は以前

の論文[2]に記した。二種類の触媒前駆体は、反応前処
理として 130℃、1時間の真空排気後、500℃、3時間の
水素還元処理を施し触媒とした。 

(E)-2-ブテナール水素化反応は、熱電対、圧力ゲージ、
機械式撹拌器、注入口を備えたステンレス製オートク

レーブ（100 ml）中で行った。 あらかじめ水素で置換
しておいたオートクレーブに、反応物である(E)-2-ブテ
ナール(3 ml)、溶媒のエタノール(50 ml)及び還元した触
媒(0.1～1.0 g)を水素流通下で導入した。CoCl2 (促進物
質)を添加するときは、溶媒に溶解させて添加した。反
応器は、湯浴を用いて反応温度の 50℃まで昇温し、
50±1℃を維持した。50℃まで昇温した後、反応器に 10 
kgf/cm2(ゲージ)の水素を導入し、1000 rpmで撹拌を始め
たときを反応時間 0 分とした。水素化反応は途中でさ
らに水素を加えることなく、水素圧が所定圧(＝転化率 
約 13～20%)まで減少、または反応開始 90分で終了した。
反応終了後、室温まで冷却し、反応溶液と触媒を濾別

した。 
生成物の分析には、 FID-ガスクロマトグラフ

(HITACHI；G-5000、キャピラリーカラム TC-WAX、直
径=0.25 mm、全長=30 m)を用いた。また溶液中の Cl-及

び Co2+ の 測 定 に は イ オ ン ク ロ マ ト グ ラ フ

(SHIMADZU；PIA-1000、カラム Shim-pack IC-A3)、ICP
発光分光分析装置(LEEMAN LABS；JICP-PS1000UV)を
用いた。 
 

３．結果と考察 
 
(E)-2-ブテナールは C=O を水素化することにより

(E)-2-ブテン-1-オール、C=Cを水素化することによりブ
タナール、両方の二重結合を水素化することによりブ

タノールを生成する。また、溶媒であるアルコールと

縮合反応してアセタールを生成する。本稿における転

化率にはこのアセタールを含まず、水素化による生成

物のみの和で算出した。 
我々はこれまで Co/Al2O3 (NO3-i) 触媒を用いた(E)-2-
ブテナール水素化反応において、反応時に CoCl2を添加

することにより C=Oの水素化が促進されることを見出
した。その効果は CoCl2添加量の増加に伴い向上し、過

剰の添加では減少していくという火山型の傾向を示す

ことを報告した[12]。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そこで、この CoCl2添加効果に対する知見を得るため

に、異なる量の Co/Al2O3(NO3-i)触媒を用い CoCl2を添加

して(E)-2-ブテナール水素化反応を行った(Fig.1)。 
まず Fig.1 に添加した CoCl2量から算出した CoCl2濃

度(計算値)と(E)-2-ブテナールのC=O水素化速度の関係
を示した。この図より、C=O 水素化速度の増加の傾向
は約 5 mmol・L-1までの低い添加 CoCl2濃度において触

媒量によらずほぼ一致しており、添加 CoCl2濃度に依存

する傾向が見られた。一方で、過剰に CoCl2を添加した

ときの C=O水素化速度の減少は、触媒量の増加に伴い
緩やかに減少する傾向が見られ、触媒量に依存するこ

とが明らかとなった。次に反応後の溶液中の CoCl2濃度

を測定することで、活性向上の CoCl2濃度依存性につい

て検討した。横軸を実測した液相中の CoCl2濃度とした

図を Fig.2に示した。Fig.2より、溶液中の濃度に対して
相関性は見られるものの触媒量によるバラつきが見ら

れた。これに対し、触媒に接触前の濃度との差から算

出した CoCl2 吸着量を横軸にプロットした結果(Fig.3)、
非常に良い直線性が確認された。 
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Fig.1. Effect of the amount of added CoCl2 on
the rate of C=O bond hydrogenation. 

Catalyst weight 

○ 0.2 g、▲0.6 g、

■ 1.0 g 

Catalyst weight 

○ 0.2 g、▲0.6 g、

■ 1.0 g 

Concentration of CoCl2(mmol L-1)

Fig.2. Effect of CoCl2 cocentration in the liquid
phase on the rate of C=O bond hydrogenation. 
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従って、CoCl2添加によるC=O水素化の促進効果は、

触媒に吸着した CoCl2 の助触媒作用に起因することが

示唆される。 
Co/Al2O3(NO3-i) 触媒を用いて CoCl2を添加する系に

おいて CoCl2吸着量と活性に相関が見られたことから、

Co/Al2O3(Cl-p)触媒を用いた系について触媒上の残存 Cl
に着目し、残存量と活性の関係について調査した。触

媒には、調製時の洗浄回数を通常の 2 回のものと 3 回
とした 2 種類の Co/Al2O3(Cl-p)触媒を用いた。残存 Cl
量は、(E)-2-ブテナール水素化反応後の触媒を煮沸洗浄
したときに溶出した Cl量を測定することで概算した。
その結果を Table 1にまとめた。触媒に残存する Cl量を
比較すると 2 回の方が 3 回よりも多く、また活性は洗
浄回数が 2 回の方が高かった。一方、反応後の溶液中
に触媒から CoCl2の溶出が確認されたが、大きな差は見

られなかった。以上より、残存 Cl量の多い方が高活性
となる傾向が確認され、上述した Co/Al2O3 (NO3-i)触媒
を用い CoCl2を添加したときと一致している。ここで、

2 回洗浄の Co/Al2O3(Cl-p)触媒と同等の活性を示す条件
で Co/Al2O3 (NO3-i)触媒を用い CoCl2を添加して反応を

行い、このときの Cl吸着量を触媒上 Cl量として両触媒
系で比較した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

溶液中の CoCl2 濃度は Co/Al2O3(Cl-p)触媒では
Co/Al2O3(NO3-i)触媒に CoCl2を添加したときの約 1/6程
度であった。また、触媒上の Cl 量を比較すると、
Co/Al2O3(NO3-i)触媒のときの方が約 1.5倍多く、正確に
は一致しなかった。従って、両触媒系で単純に触媒上

の Cl量だけで活性が決まるとはいえない。しかしなが
ら、表面露出金属数(Co/Al2O3 (NO3-i)：0.12 mmol・g-cat-1、

Co/Al2O3(Cl-p)：0.03 mmol・g-cat-1)や金属の酸化状態な
ど両触媒で異なる性質が確認されている。酸化状態は、

Co/Al2O3(NO3-i)触媒では還元後に全て Co0 となってい

るのに対し、Co/Al2O3(Cl-p)触媒は Co0と一部 Co2+が混

合している[13]。Djerbouaらは Co/SiO2触媒を用いたク

ロトンアルデヒドの水素化反応において、CoO が残っ
ているときクロチルアルコール選択率が高くなること

を報告している[14]。このように両触媒の性質に異なる
点が存在するため、触媒上の Cl量と活性に違いが生じ
た原因となった可能性が考えられる。 
 α,β-不飽和アルデヒドの水素化反応に対する反
応溶液への第二成分の添加効果についての他者の報告

がいくつかある[1,15-17]。S.Galvagno らは Pt/nylon 66
触媒を用いたシンナムアルデヒドの水素化反応におい

て、反応時に金属塩化物を溶媒に溶かして添加した[15]。
その効果として、Ge、Sn、Feの塩化物を添加したとき
に活性の向上が顕著であったが、他の金属塩化物(Co、
Se、Al、Ca)に関しても正の効果があると報告した。
S.Galvagnoらは、添加物により C=Oの分極が強まって
弱い求核試薬となるため、反応性が向上すると考察し

た。またTuley[16]、Richard[17]らはPt触媒を用いてFeCl2

を添加することで不飽和アルコール収率が向上すると

報告した。この添加効果は最適値を持ち、活性は FeCl2

添加量に対して火山型のプロットが得られることが確

認されている。すなわち、本研究における CoCl2添加効

果と類似の傾向を報告している。これらの結果に対し

て、添加した金属イオンが触媒表面に吸着することで

正に分極した活性点(ルイスサイト)が形成し、C=O結合
の水素化が促進されると考察している。 
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Fig.3. Effect of the amount of adsorbed CoCl2 on 
the rate of C=O bond hydrogenation. 

 

Table 1. Effect of CoCl2 on the selective hydrogenation of (E)-2-butenal.

Catalyst in liquid on catalyst
(mmol/L) (mmol/g)

2 - 77.6 87.7 3.3 3.2 5.8 0.7 0.14
3 - 47.6 78.7 6.0 2.7 12.6 0.8 0.08

Co/Al2O3(NO3-i) - 6.0 80.4 81.9 4.7 5.8 7.7 3.9 0.24

Amount of CoCl2Selectivity (%)
(E)-2-

butene-1-ol Butanal Butanol Acetal

Co/Al2O3(Cl-p)

Washing in
Preparation

Amount
of CoCl2

(mmol/L)

Conversion
(%)

 

Catalyst weight 

○ 0.2 g、▲0.6 g、 

■ 1.0 g 
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このように、第二成分の添加効果について検討、考

察がされているが、まだ推論の域を達していない。本

研究から、触媒上に存在する CoCl2の重要性は明らかと

なったものの、その作用機構の解明には至らない。し

かしながら、本触媒を用いることにより転化率、不飽

和アルコール選択率ともに 90%近い値が得られるため、
不飽和アルデヒド水素化用の固体触媒としての可能性

は高いものと考える。 
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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(その２) 
－海岸林の破壊限界モーメントに注目して－ 

 
Investigation on the damage by Indian Ocean Tsunami at the southern coast in Sri 
Lanka in relation to the breaking moment of the tree trunk in coastal vegetation 

 
田中 規夫*, 佐々木 寧*, M.I.M. Mowjood**, K.B.S.N. Jinadasa***, 八木澤順治*** 

 
Norio TANAKA, Yasushi SASAKI, M.I.M. MOWJOOD, K.B.S.N. Jinadasa and Junji YAGISAWA 

 
This study explored the effects of coastal vegetation and sand dune on tsunami protection based on field 

observations carried out in two periods after the Indian Ocean tsunami. First one was conducted for elucidating 

the relationship between the representative species and the damage, from 1 to 6 April 2005 in Sri Lanka. The 

second survey was conducted for investigating the breaking condition of the representative trees, from 5 to 9 

January, 2006 at Kalutra, Medilla, Rekawa and Hambantota where the combination of the sand dune followed 

by vegetation towards landside played an important role. The breaking moment of trees were investigated for 

the representative trees by pulling test. The threshold value for breaking condition was derived as a function of 

trunk diameter. The breaking moment equation represents well in the limitation of the representative species 

with the tsunami height at the tsunami event considering the aerial root height. These findings have to be 

considered in future coastal landscape planning and tsunami hazard mapping. 

 

Keywords: Tsunami, Coastal vegetation, Breaking moment, Sand dune, Landscape planning 

 
1. はじめに 

 

 インド洋大津波は、沿岸諸国に未曾有の被害をもた

らした。マングローブ樹や海岸砂丘に生える植生が津

波防御に効果を発揮した事例がタイ・スリランカ 1)-5)、

スリランカ 6)、インド 7) において報告されている。こ

うした防潮林の有効な場合の条件等は津波の波高と植

生帯特性の関係で研究されている 8),9),10),11),12)。しかし、

マングローブ樹は、樹形も気根形態が多様であるため、

日本の海岸林の結果とは異なること、樹種によって大

きく異なることが報告されている 1)-5) 。 

グリーンベルトの配置構想 13)、海岸地帯の管理 14)、

海岸林再生計画をその場所の地形条件や都市計画に

あうような現実的なものとするためには、樹種によ

る樹林帯の破壊条件の差異を把握した上で、その効

果を明確化する必要がある。そこで、スリランカに

おいて、現地植生の破壊実験を主体とした二次調査

を行うこととした。 
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2. 現地調査地点ならびに方法 

 

第一次調査では、Fig.1に示す海岸線沿い約 250kmの

区間（1から 19までの 19箇所）について、2005年 4

月 1日から 4月 6日にかけて、その被害実態調査を津

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 1),2)。 

今回の調査は、第 1 回調査結果を踏まえ、有効と判

断された樹種の破壊実験・曲げ剛性試験を行うこと、

有効な樹種の追加、それぞれの樹種の組み合わせ可能

性調査、ハビタート調査、Dune上の植生が津波防御に

果たす役割、Duneの高さの差異が背後地の被害に及ぼ

す影響の差異を今なお残る樹林の倒伏状況から解析す

ること、を目的として行った。上記目的を達成するた

め、調査対象地は前回の 19 箇所から以下の A),B)の 3

箇所に絞り、さらに乾燥地域の C)Hambantotaを新たに

調査地として追加した。 

A）都市域近郊： 

Kalutara（Fig.1の 2：N06°35.224′，E079°57.327′） 

B)Lagoonと Sand Duneの組み合わせ： 

Medilla（Fig.1の 10：N06°02.246′，E080°48.318′） 

Rekawa（Fig.1の 11：N06°02.816′，E080°50.745′） 

C)乾燥地域： 

Hambantota（Fig.1の 20：N06°07.928′，E081°07.803′）：

前回の調査では実施していない。乾燥地域に存在し、

A）や B)の植生とは大いに異なる。 

Fig.2に、調査地点位置図を示す。図中で赤丸で示し

たところが砂嘴 Sand dune になっており、そこに自然

植生が残されている。マングローブ樹林はその背後の

ラグーンに残っている場合が多いが、Hambantotaでは

塩田開発により消失していた。 

現地代表植生の破壊強度試験は以下の樹種に対し行

った。 

1)オオバヒルギ Rhizophora mucronata（Medilla地点) 

2)アダン Pandanus odoratissimus（Kalutara地点） 

3)モクマオウ Casurina equisetifolia（Kalutara地点） 

4)サキシマハマボウ Thespesia populnea（Kalutara地点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalutara

Rekawa 

Medilla

Hambantota

Fig.2 Coastal sand dune at three observed sites; (a)

Kalutara, (b) Medilla and Rekawa, (c) Hambantota 

(a) 

(b)  

(c) 

Fig.1 Field observation sites. Circle show the 

secondary survey sites.  

埼玉大学紀要　工学部　第39号　2006 59



 

5)ヒルギダマシ Avicennia marina（Medilla地点) 

6)クサトベラ Scaevola sercea（Kalutara地点） 

7)シマシラキ Excoecaria agallocha（Rekawa地点） 

8)ルムニゼラ Lumnitzera recemasa（Rekawa地点） 

9)Prospis juliflora (Hambantota地点) 

1)、2)は 2005年度の現地調査 1),2)から有効と判断され

た樹種であるが、生態系の攪乱・生物多様性を考慮す

ると可能な限り在来の自然植生を利用することが望ま

しい。その意味で単一樹林による植林は避けるべきで、 

海岸砂丘の最前線にはアダンとともにクサトベラ、ラ

グーンにはその土壌環境により 5)や 7)などの選択もあ

りうるので、追加調査を行ったものである。なお 1)は

タイ西海岸においては Rhizophora apiculataが主でその

さらに水際に Rhizophora mucronata が繁茂する場合が

多かったのに対し、スリランカの Rekawa ラグーンや

Kalutara の河岸沿いのヒルギ属はほとんどが

Rhizophora mucronataであった。その樹形には大きな差

はないが、やや Rhizophora mucronata のほうが高い位

置まで気根が密集する傾向があるようである。しかし、

群落内の位置によっても樹形は大きく変わるため、田

中ら 2)のタイの調査結果と今回の Rhizophora mucronata

の結果は大きなくくりで Rhizophora apiculataタイプと

しておくことにする。同様に Avicennia albaと Avicennia 

marinaも同様の力学特性をもつもの（Avicennia albaタ

イプ）として整理する。 

破壊モーメントは 1000Nまでの負荷をかけることの

できるフォースゲージを用いて、2-3人がかりで代表的

樹林の第一枝（直径 1-17cm）を破壊し、そのときの破

壊強度、負荷をかけた箇所から主幹までの枝の長さ、

その枝の平均直径を計測した。各樹木について実験は

3 回以上行った。また、実験状況をビデオ撮影し、力

と変位の関係を求め、樹木の曲げ合成特性の値 EI (E

はヤング係数、I は断面二次モーメント)を以下により

算出した。 

))(
3

(
3

Def
FlEI =             (1) 

ここに、l は支点から作用点までの距離(m)、F は加

えた力(N)、Defは作用点の変位(m)である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Pulling test of representative species,  

(a) pulling experiment (R. mucronata at Medilla), (b)

after pulling experiment (P. odoratissimus at kalutara)

Fig.4 Escape tree at Kalutara (Thespesia populnea) 

(a) 

(b) 
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Duneの特性については、1:10000の地形図を基本

情報とした上で、GPSと距離計（Nikon LASER800）、

樹高計（OPTI-LOGIC 1000LH）、箱尺を用いて簡易

測量を実施した。樹木投影面積の鉛直分布については、

スケール入りのデジタル写真を用いて求めた。樹木の

代表直径は胸高直径を直接計測した。 

 

３. 調査結果 

 

３.１ 詳細調査地点の被害状況 

1)Kalutara（N06°35.224′，E079°57.327′） 

田中ら 1)の報告のように自然砂丘上のアダンーモク

マオウ混生部では津波水深は約 0.9m と低かったがそ

の北側では砂丘がなく民家が破壊された地点である。

この地点には民家の間にサキシマハマボウ Thespesia 

populnea が植えられており(Fig.4)、地域住民も津波時

に避難に役立ったとのことであった。 

2)Rekawa  

 海岸砂丘（N06°02.816′，E080°50.745′：海側の比高

2.4m、勾配 2.4/72：陸側（樹林側）の比高 2.4m、勾配

2.4/50）を越流した流れがルムニゼラを破壊した。越流

水 深 は NARA(National Aquatic Research and 

Development Agency)からのヒアリングではこの地点で

約 1m とのことであった。この地点のシマシラキ（樹

高約 4.5m）は破断していなかった。 

 やや西側の海岸砂丘（N06°02.659′，E080°50.141′：海

側の比高 2.6m、勾配 2.6/60：陸側（樹林側）の比高 3.9m、

勾配 3.9/42）を越流した流れが上のココヤシ樹林の林

床内部を幅約 50m、長さ 20m、最大深さ約 2m にわた

って洗掘した。砂丘頂上部（越波入り口付近）にはア

ダンはなく、砂丘の急勾配で加速された流れが、背後

の Mangrove樹林帯を約 20mの長さにわたって破壊し

た（破断による破壊）。破断された樹木はルムニゼラ、

セリオプス、シマシラキ（平均直径 6cm、樹高 5.8m）

であった。林床内部の洗掘や背後の樹林帯被害は局所

的でやや離れた箇所の海岸砂丘（N06°02.700′，

E080°50.421′：海側の比高 2.5m、勾配 2.5/60：陸側（樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

Fig.5 Field observation results at Rekawa- Medilla 

district, (a) Soil erosion by overtopping tsunami current 

in a Cocos nucifera forest at Rekawa, (b) Uprooted 

Excoecaria agallocha at Medilla, (c) Effective coastal 

vegetation at the front of coast and on the sand dune 

(Pandanus odoratissimus, Scaevola sercea) at Rekawa

(c)

(a)
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林側）の比高 4.6m、勾配 4.6/76、入り口にアダンの樹

林帯 5m 程度あり）では、入り口付近のアダン（直径

17cm程度）はその最前列が高さ 1-2ｍ付近で破断され

たものの、林床内部の洗掘や背後の樹林帯被害は発生

していなかった。樹林帯による減速や水深のかさ上げ

が生じなかった地点では、砂丘頂部を超えた後にさら

に流れが加速されて、海岸砂丘上ならびに背後の

Lagoon内の樹林帯に突入したことが予想される。この

ように砂丘の特性ではとくに、入り口付近の樹林帯の

有無が重要であること、砂丘頂上よりも背後部の勾配

が非常に重要な意味をもつことがわかる。 

3)Medilla 

 Rhizophora mucronata を主体としたマングローブ樹

が発達していたが、オヒルギ・シマシラキ等が陸側に

点在していた。折れた Rhizophora mucronataの気根の

部分の高さは平均２ｍ、樹高は約 8ｍ程度であった。

この地点のシマシラキは抜根(uproot)したものも確認

された。 

4)Hambantota 

ここの海浜植生は Rekawa までの植生と大きく変わ

り、サボテンや外来樹種 Prospis julifloraが主体となる。 

Prospis juliflora は、ラムサール条約登録湿地への影響

などの観点からその管理の必要性が唱えられている 15)。

また、とげがあるため津波前は住民にとって好かれな

い木であった。しかし、今回の津波で Prospis juliflora

が繁茂している背後では越波流量が抑えられ、逆に植

生の欠如した部分では Fig.6 に示すような大きな落ち

ぼれが発生し、その背後の家が破壊されている（なお、

同地点の海岸砂丘の高さは 5ｍ以上あるが、津波高さ

は約 8-10ｍと推定されている 16）｡同樹種は、乾燥地帯

のHambantotaにおいては現在では津波防御に有効な樹

種と一部ではみなされているようである。しかし、ス

リランカにおける津波の Return periodは長いと想定さ

れることから、湿地生態系への影響を含めた長期的な

自然海岸林の再生が必要である。また、Kalutara や

Rekawa で有効性が認められたアダン P. odoratissimus

はわずかながら存在した。自然林アダンを今後植樹し

ていける可能性はある。しかし、この地域は Dry Zone 
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Fig.6 Sand dune at Hambantota, (a) representative 

dry-zone vegetation on a sand dune (a kind of cactus in 

front and Prospis juliflora behind the dune), (b) large 

scour hole caused by overtopping tsunami current 

Fig.8 Relationship between tree diameters and breaking

moment of trees with three classified curves (G1, G2,

G3). The curve for uprooting of trees in a river is from

previous research17). B: broken, NB: not broken 
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なので、Rekawaや Kalutaraのような樹林帯にしていく

ためには、移植方法・維持管理についての研究が必要

である。 

 

３.２ 樹木の破壊特性 

(1)樹林の曲げ剛性試験・破壊実験 

 Fig.7に、8樹種の破壊実験に使用した第一枝・もし

くは主幹の直径と曲げ剛性特性 EIの関係を示す。Fig.8

に直径と破壊モーメントの関係を示す。この両図より

a) クサトベラ S. sercea、アダン P. odoratissimusを砂浜

に繁茂する自然海岸樹種、b) ルムニゼラ L. recemasa、

オオバヒルギ R. mucronataを柔らなくて折れにくい樹

種（かつマングローブ樹種）、 c) モクマオウ C. 

equisetifolia 、ヒルギダマシ A. marina、シマシラキ E. 

agallocha を硬い幹の樹種として、それぞれ G1、G2、

G3としてグループ化した。アダンは気根が発達し、コ

コヤシにくらべて単位面積あたりの抵抗は非常に大き

い樹種である 1),2),4)が、容易に変形しかつ幹はやや破壊

されやすい傾向がある。 

サキシマハマボウ T. populneaや P. julifloraの破壊実

験も行ったが、幹直径と第一枝直径が大きく異なるこ

と、津波破壊痕跡による検証を行うデータが入手でき 

なかったの。そのため、グループ分けには加えなかっ

たが、データとしてはG2とG3の領域に分布している。

なお、Fig.8には、以下の日本の河道内樹木の平均的な

抜根条件式 17)も併記してある。 
25.24 dM R ×=             (2) 

ここに、d(cm)は胸高直径、MRの単位は Nm となるよ

うに係数を定めてある。 

上記 MRは、G3とおおむね同様の値を示している。

しかし、G1、G2 グループはかなり離れており、樹種

による違いを考慮する必要性を示唆している。 

 G1、G2、G3の破壊モーメント（それぞれ、MG1、 MG2、 

MG3：単位はすべて Nm）の直径関係式を以下に示す。 

2
1 8.10 dM G ×=             (3) 

2
2 4.76 dM G ×=             (4) 
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Fig.9 Relationship between tree diameter and 

breaking moment of the coastal vegetation; (a) P. 

odoratissimus, (b) R .apiculata, R. mucronata and L. 

resemasa, (c) E. agallocha, (d) C. equisetifolia 
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2
3 6.19 dM G ×=             (5) 

Fig.9 は第 1 回津波痕跡調査 1),2)における樹林帯の破

壊の有無と Fig.8 による破壊条件を比較したものであ

る（一部には、タイにおける調査結果 3）,4)も含まれる）。

Fig.9(a)は G1（アダン P. odoratissimus）、Fig.9(b)は G2(ル

ムニゼラ L. recemasa、オオバヒルギ R. mucronata）、

Fig.9(c)は、G3のうちシマシラキ E. agallocha、Fig.9(d)

はG3のうちモクマオウ C. equisetifoliaの破壊実績との

比較を示してある。アダンやオオバヒルギの破壊モー

メントは実績の破断部である気根付け根部で評価して

ある。現地実験の第一枝で算定した経験式は、

Fig.9(a)-(c)において、よい適用性が確認できた。 

 一方、Fig.9(d)のモクマオウは適用性がよくない。こ

れには２つの理由が考えられる。一つは、モクマオウ

の第一枝は主幹に比べて細く、強度特性が主幹と大き

く異なり実験式の外挿が難しいためである。もう一つ

は、モクマオウは地際に板根が発達するため、生長す

ると破断点が地際ではなく、0.5-1m上方に上がる傾向

がある。また、0.3m以上のものは抜根での破壊であり、

破断ではない。そのため実験式と実績が大きくことな

ったものと考えられる。そのようなことから、モクマ

オウに関しては、破壊実績を満足する以下の経験式を

提案する。 

2
2 294 dM G ×=             (6) 

 

となる。これについては、今後、主幹の破壊実験など

をおこなって精度をあげる必要があろう。 

Fig.10 は破断モーメントに対応する津波浸水深を樹

種、胸高直径ごとに計算したものである。その結果、

オオバヒルギやアダンの破断が生じる水深は、樹木高

さの 6-7 割強程度であることがわかった。これは、田

中ら 4)の考察とおおむね一致する。また、アダンは気

根の高さが高いものほど破壊限界は高くなるが、気根

の高さが低いグループはその分だけ砂を樹林帯内部に

堆積していることも多い。その場合は樹林帯よりもバ

リアとして機能することが予想されることから、限界

値としては気根高さ 2m クラス程度を考えておけばよ

いものと思われる。シマシラキは本調査で行ったグル

ープの場合は、胸高直径も細く、低い津波水深で破壊

されることがわかる。一方、モクマオウは破断という

意味においては、もっとも限界値が高い。しかし、田

中ら 4)に示されたように生長した胸高直径が大きい樹

林では、樹木密度が低く単位面積あたりの抵抗は必ず

しも大きくない。モクマオウに関しては、密度高い樹

林帯の維持が重要になると考えられる。 

 

 

４.おわりに 

 

枝の破壊実験をもとにスリランカの代表的な海岸林

について、破壊条件式を胸高直径の関数で表現した。

これらは、津波被害の閾値をおおむね満足するもので

あった。防潮林計画に役立てるためには、第一次調査

で収集した茎の直径の分布や樹幹距離、群落構造（鉛

直分布）等のデータと今回の第二次調査で算出した破

壊条件を用いて、数値解析や水理実験を行い、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 

 
 

飛沫通過量を最小にする最適防風フェンス構造に関する風洞実験 
 

Wind tunnel experiments on optimal wind protection fence that minimizes the spray 
transport to the downstream 

 
田中 規夫*, 高木利光**, 山崎典和**, 児玉 敏雄**, 八木澤順治*** 

 
Norio TANAKA, Toshimitsu TAKAGI Norikazu YAMAZAKI, Toshio KODAMA 

 and Junji YAGISAWA 
  

For decreasing the spray flux by wave-breaking at the shoreline to the landward area, the optimal wind 

protection fence structure was discussed. For minimizing the salt-spray flux through the fence, the structure 

with two low circular or L-shaped cylinders in staggered grid arrangement was selected and wind tunnel 

experiments were conducted with different spacing for cross-stream and stream-wise direction. The salt spray 

amount settling at the fence and passing through the fence were measured. The spray volume getting through 

or blowing up the fence was quantified by colored water with dye. The water was sprayed with a sprayer and 

collected by gauzes setting at downstream points. For the subsidence volume at the bottom in downstream, a 

tray was put and the mass of the subsiding water was measured. Considering the loss by blowing upward of the 

fence, the appropriate arrangement was found as `the two rows of circular cylinders with staggered, 1D 

cross-stream spacing and 1D-2D stream-wise length, where D is the diameter of a circular cylinder’. This 

amount of the subsidence is about 90% and more than the value of previous-existed fence structure, 70%. 

 

Keywords: salt spray, fence structure, staggered grid arrangement, circular cylinder, spacing 

 
 

1. はじめに 

 

 海岸付近に住む人々は、海からの高波の来襲や海岸

侵食などの自然災害の脅威にさらされているだけでは

なく、強風時には飛沫の被害を受ける場合がある。す

なわち、海岸線背後の地域では、海上から飛来する海

塩粒子の付着、蓄積により、一般家庭用品、農作物な

どが様々な被害を受けており、塩害からの被害を防止

することが急務となっている 1),2),3),4)。海岸線に広い土地

がある場合には面的な防御として、離岸堤、砂浜、防

風林（飛沫や飛砂防止もかねる）の組み合わせで面的

に防御することが可能であるが、費用や土地利用の制

約で実施が困難な場合も多い。特に、海岸侵食により

以前の砂浜が消失し、堤防前面に消波工を整備して海

岸線を線的に防護している場合は、強風時に高波が堤

防に打ちつけ、波による飛沫が増大し、背後の住宅に

多大な塩害をもたらしている場合もある。このため、
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陸域において飛沫被害低減を目的とした防潮フェンス

の設置が検討されている地点もある。ここで、防風フ

ェンスという観点での既往研究は多いものの、飛沫の

通過量を最小化するという視点での最適フェンス構造

については不明の点が多い。そこで、本研究では、既

存の防風フェンス同士を比較した上で、それ以上に飛

沫の通過量を減少させるフェンス構造を把握すること

を目的とする。 

 

2. 実験装置ならびに方法 

 

２.1 実験装置ならびに実験方法 

3種類の実験を行った。 

Experiment-A（模式図を Fig.1(a)に示す）は千鳥配列

状の大規模（ほぼ実スケールの）棒状粗度（円柱）群

と市販品とを用いて、飛沫通過量や飛沫沈降メカニズ

ムの相違を把握するための実験である。Experiment-A

では、簡易風洞（風洞断面：幅 1 ｍ×高さ 2 ｍ×長さ 6 

ｍ）を作成し、風洞の上部は風が吹き抜けられるよう

に開けて使用した。風速は 10 m/sに設定して、フェン

スは送風機から 2.5 ｍ地点に設置した。 

Experiment-B、Experiment-Cは棒状粗度の形状効果と

粗度同士の間隔（横断・流下方向）5)の最適値を解明す

るための実験である。Experiment-B、C は Fig.1(b-1)に

示すような、エッフェル型風洞（風洞断面：幅 0.5m×

高さ 0.5m×長さ 5m）を用いて実施した。Experiment-B

は上部を閉鎖し、フェンス位置での吹き上げなしにな

る形でほぼ実スケールの大規模円柱群（円柱、L型鋼：

それぞれ、直径 2.6cm、斜辺長 2.6cm で流れ方向の投

影面積は等しい）を風洞内に設置した(Fig.1(b-2))。ま

た、Experiment-C は吹き上げ影響が飛沫を沈降量に与

える負の効果を把握するため、小規模円柱粗度模型（直

径 0.4cm、高さ 10cm）を風洞内に設置した(Fig.1(c-1))。

粗度条件はそれぞれの実験方法で詳しく示す。 

空中への飛沫の飛散には噴霧器を用いた。

Experiment-A では送風機から 30 cm の位置、

Experiment-Bではフェンスから 90 cm、底面から 15cm

の位置に設置した。Fig.1(a)に示すように、風洞中央に

設置した飛沫捕捉器（寸法 20 cm×20 cmのガーゼを取

り付けた枠：図中では GZと表す）に捕捉させた。GZ

は JIS 屋外暴露試験方法通則の細則として記載されて

いるものを参考 4)に作成した。実際と同様な塩水を使

用すると実験装置が故障すること、ただの水では実験

をしている最中に蒸発して定量化が難しくなることか

ら以下のように工夫した。すなわち、染料を混ぜた液

を飛散させて飛沫捕捉器により回収した染料を一定量

の水に戻し、吸光度計を用いて濃度を計測することに

より、染料の絶対量を算出し付着した量の割合を算出

した。飛沫の粒径は十分小さいため、実際の飛沫との

比重の違いによる沈降速度の違いは 無視できるもの

と考える。 

噴霧器は、噴霧能力 0.5 l/min、タンク容量 10 lで、2

頭式ノズル（360°回転、噴霧可能）のものを使用し、

実験時は濃度 3%の染料溶液を噴霧した。噴霧時間は染

料溶液の付き具合によって、0.5min～2.0min とした。

測定後はすばやくガーゼを枠からはずし回収した。フ

ェンス下流の通過量は、ガーゼに付着した染料量（単

位時間(分)・単位ガーゼ面積（20cm×20cm）あたりの

染料量）より、ガーゼ付着時の水量を計算した。ここ

で計算した水量を飛沫捕捉量と定義する。

Experiment-A において底面への沈降量は、底面に設置

したトレイに沈降した染料溶液の質量を測定した。横

断方向３個所（風洞の中心にトレイ３枚を横方向に並

べた）×流下方向６個所（フェンス直前、直後、３ｍ、

４ｍ、５ｍ、６ｍ）で測定を行った。  

 

２.２ 実験測定項目の詳細と実験条件 

 (1) 既 存 の 防 風 フ ェ ン ス と 円 柱 群 の 比 較

（Experiment-A） 

フェンス条件としては、以下の 2種類を考えた。 

・シリーズ I 市販品に対する実験（３種類：有孔折板、

サランロック、パラウェブ・フェンス） 

・シリーズ II 円柱群（直径 2.6 cm）に対する実験（５

種類）：市販品よりも性能がよい形状を探す目的 

有孔折板は、その断面形状により、孔を通過した風

が上下相互に干渉して、風向変更ならびに風を和らげ

る効果をもつとされる。有孔折板は防風フェンスとし

ては、すでに数多くの施設に採用されている（図中で
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は、H-fence）。サランロックは、サラン繊維をスプリ

ング状にカール加工してつくられた空隙率の大きい素

材である（旭化成株式会社ホームページより。図中で

は、S-fence）。パラウェブ・フェンス（英国のリニアコ

ンポジット社が開発）は、ポリエチレンとポリエステ

ルでできたパラウェブベルトをフェンス状にしたもの

で防風フェンス、スノーフェンス、牧柵、防砂フェン

スなど多方面に使用されている（図中では、P-fence）。 

シリーズ IIは、風に対し前面部に位置する円柱で風

を縮流し後方の円柱に、あるいは、前方の円柱により

できた剥離渦を後方の円柱にぶつけ、飛沫とフェンス

面の衝突確率を増大させるものである。通常のフェン

スでは吹き上げ量が大きくなって、逆に沈降にはマイ

ナスの効果が生じるものの、この形状では吹き抜ける

ことを認めつつ、接触面積と乱れを大きくし衝突確率

を大きくすることで沈降させるものである。 

 飛沫に対する効果を調べるため、実験項目として通

過量、吹き上げ量、沈降量と風速を測定した。飛沫捕

捉器の底面からの高さ（中心で）はそれぞれ 15cm、65cm、

115cmとした。流下方向では送風機から 4.5m、6.0m地

点で測定を行った。フェンス直前に飛沫捕捉器を水平

方向に一枚を設置し、通過方向の測定と一緒に測定を

行った。Fig.1(a)の入り口風速は 10 m/sに設定し、風速

測定はフェンスの前後と流下方向の変化を測定した。  

 

(2) 粗度間隔による沈降量の定量測定（Experiment-B） 

粗度の横方向間隔 W と流下方向間隔を変化させた。

Experiment-Bでは Experiment-Aと同様にフェンス地点

の沈降量とフェンス下流の通過量を計測した。実験の

状況を示す写真を Fig.1(b-2)に示す。Experiment-B は

Experiment-A と異なり、吹き上げがない形で行った。

これは配置の違いが沈降量に与える影響と、千鳥配列

円柱群の飛沫の通過防止に対する最適間隔を知るため

である。また、Experiment-B では 2 列の千鳥配列円柱

群の間隔、形状を変えて実験を行った。 

実験ケースは、粗度配置(7ケース)×粗度形状(2ケー

ス)の計 14 ケースである。Table1 に実験ケース一覧を

示す。なお、風速はいずれのケースにおいても 10 m/s

で実施した。また 1D-0D といった場合、1D は横断方

向の粗度間隔(円柱間距離)、0Dは流下方向の粗度間隔

を示し、以後記号で表すこととする。 

 

(3) 小 規 模 粗 度 模 型 周 辺 の 風 速 分 布 測 定

（Experiment-C） 

小規模粗度模型の実験ケースを Table 1 に示す。

Experiment-C では粗度群の前後の鉛直風速分布を計測

し、それらのデータを用いて飛沫の通過量を考慮した

沈降率を算出した。Fig.1(c-1)、(c-2)にそれぞれ実験の

状況を示す写真、風速測定位置を示す。粗度模型は直

径D = 4 mm、 高さH = 100 mmの木製円柱を使用した。

また、直立フェンスは厚さ 4 mm、高さ 100 mmの平板

を使用した。実験ケースは、粗度の配置を変えたもの

(4 ケース)、直立フェンス(1 ケース)の 5 ケースについ

て検討した。なお、風速は Experiment-Bと同様、いず

れのケースにおいても 10 m/sで実施した。  

飛沫の沈降量は以下のように算出した。 

モデルの上流側における濃度フラックス qin は以下の

式で与えられる。 

∫=
h

in dzzuzCq
0

10 )()(     (1) 

ここに、h は風速計測高さ、C0(z)は鉛直方向の無次元

飛沫濃度、u1(z)は Fig.1(c)に示した測線 Cにおける流速

の鉛直分布(m/s)である。ここで、C0(z)は仲座ら 6)によ

ると、 

)exp()(0 AzzC =                   (2) 

で表される。ここに、A は飛沫量の鉛直方向の減少率

を与える係数であり、村上ら 1)の現地観測値を参考に、

A = 0.293として与えた。 

また、モデル地点における沈降フラックス qsetは 

∫=
h

set dzzuzCq
0

2 )()(α        (3) 

と表される。ここに、α は円柱粗度配置による沈降量

の割合、u2(z)は透過流速の鉛直分布(m/s)であり、  
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Fig.1 Experimental apparatus and the roughness arrangement, (a)Experiment-A (real scale experiment)，(b-1)

Eiffel-type wind tunnel for Experiment-B and Experiment-C，(b-2) Experiment-B (large (circular or L-shaped)

cylinders made of vinyl chloride or steel, no upward flow over the roughness), (c-1) Experiment-C (small circular

cylinders made of smooth wood)，(c-2) Wind velocity measurement points in Experiment-C 

measurement section 

(b-1) 

(c-2)

(b-2) (c-1) 

(a) 
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Table 1 Arrangement of roughness and measurement item (Experiment-B, Experiment-C) 

Roughness spacing in
cross stream direction

W

Roughness spacing in
streamwise direciton

L

Velocity
distribution Spray volume

1D 0D - ○
1D 1D - ○
1D 2D - ○
1D 4D - ○
2D 0D - ○
2D 2D - ○
2D 4D - ○
1D 0D - ○
1D 1D - ○
1D 2D - ○
1D 4D - ○
2D 0D - ○
2D 2D - ○
2D 4D - ○
1D 0D ○ -
1D 2D ○ -
1D 4D ○ -
2D 0D ○ -

Vertical plate - - ○ -

Circular
cylinder

L-shaped
cylinder

Experiment-B

Circular
cylinderExperiment-C

Arrangement of roughness
Roughness

type
Experiment

name

※　Mean wind speed is 10 m/s in all cases

Measurement item

Fig.2 Characteristics of flow and spray amount around

each model fence (Experiment-A), (a) Flow velocity in

front of and behind a model fence, (b) Spray amount

behind the model fence (GZ1 is set at 6 m) 
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Fig.3 Spray amount attached to the gauze for 

measurement placed at the top and in front of a 

model fence(GZ2 in Fig.1) with each model type. 

Bar represents standard deviation. 
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)()()( 12 zuzzu β=      (4) 

と表される。ここに、β(z)は円柱粗度配置による透過流

速の変化率である。以上より飛沫の減少量を算出し、

各ケースで比較することによって、飛沫防止に最適な

円柱粗度群の配置を検討した。 

 

３. 実験結果 

 

３.１ 吹き上げを考慮した実スケールフェンス模型で

の風洞実験（Experiment-A） 

 Fig.2(a)に全ケースの風速を示す。ここで、1D-2Lと

は横断方向の円柱間隔を直径(D)の 1 倍-流下方向に 2

列の円柱を千鳥状に並べた物を表す。この図から、既

存の防風フェンスのうち、空隙率の低い有孔折板がも

っとも風速を減衰させており、千鳥配列円柱群のうち、

横間隔が狭いほど風速を減衰させることがわかる。 

Fig.2(b)にフェンスを通過する量を示す。既存の防風

フェンスのうち、有孔折板が一番効果的に通過量を減

少させた。千鳥配列円柱群の場合は、横間隔が 3D に

なると効果が急激に落ちているものの、2D以下になる

と有孔折板以上の効果が出ている。また、横間隔が 1D

の場合では、2列と 6列の効果にあまり差がないため、

2列あれば十分に飛沫の通過を防止できると言える。 

Fig.3 にフェンスの違いによる吹き上げ量の変化を

示す。有孔折板の吹き上げ量が一番大きく、千鳥配列

円柱群の吹き上げ量は有孔折板に比べて少ない。Fig.4

はフェンスの違いによる底面への沈降量の変化、Fig.5

は飛沫の沈降、吹き上げ、（風洞断面より下流への）通

過の割合を示す。有孔折板はフェンス地点 1m 以内で

の沈降量は 70%程度と円柱群に劣るものの、下流での

沈降も含めれば 90%程度はあることがわかる。しかし、

下流に飛沫を撒き散らすよりはフェンス地点で落とす

ことが理想である。通過量と吹き上げ量を総合的に判

断すると、千鳥配列円柱群の横間隔 2D 以下の場合が

飛沫の通過減少効果にもっとも優れていると言える。 

 

３.２ 吹き上げを考慮しない実スケールフェンス模型

での風洞実験（Experiment-B） 

Fig.6にExperiment-Bのフェンス地点での通過量と沈

降量の割合を示す。千鳥配列円柱群の横間隔が 1D の

方が 2Dより沈降量が多く、通過量が少ない。1Dの場

合では、1列目と 2列目の間隔が 1Dを越えると通過量

が増え沈降量が減るため、1列目と 2列目の間隔が 1D

以下の時が適していると言える。2Dの場合では、流下

方向の間隔を変えても沈降量と通過量の変化が少ない。

従って、流下方向の間隔の変化より横断方向の方が飛

沫を落とす効果に影響を与えやすいと言える。 

千鳥配列円柱群の形状をＬ字に変えても、同じ配列

間隔だと円柱とＬ字の差がほとんど見られない。よっ

て、同じ千鳥配列群のフェンスを用いれば、形状は円

柱に限る必要がなく、他の形状においても実現可能で

あることがわかる。ただし、本研究は L字型粗度１つ

しか試していないため、形状による最適配置の差につ

いては更なる検討が必要と考えられる。 

 

３.３ 風速分布・吹き上げを考慮した場合の最適間隔

（Experiment-Cとその結果を用いた計算結果） 

 Experiment-Bの結果(Fig.6)からは、2列目の円柱は近

ければ飛沫の通過量を減少させるという結果になる。

しかし、Experiment-A のように吹き上げにより飛沫が

上方に飛散される場合には、必ずしも近ければよい、

あるいは空隙が少なければよい、と言うものではない。

すなわち円柱間隔（もしくはフェンスの空隙）には最

適値があると考えられる。それを計算するために行っ

た Experiment-Cの結果を Fig.7に示す。Fig.7(b)に示す

ように、円柱群が密に配列されているケースにおいて、

モデル背後において風速を減少させ、モデル上方で風

速を加速させていることがわかる。この吹き上げ効果

を考慮し、Experiment-C のケースに関して、流下方向

間隔を変化させ沈降率を算出した結果を Fig.8に示す。

Experiment-B（吹き上げを考慮しない）での 1D-0D と

1D-2D の沈降率の差  (Fig.6) は少ないものの、

Experiment-Cでは 1D-0Dは 1D-2Dよりも沈降率が小さ

くなることがわかる(Fig.8)。すなわち、Fig.8 より、円

柱群が流下方向に 2 列の場合で流れを横断する方向の

間隔が１Dの場合において、流下方向の間隔に関して、 
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Fig.7 Wind velocity distribution around a model-C

fence (Experiment-C), (a) approach flow (line A), (b)

ratio of velocity at line B and line A, (c) ratio of

velocity at line C and line A 
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Fig.6 Percentage decrease of the spray flux at each fence.

‘Attached’ means attached to the model or sunk at the

fence position (Experiment-B) 
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Fig.4 Settling spray amount to the tray at the bottom

for each fence 
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Fig.5 Percentage decrease of the spray flux in a wind

tunnel. ‘Attached or set’ means attached to the model

or set to the bottom. ‘Passing’ means ‘transported spray

to the downstream of the wind tunnel. ‘Over’ means

‘transported over the model fence’ (experiment-A) 
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Fig.8 Calculated percentage decrease of the spray

flux at each fence (Experiment-C) 
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1D-2D 付近に飛沫通過量を最小化するフェンス構造上

の最適値が存在すると言える。 

最適値は円柱群の列数や柱状粗度の形状、接近風速

の分布、飛沫濃度分布にも影響すると考えられること

から、一般化するにはさらなる検討が必要である。 

 

４.おわりに 

 

Experiment-A において、既存の防風フェンスの中で

は、空隙率の低い有孔折板は風速減衰や飛沫のフェン

ス通過量に関してフェンス地点で 70%（下流を含めて

90%）の効果があった。千鳥配列円柱群の飛沫沈降効

果に関しては、横間隔が 2D 以下になると有孔折板以

上の効果が出ることが判明した。横間隔が 1D の場合

では、流下方向の列数に関してあまり差が見られない

ため、2 列あれば十分に飛沫の通過を防止できると言

える。また、千鳥配列円柱群の吹き上げ量は有孔折板

に比べて少ないため、その点でも横間隔が 2D 以下の

千鳥配列円柱群は優れていた。吹き上げによる飛沫の

飛散を考慮しない場合は、流下方向間隔に関しては 1D

以下、横間隔に関しては、2Dよりも 1Dの方が飛沫防

止に適している。しかし、円柱群が密に配列されてい

るケースでは、モデル背後において風速を減少させ、

モデル上方で風速を加速させる。吹き上げ効果を考慮

し、1Dケースに関して、流下方向間隔を変化させ沈降

率を算出したところ、2 列目の円柱は近ければよいわ

けではなく、流下方向の間隔に関して、1D-2D 付近に

フェンス構造上の適値が存在することがわかった。 

また、粗度の形状を変化させた場合に同じ配列で比

較してみると差がほとんど見られないことから、同じ

千鳥配列群のフェンスを用いれば、形状は円柱に限る

必要がないことも示唆された。 
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埼玉県における橋梁の維持・管理システムの開発 
 

Development of Bridge Management System in Saitama Prefecture 
 

睦好 宏史*，高瀬 隼人**，深井 崇志***，野田 一弘**** 
 

Hiroshi MUTSUYOSHI, Hayato TAKASE, Takashi FUKAI, Kazuhiro NODA 
 

The present study aims to develop an evaluation system for reinforced concrete bridges by using 
simple visual inspection sheets. The system evaluates the present performance of concrete bridge members 
in terms of soundness and durability. The inspection was carried out by using new inspection sheets and 
obtained effective result for evaluation of RC bridge with in short period of inspection. The results of the 
system show good agreement with the bridge expert results. 

 
Keywords: Evaluation system, Soundness score, Bridge soundness, Bridge durability, Inspection 
sheet, Bridge inspection, 

 
 

1.はじめに 

 

 日本で現在供用中の橋梁の多くは，高度経済成長

期に建設され，竣工から 50 年以上を経過している。

この為，この時期に建設された多くの橋梁は，急速

に老朽化が進み，補修・補強を施さなければならな

い事が予想されており，近年，維持管理についての

認識が高まっている。しかし，これらに費やす財政

にも限りがあり，今後予想される補修工事をいかに

分散し，また費用を抑えるかが問題となっている。 

その為，橋梁点検を行い現在の橋梁の状態を的確

に判断する必要があるが，我が国には点検結果から

橋梁の診断を行なえる技術者数が比較的少ない傾向

にあり 1）今後の維持管理業務の増大に対し，人材不

足の懸念もある。従って，それほど専門知識を得て

いない者でも橋梁点検が行なえ，それの結果を用い

て正確な橋梁診断が出来るシステムが必要となる。 

 本研究では，コンピューターに点検結果を入力す

る事で，橋梁の健全度を定量的に評価する診断シス

テムの開発を行っている。対象橋梁は RC 橋梁であ

る。これまでも過去の研究により，同様の診断シス

テムを開発しているが，健全度診断に必要な点検箇

所の多さから，簡易的な点検・診断方法であるとは

言い難かった。そこで，新たな橋梁点検シートを用

いた点検方法を提案した。また，それに対応した橋

梁診断システムの開発，実橋梁点検を行い，診断シ

ステムの結果の検討を行なった。 

 

2.橋梁点検方法 

 

2.1 橋梁点検方法概要 

 今後，橋梁の多くは老朽化が急速に進み，短い期

間での定期的な点検が必要になると考えられる。そ

の為，点検による橋梁の現状の正確なデータ蓄積は

もちろんであるが，その点検を簡潔に出来る事が望

ましい。また，場合によっては橋梁点検を行なった

事が無い者も点検を行なう場合が考えられ，その点

*   埼玉大学大学院 理工学研究科 教授  

**  埼玉大学大学院 理工学研究科 建設工学専攻 

*** 埼玉大学 工学部  建設工学科 

****八千代エンジニヤリング（株）総合事業本部 構

造部 技術第三課主任  

埼玉県における橋梁の維持・管理システムの開発 74

（原稿受付日：平成18年 4月26日）

論文



Table 1 Level 2 inspection sheet から理解しやすい事が求められる。このような理由

から，橋梁点検を点検シートに記入する方法で行な

うものとした。 

主
桁

横
桁

縦
桁

床
版

左
記
以
外
の
上
部
工
部
材

橋
台

橋
脚

落
橋
防
止
シ
ス
テ
ム

支
承

伸
縮
装
置

排
水
装
置

舗
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地
覆
・
中
分

高
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・
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護
柵
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架
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遊間の異常

変形・破断
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路　線　名 

管 理 番 号

漏水・遊離石灰

損
　
　
傷
　
　
内
　
　
容

点  検  日 年 　　　月　 　　日

錆汁

剥離・欠損

鉄筋露出

機能障害

橋　梁　名
キョウ　リョウ　メイ

　自： 至：

 

 

2.2 橋梁点検シートの作成 

 昨年，本研究で同様に実橋梁の点検を行っており，

その際にも点検シートを用いたが，点検項目数が最

大で 100 項目近くにまで及ぶ為，簡易な点検とは言

い難かった。 

今回用いた橋梁点検シート（以下，点検シート）

は Level 1 点検を「簡易に健全度を評価できる点検」，

Level 2 点検を「Level 1 に比べ，各項目を詳細に記

録する点検」と位置付け，これに即して作成した。

今回の橋梁点検には Level 2 点検用のシートを用い

ている。 

Leve2 点検シートを Table 1 に示す。点検方法は，

点検箇所に対応する損傷内容の状態を，A から C の

三段階で評価し記入するものである。点検箇所，点

検内容については，国土交通省が定める橋梁定期点

検要領（案）に準ずるものとした 2）。また，点検内

容の判断基準も同様とした。点検シート内で灰色に

塗られている部分は点検対象外の項目である。Level 

1 点検ではこの部分が多く，点検箇所が少なくなっ

ており，さらに詳細な点検が必要と認められる場合

に，Level 2 点検を行なう事とした。 

 

Table 2 Evaluation standards (Crack) 

判断
基準

損傷程度

Ｃ

・ひび割れ発生数は多い
　(最小ひびわれ間隔が50cm未満)
・ひび割れの方向性は、2方向・亀甲状である
・構造上問題となる箇所にひび割れが
　発生している
　(ひび割れ幅は0.2mm以上が主である)

Ｂ
・ひび割れ発生数は少ない
・ひび割れの方向性は1方向である
　(ひび割れ幅は0.2mm未満が主である

Ａ ・ひび割れは発生していない  

点検箇所は「主桁」「床版」「橋台」「橋脚」「舗装」

など全 15 箇所，その点検箇所に対し，ひび割れ，剥

離・欠損，変色・劣化，等の 18 個の損傷内容がある。

遠方目視を基本として点検を行い，評価を記入する。

また目視点検が不可能な箇所，その場合には，斜線

を引くなどしてすべての空欄を記入する。該当点検

箇所が存在しない場合も同様であるが，両者の違い

が分かるようしておく必要がある。点検結果を記入

する箇所は多いが，点検箇所は 15 箇所であり，比較

的容易に点検を行なう事ができる。本点検シートを

用いて橋梁点検を行なった際には，一橋あたり 30

分から 40 分程度で終了した。 

 

部である「ひび割れ」の判断基準を示す。判断基準

は損傷内容全ての項目で設けてあり，それぞれ A か

ら C に対応する判断基準を，A を損傷が無い状態，

C を損傷が一番激しい状態として設定した。これら

も，国土交通省が定める橋梁定期点検要領（案）を

基本としている。損傷内容の「異常音」「異常なたわ

み」「沈下・移動・傾斜」については，その損傷が生

じているかどうかのみを判断する為，C と A の二段

階のみとしている。この箇所以外は三段階で評価す

る事とした。 

損傷内容の評価記入の際には，作成した損傷の程

度の判断基準を参照にする。Table 2 に損傷内容の一 
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Crack Condition
Maximum Crack Width

Condition State of Freelime
Exfoliation / Spalling
Change of Color / Deterioration
Damage of Repairing Materials
Defect of Road Surface

Condition State of Crack

Defect other than Crack

Condition State of 
Main Girder

Load Carrying 
Capability (Main Girder)

Effect of Bridge Structure 

Judgment items Input data

Crack Condition
Maximum Crack Width

Condition State of Freelime
Exfoliation / Spalling
Change of Color / Deterioration
Damage of Repairing Materials
Defect of Road Surface

Condition State of Crack

Defect other than Crack

Condition State of 
Main Girder

Load Carrying 
Capability (Main Girder)

Effect of Bridge Structure 

Judgment items Input data
 

3.健全度診断システム 

 

3.1 診断プロセス 

 システム内の診断は Fig.1 に示すような，診断プ

ロセスによって行なわれる。図中の右端にある部分

が，診断システムに必要な点検項目であり，入力項

目となる。この項目の点検結果を診断システムに入

力する。入力項目は点検シートと同一であり，点検

シートを用いて橋梁点検を行うと，診断に必要な入

力が収集できる。 

各項目のデータが入力されると，入力項目を数個

まとめ，一つの状態の評価を行なう。例えば，入力

項目「錆汁の発生状況」と「鉄筋の露出状況」をま

とめ，「鉄筋の状態」という状態を評価する。各状態

は，0 から 100 点の健全度と呼ぶ点数として評価さ

れる。このように設定した上位の状態の健全度を算

出していき，最終的に部材全体の健全度とする。対

象部材は主桁，床版である。本診断システムで最終

的に評価されるのは，主桁耐荷性，床版耐荷性，主

桁耐久性，床版耐久性，また耐荷性を統一した橋梁

耐荷性と，耐久性を統一した橋梁耐久性の六つであ

る。なお，耐荷性と耐久性の診断プロセスは異なる

形をしている。 

Fig. 1 Evaluation process 

 

Table 3 “if-then” rules for Condition State of Crack 

Crack Condition Maximum Crack Width
1（Ｃ） Svere Very Large
2（Ｂ） Moderate Small
3（Ａ） No Craking No Cracking

No
1 Severe (1) Very Large (1)
2 Severe (1) Small (2)
3 Severe (1) No Cracking (3)
4 Moderate (2) Very Large (1)
5 Moderate (2) Small (2)
6 Moderate (2) No Cracking (3)
7 No Cracking (3) Very Large (1)
8 No Cracking (3) Small (2)
9 No Cracking (3) No Cracking (3)

"if-then" Rules

 

 本診断システムではこの診断プロセスを，簡易点

検から正確な健全度を算出できるよう，以前のもの

から全体像を見直した。以前の診断プロセスでは，

点検結果以外から得る情報が多く橋梁諸元を必要と

した為，この項目を削除し，点検結果のみで健全度

診断を行なう事とした。また，点検結果を重視する

為に，橋梁健全度・耐久性に占める部材の損傷の影

響を大きくした。点検で，ひびわれの項目は一つで

あるが，診断システム内では二つに分割し，健全度

に占める割合を調節するなどしている。 

 

る if-then ルールを示す。「ひび割れの状態」は「ひ

び割れ状況」と「最大ひび割れ幅」の点検結果を用

いて評価する状態である。表上が，診断システムに

点検結果を入力する時の選択の選択肢であり，これ

は点検シートの A から C に対応している。この選択

肢を用いて if-then ルールを構成する。例えば No.4

のルールは「ひび割れ状況」が（少し発生している

(B)），「最大ひび割れ幅」が（非常に大きい(C)）が

選択された場合用いられるルールである。この例の

場合，二つの入力項目が A から C の判断基準によっ

 

3.2 入力項目からの健全度評価方法 

複数の入力項目から，一つの状態の健全度を算出

する時，本診断システムは if-then ルールを用いてい

る。 

例として Table 3 に，「ひび割れの状態」で使用す 
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て点検される為，診断システム内では No.9 までの

ルールを用いる事となる。点検結果の健全度を求め

る為に，各ルールにはルールの健全度が設定してあ

る。ルールの健全度は，昨年行なった橋梁点検の際

の，専門技術者の評価に基づき設定した。このルー

ルの健全度が，入力項目をまとめた状態の健全度と

なる。 
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3.3 上位の状態の健全度評価方法 

 入力項目をまとめた状態の健全度は 0 から 100 点

の点数として評価される。上位の状態の健全度は，

入力項目をまとめた状態の健全度に対し，if-then ル

ールを用いて算出する。 

Fig. 2 Function of condition states 

 

Table 4 “if-then” rules for upper judgment item 

 No
1 Unsafe Unsafe
2 Unsafe Moderate
3 Unsafe Safe
4 Moderate Unsafe
5 Moderate Moderate
6 Moderate Safe
7 Safe Unsafe
8 Safe Moderate
9 Safe Safe
・ ・ ・
・ ・ ・

"if-then" Rules

 

 ここでのルールの健全度は，その点数に応じて

Safe，Moderate，Unsafe のように分類されている。

まず，入力項目をまとめた状態（以下，先の状態）

の健全度が，その分類にどれくらいの割合で適合す

るかを，状態関数を用いて算出する。Fig. 2 にその

状態関数を示す。状態関数には一次関数を設定して

ある。ここでは先の状態の健全度が 70 点であった場

合を示している。 

 先の状態の健全度を状態関数に代入して，Safe，

Moderate，Unsafe それぞれの適合度を算出する。Fig. 

2 では，Safe=0.6，Moderate=0.4，Unsafe=0.0，とな

る。次にこの適合度を，上位の状態で設定してある

if-then ルールに代入し掛け合わせ，その値のルール

全体の割合をルールの適合度とする。Table 4 に上位

の状態の if-then ルールを示す。ここでもルールに対

し，ルールの健全度が設定されている。この健全度

も先の状態と同様に専門技術者の評価を基に設定し

た。最後にルールの適合度と，if-then ルールの健全

度を掛け合わせ，この合計を上位の状態の健全度と

している。 

 

4.調査対象橋梁 

 

 上述の点検シートを用いて，埼玉県下に架かる実

橋梁 12 橋の点検調査を行なった。対象橋梁は RC 橋

梁とし，目視点検で行なった。ここではその内，2

橋について述べる事にする。 

A 橋は昭和 18 年竣工の RC の T 桁橋である。橋

長は 9.9m と大きくないが，高欄が地覆のように見

える程オーバーレイを行なっている為，死荷重が相

当増加していると思われる。床版や主桁からは錆び

た鉄筋が露出しており，コンクリートの欠落もみら

れた。また主桁の下面部には亀甲状のひび割れが数

箇所確認できた。A 橋の損傷状態を Fig. 3，Fig. 4 に

示す。 

 最終的な橋梁健全度，橋梁耐久性を求めるまでに，

異なった先の状態を統一する為，上位の状態でも，

それぞれ異なった if-then ルールを設定しておく必

要がある。このようにして橋梁健全度，橋梁耐久性

の健全度を算出する。 

B 橋は昭和 8 年竣工の RC の T 桁橋である。A 橋 
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Fig. 3 Condition of main girder and (Bridge A) 

 

 
Fig. 5 Condition of main girder near  

the abutment (Bridge B) 

 

と比較して，大型車の交通量が多く，活荷重の負担

が大きい。Fig. 5，Fig. 6 に B 橋の損傷状態を示す。

主桁の橋台上部部分の損傷が激しく，五本ある主桁

全てでコンクリート剥離と鉄筋露出，さらに鉄筋の

腐食が確認できた。また，主桁スパン中央部でも至

る箇所でコンクリートが浮いており，錆びた鉄筋が

露出している。 

 

5.橋梁点検，健全度診断結果 

 

5.1 点検シートによる点検結果 

 点検を行なったのは五人であり，全員が同じ時刻

に同じ橋梁の点検を行なった。一橋の点検に費やし

た時間は 30 分から 40 分程度であり，短時間で点検

 
Fig. 4 Crack of main girder (Bridge A) 

 

 

Fig. 6 Condition of main girder (Bridge B) 

 

を行なう事ができた。点検結果は，A 橋 B 橋共に損

傷が激しく，「ひび割れ」の項目においてはほぼ一致

した点検結果を得る事ができた。しかし，他点検項

目では B と C の評価にばらつきがみられた。 

同様に今回，12 橋の調査を行なっているが，全体

的に損傷がみられない橋梁では，ばらつきがみられ

る。これは，事前に判断基準を作成したが，損傷写

真は無く，文章のみの判断基準であった為であると

思われる。個人の判断の違いが大きく，視覚的な基

準が必要である。 

また，各点検項目の違いが不明確な点があった。

「漏水・滞水」の点検項目と「漏水・遊離石灰」の

点検項目の，漏水の意味などがそれにあたる。この

点も，視覚的な判断基準が無かった事によるもので，

現場で確認できる損傷の写真集の作成が必要である。 
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Table 5 Soundness Score for Bridge A 

 Inspector a b c d e AV
Bridge
Soundness 32.2 26.8 26.8 31.2 36.6 30.7
Bridge
Durabilit

E

y 25.5 18.6 17.1 22.4 33.1 23.3
Main girder
L.C.C 31.5 25.5 26.5 30.5 35.5 29.9
Main girder
Durability 25.0 17.2 17.2 21.9 29.7 22.2
Slab
L.C.C 33.0 27.2 27.2 31.9 37.7 31.4
Slab
Durability 26.0 20.0 17.0 23.0 36.5 24.5

 
 

Table 6 Soundness Score for Bridge B 

 Inspector a b c d e AV
Bridge
Soundness 42.5 45.7 - 32.8 50.1 42.8
Bridge
Durabilit

E

y 34.5 40.0 - 38.5 57.3 42.6
Main girder
L.C.C 42.5 45.5 - 33.5 49.5 42.8
Main girder
Durability 42.5 40.0 - 22.0 44.6 37.3
Slab
L.C.C 32.5 46.0 - 32.0 50.6 40.3
Slab
Durability 32.5 40.0 - 54.9 70.0 49.4

 
 

5.2 診断システムによる健全度診断 

点検結果を用いて，開発した橋梁診断システムに

よる健全度診断を行なった。両橋梁の健全度を Table 

5，Table 6 に、また Fig. 7，Fig. 8 に点検者による健

全度の違いを示す。 

A 橋では五人の健全度が 10 点前後の間に収の健

全度が現在の耐荷性，耐久性の評価として適当であ

ると考えられる。また，この点数はかなり低い点数

と言え，この橋梁の補修が必要である，と判断した

橋梁専門技術者の意見と一致した。 

さらに，A 橋から 50m 程しか離れていない同一の

車道に同じ橋齢の橋梁が架かっていたが，すでに主

桁全体に鋼板による補強がされており，補強前 A 橋

と同様の損傷状態であったと考えられる。この事か

ら，本診断システムで健全度評価を行なった場合，

その橋梁の補強後の経過時間を考慮すると，35 点付

近を境に何らかの補修・補強が必要となるとして良

いと考えられる。 

 B 橋の主桁の評価では，ばらつきはみられないが

床版で，ばらつきが顕著である。これは，点検時に

張出し床版を考慮したか否かであり，考慮した場合， 
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Fig. 7 Difference between inspectors Bridge A 
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Fig. 8 Difference between inspectors Bridge B 

 

健全度が低くなっている。この事を点検シート及び

診断システムでも考慮しなければ，点検が正確に行

なわれても，健全度にばらつきが出てしまう事がわ

かった。 

 

6.まとめ 

 

 新たに作成した点検方法と診断システムを用いて

実橋梁の健全度診断を行なった結果，以下の事が明

らかとなった。 

(1)点検シートを用いた点検方法は，効率よく橋梁の

状態を記録する事ができる。しかし，点検結果のば

らつきを少なくするためには，視覚的な判断基準が

必要である。 

(2)診断システムによる健全度診断の結果，健全度は

専門技術者の意見と一致し，橋梁の状態を表す事が

できた。 
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(3)点検方法，診断システム双方において，ばらつき

が出てしまう為，張り出し床版を考慮すべきか否か

の検討を行う必要がある。 
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          B iB iB iB iB i マイクロワイヤーアレイ素子の抵抗率及びゼーベック係数の計測マイクロワイヤーアレイ素子の抵抗率及びゼーベック係数の計測マイクロワイヤーアレイ素子の抵抗率及びゼーベック係数の計測マイクロワイヤーアレイ素子の抵抗率及びゼーベック係数の計測マイクロワイヤーアレイ素子の抵抗率及びゼーベック係数の計測

 Resistivity and Seebeck coefficient measurements of a bismuth microwire array

石川　最朗, 長谷川　靖洋

    The resistivity and Seebeck coefficient of a bismuth microwire array (wire diameter: 25µm) were

successfully measured from 25 to 300 K. To eliminate the influence of the contact resistance
between the wire edges of the microwire array and copper electrodes, the titanium (100 nm) /
copper (500 nm) film layers were deposited as interlayer on the wire edge by ion plating method.
Copper electrodes were glued by using Pb-Sn solder. The resistivity and the Seebeck coefficient at
300K were approximately 1.8µΩm and -54 µV/K, respectively. The value of the resistivity and the
Seebeck coefficient were in good agreement with those of bulk polycrystalline bismuth reported
previously. Thus, the effects of the contact resistance for the microwire array were almost resolved,
and the chemical reaction of the Pb-Sn solder and bismuth was prevented by using the thin film
layer. The technique is expected to be applicable to nanowire arrays as well.

Keywords: Microwire array, Contact resistance, Interlayer, Ion plating method

Yoshiaki ISHIKAWA, and Yasuhiro HASEGAWA

1. 1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに

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
Engineer ing,  Graduate  School  of  Science and
Engineering, Saitama University, 255, Shimo-Okubo,
Sakura-ku, Saitama 338-8570, Japan

　現在エネルギー有効利用の観点から、熱を直接電

気に変換する熱電変換素子の研究が進められている。

そこで本研究ではその熱電変換素子を利用した廃熱

発電に注目した。熱電変換素子では、素子の両端に

温度差Δ Tをつけるとゼーベック係数 α[V/K]に比例

する起電力 V が発生するゼーベック効果で発電が行

われる。熱電変換素子の利点としては、熱エネル

ギーを電気エネルギーに直接変換するためエネル

ギー変換の際に二酸化炭素等のガスが発生しないこ

とや、可動部が無く長寿命であることが挙げられる。

熱電変換素子による廃熱発電としては、我々は LNG

(液化天然ガス)火力発電所における冷熱(LNGの気化

熱)回収を考えている。これは室温以上では火力発電

所の廃熱が半分程度回収されている反面、室温以下

の温度領域においては冷熱がほとんど大気中に放出

されているためである。LNGは約 120Kに冷却された

状態で海外から輸入され、その後気化器において海

水(室温)を用いて気化させている。室温を 300Kとす

ると冷熱はカルノー効率 60%という非常に良好な熱

源である。この冷熱に対しては気化させる際の膨張

力によるタービンを使用したエネルギー回収が行わ

れているが、LNGが可燃性のガスであるため大規模

には行われていない。

　本研究では、その代わりに熱電変換素子で LNGと

海水の温度差から発電することで、二酸化炭素の排

出削減が行えると考えた。しかし現在まで種々の熱

電変換素子の開発が進められてきたが、その発電効

率は 10%程度であり、太陽電池 (15から 20%)と比較

して小さい。熱電変換素子の発電効率と密接に関係

論文
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α 2

Z＝ (1)

と表される 1)。この性能指数 Z が大きいほど発電効

率が高い。ゼーベック係数 αを大きくすることが熱

電変換素子の性能改善につながるため、一般的な材

料としては半導体や半金属が用いられてきた。近

年、さらに性能指数 Zを上昇させるため、超格子構

造やナノワイヤー構造を取り入れた、低次元構造を

持つ熱電変換素子が研究されている 1-3)。また熱電変

換素子の材料として広く用いられている Bi系化合物

に対して、実用可能な値である 0.5Tesla以下の領域

で最適の磁場を印加することにより、ゼーベック係

数 αの絶対値が 1.5倍程度上昇することにより性能指

数 Zが 2倍程度上昇したことが過去に報告されてい

る 4)。磁場中においてはゼーベック係数 α の変化は

熱電変換素子の形状に依存する(形状効果)。通常の

バルク形状の素子ではアスペクト比(素子の温度差

方向への長さと断面積の比)が小さいため、形状効

果はゼーベック係数 α に対して不利に働く 5)。我々

のグループでは形状効果の影響を消去して性能指数

Zを上昇させるため、高いアスペクト比を持つマイ

クロワイヤーアレイ素子を採用し、そのゼーベック

係数 αの磁場依存性を調査した。その結果ゼーベッ

ク係数 αの磁場依存性や上昇比は理論計算とほぼ一

致した 6)。

　一方ワイヤーアレイ構造を採用した熱電変換素子

の抵抗率 ρはほとんど報告されておらず、多くの場

合には抵抗率 ρの代わりに抵抗値 Rのみが示されて

いる 7-9)。またナノワイヤーアレイ素子において抵抗

率が見積もられた場合でも、バルクの単結晶や多結

晶の素子と比較すると抵抗率 ρが遥かに大きい 10-12)。

ナノワイヤーアレイ素子ではワイヤーの直径が nm

の桁であり、且つワイヤーの数が多いため、複雑な

構造となる。そのため抵抗計測において、ワイヤー

端と電極との間に接触抵抗が生じやすい。実際、典

型的なナノワイヤーアレイ素子においては計測され

た抵抗値 Rが 1Ωを超えており、これは接触抵抗の

する性能指数 Z[1 /K] というパラメーターは、ゼー

ベック係数α[V/K],抵抗率ρ[Ωm],熱伝導率κ[W/mK]の

3つの物理定数を用いて

影響と考えられる 7, 9, 13)。ただしナノワイヤーアレイ

素子では、量子効果と接触抵抗のどちらの影響で抵

抗が上昇したかを区別することが難しい。

　最近我々のグループでは接触抵抗の影響を消去す

るため、数種の銀ペーストや Pb-Snハンダの特性を調

査した 14)。また接触抵抗の影響を消去するための別

の方法として、イオンプレーティングにより作製し

た薄膜層を用いて、マイクロワイヤーアレイ素子(ワ

イヤーの直径が µmの桁)と電極を接合させる方法の

実験を初めて行った。マイクロワイヤーアレイ素子

を採用した理由は、ワイヤーの直径が大きいことに

より量子効果の影響が無視出来るため、接触抵抗の

影響の調査に適していると考えたためである。

　本論文では Biマイクロワイヤーアレイ素子のサン

プルと電極との接合における接触抵抗の低減につい

て述べる。接触抵抗のみを見積もるのは難しいため、

その抵抗率 ρwireを多結晶 Biのバルク素子の抵抗率 ρbulk

とを比較する。

2. 2. 2. 2. 2. 実験方法実験方法実験方法実験方法実験方法

　浮遊帯溶融法により高純度(純度 99.9999%)の多結

晶 Biのインゴットを実験のために準備した。バルク

素子のサンプルはその多結晶 Biのインゴットから切

り出し、表面を研磨した。そして銀のナノペーストを

用いてそのバルク素子の両端に銅電極を取り付けた。

　一方、B i マイクロワイヤーアレイ素子はガラス

キャピラリープレート(長さ1mm, 孔の直径25mm, プ

レートにおける孔の密度 55%)をテンプレートとして

用い、高圧注入法で作製した 15)。Biマイクロワイヤー

アレイ素子はワイヤーの直径がフォノンの平均自由

行程より長くなるため、量子効果が無視できる 16)。イ

オンプレーティング法においては、Biマイクロワイ

ヤーアレイ素子に薄膜層を堆積させるため、室温中

において坩堝から 500mm離した所に、Biマイクロワ

イヤーアレイ素子を固定した基板を取り付けた。薄

膜層の材料としてはチタンと銅を採用した。坩堝の

中には複数のチタンタブレット(公称純度 99.9%, 長さ

5 m m , 幅 5 m m ) と複数の銅タブレット( 公称純度

99.9999%,長さ5mm,幅10mm)をそれぞれ配置した。こ
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Fig. 1  (a) Schematic diagram and close-up of cross

       sect ion of the microwire array sample.

       (b) Secondary ion spectroscope image of

         cross-sectional view of the microwire-array

            sample, cut by the focused ion beam processed.
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のイオンプレーティングの過程では、まず真空度を

10-4Paの桁とした。その後その真空度が 10-2Paの桁に

なるまでアルゴンガスを注入した。そして基盤から

300mm離したところにセットした螺旋状コイルを用い

てRF(高周波)電力(電力100W, 周波数13.56MHz)を用

いてアルゴンプラズマを発生させた。この際電源よ

り印加したバイアス電圧は 100Vである。以上の条件

下において、電子ビームを坩堝内のチタンに直接当

て、Bi マイクロワイヤーアレイ素子にチタン薄膜を

蒸着させた。水晶振動子を用いてモニターしたチタ

ン薄膜の成長レートは 1nm/sであり、最終的なチタン

薄膜の厚さは 100nmである。チタンを採用した主な理

由は、Biとガラスで構成される Biマイクロワイヤー

アレイ素子の断面への付着力である。チタン薄膜の

蒸着が終了した後は、酸化を防ぐためチタン薄膜の

上から銅薄膜(成長レート 5nm/s, 厚さ 500nm)を蒸着

させた。厚い銅薄膜を蒸着させた理由は (1)酸化を防

ぐため ,(2)ワイヤー端表面の平滑化のため ,(3)Pb-Sn

ハンダとの濡れ性がよいためである。Fig. 1に Biマイ

Table 1 Information of bulk and microwire-array samples

wire array sample
25wire diameter [µ m]

sample length [mm]
38.8aspect ratio

sample area    [mm2]
proportion of 
bismuth [%]

55

0.97

Titanium(100nm)/ 
copper(500nm)

binder  between 
sample edge and 
electrodes

Pb-Sn soldernano-paste14

bulk sample

6.09
3.0

interlayer treatment

-

100

-

2.03×2.01 1.95×1.45

wire array sample
25wire diameter [µ m]

sample length [mm]
38.8aspect ratio

sample area    [mm2]
proportion of 
bismuth [%]

55

0.97

Titanium(100nm)/ 
copper(500nm)

binder  between 
sample edge and 
electrodes

Pb-Sn soldernano-paste14

bulk sample

6.09
3.0

interlayer treatment

-

100

-

2.03×2.01 1.95×1.45

クロワイヤーアレイ素子の概要図と、FIB(収束イオン

ビーム )により切断した素子断面の図を示す。Fig. 1(b)

は Biとガラステンプレートにチタン薄膜が密接に蒸

着されていることを示している。チタンの粒径は Fig.

1(b)では確認することが出来ない。それ故、チタンの

粒径は典型的な Biナノワイヤーアレイ素子の直径で

ある 200nmより小さい 7, 13)。 そのためイオンプレー

ティング法を用いたこの電極接合法はナノワイヤー

アレイ素子においても適用できると考えられる。チ

タン, 銅の両薄膜層の蒸着後、220°Cにおいて Pb-Sn

ハンダを用いて Biマイクロワイヤーアレイ素子と銅

電極を接合させた。抵抗率やゼーベック係数の計測

方法は参考文献 14, 17に示した。またバルク素子と Bi

マイクロワイヤーアレイ素子の両サンプルの詳細を

Table 1に示した。

3.  3 .  3 .  3 .  3 .  実験結果及び考察実験結果及び考察実験結果及び考察実験結果及び考察実験結果及び考察

　Fig. 2に Biマイクロワイヤーアレイ素子のゼーベッ

ク係数 αwireとバルク素子のゼーベック係数 αbulkとの

比較を示す。加えて Fig. 3に Biマイクロワイヤーアレ

イ素子の抵抗率 ρwireとバルク素子の抵抗率 ρbulkとの

比較を示す。まずバルク素子では、300Kにおいてゼー

ベック係数 αbulkが -59 µV/Kとなり、抵抗率 ρbulkは

1.35µΩmになった。このゼーベック係数 αbulkと抵抗

率 ρbulkの値は過去に報告されたバルクの多結晶体 Bi

におけるゼーベック係数 α や抵抗率 ρ の値と同等で

ある 12)。さらに抵抗率 ρbulkは単結晶 Biの抵抗率 ρと

同様に温度の下降に伴って減少した 11)。バルク素子
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の電極接合に用いた銀ペーストは Bi と反応しないた

め、このゼーベック係数 αbulkは化学反応の影響を受け

ておらず、また抵抗率 ρbulkは接触抵抗の影響を受けて

いないと判断した。

　一方 Bi マイクロワイヤーアレイ素子のゼーベック

係数 αwireは 300Kにおいてバルク素子のゼーベック係

Fig. 2  Comparison of the Seebeck coefficient between

          the bulk sample and microwire-array sample.

Fig. 3  Comparison of the resistivity between the bulk

           sample and microwire-array sample.

数 αbulkと同等である。また低温においてはゼーベック

係数 αwireはゼーベック係数 αbulkより下回るものの、全

ての温度領域において負の値を示した。それ故ゼー

ベック係数 α wireの温度依存性は過去に報告されたバ

ルク Biやナノワイヤーアレイ素子のゼーベック係数

αと同様である 1, 3)。

　300Kにおいて、Biマイクロワイヤーアレイ素子の

抵抗値Rwireと抵抗率 ρwireはそれぞれ 1.13mΩ,1.8µΩmと

なった。この抵抗率 ρwireの値は過去に報告されたバル

クの多結晶体 Bi における抵抗率 ρの値と同等となっ

た 12)。抵抗率 ρwireの値は全ての温度領域において抵抗

率ρbulkより大きいものの、その差は0.2-0.4µΩmであり、

ナノワイヤーアレイ素子の場合より遥かに小さい 10,)。

この Biマイクロワイヤーアレイ素子において使用し

た、チタン，銅，Pb-Snハンダはそれぞれ熱膨張係数

が異なるものの、以上のように抵抗率 ρwireの計測に成

功した。また過去に報告されたバルクの多結晶体 Biに

おける抵抗率 ρの値やバルク素子の抵抗率 ρbulkともよ

く一致した。それ故、我々はイオンプレーティング法

により蒸着した薄膜層を用いることにより Biマイク

ロワイヤーアレイ素子の電極接合における接触抵抗の

問題を解決したと結論づけた。

4. 4. 4. 4. 4. 結論結論結論結論結論

　本論文では Biマイクロワイヤーアレイ素子の電極

接合における接触抵抗の低減を行った。バルク素子と

の比較の結果、イオンプレーティング法により蒸着し

た薄膜層 (チタン (100 nm) / 銅 (500 nm))を用いること

により接触抵抗の低減に成功したことと、及び Pb-Sn

ハンダと Biとの間の化学反応を防ぐことに成功した

ことが確認された。この電極接合法はナノワイヤーア

レイ素子においても適用されることが期待される。
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     論文 

屋外広告物が道路景観に与える視覚的影響の分析 

 

Visual impact assessment of billboard on the road 
 

長岡宏樹*，窪田陽一**，深堀清隆** 

 
Hiroki NAGAOKA and Yoichi KUBOTA and Kiyotaka FUKAHORI 

 

Since various billboards are installed alongside a road, they obstruct the view of surrounding area and 

damage the quality of streetscape. Although they are controlled by regulation such as bylaw, they have not 

been improved significantly. There are some reasons but one of them is that the visual effect especially the 

effect owing to the spatial features of billboard is still unknown. Also, this effect is changeable due to the 

difference of surrounding land use and this should be considered when the appropriate regulation is 

adopted.  

In this study, the road section of 70km from Hanazono I.C. to Karisaka tunnel on the national highway 

route 140 is investigated. The conservation of various road views which include townscape, suburban and 

natural landscape of river and mountains, is one of the major targets of the investigation. The influence of 

billboards is evaluated by using the quantitative and qualitative factors of their spatial features.  The visual 

map of influential billboards is obtained from the field investigation and the spatial and perspective factors 

of billboards are clarified. Those factors of billboards plotted in the map are measured by using the video 

image. In addition, their visual impact is rated depends on the subjects judgments in the psychological test. 

The influence of spatial factors is analyzed by multi variable analysis. 

 
Keywords: Billboards, Streetscape, Visual impact assessment 

 
 

１. 序論 

 
１.１. 研究の背景と目的 

多種多様な屋外広告物は，景観の秩序を乱す要素と

してこれまで，その扱いについてはさまざまな景観形

成にかかわる場で議論の対象となってきた．その屋外

広告物のコントロールの根幹となる屋外広告物条例も，

近年の景観法の制定に伴い，大幅な改正がされてきた 

が，屋外広告物の視覚的影響については，依然として

客観性のある評価基準を明示しえないでいる．特に，

具体的にどの形態要因がどの程度の影響を持っている

のか，また背景や周辺環境との関係性で影響度は変化

するのかという点については未知の部分が多い．本研

究では，道路沿線の屋外広告物を道路上から進行方向

に向かって見た条件に的を絞り，車内からのシーン景

観を評価する．市街地～郊外～山間部と様々な道路景

観を体験できる国道 140 号の【花園 I.C.～雁坂トンネ

ル】までの往復 70km の区間をケーススタディとして，

背景または周辺環境などの外部要因と，屋外広告物の

*埼玉大学大学院 理工学研究科 環境システム工学

系専攻 

Department of Environmental System Engineering,
Saitama University, 255 Shimo-Okubo, Sakuraku,
Saitama, Saitama, 338-0825, Japan 
**埼玉大学大学院 理工学研究科 環境科学社会基

盤部門 
Division of Environmental Scienceand Infrastructure
Engineering, Saitama University, 255 Shimo-Okubo,
Sakuraku, Saitama, Saitama, 338-0825, Japan 
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1 大きさによる阻害
2 長さによる阻害
3 高さによる阻害
4 複数広告物の集合体
5 特徴的なデザイン（形・構造・文字記号）
6 誘目性の高い電光掲示板
7 空き看板
8 不十分なメンテナンス
9 のぼり等の付属物
1 形状の不統一
2 大きさの不統一
3 高さのラインの不統一
4 構造形式の不統一
5 色の不統一
6 縦方向配置卓越
7 横方向配置卓越

C
D

自然景観の阻害
広い可視範囲

大分類 小分類

A

B

個別の広告物の
要素による景観
阻害

複数広告物の乱
雑感による景観
阻害

形態要因との関係性から分析し，屋外広告物が道路景

観に及ぼす視覚的影響を透視形態上から明らかにする

ことを目的とする． 

 

２. 研究手法 

 
２.１. 現地調査 

対象となる国道 140 号は，埼玉県と山梨県を結び，

秩父地域への観光アクセスルートとなるなど，地域経

済を支える重要な幹線道路である． 

調査においては，自動車の助手席にビデオカメラを

車前方にむけて設置し，往復 140km の区間の映像を撮

影した． 

その後,問題地点を抽出しその地点の静止画につい

て，画像処理ソフトを用いて各画像から写っている広

告物のデータを計測した(約 200 地点)．なお，実測で

きない広告物の実寸データについては，道路幅を基に

推定した． 

その後，対象地区で屋外広告物が引き起こしている

景観的問題を整理しリスト化した(Table 1)．この地区で

の景観的問題は大きく分けて，(A)個別の広告物の要素

による景観阻害，(B)複数広告物の乱雑感による景観阻

害，(C)自然景観の阻害，(D)広い可視範囲の 4 つに分

類された．(A)個別の広告物の要素による景観阻害は，

屋外広告物の持つ要素が直接に景観阻害につながって

いる場合，(B)複数広告物の乱雑感による景観阻害はそ

れらの個別の要素が複数からみ合って「乱雑感」をも

たらしている場合，（C）自然景観の阻害は，背景とな

る自然景観の眺望や，周辺環境との調和がなされてお

らず問題となっている場合，(D)広い可視範囲は，遠く

から長い時間視認できる広告物が問題となっている場

合である．(A)，(D)はとくにそれぞれの要素を対象と

した分類であり．また(B)，(C)は要素によって引き起

こされる現象を対象とした分類である． 

今後の評価に向けて，個別の屋外広告物の要素は，

評価項目として整理し，問題となる現象については，

対象地区において事例が多い①「屋外広告物の乱雑な

配置による景観阻害」と，②「背景や周辺環境との不

調和による景観阻害」の 2 点を評価基準として用いる

ことにする． 

 

２.２. 屋外広告物の景観阻害要因の分類 

本研究では，先にまとめた対象区間の景観的問題を

もとに，屋外広告物の形態などの形態要因に関して 7

要因 36 項目(Table 2,A～L)，背景又は周辺環境などの外

部要因に関して 4要因 15 項目(Table 2,M～Q)，合わせて

11 要因 51 項目を問題要因として設定する．数値処理が

Figure 1 The road image (positive score) 

Figure 2 The road image (negative score) 

Table 1 The list of problems of the scene for billboards

埼玉大学紀要　工学部　第39号　2006 87



 

サンプル数：80 重決定係数：0.0911 自由度調整済み決定係数：0.0794
評価項目 偏回帰係数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値 標準化偏回帰係数重相関係数

総面積（透視） -0.0012 0.0004 2.7952 0.0065 -0.3017 0.3018

要因項目 問題要因小項目 カテゴリ 要因項目 問題要因小項目 カテゴリ

少(0～3個) 横長(～0.9)

中（4～6個） 等辺(0.9～1.1)

多(7個以上) 縦長(1.1～)

少(0～3個) 横長(～0.9)

中（4～6個） 等辺(0.9～1.1)

多(7個以上) 縦長(1.1～)

小（～3000） 左(～235)

中(3000～5000) 中央(235～470)

大(5000～) 右(470～）

小(～7000) 小(～5000)

中(7000～13000) 中(5000～25000)

大(13000～) 大(25000～)

小(～1600) 上(～160)

中(1600～2700) 中(160～210)

大(2700～) 下(210～)

小(～1) 小(～500)

中(1～2) 中(500～2000)

大(2～) 大(2000～)

小(～3) 中央(～100)

中(3～5) 中(100～200)

大(5～) 端(200～)

小(～0.5) 小(～2400)

中(0.5～1.0) 中(2400～5000)

大(～1.0) 大(5000～)

低(～180) 少(1～3)

中(180～230) 中(4～5)

高(230～) 多(6～)

低(～110) 低(～95)

中(110～150) 中(95～120)

高(150～) 高(120～)

小(～1400) 低(～92)

中(1400～2700) 中(92～120)

大(2700～) 高(120～)

低(～3)

中(3～4)

高(4～)

低(～2)

中(2～2.5)

高(2.5～)

小(～0.3)

中(0.3～0.7)

大(0.7～)

小(～120)

中(120～500)

大(500～)

小(～200)

中(200～1000)

大(1000～)

小(～0.04)

中(0.04～0.2)

大(0.2～)

小(～0.08)

中(0.08～0.2)

大(0.2～)

F 横長分散

縦長分散

配置位置I

色J

O

背景

重心位置X平均
(pixel)

重心位置Ｘ分散

重心位置Y平均
(pixel)

重心位置Ｙ分散最大広告物面積(㎡)　

総面積(㎡)
（画面内の看板の総
面積）

平均面積(㎡)
(総面積／画面内総
数)

E 高さ(実寸) 最大上端高さ(m)

平均上端高さ(m)

高さ分散

大きさ(実寸)

中心距離平均
(pixel)

中心距離分散

中間輝度平均

最大広告物面積(pixel)

総面積(pixel)
（画面内の看板の総
面積）

平均面積(pixel)
(総面積／画面内総
数)

高さ分散

高さ(透視)D

数量 画面内総数

100%可視数

大きさ（透視）

L

長さ(透視)

A

B

C

最大上端高さ(pixel)

平均上端高さ(pixel)

長さ(実寸) 横長分散

縦長分散

H 縦横比 最大面積縦横長
比      (縦長さ/横
長さ)

平均縦横長比
(縦長さ/横長さ)

G

色数

平均輝度

K 構造 単体広告物

複合広告物

単体広告物＋複合広告物

文字・記号 特徴的文字・記号なし

特徴的文字・記号あり

M

道路線形 直線

左カーブ

右カーブ

十字路交差点

Ｔ字路交差点

N
車線数 片側1車線

片側2車線

樹木

山

市街地

空

P

地域 郊外

市街地

山すそ

山間部

サンプル数：80 重決定係数：0.6136 自由度調整済み決定係数：0.59834
評価項目 偏回帰係数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値 標準化偏回帰係数重相関係数

画面内総数 -6.663 0.9989 6.6703 0 -0.5194
重心位置X分散 -0.0006 0.00015 3.8954 0.0002 -0.3008
平均輝度 0.2394 0.0079 3.0144 0.0035 0.2249

0.78332

サンプル数：80 重決定係数：0.50547 自由度調整済み決定係数：0.47909
評価項目 偏回帰係数 標準誤差 ｔ値 Ｐ値 標準化偏回帰係数重相関係数

平均面積（実寸） -7.2923 3.0758 2.3709 0.0203 -0.2083
画面内総数 -7.7065 1.1223 6.8665 0 -0.5872
中間輝度平均 0.2162 0.0821 2.6347 0.0102 0.2255
重心位置Y平均 0.2192 0.1059 2.0698 0.0419 0.1789

0.71096

可能な要因については定量的に，不可能な要因につい

ては定性的に取り扱う．なお，定性的に表される要因

と，定量的に表される要因の影響を総合的に分析する

ために，定量的に表される問題要因それぞれについて

カテゴリ化を行った．以上のようにして得られた評価

項目表（Table 2）を基に，現地調査より得られた道路景

観画像の分類を行った． 

 
２.３. 評定尺度法による心理評価実験 

現地調査で得られた 200 枚の道路景観画像から，問

題要因が満遍なく含まれるように 80枚の画像を選定し，

A5 サイズのデータシートを作成した．200 地点の景観

画像から各要因の値が程よく分散するよう選定した 80

地点の画像で 11 段階評定尺度法(0～10 点)による心理

評価実験を行った．被験者は，埼玉大学の学生 28 名で 

ある．被験者には，撮影地点での視野を再現するた

めに，データシートを一度目から 12cm の地点で観察し

てもらい，その後道路景観として良い景観であれば高

い点数を，悪い景観であれば低い点数をという形式で，

それぞれの画像を採点してもらった．その時，評価の

基準として，まず現地調査で抽出した景観的課題であ

る①『屋外広告物の乱雑さによる景観阻害』と②『背

景や周辺環境との不調和による景観阻害』という 2 つ

の観点を指定し，その後，③『被験者自身の感覚によ

る総合的な評価』をしてもらった (計 3 回)．これによ

り，区間内 80 地点の道路景観の評価点が得られた．実

験画像の例を Figure 1, 2に示す．また毎回の実験後に，

その後の分析において正確な考察を行うために，評価

する上でどの要素をみていたかを被験者に尋ねた． 

 
３. 重回帰分析による分析結果と考察 

 
3回の実験で得られた各景観画像の3つの評価点を外

的基準，定量的に表される各問題要因を説明変数とし

て，それぞれの評価基準別に重回帰分析を行った(Table 

3, 4, 5)． 

 

Table 3 Multiple regression analysis no.1

(Evaluation item no.1 “ Disorderly ” ) 

Table 4 Multiple regression analysis no.2 (Evaluation

item no.2 “ Disharmony with a background

and neighboring environment ” ) 

Table 5 Multiple regression analysis no.3

(Evaluation item no.3 “ Evaluation by a

sense of an subject ” ) 

Table 2 Evaluation items and categories 
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３.１. 評価基準①についての結果と考察 (Table 3) 

評価基準①は「屋外広告物の乱雑さによる景観阻害

という観点からみた評価」である． 

この分析で有意な変数として採用された要素は，「画

面内総数」，「重心位置 X 分散」，「平均輝度」の三要素

であった．自由度調整済みの決定係数が，0.6 程度であ

るため，評価尺度と，これら三つの変数には関係性が

あると考えられる．その中で，標準化偏回帰係数が大

きかったものは「画面内総数」であった．ここから人

が屋外広告物の乱雑さによる景観阻害を感じる時の大

きな要因は，視野内の屋外広告物の総数であることが

わかる．また，その次に関係性が高いものとして，配

置関係の重心位置 X 分散が採用された．つまり，視野

内に横方向に分散しているものほど，乱雑感を受けや

すいということである．人間の視野は縦方向に比べ，

横方向のほうが広い範囲を見渡せるため，広い範囲に

渡って分散していることが影響度を高める影響である

と考えられる．またこれら二要素の影響度の順位関係

から，人間は視野内の情報量の大小によってより大き

な乱雑感を感じるということが考察できる．この分析

結果の特徴として，平均輝度の標準化偏回帰係数は正

の符号を持っていた．輝度が高くなれば，目立つよう

になるために評価点が下がる傾向が得られると予想し

たが今回の実験条件のもとではその逆であった．輝度

が低いということは屋外広告物の判断ができないとい

う状態となるということである．実験時に同時に行っ

たインタビューにおいて，多数の被験者が，存在の判

別が難しい屋外広告物に対して，「屋外広告物としての

役割を果たせていない⇒いらないのになぜあるのか」

という考えから，景観的に悪い評価をしたと述べた．

したがって，特徴的な分析結果が出たと推測される．  

 

３.２. 評価基準②についての結果と考察 (Table 4) 

評価基準②は「背景や周辺環境との不調和による景

観阻害という観点からみた評価」である． 

 分析で変数として採用された要因は「透視上での屋

外広告物の総面積」のみであった．背景・周辺環境の

阻害度は定量的な形態要因にはそれほど左右されない

ことが明らかとなった．確かに，個々の屋外広告物よ

りも全体のバランスとして評価する意味合いが強いと

思われるこの評価基準において，この結果は予想通り

であるといえる．その中で，総面積（透視）が要因と

して高い影響度を持つと判断されたのは，総面積が大

きければ，その分隠蔽される背景の割合も多くなるた

めであると考えられる． 

 

３.３. 評価基準③についての結果と考察 (Table 5) 

評価基準③は「被験者自身の感覚による総合的な評

価」である． 

 分析で変数として採用された要因は「実寸の平均面

積」，「画面内総数」，「中間輝度平均」，「重心位置 Y 平

均（頂点左上）」であった．自由度調整済みの決定係数

が，0.479 であるためその信頼度には若干の不安が残る

結果となった．全体として，①の評価基準の結果に似

ている．ここで評価を下げる要因として影響度が高か

った要因は個数であった．これは評価基準①で採用さ

れたもので，最も大きな影響度を持つものであった．

やはり，人は屋外広告物の個数の大小を重要視する傾

向があるようだ．また，この結果では，3つの分析の中

で初めて実寸データが採用されている．影響度は個数

に劣るものの，実寸のデータがここで採用されている

ので、今後の規制に具体的な評価基準を作ることにつ

ながるだろう． 

 ここでも，中間輝度平均と重心位置 Y 平均の 2 要因

が正の標準回帰係数をもっていた．中間輝度平均に関

しては 3.1 で述べたように、「輝度が低い⇒見えづらい

⇒屋外広告物としての役割を果たせていない⇒いらな

いのになぜあるのか」というプロセスから，被験者が

景観的に悪い評価をしたために、このような結果にな

っていると予測される．重心位置 Y 平均については，

広告物がより下の方にあれば評価が高くなるというこ

とである．これは高さにも関係することであり，採用

はされなかったが，高さも重要な要因となりうると推

測される． 

 
４. 林の数量化Ⅰ類による分析結果と考察 

 
背景や周辺環境などの定性的に表される問題要因が

評価点に及ぼす影響を評価するため，林の数量化Ⅰ類

を適用した．なお，サンプル数を考慮して，用いるカ
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Table 7 Relationship between “ interference in 

background ” and evaluation items 

アイテム カテゴリ スコア レンジ偏相関係数

小 4.51
中 -1.24
大 -2.68
なし 8.58
あり -14.3
単体 5.45
複合 -26.5
単＋複 -3.89
直線 0.92
左カーブ 11.7
右カーブ -4.91
十字路 -7.69
T字路 1.76
片側1 -3.2
片側2 39.6
樹木 -2.13
山 -7.64

市街地 6.69
空 -2.15
郊外 -4.85
市街地 20.9
山裾 -11.1
山間部 6.46

総面積 7.19 0.14

車線数 42.8 0.46

14.33

道路線形 19.39

地域 32

背景

記号 22.88 0.46

構造 31.95 0.35

0.24

0.23

0.44

サンプル数：80   変数の個数：8  有効ケース数：80  
重相関係数：0.72842　　決定係数0.5306 　ダービン・ワトソン比 = 1.943213

-20 -10 0 10 20 30 40

テゴリの数を制限し，先の重回帰分析で採用された項

目と，定性的に表される問題要因による分析を行った

(Table 6, 7, 8)．  

まず，数量化Ⅰ類の信頼性について確認するため重

回帰分析の結果と比べてみると，重回帰分析と傾向が

合致しないカテゴリが存在した(①平均輝度，③平均面

積・中間輝度平均)．傾向が合致しなかったカテゴリに

ついては，カテゴリ数の設定が適当でなかった可能性

もあるが，今回の分析においては，定量データに関し

ては重回帰分析による結果を採用し，背景などの定性

データに関する影響については数量化Ⅰ類での傾向を

読み取ることにする． 

 
４.１. 評価基準①についての分析結果と考察 (Table 6) 

重相関係数が 0.87 で決定係数が 0.76 であるため，

分析の信頼性は高いといえる．特に高い要因として画

面内総数・道路線形・地域が得られた．人が屋外広告

物による乱雑さを感じる場合は，個数や記号などの視

野内の情報に関わる要因が強く影響を及ぼしていると

いえる．また，屋外広告物の構造については，単体広

告物のほうが高評価を得る結果が得られた．複合する

ことによって，集積効果が期待できるものの，実際は

そこに組み込まれた一つ一つの広告物が大きく，目立

つ色使いをしているため，このような結果になったと

考えられる．ただ，集積するだけでは意味が無く，複

合した場合でも大きさや，色使いに注意を払う必要が

ある． 

さらに外部要因について考察する．影響度が高い要

因として，外部要因の地域が得られた．レンジと偏相

Table 8 Relationship between “ comprehensive 

evaluation ” and evaluation items 

アイテム カテゴリ スコア レンジ偏相関係数

小 3.33
中 -5.7
大 5.89
少 15.7
中 -0.36
多 -15.9
低 -4.19
中 6.22
高 -0.77
左 -4.08
中央 -2.4
右 5.77
なし 9.24
あり -15.4
単体 4.05
複合 -31
単＋複 -1.52
直線 1.71
左カーブ 13.6
右カーブ -0.42
十字路 -10.3
T字路 -7.32
片側1 -2.12
片側2 26.1
樹木 4.21
山 -12.4

市街地 -2.04
空 2.67
郊外 -17.4
市街地 -5.07
山裾 7.25
山間部 18.9

平均面積 11.59 0.253

道路線形 23.9 0.28

画面内総数 15.23 0.47

0.18

車線数 28.22 0.31

中間輝度平均 10.41 0.2

記号 24.64

重心位置Y平

均 9.85

背景

地域 36.3 0.51

15.07 0.23

0.47

構造 35.05 0.35

サンプル数：80   変数の個数：11  有効ケース数：80   
重相関係数：0.8647　　決定係数0.74771　　ダービン・ワトソン比 = 1.796527

-30 -20 -10 0 10 20

Table 6 Relationship between “ feeling of disorder ”

and evaluation items 

アイテム カテゴリ スコア レンジ偏相関係数

小 9.59
中 -3.41
大 -5.27
少 12.8
中 -3.11
多 -9.36
低 -0.01
中 0.33
高 -0.37
なし 3.27
あり -5.45
単体 5.01
複合 -3.69
単＋複 -6.08
直線 1.84
左カーブ 8.32
右カーブ 4.55
十字路 -7.23
T字路 -14.4
片側1 -0.75
片側2 9.21
樹木 2.26
山 -14.8
市街地 -2.63
空 7.02
郊外 -17.7
市街地 -20.4
山裾 4.27
山間部 29

構造

地域 49.4

背景 21.82

22.16 0.35

車線数 9.96

重心位置X分散 14.86 0.29

道路線形 22.72 0.32

画面内総数

11.09 0.35

0.014

0.28

記号 8.72 0.47

0.61

サンプル数：80   変数の個数：10  有効ケース数：80   
重相関係数：0.87332　　決定係数0.76269　ダービン・ワトソン比 = 2.322703

0.12

平均輝度 0.7

-20 -10 0 10 20 30
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関係数がともに高い数値をとり，屋外広告物のコント

ロールにおいて地域という要素が非常に重要であるで

あることが明らかになった．特に郊外道路また市街地

の評価は低くなっていた．一方，山間部や山裾の地域

では，比較的良い評価が得られている．これは，山間

部や山裾の地域では比較的広告物数が少ないことと，

その地域の屋外広告物の掲示状況よりも郊外や市街地

の掲示状況のほうが乱雑であることを示しているだろ

う． 

 
４.２. 評価基準②についての分析結果と考察 (Table 7) 

決定係数が 0.53 程度になり，先ほどの重回帰分析よ

りも信頼性の高い結果が得られた．評価基準②に関し

ても地域性が非常に大きな影響を及ぼしている結果が

得られた．その中で各カテゴリでの影響度は変化して

おり，郊外や山裾での評価が低くなった．この結果か

ら，対象区間では特に郊外や山裾地域の掲示状態が悪

くなっていることがわかる．また実験の際に行ったイ

ンタビューと評価尺度をもとに考察すると，比較的近

景の自然景よりも，遠くの眺望を阻害されるほうが評

価は低くなるという傾向が得られた．またここでも構

造や車線数が比較的影響度が高い結果となった．構造

に関しては先にも述べたことが推測される．車線数に

関しては，道路幅が広い方の評価が良い結果になった

が，道路幅が広い区間はそのほとんどを郊外道路に区

分しているため地域での郊外の結果とは異なる．これ

は広幅員の郊外道路自体は評価が高いものの，狭幅員

の道路での評価が低いためこのような結果になったと

いえる．広幅員道路では，比較的屋外広告物が問題と

ならないようである．道路線形についてみると，道路

網の要所となる交差点や，進行方向に視線が集中する

カーブが比較的評価が低い結果となった．やはり，道

路網の結節点である交差点部には数多くの情報として

屋外広告物が設置されるためであろう． 

 
４.３. 評価基準③についての分析結果と考察 (Table 8) 

総合的な評価の場合，画面内総数と地域の項目の影

響度が高い結果となった．重心位置 X 分散と画面内総

数は重回帰で表れた傾向に合致している．平均輝度に

関してはさほどの影響力は予想されない．注目するの

は背景アイテムの山カテゴリのスコアと地域アイテム

での郊外カテゴリとが評価を下げるスコアを持ってい

るのに対し，背景アイテムの樹木カテゴリと地域アイ

テムの山間部カテゴリが評価を上げるスコアを持って

いる点である．ここから，比較的近景にある樹木など

が阻害されている地点よりも，山並みなどの遠景の眺

望が阻害される地点のほうが評価ヘの影響度が高い，

また現在の掲示状態の問題度が大きいという推測がで

きる．したがって，これらの地点はより重点的に整備

することが必要である．また交差点部の評価は前ケー

ス同様良いものとは言えず，これらの地点も同様に重

要な整備地点となることを示唆している． 

 
５. 評価実験のまとめ 

 
 以上から評価を高め，かつ人為的に操作可能な要因

として考えられるのは，画面内の個数を少なくするこ

と，横方向にばらつかせて配置しないこと，屋外広告

物の面積を小さくすることである．これらの知見は，

今後の屋外広告物のコントロール手法に直接適用でき

ると思われる． 

 また背景との関係については，比較的近景の自然景

が阻害されるよりも，遠景の山並みなどの眺望が阻害

されるほうが評価が低いという興味深い知見が得られ

た．さらに現状で景観的に問題になっている地点，掲

示方法が明らかになった．特に交差点部の掲示状態は

評価を下げる状態であることが考察できた． 

 
６. 道路景観を良好にするための屋外広告物の 

コントロールへの利用 

 
本研究で得られた知見から，道路景観を良好なもの

にするために効果的な屋外広告物のコントロール手法

を提案する． 
実験，分析のまとめから，視野内の屋外広告物の個

数をへらすことによって特に評価を高めることが可能

であるとわかった．しかし，実際に数量減らすという

場合には，掲示者の意向や撤去による宣伝効果の減少

に伴う経済的な影響などによって必ずしも個数を減ら

せるとは限らない．その場合，重要となってくるのが
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配置や色などの要素であると考えられる．配置や色を

工夫することによって一度に見える屋外広告物の量を

減らすことができれば，大きな効果が得られるはずで

ある．しかしながら，今回の実験では具体的な配置方

法や色に関しての知見は得られなかった．移動ととも

に見え隠れしながら変化していく様子を動的に分析す

ることができれば，より効果的な要因を明らかにする

ことができると考えられる．これは今後の課題である． 

 また，遠景の山並みなどの眺望が阻害されるほうが

評価が低くなることを考えると，遠景眺望の保全を考

えたコントロール手法が重要である．本研究で得られ

た知見は、今後の景観眺望に関連した屋外広告物のコ

ントロールにおいて有効な基礎資料となるだろう． 

 
７. 結論と今後の課題 

 

 本研究の成果として，ひとつに屋外広告物が道路景

観に及ぼす影響度を定量的に表現した．本研究で，最

大の目的である屋外広告物の視覚的影響について，心

理実験を基に考察し，影響度の高い要因を明らかにし

た．次に，実験による評価尺度の採点により，各問題

地点の重要度が明らかになった．この資料を基に，対

象区間の景観整備を行う優先順位を決め，より有効な

景観整備が行われることを望む．また，分析結果から，

山間風景における屋外広告物の影響度の傾向を明らか

にした．これらの成果のまとめとして，今後の屋外広

告物のコントロールへの適用とその展望について考察

した． 

一方，課題に関しては，本研究では，外部要因につ

いて 4 つの要因しかとりあげず，またカテゴリ数も分

析の関係から細分化することができなかった．今後は

外部要因について，より多くの視点からアプローチし，

整理していく必要がある．また，画像数の問題と組み

合わせケースの少なさから，より細かい要因の組み合

わせについて考察することができなかった．今後はケ

ース数をより多くし，各要因の組み合わせによる影響

度の変化を見ていく必要がある．さらに，詳しい影響

度が測れなかった要因についても，カテゴリ数をかえ

たり，サンプル数を増やしたり，また分析方法を変え

ることによって明らかにしていく必要がある． 

今回は透視形態上，シーン景観に限って評価を行っ

たために，具体的に基準へとつながる結果は得られな

かった．実際の道路景観は，移り変わる風景の中での

経験するものであることを考えれば，シークエンス上

で評価を行うことが必要である．今後はより動的な評

価方法を考案していく必要がある．特に見え隠れによ

る影響度が重要であると考えられる． 
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5 軸制御切削加工における工具姿勢の高速な決定法 

- グラフィックスハードウェアの能力を利用した工具干渉の検出 - 
 

Fast Generation Method of Tool Posture for 5-Axis Control Machining 
- Detection of Interference between workpiece surface and cutting tool - 

 
金子 順一*，堀尾健一郎** 

 
Jun’ichi KANEKO and Kenichiro HORIO 

 
This study deals with generation of tool posture in continuous 5-axis control machining. In NC programming for 

such machining process, determination of tool posture is important. Especially, in fabrication of complicated 
workpiece, detection and avoidance of collision between cutting tool and workpiece surface are quite difficult. In 
the conventional studies, planning method of tool posture known as 2D C-Space method has been proposed. In this 
method, range of machinable posture is described as domain on polar coordinates system. Because estimation of the 
machinable domain requires vast amount of geometric calculation for each tool location, an efficient calculation 
method is required. In this study, we propose a new fast calculation method for the machinable domain. The 
proposed method is based on simple assumption that the collision can be regard as intersection between line of view 
and offset surface. We propose a new idea of unique view field, which can change projective method from Cartesian 
coordinates system to polar coordinates system by one rendering process. Then, we develop a new drawing 
algorithm using ability of the latest graphics hardware. From performance of the developed prototype system, it is 
confirmed that the proposed method can attain extraordinary improvement in the estimation time. 
 

Keywords: Five axis control machining, Path planning, Tool posture, GPU computing, CAM 
 

 
1. はじめに 

 

5 軸制御加工機を用いたエンドミル加工では，加工中

に生じる工具軸・チャックと被削物等の周辺環境との

衝突・干渉を事前に検出し，これを回避した工具姿勢

を決定する必要がある．この工具姿勢の決定手法とし

て，従来からボールエンドミル加工を対象に，工具の

取りうる姿勢の範囲を 2 次元極座標上の領域として導

出する 2 次元 C-Space1)が提案されている．図 1 に示す

ように，干渉の生じない工具姿勢候補を二つの工具姿

勢角度 θ,φ によって規定される 2 次元平面上の範囲と

して評価することにより，連続的に変化する工具姿勢

の決定が容易に実現できると期待される． 

この工具姿勢候補の範囲は，工具刃の中心に対する周

辺環境との相対位置によって決定される．そのため，

狭い溝形状の底部の仕上げ等，同時 5 軸制御が必須と

なる加工では，しばしば工具移動に伴って加工が可能

な工具姿勢の範囲が急激に変化する．このような加工

を対象とする際には，多数の工具位置において非干渉

領域の導出を行う必要があり，計算時間の短縮が

C-Space 法の実用化に際しての課題となっていた．そこ

で本報告では，この加工可能工具姿勢範囲の導出を，

PC 等に搭載されている 3 次元グラフィックスハードウ

ェア(GPU:Graphics Processing Unit)を用いて高速化する

手法を提案する．GPU は，3 次元コンピュータグラフ

ィックスを描画する際に必要となる座標変換・交差検

出・陰面処理等を専用の回路で高速・並列に実行する

機能を備えており，NC 加工においては Z-map 表現を用

いた被削物形状の可視化 2) や逆オフセット法による工 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Representation of machinable posture by 2D C-Space 

*埼玉大学 大学院 理工学研究科 
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具経路の作成 3) 等の応用例が提案されている．本研究

では，GPU 内部の処理を自由に変更可能なプログラマ

ブルシェーダ 4) を用いて各工具姿勢における干渉の検

出を行い，加工可能工具姿勢範囲を 3DCG として直接

描画する手法を提案する．工具運動に伴う加工可能工

具姿勢範囲の変化を連続的に導出・参照することによ

り，干渉を回避しながら連続的に変化する工具姿勢を

高速に決定することが可能になると期待される． 

 

2. 工具姿勢候補の 3DCG 描画による導出 
 
2.1 オフセット面の描画による干渉の検出 

本研究では 2 次元 C-Space 上の加工可能工具姿勢

範囲を，3D グラフィックスの描画過程を経て出力さ

れたイメージとして直接導出する方法を提案する．

図 2 は本研究で提案する干渉判定法の基本的な概念

を示す．被削物・把持具等の周辺環境の形状を工具

軸の半径だけ法線方向に移動したオフセット面を設

定し，工具刃の中心 CL を通る直線を設定する．こ

のとき，工具が曲面加工等において通常用いられる

ボールエンドミルであるとすると，工具姿勢の変化

に対して工具刃の中心 CL は一定の位置にある．こ

のとき，直線上で干渉の有無を検討する範囲に対応

する線分 ab がオフセット面と交差することと，その

線分に中心軸が一致する工具姿勢において干渉が生

ずることは等価であると考えることができる． 

そこで，この線分をある視点からオフセット面を

見る方向に設定された視線とみなし，各視線がオフ

セット面と交差するかどうかを GPU による描画結

果から判定することを考える．具体的には，図 3 に

示すように CL を中心として一定の半径をもつ基準

球を配置し，被削物・オフセット面の外部から CL

に向いた複数の視線を設定する．描画結果において

各視線に対応する画素の色は，CL から最も遠い位置

で視線と交差した面のもつ色によって決定される．

基準球とオフセット面の色をあらかじめ異なるもの

に設定しておくことにより，描画色から工具が干渉

するかどうかの判断が可能となる． 

 提案する手法では，異なる方向から CL に向かっ 

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Interference detection using offset surface 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Output image of machinable domain on 2D 

 C-Space by drawing process 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b) 

Fig.4 Consideration of tapered neck based on several 

rendering results 

て設定されたすべての視線が，同一の視野内に収ま

る視界をプログラマブルシェーダの機能を用いて設

定し，オフセット面と基準球の外部からの見え方を

描画する．これにより 1 回のコンピュータグラフィ

ックスの描画によって全ての工具姿勢候補に対する

干渉の検出が実現される． 

 

2.2 工具軸・チャック部分の径変化への対応 

実際の加工では，主軸部分の剛性確保のため，短

い突き出し量での工具把持条件や，テーパのついた

軸を有する工具の使用が行われている．オフセット
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面を用いた判定においては通常，周辺環境のオフセ

ット量を単一のものしか設定できない．そこで，本

研究では図 4(a)に示すように工具軸・主軸部分の形

状を包含する複数の円筒領域の集合を設定し，これ

と周辺環境との干渉の検出を行うことを考える．あ

る円筒領域 i のうち，CL に近いほうの端面は円筒部

分と等しい半径 ri を持ち，工具刃中心から lmi+ri だ

け離れた位置を中心とする半球になっているとする．

このとき，図 4(b)に示すように，各円筒領域に対し

て ri だけ被削物・把持具の表面形状を外側にオフセ

ットした面を設定し，個々の円筒領域に関して干渉

の生じない工具姿勢範囲を導出する．これらの積領

域は，工具全体が周辺環境と干渉を生じない工具姿

勢範囲と等価になると考えられる． 

 

3. GPU に対応した幾何処理アルゴリズム 
 

GPU は本来，3DCG を描画するために設計された

デバイスであるため，視界の設定や描画対象の形状

に関して様々な近似を行うことを前提としている．  

本研究で提案する手法では，オフセット面を微小

な三角形の集合として平面で近似し，これに対する

視線交差の有無を 2 次元 C-Space 上での被削物形状

の見え方を描画することによって直接取得する． 

CL に対して周囲から視線が集まり，それぞれの視線

が 2 次元 C-Space 上で等間隔に格子状に並ぶ特殊な

視界を設定することにより，一度の描画で 2 次元

C-Space 上における加工可能工具姿勢範囲を 3DCG

として取得することが可能となる． 

GPU による描画において，視界の設定は視点に対

する各微小三角形の頂点座標を正規化空間に順次投

影することによって反映される．図 5 は一般的な投

射投影の例を表す．元の視線に対する頂点の相対位

置から，視線が平行に存在する正規化空間上での頂

点座標が評価され，最も視点に近い位置にある微小

三角形の色が出力画面上の色として出力される． 

本研究では，非線形な変換式を用いて 2 次元

C-Space の定義に基づいて正規化座標系上に微小三

角形の頂点座標を直接投影する．図 6 はその概要 

 

 

 

 

 

Fig.5 Conventional transformation of projection system 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Developed transformation from C-Space 

     projection to parallel projection 

を示す．このとき，この投影に対応する視野の範囲

は CL を中心とする二つの球面にはさまれた領域と

なり，それぞれの視線は外側の球面から CL に向か

って内側の球面まで伸びる線分に相当する． 

各頂点座標の変換式を式 1,2,3 に示す．ここで

(xmv,ymv,zmv)は描画対象のモデル座標系における頂点座

標を表し，(u,v,w)はそれが投影された正規化座標系にお

ける頂点座標を表す．θmaxは加工可能工具姿勢範囲を求

める際に考慮する最大の工具傾き角であり，描画結果に

おいて画面の外縁に内接する円周上の各位置に工具姿

勢がある状態に対応する． 

この座標変換および，投影された微小三角形の前

後関係の判定は， CPU ではなく全て GPU の内部で

処理され，結果が画面に出力される．多数の処理ユ

ニットが並列動作する GPU の幾何演算機能を用い

ることにより，CPU のみによる処理に比べて飛躍的

な高速化が実現することが期待される． 
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4. 計算機実験による検証 

 

本報告で提案した手法の有効性を検証するため，

OpenGL グラフィックライブラリと，そのプログラ

マブルシェーダーカスタマイズ用ライブラリである

GLSL(OpenGL Shading Language)を用いた実装手法

の検討を行い，プロトタイプのシステムを構築した． 

図 7 は検証に用いた被削物の形状と工具刃中心の

軌跡を表す．被削物はオーバーハングを有する曲面

からなる溝形状を有しており，工具はこの溝の内面

を下部から等高線状に順次移動して加工を行う．各

工具位置における工具刃の中心座標を作成してシス

テムに与え，それぞれの工具位置における 2 次元

C-Space 上の加工可能工具姿勢範囲を導出し，干渉の

生じない工具姿勢の決定を行った． 

 図 8 は，図 7 中の工具位置 a および b における加

工可能工具姿勢範囲の描画結果を示す．加工可能工

具姿勢と干渉の生じる工具姿勢とを区別するため，

工具刃の中心に一致するように配置された基準球面

の色として黒を設定し，被削物のオフセット形状の

色相を視点からの距離に応じて変化させている．こ

のとき，２次元 C-Space 上における加工可能工具姿

勢の範囲は，GPU の描画結果において基準球面の色

が現れる黒の範囲に相当する．本実行例では工具刃

中心と視界との距離 ln を工具刃および工具軸部分の

半径と同じ 3mm とし，視野界の最遠部と視点との距

離 lf を工具刃の中心が溝の中のいかなる位置にあっ

てもオフセット面を包含する 200mm としている． 

計算には，CPU に Athlon64 2200Mhz，GPU に

GeForce7800GTX 430Mhz を持つ主記憶容量 1024MB

の PC を用いた．プロトタイプのシステムは 1067226

個の微小三角形から構成されたオフセット面に対し

て 1 工具位置あたり平均 0.051 秒で加工可能工具姿

勢範囲を描画し，図 9 に示すような連続的に変化す

る工具姿勢を決定することが可能であった．この結

果から，本計算手法の適用により，CAM ソフトウェ

ア等が備える加工シミュレーションにおける加工状

況の可視化と同程度の速度で加工可能工具姿勢範囲

を導出することが可能であることが確認された．本 
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Fig.7 Workpiece shape and movement of cutter 

location for verification of prototype system 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Rendered images of machinable area on 2D 

C-Space  

 

 

Re 

 

 

Fig.9 Planned tool postures with referring rendered 

images 

手法を用いることによって，加工面の高品質化に伴

う各種の条件を考慮しながら工具姿勢をリアルタイ

ムな処理によって決定することが期待される． 
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介護ロボット開発のための人間の依頼行動の分析 
 

Analysis of Asking Behavior of Humans for Helper Robot Development 
 

久野義徳*, 山崎敬一**, 秋谷直矩**, 丹羽仁史* 
 

Yoshinori KUNO, Keiichi YAMAZAKI, Naonori AKIYA , and Hitoshi NIWA  
 

For the coming aging society, there will be a strong demand for welfare helper robots. This paper presents 

an ethnomethodological analysis result of human behaviors in asking things in care situations. Since nonverbal 

behaviors play an important role for natural smooth communication, the result is important for developing 

friendly robots. The analysis shows that humans establish a communication channel before requesting. It also 

indicates that speech and gesture are closely organized to convey the contents of request. 

 

Keywords: Nonverbal Behavior, Human-Robot Interaction, Ethnomethodology, Welfare Service 

 
 

1. まえがき 

 
高齢化社会をむかえ、介護サービスの需要が高まっ

ている。しかし、介護者の人員は十分ではない。そこ

で、その対応策として介護ロボットの研究が盛んにな

っている 1)。介護ロボットの実現のためには、機構や

制御の研究も重要だが、使いやすいインタフェースに

ついても研究する必要がある。介護を受ける人はロボ

ットに何らかの作業を依頼する。しかし、依頼の方法

が難しくて、使えなくては意味がない。人間の介護者

の場合は、細かなことを言わなくても、相手の欲して

いることを理解して行動しているように思われる。ロ

ボットでもこのように簡単に依頼できるようにするこ

とが望まれる。我々は先に、人間同士では、その時点

で会話の当事者が行動で関わっている物体については、

その物体名などの詳細を述べずに、指示代名詞を用い

たり、あるいは言及を省略したりすると考えて、簡略

化された発話を理解するシステムを提案した 2)。たと

えば、手にものを持っているときに、「これ捨てて」と

言えば、「これ」は手に持っているものだと理解できる

システムである。このシステムのもとになっている「行

動に関連する物体の簡略化」という仮定は妥当である

と考えられるが、人間の行動を調べて決めたものでは

ない。そこで、介護ロボットを開発するために、介護

の場面で実際にどのような形で依頼がなされ、それが

どのようにして理解されているかを調べることにした。

調査には、社会学のエスノメソドロジー・会話分析 3) の

手法を用いた。調査は実際の介護施設と、実験室内で

家庭を模擬した環境での２つの場合について行った。

ここでは、その分析結果と、そこから得られたロボッ

ト開発に対する知見について述べる。 

 
2. 介護施設での依頼行動の観察 

 

埼玉県内の高齢者介護施設において、関係者および

家族の承諾を得てビデオカメラとマイクを設置し、介

護の現場における依頼行為の調査を行った。そこで観

察された依頼行為のうち、ロボット開発に参考になる

事例データについて述べる。以下では、行為の際のト

ランスクリプトとビデオから得た静止画を示す。トラ
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ンスクリプトには、発話の内容だけでなく、その際の

視線の動きを記述する。 

データ１ 

ここでは、依頼者を O、被依頼者をHとする。Oが

バッグをHに持っていってもらいたいという依頼の場

面である。トランスクリプトを以下に示す。①～④は

図１の写真の番号を示す。 

                 ① ② ③   ④ 

01               ↓ ↓  ↓   ↓ 

（O視線）    H----XX,,,,,,,,XXXXXXXX 

O:     申し訳ない 

（H視線）        OX-------XXXXXXXX 

H:                はい      はいはい 

視線の表記では、H、O は視線がその人の方に向け

られたことを示す。「---」は視線の継続を示し、「X」

は視線が交錯していることを示す。また、「,,,,」は視線

が移動中であることを示す。 

 O はまず「申し訳ない」と H に対して呼びかけて

いる（①参照）。その間、O は H に向けた視線をそら

さずにいる。それに対してHは「はい」と言いつつ O

に視線を向けている。このとき、初めて OとHの視線

が交錯する。この段階で OはHと志向が一致したこと

を確認し、一旦目を伏せるが、Hは引き続き Oに視線

を向けたまま近づいていっている（②参照）。これはH

の「呼びかけ」が一般化された先行語句という形とっ 

  
①           ② 

   
③                      ④ 

Fig. 1  Asking to take away the bag. 

ているからである。そしてこの一連の相互行為は先行

連鎖として組織化されている。先行連鎖とは次に何か

が語られるということを予測させるような発話のこと

であり、それに対して受け手は 1) 先を促す 2)条件付

で先を促す 3)阻止する 以上の応答をすることができ

る 4)。データ１の場合は、Oの呼びかけに対してHは

「はい」と返答していることから、O の先行連鎖に対

してHは先を促したと言える。よって、Hは、Oが続

けて何か発話をするのを待っている。 

しかし、③において、O は発話するのではなく、バ

ッグをHの方向に差し出している。発話がなくても O

がHにバッグを渡そうとしているということは十分に

観察可能である。そして、Hは Oの行為が何を示して

いるかを理解したということを示すために「はいはい」

と言いつつバッグに手を伸ばしている（④参照）。 

データ２ 

ここでは、依頼者を O、被依頼者を Yとする。Oが

Y にお茶を入れてくれるように頼む場面である。トラ

ンスクリプトを以下に示す。①～④は図２の写真の番

号を示す。 

        ①  ② ③  ④ 

01             ↓  ↓ ↓  ↓  

（O視線）   Y---XXX--------XX 

O:     

（Y視線）      OXX,,,,,,,,,,,XX 

Y:                 （nod） 

このデータでは、まず Oが Yの方を見ることから始

まっている。そして Oの視線に Yが気がついて、Yが

Oの方を見ると同時にOは左手に持っていた湯呑みを

Yに向かって差し出す（①参照）。そして Yは Oに対

して、その湯呑みの差し出しが行われた後に「頷き」

をする（②参照）。この時点で Oが Yに対して自分の

志向を向けていることが Yに理解されたということが

双方に確認される。この湯呑みを差し出すという行為

は、O にとって、Y とのコミュニケーション・チャネ

ルを確立させるのと同時に、依頼も行っているという

ことが観察される。 

しかし、Oにとって、Yとの志向が重なり、そして 
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①           ② 

   

③                      ④ 
Fig. 2  Asking for tea. 

そのことが相互に理解できたということは確認できた

が、肝心の依頼内容が正しく Yに理解されたかどうか

はこの時点ではわからない。よって、Oは Yの動きを

引き続き見続け、Yが Oの依頼をどのように理解した

かということを知ろうとしている（③参照）。結果的に

Yは Oの依頼内容を正しく理解したと言える。何故な

らば、Yが Oの湯呑みにお茶を注ぐという行為に対し

て O は何のクレームも申し立てていないからである

（④参照）。 

このデータの場合、コミュニケーション・チャネル

の確立と依頼行為がOによって同時に行われているが、

結果的に Yはまずコミュニケーション・チャネルが確

立したことを示すために「頷き」をし、それから依頼

行為の遂行をしている。つまり、依頼行為が達成され

る以前に、コミュニケーション・チャネルの確立が行

われている。 

3. 模擬環境での依頼行動の観察：車椅子実験 

 
多数の依頼行為について調べるために模擬環境での

実験を行った。被験者は埼玉大学の学生２名を１組と

し、一人は車椅子に乗ってもらい、もう一人はそれを

介護する役になってもらった。これを８組、計 16人、

１組 10分程ビデオ撮影した。 

実験に使用した部屋には一般的な居室を模した用意

をした。具体的には、冷蔵庫、電子レンジ、ビデオ、

CD プレーヤーといった家電製品、お菓子、飲み物、

カップ麺、電子レンジ調理食品等の飲食物、新聞、雑

誌、CD などを用意した。車椅子に乗る人には「一人

でやるのが大変だと思ったらなんでも介護者に頼むよ

うに」と指示した。 

 この実験では依頼の際に指差しが多用されることが

観察された。それに関する事例データを示す。 

データ３  

依頼者Nが被依頼者Cにティッシュペーパーを取る

ことを依頼する場面である。以下にトランスクリプト

を示す。このトランスクリプトでは指差しの情報も示

す。「---」は指さしが継続していることを示す。「：」

は音が伸ばされていること、「 [ 」は二人の発話の重

なりが始まる時点を示す。「hu」等は明確なことばで

はなく、このように聞こえる音（笑い声等）を発した

ことを示す。①～④は図 3の写真の番号を示す。 

01  N:    このティッシュは：：[： 

02  C:              [ああ 

          ①（開始）   ② 

（指さし）↓-------------------↓ 

03 N:    じゃあとりあえず 

       ③       ④（終了） 

（指さし）-----↓-----------↓ 

ティッシュ[でも取りましょうか 

04 C:         [hu hu       あいよ 

  
①           ② 

  
③                      ④ 

Fig. 3  Asking to get the box of tissues. 
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まず、依頼者Nは被依頼者 Cに対して「ティッシュ

でも取りましょうか」という発話をするのと同時に、

ティッシュがある方向へ指差しを行っている。この場

合、依頼発話の中に「ティッシュがある場所」が省略

されているのは、指差しによってそれを示しているか

らである。この依頼を受けて、C は指差された方向に

移動している（①参照）。そして、Nは自分の依頼を C

が理解したかどうかを知るために、C の動きを見よう

とするが、CはNの左側に回りこんでおり、Nが振り

向いた右側からはCの動きは確認することができない。

その間、指差しは行われたままである（②参照）。Cの

動きを確認できなかったNは再びティッシュの方に視

線を戻す。そこで初めて、CがNの指差した方向へ動

いていることを確認する（③参照）。そこでようやくお

互いのコミュニケーション・チャネルが確立したこと

を確認し、次にNは依頼内容が Cによって正しく理解

されたかということを見る。この段階になって、N は

指差しをやめる（④参照）。 

以上の分析から、依頼発話に動作が加わることで発

話が簡略化されることがあることと、依頼者による指

差しは、依頼者と被依頼者のコミュニケーション・チ

ャネルが確立したと依頼者が確認するまで継続される

ことがわかった。 

データ４  

同じ二人で、N が「明和電気画報」というビデオを

見たいということを伝える場面である。トランスクリ

プト中の「（．）」は短い間合いを示す。また、「＝ ＝」

は二つの発話が途切れなくつながっていることを示す。

①～④は図４の写真の番号を示す。 

         ①（開始） 

（指さし）        ↓------------- 

01  N:    ではとりあえずその：：[：： 

02  C:               [hu hu 

（指さし）--------------------------------------- 

03  N:    （．）えーと明和電気画報でも 

          ②      

          -------------↓------------------------ 

見ましょう= 

04  C:         =ghu huなになになに 

（指さし）-------------------------------------------- 

05  N:    その（．）明和電気画報っつーのが 

           ③ 

          ---↓-------------------------- 

     ビ[デオがありますよね 

06  C:     [明和電気画報 

                            ④ 

（指さし）--------------------------↓（指さし終了） 

07  N:    [あ、赤いやつ（．）そう 

08  C:    [これ？        ああ 

まず、Nは Cに対して、自分の志向と相手の志向を

重ね合わせるために、「その」という対象物を示す指示

語を言うと同時に指差しを行っている（①参照）。そし

て CがNの指差す方向を向き、さらに「笑う」という

ことでNの志向と重なったことを示してから、Nは依

頼発話を行う（3 行目：えーと明和電気画報でも見ま

しょう）。そこまで指差しを行い、依頼発話を終えてか

ら一旦 Nは指差しを止めようとする（②参照）。 

しかし、すぐに Cから「なになになに」と、カテゴ

リー限定的な聞き返しが行われる。つまり、C は、N

が「その」という指示語と指差しによって示した「明

和電気の何か」という部分がわからなかったのである。

そこで、N はもう一度指差しをやり直し、かつ「ビデ

オがありますよね」とより具体的に述べる（③参照）。

ここで、先に指差しと「その」という指示語を用いる

ことによって省略された言葉が「ビデオ」だというこ 

   
①           ② 

   
③                      ④ 

Fig. 4  Indicating the video cassette. 
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とがわかる。だが、それでもすぐに CがNの依頼を達

成することができない姿を見て、N は指差しを継続し

ながら、「赤いやつ」と、具体的な情報を付け加える。

そしてようやく Cが、Nの意図したものと同じビデオ

を手に取ったところでNは指差しをやめる（④参照）。 

指差しをすることによって、N は大まかな志向の方

向を示し、それによって、「場所」や「対象物の具体的

情報」を簡略化して発話することができた。しかし、

上記のデータのように、指差しによって簡略化した部

分に対して聞き返しが行われた場合、最初に簡略化さ

れた情報をより具体的に述べることになる。その際、

指差しは継続して行われる。これは、志向を一致させ

るための行為から、対象物を強調するための行為に指

差しの意味が変化したことを示している。 

 
4. 依頼理解に必要な検討事項 

 

人間の行動は多様であり、ある場合にはある動作を

するというような確定的なことは言えないが、今回の

調査の結果から、介護ロボットの使いやすいインタフ

ェースの実現のためには、以下に述べるような検討の

必要なことがわかった。 

介護施設の場合、その場面に複数の介護者がいる。

そこで、依頼をする場合には、まず依頼をする相手を

決め、その人にそのことを気づいてもらう必要がある。

すなわち、コミュニケーション・チャネルの確立がま

ず必要になる。これには呼びかけなども用いられるが、

実験データが示すように視線が大きな働きをしている。

我々のグループでは人間とアイコンタクトできるロボ

ットを研究しているが 5)、介護ロボットの実現のため

には、さらに周囲の人間の視線を検知し、その意図を

理解する機能を検討することが必要である。また、相

手の意図を理解したことをどのように行動で示すかに

ついても検討する必要がある。なお、車椅子実験のよ

うに相手が決まっている場合でも依頼の開始にはコミ

ュニケーション・チャネルの確立が必要である。 

我々が先に報告したように２）、行動に関連するもの

についての発話における省略が実験でも多く観察され

た。さらに、データ１，２のように、発話がほとんど

ない依頼も見られた。このような依頼を理解するため

には、視覚情報処理による人間の行動認識の能力を高

める必要がある。さらに、人間の指差しなどの行動の

認識に加え、ロボットによる効果的な指差しなどの行

動表現もデータ４から得られた知見などをもとに検討

する必要がある。 

 
5. むすび 

 

 人間同士のような簡単な方法で依頼をしても、それ

を理解できる介護ロボットのインタフェースの研究を

進めている。今回は、その基礎データを得るために、

人間同士が依頼の場合にどのような行動を行っている

のかを、社会学のエスノメソドロジーの手法で調べた。

今後は、この結果をもとに実際のロボットを開発して

いく予定である。 
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アドホックネットワークにおける
動的クラスタリングに基づく適応型経路制御

Adaptive Routing Based on Dynamic Clustering
in Ad-hoc Networks

吉田 紀彦 ∗ 田中 健介 ∗ 澤村 崇博 ∗ 松本 倫子 ∗

Kensuke Tanaka Takahiro Sawamura Noriko Matsumoto Norihiko Yoshida

Ad-hoc networks do not need particluar network equipments such as routers or base stations,
and they are autonomously constructed from end-user terminals (nodes). In ad-hoc networks,
routing is one of the most important issues so that nodes communicate with target nodes, and
various protocols have been proposed. One of the most promising is Clusterbased routing. The
Advantages of using cluster are mainly alleviation of flooding and amount of routing information
that nodes maintain. However, as situations and topologies of an ad-hoc network are various and
dynamic, it is difficult for a single fixed protocol to perform well for all occasions. Therefore,
some dynamic and adaptive mechanism in routing protocols is necessary. In this paper, we
propose an adaptive routing system for ad-hoc networks. This system begins in the same
manner as a reactive protocol, and when the network situation gets unsuitable for the protocol,
the system changes its manner of routing with a cluster-head in Cluster-based Routing, which
emerges autonomously at the place of “hot spots” in the network. Consequently, this protocol
system constructs clusters in a dynamic and adaptive manner.

keywords: Ad-hoc Network, Cluster-based Routing, Adaptive Network, Network Traffic Re-
duction

1 はじめに

アドホックネットワークとは，ルータや基地局のよ
うなネットワークインフラを必要とせず，端末 (ノー
ド) のみによりその場的に構築されるネットワーク
である．アドホックネットワークは，ノードの移動
性やネットワークの「その場的」な発生を想定して
いるため，目的のノードとの安定した通信を確立す

∗埼玉大学 工学部 情報システム工学科
Department of Information and Computer Sciences,
Saitama University

るには，経路制御は重要な要素である．
端末のみによって自律的に構成されるアドホック

ネットワークでは，特定のネットワーク設備を必要
としないため比較的容易に柔軟性に富んだネット
ワークが構築可能である．しかし一方で，ルータの
ようなネットワーク全体の構成を把握して経路制御
を行うものが存在しないために，端末自身が経路情
報を取得しそれをもとに通信を行わなければならな
い．したがってどのように経路制御を行うかが重要
な問題となってくる．
現在までにアドホックネットワークのために多く

Norihiko Yoshida     Kensuke Tanaka     Takahiro Sawamura     Noriko Matsumoto

Department  of  Information  and  Computer  Sciences,

Saitama University, Saitama 338-8570, Japan
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の経路制御プロトコルが提案されているが，アド
ホックネットワークはその柔軟性からネットワーク
の形状が様々であり，それらのどのプロトコルが最
適であるかは適用するネットワークによって変わっ
てくる．さらに，そもそもアドホックネットワーク
とはその場的 (アドホック)に構成されるものであっ
て，ネットワークの形状や状況などは事前に把握す
ることが難しく，一度構築された後にも端末の移動
や通信頻度などにより常に変化してしまう．
本研究ではこれらの問題に対応する手段として，

ネットワークの開始後にネットワークの状況にあわ
せて動的に手法を変化させ，ネットワークに適した
制御を行う適応型の経路制御を提案し，その設計
を行った．すなわち，アドホックネットワークへク
ラスタを導入することが，フラッディングの抑制や
ノードが保持すべき経路情報量の抑制といった点で
有効である．しかし，アドホックネットワークが，
ノードの移動などによりトポロジが常に変化すると
いう特徴を持っているため，クラスタを固定的に形
成することは困難である．そこで，本研究ではネッ
トワークの開始後にクラスタを動的に形成させる方
式についての提案と設計を行った．

2 経路制御手法

アドホックネットワークの経路制御手法には，大別
してReactive型とProactive型がある．Reactive型
は通信の要求が発生してから経路を作成する方法で
あり，Proactive型は定期的にノード同士が経路情
報をやり取りすることで，あらかじめネットワーク
内の経路情報を保持しておく方法である．

2.1 Reactive型とProactive型

Reactive型の経路制御方法においては，実際にデー
タ送信要求が発生した際に経路を構築する．ノー
ドが他のノードへの経路を探索する場合は，ネット
ワーク中のノードへ経路探索パケットを送信する．
これをフラッディング (flooding) という．フラッ
ディングの多発はネットワーク内のトラフィックを
増大させてしまう問題がある．代表的な方式には，
DSR [1] や AODV [2] などがある．
フラッディングを抑制するという観点から，Proac-

tive型の経路制御は定期的にネットワーク内のノー
ドと経路情報をやり取りしており，通信要求が発生
した際にフラッディングは発生しない．しかし，経
路情報を有効に維持するための負荷が大きくなって
しまう問題がある．代表的な方式には，OLSR [3]
や TBRPF [4] が挙げられる．

Cluster Head

Gateway Node

Figure 1: Cluster-based Routing

この他にも，２つの方式を自分からの距離などに
よって使い分けて併用するハイブリッド型 (例えば
Zone Routing) や，ネットワークにクラス階層を持
たせることによって制御パケット増大の問題を解消
させようとしている階層型，GPSなどによる位置
情報を利用してネットワークのパフォーマンスを向
上させている位置情報型などがある [5]．

2.2 クラスタ

フラッディングを抑制するという点において，クラ
スタ [6] を用いることは有効である．クラスタは，
ネットワークをいくつかの集団に分割したものであ
る．各クラスタでは，代表のノード (クラスタヘッ
ド) がクラスタ内の経路情報を保持している．クラ
スタ内のノードは，通信要求が発生したときにはク
ラスタヘッドへ経路を問い合わせる．これにより，
フラッディングの発生を抑制できる．Proactive型
とは違い，経路情報を保持するのはクラスタヘッド
だけであり，保持すべき経路情報の範囲も制限され
る，というメリットもある (図 1)．
しかし，アドホックネットワークにおいてクラス

タを固定的にしてしまうことは，次の点から困難で
ある．

• アドホックネットワークは任意の空間にその場
的に形成されるネットワークであるため，事前
の取り決めができない．

• ノードの移動などによりトポロジが変化する．

そこで，本研究では動的にクラスタを形成させる
方式を提案する．
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3 クラスタヘッドの動的選出

まず初期状態ではリアクティブ型で経路制御を行う．
リアクティブ型での問題は，探索パケットのフラッ
ディングによりトラフィック量が増え，ネットワー
クの負荷増大を招くことにある．そこで提案手法で
は，各端末が自分の周りのトラフィックの状況を観
測し，必要に応じて自らをクラスタヘッド (ルータ
端末) に格上げし周りの端末を結びつけ，これらの
端末がクラスタヘッドを中心とした経路制御に切り
替わることでこの問題を防いでいる [7]．つまり，ト
ラフィック量が増大しリアクティブ型では効率が悪
い状態になった場所にはクラスタヘッドが動的に生
成し，その周囲の端末が直接クラスタヘッドに問い
合わせを行うことで，トラフィック量の減少につな
がりネットワーク負荷を抑えられる仕組みとなって
いる．
この方式では，分散的に経路情報 (完全ではない)

を持つクラスタヘッドが配置されることになり，こ
れは全ての端末がネットワーク内の完全な経路情報
を持つプロアクティブ型と，基本的に必要となるま
で経路情報を持たないリアクティブ型との中間の形
をとる．またその間でどの程度の位置をとるかは，
クラスタヘッドの存在個数つまりはトラフィック量
によるため，ネットワークの状況によって動的に決
定されることになる．

3.1 初期状態

提案手法は初期状態ではリアクティブ型の AODV
で経路制御を行う．端末は定期的に Helloパケット
を送信し近隣端末との接続性を確かめている．経路
はRREQ (Route Request)パケットをフラッディン
グして探索し，宛先または宛先までの経路をキャッ
シュしている中間の端末が RREP (Route Reply)
パケットを返答することで 2つの端末間に経路が構
築される．

3.2 経路情報のキャッシュ

リアクティブ型のプロトコルでは利用した経路情報
を一時的にキャッシュする．通信頻度が上がり短時
間の間に多数の経路を利用すれば，それにともない
キャッシュされる経路情報も増える．そこで，キャッ
シュによってトラフィック量を判断し，制御手法変
更の基準とする．
ここで，AODVでは自分の周りのいる近隣端末

と接続できなくなった場合，その近隣端末を利用し
た経路を持つ端末に対して Errorパケットを送りそ
のことを通知する仕組みになっている．したがって
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D

Node S search routing information to Node D

generation of
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Figure 2: Emergence of Cluster Head

提案手法では経路の有効性は Errorパケットの通知
によって確認するものとし，キャッシュの有効時間
を既定値よりも長く設定する．

3.3 クラスタヘッドへの格上げ

経路情報のキャッシュが一定量以上集まった端末は，
ルータ端末へと格上げする．ルータ端末となった端
末は周りの端末に対しその事を通知し，それらの端
末からさらに経路情報を集める．
この時，集められた経路情報はそれぞれの端末用

の経路情報であり他の端末がそのまま利用すること
はできない．そこでクラスタヘッドでは集めた経路
情報からトポロジ表を作成する．そして，経路は問
い合わせを受けた時点でトポロジ表からダイクスト
ラ法によって作成する (図 2)．

3.4 経路情報の取得

各端末は以下の順序で経路情報の取得を試みる．

1. 自分の経路キャッシュをみる

2. 知っているクラスタヘッドに対して問い合わせ
を行う

3. 経路探索パケットをフラッディングする

それぞれの過程で経路情報がみつかればそこで
終了．みつからなければ次に進む．また，他の端末
から経路探索パケットを受け取った時も，すぐにフ
ラッディングをするのではなく上の過程をふむ．

3.5 データ送信・転送

AODVで経路制御を行っている場合，各端末は宛
先と次の送信先などからなる経路表を持ち，この情
報と送られてきたパケットの宛先から次の送信先を
判断してパケットを送信することになる．しかし，
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クラスタヘッドから返答された経路情報は送信元か
ら宛先までの全ての経路を示すソースルートであ
り，この場合各端末はソースルートでデータを送信
または転送する必要がある．そのためパケットには
ソースルートであるかどうかを知らせるフラグがあ
り，ソースルートで送信時にはこのフラグを立てる．
パケットを受け取った端末はまずこれを見て，転送
の方法を決定することになる．これにはアクティブ
ネットワーク技術 [8] を応用している．

4 クラスタの動的形成

クラスタヘッドとなるノードが選出されたならば，
クラスタを次のような手順で形成していく．

4.1 クラスタ形成の概要

まずネットワーク内で，あるノードがクラスタヘッ
ドとして選出されると，クラスタヘッドは自分の周
囲 1ホップを自分のクラスタ内に取り込む．クラス
タに取り込まれたノードにおいて通信の要求が発生
したときは，クラスタヘッドへ目的のノードへの経
路を問い合わせる．クラスタヘッドが要求された経
路情報を保持していれば，その経路を要求元へ返す
が，経路情報を保持していなければ，要求元のノー
ドは Reactive型のフラッディングによる経路探索
を行う．
その後，クラスタは周囲のノードを 1つずつ取り

込んでいき，徐々に拡大していく．クラスタは一定
の大きさになるか，クラスタが別のクラスタと接触
するまで大きくなっていく．クラスタ同士が接触し
た場合，クラスタ間の境界にあるノードがそれぞれ
のクラスタヘッドへ他方のクラスタヘッドの存在を
通知する．この境界ノードはゲートウェイノードの
役割を果たし，クラスタヘッドは他のクラスタヘッ
ドと通信を行うことができるようになる．クラスタ
ヘッドが他のクラスタヘッドと通信を行うことがで
きれば，一方のクラスタヘッドが保持していない経
路情報をもう一方のクラスタヘッドへ問い合わせる
ことができる．これにより，クラスタヘッドに経路
を問い合わせたときに経路が見つかる確率が高ま
り，フラッディングの発生が抑制できる [9]．

4.2 クラスタの発生

クラスタヘッドが選出されると，クラスタヘッドは
周囲 1ホップのノードへ自分の存在 (クラスタヘッ
ドのアドレス) を通知する．この通知を受け取った
ノードはクラスタヘッドを登録して，自分の属する

(a) (b) (c)
Cluster A

Cluster B

Cluster Head

Gateway Node

Figure 3: Dynamic Organization of Clusters

クラスタの情報を返答する．どのクラスタにも属し
ていない場合は，何も付加せずに返答する．クラス
タヘッドは返答を受け取ると，そのノードの経路情
報をトポロジ表として保持する．これにより，クラ
スタヘッドの周囲に 1 ホップのクラスタが形成さ
れる．クラスタ内のノードはクラスタヘッドの存在
を知っているので，経路を探索する場合，クラスタ
ヘッドへ経路を問い合わせることができる．

4.3 クラスタの拡大と接触

クラスタの周囲 1ホップにあるノード Xがフラッ
ディングにより経路探索を行ったとき，クラスタの
最も外側のノード Yは経路探索パケットを受け取
る．このとき，ノード Yはノード Xが要求する経
路情報をクラスタヘッドへ問い合わせるが，その前
にノード Xとやり取りを行ってノード Xの情報も
送信する．このノード Xの情報とは，具体的には
ノードXが属するクラスタのクラスタヘッドのアド
レスである．クラスタヘッドはその情報を元にノー
ドXをクラスタに含めるか否かを判断し，その結果
を経路探索の結果を返信するときに付加する．この
ような操作を経て，クラスタは 1つずつ周囲のノー
ドを取り込み拡大していく (図 3)．
このようにクラスタは徐々に拡大し，やがてクラ

スタ同士が隣接しあう状態になる．ノード aが経路
探索のためにフラッディングを行ったとすると，前
段落のような手順で，ノード aはクラスタ Bに取
り込まれる．このとき，ノード aは既に属している
クラスタのクラスタヘッド Aへクラスタヘッド B
のアドレスを通知する．なお，クラスタヘッドBは
ノード aをクラスタに取り込むときに，ノード aか
らクラスタヘッド Aの存在を知るので，通知をす
る必要はない．
このように，クラスタ同士が接触することで各ク

ラスタヘッドはもう一方のクラスタヘッドと通信す
ることができるようになる (図 4)．
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Figure 4: Enlargement of Clusters

4.4 他のクラスタへの問い合わせ

クラスタヘッドは要求されたノードへの経路情報を
保持していないとき，他のクラスタのクラスタヘッ
ドへ問い合わせを転送する．例えば，クラスタヘッ
ド Aからクラスタヘッド B へ問い合わせが行われ
たとき，クラスタヘッド Bは目的のノードからク
ラスタ Aとのゲートウェイノードまでの経路をク
ラスタヘッド Aへ返信する必要がある．クラスタ
ヘッド Aはその経路を受信すると，ゲートウェイ
ノードから経路の要求元ノード間の経路を作成し，
受信した経路とつなぎ合わせる．これが要求元-目
的ノード間の経路となる．

4.5 クラスタ内のトポロジ変化への対応

クラスタ内のトポロジが変化すると，クラスタヘッ
ドが保持している経路情報では正しい経路制御が
行えなくなる．そのため，クラスタ内の各ノードは
定期的にHelloパケットを送出し，隣接ノードとの
接続性を確認しあう．隣接ノードの変化を確認した
ノードは，クラスタヘッドへ変化を報告し，クラス
タヘッドはそれに基づいて保持している経路情報を
修正する．

5 おわりに

本研究ではネットワークの状況にあわせて動的に制
御手法を変化させ対応する適応型経路制御の設計を
行った．この手法は，リアクティブ型を基礎とする
ためプロアクティブ型に比べ経路維持のための負担
は少なく，リアクティブ型で問題となる経路探索パ
ケットのフラッディングによるトラフィック量増大
を軽減することもできる．また，制御手法を決定づ
ける基準が実際のネットワークの挙動に依存するこ
とになるこの手法においては，ネットワークが開始
される前に少ない情報からプロトコルを選択せざる
を得ない従来の手法よりも，よりネットワークに適
した経路制御が行えると考えられる．

そして，選出された代表ノードをクラスタヘッド
として，動的にクラスタを形成していく方式の提案
と設計を行った．クラスタは，クラスタヘッドが保
持する経路情報の範囲を制御できることや，フラッ
ディングの発生を抑制できるといった利点を持って
いる．提案方式は，選出されたクラスタヘッドを中
心に徐々にクラスタが形成されていく設計となって
おり，固定的なクラスタの構築が困難であるアド
ホックネットワークでクラスタを形成することに適
していると考えられる．一方，提案方式の初期では
各クラスタは独立しており，フラッディングが多く
なると考えられる．しかし，クラスタが拡大し，接
触すると，クラスタ同士が通信を行えるようになり，
フラッディングが抑制されていくと考えられる．
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速報

����におけるメロディ情報を利用した繰り返し構造の検出
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� はじめに

最近の音楽情報処理のニーズ拡大とともに、音楽家向け

の技術だけでなく、音楽家でない一般ユーザーが恩恵を

受けるような技術が注目されている ��。コンピュータに

よる楽曲構造の理解、大量の楽曲集合からの検索技術や

リアルタイム音楽情景記述システム �� ��の構築が取り組

まれている。著者らも、楽曲の音響信号をデータベース，

鼻歌をクエリ（検索要求）とした鼻歌検索に着手し，検

索手法の提案 ������� や、データベースの圧縮を目的とし

た楽曲の要約 	� を行っている。

本研究では、音符相当表現である標準����ファイルを

用い繰り返し構造を検出することを目的とする。音響信号

については、繰り返し構造、サビ検出の方法 '$������( ��

が提案されている。$������の考え方に従って繰り返し構

造を検出するにあたり、まずは ���� のメロディトラッ

クの部分を解析対象とし、その無音部分を楽曲の構造の

切れ目として有効に利用する。

� 特徴量の抽出と問題の定式化

��� 特徴量の抽出

����ファイルからメロディートラック '一般的には )

トラック目( を取り出し、" フレームを "*"+秒として、
�埼玉大学工学部情報システム工学科
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����
� ��� &
����� ,	���	���

��	��� 
�  ����������� ,����� -��������� .## ,���
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音を抽出する。ただし、音階のド '&( を 4とし、そこか

ら半音上がるごとに "上がるようにする。こうして、得

られた単音の系列を '�'"(� �'.(� � � � � �'� ((とする。ただ

し、� は曲の総フレーム数を表す。

��� 無音部分を利用したグループ分け

一般的な楽曲では、構造の区切れ（6メロ・7メロの

間など(では歌が歌われていないということが多い。この

特徴を利用し、メロディートラックの連続する無音部分

の長さがある閾値以上のとき、構造が分かれていると判

断する。つまり、閾値より短い無音部分は同じ構造の一

部とみなす。6メロ・7メロといった楽曲の構造は、一

般に 3～"4程度に分かれているという先見知識に基づき、

連続する無音の長さを調整する。楽曲�、連続する無音

の長さ � を区切りとするグループの数を �'���( とす

ると、� が大きいほど �'���( は小さくなり、� が小さ

いほど �'���( は大きくなるので、�'���( � 3 を満た

す最大の � をその楽曲の無音長の閾値候補とする。しか

し、この � があまり小さすぎると、構造の区切れでない

ような所で分けてしまう可能性があるので、� の下限を

�'実装では � 8 .4� "�.#秒(とし、

	 8 ��! '��!�� ��'���( � 3�� �(

となる 	 を閾値とする。閾値 	 による無音部分で分け

た互いに交わらない有音のグループ構造を

9'	( 8 �
 8 :�� �; � " � �  � ���


に含まれる無音区間の長さはいずれも	以下 �
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とする。ここで上の互いに交わらないとは、
� 8 :��� ��;�


� 8 :�� � �� ; '� �8 �( に対して、
� � 
� 8 � を意味する。

したがって、一般性を失うことなく 9'	( の要素数を �

として

" � ��  ��  ��  ��  	 	 	  ��  �� ��

としてよい。

��� 繰り返しの検出

整数の数列 � 8 '��� ��� ���� ��(と � 8 '��� ��� ���� ��(に

対して、一致度 �'���( を

�'���( 8

������
�����

��!
�������

�
��
�
�

Æ'��� ����(

�

�
�� � � �

��!
�������

�
��
�
�

Æ'����� ��(

�

�
�� � � �

と定義する。ただし Æ'�� �( は、� と �に関するクロネッ

カーのデルタを表す。明らかに、4 � �'���( � "である。

任意の 
 8 :�� �; 
 9'	( に対して、� 8

'�'"(� �'.(� ���� �'� (( の部分列 ��'
( とその変換 ��'
(�

��'
( を次のように定義する。

��'
( 8 '�'�(� �'�< "(� � � � � �'�((

��'
( 8 '4� �'�< "(� �'�(� �'� < .(� �'�(� � � � � �'�(� �'�((

��'
( 8 '�'�< "(� �'�(� �'� < .(� �'�< "(� � � � � �'�(� �'�� "((

すなわち、��'
( は単純な � の部分列であり、��'
( は

始点からの相対音高列、��'
( は階差音高列である。さ

らに、

��'
�� 
�( 8 �'��'
�(���'
�((

��'
�� 
�( 8 �'��'
�(���'
�((

��'
�� 
�( 8 �'��'
�(���'
�((

によって有音区間に対して、音高に基づく類似度を定義

する。また、�=マッチングによる類似度 � を 4 から "

に正規化して定義し直した類似度を ��'
�� 
�( とする。

これらの準備の下、楽曲の切れ目構造 9'	( 8

�
�� � � � � 
�� から、各 
� '� 8 "� � � � � �( に類似する要

素を集めた部分集合を作る。

�� 8 �
� 
 9'	( � �'
�� 
�( � �� � 8 "� � � � � ��

ただし、� は ��� ��� ��� �� のいずれかを利用するが、

��� ��� �� は完全マッチングなので � 8 4�3 とし、�� は伸

縮が考慮された �= マッチングなので、4�3 よりも多少

小さい 4�# を採用した。

��� 評価実験

「$%& 研究用音楽データベース：ポピュラー音楽と

著作権切れ音楽」 �� の計 ""#曲の ���� を対象に、前

節の方法で検出された繰り返し区間からサビ区間を特定

する。サビ区間の特定には、$������ �� の方法のうち、

「曲中で多く繰り返される区間がサビである」という考

え方と、「一般的な楽曲では、長い区間の繰り返しがあっ

た場合、その末尾の部分がサビである可能性が高い」と

いう特徴を利用している。なお、""#曲の正解のサビ区

間は、一人の人間が聴いて作成した。また、評価方法も

$������ の評価方法 �� に準じ、再現率 '�> ��	��� ���(、

適合率 '� > ���	���
� ���(、および両者を統合した �値

'� > �/�������(��� で評価する。

� 8
.�

� <�

� 8
正しく検出したサビ区間の長さの合計

正解のサビ区間の長さの合計

� 8
正しく検出したサビ区間の長さの合計

検出した区間の長さの合計

����� ">  !��������� ������

?�� � 4�+� ?�� � 4�3#� 6��� 
� &��	� �����

�� 3+ )3 3�1 ��

�� 3) )# @�. ��

�� 34 .+ ".�. ��

�� 3) 1+ @2�+ ��

����� " に ��� � � � � �� を用いたときの �値が 4�+ �4�3#

を超えた ""# 曲中の曲数を示す。音響信号を扱った $�/

����� �� は � � 4�3# の（正答）曲が 24 曲であり、本

実験結果は ���� を扱っているにもかかわらず、それに

勝っていない。これは、メロディトラックのみを扱った

ことが原因と考えられ、他のトラックを含めた方法に改

良する必要性を意味する。これについては今後の課題と

したい。
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速報 

                                

Numerical simulation of an excavation disturbed zone  

around a tunnel in brittle rock 

 

Masanobu Oda, Aliakbar Golshani, Yoshiaki Okui,  
and Takato Takemura 

 

The micromechanics-based damage model proposed by Golshani et al. (2005) is extended so that time-dependent 

behavior of brittle material can be taken into account, with special attention to the numerical analysis of an excavation 

damage zone (EDZ) around a tunnel, which is a major concern in assessing the safety of underground repositories. The 

present model is capable of reproducing the three characteristic stages of creep behavior (i.e., primary, secondary and 

tertiary creep) commonly observed in laboratory creep tests. Using the present model, sub-critical microcrack growth 

parameters (i.e. n and A) can be determined for Inada granite by fitting the numerical results of elapse time to failure 

versus the creep stress ratio curve with the experimental data under both dry and wet conditions. It is found that moisture 

has a significant influence on the parameter A  rather than the parameter n. Use of the extended model makes it 

possible to analyze not only the extension of microcrack length, but also the development of the excavation damage zone 

(EDZ) around tunnels as a function of time. The disturbed zones mainly develop in the sidewalls of the tunnel in the case 

that the vertical stress is larger than the horizontal stress. 
 
Keywords: Time-dependent behavior, Brittle material, Creep failure, Numerical Simulation 

 

1. Introduction 

 

The use of underground facilities such as waste 

reservoirs and power station caverns is increasing. 

However, excavation of such spaces results in a change in 

stress distribution; the changes alter the mechanical 

properties of rock mass such as strength, deformability 

and the hydraulic conductivities, and hence influence 

contaminant pathways.  

Depending on mechanical host rock properties, the 

stress redistribution may lead to the development of a 

plastic zone around the space, termed as the excavation 

disturbed zone (EDZ). The hydro-mechanical behavior of  
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EDZ around underground repositories is a major concern 

in assessing the safety of these geotechnical barriers. For 

example, EDZ, which is commonly associated with 

increased permeability, constitutes a potential risk to the 

effectiveness of isolating high-level nuclear waste from 

the environment.  

Crystalline rocks such as granite fail as a result of 

initiation and growth of microcracks (e.g. Kranz 1979). 

When a tunnel is excavated in a crystalline rock at great 

depth, say 1,000m, microcracking may occur around the 

excavation by two mechanisms; (i) stress-induced 

microcracking (short term) and (ii) time-dependent 

microcracking (long term), both of which are no doubt 

related to the formation of EDZ around the tunnel. 

Stress-induced microcracking occurs when the stress in 
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the vicinity of a microcrack is large enough that the stress 

intensity factor IK  surpasses the fracture 

toughness ICK . On the other hand, time-dependent 

microcracking occurs under a constant loading. 

Importantly, time-dependent microcracking, called 

sub-critical crack growth, can take place even if the stress 

intensity factor IK at the microcrack tip is below the 

fracture toughness ICK .  

In the past, EDZ was studied by various means, 

particularly in the field. For example, Meglis et al. (2001) 

measured ultrasonic wave velocities within a 1m deep 

shell around one quadrant of the Mine-By tunnel at 

Canada’s Underground Research Laboratory during 

excavation. Their measurements suggested that damage 

growth is most concentrated in the material immediately 

adjacent to the tunnel, extending more deeply into the 

rock in the side walls. Martino and Chandler (2004) 

studied EDZ at the Underground Research Laboratory 

(URL) in the Lac du Bonnet granite batholith in southern 

Manitoba, Canada. They measured the properties of the 

damage zone surrounding the excavation, and found that 

the in situ stress, the tunnel shape and its orientation 

relative to the maximum stress, excavation method, 

changes in pore pressure, and the creation of nearby 

excavations all affect the development of EDZ. 

Unfortunately, however, it must be realized that such 

experimental approaches, in spite of their great 

importance, cannot be effectively used to predict future 

behavior of EDZ, which might result in tunnels 

collapsing. In order to overcome this difficulty, some 

numerical models have been developed by numerous 

authors. Hommand-Etienne et al. (1998), for example, 

proposed a model for numerically analyzing the damage 

zone around an underground opening excavated in brittle 

rocks, and found that the highly damaged zones are 

formed in association with the zones of highly 

compressive stress. Fakhimi et al, (2002) simulated a 

biaxial test on a rectangular prism of the Berea sandstone 

containing a circular opening, and observed that the 

damage zone started to develop from the side walls of the 

opening where the compressive stresses were large. Chen 

et al. (2004) studied the numerically time-dependent 

behavior of rock around underground excavations in the 

Shanxai Yellow River Diversion Project. They concluded 

that the damage zone in the vicinity of side walls is larger 

than in that of the roof and floor. They successfully 

investigated how deformation accumulates around a 

tunnel over time. However, they did not discuss how 

microcracks grow as a function of time around the 

excavation. In all honesty, there is very little knowledge 

on the actual time-dependent development of EDZ arising 

from stress-induced and time-dependent microcracking in 

the surrounding rock environment. Considering 

underground storage of hazardous waste, sufficient 

knowledge on this issue is crucial because contaminants 

may migrate through a network of thus induced 

microcracks.  

In this paper, the micromechanics-based continuum 

damage model, which was originally proposed by 

Golshani et al (2005) for the analysis of stress-induced 

(short term) microcracking in brittle rocks, is first 

extended so that time-dependent microcracking can also 

be incorporated in the numerical analyses of 

time-dependent development of EDZ.  Subsequently, the 

proposed model is applied to the creep tests on Inada 

granite to assess whether creep behaviors are successfully 

simulated, and to confirm that the parameters for 

describing sub-critical microcrack growth can be 

experimentally determined. Finally, the developed model 

is applied to simulate the time-dependent development of 

EDZ around a circular tunnel in terms of the model 

parameters for Inada granite.  

 

2. Time-dependent behaviors around a circular tunnel 

with special interest in development of EDZ  

   
A rectangular region )500500( mmmm×  with a 

circular tunnel of 160 mm in diameter was analyzed by 

means of FEM in order to show the time-dependent 

development of the Excavation Disturbed Zone (EDZ). 
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The number of finite element meshes and nodes are 290 

and 168 are shown in Fig. 1. All the parameters in the 

governing equations are selected as those for dry Inada 

granite (i.e., 50=n  and 23100.2 −×=A ). The 
rectangular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Finite element mesh 

 

region was subjected, on a tentative basis, to the far field 
stresses of 1011 =σ MPa and =22σ 70 MPa under 
planned stress conditions.  

Figs 2 (a) to (h) show the time-dependent 

development of EDZ around the circular tunnel by 

illustrating microcrack length over eight different time 

steps. The following observations are worth noting:  

1) Disturbed zones are mainly developed in the vicinity 
of the sidewalls of the tunnel in the case that the 
vertical stress 22σ  is larger than the horizontal 
stress 11σ . Fakhimi et al. (2001) obtained a similar 
result in the analysis of stress-induced damage zones 
around a circular tunnel. Meglis et al. (2001) also 
reported a similar trend in a real tunnel by 
constructing a two-dimensional tomographic image 
of wave velocity.  

2) Microcracks continue to grow all the time, 

particularly in the vicinity immediately adjacent to 

the tunnel wall, until failure finally takes place. Here, 

“failure” means that microcracks tend to grow 

without a limit so that no convergence is attained in 

the iterative calculation. 

 

3. Concluding remarks 

 

 The micromechanics-based damage model proposed 

by Golshani et al. (2005) was extended so that 

time-dependent behaviors of brittle material could be 

taken into account, with special interest in the numerical 

analysis of the Excavation Damage Zone (EDZ) around a 

tunnel. Using Inada granite, we carried out creep tests in a 

triaxial vessel under a confining pressure with the 

following two objectives; i.e. to see how the damage 

growth model can predict the time-dependent behaviors 

of brittle materials like Inada granite, and to determine 

the model parameters involved in the model. The 

conclusions are summarized, as follows: 

1) The sub-critical microcrack growth parameters (i.e. n 

and A) can be determined for Inada granite by fitting 

the numerical results of elapsed time to failure versus 

creep stress ratio curve with the experimental data 

under both dry and wet conditions. The results agree 

with the fact that the presence of moisture reduces 

creep failure times. It is found that the moisture 

condition significantly influences the parameter A  

rather than the parameter n. 

2) Use of the extended model makes it possible to 

analyze not only the extension of microcrack length, 

but also the development of EDZ around tunnels as a 

function of time. The disturbed zones are mainly 

developed in the sidewalls of the tunnel in the case 

that the vertical stress 22σ is larger than the 

horizontal stress 11σ . Microcracks continue to grow 

continuously, particularly in the vicinity immediately 

adjacent to the tunnel walls, until failure takes place.  
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                  Fig. 2 Progressive development of excavation disturbed zone (EDZ) 
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研究成果報告 
 

表面弾性波の干渉を利用した微細粒子のトラッピング 
 

Trapping of Fine Particles by Using Interference of Surface Acoustic Waves 
 

加藤 寛*，鈴木健太* 
 

Hiroshi KATO and Kenta SUZUKI 
 

The longitudinal ultrasonic wave was irradiated on a specimen surface in water at an angle of 30 deg to 

generate the surface acoustic wave (SAW) on the surface.  The intensity of SAW was measured under 

different conditions, and it was found that the intensity of SAW decreased during propagating on the 

specimen surface greatly compared to the ultrasonic wave traveling in the waver.  Then two SAWs were 

propagated on the plate surface in the opposite direction and were overlapped to generate the standing 

interference wave.  Small alumina particles were scattered in a region where the standing interference wave 

was generated to distribute the particles following the standing wave.  However, there was no formation of 

the sinusoidal distribution of the particles. 

 

Keywords: Surface acoustic wave, Interference, Standing interference wave, Microscopic particles, 

Trapping 

 

1. 緒 言 

 

 近年，MEMS (Micro Electro Mechanical System) に関

して多くの研究がなされている．MEMSを構成する部

品は微小であるので，その加工，製作には，微小物体

を精密に位置制御する技術が必要である．現在，微小

物体の位置制御，マニピュレーション技術としては，

レーザ光を用いて細胞や粒子等をトラッピングするレ

ーザートラッピング法 1)や，走査型トンネル顕微鏡

（STM）を用いた電荷トラッピング 2)などが知られて

いる．しかし，レーザ光では透明な媒体を必要とし，

STM法では静電気力や電磁気力を用いるため，磁性体

や誘電体には応用できない．これに対し，超音波の干

渉を利用して微小物体の位置制御を行なうための技術

の開発が進められており，これに関する報告 3) ~ 5)もす

でになされている．これらは水中を伝播する超音波の

重ね合わせを利用しているが，本研究では，表面弾性

波の干渉により出現させた定在干渉波を利用して微小

粒子の位置制御を行なわせるための技術の開発を目的

としている．そこで，まず，表面弾性波の重なりによ

る定在干渉波の発生を確認し，次いで，定在干渉波に

よる微小粉末の縞状分布を観察することを試みた． 

 

2. 実験方法 

 

1.1 表面弾性波の発生及び減衰測定 

 水中にある物体の表面に，入射角度 30°で超音波を

入射させると，Snellの法則により物体表面近傍を伝播

する表面弾性波が生じる．そこで，試験片の面法線方
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向から30°傾けて発信子（発信周波数5 MHz，非集束

型）を配置し，発信させた．これにより，試験片表面

に表面弾性波が発生・伝播していった．試験片表面か

らの高さを変えて受信子（発信周波数5 MHz，非集束

型）を水平に移動し，音圧分布を測定した．なお，受

信子の移動は0.0525 mm単位で行なった． 

 次いで，Fig. 1に示すように，2個の発信子を対向す

る方向に配置した．逆向きに表面弾性波を発生・伝播

させて重ねあわせ，定在干渉波を生じさせ，受信子を

種々の高さで移動して音圧分布を測定した． 

 

2.2 定在干渉波に従う微小粒子の周期的分布の観察 

平均粒径0.06 µｍのアルミナ粒子を水中で撹拌して，

ポリティA550で分散させたものを用意した．次いで，

Fig. 2に概要図を示すように，2個の発信子を対向させ

て配置し，発信させた．定在干渉波が発生していると

思われる中央部付近に，ピペットでアルミナ粒子を含

む液体を注入した．この操作を実体顕微鏡の下で行い，

超音波発信の前後でアルミナ粒子の分布を撮影した． 

 

3. 結果及び考察 

 

3.1 表面弾性波の音圧分布に及ぼす測定位置の影響 

 Fig. 3 に，表面弾性波を干渉させた場合の，音圧分

布を示す．その結果，表面弾性波がAl合金平板上を伝

播する場合の波長の半分（約0.3mm）の周期を持つ正

弦波状振幅分布を生じることが分かったが，測定位置

が高くなるに従って，音圧は高くなった．これは，水

中を伝播する際の減衰を考慮すると，予想とは逆の結

果であった． 

 そこで，表面弾性波の伝播に伴う音圧の変化を測定

した結果，Fig. 4 に示すように，伝播距離が長くなる

に従って，表面弾性波の強度は指数関数的に減衰して

いった．これに対し，受信子の高さを変化して音圧変

化を測定した場合，測定範囲内（試験片表面～高さ30 

mm 程度）でほぼ一定となった．この結果より，表面

弾性波が固体表面を伝播していく場合の減衰は，水中

を伝播する縦波の減衰に比べて非常に大きいことがわ

かった．この結果を受けて，水中を伝播する縦波の減
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Fig. 1  Setup for generating standing interference wave. 
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Fig. 2  Setup for distribution of alumina particles under

cyclic distribution of sound pressure of SAW. 
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衰を無視し，表面弾性波の減衰のみを考慮して，試験

肩表面からの高さを変えて測定した結果を比較した結

果，Fig. 5に示すように，測定高さを変化した場合（♦）

の音圧分布は，受信子を試験片に沿って水平に移動し

て測定した音圧分布（■）とよく一致した． 

 以上の測定結果より，固体表面を表面弾性波として

伝播する場合は，超音波が水中を伝播する場合に比べ

て非常に大きく減衰する事が示された． 

 

3.2 定在干渉波の下での微小粒子の分布 

 Fig. 6 (a)に，表面弾性波を干渉させて定在干渉波を

生じさせた領域にアルミナ粒子を投入した場合のアル

ミナ粒子の分散状況を示す．分散剤を用いたにもかか

わらず，アルミナ粒子は凝集して塊状となったものが

多く，明確な分布が観察されなかった．そこで，超音

波発信の前後の画像の差を取り，凝集していないアル

ミナ粒子の分布状況を観察した結果をFig. 6 (b)に示す

が，アルミナ粒子は明確に縞状分布を示さなかった． 

 表面弾性波の干渉によりアルミナ粒子の縞状分布が

観察されなかったことから，超音波による音圧が不十

分であったものと考え，更に音圧の高い状況で超音波

干渉による微細粒子の分散を観察した．すなわち，超

音波が試験片表面に入射すると，その多くは表面で反

射される．そこで，相対する発信子の表面反射波を水

面近傍で干渉させ，定在干渉波を生じさせ，水面に浮

遊させた微細粒子の分布を観察した．微細粒子として

小麦粉を用い，測定した結果をFig. 7に示すが，小麦

粉の縞状分布は観察されなかった． 

 以上の結果，表面弾性波並びに反射縦波を干渉させ

 

Fig. 3  Pressure distribution of SAW along specimen surface at different height. 

Fig. 4  Change in peak intensity of SAW with propagation distance. 

 

Fig. 5  Comparison of peak intensity of SAW

obtained under different measurement directions.
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て生じさせた定在干渉波による微細粒子の縞状分布は

観察されなかった．今後は，超音波探触子からの発信

波を直接対向させて干渉させ，得られた定在干渉波に

より微細粒子が縞状分布を形成する状況を観察してい

く． 

 

4. 結 言 

 

1. 表面弾性波は固体表面を伝播するに従って減衰し

ていくが，この減衰は水中を伝播する縦波の減衰

に比べてかなり大きいことが分かった．これらの

減衰の違いを考慮した結果，種々の条件で測定さ

れた音圧分布は同一の曲線上にプロットされた． 

2. 表面弾性波の干渉により生じさせた定在干渉波に

より，微細粒子を縞状分布させる試みを行ったが，

微細粒子の縞状分布は明瞭に観測されなかった． 
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スリットに入射したデトネーション波の再開始過程
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�� はじめに

可燃性の予混合気体中を伝ぱするデトネーション波
は，その前方に衝撃波を伴い，衝撃波により未燃気
体の温度を自己着火温度以上に高めながら伝ぱする
��� ��．デトネーション波が通過すると圧力は初期圧
力の数十倍のオーダーで増加するため，安全工学上
の見地からデトネーション波の発生と伝ぱ機構に関
する研究が進められてきた経緯がある．特に，可燃
性気体を取扱う工場やプラント設備等においてデト
ネーション波が発生されれば周囲に与える影響は甚
大であるため，デトネーション波を消炎もしくは減
衰させる方法を確立することは安全工学上の重要課
題である ���．�

デトネーション波面は入射衝撃波，マッハ軸衝撃
波および反射衝撃波で構成され，これら三衝撃波が
一点で交差した三重点を伴いながら伝ぱする特徴が
ある ��� �� ��．したがって，デトネーション波は衝
撃波群と反応帯により構成されるセル構造を伴い伝
ぱする．デトネーション波を消炎させるには波面の
セル構造を崩壊されることが不可欠となる ���．デト
ネーション波をセルサイズ以下の狭い流路に入射さ
せることにより，デトネーション波は衝撃波と燃焼
波面に分離する ��� ��．すなわち，デトネーション波
の伝ぱに不可欠なセル構造が物理的に崩壊されるた
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��� �� 	
���
�

��� ������������ 	������ ����������� ��� 	������������

	��������� 	����������� 	������� ������ ! "�#��

め，衝撃波背後の温度が低下して衝撃波と燃焼波面
とに分離すると考えられる．さらに，デトネーショ
ン波が断面拡大部において回折する際には，回折角
部から膨張波が発生しデトネーション波背後の温度
を低下させる．これまでに，デトネーション波が回
折する際の挙動 �	�，回折したデトネーション波の伝
ぱ限界を示す臨界管直径 �
�および回折角を変化さ
せた場合のデトネーション波の挙動について可視化
観察がなされた ���．また，衝撃波が壁面と干渉し反
射することにより，デトネーション波が再開始され
ることが実験および数値計算より明らかにされてい
る ��� ��� ���．さらに，管内を伝ぱしたデトネーショ
ン波を回折させることにより完全に消炎させるには，
管内径が少なくともセルサイズの数倍以下である必
要があることが報告されている ����．デトネーショ
ン波が回折を起こすことにより一度，衝撃波と燃焼
波面に分離した場合でも，衝撃波が管壁面で複数回
の反射を繰返す過程においてデトネーション波が再
開始される可能性がある ��� ��� ��� ���．しかしな
がら，衝撃波が管壁等と干渉して反射した場合や衝
撃波どうしの干渉によってデトネーション波が再開
始される現象は極めて短時間で生じるため，その過
程について十分明らかにされていない．また，デト
ネーション波が再開始する位置は物理的・化学的条
件によって決定されると考えられるが，複雑であり
明らかにされていない．

本研究では，デトネーション管内に �個のスリッ
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研究成果報告
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トを設けた板（以下，スリット板と呼ぶ）を挿入し，
スリットに入射したデトネーション波の挙動につい
て実験的に調べた．具体的には，スリット板の形状
を一定とし，供試気体の初期圧力を変化させて実験
を行い，デトネーション波の再開始過程について可
視化観察を行ったので報告する．

�� 実験装置および方法

��� 実験装置
図 �に実験に用いたデトネーション管の概略を示す．
デトネーション管は鉛直に設置されており，上から順
に駆動管，被駆動管，観測部およびダンプタンクで構
成される．デトネーション管は内断面が ����� ��

の正方形であり，全長は � ��� ��である．
駆動管 "(����� # !�'は長さ � ��� ��であり，上

ww x
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L
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��� �� ��������� ������� �� �� !�� %���)*���� ��+

%����� �� �!%�������� %������ &��

部に自動車用点火プラグを取付け混合気体を着火し，
デトネーション波を間接開始させた．駆動管内部に
はデフラグレーション波からデトネーション波への
遷移時間を短くするためのスパイラルコイル "外径
�� ��，長さ ��� ��，ピッチ �
 ��'が挿入してあ
る．駆動管と被駆動管の間には，厚さ �� ��のマイ
ラー膜を挿入し駆動気体と供試気体を分離した．被
駆動管 "(����� # !�'は長さ � ��� ��であり，定
常デトネーション波を観測部に入射させるために用
いた．被駆動管には測定孔 "上から順に &��&�と呼
ぶ）を ��� ��間隔で設けた．観測部 ",!%��������

�������'は，長さ 	�� ��であり，光学ガラス "-.	'

が埋め込まれた観測窓（長さ ��� ��，幅 �� ��）
を備える．観測部には，測定孔 "&��&��と呼ぶ）が
��� ��間隔で設けてあり，デトネーション波の再開
始過程を調べることができる．ダンプタンク "( �*

#��/'は内径 ��� ��，長さ ��� �� "容積 ���� �

���� ��'であり，内部を真空にしてデトネーション
波を減衰させるのに使用した．なお，測定孔 &�～
&��は管に対向する位置に設けられており，圧力変
換器とイオンプローブをそれぞれ取付け，圧力波形
とイオン電流波形の同時計測を行った．

図 �にスリット板の概略を示す．また，表 �に製作
したスリット板の諸量を示す．スリット板の大きさは
����� ��，厚さ �� ��，�個のスリット幅は � ��

で一定であり，スリットの間隔�を � �� "&���� 0'，
� �� "&���� -'，�� �� "&���� $'と変えたスリッ
ト板を製作した．スリット板を図 �に示す &�の位
置に固定し，デトネーション波を上方からスリット
に入射させる実験を行った．
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��� 実験方法
ピエゾ式圧力変換器 "&$- &��6�������%� ���0��，立
ち上がり時間 � �%以下'およびイオンプローブを図
�に示す測定孔&�，&�，&	，&
に取付けデトネー
ション波の圧力および伝ぱ速度を計測するのに用い
た．イオンプローブは �本の鉄芯間 "間隙約 � ��'

に �� :の電圧を印加してあり，導電性を示す既燃気
体が鉄芯間を通過することで，鉄芯間が導通状態と
なる特性を利用し燃焼波の到達を検知する ����．し
たがって，圧力波形およびイオンプローブの出力時
刻が一致していれば，衝撃波と燃焼波が一体化して
伝ぱしたことになり，伝ぱする波をデトネーション
波と判別することができる．

スリット板の上下領域におけるすす膜模様を採取
し，デトネーション波の消炎および再開始現象につ
いて調べた．すす膜模様は，予め灯油を燃した際の
すすを塗布したアルミニウム製の板 "厚さ ��� ��'

をデトネーション管内に挿入しておくことにより得
られる．すなわち，�次元構造を有するデトネーショ
ン波がすす膜上を伝ぱした場合，すすの剥がされ方
は不均一となり �次元構造に起因するうろこ模様が
すす膜上には記録される．すす膜模様を採取するこ
とによりスリット板からデトネーション波が再開始
されるまでの距離を求めた．

スリット板背後におけるデトネーション波の再開
始過程の可視化観察には，;型に配置したシュリーレ
ン光学系，キセノン光源 "5������ &�������%� 3����

<���� 3��* =���� �	� > ��%���'およびイメージコ
ンバータ超高速度カメラ "5������ &�������%� 3����

9����� 	��'を用いた．キセノン光源の発光時間は
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半値幅で約 �� �%である．シュリーレン写真のコマ
間隔は � �%，露光時間 ��� �%の条件で撮影した．な
お，キセノン光源およびカメラのトリガーには，&�
に取付けた圧力変換器からの出力信号を用いた．
表 �に実験条件を示す．駆動管および被駆動管に

は量論混合比の酸素)水素混合気体を充填した．駆
動管の初期圧力は ��� /&�で一定とし，供試気体の
初期圧力 ��を �� � ��� /&�の範囲で変化させた．
なお，駆動管内で生成されたデトネーション波はス
リット板を設置した&�の位置に到達するまでに，定
常デトネーション波に遷移することを確認してある．

�� 結果および考察

スリットの間隔 �を �� ��で一定とし "&���� $'，
供試気体の初期圧力 ��を �� /&�と �� /&�で変化
させた場合の実験結果を示し，スリット板に入射し
たデトネーション波のスリット背後における再開始
過程について述べる．

��� 初期圧力 �� � �� �	�の場合
図 �に供試気体の初期圧力 �� A �� /&�の条件に
対して得られた圧力波形およびイオン電流波形を示
す．供試気体の当量比は � A ���である．横軸はデト
ネーション波が測定孔&�に到達してからの時間であ
り，縦軸は圧力を初期圧力で除した無次元圧力であ
る．図の上部には，イオンプローブからの出力信号，
下部には測定孔 &�� &�� &	および &
の位置で計測
された圧力履歴を示す．デトネーション波が &�，&�
の順に伝ぱすることにより，これらの圧力波形は急
峻に上昇する．デトネーション波の大部分はスリッ
ト板表面で反射するため，反射衝撃波が &�，&�と
上流方向へ伝ぱする．デトネーション波がスリット
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に入射することにより伝ぱ速度が減少しており，後
述するシュリーレン写真を考慮するならば，スリッ
ト背後では衝撃波と燃焼波に分離したと判断できる．
なお，測定孔 &	および &
の圧力波形において衝
撃波前方に記録された圧力変動は，シュリーレン撮
影に用いたキセノン光源からの電気的ノイズであり，
この部分においては正確な圧力波形を記録していな
い．測定孔&	および &
の位置では圧力の立上がり
時刻とイオンプローブの出力時刻が一致することか
ら，&	の位置ではデトネーション波の再開始を確認
できる．したがって，スリット板背後から &	に至
る過程でデトネーション波が再開始する．

図 �は，図 �の圧力波形と同時撮影されたシュリー
レン写真である．写真のコマ間隔は � �%，各コマの露
光時間は ��� �%であり，スリット板背後の �� ���

	� ��の領域を撮影した．写真の �コマ目では，�

個のスリットから衝撃波が回折して伝ぱする．この
シュリーレン写真から伝ぱする波が衝撃波かデトネー
ション波かを判別することは難しいが，波面上には
デトネーション波特有のセル模様が観察されないこ
と，および後述するすす膜上にもセル模様が観察で
きないことから衝撃波と燃焼波に分離したと判断で
きる．衝撃波は，スリットの角部から生じる膨張波
の影響を受け，湾曲した形状を呈する．�コマ目に
おいて，�個のスリットから回折した衝撃波どうし
が干渉する様子が観察される．�コマ目において �

つの衝撃波が干渉した中心軸上で高圧領域に起因す
る密度変化が観察され，�コマ目の中心軸上では円
形の衝撃波が観察できる．この衝撃波は，�つの衝
撃波が干渉することによる高温・高圧領域において
供試気体が着火することにより局所爆発を生じ，既
燃気体が膨張することにより形成される．局所爆発
により生じた衝撃波の伝ぱ速度は高く，�コマ目以
降において �つの回折衝撃波を貫いて伝ぱする．さ
らに，同様の局所爆発は �コマ目と 	コマ目の間で
も生じたことがわかり，�コマ目の局所爆発で生じ
た衝撃波背後に第 �の衝撃波が追従する．�度目の

SI
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SE2 SE1

(b)(a)

SSSS
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局所爆発により生じた衝撃波の伝ぱ速度は先行する
衝撃波の伝ぱ速度よりも高く，�～��コマ目におい
てこれら �つの衝撃波が一体化して伝ぱする．さら
に，�～��コマ目では衝撃波が厚く撮影されること
から，露光時間 ��� �%における伝ぱ距離が長く伝ぱ
速度が高いと考えられる．

図 �"�'および "!'は図 �のシュリーレン写真の一
部を拡大表示してあり，図 �のそれぞれ �コマ目お
よび 	コマ目に相当する．図 �"�'では �つの衝撃波
�9がスリットから回折することにより，渦輪:8が
形成される．衝撃波 �9に追従する波 8が観察され
る．これは，デトネーション波がスリットから回折
する際に衝撃波面と燃焼波面に分離した際の燃焼波
面と考えられる．�つの衝撃波 �9が干渉した中心軸
上では局所爆発が生じ，円状の衝撃波 �1�が観察で
きる．さらに，図 �"!'では衝撃波 �1�に追従して
前述した �度目の局所爆発による衝撃波 �1�が生じ
る．入射衝撃波 �9と局所爆発により生じた衝撃波の
交点 ��では，高温・高圧状態になると考えられ，す
す膜上に特徴的な軌跡を描くことになるが，これに
ついては後述する．

図 �は，図 �および図 �と同条件の実験により得
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られたすす膜模様である．デトネーション波の伝ぱ
により生成されるセル模様を観察しやすいようにす
す膜模様をスキャン処理後に白黒反転し，コントラ
ストおよび明るさを調整する画像処理を施してある．
デトネーション波は図の下方向に伝ぱし，&�の位置
に取付けたスリットに入射する．スリット板の上方
位置において，ほぼ規則的なセル模様が観察できる．
デトネーション波はスリット板表面に衝突し反射衝
撃波が上方へ伝ぱするため，スリット板上部におい
てすす膜の大部分が剥がされ飛散する．一方，スリッ
ト板下部においてはセル模様が消失するとともに中
心軸上から左右斜め下方向に拡がる特徴的な模様が
生じる．この模様は図�で観察したように，先行する
回折衝撃波と局所爆発により生じた衝撃波の交点 ��

の軌跡と一致する．また，左右の壁面近傍では入射
衝撃波が反射することによる軌跡 �8が観察できる．
この軌跡 �8と衝撃波どうしの交点 ��が干渉する
点から衝撃波はマッハ反射を呈すると考えられ，そ
の軌跡 #&が観察できる．マッハ反射による三重点
の軌跡は下方の中心軸に向かい交差する．デトネー
ション波が再開始されるのは，マッハ反射による三
重点 #&が中心軸上で交差した点の下流位置で生じ
る．図中において 8�)9���������で示す位置より下方
でセル模様が観察され，デトネーション波が再開始
した証拠である．また，デトネーション波が再開始
された位置は測定孔&	付近であり，図 �に示した圧
力波形における &	の位置でデトネーション波が再
開始することとも符合する．デトネーション波が再
開始した直後においては細かいセル模様が観察され，
スリット板上部における定常デトネーション波のセ
ルサイズに比較して小さい．したがって，デトネー
ション波が再開始した直後においては，,���������

のデトネーション波が生成される．さらに，セルサ
イズはデトネーション波の伝ぱとともに大きくなり，
スリット板上部のセルサイズとほぼ等しい大きさに
なる．また，デトネーション波が再開始した点より
下流においては，上流において衝撃波どうしが干渉
することにより形成されたスケールの大きな軌跡は

観察できない．図 �より，スリット板からデトネー
ション波再開始点までの距離���は約 �� ��と見
積もられる．

���初期圧力 �� � �� �	�の場合
図 	は，供試気体の初期圧力 �� A �� /&�の条件に
対して得られたシュリーレン写真である．コマ間隔，
露光時間は図 �と同一である．�コマ目において �

個のスリットから回折する衝撃波が観察できる．�

コマ目以降において，回折衝撃波どうしの干渉が起
こる．�コマ目において回折衝撃波の背後に観察で
きる湾曲した密度変化は，燃焼波面であると考えら
れる．デトネーション波がスリットから回折を開始
した際，スリット角部から生じる膨張波によりデト
ネーション波背後の温度および圧力は低下する．し
たがって，衝撃波と一体化して伝ぱした反応帯にお
ける燃焼速度は低下する．これにより，衝撃波から
燃焼波までの距離である誘導反応帯厚みは大きくな
り，シュリーレン写真において分離して可視化され
る．�コマ目では，図 �で観察したのと同様に �つ
の回折衝撃波どうしが干渉した中心軸上で局所爆発
が生じる様子が観察できる．局所爆発により生じた
衝撃波が回折衝撃波と干渉する様子および中心軸上
において燃焼が生じる領域を確認することができる．
供試気体の初期圧力は図 �に示したシュリーレン写
真よりも高く燃焼速度も高いため，局所爆発により
生じた衝撃波は先行する回折衝撃波に追いつき，回
折衝撃波の形状を平面形状へと変形させる様子が �

コマ目で観察できる．�コマ目以降において，局所爆
発による衝撃波は先行する衝撃波よりも伝ぱ速度が
高く，中心軸上の下方に凸形状の衝撃波へと遷移さ
せる．さらに，�コマ目における左右の壁近傍では，
衝撃波と燃焼波面が分離するのに対し，中心軸上で
は衝撃波と燃焼波がほぼ一体化して伝ぱする．した
がって，中心軸領域では図 �で観察されたような �

度の局所爆発は生じない．回折衝撃波は �コマ目以
降で左右の壁面と干渉し反射するが，反射衝撃波は
回折衝撃波に追従する反応帯と干渉するため，シュ
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リーレン写真では反射衝撃波の挙動を観察すること
は難しい．しかし，
コマ目以降においては先行する
衝撃波が壁面と干渉する点から反射衝撃波が生じる
様子が観察できる．��コマ目以降では，衝撃波はそ
の背後に白く撮影される領域を伴い伝ぱする．この
領域では密度勾配の傾きが衝撃波とは逆方向となり
燃焼波面であると考えられる．供試気体の初期圧力
が �� A �� /&�の条件では，中心軸上で回折衝撃波
どうしが干渉し局所爆発を介して衝撃波を駆動する
ことにより誘導反応帯厚みは減少するが，デトネー
ション波の再開始には至らず，可視化領域内で再び
衝撃波と燃焼波に分離する．
図 
は，図 	に示したシュリーレン写真に同期し

て得られた圧力波形である．圧力波形の概略は図 �
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に示した初期圧力 �� A �� /&�の場合と同様である
が，測定孔 &	の位置では圧力の立上がり時刻より
遅れてイオンプローブの出力信号が記録されること
から，測定孔&	の位置ではデトネーション波が再開
始していない．測定孔 &
の位置では両者の立ち上
がり時刻が一致することから，&	と &
の間でデト
ネーション波が再開始したと考えられる．したがっ
て，供試気体の初期圧力が �� A �� /&�と高い条件
では �� A �� /&�の場合に比較し，スリット板から
デトネーション波の再開始点までの距離は長い．
図 �は図 	および図 
と同じ条件に対して得られ

たすす膜模様であり，デトネーション波は右側壁よ
り再開始される．スリット板からデトネーション波
が再開始されるまでの距離���はスリット板より約
��� ��と見積もられ，図 �に示した��� A �� ��

に比べて長い．また，デトネーション波が再開始す
る距離が長い結果については図 
に示した圧力波形
とも符合する．供試気体の初期圧力が高い条件に対
してデトネーション波の再開始距離が長くなる原因
について，次のように考察される．
初期圧力 �� A �� /&�の条件では，図 �に示す

ように入射衝撃波が壁面でマッハ反射した際の三重
点の軌跡 #&と局所爆発と入射衝撃波の交点である
��の壁面における反射による軌跡が中心軸上のほ
ぼ一点で干渉する．したがって，この交点において
は圧力および温度の著しく高い 5��)�*��が形成さ
れ，強い局所爆発を介してデトネーション波が再開
始されたと考えられる．一方，図 �に示した初期圧
力 �� A �� /&�の条件では，図中の#&と ��の軌跡
が中心軸上の一点では交差しない．したがって，こ
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の領域における圧力および温度は低いため強い局所
爆発は生じず，デトネーション波を再開始するには
至らないと推察される．したがって，交点 ��が再び
右側壁で反射することによりデトネーション波が再
開始したと考えられる．

��� デトネーション波の再開始距離
前述したように �個のスリットから回折した衝撃波
によってデトネーション波が再開始するには，回折
衝撃波どうしが中心軸上で干渉する現象，および回
折衝撃波が壁面と干渉する現象の相互作用によって
引き起こされる．デトネーション波が再開始するま
での距離���をスリット板の形状による物理的条件
および供試気体の初期圧力による化学的条件によっ
て整理することを考える．定常デトネーション波の
セルサイズ �は，供試気体の種類，当量比および初
期圧などによって決定される．また，セルサイズ �
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は供試気体の反応速度に反比例するため ��� ��，供試
気体に対する代表寸法と位置付けられる．図 �に示
すように �個のスリット幅�を一定とした場合，ス
リットから壁面までの距離を Æとすれば，Æが小さい
スリット板では，�つの衝撃波が中心軸上で干渉す
るまでにスリット角部から生じる膨張波の影響を受
けるため衝撃波は減衰して誘導反応帯厚みは増すた
め，局所爆発を生じる可能性は低い．図 �および図
	に示したように，デトネーション波が再開始する
には衝撃波どうしの干渉により局所爆発を生じる現
象が関与することから，デトネーション波が再開始
するまでの距離���に対して無次元距離 Æ	�によっ
て実験データを整理する．

図 ��は，スリット板からデトネーション波が再開
始するまでの距離を管断面の一辺で除した無次元距
離���	�と Æ	�の関係を示す．同図には，供試気体
の初期圧力 ��を �� � ��� /&�の範囲で変化させ，
スリット板として &���� 0 "○印'� &���� - "□印'�

&���� $ "△印'を用いた場合に得られた結果が示し
てある．実験データにばらつきはあるが，スリット
板からデトネーション波が再開始されるまでの距離
���は，無次元距離 Æ	�によって整理される．横軸
Æ	�が大きい条件では，物理的にはスリット間隔 �

が小さく，化学的にはセルサイズ �が小さく供試気
体の反応速度が高い条件であるため，デトネーショ
ン波が再開始されやすい．したがって，図 ��に示す
ように，デトネーション再開始距離���は，負の傾
きとなる．また，実験データは両対数グラフ上にお
いてほぼ直線上に分布することから，デトネーショ
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ン波が再開始するまでの距離は，無次元距離 Æ	�の
べき関数で整理される．

�� まとめ

デトネーション管内に �個のスリットを有する板を
挿入し，スリットに入射したデトネーション波の挙
動を調べる実験を行った．供試気体の初期圧力を変
化させて実験を行い，圧力計測，高速シュリーレン
撮影およびすす膜模様を採取することにより，デト
ネーション波が再開始するメカニズムを明らかにし
た．本論で得られた結果を以下に要約する．

"�' �個のスリットに入射したデトネーション波は，
次の �'～���'の過程を経て再開始する．

�' スリットに入射したデトネーション波は，ス
リットから回折を開始した直後よりスリッ
ト角部からの膨張波の影響を受け，衝撃波
と燃焼波に分離する．

��' �つの回折衝撃波どうしが中心軸上で干渉
することにより局所爆発が生じ，伝ぱ速度
が著しく大きい衝撃波を駆動する．この衝
撃波は回折衝撃波と一体化して伝ぱする．

���' 上記の衝撃波は左右の壁面で反射した際に
マッハ反射を呈し，三重点が中心軸上で再
び干渉することにより，デトネーション波
が再開始される．

"�' 回折衝撃波と局所爆発で生じた衝撃波の交点の
軌跡を ��，回折衝撃波が壁面でマッハ反射を起
こした際の三重点の軌跡を #&で表せば，��と
#&が中心軸上のほぼ一点で干渉する場合には，
干渉領域は高温・高圧状態となるため，スリッ
ト板から短い距離でデトネーション波が再開始
される．

"�' スリット板からデトネーション波が再開始する
までの距離���は，無次元距離 Æ	�を用いて推
定することができる．
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Mass transport by an induced flow with a laser focusing shock wave 
  

Hiroyuki Hirahara1), Masaru Fujinami2), and Masaaki Kawahashi1) 

  
 Mass trans port by the shock wave induced flow was investigated for the control in the micro 
fluidics. The shock wave was generated by laser focusing with a pulsed laser. Using a pulse laser, a 
non-stationary flow was induced into a micro channel. To obtain a desired flow by designing the 
periodic frequency of the laser, an interference with the individual wall and shock wave should be 
studied for the optimization. Moreover, a fluid transportation by diffusion and convection in local 
area due to the shock-induced flow is aimed to establish an effective flow control. In the high 
viscous flow, the flow control is very difficult. In this study, the visualization of laser focusing shock 
wave and flow field measurement by PIV technique are carried out. The particle velocity distribution 
seeded in the flow was obtained and its velocity relaxation was discussed.  

  

Keywords: Mass transport, Micro-blast wave, Laser focusing, Flow visualization, PIV 

  
1. Introductions 

 
 Mass transport in micro channel is an 
important technology in such as bio-engineering, 
medical analysis, micro electronics, a lot of method 
have been developed to transfer the carriers or 
functional fluid to the target. The particular 
problems should be considered in such devices, e.g. 
fluid viscosity, surface tension and Van der Waals 
molecular force may be dominate the flow field. In 
order to establish the specified flow, several types of 
fluid transfer technique were applied in the milli- or 
micro-flow channel, such as high pressure driven 
flow, oscillating flow, electrophoretic migration, 
ultrasonic or oscillating stream, etc. Micro shock 
wave is also a prospective drive source. The 
non-linear velocity fluctuation is a very interesting 
stream for local flow control. In this technique, 
pulsating flow, which is induced by laser focusing 
can be generated into a desired position by 
controlling the focus point of the laser. Not only in 
micro channel, but also in space engineering, laser 
focusing shock wave has been studied to apply as a 
pulse thruster. In other case, an application of dry 
cleaning in silicon wafer process has been attempted 
to remove the contaminated particles from the 
reactor. Therefore, it is very important to study the 

shock driven flow or driven force acted on the 
particles. 
 The objective of this study is to establish 
the technique that controls the flow in mili or micro 
channel, which is available in micro technologies. In 
this study, fluid control using the shock wave 

generated by laser focusing was attempted to 
develop a pulsating flow in micro channel. Using a 
pulsed laser to generate a shock wave, a 
non-stationary flow was induced in the channel. To 
obtain a desired flow by designing the periodic 
frequency of the laser, an interference with the 
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Fig.1 The schematic diagram of experimental setup. 
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individual wall and shock wave should be studied 
care fully for the optimization. Moreover, a fluid 
transportation by diffusion and convection in local 
area due to the shock-induced flow is aimed to 
establish an effective flow control. The influence of 
the viscosity is considerably significant, of course, 
due to the small scale. So, the introduction of 
vortices or turbulence is preferable for the flow 
control, mixing, and molecular reaction. In this study, 
a flow filed behind shock wave was studied with 
PIV technique. 
 

2. Experimental setup 
 
 Figure 1 shows the schematic of 
experimental setup. Figure 1(a) shows a setup for 
flow visualization and Fig.1(b) shows for the flow 
field measurement. A single pulsed Nd-YAG laser 
(Spectra Physics, CRG-130) was used for shock 
generation, which wavelength is 532nm (second 
harmonic), output energy is 200mJ/pulse and the 
pulse duration is about 7ns. A converging lens with 
100mm of focal length and 65 mm in diameter is 
used to focus the laser beam appropriately. 
Approximately, 2MJ/mm2 energy was supplied in 
the volume with several mm diameters. A shock 
wave was induced with this laser focusing. 
Experiment is carried under two different conditions. 
At first, a shock wave was produced in a free space, 
and its propagation was observed. The propagating 
velocity of this spherical shock wave was measured. 
Secondly, a shock wave is generated between two 
parallel flat plates, which clearance is 5mm, so a 
cylindrical shock wave was induced in the test 
section. The observation area is the same as 
80mmx80mm for both of the cases. 
 The flow visualization was carried out 
with a schlieren technique. The light source of 
visualization is Xenon flash lamp (L7684), which 
has about 1ms duration time. The propagation of the 
shock wave was measured by the grab shot which 
was acquired with this light source and CCD camera 
(IDT Co’Ltd, Sharp VISION-1400 DE), which 
resolution is 1360x1036 pixels and 8 bits depth in 
intensity. These timing was decided by the digital 
delay unit (Stanford Lab., DG535). The shock wave 

Mach number was calculated from position of shock 
front in the images. 
 The flow velocity behind the shock wave 
is measured by PIV technique. A double pulsed 
Nd:YAG laser(Solo-3) was used for the illumination, 
which wavelength is 532nm(second harmonic) and 
output energy is 50mJ/pulse. The flow images were 
acquired with a CCD camera as well as visualization. 
An incense smoke was used as the tracer particles, 
which nominal diameter is approximately 0.5 mm. 
Both imaging optics was same in order to establish 
the relation between position of shock wave front 
and induced velocity field. PIV measurement was 
carried out in the channel. The laser light sheet was 
introduced in the test section parallel to the two flat 
plates. 
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Fig. 2 Schlieren image of a propagating shock wave, t=10
µs, cylindrical shock. 
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3. Shock wave propagation 
 
 Preliminary experiment is carried under 
two different conditions. At first, the shock 
propagations in a free space was measured. The 
propagating velocity of this spherical shock wave 
was measured in terms of times. Secondly, a shock 
wave is generated between two parallel flat plates, 
which clearance is 5mm, so a cylindrical shock wave 
was induced in the test section. The observation area 
is the same as 30 mm x 20 mm for both of the cases. 
The observation was carried out from immediately 
after the laser emission until 100 ms. Figure 2 shows 
flow image of cylindrical shock wave at 10 ms after 
the laser emission and Fig. 3 shows a shock 
attenuation of spherical and cylindrical shock wave. 
As reported in the previous investigations [1-5], 
the shock speed was attenuated in a short 
distance. Mach number and radius of shock wave 
are calculated from visualization images. No 
remarkable difference of propagation is shown 
between two conditions.  
 Following laser emission, plasma area 
could be found at center of focal point but shock 
wave front could not be found. Shock wave front 
could be found clearly at 3 ms after the laser 
emission. Then, Shock wave radius of axis of 
laser optic is about 2.5mm and shock wave Mach 
number is about 2.0. The reason that shock wave 
front could be seen soon after the laser emission 
is that the duration time of light source is too 

longer against the shock moving speed. Shape of 
early shock wave front is ellipse along the produced 
plasma. At 5 ms after, shape of shock wave front 
becomes just about spherical or cylindrical. So, 
radius reaches 4.5mm and shock wave Mach number 
converges approximately 1.1. And then, Strong 
density gradient is found in the shock wave front. 
Shock wave radius develops approximately 40mm at 
100 ms. It was confirmed that the shock wave 
generated by laser focusing is relatively weak shock 
wave 
 

4. Flow field measurement 
 The flow velocity behind the shock wave 
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Fig. 4 Schlieren image of propagating shock wave
induced laser focusing (t=50 µs, cylindrical shock) 
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Fig. 5 Velocity field behind shock wave obtained by
PIV measurement (t=50 µs, cylindrical shock) 
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is measured by PIV technique. Flow field 
measurement was carried out for the cylindrical 
shock wave propagation. The measurement was 
carried out during 25 to 80 ms after the laser 
emission. Figure 4 shows a shock wave that was 
visualized by schlieren technique. The focal point of 
the laser focusing locates out of the image 2 mm 
below. In this figure, a shock front observed clearly, 
in addition, the second wave observed behind the 
shock front. This may be a front of rarefactions wave 
of blast wave. In fact, as shown in the next figure, 
the particles are decelerated immediately in this 
region. Figure 5 is the corresponding velocity field 
by PIV at 50 ms. As shown in this figure, a velocity 
field induced by shock wave was clearly measured 
behind the shock wave. The induced velocity is 
completely axisymmetric. The particles are 
accelerated just behind the shock front, then these 
are decelerated by the rarefaction wave, which is 
observed in Fig.4.   
 The shock position and radial particle 
velocity are shown in Fig. 6. The particle and gas in 
front of shock wave is rest. The flow velocity 
induced by the shock wave should be discontinuous, 
because the mean free path is approximately 60 nm. 
However, the particle velocity increases linearly just 
behind the shock wave and it reaches to maximum 
velocity at about 4mm behind the shock wave, 
which is approximately 30m/s. And then, the flow 
velocity decreases rapidly. In this study, actual flow 
speed behind shock wave or thickness of shock 
wave front that is proved by quantitative density 
gradient field or pressure field is not carried out. 
Considering qualitative density gradient field that is 
shown by visualization image of shock wave (See 
Fig.4), thickness of shock wave front is not very 
thick and it is inferred that actual flow speed 
gradient behind shock wave front should be 
discontinuous. Also, considering distance from 
position of shock wave front to peak of particle 
speed, particle speed distribution is caused by 
inertial relaxation of particle. In this study, it was 
confirmed that smoke could be applied for flow 
behind shock wave and narrow area, however, the 
velocity relaxation [6] should be considered in the 
analysis.  

5. Conclusions 
 
 Fundamental study was carried out to 
control the flow in small area by using a laser 
focusing shock wave. A laser focusing shock wave is 
visualized by schlieren technique and induced 
velocity is obtained by PIV technique. Obtained 
velocity field shows a reasonable result that was 
predicted theoretically. It was found that the induced 
flow field responded for the shock propagation in a 
narrow channel. In the PIV measurement, the 
velocity relaxation should be considered in the flow 
analysis, on the other hands, from the view-point of 
particle transfer such as micron size, the momentum 
relaxation and response against the flow velocity 
should be taken into consideration in the analysis. 
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極低窒素濃度化合物半導体混晶における 

アイソエレクトロニックトラップによる発光に関する研究 
 

Photoluminescence from Isoelectronic Traps in Dilute Nitride Semiconductor Alloys 
 

矢口裕之*, 青木貴嗣* 
 

Hiroyuki YAGUCHI and Takashi AOKI 
 

We have studied the photoluminescence from isoelectonic traps in dilute GaAsN alloys. A number of sharp 

luminescence peaks due to nitrogen pairs and their phonon replicas were observed. The energy differences between the 

luminescence peaks and phonon replicas were 36 meV, which is in agreement with the energy of the longitudinal optical 

phonon at the Γ point . This indicates that the formation of isoelectronic traps is largely affected by the conduction band 

state at the Γ point in dilute GaAsN alloys. We have also investigated the temperature dependence of the 

photoluminescence related to isoelectronic traps. The energy shift of the luminescence peaks with increasing temperature 

is found to be almost the same as that of E0 gap of GaAs, also showing that the conduction band state at the Γ point 

significantly contributes to the formation of isoelectronic traps in dilute GaAsN alloys.  
 

Keywords: isoelectronic trap, dilute nitride semiconductor alloy, photoluminescence, GaAsN 

 

1. 研究の背景及び目的 

 

GaP への窒素原子の添加によって形成されるアイソエレ

クトロニックトラップ1)は電気陰性度の大きい窒素原子へ

の電子の局在をもたらすことから、本来は間接遷移型半導

体であるGaP の発光効率を大きく向上させる。この発光効

率の向上のために、現在広く用いられている緑色発光ダイ

オードが実現している。アイソエレクトロニックトラップ

による発光では鋭い発光線が見られることが特徴である。

一方、GaP だけでなく、GaAs への窒素原子の添加によっ

ても鋭い発光線が見られるようなアイソエレクトロニック

トラップが形成されることが報告されている2)。アイソエレ

クトロニックトラップにおいては窒素原子あるいは窒素原

子対が電子を束縛するのに十分な閉じ込めポテンシャルを

形成するために、原子あるいは原子対そのものが一種の量

子ドット構造になっていると考えることができる。我々は、

この点に着目して、窒素原子および窒素原子対を基本的な

単位構造とした半導体量子ナノ構造を作製し、特異な光物

性を発現させ、物理的解明を行うことを目的として研究を

進めている。最終的には、量子情報技術において重要な役

割を果たすことが期待されている単一光子発生を制御する

ような新規素子の作製を行うことを目標としている。この

ような研究背景において、極低窒素濃度化合物半導体混晶

におけるアイソエレクトロニックトラップによる発光に関

する研究成果の一部である、極低窒素濃度GaAsN混晶につ

いての研究結果について報告する。 

 

2. 実験 

 

本研究で用いた極低窒素濃度GaAsN混晶は有機金属気相
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エピタキシー法によって作製した 3)。アイソエレクトロニッ

クトラップによる発光特性を明らかにするために、主に顕

微フォトルミネッセンス(PL)を用いて測定を行った。励起光

源としてHe-Neレーザー(λ  = 632.8 nm)を用いた。測定は 4.2 

K で行い、温度依存性を調べる際には 70 K まで温度を上昇

させた。 

 

3. 結果及び考察 

 

窒素濃度 0.099%のGaAsN 混晶の 4.2 K における顕微 PL

スペクトルをFig. 1 に示す。 

 

Fig. 1 Micro photoluminescence spectrum of 

 GaAs1-xNx (x=0.099%).  

 

窒素の形成する準位による鋭い発光がいくつか見られる。

いずれもGaAs からの発光よりも低エネルギー側にある。こ

のことから窒素の形成する準位は GaAs のバンドギャップ

内にあり、アイソエレクトロニックトラップとなっている

ことがわかる。Fig. 1 に示すアイソエレクトロニックトラッ

プによる発光のエネルギーは Saito 等 2)によって報告されて

いる窒素対の形成するアイソエレクトロニックトラップに

よる発光エネルギーとよく一致している。図中に示した

NNA, NNB,…というラベルは Saito 等 2)によるものに合わせ

てある。窒素対によって形成されるアイソエレクトロニッ

クトラップは、窒素原子間距離に応じて束縛エネルギーが

異なるため、発光エネルギーも異なってくる。PL スペクト

ルを注意深く見ると、NNA, NNB,…といった発光ピークにと

もなって、その低エネルギー側にほぼ同じだけのエネルギ

ー差の位置に発光ピークが必ず存在することがわかる。こ

のエネルギー差は図中に示したとおり 36.1±0.1 meV であ

り、GaAs のΓ点における縦光学(LO)フォノンのエネルギー

4)と一致する。このことからNNA, NNB,…にともなって低エ

ネルギー側に見られる発光ピークはフォノンレプリカによ

るものであることがわかる。また、Γ点におけるLO フォノ

ンのエネルギーに一致することからアイソエレクトロニッ

クトラップの形成にはΓ点における伝導帯の電子状態が大

きく関与していることがわかる。また、アイソエレクトロ

ニックトラップによる発光ピークエネルギーの温度依存性

を調べた結果、温度変化にともなうシフトは GaAs の E0ギ

ャップの温度依存性とほぼ同じであった。このことからもΓ

点における伝導帯の電子状態が極低窒素濃度GaAsN混晶に

おけるアイソエレクトロニックトラップの形成に関係して

いることがわかる。 

 

4. まとめ 

 

極低窒素濃度GaAsN 混晶の PL スペクトルにおいて、ア

イソエレクトロニックトラップによる発光ピークとともに、

Γ点におけるLOフォノンが関与するフォノンレプリカが見

られた。またアイソエレクトロニックからの発光ピークの

温度変化によるシフトは GaAs の E0ギャップの温度依存性

とほぼ一致した。これらのことはアイソエレクトロニック

トラップの形成にΓ点における伝導帯の電子状態が大きく

関与していることを示している。 
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研究成果報告

ユビキタスコンピューティングの基盤としての永続コンピューティング

Persistent Computing Systems as an Infrastructure of

Ubiquitous Computing

後藤 祐一 ¤

Yuichi Goto

This research report presents some current results of our research project “Persistent Computing

Systems as an Infrastructure of Ubiquitous Computing” supported in part by Saitama University

Keywords: Persistent Computing, Soft System Buses, Ubiquitous Computing

1 背景と目的

ユビキタスコンピューティングの究極の目的は，

いつでもどこでも利用可能な計算環境と情報サービ

スを提供することである．しかし，本当にいつでも

どこでも利用できる計算環境を実現し情報サービス

を提供するためには，その前提条件として，いつで

も止まらずに動作し，なおかつ，どこでも利用可能

なサービスを提供しつづけることが必要である．一

方，ユビキタスコンピューティングにおいて，ほと

んどの情報処理システムは，反応システム，すなわ

ち，外部環境からの刺激に対して反応し，その反応

が外部環境に影響を与えるように，外部環境と相互

に作用し合う過程の進行を維持する計算システムで

ある（たとえば，銀行の ATMシステム，Webサー

ビスシステムなど）．従来の反応システムは永続的

なものではない．少なくとも，故障が生じたとき，

攻撃を受けたとき，あるいは保守や更新などを行う

とき，システム全体の稼働を止める必要がしばしば

生じる．

このため，故障が生じたとき，攻撃を受けたとき，

あるいは保守や更新などを行うときでさえ，一旦起

動されると廃棄されるまでシステム全体が止まら

埼玉大学 大学院理工学研究科 数理情報電子部門
Department of Information and Computer Sciences,

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

Saitama, 338-8570, Japan

ずに動作し，サービスを提供し続ける反応システム

（永続反応システム）がユビキタスコンピューティ

ングの実現のためには必要不可欠である．

永続コンピューティングは，永続反応システム

を構築するための方法論である [2]．従来のソフト

ウェア構築法と異なる特徴は以下のとおりである

1. システムの永続的に稼動することを基本的な要

求とする

2. システム内に基本的要素としてシステムの監

視・計測を行う機能を持つ

3. システム内の各要素は，バス（ソフトシステム

バス）を通してのみ接続し，各要素間を直に接

続させることを許さない

本研究プロジェクトの目的は，永続反応システム

の基盤となるソフトシステムバスに関して設計，開

発を行うことである．

2 研究内容と成果

2.1 ソフトシステムパッケージの設計

ソフトシステムバスパッケージとは，ソフトシス

テムバスと制御部品を含めたものである．ソフトシ

ステムバスは，システムの構成要素間の通信チャネ

ルであり，また，構成要素が動的に追加，削除され

るのを許すためにシステム内でやりとりされるデー

タや指令を一時的に滞留させるバッファ機能も持
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つ．制御部品は，並行システムの設計，開発と保守

における原理 [1] に基づきシステムを計測，監視，

制御する部品群である．

本研究では，ソフトシステムバスパッケージに対

する基本的要求を明らかにし，要求に基づき基本的

な機能を設計した．また，情報セキュリティの観点

から，永続反応システムにおける脅威を分析し，ソ

フトシステムバスパッケージが満たすべき要求を分

析し，機能を定義した．また，機能を実現する際の

課題について明らかにした．

2.2 永続コンピューティングに基づくWebサービ

スシステムの設計

ある特定の用途のユビキタスな情報システムにお

いて要求分析や機能定義を行なうことで，ボトム

アップ的に永続反応システムの要求や機能を明確に

していく方法も，永続反応システムの設計と開発に

おいて有効と考えられる．

本研究は，利用者にとって嬉しいサービスを最大

限に提供するという立場からいつでも，どこでも，

だれでも，どんなアンケートにでも使用できる汎用

電子アンケートサーバの要求分析と機能定義を行

なった．これにより，ソフトシステムバスパッケー

ジを道具として用いて，ユビキタスなWebサービ

スシステムを開発する開発者の観点から永続反応シ

ステムの要求と機能を明らかにすることができた．

3 課題

本研究プロジェクトは，現在，以下の課題につい

て研究と開発を進めている：システムの保守や更新

時にもシステムを停止させないためのシステムの動

的再構成の実現方法，システムの監視・計測のため

の監視・計測対象の選定ならびに制御部品の設計と

開発，永続反応システムにおけるセキュリティ機能

の実現，基地局モデルにおけるデータ・指令のルー

ティング法，汎用電子アンケートサーバの永続反応

システムに基づく実現．
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キラル－キラル相互作用の外部環境制御に関する研究 

Study on environmental control of chiral-chiral interaction 
青木良夫* 

Yoshio AOKI 
 

In order to study environmental control of chiral-chiral interaction, helical twisting powers of new chiral 

dopants in the nematic liquid crystal (ZLI-1132, Merck) were investigated. The chiral dopants were synthesized using 

naproxen or 4,4,4-trifluoro-3-(4-methoxyphenyl)butanoic acid or trans-1,2-cyclohexanedicalboxylic anhydride. Their 

helical twisting power values were largely influenced by the position of the substituents and the type of linkage between 

the chiral center and the core part. 

 

Keywords:chiral, liquid crystal, nematic, cholesteric, helical 

 

１．はじめに 

 

 液晶は、流動性をもちながらも結晶に似た秩序をも

つ特異な性質を有しており、分子間の柔らかい（微弱

な）相互作用により多様な集合状態を発現させる。ま

た、医薬品などにおいてキラルという概念は極めて重

要な意味をもっている。液晶中に光学活性なキラル構

造をもつ系では、マクロならせん構造をとり、基礎科

学においてもディスプレイへの応用においても重要な

意味をもっている。 

 本研究では、液晶媒質中におけるキラルな分子の相

互作用について検討を行った。具体的には、キラルな

相互作用に関する基礎研究として、キラル分子を液晶

媒質中に加えた場合に発現するらせん構造を調べ、キ

ラル化合物のらせんを誘起する能力（らせん誘起力）

を評価した。 
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２．実験 

 

液晶に添加するらせん誘起材料を合成し、これをホスト

ネマチック液晶であるメルク社製 ZLI-1132 に 1wt%添

加してキラルネマチック液晶を調製した。くさび型セ

ルにキラルネマチック液晶を充填して静置することに

より発現する欠陥線の幅から誘起されたらせんピッチ

を算出した（Cano法 1））。らせん誘起力（Helical twisting 

power : HTP）は、誘起されたらせんピッチ（p/µm）と

重量濃度（c: 0.01）の積の逆数により求められる。 
HTP = (pc)-1 

また、HTP ではらせん誘起材料の分子量の違いが考

慮されないので、これを補正するためにモルらせん誘

起力（MHTP）を次のように定義する 2)。 
MHTP = HTP × Md ÷ 1000 

ここで Md はらせん誘起材料の分子量であり、MHTP

は全液晶混合物重量 1kg におけるらせん誘起材料のモ

ル濃度あたりにおけるらせん誘起力を表している。ま

た、誘起されたらせんの向きはコレステリルノナノエ

ート(left handed : -)を用いた接触法によって決定した。 

 

３．ナプロキセン誘導体のらせん誘起力 

 

現在報告されているらせん誘起材料の構造は、ベン

ゼン環やシクロヘキサン環の１，４位に結合した直線

的な構造が多い。そこで、中心骨格となるベンゼン環

埼玉大学紀要　工学部　第39号　2006 135

（原稿受付日：平成18年 4月14日）



にキラル部位を結合させ、コア部位の置換基の位置が

異なるらせん誘起材料を合成し、それらのせん誘起力

と分子構造との相関性について調べた。キラル部位の

出発物には比較的安価で入手が容易な光学活性体であ

るナプロキセン(Figure 1)を用い、コア部位にはヘキシ

ルオキシ基もしくはベンジルオキシ基を持つフェノー

ル誘導体を用いた。そして、キラル部位とコア部位を

エステル結合もしくはエーテル結合させたらせん誘起

材料について検討した。(Figure 2) 

H3CO

COOH

CH3

 
Figure 1 Structure of Naproxen. 
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CH3
R

X :
R :
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Figure 2 Structure of new chiral dopants. 

 

らせん誘起力の測定結果を Table１に示す。ベンゼン

環に対して１，２位、１，３位、１，４位に置換した場合、それ

ぞれにおいてらせん誘起力の大きさは顕著に変化し、エス

テル結合型では１，４位に置換した場合に最も大きならせ

ん誘起力を発現するが、エーテル結合型では１，２位に置

換した方がMHTPが大きくなることが分かった。 

 

Table 1 HTP and MHTP values of new chiral dopants 

derived from Naproxen. 

HTP (µm-1) MHTP (µm-1mol-1kg)

R 
Substituted 

position 
X: 

-COO- 

X: 

-CH2O- 

X: 

-COO- 

X: 

-CH2O-

 

OC6H13 

1, 2 

1, 3 

1, 4 

+ 2.55 

+ 3.62 

- 9.60 

+ 5.94 

+ 1.99 

- 4.62 

+ 1.05 

+ 1.43 

- 3.67 

- 2.33 

+ 0.78 

- 1.81 

 

OCH2Ph 

1, 2 

1, 3 

1, 4 

- 3.18 

+ 4.79 

- 8.56 

- 11.45 

+ 3.00 

- 6.76 

- 1.31 

+ 1.97 

- 3.53 

- 4.58 

+ 1.20 

- 2.70 

 

４．4,4,4-トリフルオロ-3-(4-メトキシフェニル)ブタン酸誘導

体のらせん誘起力 

 

トリフルオロメチル基は極めて強い極性をもっているため、

これを不斉部位に用いることにより興味ある物性を示すこと

が期待される。キラルなトリフルオロメチル不斉化合物として

TFMPBA3)を調製し、これを用いてらせん誘起材料を合成

してそのらせん誘起力を評価した（Figure 3, 4）。 

H3CO

CF3

COOH

 
Figure 3 Structure of (S)-(+)-TFMPBA. 
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Figure 4 Structure of new chiral dopants. 

 

らせん誘起力の測定結果を Table 2に示す。 

 

Table 2 HTP and MHTP values of new chiral dopants 

derived from (S)-TFMPBA. 

HTP (µm-1) MHTP (µm-1mol-1kg)

R 
Substituted

position
X: 

-COO- 

X: 

-CH2O- 

X: 

-COO-

X: 

-CH2O-

 

OC6H13

1, 2 

1, 3 

1, 4 

- 4.96

- 1.63

- 8.83

- 3.61 

- 8.06 

- 18.0 

- 2.10

- 0.69

- 3.74

- 1.48 

- 3.30 

- 7.36 

 

OCH2Ph

1, 2 

1, 3 

1, 4 

- 6.42

- 0.87

- 9.42

- 4.55 

- 6.72 

- 18.4 

- 2.76

- 0.37

- 4.05

- 1.89 

- 2.80 

- 7.67 

置換位置によって MHTP の大小関係は変化し、エス

テル結合型らせん誘起材料では 1,4 位置換体＞1,2 置換

体＞1,3位置換体であり、エーテル結合型らせん誘起材

料では 1,4位置換体＞1,3位置換体＞1,2位置換体であっ

た。誘起されたらせんの向きは全てマイナスであった。

ナプロキセン誘導体ではエーテル結合型らせん誘起材

料において 1,2 位置換体が最も大きな MHTP を発現し
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たが、TFMPBA 誘導体では常に 1,4 位置換体が最も大

きな MHTP を発現した。また、ナプロキセン誘導体で

は置換位置によって誘起されるらせんの向きが変化し

たが、(S)-TFMPBA誘導体では常にマイナスのらせんを

誘起する事が分かった。 

 

５．光学活性 trans-1,2-シクロヘキサンジカルボン酸誘導体

のらせん誘起力 

 

光学活性 trans-1,2-シクロヘキサンジカルボン酸無水

物からネマチック液晶用らせん誘起材料を合成し、そ

のらせん誘起力を検討した。 (1R, 2R)-シクロヘキサン

ジカルボン酸無水物にアルコールを作用させてモノエ

ステル体を得た。ついでさらにエステル化してジエス

テル体(1-3)を合成した。また、(1R, 2R)-シクロヘキサ

ンジカルボン酸無水物とベンゼンまたはヘキシルオキ

シベンゼンとを反応させ、その後さらにエステル化し

てケトンエステル体(4-6）を合成した(Figure 5)。結果

を Table 3に示す。 

O

O
O

O
O

O
O

O

OC6H13
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Figure 5  Structure of new chiral dopants(1-6). 

 

Table 3  Physical properties of new chiral dopants 

derived from trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic 

anhydride. 

compounds HTP(µm-1) 
MHTP 

(µm-1mol-1kg) 
[α]D

 (°)

1 + 16 + 5.2 - 37.2 

2 + 8.7 + 3.7 - 37.5 

3 - 1.7 - 0.87 - 43.1 

4 - 11 - 3.2 - 9.6 

5 - 13 - 5.4 - 1.7 

6 - 5.4 - 2.7 + 18.0 

 

シクロヘキサン環に対する２つの置換基の構造を変化さ

せると、らせん誘起力は顕著に変化することが分かった。特

に、置換基の末端鎖によりらせん誘起力は大きく変化した。

これまでの研究では、らせん誘起材料の末端鎖の影響は

主にホストとなる液晶への溶解性が主なものと考えられてき

たが、今回の結果は、分子の構造によってはらせん誘起力

に対しても大きな寄与をしていることを示唆していると考え

られる。 

ジエステル体(1-3)のらせん誘起力は 1＞2＞3の順で

あり、置換基にアルコキシ鎖がない方が大きならせん

誘起力を示した。ケトンエステル体(4-6)では、アルコ

キシ鎖のない 4 よりエステル結合側のフェニル基にア

ルコキシ鎖のついた 5 の方が大きならせん誘起力を示

したが、ケトン結合側のフェニル基にもアルコキシ鎖

がついた化合物 6 は 4 よりも小さならせん誘起力を示

した。 

らせん誘起力と旋光度の関係についても検討した

が、はっきりとした相関性を確認することはできなか

った。 

 

６．まとめ 

 

 各種光学活性化合物を合成してそのらせん誘起力を

評価した。光学活性部位の構造、コアとの結合様式お

よび結合位置、末端アルキル鎖長などによりらせん誘

起力は大きく変化することが確かめられた。今後、ら

せん誘起材料の分子構造とらせん誘起力との関係をさ

らに詳細に検討し、液晶場におけるキラルな分子の相

互作用についての研究を進める予定である。 
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　研究成果報告 

１. はじめに  

 光学とエレクトロニクスの融合が光（オプト）エ

レクトロニクスを拓き、今や世界が光信号による通

信網で結ばれていることは良く知られている。それ

でも人類は、まだ光の持つ可能性のごく一部しか利

用していない。さらなる革新には光を波（光波）と

してではなく「光子（photon）」として、その量子力

学的ふるまいを活用した第２段階の科学技術であ

る photonicsの構築が望まれている。 

極限物性と有機物質合成を進めている物性物理

グループ、超伝導トンネル接合（superconducting 

tunneling junction, STJ）素子の設計、作製と THz 検出

を進めている超伝導エレクトロニクスグループ、

GaN や SiC 等の半導体結晶成長、素子プロセスを進

めているワイドバンドギャップ半導体グループ、そ

                                                           
  * 埼玉大学理工学研究科 
Graduate School of Science and Engineering, Saitama 
University, 255 Shimo-Ohkubo, Sakura-ku, Saitama 
338-8570, Japan 

してナノ構造成長・分光学的定量評価等を進めてい

る光物性工学グループの研究者らの目標もそこに

繋がっており、数年前に「先端物質によるフロンテ

ィアフォトニクスの創成」をテーマとする研究グル

ープが立ち上げられた。以下に平成 17 年度の主な

研究成果について概説する。 

 

２. 有機伝導体に関する研究 

17 年度の成果として、有機伝導体の一種である

β’-(BEDT-TTF)2ICl2 の超大型単結晶合成の成功が挙

げられる（Fig. 1）。これらは長さが 1ｃｍ程度であ

るものの、この系の単結晶としては世界最大である。

東北大学の野田研究室との共同研究により、これら

の試料を用いて、電荷移動錯体においては、世界で

初めて磁気ブラッグの観測に成功した。このような

大型単結晶合成に関する研究は、その必要性につい

ては明らかであるにもかかわらず、現在においては

世界的にみても例がない。 

先端物質によるフロンティアフォトニクス 

Towards Frontier Photonics Based on Advanced Materials 
 

鎌田 憲彦*、明連 広昭*、矢口 裕之*、谷口 弘三* 

Norihiko Kamata, Hiroaki Myoren, Hiroyuki Yaguchi, and Hiromi Taniguchi 

 

 

Based on science and technology of advanced materials, the quantum mechanical nature of photons can be

utilized for expanding the available spectral window and strengthening the security of our social systems.

Towards such frontier photonics, we started to study some basic elements from physical and technological 

aspects.  We succeeded in growing β’-(BEDT-TTF)2ICl2 single crystals, detecting THz signal by our 

superconducting tunneling junction device.  An in-situ ellipsometry enabled us to monitor thermal oxidation 

process of SiC surface, and a spectroscopic detection of non-radiative centers in a InAs/GaAs quantum dot 

structure became possible.  The combination of quantum-mechanical design, nano-scale fabrication and detailed 

characterization is considered to be essential for proceeding the research frontier of brilliant photonics world.  

 

Key Words: Superconductor, Superconducting Tunneling Junction, Wide Bandgap Semiconductors,

Two-Wavelength Excited Photoluminescence 

先端物質によるフロンティアフォトニクス 138

（原稿受付日：平成18年 4月19日）



 
 

 

 
 
また、もう一つの成果として、常圧有機超伝導体

κ-(BEDT-TTF)4Hg2.79Cl8 におけるリエントラント超

伝導の観測が挙げられる。この物質は Hg の不整合
超格子を持つことから、BEDT-TTF 層においては、
バンド充填率が、ダイマー系物質の 1/2充填率やら
わずかにずれた組成を持つことが期待される。した

がって、この物質は Mott 絶縁体へのドーピングに
より超伝導が出現しているとみなせる系である。今

回この物質の電気抵抗を圧力下において詳細に測

定したところ、超伝導が一旦消失し、再び超伝導が

出現するという超伝導のリエントラント現象が観

測された（Fig. 2）。ドープ型有機超伝導体としては
銅酸化物超伝導体が挙げられるが、有機物質では、

バンド幅を酸化物とは比べ物にならないスケール

で制御できるという利点を持つため、バンド充填率

―バンド幅二次元パラメーター平面上でこれまで

研究できなかった領域の研究が可能になると期待

される。さらに研究を発展させるために科学研究費

（特定領域研究）に申請し交付内定の通知を受けた。 
以上のような超伝導体の圧力下物性研究と平行

して、本年度は、超高圧下物性探索においても成果

が上がっている。近年、我々が、転移温度世界記録

の超伝導を観測したβ’-(BEDT-TTF)2ICl2と類似物質

であるβ’-(BEDT-TTF)2AuCl2 をキュービックアンビ

ル型圧力発生装置を用いて超高圧下物性研究を行

った結果、超高圧下では、分子間の相互作用よりも

アニオンと分子の相互作用が重要であることが判

明した。この成果は、超高圧下での構造変化を予測

する上で重要な情報であり、今後の研究において重

要な指針となる（JPSJ注目論文に選出）。また、我々

の 最 初 の 圧 力 誘 起 超 伝 導 の 観 測

（β’-(BEDT-TTF)2ICl2）の成果は第 11回 JPSJ論文賞

を得た。 

 

３． 基板吸収型 STJ素子に関する研究 

３．1  研究のねらい 

基板吸収型STJ素子を用いたTHz波検出器におい

て、 (1)吸収体としての基板の厚さが 500µmと 1mm

の素子を作製して検出効率の向上を目指した。また、 

(2)フォノンが伝播する基板と直接接触する下部電

極の面積を変化させた素子と、単接合を直列に並べ

て有効検出面積を増大させた直列アレイ接合の作

製を行い検出面積の拡大を目指した。 

 

３．２  STJ素子の作製 

 基板材料には THz 帯のフォトンの吸収係数が高

い LiNbO3を、超伝導電極には堆積、加工が容易な

Nb 金属を用いた。また、トンネルバリア近傍の準

粒子を効率良く収集するために、Alトラップ層を用

Fig. 1 World-record size crystals of charge transfer

complex β’-(BEDT-TTF)2ICl2 （c. 50mg）. 

Fig. 2 Phase diagram of κ-(BEDT-TTF)4Hg2.79Cl8 

showing reentrant superconduction. 
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いた。トンネルバリアは圧力 20Torrの酸素雰囲気中

で、Al表面を 30分酸化させて形成した。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法を用いた。 

 

３．３  THz波照射実験 

 0.4Kに冷却された素子に、THz波パラメトリック

発振器(Terahertz Parametric Oscillator : TPO)を用いて

THz波照射実験を行った。THz波は、光学レンズ等

で 3Heクライオスタットの入射窓から TPX、フィル

タを通して照射される。照射された THz波はシリコ

ン超半球レンズで集光し、レンズに直接接着された

基板に入射される。 

 

Fig. 3 Output waveforms from STJs with different 

substrate thicknesses. 

 

Fig. 3に接合面積 2500µm2、厚さが 500µmと 1mm

の基板上に作製した接合のプリアンプ出力信号を

示す。厚さ 1mmの基板を用いた接合は、厚さ 500µm

の基板を用いた接合と比較して大きな出力信号が

得られた。接合面積 400µm2において、厚さ 500µm

の基板を用いた時には直接吸収成分しか観測され

なかったが、厚さ 1mm の基板を用いた場合には基

板吸収成分も現れた。また、接合面積2500µm2では、

基板を厚くする事で直接吸収成分が消え、基板吸収

成分のみ現れるようになった。この結果から、基板

を厚くする事で基板吸収成分の割合が増加する事

が分かった。 

 

Fig. 4 Averaged output as a function of the area 

of lower electrode. 

 

Fig. 5 Pulse height as a function of the area of 

upper electrode. 

 

 

Fig. 4 に下部電極の面積に対するプリアンプ平均

出力信号を示す。同図より、下部電極の面積を変化

させてもプリアンプ出力信号に大きな変化は現れ

ない事が分かる。Fig. 5 のプリアンプ出力信号は、

下部電極面積 4900µm2、上部電極の面積が異なる場

合の結果を示す。図より、下部電極の面積が同じで

も、上部電極の面積を大きくする事でプリアンプ出
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力信号が大きくなる事が分かる。従って、プリアン

プ出力信号の大きさは、下部電極の面積ではなく、

トンネルバリアの面積により変化すると考えられ

る。 

Fig. 6 に直列アレイ接合のプリアンプ出力信号を

示す。この接合は上部電極 2500µm2 の接合が 4×4

の 16 個直列に接続されている。図より、接合面積

2500µm2の単接合のプリアンプ出力信号と同様のプ

リアンプ出力信号が得られた。出力信号を検出面積

に応じて増大させるためには並列接続などの検討

が必要であることがわかった。 

 

Fig. 6 An output from a series array junction. 

 

４．ワイドバンドギャップ半導体に関する研究 

シリコンの物性値によって決定されるパワーデ

バイスの性能限界の壁を超えるべく、近年、SiC や

GaN などのワイドバンドギャップ半導体によるパワ

ーデバイスが期待されている。SiCはSiと比較して、

バンドギャップが約３倍、絶縁破壊電界が約７倍、

熱伝導率が約３倍ということから、パワーデバイス

へ応用した場合２桁大きい性能指数が見込まれる。

また、SiCは、Siと同様に熱酸化によって表面にSiO2

層が形成されることから MOSFET への応用が可能で

ある。現在、すでに SiC MOSFET の性能は Si MOSFET

のそれを超えているものの、本来 SiC が材料として

持ち合わせているポテンシャルを十分に生かしき 

 

Fig. 7 Basic configuration of an in-situ 

ellipsometer. 

 

Fig. 8 Monitored process of a thermal oxidation 

on SiC surface. 

 

った性能までには至っていない。そのようなことを

引き起こしている原因の一つは、SiO2/SiC 界面にあ

ると考えられており、SiC の熱酸化に関する検討が

重要な課題となっている。そこで、我々は SiC の熱

酸化プロセスの機構解明をするためにIn-situ分光

エリプソメータを開発し（Fig. 7）、SiC の熱酸化プ

ロセスの実時間測定を行った（Fig. 8）。このよう

な実時間測定を行うことで、酸化膜の厚さが 1 nm

以下という極めて薄い領域においても酸化速度の

精密は測定が可能となり、SiC の酸化プロセスの機

構解明への重要な知見を得ることができた。 
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５．分光学的評価等に関する研究 

 

Fig. 9 A sample structure with InAs/GaAs quantum 

dots 

 

 

 

Fig. 10 The amount of BGE effect as a function of 

BGE Power. 

 

発光材料・デバイスの高効率化には、結晶欠陥や

残留不純物等により形成される非発光再結合準位

の低減が不可欠である。通常のバンド間励起

（Above-Gap Excitation, AGE）光に加えて禁制帯内

励起（Below-Gap Excitation, BGE）光を照射し、AGE

により生じる試料固有の自然放出光（フォトルミネ

ッセンス）の BGEによる強度変化（BGE効果）を

しらべる方法（２波長励起フォトルミネッセンス）

により、非接触（電極不要）、非破壊で非発光再結

合準位の密度、エネルギー分布等の定量評価が可能

である。新たに励起光学系、受光系を整備し、InAs/ 

GaAs量子ドット構造（Fig. 9）での測定に初めて成

功した。BGE 効果の飽和傾向（Fig. 10）、また特異

な温度依存性等を観測し、量子ドットのキャリア再

結合に重要な手がかりを得た。この他にも短波長

GaN系結晶成長に関して進展が得られた。 
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準静的流れから高速流れへ移行する粒状体の微視的変形機構の研究 

 
Micromechanics on flowing granular materials from quasi-static to rapid flow range. 
 

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, two-dimensional flow was generated in 

a laboratory. As the particles disc shape particles and balls were compared. Steel ball has a merit of a small 

friction and small energy consumption. However, it is not mentioned that it experiments true 2D, because the 

movement form about steel ball is sliding and rolling. The rapid shearing test was done by using the 

polyethylene disk where friction was unlimitedly reduced, and the flow using the ball particle and the flow 

using the disc particle were compared, and considered. It can be said that it is unquestionable even if the shear 

flow is treated by using which particle in this experimental apparatus. 

 

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. 実験装置と評価方法 

 

実験装置4)-,5)（Fig.1）は鋼鉄製底板上におかれた円盤

状の内壁･外壁に囲まれた空間をせん断セルとした構造

で、内壁を回転させることで、せん断流れを生じさせる

装置である。内壁回転速度によってγ&を、セル内の粒子
数によってν*を自由に変えられる。使用したモデル粒子

をFig.2に示す。 

内壁の速度をU、せん断セル幅をHとすると、せん断セ

ル内全体には単位時間で U/H のせん断ひずみが生じてい

ることになる。この単位時間あたりのせん断ひずみを

shear rate HU /=γ& とした。充填率に関しては、実験

装置の違いや粒状体の違いによる評価を統一するため次

式の正規化fraction max/* ννν = を用いた。ただし、ν

はせん断セル内の fraction、νmaxは実験装置特有の最大

fractionとする。また、平均せん断応力は粒状体の直径

Dや密度ρ、γ&の影響を受けるため、実験ごとのデータの
比較にそのまま利用するのは不適当であるため

)/(* 22γρ &DTT PXYXY = によって無次元化した。 

 

2. 実験結果と考察 

 

Fig.3(a)、(b)に球体粒子と円盤粒子の Txy*とγ&の関係
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を示す。球体粒子の場合、低ν*でセル内の粒子が少ない

ときには、Txyはγ&のほぼ 1 乗に比例している。中程度の
ν*の場合には、γ&の 2 乗に比例して Txyが発生している。
一方、円盤粒子の場合、低ν*の時、ν*＜0.5は、摩擦の

影響で実験を行うことが出来ない。中程度のν*の場合に

は、多少のばらつきはあるものの、球体粒子と同様に Txy

はγ&のほぼ 2乗に比例して発生している。高ν*では両者
ともTxy*が大きく上昇し、特にγ&が低い場合（グラフの○
印）には、せん断セル幅いっぱいに粒子が連なる柱構造

が形成された。柱が形成されると回転速度が不安定にな

りγ&が一定の実験とはならない。そのため高ν*、低γ&の
場合は Txyにおけるγ&の影響ははっきりしない。実験結果
から、円盤粒子の実験可能範囲は、球体粒子に比べて実

験範囲が限られる。 

 

3.  結論 

 

球体と円盤型の２つの粒子を用いたせん断試験を行っ

た。その結果、測定された応力は定性的に同じ傾向を示

した。また以下の特徴が明らかになった。球体粒子は、

摩擦が小さいため広範囲のν*、γ&で実験が行えるが、運
動の観察が困難という問題を持つ。円盤粒子の場合、実

験可能な範囲は限られるが、運動を追跡しやすく精度の

高い画像解析を行えるという利点がある。今後は円盤粒

子の運動を高速度ビデオカメラで追跡し粒子間の運動を

解明する予定である。 
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Fig.1 Rapid shear apparatus 

 

  
Fig.2 Particles used in this study (Ball and Disc) 
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b) Disc case 

Fig.3 Relationship between Txy* and γ&  
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土壌圏における環境影響化学物質の挙動解析 

Fate and Transport of Environmental Impact Chemicals in Soils 

小松登志子*, 川本 健*, 河村清史*,杉山和夫*, Per Moldrup** 

Toshiko KOMATSU, Ken KAWAMOTO, Kiyoshi KAWAMURA, Kazuo SUGIYAMA, and Per MOLDRUP  

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

investigated. The gaseous transport parameter such as soil-gas diffusivity (Dp) and the air-permeability (ka) were measured for 

both Japanese volcanic ash soils and Danish sandy soils. Based on the tests of predictive Dp models, the BBC and the TPM 

models predicted well the measured data. Furthermore, a new model for predicting ka was developed, and was tested against the 

measured data. The new ka model performed better than the previous models. For the soil liquid phase, new models for 

predicting soil-water retention and unsaturated hydraulic conductivity were derived by linking the Gardner and Campbell 

models. The new models performed well for predicting unsaturated hydraulic conductivity in near-saturated undisturbed soils, 

suggesting it can be used to evaluate water transport in undisturbed soil systems. By using the combination of column and batch 

sorption experiments, the mechanism of colloid-facilitated transport of EICs in soils was investigated. Results show that the 

leaching of both colloidal particles and dissolved organic matter is controlled by diffusion-limited kinetics. The batch sorption 

experiments showed that the herbicide (2,4-D) and heavy metal (Pb) sorption on both soil and colloidal particles greatly depend 

on pH conditions.  

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

Parameters, EICs sorption 

 1.  本研究の目的 

人為的要因（工場からの揮発性有機化合物の漏洩，

農地からの農薬流出など），自然起因（地層中に存在

する高濃度のヒ素など），自然災害（例えば，最近の

米国ハリケーン被害によるオイルタンクからのガソリ

ン流出）など，様々な要因によって引き起こされる土

壌・地下水汚染が世界各地で問題となっている。国内

においても同様な問題は顕在化し，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

分子レベルで測定し，その運命予測を行うことにある。

ここでは，トリクロロエチレン, 農薬, PAHs（多環芳

香族炭化水素）などの汚染物質や水域の富栄養化の原

因物質となる栄養塩（リン，窒素）などをまとめて環

境影響化学物質 (Environmental Impact Chemicals ; 以下

EICsと略す)と呼ぶ。 

* 埼玉大学大学院理工学研究科 

Graduate School of Science and Engineering, Saitama 

University, 255 Shimo-Okubo, Sakura-ku, Saitama, 
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本研究は，平成 17 年度埼玉大学重点研究テーマ

「環境影響化学物質のクロスメディア挙動の予測・評

価のための統合的解析に関する研究」において，土壌

圏における EICs の挙動解析を担うものである。ここ

で，土壌圏（土壌環境）は気圏や水圏との EICs の交

換・移動を仲介する重要な媒体であり，土壌と地下水

を含む。 

本研究では，国際共同研究グループ（日本，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・パラメータ（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。土壌は固相（土粒子），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，分子レベルの視点から，各相での挙動と

各相間の物質分配を解析し，その予測モデルを構築す

る必要がある。本研究では，EICs の運命予測に必要な

次の項目について研究を進めた。①土壌気相・液相に

おける EICs の分子拡散および移流分散パラメータの

測定，②これらのトランスポート・パラメータ（拡散，

移流）の相関関係の解析，③土壌コロイド粒子（粒子

径 1μm 以下）による EICs の輸送機構解明，④EICs

の土壌及びコロイド粒子への吸着･脱離機構の解明，

⑥EICs の予測モデルの提案，⑦予測モデルを用いた環

境リスク評価と汚染土壌浄化法の開発。 

本研究の最終的な目的は，これらの結果を統合して

土壌圏（土壌・地下水）における EICs の挙動をミク

ロな視点で解析し科学的理解を深めるとともに，より

簡便で正確な挙動予測モデルを提案することにある。

このことにより，環境リスク評価と汚染土壌浄化法の

開発・効率化を行うことができる。さらに他のクロス

メディアとの相互関係を考慮した統合モデルの開発が

可能となる。 

2.  研究成果 

本研究では，国内土壌（黒ボク土壌）とデンマーク

土壌（砂質土壌）についてのガス拡散，通気性の測定，

土壌への農薬，重金属の吸着，コロイドの流出特性の

測定等を行い，既存データの解析とともに，吸着係数，

通気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  トランスポート・パラメータの予測モデル 

気相のトランスポート・パラメータでは，まず，国

内土壌の土壌ガス拡散係数の実測データ（図 1(c)）に

基づき，土壌間隙分布特性，無効間隙率，基準気相率

の違いを考慮して，新たに 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を

用いて，予測値と実測値との適合性を検証し，予測モ
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デルの評価を行った。その結果，新たなモデルは既存

の BBC モデルと同程度の良い適合性を示すこと，適

合性に無効間隙率の影響は見られないこと，基準気相

率は pF2 における気相率を用いたモデルが良い適合性

を示すことが明らかになった。 

次に，デンマークにおいて 5 つの土壌プロファイル

（表層から深さ 6m まで）より試料を採取し，ガス拡

散係数（図 1(a), (b)），通気係数を測定した。そして，

これまでの研究で，その有効性が示されている 5 つの

既存モデルを用いて，ガス拡散係数の実測値と予測値

の適合性を検証した。その結果，Three-Porosity Model

が最も良い適合性を示し，土壌プロファイルのガス拡

散係数分布を上手く表現できることを明らかにした。

さらに，通気係数では土壌間隙分布特性や屈曲度・連

続性を考慮して，新たな予測モデルを提案した。モデ

ルを検証した結果，新たな予測モデルは既存モデルよ

りも良い適合性を示すことが明らかになった 

液相のトランスポート・パラメータでは，Gardner

不飽和透水モデルと Campbell水分特性・不飽和透水モ

デルを組み合わせ，土壌中の水分移動を規定する不飽

和透水係数の新たな予測モデル（Gardner-Campbell モ

デル，以下 GC モデル）を提案した。そして，モデル

検証の結果，GC モデルは実測データを上手く予測す

るのみならず，既存モデルよりも容易にパラメータを

求めることができるなど，実用的に有効であることが

分かった。 

 

2.2  各相間の EICs分配 

 土壌液相・カラム実験による土壌からのコロイドの

流出特性，バッチ吸着実験による EICs（農薬の 2,4-ジ

クロロフェノキシ酢酸 （2,4-D）と重金属の鉛）の土

壌および土壌コロイドへの吸着特性の解明を行った。

その結果，土壌からのコロイドおよび溶存有機物はい

ずれも拡散律速に従い流出することが明らかになった。

さらに，コロイド分画結果より，本土壌試料の立川ロ

ームではコロイドの多くが無機性コロイドであった。

バッチ吸着実験結果より，土壌およびコロイドへの汚

染物質の吸着は pH に大きく依存し（図 2），pH 条件

によりコロイド吸着形態での汚染物質輸送が促進され

る可能性があることが分かった。 

現在は，土壌における溶質（液相）の拡散の測定を

行うと同時に，褐色森林土壌におけるガス拡散，通気

係数などの測定を行っている。今後，液相と気相のパ

ラメータ間の相関を調べるとともに，土壌構造や土性

の違いが及ぼす影響について検討していく予定である。

また，コロイドによる EICs 輸送促進機構の解明のた

め，これまであまり研究が行われていないコロイド相

の有機酸・腐植物質を調べる予定である。 
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Pavement Condition Survey in Kagawa Prefecture by ROMDAS 
  

Mohammad Mamunur Rashid * and Koji Tsunokawa ** 
 
Highway is one of the most important areas among the various facilities of infrastructure. Therefore, most 
of the organizations related to the infrastructure management system pay higher attention to the pavement 
which is the most important facility of highway management. An effective pavement management system 
(PMS) helps to carry out all the preservation and necessary maintenance operations of the pavement. In 
order to implement a pavement management system, data collection that indicates existing condition of 
pavement and its relevant facilities is an important concern for its management organization. At present, 
Road Measurement Data Acquisition system (ROMDAS) is one the most popular and efficient systems 
which is being widely used to collect pavement data in many industrialized countries as well as developing 
countries. The objective of this survey is to collect roughness data (International Roughness Index, IRI) of 
the pavement in Kagawa prefecture. In addition, this study is carried out for collecting the pavement 
condition in visualized form by video log survey as well as the exact location of the pavement by global 
positioning system (GPS) survey. 

 
Keywords: Pavement Management System (PMS), International Roughness Index (IRI), 
ROMDAS, Calibration, Data Processing 
 

1. Introduction 
 

A comprehensive pavement management system 
(PMS) is the key to better reconstruction, restoration and 
maintenance decision-making. An operating PMS 
provides agency management with the ability to better 
plan and manage highway, street, and road pavements [1]. 
The Pavement Management System is a set of tools or 
methods that can assist decision makers in finding cost 
effective strategies for providing, evaluating, and 
maintaining pavements in a serviceable condition. It 
provides the information necessary to make these 
decisions. In general, an effective PMS consists of two 
basic components. The first one is a comprehensive 
database, which contains current and historical 
information on pavement condition, pavement structure, 
and traffic. The second component is a set of tools that 
allow the decision makers to determine existing and 
future pavement conditions, predict financial needs, and 
identify and prioritize pavement preservation projects [2]. 

Therefore, every agency involved in pavement 
management system should have a comprehensive 
database which is the fundamental component of a PMS. 
In order to fulfill this requirement and create a strong 
database pavement condition survey is necessary that 
______________________________________________ 
* Mohammad Mamunur Rashid, Ph.D student 
Department of Civil and Environmental Engineering, 
Faculty of Engineering,  Saitama University, 255 Shimo-
Okubo, Sakura-ku, Saitama, 338-8570, Japan 
** Koji Tsunokawa, Professor 
Department of Civil and Environmental Engineering, 
Faculty of Engineering,  Saitama University, 255 Shimo-
Okubo, Sakura-ku, Saitama, 338-8570, Japan  

helps to generate the current information of pavement 
condition which is used to predict the future condition by 
using different tools and models. The objective of this 
study is to collect roughness data (International 
Roughness Index, IRI) of the pavement in Kagawa 
prefecture. In addition, this study is carried out for 
collecting the pavement condition in visualized form by 
video log survey as well as for collecting the GPS data to 
get map with roughness value of different sections by 
using ArcGIS software. The pavement surveyed in this 
study was approximately 174 km in length in one 
direction. Roughness data was collected with 100 meters 
interval in both directions of the pavement which made 
348 km in total.  
 
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. ROMDAS is useful to carry 
out various type of surveys such as 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, collecting global positioning system (GPS) 
data, collecting skid resistance, as a digital trip meter [3]. 
 

2. Methodology 
  
2.1 Calibration 

Framework of data collection process shown in 
Figure 1 includes various steps which tend to proceed to 
the final goal of this study. At beginning of this survey, 
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all the necessary equipments were calibrated. Z-250 
reference profiler was calibrated using shims in Saitama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Framework of Data Collection Process 

 
Moreover, Odometer was calibrated in Public Works 

Research Institute in Tsukuba selecting a 300 meters 
section with four runs. Both the calibrated Z-250 profiler 
and odometer are used in order to calibrate the 
ROMDAS bump integrators. Two types of data are 
normally used to calibrate the bump integrators in 
ROMDAS systems. One is the roughness value of the 
sample sections by using Z-250 reference profiler and 
another one is the count per section by bump integrator. 
Three different 100 meter sections (smooth section, 
medium rough section and rough section) were selected 
in Public Work Research Institute in Tsukuba for this 
purpose and two IRI were determined by Z-250 profiler 
along the way of two different wheel paths for every 
individual section to calibrate two bump integrators 
separately. Vehicle and ROMDAS were operated in 
those sections closer with three different speeds (30 km/h, 
45 km/h and 60 km/h) to record the bump integrators 
reading. For each of the sections, there were five runs 
with every individual speed which made 15 runs in total 
for each section. Regression analyses of the mean value 
of bump integrators reading and determined IRI by Z-250 
profiler provide the roughness calibration coefficients for 
both the bump integrators which have been given below. 
 
Bump Integrator 1: IRI = 0.0013x + 0.4122 (30 km/h) 

   IRI = 0.0008x + 1.4783 (45 km/h) 
   IRI = 0.0008x + 1.1289 (60 km/h) 

Bump Integrator 2: IRI = 0.0015x + 1.1239 (30 km/h) 

   IRI = 0.0012x + 1.1529 (45 km/h) 
   IRI = 0.0009x + 1.0895 (60 km/h)  
 

Where, x is Bump Integrator Reading (Count/km) 
 

After the calibration of both the bump integrators, 
the coefficients determined in the aforementioned 
processes were stored in the ROMDAS software for the 
data processing of raw data in order to get the final 
output of this study. 
 
2.2 Raw Data Collection 

Data collection in this study was carried out in 
Kagawa prefecture situated in Shikoku island of Japan. 
During the roughness survey, additional data (location 
reference points, video log data and GPS measurements) 
were also recorded. Kilometer posts along the pavement 
were used as location reference points (LRP) to create 
reference points for the identification of exact location. 
Moreover, video log survey was carried out for making 
the pavement condition visualized and GPS survey 
helped to find the exact location in terms of longitude, 
latitude, altitude and also to draw GIS map by using 
ArcGIS software.         

 
3. Data Processing 

 
ROMDAS converts raw roughness data into 

calibrated roughness through calibrated equations. If 
equations are available for different speeds, ROMDAS 
applies the appropriate equation given the vehicle speed 
at the time of the measurement. This removes the 
constraint of trying to operate the vehicle at a single 
survey speed under all conditions. GPS data (longitude, 
latitude and altitude) along with roughness value were 
processed by ArcGIS software which provides the map 
of the pavement along with the indication of their 
respective roughness value.  

 
4. Data Representation and Reporting 

 
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. . In general, the processed roughness data 
by using ROMDAS software is recorded in an MS 
Access file which was rearranged in this study with the 
reference of video file in an excel sheet for its better 
understanding. Table 1 shows typical roughness data 
recorded in the excel sheet which includes important 
columns of the roughness data. Kamitenjin to Tokushima, 
at the top of the first column, represents the origin and 
destination of the pavement section. C_ROUGH_1 and 
C_ROUGH_2 represent the processed roughness value in 
term of IRI of 100 meters interval by bump integrator 1 
and bump integrator 2 respectively. CALIB_RGH shows 
the average IRI of two bump integrators that is the final 
roughness of that sampling interval. “Video 5” in the first 

Raw Data 
Collection 

Final 
Data 

Calibration

Z-250 Roughness 
Meter 

Odometer

Data 
ProcessingROMDAS ArcGIS
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column refers that file named “Video 5” contains the 
video log survey data of this section.  
 
Table 1. Processed Roughness Data in Excel Sheet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 GPS data were processed by ArcGIS software and 
presented as GIS map of the pavement section with the 
indication of different roughness value by using different 
color convention. In Figure 2, pavement section with 
green, yellow and red colors show that roughness values 
are within 0 to 2.0 m/km, 2.0 to 3.0 and 3.0 to above 
respectively. The outcome of this analysis shows that 
only little portions of the pavement have roughness value 
more than 3.00 m/km which need higher attention than 
others for maintenance operations to keep the pavement 
in acceptable level. 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2. GIS Map with Roughness Value 
 

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

 
5. Conclusion 

 
A roughness survey of 174 km pavement in Kagawa 

prefecture in Shikoku Island of Japan by Road 
Measurement Data Acquisition System (ROMDAS) is 
explained in this paper. In order to make the survey 
clearly understandable, this paper includes all the 

procedures followed to carry out this survey. At the 
introductory stage, this study deals the calibration of 
various ROMDAS equipments for using during the 
survey. Calibration includes Z-250 reference profiler 
calibration, odometer calibration and roughness meter 
calibration. Successful calibration of all the necessary 
equipments proceeds the survey to data collection. 
Pavement surveyed in this study was 174 km in length 
which makes a 348 km length in total in both ways. Raw 
roughness data was collected at a 100 meters interval of 
that 348 km pavement. Moreover, video log data and 
GPS data was also recorded during the data collection of 
this survey. Finally, raw roughness data was processed 
by using ROMDAS and ArcGIS software in order to 
produce the final product of this survey. 

An investigation of the roughness values found by 
both the bump integrators shows that higher roughness 
value (average 2.80) belongs to the bump integrator 1 
(left wheel path) while the average roughness value for 
bump integrator 2 is 2.24. This finding roughly refers 
that roughness value is inversely proportional to the 
distance between wheel path and shoulder. 

Roughness data found in this study is well organized 
with every 100 meters interval. However, video of the 
right-of-way of all the pavement is not so clear to predict 
the roughness by visualization. Due to shortage of 
storage capacity, highest resolution was not set during 
the survey which inhibits the picture frame quality. 
Moreover, due to having difficulties to setup the GPS 
equipments, it was not possible to collect GPS data for 
the whole pavement. GPS data was collected 
approximately for the pavement of 74 km out of 174 km 
which is around 42.5% of the total pavement. 
 
5.1 Recommendation for Future Study 
 For better data representation and understanding, 
integration of roughness value, GPS data, video logging 
data and GIS data is necessary which can be carried out 
in future. In addition, for the calibration of bump 
integrators, regression analysis of IRI value and 
count/km is possible by using raw data (count/km) 
instead of using their mean value. Moreover, it might be 
possible to develop calibration equations as a function of 
count/km as well as vehicle speed.    
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Kamitenjin CHAINAGE LRP LRP LRP C_ROUGH_1 C_ROUGH_2 CALIB_RGH
to Tokushima   FROM TO NO.       

  0 0 0 1 0 0 0 
Video 5 100 0 100 1 4.81 4.55 4.68 

  200 100 200 1 2.77 2.23 2.5 
  300 200 300 1 2.32 1.67 1.99 
  400 300 400 1 2.13 1.3 1.72 
  500 400 500 1 2.21 1.5 1.86 
  600 500 600 1 3.27 2.35 2.81 
  700 600 700 1 2.06 1.29 1.67 
  800 700 800 1 2.27 1.33 1.8 
  900 800 900 1 3.39 3.05 3.22 
  943 900 943 1 2.01 2.07 2.04 
  1043 0 100 2 6.52 4.27 5.4 
  1143 100 200 2 2.41 1.55 1.98 
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大型植物シャジクモが湖沼内の栄養塩の循環に与える影響 

 

Effect of Charophytes on Nutrient Cycling in Lake 
 

浅枝 隆*, 藤野 毅* 

 
Takashi ASAEDA and Takeshi FUJINO 

 
This report describes about the effect of Charophytes on nutrient cycling, conducted in Lake Myall, Australia. 

Relationships between submerged plants biomass and gyttja layer thickness, decomposition characteristics of 

the four dominated species, mechanism of phosphorous accumulation by Chara, UV light effect on plant 

biomass are discussed. These results give that both Charophytes and gyttja may play a role of water quality 

stabilization. A possibility and condition of applying for Japanese lakes are suggested. 

 
Keywords: Chara, Nutrient Cycling, gyttja, Myall Lake 

 
1. はじめに 

 

湖沼の水質の安定化に対して高い効果が期待されるシ

ャジクモは、戦後、流域の宅地化などの開発に伴う富栄

養化によって急速に姿を消し、東京周辺では研究対象に

することさえ難しくなってきている。しかし、一方では、

浄化施設が進んだ湖沼において、シャジクモ群落の復活

も確認されてきており、湖沼の再生といった工学的見地

からの研究も急がれているといえよう。 

本研究では、こうした背景のもと、湖底のほぼ全域が

シャジクモ群落に覆われるオーストラリアNSW州のマイ

オール湖を対象にして、シャジクモ群落をいくつかの観

点から調査し、栄養塩との関係を求めようとしたもので

ある。ここで対象にしたマイオール湖流域においても数

年前にアオコの発生が記録されている。ところが、その

時においても、シャジクモのない下流の Bombah 

Broadwaterでは大量のアオコに悩まされたものの、シャジ

クモに覆われたマイオール湖では大部分の水域で透明度 

*埼玉大学 大学院理工学研究科 

Graduate School of Science and Engineering, Saitama 

University, 255 Shimo-okubo, Sakura-ku, Saitama 338-8570, 

JAPAN 

が保たれたことが地元の漁業者からも報告されている。

こうしたことから、マイオール湖においては、シャジク

モ群落が植物プランクトンの増殖を効果的に抑えている

と考えられ、マイオール湖におけるシャジクモ群落が作

り出す環境、また、他の植物との関係、さらに栄養塩循

環に及ぼす影響について重点的に考察した。 

 

２. 調査場所および方法 

 

2.1 マイオール湖の概要 

調査はオーストラリアNSW州のニューキャッスルの75 

km北方にあるマイオール湖で行われた。マイオール湖は

面積 68 k㎡、最大水深 4.5 m、平均 2.8 mの水深をもつ、

塩分濃度 0.2 ％の汽水湖である（Fig.1 参照）。また、

流域面積が湖水面積の3倍程度しかなく、しかも、一部の

放牧地を除いて森林に覆われていることから、流入栄養

塩量は少ない。 

また、マイオール湖では、水深50 cm以下の極めて浅い

場所、波浪が強い場所を除いて、湖域のほぼ全域で、シ

ャジクモ群落が確認され、シャジクモによる影響を評価

するための調査に極めて適した環境にある。 
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Fig. 1 Map of Lake Myall 

 

2.2  植物およびgyttjaの分布調査 

調査では、まず、GPSで位置を確認しながら、湖内の

20ヶ所程度の場所を定期的な観測位置と定め、1ヶ月もし

くは2ヶ月に一度程度の頻度で定期観測を行った。各定期

観測点では、10m x 10m程度の広さの中に、3－10ヶ所の

コドラートを設け、幅30cmの鍬で1－2mの区間にある水

草を採取した。また、同時に底泥のコアサンプルを採取、

さらに、現地において、水温、ｐH、濁度、電気伝導度、

塩分濃度を測定、さらに採水し化学分析を行った。 

採取した植物サンプルは、種別に分類、その後、乾燥

炉にて65度で重量変化がなくなるまで乾燥、乾燥重量を

求めた。コアサンプルは強熱減量より有機物量、含有栄

養塩濃度を求めた。また、いくつかの観測点のサンプル

について、シャジクモ類の長さを測定した。 

また、日照度計により、各測点において、植物キャノ

ピーの内と外で、水深方向に50cm間隔で光強度を測定し

た。さらに、水深方向に10cmおきに紫外線強度を測定、

減衰率を求めた。 

湖底のほぼ全域にわたって有機質の土壌gyttjaが堆積し

ているのが確認された。このgyttja層は極めて柔らかく、

強度が元の地質との間で大きく異なっていることから、

棒を固さが異なる深さまで鉛直に差し込むことで、gyttja

層の厚さを測定した。 

 

2.3  植物の分解実験 

枯死後の植物体の分解速度を得るために、シャジクモ

類、イバラモ、フサモおよびセキショウモの葉と茎につ

いて分解実験を行った。実験では、それぞれ空気乾燥さ

せた湿潤重量22gのサンプルを、メッシュサイズ2 mmの

ネットで作成した袋に入れたものを25個ずつ用意し、湖

内の沿岸帯の水深1.3 mの約30 cmのシャジクモ群落上に

放置、31日、79日、125日、184日、322日経過後にそれぞ

れ5個ずつ採取し、乾燥重量を測定した。これに初期に測

定した乾燥重量と湿潤重量との比を合わせ、それぞれの

時点までに消失した量を求めた。 

 

2.4 カルシウム濃度を増加させた室内実験 

シャジクモ類は大量のカルシウムを炭酸カルシウムと

して細胞壁外側に沈着させることが知られている。この

機 構 に 関 し て は 、 い く つ か の 説 が あ る が 、

Borowitzka(1982)に従うと、以下のようなものである。シ

ャジクモは炭酸水素イオンを利用する能力が高い。その

ため、炭酸水素イオンが活発に取り込まれる領域は酸性

になり、二酸化炭素が光合成に利用された後に水酸イオ

ンが放出される場所はアルカリ性になる。そのため、こ

こでは炭酸イオンがつくられ、水中のカルシウム分と化

合、炭酸カルシウムを凝着させるというものである（Fig.2 

参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2  HCO3 adsobtion by Chara corallina 

(Borowitzka,1982) 

 

マイオール湖の湖水のカルシウム濃度は25 mg/ｌ程度

でわが国の湖でも通常みられる程度の値であった。しか

し、一方で、マグネシウム濃度が92 mg/ｌと高い濃度で

あったことから、わが国の通常の湖で生ずる現象と異な

ることが予想される（宝月1998）。 
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こうしたことから、湖水および塩化カルシウム20 mg/

ｌと食塩2pptで湖水と同様なカルシウム濃度の水を作成

し、シャジクモ(Chara fibrosa)の生長実験を行い、マグネ

シウム濃度が高い場合とそうでない場合の比較を行った。

3ヶ月生長させた後に、シャジクモ中に含まれるカルシウ

ム濃度、リン濃度を、また、550度に加熱後に含まれるカ

ルシウム濃度、リン濃度の比較を行うことで、炭酸カル

シウムの形態で含まれるカルシウム量、それに結合する

リン濃度を測定した。 

 

３． 結 果 

 

3.1  植物相の年間変化 

植物のサンプリングからこの湖では極めて浅い水域を

除き、植物相は、ほぼ、シャジクモ類のChara属(Chara 

fibrosa, Photo-1) Nitella属(オトメフラスコモNitella hyalina, 

Photo-2)、イバラモ(Najas marina, Photo-3)、およびフサモ

のなかま(Myriophyllum salsugineum, Photo-4)のみで構成さ

れる極めて単純なものであることが確認された。ただし、

500 回程度のサンプリングのうち2回程度、これにセキシ

ョウモのなかま(Vallisneria gigantea）および他のシャジク

モが確認された。 

また、シャジクモ類およびフサモは年間を通して見ら

れ、イバラモは3月ごろから生長を初め、5月に最大とな

り、9月ごろにはほぼ消滅するという季節変化をみせるこ

とが確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1. Chara fibrosa 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2. Nitella hyalina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 3. Najas marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 4. Myriophyllum salsugineum 
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3.2 gyttjaの堆積状況 

湖内では、一部の浅い場所を除き、ほぼ全域に有機質

を50 ％以上含む泥gyttjaが堆積していることが確認され

た。gyttja層の厚さは、厚いところでは2 m以上、ほとん

どの場所で1-2 mと厚いものであった。gyttjaの成因は、サ

ンプリング時に、分解されgyttjaになる過程のシャジクモ

やイバラモが多数観測されたことから、シャジクモおよ

びイバラモ（Najas marina）が枯死後分解されたものと考

えられる。 

gyttjaの堆積厚は、浅い場所では、水深との間の相関は

ほとんど見られない。中央の深い溝に沿って厚くなって

いることから、gyttja層厚はこの層の下にある元々の地形

に従ってより低い場所により厚く堆積していると考えら

れる。 

また、通常、gyttjaは水深 40cm以下の場所で波浪が強

く砂漣の窪みにしか確認されないが、南岸付近では波浪

が強く、水深1.5mの場所まで砂層になっていた。 

 

3.3  湖底の特性と植物相 

それぞれの植物種の生育場所は湖底の状況や水深に大

きく依存していた。 

シャジクモ類 

シャジクモ類は、いずれの水深にも生育していること

が確認された。しかしながら、Chara fibrosaについては、

極めて浅い水域にも生育するものの、比較的大きな群落

は、沿岸の樹木の陰になる場所、また、抽水植物群落で

波浪などの擾乱が抑えられる場所に限られていた。オト

メフラスコモについては、砂浜の水中に延びた木の根の

表面や砂漣の窪みなど波の強い場所にも確認された。シ

ャジクモ、 オトメフラスコモともに、1.5 mより深い場所

では、年間を通して、30％は若いものが確認されたのに

対し、静穏な湾でgyttjaが堆積した場所でも、日のあたる

水深が40cm以下の場所では、常に老化したものの中に新

しいものが伸びている状態や、場合によっては粗いパッ

チ状になるなど生育が抑制されているのが観測された。 

イバラモ 

イバラモの生育場所は、流れの穏やかな場所に限られ

ていた。特に、沿岸の水深20 cm程度の場所においては、

抽水植物や倒木などによって波や流れから隔離されてい

る場所に限られていた。しかし、一方では、水深4.5 mの

最深部においても確認された。特に、gyttja層の上にも多

く生育し、gyttja層の上にシャジクモ群落が存在する場合

には、その上にパッチ状に広がっていた。 

イバラモの生育期間は、ほぼ2月から7月までに限られ、

特に、3-5月には、水深3 m程度の場所において、半径200 

m程度にわたり、湖底から水深40 cm程度の深さまでを占

める大群落を形成していた。しかし、こうした期間にお

いても水面にまで到達する場合は限られ、多くは、水面

から50 cmまで伸びた状態で広がっていた。 

フサモ 

シャジクモ類やイバラモと比較するとフサモの生育場

所は限られていた。フサモは水深が10 cm程度の場所から

2.5m程度の場所に生育していたものの、その生育場所の

湖底は、シャジクモ類やイバラモの場合と異なり、岩が

露出しているか、他の場所と比較すると明らかに固い

gyttjaが30 cm程度以内の厚さで岩の上に堆積した場所で

あった。そのため、生育場所もそうした場所が存在する

強い流れに突き出した岬に沿った場所、近接した島の間

などに限られていた。 

沈没したボート上には、まず、セキショウモが生えた

ものの、2ヶ月程度の間に完全にフサモに遷移、その後安

定した。また、捨てられた作業着の上にも、フサモが生

えているのが確認され、観測期間中に他の種に変化する

ことはなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 5. Nitella hyalina 
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3.4 植物量 

Fig. 3は、それぞれの植物の乾燥重量を水深に対して示

したものである。フサモに関しては水深との間にほとん

ど相関関係がみられない。これは、フサモが水面近傍に

広がるために、水深の影響を受けないためである。しか

し、イバラモの最大値については、水深と共に増加する

傾向が伺える。この理由は、3-5月にイバラモが大増殖す

る際に、水面から40cm 程度まで生長するため、水深が大

きい程、バイオマスが大きくなるためである。 

シャジクモ類については、年間の最大値について、水

深50cm の水域で300g/㎡ 程度、水深の増加とともにほぼ

徐々に減少、水深4.2m 程度でほぼゼロになっている。一

方では、水深50cm 以下の場所では、バイオマスはほぼゼ

ロになっている。 

Fig.4 にそれぞれの植物の乾燥重量とその場所におけ

るgyttja層の厚さに対して示す。シャジクモ類とイバラモ

に関しては、gyttja層に関わらず生長するのに対して、フ

サモについては明らかにgyttja層の薄い場所にのみ生育可

能なことがわかる。 

フサモは最大6m程度にまで生長し水面を覆う。水面に

浮くために浮力も大きく、また、鉛直に伸びることから

流れから受ける抵抗も大きい。そのために、湖底にしっ

かり固定される必要があり、柔らかいgyttja層上には生育

できないと考えられる。根も太く、引っ張り力に対する

強度も高く、一旦根ごと採取したものは、柔らかいgyttja

層に固定することは不可能であった。 

gyttja層は極めて貧酸素な状態にあり、酸化還元電位は

－200mV程度等と極めて還元性が強く、常に硫化水素等

の発生がみられた。こうした環境もフサモの生長に適さ

ないものと考えられる。 

一方、シャジクモ類およびイバラモは、湖底に広がる

ことから、浮力はほとんどなく、根も細く柔らかい。岩

の窪みに泥がたまった状況であれば生育可能と考えられ

るが、柔らかいgyttja層内に伸びていくにはむしろ適して

いる。こうしたことから、gyttja層の厚さに関わらず生育

していると考えられる。 

 

3.5 植物相の年間の変化 

Fig.5 は、水深1.5m以内および1.5m以上の場所において、

その場所の植物の乾燥重量の年間の変動を示したもので

ある。それぞれの植物群落はパッチ状になっているため

に、同じサンプリング場所でもゼロからある値まで変化

する。 

浅い場所では年間を通じて、シャジクモのキャノピー

の表面部分は老化、もしくは枯死しており、その中から

新しいシュートが伸びている。一方、深い場所では、常

に新しい茎がのびている、また、茎の長さも浅い部分で

は30cm程度までであるのに対して、深い場所では50-80cm

と長く伸びていた。 
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Fig.3 Relationship between drymass and water depth 
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Fig.4 Relationship between dry mass and gyttja layer depth 

 

3.6  植物間の種間競争 

Photo 6は、イバラモがシャジクモ類の群落内に生えて

いる状況を示したものである。シャジクモは厚さ30cm程

度の厚さで群生し、湖底を覆い上方に向かって伸びるの

は新しい芽が伸びているだけである。一方、イバラモは

パッチ状に全方向に広がる。従って、シャジクモ群落の
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内部にイバラモが生える場合には、ほとんどの場合、初

期にはイバラモがシャジクモ群落の上に広がり、イバラ

モのバイオマスが多くなってくると徐々に水面に向かっ

て広がっていく。そのため、イバラモのバイオマスが少

ない間はシャジクモに対する影響は少ないと考えられる

が、バイオマスが大きくなってくると少なからぬ影響を

及ぼすと考えてよい。 
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Fig.5(a) Seasonal variations of Chara drymass 
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Fig.5(b) Seasonal variations of Nitella 

 

Photo 7は、水面上からフサモを撮ったものである。フ

サモは水底から鉛直に伸び、水面に到達すると水面を覆

う。そのため、フサモのバイオマスに関わらず、フサモ

の下にあるシャジクモには影響があると考えられる。 

Fig.6 は、同一場所におけるシャジクモ類とフサモとが

共存している場合の間の乾燥重量の典型的な関係を示す。

フサモは春先の花をつける時期およびその直後にバイオ

マスが最大となるが、年間を通じて存在していた。  

シャジクモ類のバイオマスは極めて場所的もしくは季

節的な変動が強く、バイオマスの値自体も極めて低い値

から最大値まで変動する。しかし、最大値のみをみると、

フサモの量が多い場所ではシャジクモ類の量が少なくな

っており、明らかに負の相関がみられる。 

Fig.7 に、3月、5月、7月に観測した、シャジクモ類と

イバラモのバイオマスの量との関係を示す。これらは、

１ケースを除いて水深2-3ｍの場所で観察されたもので

ある。3月以前にはイバラモはほとんど存在せず、シャジ

クモ類のバイオマス量も多い。しかし、3月ごろよりイバ

ラモは急激に生長を開始する。この場合、イバラモは大

量のバイオマスを背景に、鉛直方向にも伸び、水柱の大

部分を占める。 

シャジクモ類とイバラモのバイオマスの関係をみると、

イバラモのバイオマスが増加する5月を中心にシャジク

モ類のバイオマスは減少している。6月に入ると、イバラ

モは生長を止め、バイオマスも徐々に減少を始める。そ

れに応じて、シャジクモ類のバイオマスも増加に転じる。 

 
Photo 6 Najas marina overlying chara 

 

Photo 7 Myriophyllum salsugineum in water surface 
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Fig. 6 Charophytes biomass v.s. Mriophylam biomass 

 

Charophytes biomass vs Najas biomass
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Fig. 7 Charophytes biomass v.s. Najas biomass 
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 Fig. 8 Light intensity distribution within plant canopy 
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Fig. 9 Relationship between plant biomass and extinction 

coefficient 

 

3.7 光強度の分布 

Fig. 8 は、群落のキャノピー内およびキャノピー外で

計測した光強度の分布である。その下に植物群落の有無

に関わらず、水中での光強度は大きくは変わらない。こ

のことは、1m以浅の水域が広く存在するにもかかわらず、

湖内が場所的に比較的一様に保たれていたことをしめし

ている。また、水中では、光強度はいずれも指数関数的

に減少しており、水柱内の減衰がほぼ一定であったこと

を示しており、温度躍層がほとんど見られなかった状況

と呼応している。 

水中での光強度の減少に比較すると、キャノピー内で

は急激に光強度が減少している。特に、シャジクモ群落

内での光強度の減少率は極めて大きく、光強度は10cmの

厚さで数100分の1にまで減少している。これはシャジク

モが茎が細く複雑に絡み合うために、極めて密な群落を

形成していることに起因している。水面から30－50cmの

深さにまで群落を発達させるイバラモ内部では光強度の

分布の測定が可能であった。この分布もほぼ指数関数的

に減衰を示している。これは、イバラモが茎を比較的に

一様に分布させることに因っている。 

次に、Fig. ７に得られたような光強度の分布形より、
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Beer Lambert Law   )exp(
0

kz
I
I

−=  

を仮定し、光の減衰係数kを求めた。ここで、I(z)は水深z

での光強度、I0 は水面直下での光強度である。 

Fig. 9 に、単位容積中に存在する植物の乾燥重量に対

し、k値を示す。多少のバラツキは存在するものの、乾燥

重量の増加とともに、減衰率kも増加している。この値は

陸上の植物と比較すると極端に大きい値である。この理

由は、水生植物の場合、体内の90％が水分であり、陸上

の植物と比較して極めて高いために、少ない乾燥重量で

も光の減衰率が高くなる。 

さて、ここで確認されたイバラモやフサモのバイオマ

スは200-300g/㎡程度であった。この場合、Fig. 9より、k

の値はほぼ2(1/m)程度になる。この場合、水深2mの場所

では、水面での光強度の13％、水深３ｍでは5％になる。

一方、水中での光の減衰率がほぼ一定値(=0.4(1/m))であっ

た。これより、I/I0＝4～13％程度の場所は水深4.1m程度

の深さの場所にあたり、ここでは、シャジクモのバイオ

マスはほぼゼロになっていたことから、これらの沈水植

物の生育下では生長を抑えられていたと考えられる。 

 

3.8 分解実験の結果 

Fig.10 は、それぞれの植物のサンプルの残存する乾燥

重量の時間変化を示したものである。これを、初期の重

量に対して片対数表示したものをFig。12に示す。セキシ

ョウモの葉で多少はずれるものの、ほぼ直線で表せる。 

次に、これらに対し直線関係、 

( ) )exp(
0

kt
M

tM
−=

 
を仮定し、分解率kを求めた。ただし、M(t)は、t日後の残

存量、M0 は初期の乾燥重量、tは経過日数である。分解

率およびこれを仮定した場合の50％分解に要する日数、

90％分解に要する日数を示したものがTable 1である。イ

バラモやセキショウモは分解が速いのに対し、シャジク

モ類の分解は極めて遅いことがわかる。これらの結果は、

Bastardo(1979)の50％分解に要する日数、シャジクモ類

82.6日、マツモ32.5日、フサモ22日、リュウノヒゲモ12.9

日の傾向とも一致している。このように、シャジクモ類

の分解には他の沈水植物と比較して時間がかかる。 
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Fig.10 Remaining amount of plant 

 

Table 1 Decomposition rate 

 k(1/day) 50%分解に

要する日数 

90%分解に

要する日数

シャジクモ 0.0073 95 315 

イバラモ 0.0032 21 69 

フサモのなかま 0.0092 75 250 

セキショウモ（葉） 0.0411 17 56 

セキショウモ（根） 0.0049 142 470 

 

3.9 湖内の栄養塩濃度変化および栄養塩循環の機構 

湖水のTNおよびTPの濃度の年間の変化をFig.11および

Fig.12に示す。TN、TP濃度ともに、初夏の植物の生長期

に低く、冬に高くなる傾向が確認される。シャジクモお

よびイバラモに含まれるTNおよびTPの量は、TNについ

ては、シャジクモ類で平均2.5％、イバラモで2％、TPに

ついては、シャジクモ類で0.1％、イバラモで0.11％とシ

ャジクモ類とイバラモとの間に大きな差は認められず、

また、陸上の植物と同程度の値となった。 

 

3.10 シャジクモがリン濃度に与える影響 

マイオール湖で採取されたシャジクモ内の含有カルシ

ウム濃度は、21 mg/gDW（2004年1月）、35.3 mg/gDW（2004

年3月）、23.6 mg/gDW（2004年9月）、20.3 mg/gDW（2004

年12月）であった（Fig. 13）、一方で、マグネシウム濃 
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Fig. 11 Variatons of TN in Myall 
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Fig. 12 Variations of TP in Myall 

 

度の低い水で培養されたものについては、 276.6  

mg/gDWと高い値を示した。また、そのうちで、CaCO3

の形態をとっているものの割合は、湖で採取されたもの

については、それぞれ、33%（2004年1月）、43%（2004

年3月）、 32% （2004年9月）、30% （2004年12月）で

あったのに対し、マグネシウム濃度を抑えた水で培養し

たものについては 97%と高く、シャジクモ自体も硬くも

ろくなっているのがみられた（Fig. 14）。 

さらに、550℃の強熱で失われた量の割合は、湖で採取

されたサンプルについては、それぞれ、84.1%、79.8%、

81.4%、83.1%と高い値を示すのに対し、低マグネシウム

濃度で培養されたものについては、29.3%と高い値になっ

た。 

含有リン濃度TPは、湖で採取されたものについては、

それぞれの月に採取されたサンプルに対し、 0.85 

mgP/gDW、0.49 mgP/gDW、0.56 mgP/gDW、 0.48 mg/gDW 

であったのに対し、低マグネシウム濃度で培養されたも

のでは0.92 mgP/gDWと多少高くなっていた。さらに、強

熱後の残留物中のTP含有濃度は、採取サンプルのもので、

1 mgP/gAFDW、0.62 mgP/gAFDW、0.69 mgP/gAFDW、0.58 

mgP/gAFDW程度であるのに対し、低マグネシウム濃度で

培養されたものについては、3.16 mgP/gAFDWと高くなっ

た（Fig. 15）。 
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Fig. 14 CaCO3 per ash 
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Fig. 15 Phosphorus content in dry and ash free Chara 

大型植物シャジクモが湖沼内の栄養塩の循環に与える影響 160



４. 考 察 

 

4.1  シャジクモの生態的特性 

（１）植物種同士の競争関係 

この湖におけるシャジクモ類、イバラモ、フサモの生

育場所には際立った差が存在していた。シャジクモ類、

イバラモはどちらかといえばgyttjaの堆積した場所に生育

していたが、フサモは岩の露出した場所に限られていた。

この湖卓越風をみると、夏には南西、冬には北風が卓越

し、強い湖を発生させていることが確認された。gyttja自

体は二テラによって生成される粘液のために極めて粘性

が高く、一旦堆積したgyttjaは再浮上することはほとんど

認められなかったが、シャジクモ類の枯死の過程で大量

のデトリタスが浮遊しているのが確認された。風の穏や

かな湾ではこうした浮遊物質も徐々に沈降、堆積すると

考えられるが、流れの強い岬周辺では流され、堆積しな

いと考えられる。こうしたことから、岩の露出した湖底

が残されたと考えられる。 

シャジクモ類がgyttja上に確認されることが多かった理

由は、シャジクモ類がgyttja上に生育を始めたというより

も、シャジクモ群落が発達した場所に徐々にgyttja層が形

成されていると考えられる。湖岸においても、小規模な

シャジクモ群落の下にはほぼ常に5-10cm程度のgyttja層

が形成されており、また、室内実験においても、枯死し

たシャジクモが1ヶ月程度の間にgyttjaとほぼ同様な性状

を備えた底質に変化していたことからもこうした過程が

確認できた。 

以上のことより、シャジクモ類、イバラモ、フサモの

間に構築された競争関係は以下のようなものであると考

えられる。 

まず、流れの速い場所では、gyttjaが堆積しにくい。そ

のため、根が弱く、体の壊れやすいイバラモは生育でき

ない。しかし、一方では、十分に根を張る場所があるた

めにフサモは生育可能である。フサモは光環境を悪化さ

せるため、シャジクモ類は生え難くバイオマスは減少す

る。そのため、gyttjaの堆積はさらに遅れる。 

一方、流れのない穏やかな場所では、シャジクモによ

ってgyttjaが生産され堆積する。そのため、フサモは生え

難い。イバラモにとっては極めて生育しやすい環境では

あるが、季節性の高いイバラモは異常に繁茂する5月前後

を除けばバイオマスの量が少なく、シャジクモの生長を

押させるほどにはならない。そのため、イバラモが生え

る場所でも通常はシャジクモが卓越する。ところが、5月

前後には、イバラモが水面付近にまで達する程に生長す

る。そのため、光環境が悪化、イバラモ群落の下ではシ

ャジクモの量は減少する。 

さて、一方では、シャジクモによって形成されるgyttja

層は、極めて嫌気性が強く、また、柔らかいことから、

他の沈水植物は浸入し難く、シャジクモの群落が維持さ

れると考えられる。 

 

（２）シャジクモと深度との関係 

水深が特に1m程度より浅い場所では、年間を通じて、

シャジクモ群落の表面部分は老化もしくは枯死したもの

に覆われ、その間から新しい芽が伸びてきているのが観

察された。一方では、深い場所では、老化・枯死したも

のの割合は極めて少なかった。 

2005年2月以降、Corrigans Bay西部に藍藻が発生し、シ

ャジクモの表面を完全に覆ったにもかかわらず、内部の

シャジクモは生きており、5月には新しい芽をだしていた。 

Fig. 17 に示される、紫外線強度の分布をみると、紫外

線の水深に対する減衰率はKU＝0.024（1/cm）程度となる

ことから、水深50cmおよび1mでの紫外線強度は水面の値

のそれぞれ、30％、10％程度となり、シャジクモにとっ

て必ずしも良好な生育環境とはいえない。 

これらのことを総合すると、水深の浅い場所で、シャ

ジクモが常に老化した状態にあった原因の一つの仮説と

して、シャジクモにとって、この深度では紫外線強度が

強すぎるために、群落の表層が老化、枯死していること

が考えられる。しかし、一方では、シャジクモ層内に1cm

程度入ると光強度は90％程度に減少することが示され

（Fig. 7）、老化・枯死したデトリタスにより紫外線強度

を低下させ、下部の新しく生長する芽を保護しているこ

とも考えられる。 

浅い場所において、シャジクモ群落が常に老化・枯死

していた原因としてもう一つの仮説は以下のようなもの

である。 

水深が2m以上ある場所ではシャジクモのシュート長さ
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は50-80cm程度あり、そのうちの上部1/4程度が新しい芽

で構成されていた。これは、Andrews et al.(1984)らによる

シャジクモの一種Chara hispidaで観察されたものに一致

する。一方、1m 以下の場所のものは30cm 以下の長さで、

新しい芽もほとんど全体が新しい芽で構成されていた。

卵胞子の密度も浅いものの方が高いことも確認された。

これらのことは、深い場所では栄養繁殖が卓越し、さら

に、浅い場所では有性繁殖が卓越していることを示して

いるといえる。Casanova＆Brook(1996) は、シャジクモ類

の室内実験より、多くの種で世代交代の期間を30-40日程

度と報告している。しかし、深い場所で確認された80cm

程度のシュートと100 gDW/㎡ 程度の植物量が30-40日程

度の間に生長したとは考えにくい。 

以上のことを考え合わせると、浅い場所では、世代交

代の期間が短く、しかも、デトリタスの粘性が高いこと

から枯死したシュートが大量の残されるのに対し、深い

場所では世代交代の期間が長いために、シュート長も長

くなり、かつ、枯死しているものの割合も少なかったと

考えられる。 
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Fig. 13 UV intensity distribution 

 

4.2 栄養塩循環への影響 

密生したシャジクモ群落は様々な形で栄養塩の吸収源

となる。 

まず、一つ目は他の植物と同様、水中の栄養塩を吸収・

蓄積する効果である。一般に沈水植物は土壌と同時に水

中から栄養塩を吸収するといわれているが、この割合は、

それぞれに存在する利用可能な栄養塩濃度と水中部と地

下部の比に依存する。シャジクモの場合、他の沈水植物

と比較して、根が極めて細くかつ量的にも少ないことか

ら、水中からの吸収が多いと考えられる（Carignan, 1982; 

Kufel and Kufel, 2002)。 

栄養塩の最大吸収量はシャジクモの生産量や最大バイ

オマス量、植物体内の栄養塩濃度に依存するが、栄養塩

収支については、越冬の可能性や分解速度に依存する。

シャジクモの植物量は50-1000 gＤＷ/㎡程度と他の沈水

植物と比較して大きく、また、分解速度が遅いことから、

この効果は大きい。 

二つ目は、シャジクモは湖底に密生することから、浮

遊粒子の沈降を促進させ、また、再浮上を抑制する。さ

らに、シャジクモによって生成するgyttjaはさらにこの効

果を増大させると考えられる。 

三番目の効果は、シャジクモは還元性の高いgyttja層を

形成し、さらに、その層内に酸素を供給する。そのため

に、硝化脱窒素効果によって、窒素を系外に放出するこ

とが可能である。 

最後に、シャジクモは通常弱アルカリ性の硬水を好ん

で発生し、他の維管束植物と比較してHCO3
-イオンの利用

度が高い。そのため、HCO3
-イオンすることから、炭酸カ

ルシウムとしてカルシウム分を固定もしくは沈殿させる。

また、その際に、炭酸カルシウムと結合したリン酸も同

時に固定、沈殿する。 

 

（１）水質の安定化に対するgyttjaの役割 

特に、フラスコモによって生成されたgyttjaの場合、水

深40cmの場所に堆積した場合においても、強風によって

再浮上することは全く確認されなかった。浅い水深の場

合シャジクモ群落が常に湖底を覆っているということは

ないため、これがシャジクモの繁茂によって風による擾

乱が抑えられたというわけではない。一方、フラスコモ

の分解によって生成したシャジクモは極めて粘性が高く、

風によって誘導される程度の流れでは、底質表面がせん

断剥離する現象は確認されなかった。さらに、波浪を受

ける砂質の場所においても、リップルな谷部に堆積した

gyttjaは移動することはなく、ここを起点にNitellaの生長
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がみられた。高い粘性がgyttjaの再浮上や移動が抑制され

たものと考えられる。 

シャジクモに起因するgyttjaと比較すると、イバラモが

分解されて生成したgyttjaには粘性が認められない。その

ため、イバラモの大増殖後、バイオマスは極めて大きか

ったにも関わらず、新しく堆積したgyttjaはほとんど確認

されなかった。 

このように、フラスコモが枯死後に生成されるgyttjaは、

高い粘性のために底質の再浮上を抑制する。そのため、

シャジクモ群落が湖底を覆っていない状態でもgyttjaの層

が存在しているだけで、gyttja層内に蓄積した栄養塩類が

水中に再回帰することは避けられ、底質が再浮上によっ

て透明度が低下することも回避できる。また、底質表面

での攪乱が抑制されることから、シャジクモの卵胞子の

発芽を助長、群落を発達させることに寄与していると考

えられる。 

 

（２）シャジクモによるカルシウムの吸収がリンの固定

に与える影響 

マイオール湖のサンプルでは、含有カルシウム濃度は

2-3％と通常の植物に含まれる量と大きな差がみられな

かった。しかし、一方で、マグネシウム濃度を抑えた水

で培養したものについては、27％と極めて高い値となっ

た。シャジクモによるカルシウムを沈着する能力が高い

ことは従来数多く報告されており、(Hutchinson, 1975; 

Klikowska, 1994)、今回測定された値が際立って大きい値

というわけではない。このほとんどはCaCO3の形態で含

有されていたと考えられる。 

一方で、これに伴った含有リン濃度も高い値となった。

炭酸カルシウムと結合したリンと考えられ、植物にとっ

て利用できない状態にあると考えられる。 

 

（３）シャジクモを介した栄養塩循環量 

Vermeer et al.(2003)によると、シャジクモの窒素の吸収

特性として、硝酸イオンよりもアンモニアイオンを優占

させ、また、水中部よりも根によってより多くの窒素源

を吸収することが報告されている。そのため、極めて貧

酸素な状態にあるgyttja上に生えている場合には、大半の

窒素源は水中よりも土壌中から吸収されていることが考

えられる。しかし、栄養塩は、吸収によって低濃度にな

った土壌中に、水中から徐々に拡散によって輸送される

ことを考えれば、こうした機構下にあっても、栄養塩除

去の効果を期待することは可能である。 

さて、シャジクモによる栄養塩の蓄積量については、27.5 

gN/㎡、2.8 gP/㎡ (Boyd, 1967)、 4.0-12.9 gN/㎡、0.5-1.7 gP/

㎡ (Pereya-Ramos,  1981)、 6.5 gN/㎡、0.4 gP/㎡ (Blindow, 

1992)、3.5 gN/㎡、0.3 gP/㎡(C.tomentosa, Krolikowska, 1997)

などの報告がある。今回の観測では、最大7 gN/㎡、 0.3 

mgP/㎡ の値が得られ、ほぼこれまで報告された値の範囲

にあった。 

シャジクモのバイオマスは、夏季（12月-2月）に大き

く、冬季（7月-9月）に小さくなることが確認される。一

方、TNおよびTP濃度は、夏季に低く、冬季に高くなって

いる。マイオール湖の流域面積は水面の3倍程度しかない

ことを考えると、湖内の栄養塩濃度の変動は植物群落の

吸収、枯死後の回帰に依存していることが考えられる。

湖内のシャジクモの乾燥重量の分布より、夏季の全バイ

オマス量は、2600 tonDWとなる。これに植物体内のTNお

よびTPの含有量をかけると、夏季にシャジクモに含まれ

ていたTNおよびTPはそれぞれ、53 ton、2.1 tonとなる。

これが水中にすべて回帰するとそれぞれ0.27 mgN/l およ

び 0.011 mgP/l の濃度上昇に相当する。これは、12月と7

月の間の湖内の栄養塩濃度の約1/4にあたる。 

 

（４）湖沼の管理に向けた示唆 

以上のように、シャジクモ類は湖沼の水質の安定化に

大きく貢献することがわかる。わが国の湖沼の場合、マ

イオール湖やヨーロッパの湖沼と比較してシャジクモの

量は少なく、大量のシャジクモが常に湖底全体を覆うこ

とは少ない。しかし、シャジクモが分解した後生成する

gyttjaは粘性が高く、底質表面を安定に維持する。他の沈

水植物と共存した状態にあってもこの性質はかわらない。

gyttjaが厚く堆積するには長い期間が必要であるが、水槽

による実験では、10 cm x 10 cmの広さの水槽に1握りのシ

ャジクモが生育しているだけで、1年程度の間に数mmの

gyttja層が形成された。また、湖岸の砂質湖底のリップル

の谷部に堆積したgyttjaは1cm以下の厚さにもかかわらず、

移動することはなく、安定に存在していた。このような

埼玉大学紀要　工学部　第39号　2006 163



ことから、gyttjaは極めて安定で堆積しやすいと考えられ

る。こうしたことを考え合わせると、まずは、シャジク

モ群落を発達させ、それに伴ってgyttja層を発達させるこ

とが必要と考えられる。 

また、シャジクモは大量の炭酸カルシウムを生成、そ

れに伴って植物に利用可能な活性なリン酸を固定する。 

さらには、生産量も多く、分解速度も遅いことから、

シャジクモ体内にも大量の栄養塩が蓄積される。 

マイオール湖では大量のgyttjaが堆積することで、沈水

植物の多様性が極めて低い状態にあった。しかし、わが

国の湖沼の場合こうした状況はあまり確認されない。そ

の理由として、マイオール湖の場合、長期間シャジクモ

群落が存在し続けたために、gyttja層が厚くなりすぎたこ

と、また、わが国の湖沼の場合、湖岸が急でこうした泥

が堆積し難いことなどが考えられる。いずれにしても、

シャジクモ群落が発達して、沈水植物の多様性が減少す

ることは稀な現象と考えられ、湖沼管理でシャジクモ群

落を発達させても、それによって他の沈水植物がなくな

るとは考え難い。 

最近、河川水を導入するなど、様々な人工的な措置で

水質の改善が図られている。こうした場所ではシャジク

モの復活が見られている場所も少なくない。ところが、

一方では、高い維持費のために、できるだけ運用を低く

抑えたいという要望も多い。しかし、こうした場合にお

いても、持続可能な状態にするには、少なくても十分な

群落が発達し、透明度の高い状態で水質が維持される段

階に至るまでは継続する必要がある。 
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統計干渉法による植物の環境負荷に対する形態的応答のナノメータ計測 

nanometric measurements of morphological reaction of plants for environmental 
stress using statistical interferometry 

門野博史、清水直也、幡野敬典、豊岡 了、三輪 誠 
 

Hirofumi KADNO, Naoya SHIMIZU, Keisuke HATANO, Satoru TOYOOKA and Makoto MIWA 
 

In this study, we consider the interference of completely random wave fronts, i.e., speckle fields, and it 
has been proved that the complete randomness of the speckle field can play the role of a standard phase in a 
statistical sense.  The advantage of the method, i.e., Statistical Interferometry, is that since the phase of the 
object under testing can be derived in a statistical way, the accuracy of the measurement depends only on the 
number of data taken to calculate a probability density distribution of speckle phase.  This feature permits a 
simple optical system to achieve measurements with an extremely high accuracy.   

Statistical interferometry was applied to monitor biological activity or growth rate of plant, aiming to 
investigate the influence of the environmental pollutions.  In the experiments, the plants were exposed to 
Ozone that is the main substance of photochemical smog, and the growth rates were measured before and after 
the exposure.  It was clearly observed that the fluctuation of growth rate as well as its mean rate was 
dramatically affected by the exposure of ozone.  By the observation of growth rate of plant with the accuracy 
of sub-nanometer scale and a time scale of second, it was newly revealed that the fluctuation of the growth rate 
reflects the biological activity of the plant. 
 
KEY WORDS: Statistical interferometry, Environmental pollution, Ozone, Plant growth 

 

 

１．はじめに 

植物は周りの環境条件に応じて様々な反応を示すこと

が知られている。環境条件は植物の生長生存にとって有

利に働く場合もあれば、環境汚染のように負としてある

いはストレスとして作用する場合もある。一度発芽する

と生存場所を変えることのできない植物は同じ場所であ

っても少しでも良い条件得るために茎を伸ばしたり、屈

曲したり、回旋運動を示すなど様々な動態を示し環境に

適用しようとする。 

我々が特に注目しているのは環境汚染の影響である。

近年、工業生産や人間活動の急速な増加に伴って大気汚

染や水質汚染など様々な環境汚染が発生し、動植物に深

刻な影響を与えている。環境汚染を抑制あるいは防止す

るには汚染の状況や影響を正確に把握することが重要で

ある。筆者は、環境が植物に与える影響を簡便にインフ

ィールドでセンシング可能な光計測法の確立を目指して

研究を行ってきた。光を用いた計測は非接触、無侵襲で

あることが利点であり我々の目的に適している。先に述

べた植物の屈性や回旋運動などはマクロな運動であり古

くから認識され研究されてきた。これに対して、光干渉

法 1)を応用すれば光の波長レベルあるいはそれ以下のス

ケールで植物の動態を精密に観測することができる。こ

のような干渉計測は工業材料などに対しては日常的に行

われているが植物に対してはほとんど適用されていない

のが現状である。 

本稿では、レーザー光が植物の表面で散乱されること

により生じるレーザースペックルを利用した新しい超高

感度干渉計測法 2-7)の原理を述べるとともにこれを用いた

植物の活性状態や生長（伸長）モニタリング 8)に関する

我々の最近の研究成果を紹介する。この計測法ではスペ

ックル場のランダム性に基づく新しい干渉計測法である

統計的干渉法を用いて超高感度な計測を実現している。 

 

２．統計的干渉法の原理 

図１に植物の生長計測に用いた実験光学系を示す．Ｙ

ＡＧレーザ（ＳＨＧ）（波長λ=532nm）から直線偏光で
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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．ＣＣ

Ｄカメラの前面に置かれた偏光フィルターＰＬは４５°

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．３つの画像の強度を I1, I2, I3と置くとそれ

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) 
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”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”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

Fig.1 Optical system to measure the growth of the plant.  Two
parallel laser beams illuminate normally the object, and the
extension between the illuminating points is measured. 
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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) 
 

図２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．図２から△Ψａ≠０あるいは△Ψｓ≠０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（図２（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 cos2φ’および sin2φ’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）．我々の目的は逐次

取り込まれた干渉画像における物体位相を全て決定する

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いることができ

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

Fig.2 Effects of symmetrical ∆Ψs and
antisymmetrical ∆ Ψa phase terms on the probability
density distribution of the evaluated speckle phases.
(a) ∆Ψs =2π/50 and (b) 2π/100, and antisymmetrical
phase term for (c) ∆ Ψa =2π/100 on the PDF pφ'(φ')
of evaluated speckle phase φ’.  pφ'(φ') becomes
uniform when (d) ∆ Ψa=∆Ψs =0. 

Fig. 3 Growth of Scallion.  Growth rate
over 5.5 sec is 1.21(nm/sec mm)  
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る 5-7)．図３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． 

植物生長の定量計測法として従来より用いられている

方法は植物の乾燥重量による方法である。これは、数日

間から数週間かけて植物の重量を量る方法である。すな

わち、この間の積分値としてしか植物の挙動が観測され

ない。あるいは顕微鏡とビデオシステムを用いればさら

に短時間の生長の様子を観察できるが、これとて顕微鏡

の回折限界を超えて植物の微小な挙動を観察することは

できない。しかしながら、図３の実験で示したように、

極めて高感度な統計的干渉計測法を用いることにより、

ビデオシステムのフレームレートで決まる高い時間分解

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．植物の計測にこのような高感度なツールが存在し

なかったため、統計干渉法を用いることによりこれまで

観測されたことのない興味深い植物の挙動が種々観測可

能となった。 

図４に日照条件に対する植物の成長速度の反応を示す。

実験では植物としてニラを用いて80,000ｌｕｘの蛍光灯

照明を２時間ごとにon/offを繰り返した。当初の照明な

しの状態では平均成長速度 1.3nm/sec であったが照明を

オンにすると急激に植物が生長（伸張）しはじめ平均成

長速度 4,9nm/sec となっていることがわかる。このよう

な植物生長の光に対する俊敏な反応は我々の予想を裏切

るものであったが、この挙動が、光合成->炭水化物生産

->細胞分裂->生長 のメカニズムによるかどうかは時間

応答があまりにも早いため疑問が残る。詳細については

専門家の分析にゆだねたい。 

我々は現在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．図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．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

Fig. 4 Variation of the growth speed of
Liriope platyphylla under the switching of
light radiation to the plant. 

Fig. 5 Measured growth rate of scallion leaf
before and after exposure of 0.24ppm ozone
for 3hours 
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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

を持たれるだろうか．おそらく多くの読者は、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

ージを持たれる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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道路近傍大気中における超微小粒子の挙動 
 

The behavior of ultra-fine particles in the roadside atmosphere 
 

関口 和彦*, 安原 正博*, 王 青躍*, 坂本 和彦* 
 

Kazuhiko SEKIGUCHI, Masahiro YASUHARA, 
Qingyue WANG and Kazuhiko SAKAMOTO 

 
Field measurements of size-resolved particle number concentrations of PM2.5 and ultra-fine particles 

(UFPs) (< 0.3 μm) were performed using an ultra-fine particle counter (UFPC) at roadside and indoor/outdoor 

of a building located about 50 m away from the roadside. Similar behavior of both UFP and PM2.5 were found 

for number concentrations at all measuring sites, and it was made clear that the wind speed influences UFP 

concentration more significantly than rainfall. In addition, high correlations between UFP concentration and 

nitrogen monoxide (NO) and elemental carbon (EC) concentrations indicated that the particles emitted from 

motor vehicles, particularly diesel emission particles, are transported near the building and penetrated into the 

indoor space of the building. Furthermore, since the indoor/outdoor ratios (I/O ratios) of UFP and PM2.5 

increased when a fan ventilator was used, it was thought that UFP and PM2.5 come into the building through 

the gaps between windows and doors with the walls. 

 

Keywords: Ultra-fine particles (UFPs), PM2.5, Diesel emission particles, I/O ratio, Ventilation 

 
 

1. はじめに 
大気中に存在する粒子状物質は、直径数十μm から数

nm まで連続的に分布しており、一般に超微小粒子

(Ultra-Fine Particle; UFP)と称される粒径 0.1 μm以下の粒

子は、質量濃度としての寄与は小さいが、個数あるいは

表面積濃度では大気中粒子の大部分を占める[1]。UFP の

発生源は、燃焼などの一次排出に加え、光化学反応など

による二次生成も存在するが、身近な健康影響の観点[2]

から、自動車排気、特にディーゼル排気中に含まれるUFP

が、注目されるようになってきた。これは、UFP が呼吸

の際に肺胞上皮を通過して肺間質に入り、リンパ管や血

管内に運び込まれて循環器障害を引き起こす[3]、あるい

は、生殖系および脳神経系といった生体維持において最

も重要な高次機能にディーゼル排気中UFPが影響を与え

る[4, 5]などの報告によるものである。 

その一方で、先進国の人々は、室内空間において生活

の 80 %以上の時間を費やすとの報告もあり[6]、実際の健

康影響を考えていく場合には、一般大気だけでなく、室

内も含めた形でのUFPに対する濃度評価、成分分析、リ

スク評価が緊急な課題となっている。 

最近では、UFP の数濃度から大気挙動を調査する試み

として、道路近傍における動態や長期変動の観測[7-89]、

道路からの距離別にみたバックグラウンド濃度の観測

[1011-1213]などが行われるようになってきたが、UFPと PM2.5

の数濃度変化を粒径別に同時に連続測定した結果や道路

近傍におけるUFPの挙動調査を室内外にわたって行った

結果の報告例は少ない。 

そこで、本研究では、これまで筆者らが開発してきた、

UFP および PM2.5の数濃度を粒径別に連続観測できる超
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微小粒子測定装置 (Ultra-fine particle counter; UFPC)[14]を

用い、フィールドでの装置性能評価の一環として、都市

部郊外の道路近傍およびそこから 50 m 離れた建物室内

外において UFP と PM2.5の数濃度測定、ならびに PM2.5

のフィルタ捕集を行い、UFP と PM2.5の大気挙動を、気

象影響ならびに車種別交通量も考慮した形で室内外同時

に評価した。その際、UFP 数濃度と PM2.5中成分（イオ

ン成分、炭素成分）との関係についても調査した。 

なお、本研究成果報告は、掲載予定論文（関口ら, エア

ロゾル研究, 21(2), 2006）の内容を抜粋、編集したもので

ある。 

 

2. 実験方法 

2.1 超微小粒子測定装置(UFPC) 

本研究で用いた新規開発の UFPC は、道路沿道等に設

置して使用可能な安価で操作性の高い装置であり、UFP

と同時に PM2.5数濃度の測定も可能な機能を備えるとと

もに、将来の広域モニタリング等に利用可能なリアルタ

イムのデータ通信システムも組み込んだものである。そ

の概要を Fig. 1に示す。 

試料導入部から導入された粒子(PM2.5)は、1段目の希釈

後、レーザー光を用いた光散乱方式による粒子検出部で

光学的に分級され、粒径別に数濃度が計測される。粒径

0.3 μm以下の超微小粒子は通常のレーザー光による光散

乱方式ではほとんど感度が得られないため、測定粒径範

囲は、0.3-0.5 μm、0.5-1.0 μm、1.0-2.0 μm、2.0-2.5 μmの 4

段階となる。 

その後、導入粒子を凝縮核粒子測定装置(CNC)に導入し、

プロピレングリコールの過飽和雰囲気にて 0.3 μm以下の

超微小粒子を凝縮成長させた後、レーザー光を用いた光

散乱法により再度粒子数を測定する。この測定値には 0.3 

μm以上の粒子も含まれるが、数濃度として影響を与える

ほどではないため、CNCでの測定値は、0.01-0.3 μmの粒

子数として計測される。本研究では、装置の性能上、こ

の 0.01 ~ 0.3 μmの粒子を超微小粒子(UFP)と称する。 

 

2.2 観測地点と項目 

観測地点の概略地図を Fig. 2 に示す。測定地点は、さ

いたま市内の国道 463 号沿いにある埼玉大学キャンパス

内（以下の 3ヶ所の測定サイト）である。 

----------------------------------------------------------------------------- 

Site A：国道 463号沿い（埼大前交差点付近） 

Site B：Site Aの南東 50 m、総合研究機構棟 4階、 

429号室（空室）のベランダ 

Site C：同 429号室（空室）の室内中央 

----------------------------------------------------------------------------- 

以下に各観測地点における観測項目（測定装置）、期間

をまとめる。なお、PM2.5のフィルタ捕集は、粒径 2.5 μm

用50 % cut-offサイクロンのついたフィルタパックを用い、

900 °Cで 2時間前処理した 47φの石英フィルタ上に流速

16.7 L/minにて、6:00～17:30、18:00～翌 5:30の 11.5時間

ずつ捕集した。捕集後は、ペトリスライドおよびラミジ

ップに入れ、-40 °C で分析まで保管した。また、自動測

定装置として、大気中窒素酸化物(NOx)計（GLN-32, DKK 

製）を用いた。 
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Fig. 1.  Structure of the UFPC system.Fig. 1. Structure of the UFPC system.
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Fig. 2.  Map of the monitoring locations, Saitama 
and Kawasaki (left) and the room layout in the 
building 4F (right).
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Fig. 2. Map of the monitoring locations, Saitama 
and Kawasaki (left) and the room layout in the 
building 4F (right). 
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----------------------------------------------------------------------------- 

＜さいたま、Site A-C＞ 

観測項目：粒子数濃度(UFPC)、PM2.5中硝酸塩濃度（フ

ィルタ捕集）、PM2.5中硫酸塩濃度（フィルタ

捕集）、PM2.5中炭素成分濃度（フィルタ捕集）、

一酸化窒素(NO)濃度（Site B, Cのみ） 

観測期間：2004年 12月 1日から 12月 15日（冬期） 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

2.3 交通量の調査 

さいたま市の Site Aにおいて録画した映像より、観測

期間中に Site Aを通過した交通量の調査を行った。自動

車は、乗用車（二輪、ワゴンを含む）と大型車（トラッ

ク、バス）の 2種に分類した。 

調査方法としては、1時から 1時 10分までの 10分間に

通過した自動車の台数をカウントし、その値を 6 倍した

値を、1時から 2時の間に通過した自動車の台数とし、デ

ータ整理の際には、これを、2時の台数として用いた。以

降、各時間帯は同様の方法によりカウントした。 

 

2.4 フィルタ分析 

PM2.5を捕集した石英繊維フィルタについて、イオンク

ロマトグラフ（DX-100, DIONEX 製）によるイオン成分

（硝酸塩、硫酸塩）の分析、および熱光学式炭素分析装置

（Thermal-Optical Carbon Analyzer (TOCA), Model-2001, 

DRI 製）による炭素成分（有機炭素(OC)および元素状炭

素(EC)）の分析を行った。 

イオン成分は、石英繊維フィルタを 13 mmφにくり抜

き、それをバイアル瓶に入れ、5 mLもしくは 10 mLの超

純水で 20分間超音波抽出した後、抽出液をイオンクロマ

トグラフに導入し分析した。炭素成分は、石英繊維フィ

ルタを 8 mmφにくり抜き、TOCAに導入し分析した。分

析条件は、IMPROVE法[15]を用いた。 

 

3. 結果と考察 

3.1 粒子数濃度の推移と距離影響 

2004年 12月 1日から 12月 15日（冬期）の観測期間中

における大気中粒子数濃度の 10分間値、および風速、降

水量の 1時間値の推移を Fig. 3に示す。なお、前述した

ように、粒径 0.1 μm 以下の粒子を一般的に超微小粒子

(UFP)と呼ぶが、本研究では、便宜上 0.3 μm以下の粒子

を UFPと称する。 

Fig. 3において、粒径 0.01 ~ 0.3 μmの粒子（以降 UFP

と記す）の数濃度に注目すると、短時間での細かい濃度

変動は見られるものの、観測期間を通して 104 ~ 105 (cm-3)

の数濃度レベルで比較的安定に推移していた。それに対

し、粒径 0.3 μm以上の 4粒径範囲の粒子は、UFPとは異

なった濃度変動を示し、4粒径範囲間では同様の濃度推移

であった。粒径 0.3 ~ 0.5 μmの粒子の数濃度でさえも、平

均でUFPの数濃度の約100分の1程度の寄与割合であり、

UFP が数濃度として大気中粒子状物質の大部分を占める

ということが再確認[1]された。 

ここで、Site Aと Site BのUFP数濃度の推移を比較す

るため、両地点における観測期間中のUFP数濃度の推移

を Fig. 4にまとめた。 

道路縁石から 5 mに位置する Site Aの UFP数濃度は、

Site Aの南東50 mに位置するSite BのUFP数濃度よりも、

平均して 2倍程度大きな値で推移していた。また、Site A

Fig. 3.  Behavior of particle number concentrations at 
the two sites, A and B, and meteorological parameters 
during the measurement period.
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Fig. 4.  Comparison of UFP number concentrations 
between Site A and Site B.
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Fig. 4. Comparison of UFP number concentrations 
between Site A and Site B. 
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の UFP 数濃度には、短時間での激しい変動が見られた。

国道 463 号は一週間を通して交通量が多い道路であり、

Site Aは、信号機のある埼大前交差点の南東側、手前車線

から見れば交差点のやや上流側に位置しており、自動車

が減速や発進、アイドリング等を繰り返す地点である。

これより、Site Aの UFP濃度が、Site Bよりも高く、短時

間で激しく変動したのは、自動車排気が UFPの主な発生

源であることを示している。本研究では、その詳しい粒

径分布は測定していないが、自動車から排出される粒子

状物質の数濃度や粒径分布は、エンジンの稼動条件の違

いにより、大きく異なることが報告されており、この影

響が顕著に出たものと推察される[16]。 

一方で、観測期間中の粒子数濃度の推移の傾向は、Site 

Aと Site Bとで似通ったものであった。観測期間中の風

向別出現率を調査した結果、主として北西の風が支配的

であり、Site A、Site Bともに国道 463号の風下となって

いた。これより、両地点が自動車排気という同一の発生

源の影響を受けていたために、似通った濃度推移を示し

たものと推察した。 

 

3.2 粒子数濃度への気象条件の影響 

Fig. 3において、粒子数濃度の推移に注目すると、12月

5日早朝から 12月 6日正午にかけて、12月 11日 10時頃、

12月 13日正午頃に、粒径 0.3 μm以上の粒子の数濃度が大

幅に減少している。それらの期間には、共通して風速 7 ~ 8 

m/sのやや強い風が観測されており、12月 5日 1時から 6

時には、5 ~ 13 mm程度の降雨が観測されている。したが

って、粒径 0.3 μm以上の粒子の大幅な濃度減少は、強風

による希釈・沈着効果や降雨によるウォッシュアウト等の

湿性沈着の影響を受けたものと考えられる。 

その一方で UFPの数濃度は、強風や降雨が観測された

期間においても、粒径 0.3 μm以上の粒子ほど大幅な濃度

減少を示していないが、強風よりは降雨の影響を若干受

ける傾向が確認できた。UFP は、短時間の強風や降雨で

は粒子数の減少を示さず、さらに、降雨時とその後には、

むしろ粒子数が増加する傾向を示すとの報告もあり[17]、

0.01 ~ 0.3 μmの範囲を UFPとして観測している本研究に

おいては、降雨による影響が粒子数増加と減少の双方に

働いた可能性があり、結果として、若干の減少傾向を示

したものと推察した。 

ここで、降雨が観測された 12月 5日の Site Bにおける

UFPおよび粒径0.3 ~ 0.5 μmの粒子数濃度の1時間値の推

移を、降水量とともに Fig. 5 に示す。降雨後の粒子数濃

度の推移に注目すると、両粒径範囲の粒子数濃度に明確

な違いが確認された。粒径 0.3 ~ 0.5 μmの粒子は、最低濃

度を示した後も低濃度が継続したのに対し、UFP の数濃

度は、最低濃度を示した時間の 6 時間後には降雨前の濃

度まで回復した。粒径 0.5 μm以上の粒子数濃度について

も、粒径 0.3 ~ 0.5 μmの粒子数濃度と同様の傾向を示した。 

この UFPの急速な増加は、自動車排気等からの直接的

な一次排出と、ガス状物質の凝縮（均一核形成）による

二次生成が考えられるが、後述する UFP 数濃度と PM2.5

中成分との相関から、Site Bにおいては顕著な二次粒子生

成は確認されておらず、また、交通量の多い時間帯であ

ったことからも、UFP は主として道路近傍にて自動車排

気（一次粒子）として排出されたものと推察された。 

 

3.3 超微小粒子数濃度と交通量との関係 

観測期間中のUFP数濃度と交通量の関係を確認するた

め、気温の変化が小さく、かつ、朝のラッシュ時を含む

観測期間平日の 0時から 8時（朝方に強風が観測された

12月 6日を除く）の Site Aにおける UFP数濃度と乗用車

および大型車交通量との関係を Fig. 6に示す。 

UFP 数濃度と大型車交通量との間に良い相関が得られ

ており、走行条件により排出粒子の粒径や個数などに違い

はあるものの、UFP排出への寄与は、乗用車よりもトラッ

クやバスなどの大型車のほうが大きいことが示唆された。

これは一般に大型車のディーゼルエンジンが UFP の主要

な発生源とする報告に矛盾しない結果であった[11]。 

Fig. 5.  Variation of particle number concentrations 
at Site B and precipitation in December 5, 2004.
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Fig. 5. Variation of particle number concentrations 
at Site B and precipitation in December 5, 2004. 
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3.4 超微小粒子数濃度と PM2.5中成分との関係 

観測期間中の Site Aおよび Site Bにおける UFP数濃度

と各種 PM2.5中成分濃度との相関係数を Table 1に示す。

UFP数濃度は、両地点ともに PM2.5中 EC濃度と最も良い

相関を示した。OCは生物起源の発生や大気中で光化学二

次生成されるのに対し、ECは人為起源発生であり、自動

車からの一次排出の指標と考えることができる。この結

果からも、前述したように、Site Aと Site Bは、ともに自

動車排出の影響を受けていたと考えられる。 

その一方で、両地点とも OCは ECの 2倍近い平均濃度

(μgC/m3)（Site A: OC 12.0, EC 7.3; Site B: OC 10.6, EC 4.6）

が観測されているが、これはUFP数濃度と OCの相関が

低いことから考えても、主としてバックグラウンドにて

二次的に生成した粒子が Site Aに移流してきた結果であ

ると考えられる。 

 

3.5 室内外における粒子数、NO 濃度の推移と粒子状物

質の室内への侵入 

室内外における粒子数濃度の推移を確認するため、Site 

A, B, CにおいてUFPCによる粒子数濃度ならびに自動車

排気の指標となる NO 濃度の連続測定を行った。その結

果を Fig. 7に、また、Fig. 7のデータをもとに得られた各

地点間の平均粒子濃度比および相関関係について Table 2

に示す。 

3 地点の粒子数濃度の推移は、UFP とそれ以上の粒径

の PM2.5とで挙動が異なっていた。また、室内外における

粒子数濃度の挙動は、換気の有無にかかわらず概ね同様

の傾向であり、エアコンが室内循環式のものであること

から、基本的な微小粒子の侵入経路は部屋のわずかな隙

間である可能性が高かった。隙間から最も透過しやすい

粒径は 0.1-1.0 μmであるとの報告があり[18]、本測定でも

粒径0.3-1.0 μmにおいて、換気の有無に関係なくI/O比（移

流の強度）と相関係数（r：濃度変化の時間的な一致性）

が最も大きくなったことから同様の結果であったと言え

る。さらに I/O 比は、換気により増加しており、換気に

よる I/O 比の増加割合は粒径の大きい粒子ほど大きく、

換気により特に粒径の大きい粒子が取り込まれた可能性

が示唆された。 

一方 NO濃度は、換気により Site Bと Cでまったく同

じ濃度推移を示し、室内に燃焼等の NO 発生源はなく外

Fig. 6  Relationship between UFP number concentrations 
and the traffic at Site A from 0 a.m. to 8 a.m. during 
measurement period (except Augast 6).

r = 0.85
n = 79

p < 0.001

0.00E+00

2.00E+04

4.00E+04

6.00E+04

8.00E+04

1.00E+05

1.20E+05

1.40E+05

1.60E+05

0 100 200 300 400 500
Truck and Buses (/h)

U
FP

 n
um

be
r c

on
c.

 (/
cm

3 )

r = 0.52
n = 79

p < 0.001

0.00E+00

2.00E+04

4.00E+04

6.00E+04

8.00E+04

1.00E+05

1.20E+05

1.40E+05

1.60E+05

0 200 400 600 800 1000 1200
Passenger cars (/h)

U
FP

 n
um

be
r c

on
c.

 (/
cm

3 )

U
FP

 n
um

be
r c

on
c.

 (/
cm

3 )

0

0.2

0.4

0.6
0.8

1.0

1.6

1.2

1.4

U
FP

 n
um

be
r c

on
c.

 (/
cm

3 )
× 105

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.6

1.2

1.4

× 105

12000 200 400 600 800 1000

Passenger cars (/h) Truck and buses (/h)
0 100 200 300 400 500 0.44

(p < 0.05)
0.50

(p < 0.05)
0.82

(p < 0.001)
0.59

(p < 0.01)
Site B

(n = 25)

0.51
(p < 0.01)

0.49
(p < 0.05)

0.77
(p < 0.001)

0.49
(p < 0.05)

Site A
(n = 26)

SulfateNitrateECOC

0.44
(p < 0.05)

0.50
(p < 0.05)

0.82
(p < 0.001)

0.59
(p < 0.01)

Site B
(n = 25)

0.51
(p < 0.01)

0.49
(p < 0.05)

0.77
(p < 0.001)

0.49
(p < 0.05)

Site A
(n = 26)

SulfateNitrateECOC

Table 1.  Correlation coefficients between UFP number concentration 
and OC, EC, nitrate, sulfate concentrations at Site A and Site B

Table 2. Average of the particle number concentration ratios 
and correlation coefficients (r) between sampling sites.

rO/R
(n=1884)O/R*

rI/O (1)
(n=1802)I/O (1)**

rI/O (2)
(n=439)I/O (2)** I/O (2) / I/O (1)***

0.01-0.3 0.780.509 0.560.216 0.760.465 2.16

0.3-0.5 0.991.06 0.920.297 0.870.730 2.46

0.5-1.0 0.991.16 0.900.251 0.910.632 2.52

1.0-2.0 0.971.14 0.850.153 0.900.409 2.68

2.0-2.5 0.951.64 0.560.059 0.720.159 2.69

Particle size (μm)

* O/R: Outdoor (Site B) / roadside (Site A).
** I/O: Indoor (Site C) / outdoor (Site B). (1) without ventilation, (2) with ventilation.

*** I/O (2) / I/O (1): Increased rate of I/O ratio by ventilation.

Table 1. Correlation coefficients between UFP number 
concentration and OC, EC, nitrate, sulfate concentrations at 
Site A and Site B 

Fig. 6 Relationship between UFP number concentrations 
and the traffic at Site A from 0 a.m. to 8 a.m. during 
measurement period (except Augast 6). 

Fig. 7. Behavior of particle number concentrations at the 
sites of (a) indoor (Site C), (b) outdoor (Site B) and (c) 
roadside (Site A), and (d) NO concentrations at the two 
sites, indoor (Site C) and outdoor (Site B). 

Table 2. Average of the particle number concentration ratios 
and correlation coefficients (r) between sampling sites 
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気からの侵入がNO濃度を決定しており、換気時にはNO

との相関を取ることで室内外の比較を行うことが可能で

あることが分かった。 

 

3.6 粒子数と PM2.5中炭素成分の室内外相関からみた自

動車排気の室内への影響 

PM2.5をフィルタ捕集し、炭素成分分析した際の濃度変

動の結果を Fig. 8に、また、Site B, Cにおいて、各粒径に

おける室内外の粒子数とNO、OC、ECとの相関関係を調

査した結果を Table 3に示す。 

Fig. 8からわかるように、Site Aと Site Bにおいて、OC

の変動傾向および濃度はほぼ同様であったが、ECについ

ては、Site A において全体的に高濃度を示した。また、

Table 3において、UFPと NO、ECとの間に高い相関が見

られた。これらは前述したように、UFP はそれ以上の粒

径の PM2.5と比較して、自動車からの排ガス影響を強く受

けていると考えられる。その一方で、UFPより大きい 0.3 

μm以上の粒子においてOCとの高い相関が見られたこと

は、これら粒径の粒子が、凝縮や光化学反応などの二次

生成により生じたものであることを示唆している。 

さらに Fig. 8において、Site Aと Site Bでは、OCおよ

び ECの変動の傾向は概ね同様であるが、室内(Site C)は

室外(Site A, B)ほど濃度の変化が急激ではなかった。気象

影響などにより、室外の OC 濃度が急速に減少するよう

な場合、一時的に室内の方が高濃度になることもあり、

室内は同質の空気塊が長く滞留する傾向にあることが確

認された。 

これより、3.2, 3.4で前述した結果とあわせて考察する

と、本研究で観測対象とされた道路近傍におけるUFPは、

自動車排気出口付近での局所的な二次生成粒子が含まれ

る可能性はあるが、主として直接的に一次粒子として排

出され、その後、徐々に後背地に拡散していく過程で濃

度減少があることから、一部は乾性沈着等により消失し、

一部は、凝縮等の不均一核形成を受け、より大きな PM2.5

粒子へと成長していくものと推察された。これは、Table 3

において、各粒径における数濃度と EC との相関は大き

く変化しないが、OCとの相関が粒径が大きくなるにつれ

て高くなる傾向からも示唆される結果である。 

また、Site Cの室内においては、UFPと ECまたは UFP

と OC との間に相関は見られるがそれほど高いものでは

なかった。その一方で、最も室内への侵入が高いとされ

る 0.3 ~ 0.5 μmの粒径範囲において EC、OCともに最も

高い相関を示したことから、自動車から排出された UFP

が粒子成長し、最も侵入しやすい粒径に達した時点で、

室内に取り込まれ、長時間室内に滞留する可能性が示唆

された。 

またUFPとNOに関しては全く相関が見られなかった

が、これについては、NOがガス成分であるために粒子状

物質より拡散速度が速く、エアコンの吹き出し風による

移流や物理拡散の影響も顕著に受け、室内外の濃度均一

化が粒子状物質よりもより速く起こったために、相関関

係がばらついてしまったものと考えられた。 

 

4. まとめ 

本研究では、新規に開発した UFPおよび PM2.5の数濃

度を粒径別に連続モニター可能な UFPC を用い、交通量

の多い都市部郊外（さいたま）の国道 463 号近傍ならび

に 50 m離れた建物屋内外において、UFPを含む粒径別粒

Table 3.  Correlation coefficients of particle number concentration at 
each particle size with NO, and PM2.5 EC and OC fractions.

2.0-2.5

1.0-2.0

0.5-1.0

0.3-0.5

0.01-0.3

Particle size 
(mm)

OCECNO

2.0-2.5

1.0-2.0

0.5-1.0

0.3-0.5

0.01-0.3

0.84 

0.84 

0.81 

0.79 

0.67 

Outdoor
(n=26)

0.84 

0.84 

0.81 

0.79 

0.59 

Outdoor*
(n=25)

0.84 
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0.79 

0.67 

Outdoor
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0.84 
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(n=24)

0.54 

0.63 

0.62 

0.64 

0.55 

Indoor
(n=24)

0.54 

0.63 

0.62 

0.64 

0.55 

Indoor**
(n=24)

0.51

0.49

0.50

0.56

0.78

Outdoor
(n=171)

0.51

0.49

0.50

0.56

0.78

Outdoor*
(n=171)

0.51

0.49

0.50

0.56

0.78

Outdoor
(n=171)

0.51

0.49

0.50

0.56

0.78

Outdoor*
(n=171)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Indoor
(n=174)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Indoor**
(n=174)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Indoor
(n=174)

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

<0.05

Indoor**
(n=174)

Particle size 
(μm)

OCECNO

*Outdoor: Site B, **Indoor: Site C

Fig. 8.  Daily variations of (a) OC and (b) EC at the sites 
of roadside (Site A), outdoor (Site B), and indoor (Site C). 

Table 3. Correlation coefficients of particle number 
concentration at each particle size with NO, and PM2.5 
EC and OC fractions 
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子数濃度の連続測定と PM2.5捕集による粒子成分分析と

粒径別濃度相関の比較をおこない、UFP の発生から粒子

成長、室内までの移流についてを、交通量、気象条件も

含めて観測結果をもとに考察し、以下のことを明らかに

した。 

1) 新規に開発した UFPCは、フィールドにおける UFP

および PM2.5の数濃度連続測定において、十分な性能

と操作性を示した。 

2) 道路近傍大気では、気温が低く、交通量の多い朝の

交通ラッシュ時に UFP数濃度が高くなる傾向があり、

気温の変化が小さい時間帯においては、UFP 数濃度

と大型車交通量との間に高い相関関係が得られた。 

3) 都市部郊外道路近傍において、UFP 数濃度と一次排

出の指標となる PM2.5中 EC成分との間に高い相関が

見られた。 

4) 道路近傍における UFPは、排気出口付近での局所的

な二次生成粒子を含んでいる可能性はあるが、主と

しては自動車排気から直接的に一次粒子として排出

され、乾性沈着等による減少と凝縮等の不均一核形

成による成長を受けながら、徐々に後背地に拡散し

ていく大気挙動が観測された。 

5) 微小粒子の室内への侵入経路は基本的に部屋のわず

かな隙間であり、UFP よりもより大きな粒径 0.3-1.0 

μmにおいて最も高い侵入割合を示した。これは、自

動車から排出された UFPが粒子成長し、最も侵入し

やすい粒径に達した時点で、室内に取り込まれ、長

時間室内に滞留する可能性を示唆するものであった。 
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複素振幅型三次元情報を用いた三次元物体認識 
 

Robust three-dimensional object recognition using  
complex amplitude information of three-dimensional object 

 
吉川 宣一 

Nobukazu Yoshikawa 

We propose robust three-dimensional object recognition method using complex amplitude information obtained 

by the Fourier transform profilometry. Object recognition is based on the effective three-dimensional correlation 

using complex amplitude information. A reference data in correlation operation is produced by spatial shift 

multiplexing of a large number of complex amplitude information derived from rotated objects. The proposed 

method has tolerance to object rotation in addition to translation. Experimental results of object recognition are 

presented. 

 

Keywords: Fourier transform profilometry, spatial shift multiplexing, complex amplitude, support function 
 
 

１．はじめに 

光学的な三次元形状計測法としてフーリエ変換形状計

測法（Fourier transform profilometry: FTP）1) が知られてい

る。FTP では格子パターン投影によって得られる変形格子

像の位相変化の形で三次元情報が得られるため非接触か

つ高精度な三次元計測が可能である。一般の応用では三

次元情報を位相から空間座標系に変換して用いることが多

い。その際に位相の 2π の不確定さが問題となっており、こ

れまでに様々な手法が提案されている。静的な形状計測な

らば複雑な計算を行うことにより正確な形状情報を得ること

が可能であるが、動的な物体に対する計測や物体認識な

どの高次情報処理に対してはほとんど対応できていない。 

FTPを応用した三次元物体認識法として格子パターン相

関法（Fourier transform profilometric correlator: FPC）が提

案されている 2)。FPCでは FTPにおいて得られる三次元情

報が複素振幅形式で表されていることを利用してフーリエ

空間において三次元情報処理を行っている。そのため測

定された高精度な三次元情報を損なうことなく高速に処理

することが可能であり、位相項を展開しないので位相不確

定の問題もない。コンピュータとの整合性が優れていること

からデジタル技術との融合により高精度三次元情報のリア

ルタイム処理や物体センシング技術などへの応用が期待さ

れている。 

FPC は高精度な三次元情報を利用しているため高い物

体認識能力を有している。さらに FPCは原理的に三次元的

なシフトインバリアント特性があるため、物体の並進運動に

対して高い耐性をもっている 3,4) 。一方、計測における分解

能を上げて認識性能を高くすると物体の回転に対する耐性

が低下してしまう問題があった。この場合、対象物体を固定

して自由度を制限する方法や様々な姿勢の対象物体の参

照情報を多数用意して順番に認識を行う方法が考えられる

が、いずれも本質的な解決法にはなっていない。 

本研究では、回転物体の複素振幅情報の空間シフト多

重化を用いた物体の回転に耐性のある FPCを提案する 5)。

提案手法では、相関ピークの発生位置と位相を用いること

により、物体認識と同時に、物体の並進・回転に関するパラ
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メータも求めることができる。 
 

２．空間シフト多重化による格子パターン相関法 

FPCでは図 1のような格子パターン投影光学系を用いる。

格子パターンを三次元物体に投影し、異なる方向からカメ

ラで撮影すると変形格子像 g(x, y) = a(x, y) + b(x, y) 

cos(2πfx+φ(x, y)) が得られる。ここで、φ は物体形状によっ

て発生した位相変化、a はバイアス成分、b は格子の変調

度、f は格子周波数を表す。変形格子像から一次フーリエ

成分 G1(νx, νy) のみを抽出し、これを逆フーリエ変換すると

ĝ(x, y) = F -1[G1(νx, νy)] = b exp{iφ(x, y)}を得る。ĝ(x, y)の位

相項には物体の三次元情報が含まれていることがわかる。

本研究ではこの複素振幅情報を高さ変換複素振幅（Height 

transform complex amplitude: HCA）と呼ぶことにする。 

HCA には格子の変調度を表す b が含まれていることに

注意する必要がある。一般に変調度は物体表面の材質や

形状を含めた反射特性に大きく影響されるため、変調度を

そのまま用いると表面の性質に関する情報も利用すること

になってしまう。本研究では、変調度の大きさに基づいて信

頼性の高い三次元情報（位相情報）のみを選択する方法を

提案する。ここでは、変調度の最大値の 20%を超えるもの

を 1、それ以下を 0とするようなサポート関数を用いて、位相

情報のみの HCA を求める。このサポート関数により形状情

報のみが物体認識に利用されることになる。さらに形状情

報の信頼性が低い部分に加えて、背景領域の分離も自動

的に行うことができる。 

FPCにおける物体認識は、HCA を用いた二次元相関演

算に基づいて行われる。この相関演算は二次元で行われ

るが、HCA の位相項に高さ情報が含まれているため実効

的に三次元相関演算と考えることができる。 

図 2 に物体認識の実験結果を示す。これは図 1 の光学

系において、Z軸方向（0度）を向いた物体（参照物体）とそ

れを X，Y 軸に関して 2 度おきに回転させた物体（検査物

体）との間の相関強度を示している。相関強度は検査物体

と参照物体の回転角が一致するとき最大となり相関出力面

には単一ピークを生じた。物体の回転量の増加とともに急

激に相関強度は低下した。これは見かけ上の三次元形状

が異なってしまうためと考えられる。参照物体を別の回転角

をもつ物体にした場合でも検査物体の回転角に対する相

関特性は同様な結果であった。 

回転した物体の HCAで構成されるデータ列を考えると、

このデータ列は回転に関して互いに相関性が低く、デルタ

関数に近い特性をもっていることがわかる。本研究では、こ

のデータ列に含まれる個々の HCA を特定の回転に対する

参照情報とみなし、これらの線形結合を求め一つの参照情

報に統合して FPCに用いることを考える。この場合、一回の

相関演算で多数の回転角の物体との相関演算の結果を得

ることができるため、多重化された参照情報のいずれかと一

致すれば自己相関ピークが発生し、物体の認識が可能に

なる。しかし、単純な線形結合ではそれぞれの相関出力が

重なってしまい、正確な判別が困難になる。そこで HCA が

二次元情報であることを利用して空間的に出力点を分離す

る空間シフト多重化法とそれを用いた FPC （MX-FPC） を

提案する。以下にその手順を説明する。 

1) 回転物体のHCAで構成されるデータ列{ｇk(x)}、その

フーリエ変換を{Gk(ν)}とする。ここで、k = 1～N、物体は一

Camera 3D Object 

X 

Z
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Grating Pattern 

Y 

Fig.1. Optical configuration for three-dimensional 
object recognition. 

Fig.2. Correlation property of rotated objects by FPC.
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定間隔∆φ で回転するものとし、データ列は回転角が増える

順番に並べたものとする。このデータ列は相互非相関特性

をもっており、閾値以上の相関強度を出力する範囲を 2σと

定義する。 

2) 空間シフトδ (x – xk) のフーリエ変換に相当する複素

係数 exp(–i2πxkν) を用いて次式を求める。 

∑
=

−=
N

j
jj xiGH

1
)2(exp)()( νπνν      (1) 

これが空間シフト多重化によって統合された参照情報とな

る。式(1)は一つの物体から派生する N 個の三次元情報が

異なる複素係数によって分割された状態で同時に存在して

いると考えることができる。 

3) 回転角φkの物体を検査物体としたとき、相関出力は、 

∑∑ +−∗=
≤−

qxxggC
kj

jkj
σ

δ
||

)()( ★     (2) 

のようになる。ここで★は相関演算を表す。Σq は閾値以下

の相関強度の寄与を表しており無視することができる。第１

項より、x = xk の位置にｇk(x)に関係する相関出力が発生す

ることがわかる。この位置を相関評価点（CEP），CEPを中心

とした幅∆wの領域を相関評価領域（CEA）と定義する。σ>0

より、参照物体の回転角の近傍回転角をもつ検査物体との

間にも相関ピークを発生する。すなわち、検査物体が連続

的に回転した場合でも、その回転角が参照情報の多重化

に用いた回転範囲内にあるならば、検査物体は参照物体と

同じ物体として認識される。 
 

３．実験 

MX-FPC による回転物体に対する認識実験の結果を示

す。三次元計測システムはデジタルカメラ（OLYMPAS 

C5050Z）、プロジェクタ（CASIO XJ350）で構成し、三次元

物体としてお面を用いた。物体を置いた位置を原点として、

XY 平面（基準平面）を定義し、X, Y 軸に関して最小回転

角 2 度で物体を回転させた。投影格子の周期は基準平面

上で約 1.8mm であった。変形格子像は 1024×1024 画素

（8bit）、HCAのバンド幅は 128×128画素とした。空間シフ

ト多重化における複素係数は、出力平面に CEP に対応し

た点像を定義し、これをフーリエ変換することにより生成し

た。CEPはクロストークを避けるため出力平面を均等に分割

するようにＭ×Ｍの格子状に配置した。本研究では最大 11

×11多重化を行った。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

典型的な結果として 5×5 多重化の場合を示す。図 3 に

物体の位相分布、二値化のためのサポート関数、多重化さ

れた複素振幅の位相分布、そのフーリエ変換の位相分布

を示す。CEPは∆x=∆y=50画素間隔で配置した。図 4に検

査物体として(θ, φ) = (0, 0) の回転を伴う物体を用いたとき

の相関出力を示す。この検査物体は多重化に用いたデー

タの１つと同じなので、それに対応する CEP の位置に相関

ピークが発生した。次に、検査物体が多重化に用いたデー

タと異なる場合を考える。この場合、①全く異なる物体、②

同一物体であるが多重化の範囲外の回転を伴う物体、③

同一物体で多重化の範囲内にあるが最小回転角よりも小さ

な回転を伴う物体が考えられる。①，②の場合、ともに相関

ピークは発生しなかった。②の場合は正確に認識されてい

ないことになるが、その意味は参照物体と異なるというよりも

多重参照データに記録されていないということになる。図 5

に③の例として(θ, φ) = (−1,−1) の回転を伴う検査物体に対

する相関出力を示す。この回転に相当する CEP は定義さ

れていないが、(−1,−1)近傍に相当する CEP に相関ピーク

が発生した。これらの相関ピークの位相は異なっており、近

傍相関ピークの強度と位相の関係からから③の条件にお

いても物体認識および回転角の推定が可能である。 

CEA を変化させたときの多重化数に対する相関ピークと

Fig.3. (a) Phase map of the target object, (b) support
function, (c) phase factor of multiplex HCA and (d)
phase map of the Fourier transform of (c). 

(a)                    (b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(c)                    (d) 
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サイドローブの強度比（PSR）を図 6 に示す。∆w が CEP の

画素間隔よりも小さい場合、多重化数が 49 を越えると PSR

は減少する傾向があり、CEP 間のクロストークの影響が大き

くなると考えられる。多重化数の増加は認識可能な物体の

回転範囲の拡大に寄与するが、PSR の減少による認識性

能の低下も引き起こす可能性がある。認識性能を維持した

まま多重化数を増やすためにはCEPの配置法や閾値処理

などを検討する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４．おわりに 

本研究では、複素振幅型三次元情報の空間シフト多重

化により合成された多重参照データを用いた回転に耐性の

ある三次元物体認識法 MX-FPC を提案した。MX-FPC は

回転，並進に対して耐性があり、物体の姿勢に影響されず

に物体認識を行うことができる。 
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Fig.5. Correlation output of the rotated object with
(θ, φ)= (−1, −1). 
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Fig.4. Correlation output of the rotated object
with (θ, φ)= (0, 0) and CEP arrangement. 
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