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マイクロ／ナノ機械によるセンシングシステムとその応用技術に関する研究
本研究室では、ナノテクノロジーと微小電気機械システム（MEMS）、それらの集積化によるセンシングデバイス・システムに関する研究
を行っている。ナノテクノロジーとマイクロ / ナノシステムとの融合により、様々な分野でブレークスルーが期待されている新たなデバイ
スやシステムの創成、その応用技術を研究している。マイクロ / ナノメカニカルセンサは、重さ、力、熱、赤外といった種々の物理量を高感
度で検出することができ、かつ小型・集積化が可能である。ナノ構造体独自の現象に関する基礎研究や、新しい原理のセンサ、材料、集積化
システムなど、基礎から応用まで研究している。単一細胞の熱も計測できる高感度な熱計測デバイス、磁気スピンなどを検出する高感度磁
気センサ、高効率熱電材料を用いた発電デバイスなどの開発を進めている。

高感度&極限センシングシステム

ナノ複合材料・ナノ加工技術

力、重さ、熱など種々の物理量を高感度に計測するセンシングシ

材料はナノ加工によって従来とは異なる物性を示す。機械的、電

ステムを開発し、科学計測や産業応用を見据えた研究を行ってい

気的、熱的に高機能な特性をもつ材料とそのプロセス開発を行って

る。ナノメカニカル機械構造による高感度の力センサ、磁気センサ、

いる。ナノカーボンやナノ粒子と金属の複合材料、グラフェンや

熱量センサ、分子センサ等を開発し、これらを利用したセンシング

MoS2 の 2 次元材料のプロセス技術、熱電発電・冷却のためのナノ

システムを開発している。ナノ加工技術を利用して、センサを小型

材料とプロセス技術、磁歪の機能性材料プロセス、シリコンの超微

化することで、極限のセンシング感度を得ることを目指している。

細加工技術の研究に取り組んでいる。

フレキシブル熱電デバイス

高感度温度センシングシステム

ナノ材料を含有させたことで性能が飛躍的に向上した熱電材料

高感度高速応答の MEMS 型温度センサでのみ得られる温度情報

を用いた高性能熱電デバイスにより、我々の身近な環境下での発電

がある。単一細胞レベルでの温度計測がその代表例であり、これま

を実現し、システムにとっての課題である電源供給の問題を解決す

で観察できなかった現象が観察できることを示した。温度情報を

べく、研究を行っている。特に、ヘルスケアモニタリングを中心に

通じて、生体や細胞の仕組みを明らかにすることを目指し、機械振

需要が見込まれ分野であり、電源 - センサを集積化したフレキスブ

動子、サーミスタ、イオン液体など様々な原理を通じた高感度温度

ルデバイスの開発に取り組んでいる。

計測手法に関する研究を行っている。
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准教授

戸田 雅也

http://www.nme.mech.tohoku.ac.jp/

微小機械の極限計測への応用・新技術の創成
本研究室では、微細加工技術を用いてナノスケールの微小機械を作製し、今まで見ることの出来なかった微細な世界を、熱や光、力とい
う物理量で高感度に計測し、精密に観察するための技術開発をしている。そのために、高感度な磁気センサや熱センサを作製し、液中の試
料を真空中で計測するのためのマイクロ流路や極低温でも劣化なく動作する XYZ スキャニングステージを作製し、またそれらを組み合わ
て機能のシステム化を目指している。片持ち梁構造のプローブを作製し、その変位を計測することで、アトニュートンの力感度で磁気力の
変化や局所的な熱をモニタするセンサデバイスを開発している。計測システム系のシミュレーションや画像処理技術の開発なども行い、生
体試料や半導体試料を非破壊で高精度に 3 次元イメージングできる磁気共鳴力顕微鏡の開発している。

超高感度な磁気センサ

ミニチュアMRIのための3次元スキャナ

磁気共鳴イメージング（MRI）技術をナノ機械を用いて小型化し

ナノメートルの分解能を維持した数十マイクロメートルの 3 次

たものが磁気共鳴力顕微鏡である。MRI の対象をより小さな半導

元走査は、ドリフトやヒステリシスの問題があり、長時間の計測は

体素子や単一細胞にし、半導体プロセスのダメージ評価や細胞診断

困難である。本研究室では、シリコン製の 2 次元スキャナと 1 次元

の新技術開発を進めている。高感度に磁気共鳴現象を観測するた

スキャナを組み合わせ、低温でも劣化無く長距離動作するような

めのナノワイヤープローブの開発や蛍光強度から磁場計測が可能

3D スキャナを開発している。静電駆動型で、室温でも極低温下で

な窒素欠陥（NV）センターを有するプローブの開発を行っている。

もヒステリシスが少なく長距離動作させることに成功している。

ダイヤモンドセンサを使った応力センシング

単一細胞計測のためのマイクロ流路の開発

窒素欠陥のあるダイヤモンドには、特有の磁気光学的性質があ

生きた細胞は常に動いているため単一細胞の精密検査には、細胞

り、スピントロニクスの分野では盛んに研究されている材料であ

を如何に生きたまま捕らえるかが課題である。本研究では、流路内

る。このナノダイヤモンドを振動センサ上埋め込むことで、印加応

トラップ構造を用いて細胞を生きたまま捕らえ、真空環境で長時間

力とダイヤモンドが発する蛍光強度の関係調べ応力計測応用への

観察できるような Si 薄膜窓を有するマイクロ流路を開発した。単

可能性を検証した。窒素欠陥を有するダイヤモンドを用いた振動

一細胞の挙動や個性、細胞間の繋がり、ガン化細胞の仕分け、一分

子はにより、応力の向きを同定するなど精密な応力センサが実現で

子タンパク質の検出などを目指して研究開発に取り組んでいる。

きる。
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※ P4 と P110 も参照ください

マルチスケール・マルチフィジックス・シミュレーションによる可視化
機能創成加工により創り出した微細構造

ピコテクノロジー基盤ものづくり技術

―機能創成加工の新しい世界を拓きます―

20 世紀の我が国の繁栄を支えてきた大量生産・大量消費型の “ ものづくり ” は終焉を向かえ、今後は様々な価値観に対応する “ ものづくり ” に
変革していかなければなりません。そのためには、海外の技術では到達できない、より高い精度と付加価値を持った製品開発が強く求められます。
従来から、加工された製品の評価基準は形状精度と表面粗さの二つでしたが、このような加工精度の追求は、今や原子オーダーに達して
います。当研究室では加工表面上に微細構造体を創成したり、表面近傍の結晶構造を制御することにより、新たな機能を発現させるための
工夫を加えた “ ものづくり ” を提案しました。すなわち単なる形状創成から、機能創成を加味した新しいものづくり技術への融合、発展です。
我々はこのような “ 形状創成 + 機能創成 ” を目指した機能創成加工技術を強力に推進、展開していきます。

超精密加工による機能性の発現
―機能から未来を創ります―

加工プロセスの可視化 ―マルチスケール・マルチフィ
ジックスシミュレーション技術―

ものを精密に作ることができる超精密加工は高機能の実現、安全

機械加工からプレス成形加工、特殊加工や噴射加工など、あらゆ

性の向上、省資源化を実現する基盤技術となります。当研究室では

る加工現象のメカニズム解明のため、有限要素法や分子動力学法を

加工現象の解明と高度な測定技術との融合を通じてそれらを実現

駆使したマルチスケール・マルチフィジックスシミュレーションを

します。例えば、無反射構造、超撥水構造などのユニークな機能を

行っております。これにより、実測困難な加工現象の推定、加工条

発現させるための、マイクロ〜ナノ〜ピコメートルオーダの表面微

件の最適化、加工欠陥の予測が可能になります。

細形状を、より精密かつ効率的に産み出すことを狙っています。

自分のアイディアを形にし、確かめる
―それができる環境があります―
当研究室では、送り分解能 1Åの 5 軸超精密加工機をはじめとし
て、世界最高水準のピコ精度やナノ精度加工機を開発、保有してお
ります。さらに pm 分解能の様々な非接触表面形状測定器や3D レー
ザ顕微鏡等の評価装置、また多種の数値シミュレーション可視化技
術を備えています。これは加工に対し、様々な角度から検討ができ、
自分の考えを検証することができることを意味しています。

産学官連携の推進 ―人と人とのつながりを創ります―
本研究室では、企業との共同研究を積極的に行っています。企業
から社会人ドクターや研究員を受け入れ、加工原理から実際の製品
応用までの実用的な研究を行います。また企業からの技術相談は
随時お受けしています。さらに精密加工研究会や、精密工学会・ナ
ノ精度機械加工専門委員会等を主宰し、企業との交流、連携を図っ
ています。
※詳細な研究室パンフレット（カラー）があります。
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http://www.pm.mech.tohoku.ac.jp/
（本研究室は厨川研究室と一体運営されています）

レーザ援用切削の様子

レーザ照射により得られる多彩な幾何学形状

表面機能の一例（材料表面の濡れ性制御）
超音波援用加工により得られる微細周期構造

機能性インターフェースの創成とその応用
日本のものづくりが世界を牽引する力を維持するためには、これまでにはなかった新たな技術が必要です。本研究室ではその一つとして
ナノ・マイクロファブリケーションを利用し、材料の表面に様々な機能をもたせた「機能性インターフェース」を創成する技術の開発を行っ
ています。ナノ精度からピコ精度にわたる最新加工技術を利用して「もの」の表面を単純に加工する、あるいは精密に成形するだけではなく、
プラスアルファの機能をもたせるところが、本研究の特徴です。本研究室では、これからの社会に必要不可欠な “ 夢 ” のある高機能加工技
術（High Value Manufacturing）のフロンティアを目指し、マイクロファブリケーション技術の新しい加工原理の創出、その科学的解明
ならびに実用化を視野に入れた研究を、産学連携を基盤として行っています。

新たなプロセスを創り出す！
―キーワードは“ハイブリッド
（複合）”―
レーザ加工や放電加工などの材料加工プロセスで “ ちょっとし
た手を加える ” と、表面の幾何学的な構造や化学的な組成が様々に
変化します。この現象に着目し、メカニズムの解明とその制御に取
り組んでいます。本手法により、表面の「濡れ性」や「潤滑性」、「光
学特性」などの様々な機能を持った表面を創成することが可能であ

光で表面に細工する？
超短パルス（ピコ秒〜フェムト秒）のレーザ照射を利用すること
により、材料表面に周期性あるいはランダム性を有する構造が創成
され、様々な機能を付与することが可能になります。本研究室では、
レーザを材料に照射した際に生じる現象をシミュレーションによ
り可視化するとともに、実験的な手法を用いて明らかにし、新しい
機能性インターフェース創成技術を提案しています。

り、新たな表面創成プロセスとして期待できます。

光を当てて切り取る？ ―レーザ援用マイクロ切削によ
るマイクロ・ナノ複合構造体の創成―

振動させながら削る？ ―3D超音波援用マイクロ加工
による機能性インターフェース創成―

レーザ照射は、材料表層の物性を変化させる方法として非常に有

超精密加工による創り出した溝やピラミッド形状のマイクロ構

効なツールにもなります。そのような現象を利用し、機械加工プロ

造体の上に、サブミクロンサイズの微細構造体を創成するための機

セス（超精密切削）にレーザ照射を援用することにより、切り屑生

械的手法、ならびに光学的手法の開発を行っています。例えば、3

成部分の局所的な材料物性を変化させ、光学的な機能性を有するマ

次元の超音波振動を援用した機械加工（研削、切削）法により、効率

イクロ・ナノ複合構造体を欠陥レスで効率的に加工するプロセスの

的かつ大面積にサブミクロンサイズの微細周期構造を創成するこ

構築を行っています。

とに成功しています。
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機械システムコース
機械機能創成専攻

足立・神田 研究室
教 授

足立 幸志

助

教

神田 航希

機能システム学講座
ナノ界面制御工学分野
http://www.tribo.mech.tohoku.ac.jp/

高機能ナノ界面による機械システムイノベーション
機械がその機能を果たすべく稼働する時、動く部分において必ず摩擦が発生し、物がすり減る摩耗が生じる。それらは、機械における大
きなエネルギー損失となり、不具合、寿命の主原因となる。また、それらは高度な機械の機能と性能の限界を支配する。本研究室では、そ
のような接触面で発生する現象の制御を可能にする高機能ナノ界面を創成するための最適化技術を開発し、それらの機能制御を実現した高
度な機械機器の創成により低炭素社会・持続可能な社会・安全安心な社会の構築に貢献することを目指している。また接触面での現象の原
子・分子レベルでの物理・化学的解明とナノテクノロジーが可能にするものづくりを融合させた「高機能機械機器のためのナノ界面層から
のボトムアップ型設計（Tribologically-based Machine Design）」の構築を目指している。

超低摩擦発現のためのトライボ化学反応を制御した
ナノ界面創成 〜 なじみの科学となじみの技術 〜

超低摩擦のためのナノ界面最適化技術
〜 低環境負荷機械システムの研究開発 〜

稼働開始時に高く不安定であった摩擦が徐々に減少し、一定期間

ナノ構造を制御した炭素系硬質膜は大気中無潤滑下で 0.003 の

の後に低く安定した摩擦を示す定常状態となる。この期間を「なじ

低摩擦係数を発生し、ナノ・マイクロテクスチャを施したセラミッ

み」と呼ぶ。このなじみ期間の摩擦によって自己形成され超低摩擦

クスは水中において 0.0001 の低摩擦係数を発生する。大気中、水

を発現するナノ界面に着目し、機械に加え材料、化学、物理の視点か

中に加え自動車エンジンに代表される油中を対象に、テクスチャ技

ら摩擦により誘起されるトライボ化学反応を解明し制御することに

術、コーティング技術を中心に実用化を目指した信頼性の高い低摩

よる半永久寿命を有する超低摩擦システムの創成を目指している。

擦発生のためのナノ界面の設計と創成の研究開発を行っている。

高摩擦・耐摩耗のためのナノ界面最適化技術
〜 高機能摩擦駆動アクチュエータの研究開発 〜

高機能ナノ界面新規評価法の開発
〜 その場摩擦摩耗解析プラットホームの研究開発 〜

小型化、軽量化、簡素化、高速化、高精度化を可能にする摩擦駆

摩擦中に自己形成、自己修復する高機能ナノ界面の形成機構、そ

動アクチュエータ（超音波モータ及び表面弾性波モータ）の開発を

れによる超低摩擦機構の解明が低摩擦技術開発には不可欠である。

行っている。高精度の位置決めには、滑りを制御するための高摩擦

これに対し、走査電子顕微鏡、環境制御型走査電子顕微鏡、ラマン

と同じ表面であり続けるための耐摩耗性が鍵となる。現在、これら

分光装置、X 線光電子分光装置と摩擦試験機を組み合わせたその場

を両立するナノ界面創成のために、ナノ構造制御技術及びナノ形状

摩擦摩耗解析プラットホームおよび摩擦面広域における微小領域の

制御技術を駆使した最適化技術の研究開発を行っている。

特性（硬度、表面自由エネルギー）分布解析法の開発を行っている。

OPEN 2019

5

機械システムコース
機械機能創成専攻

湯上・清水・須藤 研究室
エネルギー学講座
新エネルギー変換工学分野

教 授

湯上 浩雄

助 教

清水 信

特任准教授（工学研究院）

須藤 祐子

http://www.energy.mech.tohoku.ac.jp/

原子層堆積装置（テクノファイン社製）
を用いて作製された微細構造
−多層膜ハイブリッド型選択吸収材料
ソーラー TPV 発電システム。挿入図は使用されている波長選択性アブソーバ・エミッタ

再生可能エネルギーで開く未来！ 〜高温フォトニクス〜
産業革命から続く工業、産業の発展や西洋文明の拡大により我々の生活は飛躍的に向上しました。しかしエネルギー特に化石燃料消費量
の増大により、地球規模の環境破壊や将来的なエネルギー不足という大きな問題に直面しています。これらの問題を解決し、且つ今後も発
展を続ける社会を成立させるためには、太陽エネルギーなどの再生可能なクリーンエネルギーの利用や、限られた化石燃料の高効率利用に
基づく持続的発展可能なエネルギーシステムの構築が必要です。そのために、我々は高温フォトニクス技術に基づき太陽エネルギーを高効
率で利用できる新しいエネルギー変換デバイスなどの研究に取り組んでいます。また、今後やってくる厳しい環境制約の下でも、物質的に
も精神的にも豊かに暮らすことができるライフスタイルを描き、その実現に必要な技術を創出していく手法研究も行っています。

高温フォトニクスによる
高効率ソーラーTPVシステムの実現

太陽熱利用システム高効率化のための
高温用太陽光選択吸収材料

我々は高温フォトニクスと呼ばれる高温の熱ふく射スペクトル制

近年、注目されている集光型太陽熱発電では太陽エネルギーを高

御技術を用いた太陽エネルギー高効率利用のためのソーラー熱光

効率で吸収する太陽光の選択吸収特性が重要な要素技術の一つで

起電力発電（TPV）
を提案しています。ソーラー TPV は太陽光を熱

す。我々は、太陽熱利用システムの更なる高温化に対応可能な、多

として吸収し、PV セル感度波長と整合した熱放射光へ変換するた

層膜構造を用いた高効率太陽光選択吸収材料の開発や、Ni 基超合

め、単接合セルでも 50% 以上の高い効率が期待でき、これまで本

金における自己組織化を用いた微細構造作製技術を用いた大面積

システムにおける世界トップレベルの効率実現に成功しています。

作製技術の開発を行っています。

熱ふく射スペクトル制御による電子機器の冷却促進

光の波動性に基づく電力変換技術の実現

電子機器発熱密度増大に伴い、熱設計の重要性は益々高まってお

太陽光発電に代表される光の粒子性に基づく光電変換技術に対

り、冷却にエネルギーを要しない受動型冷却技術が必要とされてい

し、光アンテナとダイオードを併せたデバイス（光レクテナ）によっ

ます。我々は電子機器を覆う樹脂において吸収係数の小さい窓波長

て光の電場波動を直流電力へ変換することで理論的変換損失ゼロ、

域に注目し、熱源からの熱ふく射を樹脂の窓から選択的に放射する

且つ感度波長域の制約がない理想的光電変換システムの構築が期

新規冷却促進技術を提案し、効果の実証に成功しました。更なる冷

待できます。我々は光周波数領域における高速応答ダイオード開

却効果向上、適用性拡大を目指し、引き続き研究を行っています。

発およびレクテナ構造設計により本技術の実現を目指しています。
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機械システムコース
機械機能創成専攻

井口 研究室
准教授

井口 史匡

エネルギー学講座
新エネルギー変換工学分野
http://www.energy.mech.tohoku.ac.jp

機械工学と材料科学の融合で開く新エネルギーの未来
産業革命以来、電気（電力）はより大型で高効率な発電所で集中的に生み出され送電線などの系統を通り需要地へ供給されてきました。
しかし、再生可能エネルギー導入量の増大 ‚ 小型で高効率なエネルギー変換デバイスである固体酸化物型燃料電池（SOFC）、水蒸気電解器
（SOEC）や家庭用太陽電池、全固体型リチウムイオン二次電池の開発により、分散型エネルギー源とそれに基づく負荷平準機能等を取り入
れた環境負荷が低くエネルギー使用効率の高い新しいエネルギー供給システムが大きな注目を集めています。その実現に向け重要となる、
様々な材料の開発、高性能な将来型 SOFC/SOEC システムの実現、新たな電気化学デバイスの創成に向け我々は熱力学、材料力学、流体力
学、機械力学などの機械工学を従来の材料科学に取り入れ、新たな視点から研究に取り組んでいます。

高温プロトン伝導型SOFC／SOECの開発

材料力学の視点からの新しい機能性酸化物の開発

2010 年ごろより一般商用販売された SOFC に対して、送電シ

機能性酸化物は化学組成や環境が異なると結晶構造、欠陥構造な

ステム内における再生可能エネルギーの導入などに対応するため

どが変わり様々な特性を示します。我々はデバイスとして様々な

の負荷平準化手段として水蒸気を電解して水素としエネルギーを

機能性材料と組み合わせた際に生じる残留応力や、デバイスの運用

蓄積する固体電解器（SOEC）としての機能を備えることが要求さ

状況により内部に生じる熱応力、化学的応力により能動的に結晶構

れています。我々は次世代の電解質である、高温プロトン導電体を

造を変形させることで、特性の改善を図るという従来とは異なる観

電解質とした SOFC/SOEC の開発を行っています。

点からの材料開発手法の確立に取り組んでいます。

高温全固体エネルギー変換デバイスにおける機械的
安定性の評価

小型電子機器用電源の開発
小型電子機器用電源への適用を目指し MEMS 技術により小型

SOFC や SOEC など固体で構成され高温で作動するエネルギー

化したマイクロ SOFC を中核としたエネルギーデバイスの開発を

変換デバイスは、異なる材料を層状に接合した多層構造であり、熱

行っています。マイクロ SOFC は作動温度が高いため、外部温度

応力などによる大きな残留応力が存在し、また、運転状態の変化に

をさげ、しかし熱効率を下げない仕組みが要求されます。そこで重

伴い応力状態は大きく変化します。これらの機械的安定性への影

要となるのは熱設計であり、我々は断熱構造と熱回収機構を組みこ

響を評価するため応力計測法の開発、材料特性の評価を行っていま

んだマイクロ SOFC システムの開発を進めています。

す。＜川田研、雨澤研、橋田研、佐藤（一）研等との共同研究＞
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機械システムコース
機械機能創成専攻

福 西・廣田 研究室
エネルギー学講座
流体システム工学分野

教 授

福西 祐

助

教

廣田 真人

http://www.ﬂuid.mech.tohoku.ac.jp/

境界層の乱流遷移過程の解明とその制御
高速走行する自動車や船舶、航空機などにおいて、乱流遷移による抵抗増加をいかに抑制するかは大きな課題である。我々は、なるべく
少ないエネルギーで効率よく乱流遷移を制御する方法の開発を目指している。平板壁面にピエゾアクチュエータを一列に貼り付け、それら
の数μ m 程度の微小な動きにより周期撹乱を流れに導入することで、乱流遷移過程で境界層中に発達する T-S（Tollmien-Schlichting）
波などを打ち消すような波を作り、乱流遷移を遅らせるなど試みを行っている。これまでのところ T-S 波のみならず、斜行波や複数の周波
数モードを有する不安定波の制御に成功している。さらに、3 次元数値計算とも組み合わせて研究を進めることで、制御方法をより高度化
する努力を行っている。

流れの制御により流体騒音を低減させるデバイスの設計
当研究室では流体騒音の制御にも関心を抱いている。たとえば
高速列車の車両連結部の凹部（キャビティ）から発生する大きな流
体騒音が対象となる。この流体騒音を抑制することを目的に風洞
実験と数値シミュレーションの両面から研究を進めている。これ
まで従来騒音には影響がないとされて考えられていた底面に小さ
い突起を設けることで騒音を抑える手法が見つかり、発展させてい
る。

非圧縮性近似を導入したSPH 法による
複雑流動場の解析
SPH 法は粒子法の一種で、当研究室ではさらに独自の改良を施
した方法を採用している。例えば気液界面を有するような複雑な
流体機械内の流れ、温度拡散や塩分拡散を伴う二重拡散場、氷の融
解過程などの相変化を伴う流れ場の解析など、従来の数値シミュ
レーション方法では解析困難であった流動場にも適用可能な新し
い計算方法として、適用領域の拡大を図っている。

前縁受容性の解明に関する数値的・実験的研究
乱流遷移は、流れの僅かな速度の揺らぎが境界層に入り込むこと
で始まり、その入り込んだ揺らぎが大きいほど乱流遷移は早期に始
まる。その入り込みやすさは速度の揺らぎ方と物体の先頭部の形
状の双方に依存して決まり、それは ” 受容性 ” と呼ばれる。我々は
望ましい受容性を示す物体形状を探すべく、風洞実験および数値シ
ミュレーションの両面から研究を進めている。

非一様、非定常な流れにさらされた翼の空力特性に関
する研究
災害時などにおいて小型カメラを積載して撮影できる小型無人
飛翔体の存在は有用と考えられる。しかし、台風時や火災、火口付
近といった複雑で非定常な流れの下での運用においては、一般的な
一定風速下における性能は意味をなさない。当研究室では非一様、
非定常な流れを作り出す風洞を作成し、非定常な流れの中での小型
飛翔体の飛行性能を明らかにする研究を進めている。
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機械システムコース
機械機能創成専攻

伊 澤 研究室
伊澤 精一郎

エネルギー学講座
流体システム工学分野
http://www.ﬂuid.mech.tohoku.ac.jp/

前縁近傍の渦度変動

乱流中の渦

一様流中の渦状撹乱に対する前縁部受容機構の解明
一般に境界層の乱流遷移は、もともと一様流中に含まれていた変動が物体の前縁部で境界層の内部へ取り込まれ、下流域で増幅して引き
起こされたものです。流れがどこで乱流に遷移するかは、一様流中の変動の大きさとその変動が受容されて生成される不安定波動の初期振
幅の比である受容係数に依存します。しかし、この初期振幅は実験で計測するには小さすぎるうえ、一様流中の変動と受容後の波動の形態
が異なることなどから、遷移点の予測はもっぱら経験則にもとづいて行われているのが現状です。そこでこの研究では、物体前縁における
受容過程について数値計算を中心に詳細に調べ、得られた結果を吟味し体系的にまとめることで、最終的には外部乱れの情報から遷移点を
精度よく予測する手法を構築することを目指しています。

乱流素過程の解明

流れの不安定性と渦運動

私達の身の回りにある水や空気の流れのほとんどは、乱雑で不規

流れが乱流に遷移するかどうかは、流れに含まれる小さな変動の

則な乱流状態にあります。乱流には物質の混合や拡散を促進する

ふるまいに大きく関係します。これまでの流れの不安定性に関す

働きがある一方で、配管内の流れの摩擦抵抗を大幅に増加させるな

る研究は線形安定性理論に代表される数学的な取り扱いが中心で

どのマイナス面もあります。この研究では、乱流場で起こっている

あり、物理的な機構には触れられていません。この研究では、非線

複雑な現象を大きさの異なる渦同士の干渉として捉えなおし、その

形な効果も考慮した新しい不安定性の評価方法に加え、渦運動と関

素過程を理解することで乱流の謎に迫ることを目的としています。

連付けて流れの不安定さを評価することも試みています。

乱流のはじまりに関わる普遍的な渦構造を探る試み

垂直軸直線翼風車のための高効率で自己起動性に優
れた翼型の開発

境界層の乱流遷移は、境界層に含まれている速度変動が増幅する
ことで引き起こされる。例えばバイバス遷移では、ストリークの発
達とその崩壊によって乱流が発生する。この研究では、乱流に遷移
しつつある流れ場をとりあげ、その様子を渦構造の変化に着目しな
がら調べることで、乱流のはじまりに関わる普遍的な環境について
探ることを目的としている。

垂直軸風車は、水平軸風車に比べ効率の点では劣るものの、風向
依存性がなく設置場所を選ばないという利点がある。この研究で
は、効率と自己起動性という相反する要求を満たす翼型を開発する
ことを目的とし、数値計算や風洞実験を通して、従来の風車翼型に
とらわれない全く新しい翼型の設計に挑んでいる。
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機械システムコース
機械機能創成専攻

琵 琶・兵 頭 研究 室
教 授

エネルギー学講座
熱制御工学分野

琵琶 哲志

助 教

兵頭 弘晃

http://www.amsd.mech.tohoku.ac.jp/

音波を使った新しい熱機関の理解と応用
熱音響現象を利用した可動部の無い熱機関「熱音響デバイス」の理解と応用を目指しています。気柱管の一端を加熱することで振動を発
生させることができます。この熱音響自励振動は動力を音波として発生する「音波エンジン」と見ることができます。また、音波を使って
冷却する「音波クーラー」を作ることも可能です。これらの熱音響デバイスは固体ピストンの代わりに音波を使う点で通常の熱機関とは大
きく異なります。そのため、本質的に可動部を必要としないことや、少数の配管パーツで構成される著しく簡単な構造という特徴が熱音響
デバイスにはあります。作動流体には不活性ガスを用いることができるため、フロンなどの冷媒を必要としません。また外燃機関であるた
めに産業排熱や太陽光などの利用が期待できます。熱音響デバイスを発展させるための基礎と応用に関する研究を行っています。

エネルギー変換機構の解明

音波エンジンと音波クーラーの開発

熱音響デバイス内でどのようにしてエネルギー変換が行われる

これまでに、音波エンジンと音波クーラーを組み合わせた熱駆動

のかを解明することは、効率がよく出力の大きな音波エンジン・音

型クーラープロトタイプや、低温度差で動作可能な音波エンジン発

波クーラーの開発には不可欠です。流体要素に関わる圧力、流速、

電機プロトタイプを提案してきました。気柱と液柱ピストンを組

温度の 3 つの振動量を同時に計測することでエネルギー流やエン

み合わせたタイプのエンジン・クーラーの開発にも取り組んでいま

トロピー流を観測し、エネルギー変換の実験的観測を行っていま

す。可動部品を持たないエネルギー変換システムや可動部品と組

す。物理量の計測による熱音響現象の実験的な理解を目指してい

み合わせたハイブリッドなデバイスへの発展を目指しています。

ます。

熱音響現象の新たな応用
熱音響現象は熱機関だけではなく様々な場面へ応用できます。

新たな非線形振動熱音響現象の発見
熱音響振動は本質的には非線形な物理現象です。これまでに熱

例えば、ガスタービンエンジン等の燃焼器で発生する燃焼振動の

音響衝撃波や熱音響カオス、熱音響自励振動子の同期などの非線形

ように抑制するべき振動もあります。自励振動子に自身の振動を

熱音響現象を観察することができました。簡単な構成部品から成

フィードバックさせたり、振動子同士を結合することで振動が停止

る熱音響系でこれほど多様な現象が生まれることは驚きです。こ

することが分かりました。非線形熱音響の知見を基に、ごく単純な

れらの発見は熱音響現象の理解だけではなく、熱音響を通じた非線

方法で「燃焼振動を抑制」することにも取り組んでいます。

形振動の理解へもつながります。今後も新たな現象の発見が期待
されます。
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機械システムコース
先端材料強度科学研究センター

小川・Bernard 研究室
教 授

助 教

小川 和洋

エネルギー・環境材料強度信頼性科学研究部門
表面・界面制御強度信頼性科学研究分野

Chrystelle
Bernard

http://www.ogawa.rift.mech.tohoku.ac.jp/

常温接合技術

コールドスプレー技術
金属

700 m/s

780 m/s

材料

材料

金属厚膜の形成

ポリマー

SPH results of deformed powder particle after impacting on substrate

セラミックス

N2 1.96 MPa: 690 m/s

イオンビーム照射

He 1.96 MPa: 780 m/s

接 合

接触・加圧
（一定時間保持）

Cu/Cu接合
接合界面

TiO2 coating

Substrate

PP基材上へのUHMWPE
皮膜の形成
PP：ポリプロピレン
UHMWPE：超高分子量ポリエチレン

100μm

ガラス基材上へのTiO2皮膜

多種多様な材料の厚膜成型

Experimental results of impacted powder particle on substrate

実験ならびに数値解析を利用した
粒子付着メカニズムの解明

コールドスプレー技術

5nm

熱影響部の発生しないバルク材常温接合技術
常温拡散接合技術

エネルギー・環境材料強度信頼性科学研究の推進
当研究室においては、エネルギー・環境材料開発の基盤技術として、界面ミクロ・ナノ組織制御ならびに界面接合強度に着目した材料・構
造物の安全性・信頼性研究を推進しています。特に、Ni 基超合金や遮熱コーティング等の構造材料において生ずる経年的劣化・損傷機構の
解明を通して破壊の物理化学を明らかにし、その体系化を通して社会的要請の高いエネルギー変換設備の飛躍的効率向上を実現し環境負荷
の低減に貢献していきます。また、新しいコーティング手法であるコールドスプレー法の応用による各種構造部材劣化・損傷部の補修技術
の確立に関する研究や材料表面を活性化させてバルク材を常温で接合させる技術の開発を実施しています。これらの手法は、経年劣化・損
傷を引き起こす可能性がある熱影響部が発生せず、次世代の補修技術・バルク材料用接合技術として期待されます。

コールドスプレー法による金属・セラミックス・ポリマー
材料の革新的コーティング技術の開発

熱影響部が発生しないバルク金属材料の
常温拡散接合技術

コールドスプレー法を用いた革新的な補修並びにコーティング技

材料表面を高速原子ビームで活性化させることにより、バルク金

術の確立と同法により得られた付着層の健全性評価を実施していま

属材料を接合させる技術の開発とその強度特性評価を行っていま

す。また、付着メカニズムおよび科学的な根拠の基づく基材／粒子

す。この手法は、一切加熱プロセスを必要としないため、機器構造

間の相性を評価する目的で、ミクロ／ナノ組織観察および粒子法等

物の経年劣化の起点となり得る熱影響部が全く存在しない接合部

による数値解析を実施しています。また、コールドスプレー法によ

を得ることが可能となります。現在は、真空チャンバー内で接合さ

る厚膜を利用した革新的補修・接合技術の開発も進めています。

せていますが、将来的には大気下での接合を目指しています。

高温酸化物の生成・成長挙動の制御による
経年劣化しない遮熱コーティングの開発

酸化反応を利用した異種材料未溶融接合技術の開発
ぜい性材料であるセラミックスと延性材料である金属材料との

ガスタービン動静翼等で必要不可欠な技術となっている遮熱

組み合わせによるマルチマテリアル化はそれぞれの欠点を補い、優

コーティング（TBC）は、これまで高温酸化の発生を抑制し、昇温

れた特性を発揮させることが可能です。現在、これらの新しい接合

降温時の熱応力を軽減させてはく離等の損傷が生じないよう開発

方法として、酸化物系セラミック基板上で活性な金属を積極的に酸

が進められてきました。本研究では、逆転の発想で高温酸化を積極

化させることにより、金属／セラミック異種材料の接合を可能にす

的に発生させ、酸化物内に微細な縦割れを生じさせることで熱応力

る技術の確立に挑戦しています。

を解放し、経年劣化し難い TBC の開発を進めています。
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機械システムコース
先端材料強度科学研究センター

市川 研究 室
准教授

エネルギー・環境材料強度信頼性科学研究部門
表面・界面制御強度信頼性科学研究分野

市川 裕士

http://www.rift.mech.tohoku.ac.jp/

オージェ電子分光分析を用いて明らかとなった界面構造

超小型試験片による局所界面強度評価

材料強度という視点に立った固相接合材料プロセスの実現
本研究室では、コールドスプレーに代表される溶融を伴わない粒子の衝突積層、すなわち固相接合現象による新しい材料創成技術を中心
に研究を進めています。この技術は従来の溶射技術などに代表される積層によるコーティング・表面改質を深化させ、そしてアディティブ
マニュファクチャリングなど新しい材料プロセスへの応用が期待されています。
固相接合現象を理解し技術としてさらに発展させるためには材料力学・材料強度学をはじめとする機械工学が取り扱ってきた知識と経験
が必要不可欠です。材料強度学は材料の強度信頼性を議論するための学術体系であることは言うまでもありませんが、材料がその姿や形を
変えることを議論する学問でもあります。材料の予期せぬ変形は破壊・損傷として克服すべき問題となりますが、それをうまく活用し任意
の形状に制御することは材料プロセスであるとも言い換えられます。材料強度学で扱う破壊の本質はき裂の進展、すなわちき裂先端の新生
面の生成です。固相接合現象も本質的には非平衡な新生面の生成とそれらの接触による新しい界面の創成こそがその本質であり、実は材料
強度学と同じものと考えることができます。このような視点に立ち、実学としての新しい材料プロセスの実現、そして学術としての材料強
度学を発展させるべく研究を進めています。

先進的な実験技術による固相接合現象の解明
固相接合現象を理解するために最も重要なアプローチは、その新

マルチスケールなアプローチによる
新しい界面強度評価技術の開発

しい界面を観察し、構造を知ることです。しかしながら、試料準備

新しい固相接合技術で作られた材料の強度、特にその界面強度を知

の困難さから、これまでは生成された界面をそのままで見ることが

ることはその信頼性を担保するためにも非常に重要です。そして、固

困難でした。そこで本研究室ではオージェ電子分光分析装置内の

相接合現象の理解にも繋がる重要なテーマでもあります。そこで、本

超高真空環境下で引張試験を行うという画期的な手法により、生成

研究室ではその破壊現象の素過程を理解するために収束イオンビー

された界面の本来の姿を観察することに成功しました。このアプ

ム加工観察装置（FIB）を援用した数 µm サイズの超小型試験片を採取

ローチは新しい材料プロセスを実現する上で強力なツールとなり

し微視的界面強度評価技術を開発しています。また、実際の構造物の

ます。

界面強度を簡便評価するためにレーザー衝撃波を用いた巨視的な界
面強度評価技術の開発も進めています。
これらのマルチスケールなアプローチにより微視的強度と巨視的
強度の関係を評価し破壊現象の統一的な理解、そして固相接合現象の
理解を目指します。
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機械システムコース
先端材料強度科学研究センター

橋田 研究 室
教 授

橋田 俊之

次世代エネルギーシステム研究部門
地殻システム研究分野
http://www.hashidalab.rift.mech.tohoku.ac.jp/

エネルギー生成・変換のための地下空間の工学利用と新規材料開発・特性評価
「エネルギー」、「環境」、「材料」の 3 つの視点を持ち、材料強度学を学術的基盤とし、次世代エネルギーシステム構築を目的とした研究を
推進する。具体的には、地殻エネルギー・物質循環システムの設計、新規複合材料システムの設計・作製・評価、ならびにエネルギー変換デ
バイスの機械的信頼性向上を目指した研究を展開している。地下空間を構成する岩体は複雑で不均質材料であり、数 km スケールに及ぶプ
ロセスが対象となる。その天然の複雑系材料を対象として得られたマクロスケールでの材料強度学的知見は、新規複合材料の開発やエネル
ギー変換機器の信頼性評価に要求されるナノ・マイクロスケールにおける検討に有益な知見を提供することができる。自然物と人工物に関
する研究の相互作用効果を活用することにより、環境に調和した新規エネルギー生成・変換システム創成に挑戦する。

持続可能な地熱エネルギー抽出システムの設計
̶複雑地下構造の推定と制御̶

CO2地中貯留法開発のための超臨界
CO2／水／岩石相互作用の解明

深部地殻からの持続的熱抽出を設計するための学術的基礎構築

CO2 地中貯留法の確立を目的として、多孔質岩体における CO2

を目的として、水圧破砕による人工貯留層ならびに既存貯留層を対

貯留メカニズムに関する研究を行っている。新たに CO2 地中貯留

象とし、岩体の力学的応答、複雑き裂媒体における流体・熱移動解

実験シミュレータを開発し、超臨界 CO2/ 水 / 岩石間の物理・化学

析に基づく長期抽熱性能予測に関する研究を行っている。さらに、

的相互作用に関する研究を展開し、岩石鉱物の CO2 に対する収着

トレーサ応答等を活用し、非整数階微分を用いた数理モデルに基づ

挙動など、新しい貯留メカニズムを発見するとともに、注入に伴う

く天然き裂分布等の地下構造推定法の開発を推進している。

貯留層の力学的安定性に関する検討を行っている。

ナノ材料を配合した新規複合材料の創成と高機能化
̶超高靱性材料の開発と応用̶

エネルギー変換機器・要素の
力学的信頼性・耐久性評価法の開発

カーボンナノチューブ（CNTs）等のナノ材料を配合した複合材

固体酸化物型燃料電池等の新規エネルギー変換技術の着実な実

料に関する研究を行っている。CNTs を母材に均一分散させる技

用化を支援するために、構成材料の機械的特性評価および経年劣化

術開発を行うとともに、広範な応用を志向して、強度、破壊靱性等

現象の解明、AE 法等の非破壊検査法、ならびに構造信頼性評価法

の材料強度学的特性、摩擦・摩耗特性、生体適合性、電気伝導性、ア

に関する検討を行い、ナノ・ミクロ現象解明に基づく力学的信頼・

クチュエータ特性、電磁波吸収特性等の評価と高機能化のための設

耐久性評価法構築を目指した研究を推進している。特に機械・電気・

計・作製・評価に関する研究を推進している。

化学的因子の連成効果に注目した検討を行っている。
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機械システムデザインコース
先端材料強度科学研究センター

佐 藤（ 一） 研究 室
准教授

エネルギー循環科学研究分野

佐藤 一永

http://www.hashidalab.rift.mech.tohoku.ac.jp/

：LSCFが中間層と固着．
：LSCFが中間層からはく離．

テラヘルツ波と機械学習
による電極損傷可視化

Ni‐YSZの微細構造可視化(FIB‐SEM） Niベース多孔質体の分子計算モデル
（分子動力学解析）

酸化物材料（セラミックス）の
無限の可能性を目指して
脆い状態のセラミックス/
金属複合体

燃料電池の変形挙動と温度分布の
柔らかい状態の
その場観察と可視化
セラミックス/金属複合体
（室温：灰色・発電中：赤色）

燃料極酸化によって発生する
局所応力 (有限要素解析)

機械・材料・電気化学・情報の融合で実現する完全固体型エネルギー変換機器
電気エネルギーを効率的かつ長期間安定的（10 年以上）に製造し、貯蔵することはサステナブル社会の実現に向けて極めて重要な役割を
果たす。そこで、機能性酸化物をベースとした完全固体型の燃料電池やリチウムイオン電池等の 2 次電池開発に向けた以下の基礎・応用研
究を推進している。材料物性評価や設計段階において機械・電気化学相互作用効果を考慮した実験ならびに数値計算を行うことで、性能と
信頼性・耐久性を両立したデバイスを提案することが可能となる。また、非破壊評価手法と高度情報処理技術を併用したデバイスの信頼性・
耐久性評価を行うことで、研究から開発への変遷過程で増え続ける情報を解析・可視化し、研究・開発・製造者の援用を行う。

その場観察手法と高度情報処理技術を併用した
デバイスの信頼性評価
信頼性・耐久性向上に向けて電気化学デバイスの劣化をその場で
評価する技術の開発が求められている。そこで、超音波やテラヘル
ツ波等のその場観察手法を用いて、得られたビックデータを観察し
ながらその場で解析する手法の開発に取り組んでいる。今後、高度
情報処理技術を併用することにより、研究・開発。製造者への援用

機能性酸化物の高靭性化へ向けた研究
全固体電池は全て脆性特性を示すセラミックス材料が用いられ
ており、その長期信頼性が問題となっている。そこで、セラミック
ス材料でありながら環境に応じて機械的特性が変化する材料を探
索・評価している。特に、還元・酸化環境で変化する材料の機構を
解明することで電池以外の分野でも応用できる材料を見出す研究
を行っている。

や知識データベースの構築に役立てる。また、本手法は医療・経済・
人文をはじめとする多くの分野での活用が期待できる。

低温成膜法によるフレキシブル全固体電池の創成

ひずみを活用したイオン・電子輸送現象制御

現在の全固体電池はセラミックス材料が主な構成材料であり、成

電気化学積層デバイスの界面近傍に発生するひずみに注目してイ

膜には超高温（1000℃以上）の高温プロセスが必要である。信頼

オン・電子輸送機構の解明ならびに制御を行っている。実験では、ひ

性・耐久性を高めるために金属とセラミックスのハイブリット電池

ずみ負荷環境中での電気化学特性評価ならびに価数、欠陥濃度、電子

の創成を目指している。そこで、600℃以下の低温プロセスでセラ

構造等の評価を行い、数値計算では、分子動力学や第一原理計算を用

ミックス膜を成膜し、曲げても壊れない画期的な電池を創成する手

いたイオン・電子輸送現象の可視化に注力しており、全ての材料で適

法を開発している。

用できれば性能と信頼性を兼ね備えたデバイスが設計できる。
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機械システムコース
技術社会システム専攻

中田・ドラージュ 研究室
教 授

中田 俊彦

助 教

Delage Remi

特任助教

根本 和宣

先端社会工学講座
エネルギー環境社会マネジメント分野
www.eﬀ.most.tohoku.ac.jp

持続可能なエネルギーシステムの統合デザインと分析
持続可能なエネルギーシステムを地域社会に実装することをめざします。過去から現在、未来に至る「時間軸」、地域社会のエネルギー需
給の特徴や偏在を明らかにする「空間軸」。この基軸に、エネルギー効率、CO2 排出量等の「技術指標」と、脱炭素、豊かさ、経済性、セキュ
リティ、レジリエンス等の「価値指標」、さらにエネルギーシステムの「資源」
「変換技術」
「需要部門」のセクターカップリングを加えた、統
合最適化手法を開発して、地域社会にふさわしいエネルギーシステムをデザインします。

地域のエネルギー需給フローの可視化

エネルギー需給の地域分散とセクターカップリング

地域のエネルギー需給の現況を、エネルギーフロー図を作成して

エネルギー需給構造は、国内各地にて大きな偏在があります。燃

明らかにします。過去から現在に至るフロー構成の変遷を可視化

料供給では、ガスパイプラインの有無によってガス供給価格差は 5

して、現在のエネルギー需給構造の課題を明らかにします。化石燃

倍に拡がり、需要側では外気温度によって空調・給湯エネルギー消

料への依存度、エネルギー利用効率、有効利用されていない排熱、

費量に 2 倍以上の差があります。国内を均一に扱うのではなく、国

地域再生可能エネルギー資源の未活用量と質などを、緻密なデータ

内各地域のエネルギー需給データを客観的に分析し、持続可能なエ

分析に基づいて明らかにします。

ネルギーシステム設計のために重要なエビデンスを整備します。

バイオマス資源のサプライチェーン分析

リアルデータに基づくシステムダイナミクス分析とモデ
リング

地域内外に賦存するバイオマス資源、特に木質バイオマスを対象
とし、持続可能な資源利用を目的としたサプライチェーンを設計し
ます。バイオマス資源の伐採、収集、輸送、貯蔵、加工の各工程を
考慮した施設配置と輸送経路を最適化する数理モデルを開発しま
す。また資源・エネルギー消費、廃棄物の排出、生産性、社会的条
件等の観点からサプライチェーンの持続可能性について分析を行
います。

エネルギーシステムとは非線形の振る舞いをみせる複雑なシス
テムです。このエネルギーシステムについてより深く理解し、最適
化されたシステムを提案するためエネルギーシステムの根底とな
るダイナミクスについて研究を行っています。実際のデータに対
して、信号処理、データマイニング、機械学習などのさまざまな分
析ツールを適用することで分析を行います。
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機械システムコース
技術社会システム専攻

長江 研究室
准教授

先端社会工学講座
交通社会マネジメント分野

長江 剛志

http://www.most.tohoku.ac.jp/ftss

Link with no bridge
Link with unbreakable bridges
Link with reinforced bridges
Link with the efficient bridges
Link with the exposed bridges

仙台市の平日朝の交通流量と密度

神戸道路ネットワークの耐震化戦略の例
Figure 10: The optimal reduced ASR strategy

持続可能な社会のための次世代交通システムとその管理
・運用方法の設計
the fragility function for each type of transportation facility with and without disaster prevention.
1

長江研究室では、
環境・経済・人間のいずれの側面においても持続可能で、
日々の所要時間
2
A few further
remarks are in order: Firstly, the present method uses the自然災害などの低頻度・大規模なリスクにも、
(static) UE/ED traf-

変動などの高頻度・小規模なリスクにも強く、信頼性の高い交通と社会のあり方を探求します。そのために、交通工学、金融工学、システム
3

fic assignment model to calculate the transportation disutility. However, we have not examined

制御理論、経済学、数理計画といった様々な理論・手法を分野横断的に活用します。1）災害に強く信頼性の高い交通ネットワークの実現 ;

whether or not such a static/equilibrium-based assignment is suitable for representing the actual

2）利用しやすく運用しやすいスマートな次世代 公共交通システムの提案 ; 3）効率的なモビリティ・シェアリングのための利用価格・費用
4

traﬃc flows on a; malfunctioning
network after the earthquake. This emphasizes the; importance
分担スキームの開発
4）知的な個人の集合体としての社会経済システムの動学分析
5）交通ビッグデータを活用した渋滞の時空間進展メ
5

6
and necessity of further
analyses and modeling of post-disaster traﬃc flows. Secondly, it should
カニズムの解明と制御
; 6）動学的不確実性下でのプロジェクトのマネジメントと財務価格評価
7

be noted that the present method merely finds the optimal ASR strategy among the reduced alter-

natives obtained by・
the
most likely approximation
and the all-or-nothing
policy. This means that
効率的なモビリティ
シェアのためのメ
カニズム設計
ビッグデータを活用した都市圏道路ネッ
トワークの巨視
the
accuracy
and
eﬃciency
of
the
present
method
depend
on
those
of
these
reduction
techniques,
的状態の分析
近年、多くの都市で乗用車や自転車などの移動手段（モビリティ）
8

9

10
for which rigorous analyses would be interestingあるポートから
future work. Finally and
perhaps most imporをシェアするサービスが導入されています。特に、
最近の情報技術の進展は、
信号や道路区間単位の交通量や所要時

借りた機材を別のポートへ返却できる乗り捨て型システムは一回
11
tantly, how reasonable the present method is inevitably depends on the 間の高頻度
accuracy of（例えば
all the inputs,
5 分おき）な観測・収集・蓄積を可能にしました。
あたりの利用時間が短く、
限られた機材の高効率に利用できます。
本研究では、
ある程度の広さを持つエリア
12
i.e. the fragility and location
of each bridge, the seismic intensity distribution
of eachこうした膨大な情報を、
earthquake
本研究では、市場メカニズムを活用することで、どのポートでも貸
13

scenario and the transportation demand function for each O-D pair, all単位で集約した
of which could「巨視的」
vary. In な状態を抽出・分析し、観光客や週末ドラ

14

other words, there might be no merit in discussing the details of some specific elements, without

15

considering the balance of accuracy among all the parameters.

出数と返却数がバランスするような新しい運用方法を開発します。

費用対効果を考慮した道路ネットワークの耐震化戦略
大規模地震などによる道路施設の面的な損傷は、一部の交通集中

26
による混雑や集落の孤立化などの社会的不便益を発生させます。こ
うした不便益は道路施設の耐震化によって軽減できますが、その費
用の担い手もまた社会に他なりません。そこで、本研究では、費用
対効果を勘案しながら「どの施設を耐震化させるか」を具体的に決
定するための手法を、確率的最適化手法を用いて構築します。

イバーのような土地鑑に乏しい利用者にも理解し易い情報提供を
行なうための方法論を構築します。

交通流の工学的特性と動学的不確実性を考慮した
リスク鋭敏的な信号制御手法
道路の渋滞現象は、車両がダンゴになっている（密度の高い部分）
が車列の中を移動する「疎密波」に他なりません。近年の交通工学
の理論の進展により、信号交差点への車両の到着パターンと赤信号
のタイミングに応じてこの疎密波がどのように道路区間上を伝搬
し遅れ時間がどの程度になるか、をかなり正確に求められるように
なりました。しかしその多くは確定的な枠組に留まっており、「同
じ信号交差点で普段は 5 分で通過できるんだけど、時々 20 分かか
る」というリスクを考慮できません。そこで、本研究では、車両の
到着が時々刻々不確実に変動する状況で、こうしたリスクを考慮し
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機械システムコース
環境科学研究科 先進社会環境学専攻

川田 研究室
教 授

エネルギー資源学講座
分散エネルギーシステム学分野

川田 達也

http://www.ee.mech.tohoku.ac.jp/

高性能電気化学デバイスを用いた分散エネルギーシステム
の実現による環境負荷軽減

固体イオニクス材料を用いた電気
化学デバイスの高性能化
エネルギーキャリア製造

固体酸化物形燃料電池(SOFC)の
長期・高効率作動の実現

実環境下での界面
エンジニアリング

実際のSOFCシステムの
劣化機構の解明

固体イオニクス材料の創製
イオン導電現象の解明

材料の基礎データ収集

実環境下での電気化学的特性評価

固体酸化物形燃料電池（SOFC）

新たなる発見・高性能化

実環境下での機械的特性評価

耐久性・信頼性の向上

固体酸化物形燃料電池などの高効率電気化学デバイスとイオニクス材料
固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell, SOFC）は、他の燃料電池よりも高効率であり、排熱も利用しやすいため、熱と電気を供
給する高性能コジェネレーションシステムとして期待されています。すでに家庭用は昨年秋から実用化が始まっており、東日本大震災以降、
エネルギーに対する社会的な意識の変化もあり、今後、急速に普及することが予測されます。このような SOFC には、固体内をイオンが導
電する固体イオニクス材料が用いられており、SOFC のほか、二次電池、センサーなど、環境負荷軽減のために重要な電気化学デバイスに
数多く応用されています。当研究室では、SOFC および、固体イオニクス材料の基盤研究を推進し、材料内部および、表面・界面で生じて
いる現象を解明することで、より高性能な電気化学デバイスの実現を目指しています。

実環境計測に基づく高温電極の
界面領域エンジニアリング

SOFCの耐久性・信頼性の向上
当研究室では、新エネルギー産業技術総合開発機構（NEDO）の

SOFC などの電気化学デバイスの高性能化には、電極反応を促

「固体酸化物形燃料電池システム要素技術開発事業」に学内の複数

進するための電極界面の最適化が重要です。しかし、高温での複雑

の研究室とともに参画して、SOFC の機械的な信頼性に関する総

な界面現象の素過程を把握することは、そのままではとても困難で

合的な研究を行っています。民間企業、大学、国立研究機関などと

す。そこで当研究室では、高温において、固体イオニクス材料で生

の共同研究を通じて、構成材料の基礎データの収集や SOFC シス

じている現象を、実作動条件下、若しくはそれに近い環境下で測定

テムの劣化機構の解明、試験方法の開発を推進しています。

するための計測・評価手法を開発しています。

電気化学デバイスを用いた
エネルギーキャリア合成技術の確立

固体イオニクス材料の導電・反応機構の解明と創製
当研究室では、ある特定の異種イオン導電性電極材料の界面にお

ミライなどの燃料電池自動車の本格的実証運用が進む中、水素製

いて、高い電極反応性がある事を発見しました。現在、この発見は

造技術および、水素輸送・貯蔵・供給のためのエネルギーキャリア

国際的に注目され、世界の研究機関がその機構解明および、実用電

技術の重要性が高まっています。当研究室では、高効率が期待でき

極への応用が幅広く検討されています。このような固体イオニク

る水蒸気電解による水素製造技術や、メタンなどのエネルギーキャ

ス材料における新規導電・反応機構を解明するとともに、それらの

リアの原料である合成ガスの高温電気化学合成技術の研究・開発を

知見に基づいた材料創製を行っています。

推進しています。
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機械システムコース
環境科学研究科 先進社会環境学専攻

八代 研究 室
准教授

エネルギー資源学講座
分散エネルギーシステム学分野

八代 圭司

http://www.ee.mech.tohoku.ac.jp/

環境エネルギーデバイス創成に向けたイオン導電性材料の評価

ヘテロ界面を利用した革新的イオン機能界面設計

エコエネルギーシステム構築に向けたイオニクス材料
セラミックスや高分子などの固体内部をイオンが高速に移動するイオン導電性材料は、環境エネルギーデバイスへの幅広い応用が期待され
ている。イオンと電子の双方が移動する混合導電製材料と、主としてイオン移動が電気を運ぶイオン伝導体の組合せにより、燃料電池や二次
電池などの高効率エネルギー変換システム、ガス透過膜・高効率水蒸気電解などの水素エネルギーシステム技術、窒素酸化物などの各種ガス
センサーや有害物質分解装置などの環境浄化デバイスなど、多様な機能素子を生み出すことができる。20 世紀のエレクトロニクスの飛躍的
進歩により、現在の高度情報化社会は実現された。21 世紀はイオニクスの発展により、革新的な環境・エネルギーシステムの創出に繋げるこ
とが期待されている。本研究室では、様々な環境エネルギーデバイスを視野に入れ、イオニクス材料の開発と基礎学理の探究を行っている。

高温電気化学システムにおける基礎材料物性評価

界面を利用したイオン導電性酸化物の新規材料設計

燃料電池、ガス透過膜、化学センサーなどの高温電気化学デバイ

高性能イオン導電性酸化物の新たな材料設計法となりうるヘテ

スを基礎科学に立脚して設計するには、固体酸化物バルクや界面の

ロ界面効果の発現機構を明らかにし、新たな界面デザインによる革

イオン・電子の化学平衡と輸送現象のダイナミクスをを取り扱う必

新的環境・エネルギー材料の創製を狙っている。特に固体酸化物形

要がある。このため、速度論 / 平衡論の両輪からのアプローチによ

燃料電池の空気極材料系をモデルとして、界面効果の起源解明およ

る現象の解明を目指している。また、その際に必要となるその場観

び低温で高性能な電極の開発を行っている。

察の新手法開発にも積極的に取り組んでいる。

次世代固体酸化物形燃料電池の材料開発

持続可能社会のための高温水素製造技術

国内では家庭用燃料電池システムが市販化されてから 5 年以上

近年普及しつつある再生可能エネルギーの余剰電力を有効に活

が経過し、環境負荷低減に極めて有用であることが実証されてき

用するために、高温型燃料電池の技術を応用した高温水蒸気電解シ

た。次の段階として普及可能な燃料電池システムの研究開発を、特

ステムが期待されている。しかしながら電解運転時のセルの安定

にコスト面および長期信頼性の点で行う必要がある。当研究室で

性については未だ十分な知見がない。当研究室では水蒸気電解シ

は材料科学に立脚して、次世代の固体酸化物形燃料電池システムへ

ステムの実用化に欠かせないこれらの課題について、材料の劣化挙

の要望に適合する材料開発を行っている。

動を把握するための基礎研究を行っている。
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機械システムコース
流体科学研究所

高 奈 研究室
准教授

高奈 秀匡

協力講座
電磁機能流動研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/takana/japanese.html
※小原拓教授兼務

セルロース単繊維創製用電場印加型フローチャネルと配向度計測のための光学系

宇宙推進のためのイオン液体静電噴霧法による高速微小イオン液滴生成と不安
定現象

ナノパルス誘電体バリア放電（DBD）
による生成ラジカル濃度場およびプラズマ着火促進効果

イオン液体を活用した先進エネルギー・環境分野への応用展開
イオン液体は液体でありながら、陽イオンと陰イオンのみで構成される液体で、「水」、「油」に続く第 3 の液体と呼ばれています。また、
融点が低く、常温で「塩」として存在することから「常温溶融塩」とも呼ばれています。イオン液体は、蒸気圧が極めて低いことや高い電気
伝導性を有していることなどから、電解質や反応溶媒、アクチュエータとして応用されてきました。本研究室では、イオン液体の新たな応
用として、電気二重層現象を活用した電気二重層キャパシタや宇宙推進機などの先進エネルギーデバイスの開発、さらには、イオン液体静
電噴霧を利用した高性能二酸化炭素分離・吸収システムの構築を数値シミュレーションと実験の両面から目指しています。

ナノ繊維静電配向制御による
革新的セルロース新素材創製プロセス
近年、木材繊維を化学的、機械的にナノサイズにまで解きほぐしたセルロースナノファイバー（CNF）というバイオマス素材が世界的に
注目を集めています。CNF は 30-40 本のセルロース分子が水素結合によって束となった幅約 3 nm、長さ 2-3 μ m の高結晶性の超微細繊
維であり、軽量、および高強度、低熱膨張などの優れた物理的特性を有しています。このようなセルロース本来の優れた特性を得るためには、
CNF の繊維配向を制御し、一方向に揃えることが必要不可欠であることが明らかとなっています。本研究では、CNF の繊維配向を制御す
る方法として、静電場を利用した CNF 静電流動配向法を新規に提案し、その基礎特性を光学計測により解明しています。

自然エネルギー高度利用を目指した
電磁制御装置の開発と高性能化

ナノ秒パルス放電による内燃機関での着火促進
ナノ秒パルス放電などにより生成される非平衡プラズマは、プラ

本研究では、余剰風力からのエネルギー回収による風力エネル

ズマ中における高エネルギー電子の衝突によりラジカルなどの反

ギーのさらなる高度利用を目指し、電磁相互作用により液体金属

応性化学種を低温で高効率に生成することができることから、燃焼

中に生じるローレンツ力を活用した軸回転トルク制御機構を新規

促進や排ガス浄化など幅広く用いられています。本研究室では、特

に開発し、その性能特性を評価しています。本装置を風車軸に直結

にプラズマ燃焼促進のための基礎研究として、高温・高圧下におけ

することにより、余剰風力エネルギーを電気エネルギーに変換しつ

る空気−メタン混合プラズマ流に関して反応流動モデリングを構

つ、軸回転数もしくは軸トルクを一定に保つことが可能となりま

築し、数値シミュレーションによりナノ時間スケールでの活性種生

す。

成特性やストリーマ進展過程を明らかにするとともに活性種の寿
命評価を行っています。
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小宮 研究室
協力講座
伝熱制御研究分野

教 授

小宮 敦樹

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/˜komiya/

光を使って、
ミクロな世界の熱・物質輸送現象を観る、制御する
通常は直接目で観ることのできない熱・物質移動現象をレーザー光を使って “ 可視化 ” し、生体内や無重力環境といった極限環境下にお
ける熱・物質輸送現象を研究しています。光の干渉を利用した干渉法と呼ばれる技術を用いて、サブミクロン領域で起こる輸送現象を高精
度に可視化できるシステムを開発しています。位相シフト技術を導入することで、信頼性の高い可視化技術を確立し、気液界面でのガス吸
収過程やタンパク質の非定常拡散場、または沸騰・凝縮などの相変化現象といった熱・物質輸送現象を可視化しています。併せて、薄膜コー
ティングにおけるナノスケールの膜厚分布計測も、この高精度可視化システムを使ってチャレンジしています。これら光を使った技術で、
複雑系物質輸送過程を定量的に評価し、さらにはそれら輸送現象を能動的に制御する技術開発を進めています。

生体内環境におけるタンパク質の物質輸送特性

気液界面で生じる熱・物質輸送現象の計測・評価

生体内などの複雑環境下におけるタンパク質の物質輸送現象の

気液界面での液相への二酸化炭素吸収現象を干渉計でリアルタ

研究を行っています。本研究室では、独自に開発した位相シフト干

イム可視化し、二酸化炭素吸収促進および分離技術の確立に向けた

渉計を用いて微小領域の濃度場を高精度計測することにより、生体

実験的研究を行っています。また、表面張力の温度依存性により生

内環境および生体膜がタンパク質の物質輸送現象にどのような影

じるマランゴニ対流（表面張力流）の流動様相および振動流遷移メ

響を及ぼすか、また制御は可能かという点に着目し研究していま

カニズムに関する研究を、JAXA との共同研究のもと進めていま

す。フランスの INSA-Lyon との共同研究として進めています。

す。「気液界面」をキーワードとした研究です。

固体基板上の濡れ現象評価

流れによる熱・物質輸送の評価

ガラスの上に滴る液滴は、水であれば大きく膨らんだ形状にな

サブミクロンオーダーの熱・物質輸送現象を可視化する技術をと

り、油であれば平面に沿うように平たい形状を示します。液滴の

同じ原理を使って、比較的大きな熱・物質輸送現象である自然対流

形状はその液体の表面張力と平面素材の濡れ性により決まります。

の乱流遷移現象や一様流中に形成される温度境界層・濃度境界層を

しかしながら、目で見ることのできる液滴とは違った薄い膜が液滴

観察し、伝熱促進・制御に向けた研究を進めています。流れの遷移

端に存在しており、その厚さはナノメートルオーダーになります。

を観察するため大型干渉計を製作し、温度場濃度場を高精度測定す

光を使って、この薄膜を可視化し、動的挙動を解明しています。

ることで、移流による熱・物質伝達機構の解明を目指しています。
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伊 賀・岡島 研究室
教 授

伊賀 由佳

助 教

岡島 淳之介

協力講座
先進流体機械システム研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/cfs/

C JAXA

C JAXA

高速気液二相流動現象の解明と先進流体機械システムへの応用

高速気液二相流動現象の解明と先進流体機械システムへの応用

液体ロケットターボポンプに発生するキャビテーション不安定現象の抑制手法の開発
液体ロケットエンジンのターボポンプ入口にあるインデューサと呼ばれる軸流羽根車では、キャビテーション不安定現象と呼ばれる振動
現象が発生することがあります。これは、キャビテーションサージや旋回キャビテーションと呼ばれ、推進剤流量の脈動や、回転非同期の
軸振動、ポンプ性能の低下を引き起こし、さらには実際に重大事故の原因となった例も報告されています。特に超同期旋回キャビテーショ
ンは、通常のポンプで発生する旋回不安定とは逆向きに伝播するロケットポンプ特有の不安定現象で、発生メカニズムが解明されておらず
大変興味深い現象です。本研究室では、このキャビテーション不安定現象の発生予測、抑制・制御手法の開発、遷移メカニズムの解明などを、
JAXA 角田宇宙センターでのインデューサ実験および流体科学研究所でのスーパーコンピューティングを通じて行っています。

気体性キャビテーションの発生メカニズムの解明

キャビテーションの熱的抑制効果の解明

ロケットポンプの開発では、安全のため、水→液体窒素→推進剤の

ロケットの推進剤である液体水素、酸素で発生するキャビテー

順に作動流体を変えて試験を行います。ここで、水は、液体窒素や推

ションでは、蒸発潜熱による温度低下の影響で、その体積が抑制さ

進剤には含まれない溶存気体を多く含み、通常の蒸発による蒸気性

れることが知られていますが、ロケットポンプの設計段階で抑制効

キャビテーションだけでなく、溶存気体の析出による気体性キャビ

果の発現の程度を予測することは困難となっています。そこで、推

テーションも発生します。その発生と流れ場の流動刺激との関係を

進剤と同程度の熱的抑制効果を有する高温水キャビテーションの実

解明するため、作動油を用いた析出実験を行っています。

験を行い、キャビテーションの熱的抑制効果の解明を試みています。

気液二相流における熱輸送現象の解明と制御

キャビテーション数値解析モデルの高度化とスーパー
コンピューテイング

沸騰やキャビテーションでは気体と液体が共存し、境界である気
液界面で熱が移動し、蒸発や凝縮が生じます。さらに流体中の物体
表面でも、表面粗度や濡れ性の違いで固気液界面を通じた熱の流れ
は変化します。これらの現象を理解し、熱輸送量を制御することに
よって、極低温ポンプの性能向上や高発熱デバイスの冷却、医療用
小型冷凍デバイスの開発などへの応用を目指しています。

キャビテーションの数値解析の分野では、これまでにいくつかの
モデルや解析手法が開発され、最近ではそれらを実装した汎用ソフ
トウェアも手に入るようになっています。しかし、単純な単独翼ま
わりの流れであっても、特に高迎角の遷移キャビテーション状態で
は、時間平均揚力すら予測できないのが現状です。そこで本研究室
では、キャビテーション数値解析モデルの改良に取り組んでいます。
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機械システムコース
流体科学研究所

丸田・森 井 研究室
教 授

協力講座
エネルギー動態研究分野

丸田 薫

助 教

森井 雄飛

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/enerdyn/

マイクロコンバスタとマイクロフローリアクタ

高温酸素燃焼小型試験炉と炉内の画像（不可視火炎）

マイクロ燃焼 −マイクロコンバスタからマイクロフローリアクタへ−
スイスロールバーナを用いて徹底的に熱循環を行うことにより、微小スケール下で安定な燃焼を実現するマイクロコンバスタの開発に成功
しました。電気ヒータ並みの温度制御性と、電気ヒータの 2 倍を越える省エネルギー性能とを兼備しています。燃焼器の小型化は一円玉と同サ
イズのものまで、また工業加熱用途では、食品焼成炉の効率を 50% 改善する技術として実用化を目前にしています。さらにスイスロールバー
ナの基礎研究として開始した定常温度勾配を有する微小径リアクタを応用することで、あらゆる気体・液体燃料の着火・燃焼特性の特定が可能
となりました。詳細化学反応過程の検証・改良、燃料の反応性評価やすす生成特性評価へも展開を図っています。リアクタ装置は計測機器とし
て実用化され、自動車会社の研究開発部門へ導入実績があります。新概念燃焼法や新規燃料の開発においても貢献できると考えています。

高温酸素燃焼技術の研究開発
工業炉のための革新燃焼技術として世界的に普及しつつある高

燃焼限界の統一理論構築に向けた
国際宇宙ステーションにおける燃焼の宇宙実験

温空気燃焼は、排熱回収により空気を予熱（800℃以上）する燃焼

高効率燃焼機器の開発に不可欠な、燃焼限界に関する統一理論の

技術で、2000 年代に技術が確立されました。工業炉において従来

構築を目指しています。宇宙（= 微小重力場）で実験を行うことで、

燃焼法に比べ約 3 割の省エネ、低 NOx 化、静音化を同時達成して

通常重力場では極めて困難な燃焼限界の支配因子の解明が可能と

います。本研究室ではこれをさらに改良するため、排熱回収に加え

なります。本研究は国際宇宙ステーションでの宇宙実験テーマに

て空気の代わりに純酸素と再循環燃焼ガスを用いる「高温酸素燃焼

選定されており 2018 年の宇宙実験を目指して準備を進めていま

技術」の研究開発を実施、さらに効率 2 割上昇の可能性、NOx 排出

す。先行して行った航空機のパラボリックフライトによる予備実

10ppm 以下、CO2 回収との高い親和性を実現しました。現在、実

験と数値的手法による解析を通じて、宇宙実験への準備を進めてい

用化に向けた産学連携研究により用途探索や FS を行っています。

ます。

超希薄条件下での着火・火炎伝播の基礎研究

反応性数値流体解析を用いた基礎研究

自動車エンジンの熱効率の向上に向けた燃料希薄条件における

戦略的イノベーション創造プログラム・革新的燃焼技術で開発さ

着火の研究を実施しています。燃料希薄条件は利点が多いのです

れた大規模3次元燃焼解析ソフトウェア HINOCA の開発に携わり、

が、実用条件では高乱流場で着火させる必要があり、高乱流場では

ノックモデルの高度化に貢献しました。今後は自動車用内燃機関

着火から火炎伝播への遷移が困難であることが知られています。

技術研究組合を中心に開発が実施されることが決まっており、継続

そこで、革新的な着火技術として、ナノ秒パルス放電プラズマの利

的に HINOCA の開発に携わる予定です。また、HINOCA に搭載

用に着目し、高乱流条件下における着火を実験を用いて研究をして

され、詳細化学反応機構を用いた数値流体解析で広く利用されてい

います。また、プラズマ現象は瞬間的かつ狭い空間で起きる現象で

る高速積分法 ERENA を開発するなど、反応性数値流体解析で問

ある為、数値解析を用いた研究も実施しています。

題となる解析負荷の低減に向けた研究を進めています。
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准教授

協力講座
エネルギー動態研究分野

中村 寿

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/enerdyn/index.htm
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燃焼化学に基づく高効率・低エミッション燃焼技術の創出とエネルギー機器の発火抑制
燃焼によるエネルギー利用は、良好な負荷変動特性と大きさ・重量あたりの出力が高いという特徴から、社会のあらゆるところで利用されていま
す。一方で、CO2・NOx・PM 等のエミッションを極限まで低下させることが喫緊の課題です。解決法として、従来は燃焼利用できないと考えられ
ていた燃料や極限条件（超希薄、超過濃等）が考えられています。このような新燃料・新条件に適合する燃焼器の設計開発には、反応素過程の知見が
必要不可欠です。本研究グループでは、反応過程の分離・可視化ができる独自のマイクロリアクタを利用し、反応素過程の解明とモデル化を進めて
います。また、発火抑制を目的としてバッテリー電解液等の燃焼反応も調べています。このように、燃焼化学反応に関する基礎研究を中核に、新し
い燃焼技術の創出と安全なエネルギー利用を目指して研究を進めています。＜中村研究室は丸田・森井研究室と一体運営しております。＞

アンモニア燃焼−窒素と水だけが排出される究極の低環境負荷燃焼

シリンダ内改質・ガスディーゼルエンジンの研究開発

アンモニアは、再生可能エネルギーから製造可能、優れた貯蔵・

トラック・船舶などの大型ディーゼルは、高効率・高出力という

輸送性、エネルギー利用時に CO2 無排出、という特徴から将来の

特徴をさらに伸ばしつつ、NOx・PM 排出の大幅削減が求められて

エネルギーキャリアとして有望視されています。一方で、炭化水素

います。これを実現する新しいエンジンとして、シリンダ内改質ガ

より燃えにくく、燃料中の窒素原子由来の NOx 生成があるため、

スディーゼルを研究開発しています。本エンジンでは、従来にない

高効率・低 NOx 燃焼の実現には基礎的知見に基づいた新しい燃焼

超過濃条件・改質ガス組成の燃焼反応を利用するため、反応解析お

器が必要です。この設計開発のために、アンモニアの反応素過程を

よびモデル化により、開発中の課題解決とエンジン性能の予測を進

調べ、モデル構築と検証を進めています。

めています。

天然ガス・バイオ燃料のPM生成予測

バッテリー電解液の反応性評価

CO2 排出が小さい天然ガス・バイオ燃料の利用が拡大しています

リチウムイオン電池をはじめとしたバッテリーの高出力化・高密

が、PM 生成が熱効率の上限を律速することがあります。天然ガス・

度化および利用拡大に伴い、バッテリーの発火防止が重要な技術課

バイオ燃料は、それぞれ水素・酸素原子の含有率が高いことから、

題になっています。多くのバッテリー電解液には有機溶媒が使用

PM を生成しにくいというのが定説でしたが、条件によってはこの

されていることから、その着火限界メカニズムを解明し、予測モデ

定説が成立しないことを明らかにしました。この詳細メカニズム

ル構築を進めています。また、「燃えない」と称される電解液も、試

を解明するために、PM 生成の初期段階である前駆体生成過程を

験方法に依存することがあり、燃焼学的知見から反応性評価を進め

調べています。

ています。
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機械システムコース
流体科学研究所

高木・小助川 研究室
協力講座
システムエネルギー保全研究分野

教 授

高木 敏行

助 教

小助川 博之

電磁現象を利用した繊維強化複合材料の非破壊検査法の開発
輸送機械や建造物の構造材料として注目される繊維強化複合材料は軽量かつ高強度という特性を有しますが、靭性に乏しく破壊が急激に
進展するため、内部に生じた欠陥の早期検出手法の開発が課題となっています。本研究室では、プラントの配管の検査などに利用される渦
電流検査法を応用し、繊維強化複合材料に生じる代表的な欠陥である（1）繊維のミスアライメント、（2）繊維の断裂、（3）層間剥離、（4）
ボイドと低繊維密度部を検出する手法の開発を進めています。また、樹脂の流動ダイナミクスの観点に基づいた繊維複合材料の作製方法に
注目し、化学的手法による繊維樹脂界面接着力の最適化と母材への電気的機能性付与を目指した研究も進めており、機械的特性の向上と機
能化を実現した新しい繊維複合材料の開発を行なっています。

電磁現象を用いた定量的非破壊評価法の高度化
電磁現象を用いて材料内部に発生する欠陥を非破壊的に診断す

構造ヘルスモニタリングのための
機能性炭素薄膜センサの開発

るための研究を進めています。特に対象材料に生じる渦電流や電

腐食雰囲気や高温などの過酷環境下における材料のヘルスモニタ

磁超音波を利用する検査手法に着目しており、鋼材や炭素繊維複合

リングが課題となっています。本研究室では、プラズマ流を利用す

材などを対象とした研究を行なっています。また、逆問題的アプ

る化学気相成長法とスパッタリングを組み合わせたハイブリッド成

ローチにより有限要素法などの数値解析法を用いて欠陥の位置や

膜装置を用いて化学的安定性に優れた炭素薄膜の開発に成功しまし

形状を求めることのできる知的なセンシング法の研究も進めてい

た。現在はこの薄膜を用いて、過酷環境下における材料のひずみや

ます。

余寿命予測を可能とする機能性センサの開発に取り組んでいます。

非破壊検査と構造ヘルスモニタリングのための
機能性複合材料の開発

硬質炭素膜による無潤滑摺動要素の開発
宇宙空間や汚染を嫌うクリーン環境においては、潤滑油の使用を

軽量かつ高強度・高剛性といった特徴を持つ繊維強化複合材料

なるべく制限することが重要となります。化学気相合成法を用い

は鉄鋼やアルミに代わる新たな構造材料として期待されています。

て成膜した硬質炭素膜の形状を機械的に加工することで、潤滑油を

その一方で、材料内部に生じる欠陥の早期発見が重要となり、その

使用せずに低摩擦摺動を実現することができます。現在は、流体力

ための検査技術の開発が課題となっています。本研究室では、化学

学に基づいたこの硬質炭素膜の低摩擦化の機序解明と、複雑形状へ

的な手法により、複合材料の機械的特性を損なわず、整備の精度を

の成膜技術の開発を行っています。

向上させるための機能性複合材料の開発を行なっています。
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機械システムコース
流体科学研究所

三 木 研究室
准教授

三木 寛之

協力講座
システムエネルギー保全研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/asel/

材料と機械のQOL（Quality Of Life）の向上
本研究室では「材料と機械システムの QOL（Quality Of Life）の向上」をキーワードとして、機械の構成要素それぞれの機能性を高める
ことによって、システムとしての信頼性と安定性を向上させる研究を進めています。具体的には、システムの持つポテンシャルの向上と省
エネルギーかつ高効率な機械システムの実現を目指し、従来の「機能と形状の設計」に加えて「機能の融合」をコンセプトにした信頼性と耐
久性に優れたより高性能な機械の設計のための研究に取り組んでいます。主な研究課題は以下の通りです。
（1）
「圧縮力とせん断力」による粉末の動的結晶化技術の開発
（2）
「センシングとアクチュエータ」のための電磁機能性材料の開発。

圧縮せん断プロセスによる高性能・高機能材料の創成

中低温塑性プロセスによる高機能材料成形技術の開発

圧縮せん断プロセスとは常温〜 300℃の温度範囲で粉末原料の

金属粉あるいは複合材料粉に圧縮力とせん断力を同時に作用し

固化成形が可能となる新しい技術です。この手法によって、リサイ

て、薄片（膜）状に固化成形する圧縮せん断プロセスを利用して、高

クルを困難にするバインダーや添加剤をしない粉末材料の固化成形

機能複合材料を開発しています。このプロセスでは融点に比べて

や融点以下の温度範囲での材料成形が可能になります。また、従来

十分に低い温度領域での粉末成形、融点が極端に違う材料や異種材

の粉末冶金技術では固化が難しかった材料系や新材料開発への応用

料の複合化・合金化、また材料特性向上のメカニズムの解明にも取

を目指した研究にも取り組んでいます。

り組んでいます。

センサ・アクチュエータの高度化のための電磁機能性材
料の開発

ナノクラスタ金属を分散した機能性薄膜材料の開発

生体応用や遠隔駆動などを可能にする磁性形状記憶合金を用い
た磁気感応型センサ・アクチュエータの開発を行っています。従来
は圧電素子や磁歪材料が用いられてきた高出力デバイスや小型ア
クチュエータへの適用を目指した磁性形状記憶合金の特性向上と

安定した低摩擦・低摩耗と良好な接触抵抗を両立するナノ粒子金
属を分散した（硬質非晶質炭素膜）ダイヤモンドライクカーボンに
よる導電性複合材料を開発しています。また、この導電性複合材料
を用いた温度や磁場、歪み感受性を持つ薄膜センサの開発にも取り
組んでいます。

その多層・複層・複合化に取り組んでいます。
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機械システムコース
流体科学研究所

内一 研究 室
協力講座
流動システム評価研究分野

教 授

内一 哲哉

助 教

武田 翔

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/msel/

ロケットエンジンモックアップの非破壊試験

ステンレス鋼の水素脆化による組織変化と非破壊試験による透磁率評価

次世代輸送システム、エネルギープラントの高信頼化を目指して
次世代輸送システム、エネルギープラントにおいては、流動が誘起する構造材料の劣化・損傷に対して合理的に管理を行うことが重要で
す。本研究分野では、これらのシステムの高信頼化に資するセンシングおよびモニタリングに関する研究を行っています。電磁非破壊評価
法による材料の劣化・損傷評価法や高温環境センサの開発を行い、これらをオンラインモニタリングに適用することを目指しています。ま
た、多様なセンサの融合による高信頼化センシングと逆問題的アプローチに関する研究を行っています。これらの研究をより効果的に行う
ために、材料科学分野やデータサイエンス分野の研究者と連携して研究を行っています。

電磁非破壊評価を用いたロケットエンジン燃焼室の劣
化・損傷評価

水素脆化の研究およびオンラインモニタリングへの適用
近年、従来の化石燃料に代わる新しいエネルギーキャリアとして水

ロケットエンジンの信頼性はロケット自体の信頼性を左右する

素は注目を集めていますが、その普及の妨げとして関連機器材料の水

と言われています。我々は、近年注目を集めている再利用可能ロ

素脆化の問題があります。我々は、未解明の部分が多い水素脆化に対

ケットを対象とし、ロケットエンジン燃焼室に用いられる銅合金の

し、渦電流試験法を用いて材料組織変化のモニタリングに取り組んで

劣化と損傷に関する研究を行っています。これら劣化や損傷を、渦

おり、水素脆化のメカニズム解明に貢献したいと考えています。

電流試験法を用いて定量的に評価することで、ロケットエンジンの
高信頼化に貢献したいと考えています。

磁気特性に着目した鉄鋼材料の材質から劣化までの評価

電磁超音波による配管肉厚のオンラインモニタリング

大規模プラントや輸送システムの保全の高度化のためには、き裂

プラントの保全活動において膨大な量の配管の肉厚を測定するこ

や減肉などの損傷の検出に加え、損傷が発生する前に材料の劣化を

とは重要であり、これまで超音波により肉厚の測定が行われてきまし

診断する技術の確立が求められています。材料の劣化に伴う様々

た。我々は電磁超音波共鳴法により腐食による配管減肉を高精度か

な磁気特性の変化に着目して、クリープによるき裂が顕在化する前

つ高信頼度で評価する手法の確立を目指しております。腐食した配

の析出物挙動と結晶回復の非破壊評価、炭素鋼や電磁鋼の残留応力

管内面のうねりや粗さを考慮した新たな信号処理手法を提案し、新た

評価やニッケル基合金の鋭敏化評価などの研究を行っています。

な配管減肉モニタリングに関する研究を行っています。
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機械システムコース
多元物質科学研究所

雨澤・中村・木村 研究室
教 授

雨澤 浩史

助 教

中村 崇司

助 教

木村 勇太

協力講座
固体イオニクス・デバイス研究分野
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/amezawa/index-j.html

固体イオニクス材料を用いた環境調和型エネルギー変換デバイスの実現・普及に向けて
固体でありながらその中をイオンが高速で動くことのできる材料は “ 固体イオニクス材料 ” と呼ばれます。固体イオニクス材料は、高効
率で、使用可能燃料が多様な電力源として期待される固体酸化物形燃料電池（Solid Oxide Fuel Cell, SOFC）、電気自動車・携帯機器用電
源や再生可能エネルギーの電力平準化用蓄電池として期待される Li イオン電池（Lithium Ion Battery, LIB）など、環境調和型エネルギー
変換デバイスを始めとする様々なデバイスに応用されています。我々の研究室では、燃料電池、蓄電池をメインターゲットに、固体イオニ
クス材料・デバイスの高性能化、高耐久性化を目指し、固体におけるイオン輸送、電気化学反応、欠陥構造についての学理を探求すると共に、
それに基づく機能設計、材料・デバイス開発を行っています。

燃料電池・蓄電池における
イオン輸送・反応メカニズムの解明と高機能界面設計
燃料電池や蓄電池に代表される、固体イオニクス材料を用いたエ

固体イオニクスデバイス評価のための
高度解析技術の確立
固体イオニクスデバイスの多くは、高温、特殊ガス中など、特殊

ネルギー変換デバイスでは、電極／電解質界面で起こるイオン・電

な環境下で動作します。我々は、大型放射光施設（SPring-8 など）

子輸送および電極反応を効率的に行わせることが、デバイスの飛躍

での X 線吸収分光法を始めとする各種分析手法を適用することに

的な性能向上に繋がります。我々は、モデル電極／電解質界面を用

より、特殊環境下、反応進行時の電極／電解質の化学状態、電子状

いてこれらのメカニズムを明らかにすることで、高機能界面を構築

態などをその場（オペランド）計測できる高度技術を開発し、それ

するための設計指針を確立することを目指しています。

らを用いてイオン輸送や反応の機構解明に成功しています。

固体イオニクスに立脚した
新規なエネルギー変換／環境材料の開発

外場による固体イオニクス現象の変調と
その工学的応用

固体イオニクス材料では、空孔や格子間イオンなど、” 欠陥 ” が

固体におけるイオン伝導や反応は、機械的応力の印加など、さま

イオン伝導の発現に重要な役割を果たします。我々は、各種固体に

ざまな外場によって変調します。この変調現象を理解することは、

おける欠陥形成およびイオン伝導の機構を、電気化学、熱分析、分

固体イオニクスデバイスの性能や信頼性・耐久性を正しく把握する

光計測、計算化学などの手法を駆使することで明らかにしていま

上で重要です。それだけでなく、異種材料界面における特異な応力、

す。また、これらの知見を基盤とし、さらに高性能な固体イオニク

化学状態を利用した高機能界面の設計など、これまでにない新規概

スデバイスを実現し得る新規高機能性材料の開発も行っています。

念に基づく材料、デバイス開発に繋がる可能性を秘めています。
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ファイ ンメカ ニク ス
Finemechanics

ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

祖山・佐々木 研究室
教 授

祖山 均

助 教

材料メカニクス講座
知的計測評価学分野

佐々木 裕章

http://www.mm.mech.tohoku.ac.jp/

表面力学設計に基づいた材料強化およびその知的評価

新機能材料の創成

表面力学設計による機器・構造物の信頼性向上
低環境負荷かつ安全・安心な社会の構築のため、当該分野において開発したキャビテーションテクノロジーに基づいたサステイナブル表
面改質を用いた表面力学設計により機器・構造物に高機能表面層を付与し、疲労寿命の改善や水素脆化の抑止を目的として研究を行ってい
る。表面層は力学的、化学的に苛酷な環境に曝されているため、表面力学設計により材料特性を大きく向上できる。昨今問題となっている
橋梁などのインフラ構造物の老朽化に対する保全技術として適用できる一方、自動車などの移動体の構成材料を強化することで軽量化に繋
がる。また、環境負荷低減を目途とした水素社会実現において水素を使用する際に懸念される水素脆化が障壁となっているが、サステイナ
ブル表面改質によって表面層の耐水素脆化性を向上でき、構造材料に対して水素脆化抑止効果を付与することができる。

CWレーザを用いた酸化鉄の3次元積層造形

サステイナブル表面改質による生体材料の高機能化

火星や月での構造物・機器の製造を目的として、酸化鉄を用いた

高齢化社会を支える生体材料には高い信頼性が求められる。特

レーザ溶融型 3 次 元積層造形について、NASA ジョンソン宇宙セ

に脊椎固定器具はロッドと固定器具の間に生じるフレッティング

ンターと共同研究を行っている。これまでに、酸化鉄を原材料とし

疲労が問題となっており、その耐性の改善が喫緊の課題である。そ

て CW レー ザを用いて 3 次元積層造形が可能であることと、レー

こで当研究室では、サステイナブル表面改質により脊椎固定用イン

ザ溶融による 3 次 元積層造形時に、ヘマタイトがマグネタイトに

プラントロッド表面層に高機能層を創成し、フレッティング疲労に

還元して酸素を得られることを明らかにしている。

対する耐性を劇的に改善する研究を行っている。

流動キャビテーションによる
セルロースナノファイバーの創成

バイオミネラリゼーションに倣った高機能材料の創成
バイオミネラリゼーションにより生み出される生体鉱物は軽量

再生可能かつ持続可能な材料への需要の高まりから、セルロース

かつ強靭であるが、その生成過程および機械的特性は亜解明されて

ナノファイバーが注目されており、生化学的改質、変換が困難な天

いない。生体鉱物は常温常圧で生産可能であることから新しい材

然セルロースを効率的にナノファイバー化する技術が求められて

料モデルとして期待されており、バイオミネラリゼーションに倣っ

いる。そこで当分野では、ベンチュリ管の絞り部でキャビテーショ

た高機能材料を製造できれば省資源・省エネルギー化に大きく貢献

ンを発生させる流動キャビテーションを活用して、セルロース系バ

できる。当分野では貝殻や甲殻類の外骨格の機械的特性を評価し

イオマスから効率的に製造するための研究を実施している。

ている。
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ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

青柳 研究 室
准教授

材料メカニクス講座
機械材料設計学分野

青柳 吉輝

http://web.tohoku.ac.jp/aoyagi/

超微細粒金属材料の微視構造を考慮した力学挙動の予測

熱可塑性高分子材料の力学非対称性・異方性評価

最先端材料に関する実験的マルチスケールメカニクス
我々の日常生活に必要不可欠な鉄、鋼、アルミニウムといった金属材料および樹脂、繊維、ゴムといった高分子材料は、過酷な状況下での
使用や構造物の軽量化を目的として日々進化を続けています。構造材料としてのみならず、汎用性の高い最先端材料の成型性や信頼性を高
めるために、その力学特性を材料の微視的挙動から理解し、変形挙動をより的確に表現可能な数理モデルの構築に期待が寄せられています。
本研究室では、結晶構造に関する原子スケールと、構造体を巨視的に捉える連続体スケールといった異なるスケールの現象を同時に表現す
る理論体系、すなわちマルチスケールメカニクスに基づき、材料の複雑な振る舞いを計算シミュレーションによって解析していきます。さ
らに実験によって得られたデータと計算的研究とを融合させ、新しい知見を生み出すことを目的とします。

粒界・粒内転位源に基づくUltraFine-Grainedメタル
の転位挙動シミュレーション

結晶性・非晶性ポリマの微視的変形機構に基づく
高分子塑性論の構築

金属材料の結晶粒径を小さくしていくと機械的力学特性が向上

結晶性高分子材料は、分子鎖が規則正しく配列されている結晶質

することが経験的に知られています。しかしながら、結晶粒径が

およびランダムコイル構造を有する非晶質部分を有します。この

1µm 以下という「UFG メタル」の微視的メカニズムについては十

ような材料に関する研究に対して工業的な要請は強いものの、各相

分に解明されていないのが現状です。本研究では、転位源としての

の特性について全く未知な部分が多いのが現状です。本研究では、

粒界の役割を考慮した FEM 解析を粒径の異なる Al 多結晶に対し

球晶の変形挙動に関する実験観察に基づき、結晶質部分と非晶質部

て実施し、粒径の減少に伴う降伏挙動の変化について検討します。

分の混在する結晶性高分子塑性モデルを構築します。

微細組織から力学挙動を予測する
実践的CAEシステムの創成

熱可塑性複合材料におけるトランスクリスタルの影響

構造解析用 CAE に使用する降伏関数を数値解析的に予測しま
す。その際に、実験観察・測定から得られる材料の微視構造の情報
に基づいて変形挙動を記述する実験的マルチスケールメカニクス
を用います。汎用の構造解析用ソフトウェアに求めた降伏関数を
組み込むことによって、CAE による材料設計から開発、実用まで
の一連のプロセスをシームレスにつなぐことを目的としています。
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結晶性高分子材料を母材とする熱可塑性複合材料においては、強
化繊維のまわりにトランスクリスタル（TC）と呼ばれる結晶組織が
形成されます。本研究では、成形時の熱条件および強化繊維の材質
を変えて、異なる組織の TC 層を持つ熱可塑性複合材料を作成しま
す。組織観察や機械特性の測定を行うことによって、TC 層が熱可
塑性複合材料に与える影響について評価します。

ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

堀切川・柴田 研究室
教 授

堀切川 一男

助 教

材料メカニクス講座
知能システム工学分野

柴田 圭

http://www.glocaldream.mech.tohoku.ac.jp/

これまでに実用化された独創的開発製品

次々と開発製品を生み出す新産学連携スタイル「仙台堀切川モデル」
堀切川・柴田研究室では、「地域に根差し世界を目指す」ことをモットーに、地域企業と連携して、独創的開発製品を多数実用化してきて
おり、この産学官連携スタイルは「仙台堀切川モデル」と呼ばれています。その応用分野は、一般工業分野に限らず、医療・福祉、身の周り
の生活、スポーツなどにも及んでいます。例えば、完全無潤滑直動すべり軸受、すべりにくい靴やサンダル、電動車椅子用駆動ユニット、低
摩擦ボブスレーランナーなど 50 件以上の製品を実用化しています。これら一連の研究により、内閣府科学技術政策担当大臣賞（第 5 回産
学官連携功労者表彰）、イノベーションコーディネータ大賞・文部科学大臣賞など多くの賞を受賞しています。また、当研究室では、これま
でに 1600 社以上の企業の技術相談を積極的に受けており、大学の使命である「社会貢献」に積極的に取組んでいます。

低摩擦・耐摩耗材料の開発と応用

高摩擦・耐摩耗材料の開発と応用

摩擦・摩耗低減剤として RB セラミックス粒子を活用した各種複

ゴムなどのエラストマーに RB セラミックス粒子を配合するこ

合材料の開発を行っており、無潤滑ステンレスチェーンなどの実用

とにより、水濡れ面に対して高摩擦を示す複合材料を開発し、すべ

化に成功しています。さらに、鉄道集電用パンタグラフすり板材料

りにくい履物や、競技自転車用ハイグリップタイヤ、高圧配電線自

への応用を目指して開発された金属／ RB セラミックス複合材料

動点検装置などへ応用しています。また、表面パターンを最適化

は、従来材料に比べ約 50 倍もの耐摩耗性を有することを明らかに

することにより耐滑性を飛躍的に向上させた超耐滑厨房用スニー

しており、その実用化が期待されています。

カーも開発しており、メディアなどで注目を集めています。

高機能ねじ切り用タップの開発

肌触り感の良いティシューペーパーの開発

企業との産学連携により、これまでにない、硬質粒子を表面に電

企業との産学連携により、業界初の新たな品質評価の指標「肌へ

着により被膜したねじ切り用タップ工具を開発し、これまでに、高

の摩擦指数」を見出すことに成功し、その新しい知見を品質改良に

速度の加工条件（従来の 5 倍）において、切りくずの巻き付きを抑制

生かし、コストを上げることなく、生活者の不満を解決するきめ細

できることを明らかにしています。これにより、加工速度の向上が

やかななめらかさで鼻が赤くなりにくいティシューペーパーの開

可能であり、かつ、切りくず除去の時間ロスを低減でき、ねじ切り

発に成功し、製品化に至っています。

工程における加工能率の大幅な向上が期待できます。
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ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

山口 研究 室
准教授

材料メカニクス講座
知能システム工学分野

山口 健

http://www.glocaldream.mech.tohoku.ac.jp

安全安心な社会を実現するライフサポートトライボロジー
屋内外の転倒事故件数は年々増加傾向にあり、近年では転倒を原因とする年間の死亡者数が 5,000 名を超えています。当研究室では、す
べりによる転倒事故の防止を目的として、歩行中の靴底と床面間の力学解析と動作解析に基づいて、すべり転倒メカニズムを明らかにする
とともに、すべりを抑制するために求められる靴底と床面間の摩擦係数の解明、すべりにくい歩行動作の提案、スポーツシューズの耐滑靴
底設計などに取り組んできています。また、これまでに、地域企業との産学連携により、入院患者用安全サンダルの開発及び実用化、超耐
滑ラバーソールの開発及び実用化、歩道用の防滑コンクリートブロックの開発及び実用化に成功しています。

低摩擦・耐摩耗樹脂系複合材料の開発と応用

高摩擦・耐摩耗エラストマー材料の開発と応用

樹脂系材料は従来金属材料が使用されてきた用途に使用される

自動車のタイヤやスポーツシューズの靴底に用いられるゴム材

ようになってきており、利用範囲が急拡大しています。当研究室で

料には、濡れた路面においても高い摩擦力が求められます。当研究

は植物系の硬質多孔性炭素粒子を樹脂材料に充填することにより、

室では、濡れた路面でも高い摩擦係数を示すゴム材料の材料設計、

従来の充填剤では実現不可能な低摩擦・優れた耐摩耗性を有する樹

形状設計に関する研究と耐摩耗性の向上に関する研究に取り組ん

脂系複合材料の開発に成功しています。また、これらの材料の機械

でいます。これまでに油で濡れた傾斜角度 40 度の床面を滑らずに

要素などへの応用にも取り組んでいます。

上りきることが出来る靴底意匠の開発などに成功しています。

摩擦摩耗試験システムの開発

産学連携の取組みと教育研究体制

一度の試験で種々の荷重条件のもとで摩擦・摩耗データを取得で

当研究室は産学連携による研究成果の「社会還元」に積極的に取

きる連続荷重変動型摩擦試験システム、一度の試験で幅広いすべり

り組んでいます。また、当研究室は、堀切川・柴田研究室と一体で

速度条件のもとで摩擦係数を測定できる速度変動型摩擦試験シス

教育研究に取り組んでいます。その他の研究内容、研究成果は当研

テム、測定場所に持ち込み可能で、人間のすべり転倒現象に則した

究室 HP をご覧下さい。

荷重やすべり速度条件での靴と床面間の静摩擦係数と動摩擦係数
の測定が同時に可能な摩擦試験システムを開発しています。
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ファインメカニクスコース
先端材料強度科学研究センター

教 授

教 授（兼）

三浦 英生

陳 迎

三浦・Davey 研究室

客員教授

野中 勇

材料機能・信頼性設計評価研究部門
破壊予知と破壊制御研究分野
助 教

Theresa Davey

http://www.miura.rift.mech.tohoku.ac.jp

特任助教

Arkapol Saendeejing

結晶品質の劣化損傷進行の可視化技術
Infrared
furnace

Sample

結晶粒界の品質と強度の測定技術
SIM像

IQ map

IPF map

IQ value
low

ナノカーボンマテリアル応用ひずみセンサ技術

High

結晶組織変化の非破壊検査技術

40 nm

300 nm

先端構造材料と機能デバイスの破壊を予知・制御し防止する設計・評価技術の開発
地球温暖化防止対策のため各種電力システム、航空輸送システムなどで使用される構造機器の稼働環境は高温高速など苛酷化する一方で
あり、機器の稼働中に生じる構造材料の劣化損傷が加速度的に深刻化する傾向にある。また高度情報化社会、IoT 社会を支える高機能デバ
イスでは、構造の微細化とともに発熱密度が原子力発電を超えており、材料の劣化損傷の加速による「寿命の低下」が深刻化している。この
ため、原子レベルで材料の劣化損傷の発生メカニズムを解明し、稼働環境における破壊を防止する方法を確立し、安全安心な社会の実現に
貢献するため、1）原子レベルでの材料結晶組織の分析可視化技術、2）高信頼材料の設計、製造技術、3）稼働中の負荷のオンラインモニタ
リング技術、4）非破壊検査技術等の開発研究などを推進しています。

原子配列の秩序性に基づく材料の劣化損傷可視化技
術の開発

高信頼高強度材料や高性能薄膜デバイスの設計、製
造技術の開発

耐熱合金や高機能薄膜材料の機能や性能は材料を構成する原子

材料の劣化損傷は構成原子の異方的な拡散現象に基づき進行する

の配列規則により決定されています。したがって、この原子配列の

ことを明らかにしていることから、様々な負荷環境に置ける材料中

規則性がくずれると材料の性質は変化します。原子配列状態の変化

の原子拡散を抑制する方法を原子レベルシミュレーション技術を応

を、電子線回折法を応用して定量的に可視化する技術の開発を進め

用して提案し、提案材料を試作してその性能や信頼性を評価していま

ています。これにより、使用環境中の材質の劣化を、温度や応力な

す。特に多結晶材料の結晶粒界近傍の原子配列状態を制御すること

どの環境条件と時間の関数として解明することを目指しています。

で、耐熱合金や薄膜材料の強度・信頼性を向上させています。

構造機器稼働中実働負荷のオンラインモニタリング技
術の開発

構造機器材料劣化損傷の非破壊検査、モニタリング技
術の開発

各種構造機器や人体のヘルスモニタリングを実現するために、半

各種構造機器に使用されている材料の劣化損傷を非破壊で検査

導体技術やカーボンナノマテリアルを応用したひずみセンサや触

する技術の開発を進めている。特に各元素が有する光の反射率の

覚センサなどの設計と試作評価を進めています。半導体材料の電

波長依存性に着目し、波長制御光を照射してその反射光のスペクト

気抵抗がひずみの作用で数桁も変化する現象を応用し、ナノ、マイ

ル変化を分析することで、構造材料表面の組成分布の変化や、特定

クロスケールの超小型・高感度センサを開発し、社会におけるで安

元素の局所的な偏析や析出を可視化する技術や、マイクロサンプリ

全で安心なヒューマンインターフェースの実現を目指しています。

ングによる強度劣化評価技術の開発などを進めています。
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ファインメカニクスコース
先端材料強度科学研究センター

鈴 木 研究室
准教授

材料機能・信頼性設計評価研究部門
ナノ界面機能・信頼性設計学研究分野

鈴木 研

http://www.miura.rift.mech.tohoku.ac.jp

原子レベルシミュレーションを活用した界面機能・材料信頼性設計

原子レベルシミュレーションによる材料界面特性評価と信頼性設計
持続発展可能な社会の実現に向けて、ナノスケールの電子デバイスから発電プラントのような巨大構造体に至るまで、各種機器の高機能、
高性能、長寿命化が求められています。これまで新材料の開発や複合化などにより機器の高機能、高性能化が実現されてきましたが、その
反面、材料システムは複雑化し、材料組織の不均一性や不安定性は増大する傾向にあります。特に積層構造体や複合材料における異種材料
界面では、濃度勾配やひずみ勾配が存在するため使用条件や使用環境によって界面組織が時間とともに変化し、この組織変化を起因とする
不良や損傷が顕在化してきました。そこで原子レベルシミュレーションを活用し、材料界面の組織変化プロセスを材料、環境、力学の相互
作用の観点から明らかにし、異種材料界面組織変動メカニズムに立脚した高機能・高信頼材料の設計開発研究を推進しています。

原子レベルシミュレーションによる材料設計

異種材料界面組織、物性変動メカニズム評価手法の開発

次世代材料システムの高性能化と長期信頼性向上を目的とし、量

今後予想される材料システムの多元素化、複雑化に対応するた

子力学に基づく原子レベルシミュレーションを用いて、ひずみ（応

め、界面や粒界構造、組成、雰囲気、電場などが複雑に絡み合ったマ

力）、組成、構造、環境の相互作用による材料組織および物性変動メ

ルチフィジックス現象プロセスを解析可能な量子分子動力学シミュ

カニズムの解明と、その支配因子に基づいた材料設計を実践してい

レータの開発に取り組んでいます。ナノ・マイクロオーダーの材料

ます。設計された組成や構造に対して試作評価を行い、理論と実験

を試作し、界面組織変化や物性変動現象に対するシミュレーション

の両輪からなる材料設計・開発技術の確立を目指します。

結果と比較することで手法の精度、信頼性の向上を目指します。

次世代エネルギー材料システムの
劣化・損傷メカニズムの解明

カーボンナノマテリアルの物性予測と試作評価

21 世紀を支えるエネルギーシステムの安全・安心を確立するた
め、クリープや疲労損傷、応力腐食割れなどエネルギー機器構造材
料の多様な劣化・損傷現象に対し、応力によって加速される原子拡
散や化学反応、すなわちメカノケミカルプロセスという観点から、
材料の劣化メカニズムを検討するとともに、原子拡散と表面反応を
抑制することを目的とした耐熱合金の設計評価を行っています。
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カーボンナノチューブやグラフェンは優れた電気的特性を有し、
フレキシブルデバイスや各種センサへの応用が期待されています。
これらカーボンナノ材料を応用したデバイスの開発と普及に向け、
高性能かつ安定した動作を保証する素子構造の設計指針を確立す
るため、電気伝導特性に及ぼすひずみ、形状、結晶欠陥、基板およ
び電極界面の影響を原子レベルシミュレーションと要素実験を通
して評価しています。

ファインメカニクスコース
先端材料強度科学研究センター

竹田 研究 室
客員教授

中野 晋

准教授

竹田 陽一

特任准教授

古川 敦康

電力エネルギー未来技術（東北電力）
共同研究部門
http://www.nakanotakeda.rift.mech.tohoku.ac.jp/

エネルギー高効率利用のための先端エネルギー利用システムの確立
本部門では、エネルギー変換プラントの安定的な運転のために、タービンシステムの効率向上策の検討や、過酷環境にさらされる構造材
料の劣化問題に取り組んでいます。蒸気タービンシステムの高効率・高信頼化を目指し、高温水蒸気環境中における材料劣化挙動ならびに
翼周辺での液滴形成挙動の解明を進めています。また、再生可能エネルギーとも調和した高効率でかつ高信頼の発電システムの開発を目指
し、タービンシステムにおける余剰電力の吸収機能を持つ新しいシステムの開発を進めています。既設のガスタービンコンバインドサイク
ル発電に対しては、夏期出力低下改善に向けた圧縮機吸気冷却法や燃料電池とのハイブリッド化について、その最適運用法の検討を進めて
います。さらに、近未来に到来が期待される水素エネルギー、バイオマスエネルギーの高度利用技術の開発を推進しています。

次世代型火力発電システム確立のための
高効率化技術

次世代発電サイクルのダイナミックシミュレータによる
動作特性に関する評価

石炭は長期にわたり安定供給が期待され、微粉炭火力プラントは

二酸化炭素排出低減のための高効率発電において、再生可能エネ

今後も電源構成の一部を担うと考えられています。さらなる高効

ルギー導入増加時に伴う電力系統安定性確保のための余剰電力の

率化のため、700℃超高温高圧蒸気条件のプラントの確立が期待さ

吸収機能を持つ負荷追随型の新たな発電システムを対象としたダ

れています。それら次世代型タービンに使用される Ni 基超合金の

イナミックシミュレータを開発しています。システム成立性を検

高温水蒸気環境中での安定性を評価するため、材料劣化メカニズム

証し、実機運用で想定される各運転モードにおける諸課題の抽出や

の解明と破壊挙動の評価と材料強化機構の検討を行っています。

最適なシステム構成について検討しています。

火力・原子力タービンの高効率化と
高信頼性化の基礎検討

高温水環境における材料損傷メカニズムに関する研究
プラント供用中の構造材料の損傷予測精度向上のため、プラント

蒸気タービンシステムにおいては、翼列内での液滴が後段の翼に

部材の表面状態に基づく損傷評価法の開発を最終目的として、割れ

衝突するとブレーキ効果を生じ、タービン効率低下や材料損傷の要

萌芽形成期における酸化挙動や、合金／酸化皮膜界面の反応の推定

因となります。効率低下の本質的な解決を目指し、静翼後縁部にお

を進めています。表面の酸化、割れ潜伏期からき裂形成に至る過程

ける水膜形成や翼端での液滴形成・分離メカニズムの解明を進めて

を追跡するための評価法の開発により、き裂発生メカニズムの解明

います。このメカニズムに基づく翼面付着水滴の低減法の提案や

を進めています。

翼新材料の適用性についての検討を進めています。
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ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

羽根・佐々木 研究室
ナノメカニクス講座
オプトメカニクス分野

教 授

羽根 一博

助 教

佐々木 敬

特任助教

Neelam Kaushik

http://www.hane.mech.tohoku.ac.jp

焦点可変ミラーを備えたレーザビームスキャナ

シリコン細線導波路の上に形成した GaNリング導波路

光と機械のマイクロシステム（光集積機械システム、光センサ）
光集積機械システム : マイクロレンズやマイクロミラーと微小機械を集積したシステムとしてマイクロカメラ、ディスプレイなどが挙げ
られます。また、光通信用のマイクロ光スイッチや可変フィルタなども微細構造を用いた集積機械です。種々の光集積機械システム（光ス
キャナ、可変フィルタなど）を研究しています。具体的には、レーザディスプレイ用マイクロミラースキャナ、焦点可変ミラー、次世代大型
天体望遠鏡用波面補正用デフォーマブルミラー、光通信用波長選択スイッチなどです。光センサとメカトロニクス : 近年、各種の産業機械
の高精度化に伴い、精密な計測技術が要望されています。ロボットや工作機械の位置や角度の検出に必要な種々の光センサを研究していま
す。集積型マイクロエンコーダ、集積型レーザ干渉計、内視鏡型焦点可変ミラースキャナを開発しました。

光と機械のナノシステム
（シリコン細線導波路による光制御）
光通信では光路の切替や波長の選択など多くの可変機能が必要
です。シリコンフォトニクスは、シリコンの高い屈折率を利用して、
サブミクロン幅の細い導波路に光を閉じ込めて通信に利用します。
導波路をマイクロアクチュエータで動かして、光路を切替える光ス
イッチや波長を選択するマイクロリングフィルタなどを研究して

光と機械のウエアラブルシステム（網膜検査用グラス）
スマートグラスは、メガネ型の情報端末として期待されていま
す。レーザと走査ミラーを用いた網膜ディスプレイは、その端末の
一つとして開発が進んでいます。この光学系は眼のレーザ診断装
置と同等の光学系となり、網膜の反射光は光源の位置に戻り集光し
ます。この反射光を測定し、情報端末としてグラスを利用している
間に、網膜の検査を行う眼の健康診断システムを開発しています。

います。ナノメートルの位置制御によりこれらを実現します。

光と機械の共振デバイス

光と機械の融合システムのための新材料

機械振動は共振で大きな振幅が得られます。機械共振を積極的

光集積システムの実現においては、新しい材料の集積が欠かせ

に利用したマイクロ・ナノデバイスを研究しています。焦点可変ミ

ません。GaN 系半導体は青色光源として注目されています。集積

ラーに音響空洞を取りつけいると、焦点の可変範囲を大きくできま

機械システムに GaN 光源を一体化する研究、シリコン光導波路と

す。また光の共振と機械の共振が結合する現象はオプトメカニク

GaN 光導波路のハイブリッド集積による光集積回路の研究などを

ス効果として、注目されています。マイクロ・ナノデバイスにおけ

進めています。光源集積のディスプレイ用光スキャナ、マイクロ蛍

るこれらの効果も研究しています。

光分析用チップ、光エンコーダなどを研究しました。
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ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

高・松 隈 研究室
教 授

高 偉

助 教

松隈 啓

ナノメカニクス講座
精密ナノ計測学分野
http://www.nano.mech.tohoku.ac.jp/

多自由度運動のナノ計測制御

高速工具サーボによる表面微細形状加工・計測

多自由度運動のナノ計測制御
当研究室では、精密加工品の形状及び精密機械の運動を必要な精度で計測するという精密ものづくり計測の研究に取り組んでいる。独自
の計測原理に基づき、グレーティングなどの微細格子と波動光学系を組み合わせることによって、超精密ものづくり計測の基本道具となる
高精度かつコンパクトな多軸変位、角度センサ（サーフェスエンコーダシステム）を提案してきた。本システムでは、回折光干渉型 3 軸変位
センサとオートコリメーション法を原理とする 3 軸角度センサを組み合わせることで、1 つのレーザープローブで、平面ステージの超精密
位置決めに利用可能な最大 6 自由度の位置・姿勢検出を可能としている。また、これを並進および回転姿勢変化の多自由度を有するサーフェ
スモータステージと組み合わせ、簡便な構成で多自由度の位置・姿勢を制御可能なステージシステムの研究も行っている。

三次元微細形状測定のための
走査型静電気力顕微鏡（SEFM）に関する研究
本研究では三次元微細形状測定のための非接触静電気力顕微鏡

力センサ組み込み型高速工具サーボによる
表面微細形状の加工・計測
3 次元微細形状は、計測基準面、マイクロレンズアレイなど様々

を提案し、その開発を行っている。水晶振動子に接着した探針と試

な分野において用いられている。本研究では、高速工具サーボ

料表面との間に働く静電気力を測定しながら試料表面を非接触で

（FTS）と超精密旋盤を用いたダイヤモンド切削による 3 次元微細

倣い走査する。50 nm 以上の探針・試料間距離を維持する完全非

形状創成法を検討している。FTS に組み込んだ力センサからの出

接触走査で、静電気力に影響を与える試料表面電荷分布等のパラ

力をもとに、加工工具自身を測定プローブとして用い、加工ワーク

メータをキャンセルしつつ探針・試料間の絶対距離を算出できる。

形状プロファイルのオンマシン計測に用いる手法を提案している。

感度安定化角度センサの研究

大型ロール旋盤の精密測定に関する研究

レーザーオートコリメーション法を原理とする光学式角度セン

大型ロール金型を用いた大面積微細形状加工への需要が増加し

サは光スポット径が光源の光周波数ゆらぎに従い変動するため、長

ており、金型を加工する大型ロール旋盤の加工機スライドには高い

時間の角度計測の場合にはセンサ感度が安定しないという欠点が

運動精度が要求される。本研究では、2 本の静電容量型変位センサ

あった。本研究ではフェムト秒レーザを光源とし、その周波数スペ

を用いることで、大型ロール旋盤の駆動スライドの真直度誤差及び

クトルである光コムの性質を利用してセンサ感度を安定化させる

平行度誤差をロール金型形状誤差と分離した形で評価するシステ

ことを目的とした角度センサの開発を行っている。

ム及びアルゴリズムを提案している。

OPEN 2019

39

ファインメカニクスコース
ファインメカニクス専攻

清水 研究室
ナノメカニクス講座
精密ナノ計測学分野

准教授

清水 裕樹

http://www.nano.mech.tohoku.ac.jp/

ダイヤモンド切削工具の機上ナノ計測

マイクロ熱検知センサによるナノ平滑面の微小欠陥計測

ダイヤモンド切削工具の機上ナノ計測
超精密切削加工では、耐摩耗性に優れたダイヤモンドを材料とした工具が使用される。ナノメートル級の形状精度が要求される超精密加
工では、摩耗による切れ刃形状の微小変化が無視できない。加工物の形状精度を保証するためにも、加工機上における切れ刃形状の迅速評
価の実現が望まれている。本研究では、ダイヤモンド切削工具の機上計測のために小型の AFM を開発した。AFM チップと測定対象の切
削工具先端との精密位置合わせのため、光プローブ位置合わせ機構を開発し、サブμ m オーダーの測定プローブ - 工具位置合わせによる切
れ刃先端形状の 3 次元ナノ形状の定量的評価を実現した。本計測機構はコンパクトで、加工機上に搭載した状態での計測が可能である。さ
らに、この光プローブをそのまま測定プローブとして活用し、工具刃先の切れ刃輪郭形状を測定する技術の開発にも取り組んでいる。

ナノ平滑面の微小欠陥計測
次世代 LED ウエハ、磁気ディスクなどのナノ平滑面において、

非球面形状のナノ計測に関する研究
非球面形状のナノ計測を実現するため、様々な形状に対して適応

従来手法では検出困難な 10nm 級サイズの微小欠陥の検出・評価

性が高く、対環境性に優れる接触式の点走査法を開発している。こ

実現が求められている。本研究では、マイクロサイズの抵抗体から

の手法では、走査基準となるスライドの運動誤差が問題となるた

なる熱検知素子を用い、この素子と測定対象面間の微空間における

め、ソフトウェアデータムの手法を適応してその誤差を取り除く。

熱収支変化を感知して微小欠陥を検出する、熱検知型センサのコン

また、非球面のような傾斜角変化が大きい形状の測定において誤差

セプトに基づいた全く新しい微小欠陥検出原理を提案している。

要因となるプローブ先端球形状誤差の測定法を提案している。

超高精度マイクロ角度センサ

マイクロXYステージの開発

光源に半導体レーザ、受光素子に 4 分割フォトダイオード（PD）

光学素子やマイクロ部品などを限られた領域内で長ストローク

を用い、短焦点レンズでも分解能が落ちない測定原理で、既存セン

かつ高精度に位置決めする手段として、本研究では長ストロークマ

サに比べはるかに小型なパッケージング（26 × 22 × 12mm）での

イクロ XY ステージの開発を行っている。このステージでは SIDM

製品化を実現した。分解能は 0.05 秒で、一般の角度センサより 20

の駆動子に磁石を用いて小型化と駆動の安定化を実現し、またリソ

倍向上している。さらに、シングルセル PD を用い、分解能 0.001

グラフィ技術により高感度な Cr-N 薄膜歪ゲージを板ばね案内機構

秒超の超高精度角度センサの開発にも取り組んでいる。

と一体化し、駆動の高精度化を行っている。
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ファインメカニクス専攻

燈明 研究 室
教 授

燈明 泰成

ナノメカニクス講座
材料システム評価学分野
http://king.mech.tohoku.ac.jp/saka/index.htm

ジュール熱による金属細線の接合と組織改質（図 1）

音響共鳴現象を利用した先進超音波材料評価（図 2）

ジュール熱を用いた微細材料の接合と組織改質
本研究室では、学際的アプローチにより新しい微小材料システムを創出することを目指した研究を行っている。具体的に、マイクロ／ナ
ノ材料が有する優れた物理的諸特性を十分に活用するために、ジュール熱を用いた金属細線等の接合・切断手法を開発している。金属細線
同士の接触部に一定直流電流を付与した際、接触部はジュール熱により局所的に溶融し、その後、同部は自発的に凝固する。この現象を支
配する因子を発見することにより細線同士を高確度に接合することに成功している（図 1）。またジュール熱を利用した金属細線の省エネ
ルギー熱処理手法を開発して結晶組織を制御している。さらに当該ジュール熱接合・切断手法を活用して、電極チップ上に極微小電磁気素
子として機能する自立型マイクロリングを作製する等、細線等の素材から新しい微小材料システムを創出することに取り組んでいる。

薄板や細線からの熱電機能の創出
金属薄板／細線に熱電機能を付与する研究を行っている。一部以

ドライ超音波法および音響共鳴現象を利用した先進超
音波材料評価

外を電気的に絶縁した鉄薄板にアルミニウム薄膜を蒸着して異種金

水と被検査物との間に高分子薄膜等を挿入し、薄膜と被検査物と

属界面を形成することで、薄板の長手方向の温度勾配に起因して発

の固体接触界面に圧力を付与した状態で高周波数超音波を高効率に

電する独自の薄板型熱発電機を作製すると共に、当該異種金属界面

伝達する独自のドライ超音波法を開発し、これにより電子部品の水

の酸化により性能が向上することを見出している。また同様の原理

非接触下における高分解能内部可視化に成功している（図 2）。さら

に基づく、熱電マイクロワイヤを作製することにも成功している。

に当該超音波伝達系等で生じる音響共鳴を利用した各種超音波材料
評価手法を開発し、高分子薄膜や塗膜の検査に応用している。

マイクロ／ナノ材料の機械的・電気的特性評価

毛髪や爪の物理的特性評価

微細材料から次世代材料システムを創出するには、これら材料の

長期に亘り成長する毛髪や爪は様々な情報を記録しており、これ

物理的諸特性を正確に把握する必要がある。機械的特性評価に関し

らの物理的諸特性は今後様々な分野で活用される期待が大きい。機

て、極微小力を計測する荷重センサを試作して金属極細線等の材料

械的特性の一例として、毛髪や爪の外形寸法によらない曲がりにく

試験を実施している。また周期的な磁場変動により材料表面層に流

さを表す指標を提案して様々な処理や含有金属イオン量の変化が毛

れる渦電流を利用した渦電流顕微鏡法や、マイクロスケール電位差

髪や爪の曲がりにくさに及ぼす影響を評価することに成功してい

法により、微細材料の電気的特性を評価することに成功している。

る。また毛髪の形状を決定づける因子の解明に取り組んでいる。
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ファインメカニクスコース
流体科学研究所

小原・Surblys・松原・川越 研究室

教 授

小原 拓

助 教

Donatas SURBLYS

協力講座
分子熱流動研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/nfrd̲mhtl.html

特任助教

松原 裕樹

特任助教

川越 吉晃

分子熱流体工学
流体が示す熱・運動量・物質の輸送特性を、物性値や界面特性などのマクロな概念を越えて理解することは、近年のナノテクロノジーに
おいて問題となる微細スケールにおける熱流動現象を理解するだけでなく、マクロな熱流動特性を決定する分子スケールのメカニズムを
知って希望の特性をもつ流体や界面を設計することにつながる重要なステップである。液体・ソフトマターやこれらと固体壁面との干渉を
主な研究対象として、熱伝導率や粘性などマクロ熱流体物性、輸送物性の異方性、固液界面の熱抵抗や物質輸送など、現象の解明と問題解
決に取り組んでいる。これらの実践を通じて、ミクロ・マクロな熱流動特性を分子運動で表現するための学理と分子動力学シミュレーショ
ンとを主な道具に用い、物理化学的手法を機械工学における熱流体研究に組み入れた新しい体系の構築をめざす。

流体の構造と熱・運動量の分子スケール輸送特性

固液界面における熱・物質輸送特性

液体中には様々な構造が存在し、その動特性が液体中の熱・運動

固体・液体が接する界面における熱・物質輸送現象は、NEMS や

量・物質輸送現象を支配している。液体構造の輸送特性を解析する

多孔質体など微細構造系の総括的特性を支配している。また、半導

ことにより、なぜその液体の輸送物性値はその値なのか、希望の輸

体製造工程のウェットプロセスなど微細加工では、製品の成否を決

送物性をもつ流体はどのような分子構造をもっているべきか、など

定する鍵となっている。界面近傍の液体中に発現する特異な構造

の疑問を解明する。また、脂質二重膜などソフトマターの構造と非

や、固体分子−液体分子間のエネルギーの伝搬を解析する分子動力

等方性輸送現象を解析し、新しい材料としての応用をめざす。

学シミュレーションにより、現象のメカニズムを解明している。

液体分子の熱エネルギー伝搬特性データに基づく
熱媒流体の設計

高機能コーティング
コーティングは、気液・固液の界面現象とマイクロ・ナノスケー

エネルギーの高効率利用や熱機器の高機能化において、熱媒流体

ルの流動現象が連成した複雑な応用技術である。半導体製造過程

は大きな役割をもつ。分子を構成する様々な官能基など原子群が

のレジスト塗布など、分子スケール膜厚のコーティングに要求され

なす力学的エネルギー伝搬への寄与を解析し、それらが集積して発

る条件はますます厳しくなる一方、塗布膜分子の配向制御や塗布分

現する熱エネルギー伝搬特性のデータに基づいて、様々な使用条件

子の吸着脱離を制御するダイナミックコーティングなど、新しい課

に対して最適な熱媒を実現する分子を予測する。これにより、流体

題も出現している。分子熱流動解析の応用によりこれらを解決す

や熱流動現象の設計法を確立する。

る。
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流体科学研究所

米村 研究室
准教授

米村 茂

協力講座
非平衡分子気体流研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/nfrd̲nmgﬂ.html

圧力勾配により多孔質体内に誘起されるマイクロ・ナノ気体流れの流線

非一様温度場におかれたマイクロ物体周りに誘起される気体流れ

分子気体流れの研究
希薄気体流れやマイクロ・ナノスケール気体流れ、および低温プラズマなどでは、分子の平均自由行程が流れの代表長さと同じ程度にな
るため、分子間衝突数が不足し、非平衡性が強くなる。このような流れは連続体と見なすことができず、原子・分子・イオン・電子の視点か
ら取り扱わなくてはならないため分子気体流れと呼ばれる。分子気体流れでは気体分子と固体表面の相互作用の影響が相対的に高まり、連
続体的に取り扱うことができる通常の気体流れでは見られない熱ほふく流、クヌッセン力、速度すべりなどの特異な現象が現れる。一方で、
近年の微細加工技術の発展から分子気体流れの工業的な重要性は年々高まっている。本研究分野では、分子気体流れにおける物理現象を解
明するとともに、産業への応用研究を行っている。

ナノ気体潤滑の分子気体力学的アプローチによる研究
部分研磨されたダイヤモンド膜を回転円盤上で摺動すると、速度
の上昇とともに摩擦係数が劇的に小さくなる。本研究による理論
解析によってそのメカニズムを明らかにした。摺動表面の微細な
凹みにより摺動面間の気体に高い圧力が誘起され、その高圧により
摺動面が引き離されて非接触状態となり、低摩擦となっていたので
ある。軸受などの摺動部をもつあらゆる機械への応用が期待でき
る。

液滴と液面の非合体現象に関する研究
同種の液面に液滴を滴下すると直ちに合体するものと考えられ
るが、合体せずに浮遊する現象が報告されており非常に興味深い。
両者の温度差によって液体内部に誘起されるマランゴニ対流によ
る説明がこれまでになされているが、温度差がない場合にも本現象
は生じる。本研究では液滴と液面の間に挟まれたマイクロ・ナノス
ケール気体流れに注目し、非合体現象のメカニズムを明らかにす
る。

多孔質体内のマイクロ・ナノスケール気体流れにおける
輸送現象に関する研究
燃料電池の電極に用いられるようなマイクロ・ナノ多孔質体では、
速度すべりや分子のクヌッセン拡散などの特異な現象が現れ、流量
予測が困難になる。本研究では、分子の視点からそのような多孔質
体内の輸送現象を明らかにする。これまでに、圧力勾配による気体
流れの流量および透過率を、連続流領域から自由分子流領域まで、
あらゆるクヌッセン数領域にわたって与える理論式を提案した。

クヌッセン力により駆動するマイクロ物体の輸送に関す
る研究
気体分子の平均自由行程程度の長さスケールで気体に温度変化
がある場合、その中に置かれた物体は気体から力を受け、気体もま
た反作用の力を受け、流れが誘起される。この力はクヌッセン力と
呼ばれ、通常スケールの気体流れでは起こらない、分子気体流れ特
有の現象である。本研究は、クヌッセン力を解明し、マイクロスケー
ルの物体の輸送に応用することを目的としている。
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ファインメカニクスコース
流体科学研究所

菊川 研究室
協力講座
分子複合系流動研究分野

准教授

菊川 豪太

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/mht/

分子シミュレーションを用いた
分子複合システムの解析

複合的なシミュレーション技術を用いた分子熱流体現象の解明
ナノスケールからマクロスケールに渡る多くの工業・産業プロセスにおいては、分子レベルの物理が複合的に関与する熱流動現象が数多
く見られる。特に、デバイス表面での放熱性能の向上による次世代半導体デバイスの限界性能向上、熱流動特性や機械特性の最適化による
新規高分子素材の探索・設計には、界面での熱流動特性や不均質媒体における分子スケール構造と輸送特性の相関など、複合的な視点での
現象理解が不可欠となっている。そこで、分子動力学法をはじめとした大規模数値シミュレーションにより、熱流体工学におけるミクロス
ケールの熱・物質輸送現象およびマクロな熱流体物性を支配するミクロスケールメカニズムの解明を目指して研究を行っている。また、複
数のスケールに渡る数値解析技法の統合によってマルチスケール性を有する熱流動現象の解析を目標としている。

有機分子膜による表面修飾の研究
自己組織化単分子膜（SAM）をはじめとした有機分子による表

高分子材料の熱流動特性
産業的にも広く利用が進んでいる高分子材料の開発には、内部の

面修飾技術は、固体表面の物理化学的特性を制御する技術として、

分子スケール構造や相分離構造の制御によって、力学的・化学的特

種々のプロセスやデバイスへの応用が進んでいる。有機分子薄膜

性のみならず熱流動特性を設計することが必要とされている。分

の自己組織化や自発的構造形成を利用したボトムアップの表面修

子スケールからマクロスケールに至るスケール複合的な解析手法

飾技術によって、特異な界面特性を得ることができる。これら界面

やデータ科学の技術を駆使して、有用な熱流動特性や機械特性を有

の界面親和性や界面を介した熱・物質輸送特性を明らかにしてい

する高分子材料の探索・設計を目指している。

る。

不均質媒体/制限空間内の流体における輸送現象
流体やソフトマター界面、ナノスケール構造によって形成される

分子拡散現象に対する流体力学的効果の解明
分子拡散現象は、多孔質体やナノ細孔、生体高分子を介した物質

制限空間内の閉じ込め液体においては、界面近傍における液体中の

移動などナノ・バイオ工学レベルで広く重要な要素となっている。

不均質（ヘテロ）な構造発現に伴い、特異な熱・物質輸送特性が現れ

これらミクロスケールの拡散現象においては、流体力学的効果に

る。本研究を通じて、均質なバルク液体中と大きく異なる閉じ込め

よって分子ダイナミクスが強く影響を受けることが明らかになっ

液体の分子輸送特性を明らかにし、それらに基づくマクロな熱流体

ている。ヘテロな構造における輸送現象の本質的理解を目指し、流

解析への橋渡しとなる物理モデルの構築を目指している。

体力学と分子動力学の融合的な研究を行っている。
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ファインメカニクスコース
流体科学研究所

徳 増・馬渕 研究室
教 授

徳増 崇

（兼）助 教

馬渕 拓哉

（学際科学フロンティア研究所）

ナノ流動学講座
量子ナノ流動システム研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/jpn/ncfhtd̲niﬂ.html

経路積分法による原子核の広がりを考慮した水素分子のイ
燃料電池内部の様々な場所で見られる物質輸送現象の分子動力学シミュレーション

メージ図

物質の量子性が影響する分子スケール熱流動現象の解明と次世代電池開発への応用
原子・分子スケールの熱流動現象を考えるとき、原子・分子の持つ「量子性」が流れの特性に影響を及ぼすことがしばしば見受けられます。
たとえば水素は分子の質量が軽いため位置と速度の不確定性が大きく、この影響により熱流動現象の数値予測が困難になることが知られて
います。また水素イオン（プロトン）の移動には結合の解離や再結合を伴う移動機構が発現し、そのため水分子よりも遙かに速い速度で液体・
固体内を拡散します。化石燃料に変わるエネルギー源として重要な水素関連機器や電池を設計する際にはこのような現象を考慮して機器
内部で生じる熱流動現象を解析する必要があります。当研究室では流体分子の「量子性」が熱流動現象に影響を及ぼす系を対象にして、そ
の量子効果を取り込んだ様々な手法を用いてその性質を解明し、工学的に応用することを目的として研究を行っています。

固体高分子形燃料電池内部の反応物質輸送現象に関
する研究
固体高分子形燃料電池は水素と酸素を反応させて電気を取り出
す装置で、次世代のエネルギー源として期待されています。この燃
料電池の発電効率を向上させるには反応物質（プロトン、酸素）を
いかに速く流すかが重要になります。当研究室では、燃料電池内部
の物質の動きを大規模分子動力学シミュレーションにより解析し、

水素の熱力学特性、固体内拡散現象の分子論的解析
水素の熱流動現象を考えるとき、水素は他の物質と違って原子の
質量が軽いため量子性が強く、通常の古典理論では実際の現象を再
現することができません。この研究では、水素の量子性がその熱流
動特性にどのように影響しているのかを、液体水素の量子性を考慮
した分子動力学法を用いて解析し、水素の熱物性や固体内拡散現象
の数値予測に応用しています。

その特徴や性質をとらえることを目的として研究を行っています。

セラミックス内部のイオン輸送に関する研究
固体酸化物形燃料電池では酸素イオンがセラミックス電解質内

原子層堆積法および化学気相堆積法における成膜メカ
ニズムの分子動力学的研究

部をカソード側からアノード側へ移動して反応が進行します。こ

半導体製造において、成膜プロセスは膜厚誤差± 0.5Å という原

の酸素イオンの輸送特性が向上すれば、さらなる効率の向上や作動

子層レベルの制御が求められています。このような最先端の需要

温度の低温化が期待できます。本研究室では分子動力学法を用い

を実現可能な成膜手法として化学気相堆積法および原子層堆積法

てセラミックス内部の酸素イオンの輸送特性を解析し、高酸素イオ

が広く利用されています。そのため本研究では、拡散現象および反

ン特性を有する電解質セラミックスの理論設計を目指しています。

応現象を融合した反応性力場分子動力学シミュレーションを実施
し、成膜メカニズムの普遍的な理解を目指しています。
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ファインメカニクスコース
流体科学研究所、原子分子材料科学高等研究機構 *

寒川 研究 室
未到エネルギー研究センター
協力講座 グリーンナノテクノロジー研究分野

教 授

寒川 誠二 *

助 教

都甲 将

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/samukawa/japanese/index.html

超低損傷プロセスによる革新的グリーンナノデバイス開発
IT 革命時代の 21 世紀に展開するデジタル機器、ネットワーク情報家電を支えるのは超 LSI、太陽電池等に代表される半導体デバイス技
術です。これらのデバイスは、電子、原子・分子、イオン、フォトンなどのミクロ粒子を用いた薄膜材料堆積・加工技術により製造されてい
ます。本研究室では超低損傷・中性粒子ビームプロセスを基盤とし、全く新しい革新的グリーンナノデバイスの研究を行っています。中性
粒子ビームを用いたバイオテンプレート極限加工技術により、均一・サイズ制御・無欠陥・高密度で規則配置した量子ドット構造を実現可
能です。これを用いて、量子ドット太陽電池・量子ドットレーザー・熱電変換素子などの研究を行っています。また中性粒子ビーム技術の
新たな展開として、グラフェンの特性制御技術・ゲルマニウムトランジスタ・抵抗変化型メモリなどの研究も行っています。

量子ドット規則配置構造による
超高効率太陽電池・熱電変換素子の開発

バイオテンプレート極限加工を用いた
低消費電力量子ドットレーザー・発光デバイス

中性粒子ビーム技術とバイオテクノロジーを融合した独自のバ

温度無依存、超高速かつ低消費電力で動作する次世代光通信用光

イオテンプレート極限加工により、世界で初めて高密度で大面積

源として、III-V 族化合物半導体量子ドットレーザが期待されてい

に、サイズや間隔を高精度に制御した量子ドットの規則配置が実現

ます。そのためには量子ドットのサイズを欠陥なく制御する技術

できます。これにより、材料のバンド制御が可能となり、超高効率

が不可欠です。本研究室では、バイオテンプレート極限加工により

太陽電池が可能となります。また、量子ナノ構造によりフォノン散

理想的な量子ナノディスク構造の作製とそれを適用した化合物半

乱特性を制御することで、超高効率熱電変換素子が実現可能です。

導体レーザの開発を行っています。

超低損傷加工および表面処理を用いた
最先端高速MOSトランジスタの開発

中性粒子ビームによる表面処理プロセスの
ナノデバイスへの適用

最新の電子回路では、更に性能を高めるために立体構造のトラン

中性粒子ビームはナノスケールの表面処理プロセスに極めて有

ジスタが導入されています。しかし従来の製造方法ではプロセス

効です。酸素中性粒子ビームによって次世代ゲルマニウムトランジ

誘起欠陥により十分な性能を発揮することができません。無損傷

スタのための高品質なゲート酸化膜の形成や次世代メモリの一つ

中性粒子ビームによる加工・表面改質を用いることにより、トラン

である抵抗変化型メモリに必要な金属酸化膜の形成を実現してい

ジスタ性能を大きく向上させることに成功しました。さらに、Ge

ます。また、次世代材料であるグラフェンに酸素や窒素の中性粒子

等の新材料トランジスタへも展開しています。

ビームを照射することで低損傷エッチングや選択合成が可能です。
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ファインメカニクスコース
多元物質科学研究所

髙桑・小川 研究 室
教 授

髙桑 雄二

助 教

小川 修一

協力講座
表面物理プロセス研究分野
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/labo/takakuwa/

固体表面反応機構の理解に基づいた機能性薄膜創製と表面ナノプロセス開発

リアルタイム表面物理計測法の開発とその機械工学への応用
本研究室では新たな表面物理計測法の開発と応用を基本方針として、表面・界面反応機構の理解に基づいて機能性材料の創成と表面ナノ
プロセスの開発を進めている。表面反応機構の解明で得られたシーズを産業応用のニーズにつなげるだけでなく、産業応用のニーズから表
面科学に求められる問題を発掘する中で、基礎と応用の境界領域、もしくは理学と工学の学際領域において研究課題を設定している。前者
の例として本研究室独自に開発した光電子制御プラズマ CVD 法を用いた低摩擦 DLC 成長法の開発、後者の例として、CMOS トランジス
タ・ゲート絶縁膜形成に必要な、酸化誘起歪みに基づく SiO2 膜形成機構の解明が上げられる。そして、新たな表面計測法の開発のために電
子エネルギー分析器や電子銃などの測定機器も独自に設計・製作している。

光電子制御プラズマCVDプロセスを用いた
ナノ炭素薄膜材料の気相合成プロセスの開発

リアルタイム光電子分光による
CMOSゲート絶縁膜形成機構と信頼性の研究

ナノ炭素薄膜材料を基板表面のみに効率良く堆積させるため、紫

次世代 CMOS ゲートスタック用の絶縁膜 SiO2 形成機構と信頼

外線照射した基板表面から放出される光電子を用いて直流放電を

性について、Si 酸化反応時に発生する酸化誘起歪みに着目して研

制御する「光電子制御プラズマ CVD プロセス」の開発を進めてい

究を進めている。酸化誘起歪みが引き起こす SiO2/Si 界面での点

る。現在、このプロセスを用いて、低摩擦係数ダイヤモンドライク

欠陥発生（酸化膜への Si 原子放出 + 空孔生成）を用いて、SiO2 膜

カーボン、配線用低抵抗炭素材料、および IC チップ冷却のヒート

の成長と分解、そして信頼性を相補的に説明できる「統合 Si 酸化

スプレッダ用のダイヤモンドの開発を進めている。

反応モデル」を提案し、モデルの実証実験を進めている。

光電子制御プラズマイオン源を用いた
大面積金属基板のナノレベル平坦化プロセスの開発

リアルタイム光電子分光を用いた
触媒金属表面への分子吸着過程の研究

光電子制御プラズマは効率的な低エネルギーイオン源としても

本研究室独自に開発したリアルタイム光電子分光装置では、金

利用できる。この特徴を活かして、インチサイズの金属表面平坦

属表面への分子吸着量と仕事関数を同時に計測することができる。

化プロセスの開発を目指している。現状として、初期粗さ Ra =

仕事関数からは吸着分子の配向を調べることができるため、吸着し

1nm の銅基板の表面粗さを 20% 程度低減することに成功してい

た分子の反応経路を調べることができる。この手法を活用し、有毒

る。今後は原子 1 個分に相当する 0.1 nm を目指す平坦化プロセス

ガスを無害化する触媒の開発や、炭化水素ガスから水素を生成する

の開発や、ダイヤモンドなどの非金属表面の平坦化に挑戦する。

ための研究を推進している。
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ロ ボ ティクス
Robotics

ロボティクスコース
ロボティクス専攻

小菅・衣 川 研究室
教 授

小菅 一弘

助 教

衣川 潤

ロボティクス講座
ロボットシステム学分野
http://www.irs.mech.tohoku.ac.jp/

システムロボティクス
ロボットは、センサ、アクチュエータ、メカニズム等のデバイスと、それらを統合し知的な機能を発揮するためのソフトウエア・ハードウ
エアから構成されるシステムです。少子高齢化が深刻な問題となり、ロボットに対する期待は膨らむ一方ですが、ロボットを実社会で利用
するためにはロボットそのものの開発だけでは不十分で、ロボットを何らかのシステムの一部として社会に統合する必要があります。そこ
で、ロボットを単なるデバイスや要素技術の寄せ集めとしてではなく、理論に裏付けされた合理的アルゴリズムによってそれらを有機的に
結合し、必要とされる機能を発揮させるとともに、システムとして社会へ統合することを目指すシステムロボティクスを提唱しています。
また、それと同時に、実問題に潜む科学的課題を発掘し、それに挑戦することによってロボティクスのフロンティアを開拓します。

分散協調制御システム

パートナロボット

当研究室では、1 台のロボットでは搬送できない重量物や大型搬

ロボットやロボット技術を社会へ統合するには、パートナとして

送物を安定して搬送するため、複数の移動ロボットによるリーダ・

ディペンダブルなロボットの実現が必要です。当研究室では、人と

フォロワ型分散協調制御システムを提案してきました。このシス

社交ダンスを踊るダンスパートナロボットの研究開発を通して、ロ

テムでは、ロボットの台数を増やすことで、システム全体の可搬重

ボットと人との双方向コミュニケーションの研究を行うとともに、

量を容易に増加させることができます。当研究室では、このシステ

それらの成果の実問題への展開を進め、工場で人の作業をアシスト

ムの発展系として車両搬送システムを研究開発しました。

する協働ロボットシステム PaDY の研究などを行っています。

ユニバーサルマニピュレーション

パワーアシストシステム

産業用ロボットは、ユニバーサル・オートメーションの実現を目

少子高齢化に伴い、QoL の向上や労働人口の確保を行うための

指して約 60 年ほど前に発明されましたが、現在のロボットは全く

パワーアシストシステムの需要が高まっています。人間を適切に

ユニバーサルではなく、作業毎に周辺機器をカスタマイズし、シス

サポートするシステムには、快適な操作性や高度な安全性が求め

テムとして統合し利用する必要があります。ロボットを作業毎に

られます。当研究室では、リハビリテーション支援を行うためのパ

カスタマイズしなくても、人間のように器用に作業が行える、ユニ

ワーアシスト型足こぎ車椅子や、重量物牽引作業における負荷の軽

バーサルマニピュレーション技術の研究を行っております。

減を行うためのパワーアシストカートの研究を行っています。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

荒井（翔 ） 研 究室
ロボットシステム講座
ロボットシステム学分野

准教授

荒井 翔悟

http://www.irs.mech.tohoku.ac.jp/

ビンピッキングロボット

ビジュアルサーボを用いた物体持ち替え

アクティブビジュアルサーボによる高精度位置決め

第四次産業革命に向けたロボット技術開発！
工場内のあらゆる状況をモニタリングし、その膨大なデータを通信ネットワークを介して工場内外のサービスと連携させ、新たな価値
を生み出す。この第四次産業産業革命実現に向けて、日本、米国、独国を中心に世界中で激しい技術開発競争が行われています。現在の自
動生産は、ライン構築のための膨大なインテグレーションコストと日々発生するトラブルによる短時間のライン停止に悩まされています。
我々は、こうした問題を解決すべく、三次元計測、ロボットビジョン、ビジュアルサーボといった要素技術から、それらを統合したロボット
システムの研究開発に取り組んでいます。また、ロボットビジョン技術によるモデル生物の行動解析、マルチエージェントシステムの制御
理論構築に関する研究を行っています。

ビンピッキングロボット

アクティブビジュアルサーボによる高精度ロボットマニピュレーション

自動組立ラインでは、ばら積みされた部品を 1 つずつ取り出し

位置決めされていない物を掴んで、持ち替えて、組み付ける。こ

（ビンピッキング）組み立てロボットに位置決め供給する装置が必

れまでに、様々なロボットが開発されてきましたが、人間には簡単

要です。現在、この作業は人かパーツフィーダと呼ばれる装置が

で製品の組み立てには必要不可欠な動作がロボットではまだ実用

主に担っていますが、スマート工場の実現には、ビンピッキングロ

化できていません。この問題を解決するために、深層学習やアク

ボットが必要不可欠であるとの認識が共有されています。ビンピッ

ティブ三次元計測技術をビジュアルサーボというビジョンを位置

キングロボット実用化の鍵を握る三次元計測、位置姿勢推定、把持

決め制御系に組み込んだ位置決め技術に応用して、これまでにな

計画、動作計画、および物体の位置決めを目的としたビジュアル

い高精度なロボットマニピュレーションの実現を可能とするアク

サーボに関する研究を行っています。

ティブビジュアルサーボを提案し、実用化を目指しています。

深層学習とスパースモデリングによる高精度三次元計測

マルチエージェントシステム

これまでは難しかった金属光沢のある物体や半透明な物体の高

マルチエージェントシステムの制御についての研究を行ってい

精度三次元計測装置の研究開発に取り組んでいます。高速かつ高

ます。多種多様なセンサをネットワーク結合したセンサネットワー

精度な三次元計測の実現に向けて、深層学習やスパースモデリング

クを制御系の観測器として利用する際の、高速かつ最適なセンサス

という数理的な手法を取り入れ、理論面から三次元計測の新たな方

ケジューリングの計算アルゴリズム構築を目指しています。

法を提唱すると同時に、実際に計測装置を作成し、産業分野で使え
る装置の実現を目指しています。

また、複数の自律移動ロボットによる長期間のフィールド探査を
目的とした低エネルギ消費型の制御則、ならびにフィールドの状態
推定技術の確立を目的とした研究を実施しています。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

林部 研究 室
教 授

林部 充宏

ロボットシステム講座
ニューロロボティクス分野
http://neuro.mech.tohoku.ac.jp/

ロボティクスのためのニューロサイエンス、ニューロサイエンスのためのロボティクス
ロボットの世紀などと近年言われるが、特に実世界の環境との適応的インタラクションという側面ではまだまだ人間のもつ高度な運動制
御、感覚機能から我々が学ぶべきことは多い。本研究室では人間の持つ環境適応、運動学習能力を工学的にも脳科学的にも深く理解するた
め、情報処理およびロボティクスのモデル化技術をベースとして用い脳科学的にも説明が可能なレベルで人間の運動制御、学習メカニズム
の解明とそれに資する人間の運動情報の収集およびロボティクスツールを用いた解析に関する技術開発を行っています。ロボティクスの
ためのニューロサイエンス、ニューロサイエンスのためのロボティクスと双方向的に科学するニューロロボティクスに取り組んでいます。
また運動学習と脳の環境知覚の研究から得た知見から、運動学習効果を最大限に引き出すニューロリハビリテーションを目指しています。

人間の運動制御、環境適応学習メカニズムの研究

生体感覚信号、生体機能のモデリングと同定技術の開発

人間は未知の環境にも対応できるその運動学習性により、動物界

運動に関する生体信号解析および筋肉から脳を含めた生体機能

で最も優れた環境適応能力を獲得したと言っても過言ではありま

のモデリングおよび個体差を考慮するための同定技術の開発を

せん。環境からの感覚入力をいかに人間が処理し、どのような学習

行っています。筋電位などの遠心性運動情報の解析および電気刺

アルゴリズムが感覚入力から正しい運動出力を計算できるかとい

激により求心性感覚フィードバックを与えたときの脳の知覚状態

う感覚運動系の学習制御ループに特に着目して研究を進めていま

を脳波などにより多次元信号解析を行うことで運動シナジーや感

す。バランス制御や歩行運動を対象として研究を行っています。

覚シナジーの特徴を捉えることで運動感覚機能の定量的評価を目
指しています。

脊椎動物の冗長関節制御と生物運動学習に関する研究

ロボット技術のニューロリハビリテーションへの展開

人間のみならず脊椎動物は体肢の自律的かつ冗長関節の適切な

将来的に超高齢化社会を迎える日本にとってニューロリハビリ

運動出力を行い環境に適応している。それを可能にするのは、中枢

テーションの効率化は重要な課題である。特に脳卒中は高年齢化

神経系の中でも下位の階層に歩行などの移動に関する基本的リズ

と共にリスクが増大し、運動制御および調整機能に影響を与える。

ムを発現する神経回路を有し、運動出力を生成また修正するメカニ

脳信号処理と末梢側の神経感覚刺激による感覚フィードバックか

ズムを備えているためと考えられている。ニューラルネットワー

らの運動学習に関するプロセスを研究し、運動学習効果を最大限に

クを用いた時系列運動パターンの発現、記憶に関する研究を行って

引き出すニューロリハビリテーションの構築を目指しています。

います。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

大 脇 研究 室
准教授

ロボットシステム講座
ニューロロボティクス分野

大脇 大

http://neuro.mech.tohoku.ac.jp

生物が示す不測の事態への適応能力の解明と実世界応用
生物は、10の6乗個程度の神経細胞しか持たない昆虫ですら（われわれヒトを含む哺乳類の神経細胞は10の12 〜 14乗個）、未知の環境、
さらには、自身の身体が突然故障する、欠損するという想定外の状況においても、即時的かつ柔軟に適応し移動し続ける驚くべき能力を有
しています。本研究室では、生物の根源的な移動能力である「歩行」に着目し、「計測する」、「制御する」、「創る」などの工学的手法と技術
を活用しながら、（1）昆虫を対象とした運動制御メカニズムの理解、（2）リハビリテーション技術、ロボティクス技術の創出、という理学
と工学の 2 方向のアプローチを有機的に連関させることで、生物の適応原理の理学的追求と実世界応用を目指します。

昆虫の歩行を計測する
昆虫は、たとえ自身の脚が切断されても、身体の物理的な変化に

脳内身体表現の変容をもたらすニューロリハビリテー
ション

応じて即時的かつ適応的に歩行を変化させながら歩き続ける能力

本研究では、障害による身体機能の変化に伴う「脳内身体表現（脳

を有しています。本研究では、ハイスピードカメラと筋電位計を用

内に構築されている身体のモデル）」の長期的変容過程を明らかに

いて、昆虫の歩行中の脚の運動と筋肉の活動を同時に計測すること

することが、最大限の効果をもたらすニューロリハビリテーション

で、脚切断前後の歩行の適応メカニズムを工学的視点から定量的に

の鍵になると考えています（身体性システム科学）。脳内身体表現

解明することを目指しています。

への介入を可能とする工学的リハビリ手法を開発し、東北大学病院
での臨床的検証を通して社会応用することを目指しています。

昆虫の歩行を制御する ーMotion Hackingー

脚が故障しても歩きつづけるレジリアントな歩行ロボット

昆虫の歩行を計測するのみならず、工学的アプローチにより歩行

現在の最先端の歩行ロボットですら、想定外の環境や故障に対し

を外部から操作、制御することで昆虫内部の神経系による適応過程

ては非常に脆弱であるといわざるを得ません。一方、生物は、未経

を解明することを目指しています。筋肉を電気的に刺激すること

験の環境、身体構造の変化（脚切断や身体の障害など）に対しても、

で脚の運動を任意に発生させる Motion Hacking 法を用い、運動

自身の残存機能をフル活用することで巧みに運動を生成すること

をハッキングすることによって昆虫が有する歩行制御アルゴリズ

ができます。このような「しぶとく、打たれ強く、レジリアント」な

ムと適応メカニズムの解明することを目指しています。

歩行ロボットを実世界応用することを目指しています。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

平田・翁・サラザル 研究室
教 授

平田 泰久

助 教

翁 岳暄

助 教

サラザル ホセ

ロボットシステム講座
知能機械デザイン学分野
http://srd.mech.tohoku.ac.jp/ja/

自ら動くことがない新しいロボットのかたち
当研究室では、能動的な駆動力を有さず外部から加わる力に基づいてロボットを制御する非駆動型ロボットの設計学・制御学の構築を目
指しています。このロボットはモータなどの駆動力を極力使わず、基本的に人の力のみで動かされます。人が助けて欲しい、もしくは危険
な状態にあるというときだけ支援を行うロボットです。これにより、人はロボットに常に助けられているわけではなく、自ら主体的に運動
していると感じます。また、人が主体的に動くということを前提に、人が移動すべき方向のみを教示するハプティックデバイス（振動呈示
装置）を用いて、人にスポーツを教える技術の研究開発も進めています。そのほか、非駆動型ロボットを複数台用いた広域探査システムの
研究開発を行い、震災地域、火山地域、海洋、宇宙調査等への応用を目指しています。

高齢者・障がい者支援システム
（人間・ロボットインタラクション）
非駆動型ロボットの運動制御技術を用いて、歩行機型ロボット、

振動刺激を用いたスポーツ支援システム
（人間・ロボットインタラクション）
複数の振動刺激を用いて人間に適切な運動方向を知覚させるウェ

足こぎ車椅子型ロボット、物体搬送ロボットなどの移動台車システ

アラブルシステムや、スポーツで必要となる道具を介して適切な運

ムの研究開発やリハビリテーションやスポーツ訓練、バーチャルリ

動を呈示するシステムの研究開発を進め、短時間で効果的な運動訓

アリティなどに活用できる力覚提示システムの研究開発を行ってい

練が可能となる技術の確立を目指しています。また、この技術を応

ます。また、利用者の動作を実時間で計測することで、利用者の状

用することで、高齢者や障がい者の衰えた知覚機能を補完し、健常

態や意図した運動を推定する研究開発も進めています。

者と同様にスポーツを楽しむことができるシステムを目指します。

ソーシャルロボティクス
（人間・ロボットインタラクション）

複数ロボットを用いた広域探査システム
（複数ロボットインタラクション）

技術が発達し、ロボットを人間社会へ組み込む需要が高まるにつ

震災地域、火山地域、海洋、宇宙などを短時間で調査するために、

れてソーシャルロボティクスという研究分野が人間とロボットの共

1 台の大きな駆動力を有するシステム（車、船、クレーンなど）が、

存研究において重要となりつつあります。これを「ロボットの社会

調査に必要となるセンサを搭載した複数の非駆動型ロボットをけ

性に関する問題」と呼ぶことができます。今後、新しい人間共存型

ん引し、その非駆動型ロボットを操舵制御することで、全体として

ロボットを開発するために、工学的な観点の研究だけでなく、ロボッ

あるフォーメーションを実現するシステムを研究しています。こ

ト倫理やロボット法を含んだ他分野との学際的な研究を行います。

れにより、低コストかつ効率的な広域探査システムを実現します。
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ロボティクスコース
情報科学研究科

岡谷・菅沼 研究室
教 授

知能ロボティクス講座
イメージ解析学分野

岡谷 貴之

助 教

菅沼 雅徳

http://vision.is.tohoku.ac.jp/

深層学習応⽤

深層学習基礎

⾼性能の秘密を解明・より使い
やすく

ロボット視覚

ロボットの⾏動・移動への深層
学習応⽤

多くの問題が解決済みの現在も
なお難しい問題

新しい構造・学習⽅法

⾔語化が難しい「質感」の認識
INPUT

aged

cold

clean

fragile

glossy

画像の理解（画像と⾃然⾔語の融合）

Classifiers of
13-attributes

image1
Conv1 - Pool5

fc6 fc7

hardness

R
R

resilience

R

coldness

.
.
.

image2

Q: What is
reflected in the
mirror?
A: Cat

ドローンを⽤いたインフラ画像点検技術

Q: What room is this?
A: Bathroom

ディープラーニングが実現する人工知能と画像理解
われわれはコンピュータビジョン分野を中心に、画像処理、機械学習、自然言語処理など、人工知能に関連する分野を広く研究しています。
コンピュータビジョンの目標は様々な視覚的現象について観測、認識、そして判断を下すことのできる機械知能を作ることにあり、画像計
測から意味的理解まで幅広い問題を取り扱います。この目標に向け、われわれの研究室では理論・実践の両面から各種の問題に取り組み、
モノの質感認識、市街地の情景モデリング、深層学習モデル（ディープラーニング）、確率的グラフィカルモデル、人工ニューラルネットワー
クと人の脳の関わりの分析、ファッション画像の認識、自然言語による質感表現などで研究を進めてきました。近年の深層学習モデルの発
展に伴い、研究室では現在ニューラルネットワークの理論的解析と効果的な実践応用手法で研究に取り組んでいます。

物の質感の画像認識

深層学習が実現する人工知能

質感とは物体の状態について人が感じ取る様々な感覚を包括的

画像認識や言語生成などの人工知能が取り扱う各種の問題に対

に表す概念のことです。このような質感を画像から認識する手法

し、深層学習モデルと呼ばれる人工神経回路（ニューラルネットワー

を研究しています。例えば、自動車の内装など、人が高品質に感じ

ク）が目覚ましい成果を達成しており、世界的に急速に研究が進めら

る製品を低いコストで作るにはどうすれば良いか、人が写実的に感

れています。我々の研究室では理論と実応用の両面から研究を行っ

じる CG 映像を少ない計算量でレンダリングするにはどうすべき

ており、例えば数学的な計算モデルの解析や、脳内の電極から得ら

かといった問に答えを与えることを最終的な目標としています。

れた生体信号との相関関係の解明を進めています。

東日本大震災被災地を対象とした
市街地の時空間モデリング

ファッション画像の理解
コンピュータビジョンを用いてファッション画像を理解する試

東日本大震災およびこれに伴う津波によって被害を受けた市街地

みを行っています。ファッション画像では服の色や詳細な形など

を対象に、被災状況とその後の同地域の復旧・復興の過程を可視化す

の目に見える要素を組み合わせていくことで多彩で複雑な印象を

るための方法を研究開発してきました。地震等の災害やその後の復

作り上げます。人が認識するような複雑な印象を理解する機械知

旧・復興の過程など、市街地が広範囲にわたって大きく変容させる

能の実現に向け、例えばインターネット上に存在する大量のデータ

ような場合に、長期に渡って収録した映像情報からコンピュータビ

から服の着合わせの確率モデルを自動的に学習する手法を研究し

ジョンを用いてその様子をとらえることができるようになります。

ています。
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ロボティクスコース
情報科学研究科

教 授

准教授

田所 諭

田所・大野・多田隈・
安部・渡辺研究室

准教授

大野 和則

多田隈 建二郎

応用情報技術論講座
人間−ロボット情報学分野
助 教

安部 祐一

https://www.rm.is.tohoku.ac.jp/

助 教

渡辺 将広

３次元地図構築と操縦支援，
環境認識・自律走行

レスキューロボット・サイバー救助犬

自走する能動スコープカメラ

飛行ロボットによる
インフラ点検

次世代移動体システム

ロボット機構

レスキューロボット・サイバー救助犬の研究
田所研究室は、1995 年の阪神淡路大震災を期にレスキューロボットを学術研究分野として創成し、世界的な中心として本研究分野を推
進してきた。2006-2010 年「NEDO 戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト」で開発したクローラロボット Quince は、東日本大
震災で被災した福島第一原発の内部調査に利用され、冷温停止に向けて大きく貢献した。2013 年度は被災建物内探査システム「ロボ・ス
コープ」を清水建設（株）と共同開発し、さらなる貢献が期待される。
また、レスキューロボットの情報収集や環境認識の技術を搭載した犬用サイバースーツにより、救助犬の災害現場での探査行動を記録し、
探査の有効性や被災者のいる可能性を自動で判断する「サイバー救助犬」の研究も近年注目を集めている。

次世代移動体・環境認識の研究

能動索状体のアクチュエーションの研究

屋外無人搬送車や自動運転を対象に、悪天候や積雪などの過酷な

細径の索状の機械を対象とし、新しいアクチュエーションの原理

環境で周囲を認識する技術、確率的な枠組みを利用した頑健な地図

を適用し、能動的に運動する機能を開発している。この技術を利用

構築や位置推定、自律的に行動する知能の研究開発を行っている。

して、レスキュー活動における狭路探査のために、ビデオスコープ

これまで蓄積したセンシング、確率的な手法などを応用して、大規

のケーブルに自走機能を付与した「能動スコープカメラ」を開発。

模な石油化学コンビナート火災を対象とした消防ロボットの開発、

2008 年には、消防庁長官表彰最優秀賞、「今年のロボット大賞・優

重度疾患患者の運転支援、東北の積雪路面での自動搬送車の共同研

秀賞」等を受賞した。

究にも取り組んでいる。

社会インフラ・設備点検ロボットの研究

次世代ロボット機構の研究

レスキューロボット研究で培った人の行きづらい場所で人に代

球状全方向車輪 “Omni-Ball” を原点とした全方向駆動メカニズ

わって作業をするロボット技術を活かし、橋梁・トンネルなどの社会

ムをはじめ、極限機構の研究開発に体系的に取り組んでいる。研究

インフラや工場設備を点検するロボットの研究開発を行っている。

開発においては、機構の原理アイディアの創出から、実機設計・試

2018 年度現在、橋梁狭隘部に安全に進入し点検できる球殻ドロー

作といった一連の具現化の過程に関しても力を入れて活動してい

ン（NEDO-SIP、理研AIP）や工場内発電炉の内壁を点検できる壁登

る。また、ロボット機構の応用先として、災害地での移動ロボット

りロボット（住友重機械工業（株）
との共同研究）
を開発している。

ベース・把持作業装置などを視野に入れて取り組んでいる。
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ロボティクスコース
情報科学研究科

昆陽 研究 室
応用情報技術論講座
人間ーロボット情報学分野

准教授

昆陽 雅司

http://www.rm.is.tohoku.ac.jp/

体感型インタフェース：触覚機能の解明と革新的技術をめざして
「体感する」という言葉が示すように、触覚は臨場感を伝えたり技能を理解するために重要な感覚である。また、高齢化社会では、高齢者
の自立・活性化を促す技術が求められており、メガネや補聴器のように、触覚も強化できれば高齢者の運動機能をサポートすることが可能
となる。本研究室では、これまで解明されていなかったヒトの触知覚機構の機能と原理を探求するとともに、その機能をロボティクス技術
によって再現・拡張して呈示することにより、これまで普及していなかった触覚メディアの新しい応用技術の創成を目指している。具体的
には、極限環境においてロボットの遠隔操作をサポートする触覚技術や、情報端末の臨場感・直感性を高める体感インタフェース、皮膚感
覚補強により運動機能をサポートする技術、感覚 - 運動機能の定量化技術、ロボットのための触覚センサなどを開発している。

皮膚で感じる運動情報：皮膚感覚の増強による
運動機能サポート

どこでも手軽に利用できる触覚メディア：携帯情報端末
のため触力覚呈示技術 VibTouch

高齢者の運動機能の低下は、筋力だけでなく、運動を知覚する感

スマートフォンのタッチパネルや、体感型ゲームの普及などによ

覚系の衰えも一因にある。本研究では、皮膚感覚による運動知覚の

り、触覚フィードバックのニーズが高まっている。本研究では、携

メカニズムを解明し、皮膚感覚を増強することで運動機能をサポー

帯情報端末に搭載可能で、かつ、多様な触感情報を呈示可能なイン

トする技術を開発している。メガネのように日常的に利用可能な

タフェースを開発している。また、皮膚刺激が誘発する力覚の錯覚

運動支援技術は、高齢者の自立・活性化を促すと期待される。また、

を利用することによって、GUI 操作支援やジェスチャインタフェー

効果的なリハビリや、義手・義足の感覚転送などに応用可能である。

スによる VR 空間での力覚的インタラクションを可能としている。

ImPACTプログラム：触覚を用いた
極限ロボットの操作支援

道具を操る分布触覚の機能解明と
拡張技術：TAKO-Pen

極限環境においてロボットが十分なパフォーマンスを発揮するた

ヒトは道具に加わる微細な力をあたかも体の一部のように感じ

めには、ロボット単独の性能を高めるだけでなく、操縦者の操縦能

ながら器用に操作が可能である。本研究では、この能力を探求する

力、判断能力を高める必要がある。本研究では、ロボットの接触情

ために皮膚の分布的な触覚の関与と役割を検証し、さらに、道具に

報を振動によって検出し、遠隔の操縦者にリアルタイムで伝える触

加わる触覚をより高感度に増強する新しい触覚デザイン法を提案

覚通信技術を研究開発している。とくに、ヘビのような索状ロボッ

している。吸引触覚ディスプレイ TAKO-Pen による触覚分布の再

トや新しい建設ロボットの操縦インタフェースを開発している。

現・拡張によって、6 自由度の力覚提示やその増強に成功している。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

村田・川又 研究 室
教 授

村田 智

助 教

川又 生吹

助 教

鈴木 勇輝

ナノシステム講座
分子ロボティクス分野
http://www.molbot.mech.tohoku.ac.jp/index.php

分子ロボティクス～新しいモノづくりのパラダイム
■生命原理をシステマチックに拡大したモノづくり

18
nm

Model

コンピュータで配列設計した生体高分子を合成し，セルフア
センブリ（自己集合）によりシステムを構築する．

■コンパクトかつエコなモノづくり
DNAなどの高分子合成機（マザーマシン）により，あらゆる
パーツ・システムを創り出すことが可能である．

5.5
nm

18
nm

■超情報集約型のモノづくり

5.7
nm

Cryo‐TEM

分子配列から応用システムまでの各階層を一気通貫に記述・
設計する超複雑システム構築理論に挑戦する．

分子ロボットの進化

6.5
nm

18
nm

DNAオリガミ構造モジュール（スタック数制御）

分子ステッピングモーター

酵素を使ったDNA分子計算回路（USG)の設計図
離散ゲル反応空間

分子ロボティクスの創成を目指して
「分子ロボティクス」を標榜する我が国初の研究室として DNA ナノエンジニアリングのアプローチにより、部品となる分子ひとつひとつ
を設計し、それをシステムとして組み立てて、さまざまな環境の変化に対し自律的に応答することのできる分子機械システム、すなわち「分
子ロボット」を構築する方法を確立することを目指している。分子ロボティクスの研究は、これまで化学だけが扱うことのできた分子の世
界にロボット工学を拡張するための突破口となるだろう。ここで開発する技術は様々な分子機械システムの基盤技術となるもので、学術的
にも産業的にもインパクトは大きい。たとえば、分子ロボット群が協調して免疫細胞のように集団として患部をたたくスーパードラッグデ
リバリーシステム、細胞分化を制御するプログラム幹細胞培養、環境モニタリング、核酸医療など、広範な応用が期待される。

DNA ナノエンジニアリングとは？

DNAでつくるナノ構造

DNA は生物の遺伝情報をつかさどるだけでなく、素材としても

塩基配列を指定して化学合成した DNA でナノ構造を組み立て

非常に有望な分子です。ACGT という 4 つの文字で書かれた DNA

る技術が急速に進歩しています。DNA オリガミと呼ばれる手法が

の塩基配列をうまく設計することで、DNA の分子の形や、DNA

代表的なもので、コンピュータを使って非常に複雑な形の分子を

分子間の相互作用を自在に操ることができるようになってきまし

設計することができます。当研究室では、DNA オリガミ手法を用

た。この性質を利用して、ナノ構造やいろいろな分子デバイスなど

いた人工膜チャンネルや、人工鞭毛スラスター、分子ステッピング

を創り出す技術が DNA ナノエンジニアリングです。

モーター、また、光に応答する DNA ゲルなどの開発に取り組んで
います。

DNAコンピューティング
DNA の相補性をうまく利用すると、溶液中のある DNA の濃度

国際生体分子デザインコンペで大活躍！
国際生体分子デザインコンペティション（BIOMOD）は、カリフォ

が論理演算に対応するような反応系がつくれます。これを用いて、

ルニア大学が主催する学生コンテストです。DNA やタンパク質など

数百個の論理ゲートを含むような分子計算回路をつくることがで

生 体分子のユニークな設計を競う大会で、世界中から学生チームが

きます。当研究室では、マイクロゲルビーズに DNA ゲートを組み

参加 します。2018 年度、東北大チームは DNA オリガミによる展開

込んだ時空間情報処理システムや、プログラムした順番で特定の配

構造物の設計で、3 度目の総合優勝を飾りました。今年も当研究室か

列の DNA 分子を出力するシステム、ゲル上の離散反応空間などを

ら 学生チームが参加します。今度はどんなアイデアで勝負するか！

開発しています。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

野村 研究室
ナノシステム講座
分子ロボティクス分野

准教授

野村 慎一郎

https://sites.google.com/site/smnomuralaboratory/

生命と機械：分子レベルでの融合
野村研究室では、生体分子・合成分子材料を用いて、自律的に働く微小な分子ロボット「人工細胞」を研究しています。生体の最小単位で
ある細胞の機構を理解し、分子レベルから生体の支援を可能にするような新しい仕組みをつくって社会に提供することが目標です。生命と
機械、というと相反するように思える概念ですが、生体の部品である分子についての知識とその操作技術が飛躍的に高まりつつある現在、
分子レベルでは生命＝機械ともいえる構造が大活躍しており、小さく柔らかい機械が統合されたシステムこそが生命であるといえましょ
う。我々は実際の細胞のありかたに学び、実空間で動く人工分子システムづくりに挑戦しています。

人工細胞型分子ロボット
自律的に動いて分子信号で操作する、という分子ロボットをつ
くっています。人工膜カプセルの中にモーター分子を組み込み、人
工 DNA 分子反応で制御します。また細胞表面をころがり移動す
るクロラ型や、活動時間をのばす栄養補給も研究しています。組織
内部の探査や培養細胞の管理などでの活躍が期待できます。東工
大・小長谷明彦教授のグループ「分子ロボ・アメーバ班」の共同研究
です。

人工分子デバイス援用による新世代人工細胞

細胞質から細胞核にいたる力覚機構の解明と
新技術開発から医学展開を目指す基盤研究
力覚、つまり微小な力と細胞との関連を理解し、制御するプロ
ジェクトです。医学部加齢研・小椋利彦教授たちとの共同研究
（AMED-CREST）で、人工細胞をもちいて生きた細胞の中に 2µm
までのマテリアル（蛍光／磁気ビーズや DNA オリガミ等）を直接
導入することに成功しています（特許申請中）。核などに極小レベ
ルの局所的な力学刺激を加える技術の開発をおこなっています。

細胞はつくれるのか？

人工的にデザインした分子デバイスを細胞に導入し、本来もって

細胞のいるミクロな環境は、多種多様な分子が水や荷電粒子（イ

いない機能を追加するプロジェクトです。細胞と協調的に働く人

オン）とひっきりなしに衝突を繰り返す一種の極限環境です。そこ

工分子デバイス群（新規チャネル、座標制御、膜変型など）は、一時

で目的を達成するための人工細胞・分子ロボットをデザインする上

的に細胞の能力を向上させたのち分解されます。遺伝子操作を必

で、天然の 40 億年を生き抜いた機構を細胞とその歴史から学ぶこ

要としない新規なバイオテクノロジーの基盤となりうると期待し

とは膨大です。原始的な細胞の模型をつくるという工学的な生命

ています。京都大学・齊藤博英教授たちとの共同研究です。

の起源の研究もはじまりました（理学部・掛川武教授との共同）。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

教 授

田中 秀治

シニアリサーチフェロー

門田 道雄

准教授（μ SIC）

准教授（AIMR）

平野 栄樹

Jörg Frömel

田中（秀）研究室
ナノシステム講座
スマートシステム集積学分野

准教授（μ SIC）

室山 真徳

特任准教授

吉田 慎哉

http://www.mems.mech.tohoku.ac.jp/index.html

講師（μ SIC）

鈴木 裕輝夫

図 1 ロボットアームに取り付けたバスネットワーク型集積化フィン

図2

ガーセンサー

イオセンサーアレイ

LSI 上にダイヤモンド電極を有する集積化バ

図3

MEMS-LSI 集積化プラットフォーム :TSV を

形成した LSI と MEMS を金属接合し、気密封止

材料からシステムまで、MEMS・マイクロシステムの研究開発
MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）は人間と機械との間をつなぐ入出力システムとして広く利用されていますが、それを
発展させた新しいマイクロシステムを創出しています。たとえば、人間と共生する次世代ロボットのための触覚センサー、自動運転にも重
要な高性能ジャイロスコープ、情報通信や無線センサーの要となる周波数選択デバイス、ジェスチャー認識のための超音波センサーなどが
あります。これらのマイクロシステムが従来にない機能や性能を発揮するためには、集積回路やパッケージングとの一体化、機能性材料の
利用などが必要です。そのため、異要素の集積化技術、ウェハーレベル・パッケージング技術、機能性材料の成膜技術などの基盤技術も開
発しています。また、企業との共同研究、研究機器の公開、および国際連携にも力を入れています。

力や動きを検知する、生体物質を測定する
マイクロセンサーと応用システム

無線通信をつながりやすく、高速にするための
周波数選択・制御デバイス

機械学習による高度なロボット制御に用いるバスネットワーク型

スマートフォンに代表される携帯情報端末の普及によって、周波

触覚センサーを、力センサーと信号処理・通信用集積回路が一体化

数資源がひっ迫しています。次世代無線通信や IoT（Internet of

された形で開発しています（図 1）。自動運転や自律航行に用いる高

Things）に対応するために、チューナブル弾性波フィルター、広帯

性能慣性センサーを塚本研究室と共同で開発しています。さらに、

域／高音速 SAW デバイス、高周波 MEMS スイッチ、集積化クロッ

ジェスチャー認識のための超音波レンジファインダー、生体物質を

ク発振器などを開発しています。また、圧電薄膜や圧電デバイスの

簡単に検出するバイオセンサー（図 2）なども研究しています。

研究にも力を入れています。

ヘテロ集積化技術とウェハーレベル・パッケージング技術

MEMSの共同研究開発パートナーを
お探しの企業の皆様へ

MEMS と LSI に代表される異要素の集積化技術、MEMS をウェ
ハーレベルで真空封止するためのパッケージング技術などを開発
しています（図 3）
。これらは、マイクロデバイスの小形化や高機能
化に必要な共通基盤技術であると同時に、多くのノウハウを必要と
する差別化技術でもあります。また、ウェハーボンダー、原子層堆
積（ALD）装置などのプロセスツールも開発しています。

豊富な技術、ノウハウ、文献情報などに基づき、マイクロデバイ
スに関連する産業界の研究開発を積極的に支援します。当研究室
とマイクロシステム融合研究開発センター（μ SIC）が協力し、研
究開発のステージに応じて、小片ウェハーでの原理実証から 4 〜 6
インチウェハーでの試作まで様々な案件に対応します。技術コン
サルティング、企業内プライベートセミナーなども承っています。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

塚 本 研究室
ナノシステム講座
スマートシステム集積学分野

准教授

塚本 貴城

http://www.mems.mech.tohoku.ac.jp/

高性能ジャイロシステムと、制御用の機能ブロック図

MEMS ジャイロスコープ用の高性能振動子

暮らしを豊かにするための、マイクロマシン技術を使った高性能センサの研究
当研究室では、MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）を使った高性能なセンサデバイスや、センシングシステムの開発に取
り組んでいます。MEMS とは、マイクロメートル精度で加工されたシリコンの微細構造や、ナノ・マイクロメートルレベルの極めて薄い薄
膜などを組み合わせて作られたマイクロマシンです。我々は、これらの MEMS センサを高性能化・小型化するための、設計・加工技術の向
上に取り組んでいます。また、マイクロコンピュータや FPGA（Field Programmable Gate Array）を用いたシステムの研究開発にも力
を入れており、センサの性能を飛躍的に高めたり、これまで実験室にしか置けなかった検査装置を家庭でもつかえるように小型化したりし
ております。

ロボットや自動運転にも使用可能な、小型・高性能ジャイ
ロスコープ

熱の流れを制御したり、赤外線を可視化するためのマイ
クロ熱デバイス

ロボットやドローン、自動車の高度な制御にはジャイロスコープ

CPU 等の電子部品の局所冷却や、超小型の冷凍機を実現するた

が必須です。ジャイロスコープの性能を向上させるための MEMS

めには、小型の熱流制御デバイスが必要になります。微小領域での

設計技術、MEMS 構造体を真空中にパッケージングする技術につ

沸騰・凝縮現象を応用して、高熱密度の排熱や、熱流方向によって

いて研究開発を行っています。また、FPGA を用いて MEMS デバ

断熱／熱通過を切り替えるような微小デバイスを開発しています。

イスを制御することで、これまで実現が難しかった、角度を直接出

また、サーモグラフィーをより身近なものにするために、赤外線を

力する新しい方式のジャイロスコープの開発に取り組んでいます。

可視光に変換するデバイスの開発を行っています。

大きな発生力と精密な変位制御が可能な、MEMSアク
チュエータの開発

誰でもどこでも使用可能な小型バイオセンサ

MEMS アクチュエータは微小であるがゆえに発生できる力も小
さくなってしまいます。比較的大きな力が発生可能な方式として
圧電薄膜を用いたものや、熱膨張を用いたものがありますが、これ
らは変位を精密に制御しづらいといった欠点を持っています。そ
こで、アクチュエータと変位センサを集積化させ、フィードバック
制御することで、変位を精密に制御することに取り組んでいます。
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食中毒やアレルギー反応による食品事故を未然に防ぐために、家
庭や外出先で誰でも簡単に使える小型の検査装置を開発していま
す。対象となる物質を高感度に検出するために、アプタマーと呼ば
れる DNA を用います。操作を簡単に行えるようにするために、ア
プタマーを封入した使い捨てシートを開発したり、アプタマーの状
態を自動で読み取るための小型システムを開発しています。

ロボティクスコース
情報科学研究科システム情報科学専攻

橋 本・山口 研究 室
教 授

橋本 浩一

助 教

山口 明彦

知能ロボティクス学講座
知能制御システム学分野
http://www.ic.is.tohoku.ac.jp

三次元ロボットビジョン・触覚センシングとロボットマニピュレーション

生物の移動原理の解明

人工知能で切り開くロボットビジョンとマニピュレーション
この研究室では、機械学習・深層学習・強化学習・推論といった人工知能、ロボティクス、コンピュータビジョンの技術を駆使し、工場で
働くロボットや、人間の生活をサポートするロボットを制御する方法を研究しています。ロボットが操作しようとしている対象物を三次元
ビジョンによって認識し、モーションプラニングなどの推論によって行動を生成します。より良い画像認識や対象物理解のために、機械学
習を取り入れています。ロボットが物体を操作（マニピュレーション）するには、視覚（ビジョン）だけでなく触覚も重要です。我々はロボッ
トハンドのための触覚センサ開発にも力を入れています。さらに、このような研究で培われた技術は、生物の行動を理解するツールとして
も使えます。例えば鳥に取り付けた小型の計測器からビッグデータを構築し、機械学習によってパターンの分析を行っています。

三次元センシング×三次元データ処理=三次元ロボット
ビジョン
計算機の高性能化に伴い産業ロボットにおける三次元データの
活用が急速に進められており、三次元データに基づく自動組み立て
やばら積み部品のハンドリングなどが求められています。私たち
は、スパース推定による三次元センシング、効率的な点群処理アル
ゴリズムや深層学習による三次元データ処理など、最先端の AI 技

人工知能によるロボットマニピュレーション
これまでのロボット研究では、工業部品のように固くて画一的な
対象を扱ってきました。一方人間が日常的に扱っている対象物は、
服や布、野菜、肉、液体、調味料のように、柔らかかったり壊れやす
かったりし、個体差もあります。こういった対象物は、数学的な表
現方法の構築が難しく、それらを操作するロボット制御も難しくな
ります。我々は人工知能技術を駆使した解決に取り組んでいます。

術を活用した三次元ロボットビジョンの実現を目指しています。

ビジョンベースの触覚センサとマニピュレーション

生物の移動原理の解明

人間の五感のうち、特に視覚と触覚は物体を操作する際に重要で

ヒトを含め鳥や昆虫などの生物は「移動」します。その原理を解

す。視覚としてはカメラや深度センサが普及していますが、触覚セ

明するために、多様なセンサや、ロボット顕微鏡を用いた計測によ

ンサはロボットに十分普及していません。我々は小型カメラを指

り、生物の移動に関するデータを収集します。そのデータを人工知

先に埋め込み、透明で柔らかい素材で覆うことによって、触覚を実

能技術により分析し、生物の移動を数式として表現し、理解します。

現する研究を進めています。このカメラ（ビジョン）ベースの方法

この研究により、生物の移動を予測・制御できるようになれば、ヒ

で力や滑りなどの感覚をロボットに与えられ、物体操作が進化しま

トや動物、ロボットが移動する社会の問題解決が期待できます。

す。
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ロボティクスコース
情報科学研究科

鏡 研究室
准教授

知能ロボティクス学講座
知能制御システム学分野

鏡 慎吾

http://www.ic.is.tohoku.ac.jp/

高速プロジェクションマッピングの可能なフルカラープロジェクタ

動画内の微小運動の学習に基づくタッチ操作検出

高速ビジョンシステムとその応用
従来のビジョンシステムを大幅に上回るフレームレートで動作する高速リアルタイムビジョンシステムとその応用に関する研究を行っ
ている。ビジョンシステムどうし、あるいはビジョンシステムとさまざまな機器が協調動作する仕組みの開発も進めており、その一貫とし
て、画像パターンを毎秒数百〜数千フレームで投影・撮像できる高速プロジェクタ・カメラシステムの開発を行っている。高フレームレー
トでの 3 次元形状計測や、新しい映像提示インタフェースへの応用が可能である。また、高速ビジョンシステムにより運動体の動きを素早
く検知することができることを利用した新しいユーザインタフェースの研究を進めている。

高フレームレート画像計測の研究
運動する対象の計測全般において高フレームレートビジョンは

高速プロジェクタの開発
ビデオプロジェクタとビジョンシステムを組み合わせることで、

強力なツールとなる。非接触センシングという画像計測の特長に

さまざまな映像表現や計測応用が可能となる。高速ビジョンシス

加え、通常のビデオレート計測ではとらえきれない高速な動きをと

テムと組み合わせて用いることを目的として、毎秒数千フレームで

らえ、それをリアルタイムに活用することができる。さらに、高速

の投影が可能な高速プロジェクタの開発を行っている。映像の供

プロジェクタと組み合わせた高速 3 次元計測や、他のセンサ情報と

給とその幾何学的変換を分離して実行するアプローチにより、ホス

の融合による同物体検出・同定技術の開発に取り組んでいる。

ト PC に負荷をかけずに高速投影を実現できる。

高速視覚情報に基づくユーザインタフェース

ロボットビジョン技術の実応用

身の回りのあらゆる表面をディスプレイに変化させるプロジェ

産業応用やスポーツ応用など、現実の問題へのロボットビジョン

クション型の情報提示技術が、オフィス、家庭、生産現場などにお

技術の適用にチャレンジしている。特に、ワイヤハーネスやシート

ける作業・活動支援手段として注目されている。実環境中の物体や

状素材のような柔軟物体の計測・ハンドリングや、高速回転するゴ

ユーザの素早い動きに適応する遅延のない映像制御や、そのような

ルフボールのマーカー貼り付けに頼らない運動計測など、難易度の

動きに基づく動的なコンピュータ・ヒューマン・インタラクション

高い対象の自動認識、位置決め、追跡等のための技術開発に取り組

を実現するための研究開発を行っている。

んでいる。
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ロボティクスコース
ロボティクス専攻

金 森 研究 室
教 授

ナノシステム講座
情報ナノシステム学分野

金森 義明

http://db.tohoku.ac.jp/whois/detail/fbe3bc4c0f557bf49e4f1b3bd22d8c67.html

（a）
ナノ格子無反射構造（蛾の眼構造）
、
（b）構造色利用カラーフィルタ、

（d）光通信用スイッチングアドドロップフィルタ、

（c）疑似電磁誘起透明化光メタマテリアル

（e）光通信用反射率可変フィルタ

光操作技術の新展開：メタマテリアル・生物模倣ナノ光学素子と微小機械の融合
メタマテリアルは入射波長よりも小さなサブ波長構造を単位素子とした人工光学材料で、負の屈折率や巨大群屈折率など自然界に存在し
ない様々な光学応答を実現できることが知られ、これまでにない新たな光操作技術を可能とします。本研究室では、微細加工技術を駆使し
たメタマテリアルの製作技術、微小機械により変形して光学特性の変わる可変メタマテリアル、メタマテリアル応用デバイスの研究開発を
行っています。また、生物の持つ構造や機能を模倣し工学的に応用する生物模倣技術（バイオミメティクス）を応用した高効率なナノ光学
素子の開発とデバイス応用を行っています。また、超低損失なナノ・マイクロ光デバイスを実現するために、水素雰囲気アニールにおける
表面原子の自己拡散を利用したシリコン表面の新しいナノ加工・平滑化技術の開発を行っています。

「生物模倣ナノ光学素子〜構造色利用カラーフィルタ、
ナノ格子無反射構造（蛾の眼構造）
〜」

「メタマテリアル：電磁波の自在制御を目指して」
メタマテリアルは構造性人工光学材料であり、そのユニークな電

クジャクの鮮やかな羽根の色はナノ格子が発生する構造色によ

磁波モードは構造に依存するため、自然界に存在する物質が本来示

るものです。本構造を模倣したのが構造色利用カラーフィルタで、

さない革新的な光機能や目的に応じた電磁波制御を構造により可

多彩な発色を可能としました。蛾の眼にはナノ格子無反射構造が形

能とします。疑似電磁誘起透明化や Fano 共鳴を発現するメタマ

成されています。この構造を模倣し、シリコンの反射率を百分の一

テリアル、メタマテリアル吸収体、光電素子一体化メタマテリアル

に低減したり、発光ダイオードの光取り出し効率を 60% 程度向上

によるセンサ、機械式可変メタマテリアルを開発しました。

しました。ナノインプリントによる安価な製造技術も開発しました。

「微小機械による光の動的制御
〜可動フォトニック結晶・可動メタマテリアル〜」

「シリコン表面の新しいナノ加工・平滑化技術の開発」
ドライエッチングされたシリコンの加工面は荒れており、デバイ

フォトニック結晶は光波長程度の微細周期構造で、光を遮断・閉

スの特性劣化や光学損失の原因となります。高温水素雰囲気中に

じ込める機能を持ちます。マイクロアクチュエータでフォトニック

おけるシリコン表面原子の自己拡散による構造変形を超精密制御

結晶を高精度に位置制御することで、フォトニック結晶ナノ光共振

するナノ加工技術を開発しました。超低損失なナノ・マイクロ光

器の光結合効率を制御する波長選択フィルタや光遮断特性を制御す

デバイスや機械強度の優れたシリコン微小機械部品を実現します。

る反射率可変フィルタを開発しました。また、構造可変電磁誘起透

基板表面だけでなく立体構造への超平滑化処理が可能です。

明化メタマテリアルを製作し THz 波の透過率制御に成功しました。
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航空宇宙
Aerospace Engineering

航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

澤田・久谷・有木 研究室
教 授

澤田 恵介

助 教

久谷 雄一

助 教

航空システム講座
計算空気力学分野

有木 健人

www.cfd.mech.tohoku.ac.jp

非構造格子法を用いた翼列開閉型モーフィンク゛
翼周りの数値計算

流れの非等方性を加味したモテ゛
ル (Reynolds stress model) による30P30N 翼周りの数値計

(Q 値による渦の可視化 )

算 ( 圧力分布 )

航空機周り流れ場を取り扱う計算空気力学手法の研究
計算空気力学には、複雑な航空機形状を容易に取り扱う形状適合性、正確な空気力予測、そして設計現場で多用できる計算効率の高さが
求められる。これらの要請は形状適合性に優れる非構造格子法、二次精度有限体積法、様々な乱流モデル、LU-SGS 法に代表される陰的緩
和解法の開発によって高いレベルで実現されており、風洞試験のテストケースの大幅な削減や開発費の低減に貢献している。しかし、剥離
現象や層流 - 乱流遷移現象などについては、取り扱う形状が単純で且つ大規模な計算資源を必要とする高精度な数値計算手法を用いない限
り、数値計算による正確な現象の予測が得られていないのが現状である。そこで本研究室では、実用的な計算コストで利用できる層流 - 乱
流遷移モデルの構築や、より低コストで複雑形状周りの高精度な流体計算が行える非構造格子法の実用化を目指している。

運動エネルギー・エントロピー保存(KEEP)スキームの
非構造格子法への展開

非定常流れ場解析に適した陰解法の研究
定常流れ場の陰解法で多用されている LU-SGS 法を非定常流れ

高精度に乱流の数値計算を行うには、安定かつ非散逸な数値計算

場に適用すると、その強力な平滑効果のためにたとえ反復回数を十

手法が必須であり、近年、構造格子法に対しては「運動エネルギー・

分にとっても弱い波動の伝播は散逸してしまう。一方、ルンゲクッ

エントロピー保存 (KEEP) スキーム」が提案されている。しかし、

タ法に代表される陽解法は、安定性限界が厳しく計算効率が低い。

一般に複雑形状周りの流体計算を行うには非構造格子法が適して

非定常流れ場の計算に適した陰解法で、さらに大規模並列計算機に

おり、複雑形状周りの高精度な乱流計算の実現に向けて、KEEP

適した計算手法の研究を行っている。

スキームの非構造格子法への展開を目指している。

数理モデル（Directed Percolation）に基づいた層
流-乱流遷移モデルの構築

計算空気力学手法の応用研究例
開発された計算空気力学手法を工学・理学分野の様々な課題に適

層流と乱流では流れの性質が大きく異なるため、層流 - 乱流遷移

用することによって、新たな現象の予測・解明や計算手法の更なる

を数値計算によって正確に予測することは非常に重要である。しか

高度化を進めている。縦渦を発生させて境界層の剥離を抑制する

し、遷移現象については未解明な部分も多く、既存の遷移モデルに

ボルテックスジェネレーターの最適化、はやぶさに代表される大気

は経験則に基づくパラメータが多用されている。また流れの非等方

圏に突入するカプセルの極超音速流れ場解析とカプセルの熱防御、

性を考慮したモデルも少ない。そこで本研究では、数値モデルに基

宇宙物理の降着円盤流れ場の解析などがその例である。

づき、非等方な流れ場にも適用可能な遷移モデルの構築を目指す。
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航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

河合 研究 室
准教授

航空システム講座
計算空気力学分野

河合 宗司

http://www.cfd.mech.tohoku.ac.jp/kawai/index̲jpn.html

河合研究室における航空宇宙機に関わる圧縮性流体現象の高精度数値シミュレーション研究

航空宇宙機に関わる圧縮性流体現象の高精度数値シミュレーション研究
本研究室では、航空機やロケットを初めとする航空宇宙・機械工学分野に関わる流体力学（特に圧縮性流体力学）研究を基盤に、理論や高
精度数値シミュレーション、計算科学やデータ科学を駆使した予測科学の確立を目指して研究を進めています。研究テーマは、航空宇宙分
野に関わる圧縮性流体力学や計算物理学を中心に、乱流、多成分流体、化学反応流、超臨界流体、高精度な数値計算手法、乱流モデリング、
機械学習、不確かさの定量化などに関する幅広い研究テーマに取り組み、質と独創性で勝負できるアカデミックな研究を目指しています。
計算物理学と最先端のスーパコンピュータを駆使することで複雑な圧縮性流体現象の詳細に迫り、データ科学研究と連携させ、航空宇宙工
学の発展に貢献したいと考えています。

圧縮性流体現象の解明に向けて：高精度数値計算手法
の開発に基づく高忠実な数値シミュレーション

航空宇宙機空力設計のための実機スケール解析に向
けて：高レイノルズ数流れの乱流モデリング

航空機やロケット開発で重要となる圧縮性乱流現象の高忠実な数

航空機やロケット周りの流れは高レイノルズ数条件下の乱流状態

値シミュレーションを実現するには、未だ挑戦的な課題が数多く残っ

にあり、高レイノルズ数乱流現象の高精度な予測は、航空宇宙機開

ています。本研究室では、その根幹となる高精度数値計算手法の開

発を行う上での重要課題となっています。本研究室では、高忠実な

発に取り組むことで、これまで解析が難しかった航空宇宙工学分野

数値シミュレーションの航空宇宙分野への実用化に向けて、実機フ

に関わる衝撃波と乱流の相互干渉現象や乱流燃焼現象などの詳細

ライト・高レイノルズ数条件での高精度な流体現象や航空機空力性

を、高精度大規模数値解析から明らかにする研究を進めています。

能等の予測を可能とする、乱流モデリングの研究を進めています。

航空機フライトエンベロープ全領域の高精度空力予測
に向けて：次世代スパコンと階層型直交格子法

計算科学の新しい展開に向けて：機械学習を応用した
物理モデリングと不確かさの定量的評価

航空機空力設計において数値シミュレーションの適用範囲は巡航

複雑な流体現象の多くでは普遍的な物理法則が解明されておら

時に限られることが多いのが現状です。本研究室では、次世代の航

ず、物理モデルの構築が容易ではないのが現状です。本研究室では、

空機空力設計 CFD 技術の開発を目指し、次世代エクサスケールコン

計算物理学をデータ科学と連携させることで、機械学習を応用した

ピュータに適した飛躍的に高性能な階層型直交格子法を実現し、そ

物理モデリングの構築やその背景となる物理現象や物理法則の解

の上で、航空機フライトエンベロープ全領域を高精度に予測可能と

明、さらには高忠実な数値シミュレーションを用いた不確かさの定

する数値シミュレーション研究を進めています。

量化という計算科学の新しい展開を試みています。
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航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

岡部・大 矢 研究 室
教 授

岡部 朋永

助 教

大矢 豊大

航空システム講座
材料・構造スマートシステム学分野
http://www.plum.mech.tohoku.ac.jp/toppage.html

B777X 主翼の構造解析

初期損傷のマルチスケール解析

先進複合材料を対象とした数値シミュレーション
繊維強化プラスチックは従来の金属材料に比べ、軽量かつ高強度という優れた特性を有しています。このため、航空機や自動車等の輸送
機器の構造部材として用いれば、燃費改善や CO2 排出量の削減につながります。2012 年には、構造材料の大部分に繊維強化プラスチック

を用いた Boeing787 が就航するなど、応用分野は着実に広がってきています。しかしながら、繊維強化プラスチックは製造工程や材料構
造が複雑であり、解決するべき問題が多く存在しています。本研究室では数値シミュレーションを用いて、繊維強化プラスチックの特性解
明および性能向上のための研究を行なっています。具体的な取り組みとしては、FEM による損傷解析、分子シミュレーションによる樹脂
特性解析、炭素繊維強化プラスチック製主翼の最適構造設計等であり、扱うスケールおよび力学は多岐にわたります。

流体・構造・材料の連成解析による
炭素繊維強化プラスチック製主翼の最適構造設計

炭素繊維強化プラスチック積層板の
初期損傷におけるマルチスケールモデリング

近年、炭素繊維強化プラスチックを航空機構造部材へ適用する動

炭素繊維強化プラスチック積層板では、自由端層間で特異なひず

きが進んでいます。しかし、現在の設計ではその性能を生かしきれ

み場が生じ、初期き裂に繋がることが知られています。初期き裂が

ていません。そこで、不確定要素となる因子を流体・構造・材料の

生じる際の負荷ひずみは重要な設計基準の一つであるため、精度の

連成解析により明らかにし、それらを設計変数に組み込んだ遺伝的

よい初期損傷予測が必要とされています。そこで、巨視解析により

アルゴリズムによる多目的最適化を行うことで、より最適な構造設

ひずみ場を予測し、微視解析により損傷進展を予測するというマル

計を目指しています。

チスケール解析により、精度の良い初期損傷予測を目指しています。

計算機援用による架橋高分子の多目的材料設計

複合材料製航空機部材の計算機援用仮想試験へ向け
た数値解析手法開発

経験やトライアンドエラーに頼っていた材料開発のブレイクス
ルーとして、マテリアルインフォマティクスという新しい学問領

近年、複合材料製航空機部材における型式証明のコスト低減を目

域が注目をあびています。しかしながら、複雑な架橋構造を持つ

的として、型式証明試験の一部を数値解析で代替する計算機援用仮

高分子材料では、適用例は未だほとんど見当たりません。これに対

想試験が注目されています。そこで、本研究室では、複合材料製航

し我々は、分子動力学法と自己組織化マップを用いた新たな材料選

空機部材の製造・加工段階から運用段階までの、非常時も含めた様々

択手法を提案することで、分子レベルからの材料設計を目指してい

な状況下での損傷許容性、エネルギー吸収特性について、有限要素

ます。

法や粒子法を用いた高精度な評価手法の開発を目指しています。
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山本 研究 室
准教授

航空システム講座
材料・構造スマートシステム学分野

山本 剛

http://www.plum.mech.tohoku.ac.jp/yamamoto̲lab/

先進複合材料を対象とした実験・計算マイクロメカニクス
炭素繊維強化プラスチック（CFRP）を機体・車体部材に使用することで飛躍的な軽量化に成功した航空機や自動車の登場は、CO2 排出
削減に大きく貢献しています。一方で、CFRP に代表される繊維強化複合材料は力学特性の異なる材料から構成される不均質材料である
ことから、その力学的取扱いは極めて複雑です。したがって、低炭素社会の構築ならびに安心・安全な社会構築に貢献する信頼性の高い複
合材料を開発するためには、その損傷機構や変形挙動の解明に加えて、予測手法の確立を行い、設計・保守に役立てる必要があります。本
研究室は、CFRP や SiC/SiC 複合材料に代表される先端複合材料を対象として、実験と数値計算の両アプローチから機能発現機構や損層
挙動を解明・制御する研究を推進することで、現在の人類が有する知のフロンティアを押し広げることを目指しています。

炭素繊維の異方性弾性定数の測定
〜共振超音波スペクトロスコピー法と均質化法〜

炭素繊維間干渉ならびに繊維／
マトリクス樹脂との相互作用の解明

炭素繊維強化プラスチックなどの複合材料は、力学特性の異なる

炭素繊維強化複合材料のさらなる特性向上のために、炭素繊維間

素材からなる不均質材料であることから、変形挙動や損傷機構の評

干渉ならびに繊維とマトリクス樹脂との相互作用の解明に関する研

価には数値解析が用いられている。より精度の高い数値解析を行う

究を行っています。特に、マルチファイバーコンポジットを用いた

ためには、炭素繊維および母材樹脂の正確な物性値の取得が必要で

実験・解析の両アプローチに加えて、力学特性評価と分光測定とを

ある。本研究では、共振超音波スペクトロスコピー法および均質化

組み合わせることで、損傷進展過程における繊維間干渉ならびに応

法を用いて異方性を有する炭素繊維の弾性定数の推定を行っている。

力伝達の支配因子となるマトリクス物性の解明を目指しています。

炭素繊維強化プラスチックのマイクロメカニクス解析に
よる引張強度シミュレーション

脆性薄膜の破壊特性評価
〜高分子フィルムに形成したDLC薄膜の破壊特性評価〜

短い炭素繊維を熱可塑性樹脂にランダムに分散させた CFRP が

高分子フィルムに脆性薄膜を蒸着した複合フィルムは電子デバイ

注目されております。信頼性の高い CFRP を開発するためには、

スやガスバリア材として利用されている。これらの複合フィルムは、

損傷機構や変形挙動の解明に加えて、予測手法の確立を行い、設計・

構成要素の破断ひずみや熱膨張係数の違いに起因して、薄膜の割れ

保守に役立てる必要があります。本研究室では、マイクロメカニク

や界面での剥離が生じ、機能性低下の原因となっている。本研究で

ス解析により繊維と樹脂の物性から複合材料の物性を予測し、有限

は、実験と計算の両アプローチから脆性薄膜に生じるき裂発生機構

要素解析に反映することで強度予測手法の開発を目指しています。

の解明と高い耐久性を有する脆性薄膜の材料開発まで行っている。
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浅井 圭介

助 教

齋藤 勇士

航空システム講座
実験空気力学分野
http://www.aero.mech.tohoku.ac.jp/

当研究室が研究開発に取り組むユニークな実験技術のいろいろ（当研究室は野々村研究室と共同運営しています）

新たな”飛行”の可能性を求めて −実験空気力学の挑戦−
ライト兄弟の初飛行から百十数年が経ち、航空機の新たな進化が期待されています。当研究室では、地球にやさしいエコ航空機から惑星
探査のための飛行機まで、さまざまな用途の航空機を実現するための研究に取り組んでいます。特に実験空気力学（EFD）からのアプロー
チを重視し、「風洞実験」という手段を通じて飛行に係わる流体現象を明らかにし、空力設計の高度化をはかることを目指しています。その
ため、実気流を模擬する風洞技術（火星風洞）、分子を用いた流れ場のイメージング（PSP/TSP、GLOF）、多自由度ロボットや磁力支持天
秤（MSBS) を用いた動的風洞実験など、世界的にもユニークな実験技術の研究を行っています。革新的なモノづくりには、現実を知ること
と豊かな想像力が必要とされます。実験的研究を通じて、そのような感性を磨くことも当研究室の任務の１つです。

“流れを創る”
−昆虫の飛行から惑星大気飛行まで−
航空機や宇宙往還機の開発には、縮尺模型による風洞実験と相似

“流れを感じる”
−先進的な流れの診断技術の開発−
これまでセンサーと言えば電子式のものが主でした。このよう

則の研究が欠かせません。本研究室では、昆虫が飛行する速度から、

なセンサーでは離散点の計測しか行えず、航空機のまわりの複雑な

帰還カプセルが大気再突入する速度まで、さまざまな速度域におけ

流れ場の解明は困難です。本研究室では、新しい概念の技術とし

る風洞実験を行っています。また火星飛行機を実現するため、世界

て “ 感圧・感温塗料（PSP/TSP）” や “ 蛍光油膜（GLOF）” など、

で唯一の “ 火星大気風洞（Mars Wind Tunnel）” を開発し、低密度・

機能性分子を用いた流体イメージング技術の研究を行っています。

高速度における翼の空力性能を調べてます。

特に現在は、時間で変動する流れの計測に力を注いでいます。

“流れを操る”
−流れを制御する新規デバイスの研究−

“実飛行への挑戦”
−フライトテストで知る現実の世界−

航空機の設計と運用において最も重要なファクターは安全です。

当研究室では、リーディング大学院プログラムの一環として「航空

我々は飛行試験では行えない危険な状況を風洞実験で再現しよう

安全フロンティア」という教育研修に取り組んでいます。JAXA が

と考えています。このような研究を支えている最新の技術が超高

所有する実験用航空機に学生が乗り込んで、飛行中の主翼の構造変

速パラレルロボット（HEXA）と磁力支持天秤装置（MSBS）です。

形を測定する実験に参加しました。フライトテストにはすべての現

これらの装置を使って動的空気力の測定や流れ場の可視化、運動を

実が凝縮されていると言えます。フライトテストを通じて大学が航

制御するさまざまなデバイスの研究開発を行っています。

空機開発に貢献する、そのような体制を整備したいと考えています。
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野々村 研究 室
航空システム講座
実験空気力学分野

野々村 拓

http://www.aero.mech.tohoku.ac.jp/

空気力学問題の先進計測とそれに基づく流体最適制御
本研究室では、新世代の航空機の開発のための新しい空気力学・流体制御技術の理解を深める研究を行っています。まずは実験空気力学
（EFD) を道具とし、粒子イメージ流速測定法、感圧塗料などの先進的な計測技術を利用して流体場の詳細な情報の取得を狙います。次に、
ここで得られた詳細な情報をベースに流体現象を簡単に表現できるモデルを構築し、得られたモデルをベースに流体場の最適制御を行うこ
とを目指しています。流体制御には、近年注目されている誘電体バリア放電を用いたプラズマにより流れを制御するプラズマアクチュエー
タを活用します。現実の流れを扱う空気力学実験をベースにして、流れを「先進計測」
・
「モデル化」
・
「制御」する世界トップクラスの研究を
行います。本研究室は浅井研究室と一体運営しています。

先進計測を利用した流体場の低次元化と観測器の構築
空気力学の最適制御制御を行うためには、時々刻々の流れ場の状

プラズマアクチュエータを用いた次世代流体制御
誘電体バリア放電を用いたプラズマアクチュエータはその簡単な

態観測が必要になります。一般に空気力学で取り扱う流れ場は非常

機構と応答性の速さなどから注目が集まっています。本研究室では、

に複雑で数値流体力学などを用いると数千万ー数億の格子点が必要

プラズマアクチュエータを用いて剥離制御を中心に流体制御による

な莫大な計算コストが必要とされます。本研究では流体場を数十程

流体機器の性能向上とその物理メカニズムの理解を狙います。風車

度の少ない量で表現する低次元化を行い、時々刻々の状態観測を実

や翼型まわりの流れを対象としており、大幅な流体機器の性能向上

現します。

を目指します。

超音速噴流とそこから発生する空力音響波の先進計測

低レイノルズ数、高マッハ数の球まわり流れの計測・解析

超音速旅客機やロケットのエンジンから排気される超音速

ロケットエンジンか排気される超音速ジェットには、ミクロンサ

ジェットから発生する音響波は、非常に大きな騒音となり、環境の

イズのアルミナ粒子が入っており、超音速の固体と気体が混じり合

観点や、機器が振動で壊れないようにするためにその予測と軽減が

う固気混相流となります。このような流れ場を解析・理解するには

重要となります。本研究では、超音速ジェットの流体場と音響場を

粒子に働く力を理解することが必要ですが粒子が体験する高マッハ

先進計測で可視化し、音響波の発生メカニズムを明らかにします。

数・低レイノルズ数の流れ場はあまりわかっていません。本研究室

今後主流になるクラスタ化した超音速ジェットの流れなどを扱い

では、実験と数値解析によりこのような流れの理解を進めます。

ます。
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助 教
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宇宙システム講座
推進工学分野
http://www.rhd.mech.tohoku.ac.jp/

多段プラズマアクチュエータによる電気流体力の生成

円錐底面形状周りの弧状衝撃波不安定性（密度分布）

高温気体力学の物理と応用
極超音速流と呼ばれる高速な流れはしばしば熱化学的に非平衡な高温気体を伴うため、高速気流を利用する推進技術や流れ制御技術には
非平衡高温気体の理解が不可欠である。また、一般に高速気流は局所的に短時間の集中したエネルギー付与、あるいは解放によって形成さ
れ、かつ多くの場合は電磁相互作用が活発となるため、数値シミュレーションによる研究が重要となってくる。当研究室では、様々な高温
気体の数値モデルを構築し、数値シミュレーションから得られる知見によって新たな航空宇宙推進技術、流れ制御技術を提案している。ま
た、電磁相互作用を伴う流れ場は多自由度の複雑な系となるため、そのような系が生み出す高エネルギー密度現象自体を研究対象とし、そ
の特性を生かした応用技術を模索している。

プラズマによる流れ場の制御

極超音速飛行体周りの高温衝撃層の予測

プラズマを利用した流れ場制御技術として、誘電体バリア放電を

大気圏に再突入する宇宙機や、スクラムジェットエンジンを搭載

用いたプラズマアクチュエータによる流れ場の制御について数値

した極超音速飛行体では、機体周りに形成される衝撃層が高温とな

的および実験的研究を行っている。電極配置や入力電圧波形に応

り、いわゆる熱化学非平衡状態となる。当研究室では、機体表面に

じた放電特性を数値計算で予測し、その知見をもとに、誘電体を薄

おける正確な空力加熱予測を目指し、実験との比較を通した熱化学

くし、多段に並べることで低電圧動作可能なことを実証した。電極

非平衡モデルの精緻化を試みている。また、やはり空力加熱増加の

を物体表面へ微細加工することで、より柔軟な流れ制御を目指して

要因となる、境界層の乱流遷移過程についても調査している。

いる。

超音速流れ場の基礎的物理解明

輻射流体力学の解析手法の開発と応用

当研究室では、超音速流に関連した様々な現象における基礎的物

高温気体やプラズマを伴う流れ場においては、原子・分子の状態

理の解明に取り組んでおり、重力崩壊型超新星爆発や鈍頭物体周り

遷移過程に伴う輻射の放出・吸収や、高温流体中の輻射輸送過程が

における衝撃波の不安定性、大気圏突入機体における表面触媒性再

流れ場を左右する、いわゆる輻射流体力学的挙動を示す。このよう

結合反応、超高圧状態を伴う固体中の衝撃波伝搬等に関して、三次

な流れ場の精緻な解析のために、現実的なモデルを取り入れた新し

元流体計算や分子動力学計算の先進的な数値計算手法を取り入れ

い解析手法を開発している。また、開発した手法を用いて、プラズ

ることで、これまで解析の難しかった問題に挑戦している。

マを利用した短波長光源等の応用技術についての研究も行ってい
る。
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准教授
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高橋 聖幸

http://www.rhd.mech.tohoku.ac.jp/

マイクロ波放電における電離構造

超音速翼周りのシュリーレン写真

電離高速流を用いた航空宇宙技術の創成
宇宙へのアクセスを容易にする、宇宙ミッションや地球上での飛行を高速化する。それらを達成する為、当研究室では電離高速流を用い
た新たな航空宇宙技術の創成を目指している。空気や気体燃料にエネルギーを付与して電離させ、電離気体の磁場や電場に応答するという
性質を利用して高速流を作り出す事で、従来では考えられなかったロケット打ち上げ技術、宇宙推進技術、超音速飛行技術の構築が可能と
なる。電離流体場を記述する支配方程式を数値的に解く事でその特異な振る舞いを予測し、航空宇宙デバイスに対する応用可能性を調査し
て技術提案を行う。そして実際に実験系を構築して実証実験を実施し、提案技術の確立を目指す。

マイクロ波ロケットによる打ち上げ

無電極進行磁場推進

地球と宇宙を結ぶロケットを燃料を搭載せずに打ち上げる。夢

深宇宙探査等の長期宇宙ミッションを達成する為には、長寿命な

のような宇宙輸送システムがマイクロ波ロケットによって実現さ

新型プラズマスラスターの開発が必要不可欠である。当研究室で

れる。当研究室ではマイクロ波ロケットノズル内部で生じる放電

は、進行磁場による荷電粒子加速を利用した新しい無電極プラズマ

及び衝撃波伝搬現象を数値シミュレーションによって再現し、その

スラスターに注目し、スラスタ内部での荷電粒子挙動を数値シミュ

推力獲得原理や推力特性を調査している。更に獲得推力改善を目

レーションを用いて調査している。また磁化プラズマ不安定性を

指し、外部磁場印加型や管内加速型マイクロ波ロケットを提案して

利用した推力増強技術の研究も行なっている。

いる。

磁気セイルによる宇宙航行システム

繰り返しレーザーパルスによる超音速流制御

宇宙ミッションを迅速化する為には、高比推力及び高推力の推進

超音速旅客機を実現する為には、超音速翼の空力性能を改善する

システム構築が必要となる。磁場による帆で太陽風を捉えて燃料

必要がある。当研究室では、繰り返しパルスレーザーを使用した革

消費を抑えつつ推力を獲得する磁気セイルシステムは、高比推力及

新的超音速飛行デバイスを開発している。圧縮性流体シミュレー

び高推力の両者を達成し得る。当研究室では、磁気セイルの更なる

ションによりレーザー誘起衝撃波と翼周りの超音速流体場との相

高推力化を目指して多数のセイルによる編隊飛行を提唱し、数値シ

互作用を調査し、空力性能が改善可能かを調査している。更に実証

ミュレーションを用いてその有用性を検証している。

実験を実施し、空力性能改善技術の確立を目指している。
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航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

吉田・坂本・藤田 研究室
教 授

吉田 和哉

特任准教授

坂本 祐二

特任助教

藤田 伸哉

宇宙システム講座
宇宙探査工学分野
http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/

月面探査ローバー「Moonraker-PFM」

50kg 級小型地球観測衛星「雷神 2」

宇宙ロボット・惑星探査ロボット・小型衛星の研究開発
本研究室では、軌道上の宇宙ロボットや月・惑星を移動探査するロボットのダイナミクスと制御の研究を行っています。宇宙環境で動作
するロボットの力学を解明し、新しい機構や制御法を開発しています。「おりひめ・ひこぼし」
「はやぶさ」
「はやぶさ 2」など、宇宙航空研究
開発機構を中心に進められているわが国の宇宙開発ミッションにも深く関わっています。また、大学主導型の小型衛星の開発にも取り組み、
多くの実績・成果を挙げています。さらに現在、これまで培ってきた宇宙開発の技術を生かし、民間初の月探査ローバーの研究開発を進め
ています。

民間による初の月面探査ローバーの開発を
進めています!

私たちが開発した小型科学観測衛星「雷神2」が、
地球周回軌道を飛んでいます!

本研究室は、わが国が誇る小惑星探査機「はやぶさ」と、その後継

国家プロジェクトとして推進されるこれまでの大型衛星開発に対

機「はやぶさ 2」の開発に貢献してきました。また、これまで培って

して、小型衛星は大学中心のプロジェクトとして低コスト・短期間

きた知識と経験、技術を踏襲し、次代の月惑星探査ミッションとし

で開発可能という利点があり、先進的なミッションを行うことがで

て、民間による初の月面探査プロジェクト GLXP に日本で唯一参

きます。 本研究室では、これまで50kg 級衛星「雷神」
「雷神2」
「ディ

加しています。数年以内に月面に降り立ち探査を行うことを目指

ワタ 1」、および 3kg 級衛星「雷鼓」を開発し、軌道上実証するなど

して、移動探査ロボットのフライトモデルの開発を進めています。

の成果を挙げてきました。さらに次の衛星へと挑戦を続けています。

宇宙ゴミの除去に向けた軌道上サービスロボット
技術の研究開発に取り組んでいます!

月・惑星・小天体上での未踏峰探査を実現する
移動探査技術を研究しています!

宇宙環境保全を目的として、地球周回軌道上に散在する宇宙ゴミ

月や火星など、軟弱な不整地を走行する車輪型の移動探査ロボッ

の捕獲・回収を担う軌道上サービスロボットの力学と制御を研究し

トの走行力学と運動制御を研究しています。地盤との複雑な相互

ています。特に、安全かつ確実な作業達成に向けて、回転浮遊する

力学、および先進的なセンシング技術を基盤とし、未知不整地に適

宇宙ゴミに対する接触を介した相対運動制御に取り組んでいます。

応したシステム開発を目指しています。また、微小重力な小天体上

本研究室では、空気浮上システムを用いた模擬微小重力実験と動力

や、月・惑星上の丘陵地、崖、縦孔内などの未踏峰領域へのアクセ

学解析を通じて、実践的な研究開発を進めています。

スを実現する革新的移動技術の研究開発にも取り組んでいます。
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航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

桒 原 研究 室
准教授

宇宙システム講座
宇宙探査工学分野

桒原 聡文

http://www.astro.mech.tohoku.ac.jp/
http://web.tohoku.ac.jp/astro/sat/index.html

超小型人工衛星開発評価環境
超小型衛星「DIWATA-1」の
国際宇宙ステーションからの放出の様子

超小型人工衛星のシステム及び先端要素技術の研究開発
本研究室では超小型人工衛星のダイナミクスと制御、及び超小型宇宙システムの将来利用ための先端要素技術の研究を行っています。超
小型人工衛星を用いた全球規模での環境計測・地球観測に必要となる衛星の軌道決定技術、姿勢決定・制御技術の研究開発を行っています。
本研究室は吉田・坂本・藤田研究室と共同で、これまでに「RISING-2」
「DIWATA-1」
「RISESAT」
「MicroDragon」
「ALE-1」などの 50kg
級超小型人工衛星の研究開発と運用において多くの実績を挙げています。また、近年では宇宙航空研究開発機構が実施する「革新的衛星技
術実証プログラム」において次期超小型衛星技術の宇宙実証を目指し、超小型人工衛星を用いた高空間分解能スペクトル撮像技術の構築と、
農林水産業と防災・減災への応用に関して研究開発を進めています。

超小型人工衛星技術の宇宙実証を行っています！
本 研 究 室 は、吉 田・坂 本・藤 田 研 究 室 と 共 同 で、こ れ ま で に
「RISING-2」
「DIWATA-1」など複数の 50kg 級超小型人工衛星の
研究開発と運用を通し、多くの先端技術の宇宙実証の実績を挙げて
います。これらの衛星の運用は独自の管制局を用いており、研究室
のメンバで協力して実施しています。今後も最先端の技術実証を
継続的に実施していきます。

総合的なシミュレーション技術で超小型人工衛星の
ダイナミクスを解明します！
人工衛星のダイナミクスと制御の研究のために、地上での開発評
価環境の構築を進めています。ハードウェア・イン・ザ・ループ・
シミュレーション環境で搭載電算装置の姿勢制御性能やロバスト
性の評価を実施すると共に、3 軸の回転自由度を有する空気浮上式
ボールベアリングを用いたモーションテーブルに衛星機器を搭載
し、実際のダイナミクスを解析します。

超小型宇宙システムの実利用化のための
先端要素技術の研究開発
産学連携の共同研究として先端要素技術の研究開発に多数取り
組んでいます。高精度姿勢決定センサ、膜展開式軌道離脱装置、高
速光送受信装置、小型可搬式光地上局などが挙げられ、国際宇宙ス
テーションや協力機関の人工衛星等で宇宙実証を行っています。
また、国外の機関との協力体制による超小型人工衛星技術の研究開
発、及び人材育成活動にも取り組んでいます。
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超小型人工衛星が切り拓く明るい未来の社会
超小型人工衛星は短期・低コスト開発が可能であり、極めて広い
分野への適用可能性を秘めています。特に軌道上に複数の衛星を
群的に配置することで高頻度観測・通信を実現できます。大型宇宙
システムとの協調運用により、将来の人類の生活水準の向上に大い
に貢献できる重要な技術です。社会に役立つ超小型人工衛星技術
を構築すること、それが本研究室の目標です。

航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

槙 原 研究室
教 授

槙原 幹十朗

宇宙システム講座
宇宙構造物工学分野
http://www.ssl.mech.tohoku.ac.jp/www-j/index-j.htm

宇宙ステーションの一部を模擬したトラス構造物実験（スマート部材組込み）
左上：宇宙構造の振動制御、右上：スペースデブリ解析、下：JAXA のデブリ実験装置

宇宙構造物の振動・音響・衝撃制御、およびその高度実現化に関する研究
宇宙ステーション・月面基地・人工衛星などを含む宇宙構造物を対象にした振動制御・音響透過低減・衝撃制御に取り組んでいます。宇
宙空間では、豊富な電力供給を望むことが出来ません。その為に宇宙空間では、自家発電を行いながら振動を効果的に抑制するセルフパワー
ド（自家発電）型振動抑制装置は欠かせません。振動制御の駆動に必要なエネルギーを自分で発生させます。自家発電の余剰電力は他の機
器の駆動に用いる事も可能です。当研究室では、次世代宇宙ステーションの構成部材であるトラス構造物に着目しています。研究実験室に
トラス構造物を設置し、実証実験を行っています。（研究例：セルフパワード型振動制御装置の研究開発、大型トラス構造物を用いた実証実
験、ロケット打ち上げ時の人工衛星の衝撃緩和、ロケットフェアリングの音響透過低減機構）

スマート構造を用いたエネルギー回収機構

スペースデブリの宇宙構造物への衝突対策

月面では夜が 14 日も続くので、電力を太陽発電だけに依存でき

宇宙構造では、スペースデブリや隕石との衝突は大きな課題で

ません。恒常的にエネルギが不足する宇宙空間では、振動源から

す。JAXA や青山学院大学などと協力しながら高速衝突対処方法

エネルギーを回収することは急務の課題です。宇宙利用に限らず、

の確立を目指しています。デブリ除去手法として導電性テザーシ

航空機、自動車をはじめ、供給電線を付けられない移動体全般に使

ステムが考案されており、除去システムの構造構成の研究も行って

える技術を目指しています。（研究例：スマート構造を用いたエネ

います。（研究例： 宇宙ステーションのスペースデブリ衝突防護、

ルギーハーベスティング、自律系デジタルエネルギー回収装置の

電磁誘導テザーのダイナミクス解析とデブリ衝突解析）

開発）

流体・構造・制御の異分野融合による可変翼モデリング

航空宇宙構造物のダイナミクス解析

次世代航空機は、低燃費化、収納スペースの節約、低速から高速

航空宇宙構造物では、既存の枠組みにとらわれない革新的な構造

までの多様なミッション遂行力のために、飛行中に変形する可変翼

解析法が必要とされます。例えば、ロケットは短時間に大きく質量

（モーフィング翼）が期待されています。可変翼の中でも折り畳み

を変化させるので、劇的な質量変化を考慮する数値計算手法が必要

展開タイプは大きな変形が可能であり、航空機の劇的な性能向上を

になります。将来に渡る宇宙開発を見通して先駆的な研究を行っ

可能とします。流体、構造、制御の三者を適切に融合し、制御系設

ています。（研究例：質量が変化するロケットの姿勢挙動解析、ブ

計をも考慮した可変翼の流体構造連成モデリングを確立します。

ラックホール観測用の大型展開アンテナの高精度形状制御）
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航空宇宙コース
情報科学研究科

情報基礎科学専攻

山本（悟）
・宮澤 研究室
情報応用数理講座
計算数理科学分野

教 授

山本 悟

助 教

宮澤 弘法

http://www.caero.mech.tohoku.ac.jp/

マルチフィジックス CFD の対象となる熱対流を

マルチフィジックス CFD に基づき開発している

伴う様々な複雑現象

数値タービンと SFS の研究展開

高性能で高信頼なものづくりに寄与するマルチフィジックスCFD
計算数理科学分野では高性能で高信頼なものづくりのための大規模シミュレーション技術を研究しています。特に、エネルギー・環境分
野の問題解決に貢献するため、火力発電に使われるガスタービンや蒸気タービンの熱流動を大規模数値計算することができる「数値タービ
ン」
、そして環境負荷が少ない超臨界流体を用いた次世代発電機器や新素材用ナノ粒子の生成機器などの複雑な熱流動を数値計算すること
ができる「超臨界流体シミュレータ（SFS）」などを主に研究開発しています。これらは従来の数値流体力学（CFD）という研究分野からさら
に発展したマルチフィジックス CFD という新たな領域の研究です。流体力学・熱力学のみならず、材料科学や化学工学などの知見が生か
される学際的な研究です。

数値タービンのスーパーコンピューティング
総発電量の 90% を火力で賄っている日本では、今後ガスタービ

超臨界流体シミュレータ
（SFS）の開発
様々な複雑物理を伴う熱流動を数値計算することができるマル

ンと蒸気タービンを併用した天然ガスによるコンバインドサイク

チフィジックス CFD 技術を古澤准教授とともに開発しています。

ル発電が電力需要を支えることになります。数値タービンはター

SFS は、水、二酸化炭素、窒素、水素、メタンなど様々な物質の、気体・

ビンをまるごとスーパーコンピュータで大規模数値計算するため

液体・超臨界流体の状態にある低速から超音速までの熱流動を大規

に開発した世界最先端技術です。企業との共同研究により高性能

模数値計算することができる独自の数値解析技術です。主に、超臨

でかつ高信頼な次世代タービンを開発して電力の安定供給に寄与

界水や超臨界二酸化炭素の熱流動解析に応用しています。

します。

航空機エンジン湿り空気流れの大規模シミュレーション

数値タービンに基づくタービンのデジタルツイン化

航空機エンジンに流入する湿りを伴う空気がエンジンの性能に

Industry 4.0 に基づき、モノづくりの設計から製造、運用までを

どのような影響を与えるのか、また航空機エンジンと同じ構造であ

すべて自動化する研究が急速に進んでいます。そのコアにある技

る産業用ガスタービンに液滴を噴霧した場合にどのような効果が

術がデジタルツインです。実現象をそのままコンピュータ上にコ

あるのかを解明するために、圧縮機翼列全周を通る湿り空気流れを

ピーする、すなわちデジタルの双子を創成します。数値タービンに

数値タービンとスーパーコンピュータを用いて大規模数値解析す

基づき、スーパーコンピュータ上に実機タービンや圧縮機のデジタ

る研究を開始しました。

ルツインを創成する研究を開始しました。
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航空宇宙コース
情報科学研究科

情報基礎科学専攻

古澤 研究 室
准教授

古澤 卓

情報応用数理講座
計算数理科学分野
http://www.caero.mech.tohoku.ac.jp

数値流体力学（CFD）
と異分野融合による特異条件下の流動現象解明
本研究室では数値流体力学（CFD）と異分野を融合させることで様々な条件下における熱流動現象の解明を目指しています。山本研究室
と共同で開発している「超臨界流体シミュレータ」と「数値タービン」をベースとして、化学反応モデル、微粒子生成モデル、非平衡凝縮モデ
ルなどを組み合わせることで熱交換器、冷却管、化学反応器、圧縮機、ガスタービン、蒸気タービンにおける複雑な熱流動と物理現象を明ら
かにしています。また、高圧条件下における物理現象を再現するために数理モデルの再構築を行い、これまでよりも正確な数値シミュレー
ションを達成しています。次世代高効率発電サイクルやグリーンケミストリー実現によるサステナブルな社会への貢献を目標として数値
シミュレーションの高度化および異分野との連携を行っています。

航空宇宙機エンジン用冷却管路内のマルチフィジック
ス流動

次世代高効率発電サイクルに向けた超臨界流動の解明
高効率な次世代発電技術として超臨界二酸化炭素を作動流体と

航空宇宙機用として炭化水素燃料を用いた再生冷却エンジンの

して用いたサイクルが提案されています。これらは高圧条件下で

研究が近年進められています。このエンジンの冷却管路中では炭

作動するために数値シミュレーション技術が欠かせません。実在

化水素が液体から超臨界になり、さらに高温になることで化学反応

気体モデルおよび非平衡凝縮モデルを導入することで臨界点近傍

が起こることが知られています。それらのすべての現象をシミュ

で作動する遠心圧縮機内部の超臨界二酸化炭素流動の解明を行っ

レーションできる手法の確立を進めています。

ています。

化学工学との融合による流路設計の高度化

超臨界条件下における数理モデルの構築と実用化

急速膨張法や連続水熱合成法などの化学反応器では超臨界から

超臨界流体流動や化学反応、微粒子生成、非平衡凝縮などの物理

気体、液体に急激に変化させることで製薬や機能性材料用の微粒子

現象の解明には正確な数理モデルの構築が欠かせません。特に臨

を生成させます。反応器内部流動が粒子生成に大きく影響するた

界点近傍などの高圧条件下の熱物性値は理想気体とは大きく異な

めに流路設計が重要となります。数値シミュレーション手法によっ

ることが知られています。様々な物理現象をより正確に再現する

てこれらの設計の高度化をしています。

ために、実在気体の影響を考慮することで数理モデルの再構築を
行っています。
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航空宇宙コース
情報科学研究科

情報基礎科学専攻

小 林・佐 藤 研究 室
教 授

ソフトウェア科学講座
アーキテクチャ学分野

小林 広明

助 教

佐藤 雅之

https://www.cal.is.tohoku.ac.jp/

従来型・量子アニーリング・AI/ML ハイブリット計算環境

リアルタイム津波浸水予測・避難経路案内システム

次世代コンピューティングシステムとその性能を引き出すアプリケーションの研究開発
小林・佐藤研究室では、高性能・低消費電力・高信頼な次世代コンピューティングシステムのためのハードウェア基本要素技術の確立と、
その卓越した処理能力を最大限に引き出せる革新的なアプリケーションの設計・開発を中心に研究を進めています。さらには、量子コン
ピューティングや AI（人工知能）などの新しい情報処理技術と従来型コンピューティングとの融合などポストムーア型コンピュータアーキ
テクチャの研究にも取り組んでいます。加えて、これらの新たなアーキテクチャ能力を最大限に活用したアプリケーションの研究開発やそ
の社会実装、および性能を最大限に引き出すためのコード最適化技術に関する研究も行っています。これらの研究の一部は、高性能計算論・
滝沢研究室 / 江川研究室との共同研究として実施しています。

量子アニーリングアシスト型コンピューティングシステム

機械学習による高性能計算の高度化

従来型計算では解くことが困難な組み合わせ問題等を効率的に

コンピュータ自身が学習してデータ解析を可能とする機械学習

解くことができる量子アニーリングが注目されています。この利

が注目されています。そこで、シミュレーション結果と現実の比較

点を活かして従来型計算と組み合わせる「量子アニーリングアシス

からデータの意味を見いだし、現実世界へ活用するシステムの実現

ト型次世代スーパーコンピューティングアーキテクチャ」の研究開

を目指しています。その応用例として、実運用の発電タービンと

発を推進しています。その応用例としてリアルタイム津波浸水被

タービンシミュレータを連携させ、最適メンテナンス・障害回避を

害予測・最適避難経路提示システムの開発と社会実装に取り組んで

可能とするデジタルツインの研究開発と社会実装に取り組んでい

います。

ます。

プロセッサの性能を最大限に引き出すコード最適化・
チューニング

高性能・低消費電力なコンピュータアーキテクチャ

コンピュータの応用範囲が広がるにつれ、計算処理を担うプロ
セッサのアーキテクチャは多様化しています。各アーキテクチャ
に合わせて性能を最大化するためには、実行するコードの最適化や
適切なパラメータ設定が必要になります。本研究では、最新アーキ
テクチャの評価・分析結果に基づき、性能特性を踏まえたコード最
適化や自動パラメータチューニング技術の開発を行っています。
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コンピュータではプロセッサとメモリが協調し、大規模データを高
い効率で処理することが求められています。一方で、データ供給の
要であるメモリの性能向上が頭打ちになり、プロセッサの性能を活
用しきれないメモリウォール問題が顕在化しています。本研究では、
電力あたりの性能を最大限にするために、ベクトル処理技術や階層
型メモリシステム向け再構成技術の研究に取り組んでいます。

航空宇宙コース
情報科学研究科

情報基礎科学専攻

滝 沢 研究 室
教 授

高性能計算論講座

滝沢 寛之

http://www.sc.cc.tohoku.ac.jp

プログラ の
ータ ース化

システム非依存
-

性能チューニング可能なアプリコード
自動チューニング

HPCリファクタリング
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システム依存
-

コード変換

各システムに特有の最適化手法
各システムに最適化された実装・アルゴリズム

CPR

1

2

3

1

CPR 有

1

2

3

3

2

3

存 た
4

5

システムB用プログラム

存

存

ライブラリ・ツール

ス

計算システム多様化・複雑化時代のプログラミング環境の創生

ー

システムの状態を定期的に保存するチェックポイント・リスタート技術

大規模化・複雑化するコンピュータを効果的に利用する技術の確立を目指して
本研究室は、東北大学サイバーサイエンスセンターで実運用されているスーパーコンピュータとその課題を意識しながら、最先端科学技
術のさらなる進展や革新的「ものづくり」のために真に貢献できる次世代のスーパーコンピューティング技術の創出を目指しています。特
に、スーパーコンピュータの大規模化（超並列化）と複雑化が今後さらに進むことは避けられないことから、その性能を効果的に使いこなす
ためのシステムソフトウェアやプログラミング技術に関する課題を中心に研究を進めています。最近では、プログラマによる作業の一部を
自動化したり、機械学習で置き換えたりすることに挑戦しています。 また、江川研究室やアーキテクチャ学分野小林・佐藤研究室と密に連
携しながら、次世代超高性能スーパーコンピュータの実現に必要不可欠な要素技術の研究開発を共同で多角的に進めています。

システム構成にあわせてパラメータを
自動チューニングするかしこいソフトウェア

機械学習技術によるソフトウェア開発支援の
可能性を探る

特長の異なる異種複数のプロセッサを搭載するシステムでは、搭

機械学習技術は近年急速に発展しています。ソフトウェア開発

載されているプロセッサの種類・性能・数を考慮し、それらへの処理

に求められるプログラミング、性能解析、デバッグ等の作業は高度

の割当てもプログラマが明示的に指示しなければ高い演算性能を達

に知的であり、そのすべてを機械学習モデルに任せるのは難しいか

成できません。そのようなシステム構成への性能依存性を軽減する

もしれませんが、従来では人間が行ってきた作業の一部を機械学習

ために、システム構成に合せて様々なパラメータを自動調整するソ

技術で代替できる可能性は十分あります。このため、ソフトウェア

フトウェア自動チューニング技術を研究開発しています。

開発における機械学習技術の効果的利用法を研究しています。

電力当たりの性能を高めるためのハードウェアと
ソフトウェアの協調設計

一部が壊れてもシステム全体としては
動き続けるための耐故障性向上技術

汎用のプロセッサはどんなプログラムでも実行できるように設計

現在のいわゆるスパコンは膨大な数の部品で構成されているた

されているため、用途が限られたシステムでは無駄が多いハードウェ

め、一つ一つの部品の故障確率が低くでも、システム全体としてみ

ア構成となる恐れがあります。このため、用途を限定することで無

ればかなりの頻度で様々な故障が発生します。どこかが故障する

駄を省き、同じ性能を達成するために必要な電力を大幅に削減でき

たびに最初からやり直していては、それまでに実行した処理が無駄

る可能性があります。そのようにハードウェアとソフトウェアを協

になってしまいます。このため、システムの一部が故障しても全体

調設計することで、電力当たりの性能を高める研究をしています。

としては動き続けるための技術を研究開発しています。
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航空宇宙コース
情報科学研究科

情報基礎科学専攻

江 川 研究 室
准教授

高性能計算論講座

江川 隆輔

www.sc.cc.tohoku.ac.jp

HPCリファクタリング
三次元積層技術を用いたベクトルプロセッサ設計

マイクロプロセッサの高性能化、低消費電力化への挑戦
江川研究室では、滝沢研究室、アーキテクチャ学小林・佐藤研究室と共に、将来の計算科学分野の進展を支える高性能計算システムに関
する研究に、特にアーキテクチャ、ハードウェア設計の観点から取り組んでいます。将来の高性能計算システムは、高い演算性能はもちろ
ん、極めて高いエネルギ効率が求められていることから、大幅な消費電力の削減が求められています。そこで、我々は半導体加工技術の微
細化の限界を見据えて、シリコン貫通配線や、CNT（カーボンナノチューブ）などの革新的デバイス技術を積極的に活用し、微細化の壁を
超える低消費電力化、
高性能化を実現するマイクロプロセッサの設計・開発に取り組んでいます。また、これらの取り組みと併せて、スーパー
コンピュータの性能を引き出すためのプログラム最適化技術とこれらを支援するツールの開発にも精力的に取り組んでいます。

5.5次元積層型グリーンマイクロアーキテクチャの創製

高い性能可搬性への挑戦

2.5 次元、3 次元積層技術を用いて、実効性能と電力効率を最大

年々複雑化が進む高性能計算システムにおいて、大規模科学シ

限に高めることが可能な将来のマイクロプロセッサの開発に取り

ミュレーションコードの高い性能可搬性の維持を可能とする HPC

組んでいます。現在、垂直積層技術の適材適所利用によるベクトル

リファクタリングに関する研究に取り組んでいます。チューニン

プロセッサたのめのオンチップメモリや、三次元積層型チップマル

グ事例の収集、解析、評価を通じて、性能可搬性の高いコードが具

チコアベクトルプロセッサの設計に取り組み、ソフトウェアシミュ

備するべき要件を明らかにし、高い性能可搬性を実現するためのガ

レーション、試作を通して、その有用性を明らかにしています。

イドラインの構築を目指しています。

アプリケーション高速化技術

高性能計算システムのための
高効率ジョブスケジューリング

スーパーコンピュータの性能を引き出すためには、システムの
ハードウェア構成、システムソフトウェアの特徴を考慮したコード
の最適化が必要不可欠です。我々は、サイバーサイエンスセンター
におけるスーパーコンピュータの運用を通して得られた臨床学的
な知見をもとに、アプリケーションの実行時間を大幅に短縮可能な
コード最適化技術に関する研究開発を進めています。

スーパーコンピュータは複数のユーザによって同時に利用される
ため、多数のジョブをスケジュール実行しています。しかし、スケ
ジューリングを効率よく行わないと、ユーザジョブの実行遅延や、
システム性能・スループットの低下を引き起こします。本研究では、
機械学習によりジョブの実行時間を予測し、ジョブに計算資源を効
率的に割り振ることで、これらの問題の解決を目指しています。
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航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

富岡 研究室
客員教授

富岡 定毅

スクラムジェットエンジン ＋ ロケットエンジン ＝ 複合エンジン

JAXA 連携講座
将来宇宙輸送工学分野

燃料吸熱特性把握に用いる装置（上）
と CFD との比較例（下）

再使用宇宙輸送システム用推進系の研究
再使用宇宙輸送システムの実現を目指し、ロケットエンジンの比推力性能を大幅に向上させるために、高度補償技術や極超音速エアブ
リーザー（特にスクラムジェットエンジン）と組み合わせての複合化技術の研究を進めています。
・ 輸送システムとしての作動条件検討。
・ 高度補償ノズルに関連する物理現象、特に外気流とエンジン排気流との干渉の解明。
・ ロケットエンジンの広域条件作動を実現する手法、特に、炭化水素燃料を用いたロケット燃焼器の噴射・燃焼特性／冷却特性の予測手法確立など。
・ ロケットエンジンとエアブリーザーの複合化による性能推算手法の検討、特に低速作動時の複合化による空気利用の促進、高速域でのノズル性
能評価など。

高速反応流における燃焼と制御に関する研究

極超音速エアブリーザーシステム要素に関する研究

極超音速飛行や、宇宙への輸送機における搭載酸化剤の消費を抑

スクラムジェットエンジン等の極超音速エアブリーザーのシス

える空気吸込み利用にもちいる推進機関として、ラム / スクラム

テムにおいて重要となる技術要素について研究をしています。現

ジェットエンジンの研究を進めています。

在の主要なテーマは、炭化水素燃料を用いた時の冷却特性、特に加

・燃焼現象、特に Dual-mode 燃焼現象の解明。

熱により燃料が熱分解することによる吸熱性能の向上を実験的に

・機体の加速に合わせて最適位置で発熱を行わせる、混合手法によ

調べ、モデル化することです（H30 に学生発表賞を受賞しました）。

る燃焼制御技術。

燃料供給系統内での様々な現象も対象とします。

・低気流全温・炭化水素燃料など、反応速度の遅い条件での発熱促進。

燃焼可視化計測に関する研究
高温高圧のロケットエンジン燃焼器内部や、高温高速のスクラム
ジェット燃焼器内で起きる現象を捉えるのは容易ではありません。
直接的に現象を把握したり、CFD の検定をしたりするために、可
視化計測技術の研究を行なっています。
・ レーザー蛍光や分光を利用した温度分布などの計測
・ 吸光法を用いた燃焼生成物濃度の直接計測
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航空宇宙コース
航空宇宙工学専攻

丹野 研究 室
客員教授

JAXA 連携講座
将来宇宙輸送工学分野

丹野 英幸

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/space/index-st.html

はやぶさカプセル周りの干渉縞写真 (HIEST 試験気流中 秒速 6km/s)

スクラムジェット巡航機 MoDKI

将来宇宙輸送系の熱空力現象に関する研究
大気圏再突入体・惑星突入体に代表される高速飛翔体の設計では、空力加熱、気体の解離反応に伴う空力特性の変化など、一般の航空機
とは異なる流れの現象に対応した設計が必要となります。本研究室では、世界最大・最高性能の自由ピストン型高温衝撃風洞 HIEST を中
核設備として、超軌道速度膨張波管 HEK-X、超音速自由飛行試験用バリスティックレンジ HEK-G を含めた国内最大となる試験設備群を
用い、大気圏突入体、惑星突入体あるいは極超音速巡航機などの高速飛翔体特有の熱空力現象に関する基礎・応用研究を実施しています。
我が国では、他国と比べこの分野の研究者が極めて少ないため、NASA、ドイツ航空宇宙センター、オックスフォード大、クインズランド
大などの多くの欧米主要研究機関・主要大学と国際共同研究を進めています。

極超音速気流条件での空力安定性・空力加熱の研究

計測技術の開発

本研究室の自由ピストン型高温衝撃風洞 HIEST は、世界で最も

HIEST の試験時間は数ミリ秒と極めて短いため、特殊な計測技

実機再突入条件に近い流れ、すなわち高エンタルピ、高レイノルズ

術が必要です。本研究室では模型を極超音速気流中に落下させる

数気流の生成が可能です。また、HIEST の短い計測時間内で高精

ことで完全な自由飛行状態を作りだし、極短時間内での計測を可能

度計測を可能とする独自の自由飛行計測技術を有しています。こ

とする独自計測法の開発を続けています。また、この計測技術のス

の高い性能の風洞と計測技術を用いて極超音速飛翔体の空力・空力

ピンオフとして再突入カプセルの亜音速不安定性評価（ドイツ航空

加熱（NASA 共同研究）に関する研究を行っています。

宇宙センター共同研究）などの実用研究が続けられています。

超軌道速度流れ場の研究

超音速巡航機の研究

2010 年のはやぶさカプセル帰還時に行った NASA DC8 航空機

スクラムジェットエンジンを用いた極超音速巡航機は、機体特性

による成層圏機上観測の経験を基に、はやぶさ２の再突入観測につ

とエンジン性能が相互に影響するためエンジンを含めた機体全体

いても協力を行っています。はやぶさ再突入時の秒速12km/s の

での性能評価が必須となります。本研究室では、全長 1m を超える

超軌道速度気流の試験が可能なのは、世界でも本研究室の膨張波管

エンジン付き巡航機体を開発し、巡航機全機の性能評価を行ってい

HEK-X のみであり、この設備を用い未踏分野である超軌道速度流れ

ます。機体性能を大きく左右する極超音速境界層遷移現象の研究

の研究を行っています。

も共同研究（DLR 共同研究）として実施しています。
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航空宇宙コース
流体科学研究所

大 林・焼 野 研究室
教 授

大林 茂

助 教

焼野 藍子

協力講座
航空宇宙流体工学分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/edge/

様々な数値流体計算の例

磁力支持天秤装置 (MSBS) での空力測定、超音速光学可視化実験の様子

航空宇宙流体の先進的数値計算工学に関する研究
航空宇宙流体で問題となる乱流遷移や流れの剥離、後流渦干渉など、特に流体の非線形現象に関連する種々の未解決問題の解明と制御に
挑戦、先進的な数値計算技術による工学的ブレークスルーをねらいます。研究室では従来、数値流体力学を軸に、データ科学に基づく風洞
試験との組み合わせによる融合計算技術を提案、航空機の実機レベルで重要となる流体力学の諸問題の解決に取り組んで来ました。大規模
並列化による高解像直接数値計算や、流体の線形安定性による乱流遷移、乱流秩序構造など、流体現象の詳細の理解に踏み込みつつ、最新
のデータ科学技術を駆使した、航空宇宙流体工学のさらなる革新を目指しています。

航空旅客機後退翼での層流化技術開発
民間航空機が運航する際にエネルギーの損失となる抵抗のうち、

データ同化を用いた高度設計技術開発
データ同化は、実験などによる観測値を、数値計算の初期条件や

約半分は空気の粘性による摩擦抵抗です。航空機の周りが乱流状

境界条件として考慮することで、計算コストを抑えつつ特定の有限

態では摩擦抵抗が増大しますが、工夫により乱流遷移を遅らせ、層

時間における予測精度を向上させる技術です。私たちは、データ同

流を維持できれば抵抗を低減できるため、現在再び注目を集めてい

化技術を工学設計への応用を目指しています。例えば、航空機の運

ます。大規模直接数値計算やデータ科学に基づく流体安定性解析

行時に問題となる大気境界層での外乱の影響など、不確実性の高い

を駆使して、優れた層流化技術の開発を目指しています。

現象を予測し制御や設計に活かすための研究を行っています。

磁力支持天秤装置による機械支持のない空力測定

弾道飛行装置による超音速空力実験

飛行物体の空力特性を測定するために、模型の機械支持による影響

弾道飛行装置は、遷音速から 7［km/s］までの高速自由飛行実験、

を避けるため、磁気力によって模型を宙に浮かせ、さらに姿勢制御を

高速衝突実験を行うことができます。超音速旅客機の問題として、

行う磁力支持天秤装置（MSBS）の開発をしています。これまで、非定

ソニックブームや造波抵抗による燃費の悪化が挙げられますが、解

常運動、超音速飛行のため速応性の高いシステムの構築をしました。

決策の一つとして複葉翼があり、これまで開発を進めてきました。

現在はそれらを利用して、低細長比円柱や、陸上競技のやり投げ用や

翼先端部の厚みの変化による衝撃波形状の変化の傾向を確かめる

りなど、実形状の空気力学的特性評価に取り組んでいます。

など、超音速旅客機開発のための知見の取得を行なっています。
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航空宇宙コース
流体科学研究所

下山 研究室
准教授

協力講座
航空宇宙流体工学分野

下山 幸治

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/edge/

不確かさの定量的評価の実施例

多目的設計探査の実施例

流体解析および設計における不確かさの定量的評価
実世界に見られる流体現象は、無数の「不確かな」物理要因が複雑に絡み合って発生します。流体現象の再現を目的とした数値解析は通常、
こういった不確かさの存在を無視して単純化されることが多く、その結果は実現象とかけ離れたものとなります。本研究では、実世界に存
在する不確かさを数理モデル化し、流体解析に取り入れ、不確かさに対する物理量の挙動を定量的に評価することで、複雑な流体現象の正
しい理解に役立てています。また、これと同様の不確かさは工学設計の現場にも不可避的に存在し、製造誤差に伴う形状のばらつきや、作
動環境の揺らぎなどが該当します。これらの不確かさは、設計対象とする製品の品質、すなわち設計の信頼性に大きく影響します。本研究
では、不確かさを記述する数理モデルを設計過程に取り入れることで、実用に耐えうる工学製品の創出を目指しています。

流体機械の多目的設計探査

最適解探索のための進化計算法の開発

設計者の知識や経験に依ることなく革新的な設計案を創出する

実世界に見られる工学設計は、形状・性能に関する膨大なパラ

方法として、進化計算とデータマイニングをベースとした「多目的

メータで構成される最適化問題として記述されます。このような

設計探査」を提案し、航空機や自動車などの流体機械の設計事例へ

問題において、あらゆる性能を最大限発揮できる最適な形状を力

の応用に取り組んでいます。相反する設計目的の下に存在する様々

技で見つけ出すことは、困難を極めます。本研究では、生物進化を

な最適設計案を見つけ出し、それらに潜在する特徴的な情報を機械

模擬した解探索アルゴリズムである「進化計算」のための効果的手

的に抽出することで、新たな設計知識の発見に役立てています。

法を独自に開発し、大規模な実設計問題の解法に役立てています。

最適解推定のためのサロゲート
（代替）モデルの開発

小型・低負荷空調ユニットの熱流動可視化と高精度予
測および最適化研究

工学設計の現場では、設計要求を指定してから、それを満足する
設計案が得られるまでのターンアラウンドタイムの短縮が望まれ

国内自動車部品メーカーの協力により、共同研究部門を本学内に

ています。そのためには、様々な形状について、その性能を瞬時に

設立し、車輌の電動化として期待される基盤技術の研究を推進して

推定することが必要です。本研究では、形状の変化に対する性能

います。本研究では、電動車輌に搭載される空調ユニットの小型化・

の複雑な応答を記述する「サロゲート（代替）モデル」を独自に開発

負荷軽減を目指して、ユニット内部に現れる熱流体場の数値解析技

し、設計プロセスの高速化やリアルタイム化に役立てています。

術の高精度化を図り、これを用いてユニット内の設計因子への影響
度を明確にすることで、ユニットの最適設計技術を構築します。

88

OPEN 2019

航空宇宙コース
流体科学研究所

小 林・早川 研究 室
教 授

小林 秀昭

助 教

早川 晃弘

協力講座
高速反応流研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/kobayashi/

航空宇宙、環境、エネルギー分野における燃焼現象と予測制御技術の研究
航空宇宙推進、環境・エネルギー分野の代表的課題である燃焼は、温度、濃度、速度、高温化学反応が複合した現象です。当研究室では、
多様な極限環境における反応流や燃焼現象の解明、高速燃焼診断法および解析手法の研究を行い、航空・宇宙推進および環境適合型燃焼技
術の開発と予測制御技術の高度化を目指しています。研究テーマは、高速燃焼、高圧燃焼、新コンセプト燃焼に大きく分類されますが、互
いにオーバーラップし、多様な研究要素を持っています。本研究室の実験研究の特徴は、超音速燃焼試験風洞、高圧燃焼試験装置等、比較
的大型の試験装置を用いた研究にあり、対象が極限環境であるためレーザー装置を駆使した分光学的非プロ−ビング計測技術の開発を合わ
せて行っています。また、流体科学研究所のスーパーコンピュータを用いた数値解析も重要な研究手段となっています。

高温高圧環境における乱流燃焼現象の解明

超音速燃焼の基礎現象と火炎安定メカニズムの解明

高温高圧下の乱流燃焼現象は複雑であり実験も困難なため、ガス

超音速流における混合・燃焼・衝撃波干渉現象の研究は、次世代

タービン等高負荷燃焼器設計を行う数値モデルの構築・検証に不可

推進系開発の基礎であると同時に、極限環境下の乱流燃焼です。本

欠な基礎データは十分に存在していません。本研究室では高圧燃

研究室では、OH レーザー誘起蛍光法による燃焼場の計測および

焼試験装置、レーザー計測装置を用い、天然ガス主成分のメタンの

数値計算等を用いて、キャビティー、ランプ保炎器を用いた場合の

みならず、石炭改質ガス、バイオ燃料、アンモニアなど多様な燃料

燃焼に及ぼす衝撃波の影響や火炎安定メカニズムを明らかにする

に対する高温高圧下の乱流燃焼特性を明らかにする研究を行って

研究を行っています。

います。

カーボンフリーアンモニア燃焼の解明およびその実用化

アンモニアはカーボンフリーであることから次世代燃料として

も期待されていますが、その基礎的燃焼特性は十分明らかではあり
ません。本研究室では、アンモニア火炎の燃焼速度、燃焼生成ガス
特性などの基礎的燃焼特性を明らかにするために、実験ならびに詳
細化学反応計算に取り組んでいます。さらに、アンモニア燃焼をガ
スタービン等の実燃焼器に適用するための研究にも取り組んでい
ます。

高圧環境下における液体燃料微粒化過程および
燃焼現象の解明
航空用ガスタービンの更なる高度化のためには、高圧環境下にお
ける液体燃料の微粒化過程ならびにその燃焼現象の解明が不可欠で
す。本研究室では、高圧容器内に設置した噴射弁より噴射された液
体の微粒化過程を明らかにするために、レーザー計測等による噴霧
の計測を行っています。併せて、高圧環境下における液体燃料の燃
焼特性に及ぼす圧力、当量比等の影響について検討を行っています。
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航空宇宙コース
流体科学研究所

永井・藤田 研究 室
協力講座
宇宙熱流体システム研究分野

教 授

永井 大樹

助 教

藤田 昂志

http://www.ifs.tohoku.ac.jp/space/

次世代宇宙機に関わる熱流体現象の解明とその制御技術

火星飛行機の概念図とモックアップ

次世代宇宙機に関わる熱流体現象の解明とその制御技術の開発
宇宙機は、打ち上げ時から、宇宙空間、地球への帰還時において様々な熱流体環境に晒される。特に、次世代宇宙輸送システムの開発に
は、大気圏再突入時の熱・空力特性の解明が必須である。本研究では、機能性分子センサーを用いた空力加熱推算手法の研究や高温（1000℃
以上）、極低温などの極限環境場を計測できる熱流体計測手法の研究・開発を行っている。
また極限熱環境下で長期間に亙るミッションを行う次世代の宇宙機には、限られた電力、重力のリソースで内部機器の排熱が可能な熱制
御システムが不可欠である。そこで本研究室では、この要求に応えるべく、高熱輸送能力、軽量・省スペースな非電力熱輸送デバイスとし
てループヒートパイプ（LHP）や自励振動ヒートパイプ（OHP）等の研究開発を行い、次世代宇宙機ミッションの実現にブレイクスルーを
もたらすことを目指している。

宇宙機が惑星大気に突入する際の
空力特性・空力加熱現象の解明
次世代の宇宙往還機は小型・軽量化、経済性が要求されるため、

次世代宇宙機の熱制御デバイスの開発および
革新的熱システムの開発
気 液 二 相 流 を 利 用 し た 熱 制 御 デ バ イ ス（LHP、OHP、

安全性を含めた空力加熱の正確な予測が必要である。本研究では、

Mechanical Pump Loop など）の研究・開発を行う。特に LHP

感温塗料（Temperature-Sensitive Paint、TSP）を用いて機体

／ OHP は駆動部分が無いため、軽量・省スペースな非電力熱輸送

かかる空力加熱を直接的に高精度で推算できる計測手法の研究を

デバイスとしてリソースの限られている深宇宙探査機への搭載を

行っている。また同時に CFD との融合による機体設計のデータ

期待されている。最終的にはこれらを組み合わせた省電力・高効率

ベースの構築も目指す。

な革新的宇宙機熱制御システムの提案を目指す。

大気を有する惑星における航空機などの”流体力”を
利用した新しい探査システムの研究・開発

惑星探査航空機のための柔軟膜翼の研究・開発

現在、火星大気中を飛行しながら探査を行う火星飛行機の研究開
発を行っている。その中で、地球上で火星と同等な飛行環境と有す
る高度 35km 付近において飛行実証試験を行い、世界に先駆けて
その実現可能性を示す。
こ の 研 究 を 通 し て、大 気 を 有 す る 他 の 惑 星 に お い て も 航 空
機 な ど の 流 体 力 を 利 用 し た 新 し い 探 査 シ ス テ ム（Planetary
Locomotion）の提案を目指す。
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左記探査システムの一つである火星探査飛行機の翼には、高い空
力特性のみならず、軽量性・収納 / 展開性・突風耐性など、様々な性
能を同時に満たすことが求められる。本研究室では、それらの要求
を満たす翼として、自然界の昆虫やコウモリが有するような柔軟膜
翼に着目している。低レイノルズ数流れと柔軟膜の干渉が起こす現
象の解明や、膜状の先進的アクチュエータを用いた流れ場の制御な
どに取り組み、“ 柔らかさを賢く使う ” 翼の実現を目指す。

航空宇宙コース
流体科学研究所

永井・大谷 研究 室
（兼）教 授

永井 大樹

（兼）特任准教授

大谷 清伸

協力講座
複雑衝撃波研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/˜shockwave/CSWLabo/

衝撃波の低減と能動的制御に関する研究

弾道飛行装置を用いた超音速自由飛行体実験

工学、医学等の多分野に関わる固気液三相媒体中の複雑衝撃波現象の解明と学際応用研究
衝撃波現象は航空宇宙をはじめ材料力学、衝撃波医療、地球物理と様々な分野に関わり、重要な研究課題です。複雑衝撃波研究分野では、
固気液三相の全ての相媒体および混相媒体内で伝播する複雑な衝撃波挙動の基礎現象の解明およびその学際応用について研究を行ってい
ます。主に高速度光学可視化計測等の高速流体現象計測法による実験的解明を行っている。また流体科学研究所次世代流動実験研究セン
ター衝撃波関連施設において世界最高性能を有する弾道飛行装置を初めとする衝撃波実験研究設備を用いて、衝撃波現象に関わる諸現象の
解明と応用について他大学、研究機関の研究者と共同研究を進めています。

防御法確立のための生体内衝撃波伝播挙動の解明

衝撃波干渉による衝撃波威力低減効果の解明

衝撃波医療応用における衝撃波生体損傷の機序解明のため、圧力

瞬間的なエネルギーの開放によって発生する衝撃波は、人や建物

波の透過・反射で重要パラメータである音響インピーダンスを考慮

へ破壊的な影響を及ぼす可能性がある。水液滴や粗面、凹凸形状と

した生体模擬物質を用いて生体内の衝撃波の伝播、干渉挙動を実験

の衝撃波干渉、回折現象によって衝撃波威力を低減させる効果に関

的、数値解析的に調べている。局所的な高圧と気泡生成につながる

して実験的、数値解析的に解明を進めている。このような衝撃波伝

負圧領域の発生を確認することで生体損傷の機序解明を行い、その

播干渉挙動の解明によって衝撃波の破壊的影響の緩和方法を確立

防御方法の確立を目指します。

し、安心した生活環境の構築への技術的提案を目指します。

衝撃波圧力の能動的制御技術開発

超音速自由飛行体の空気力学的の解明

衝撃波の媒体の違いによる反射・干渉挙動や閉空間を利用した空

超音速旅客機のソニックブーム低減技術や火星探査用カプセル開

気中および水中衝撃波の圧力増幅、減少効果に関して実験的、数値

発等に関わる超音速自由飛行体の空気力学的特性、機体発生衝撃波

解析的に解明を進めている。これら方法の確立は、制御した衝撃波

と機体周りの流れ場について弾道飛行装置を用いた超音速自由飛行

による高圧、負圧を用いた医工学応用をはじめとした新たな産業応

実験で解明を進めています。また様々な形状模型の超音速射出技術

用デバイスの開発に繋がることが期待できます。

とその定性的、定量的評価のための新たな計測技術の開発も取り組
んでいます。
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航空宇宙コース
流体科学研究所

石本・落合 研究 室
教 授

未到エネルギー研究センター
協力講座 混相流動エネルギー研究分野

石本 淳

助 教

落合 直哉

http://alba.ifs.tohoku.ac.jp/

高圧タンクき裂伝ぱを伴う水素漏えい現象に関する流体−構造
体連成コンピューティング

微細固体窒素噴霧流に関する高精度 PIA レーザー融合計測

マルチスケール異分野融合型混相流動エネルギーシステムの創成
本研究分野では、超並列分散型コンピューティングと先端的光学計測の革新的融合研究に基づくマルチスケール先端混相流体解析手法の
開発・体系化を目指している。さらに、高密度水素に代表される環境調和型エネルギーに直結した新しい混相流体システムとそれに伴うリ
スク科学の創成を目的とした基盤研究を推進している。特に、サブミクロン・ナノオーダ極低温微細粒子の有する高機能性に着目し、ヘリ
ウムを使用しない新型の一成分ラバルノズル方式によって生成される超音速極低温微細粒子噴霧の活用による環境調和型ナノクリーニン
グ技術の創成、メガソニック洗浄における粒子除去メカニズムの解明のため、メガソニック場中の複数気泡ダイナミクスの大規模数値解析
を行っている。

超高密度水素エネルギーキャリア開発における
混相流体工学的アプローチ

漂流物が混入した津波が及ぼす災害ダメージ
予測システムの開発とメガフロートを用いた津波軽減

化石燃料と同等のエネルギー密度を得るには水素の高密度化と

津波ダメージ軽減化を可能にする技術として、メガフロートを用

太陽光発電等、太陽光発電等の新エネルギー技術との複合化、とそ

いた津波ダメージ軽減法を開発している。大地震発生が警戒され

れに関わる安全管理技術が必要である。このような現状に対し、高

る海域において沖合津波の波長レベルの全長を有するメガフロー

密度水素精製・輸送・貯蔵とリスク管理に関する連成科学的アプ

トを係留させておく。沖合津波が発生した場合、津波はメガフロー

ローチを行っている。
（水素高速充填技術開発、マイクロ固体水素

トに衝突しメガフロートが並進運動することにより運動量交換が

粒子生成、水素漏えい、水素爆発シミュレーション）

行われ、津波の運動量を沖合で軽減させることが可能となる。

極低温マイクロ・ナノ固体粒子を用いた
Non- aqueous半導体洗浄

メガソニック場におけるキャビテーション気泡を用いた
新型物理洗浄法の開発

冷却液体窒素と極低温ヘリウムガス（寒剤）の高速衝突により連

メガソニック場中の非球状振動気泡の数値解析を行い、Primary

続生成される微細固体窒素粒子から成るマイクロ・ナノ固体窒素噴

Bjerknes 力による気泡の並進運動や壁面近傍で崩壊する際の気泡

霧流の有する超高熱流束冷却特性とそれに伴うレジスト熱収縮効

の非球状崩壊などが解析可能であることを示した。 本手法を実際

果を有効活用した新型半導体洗浄法に関する検討を行う。

のメガソニック洗浄場中における複数気泡挙動解析へ適用するこ
とにより、メガソニック洗浄における粒子除去メカニズム及び非
球状複数気泡ダイナミクスの解明が可能である。
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航空宇宙コース
流体科学研究所

服部 研究室
教 授

協力講座
計算流体物理研究分野

服部 裕司

http://eagle.ifs.tohoku.ac.jp

渦形成 : 魚群遊泳運動と翼端渦

乱流の直接数値シミュレーション : 一様等方性乱流とチャネル乱流中の渦構造

複雑流動現象の大規模数値シミュレーション研究
複雑流動現象の高精度大規模数値シミュレーション研究に取り組んでいる。自然現象や産業応用の場面でわれわれが遭遇する流れは、一
般に複雑な形状をもつ物体や運動・変形する物体を含んでおり、従来の境界適合型格子による数値解析法では取り扱いが困難である。われ
われは、埋め込み境界法の一種である Volume Penalization 法（VP 法）を発展させることにより、これらの流れを高い精度で数値解析に
より捉えるための数値計算手法を開発している。これまでに VP 法の高精度化に関する基礎研究を行った。また、VP 法や離散型埋め込み
境界法の圧縮性流れへの適用により、複雑形状物体・運動変形する物体を含む系での空力騒音の直接数値シミュレーションを実現した。さ
らに、開発した手法を用いてスーパーコンピュータによる大規模高精度数値シミュレーション研究を行っている。

流れの安定性の理論解析および数値解析

渦動力学の研究

安定性は流れの基本的性質の一つであり、現象の理解や流れの制

流動現象のダイナミクスの解明のために渦運動の理解は重要な

御において重要である。渦を中心とした流れの安定性解析を理論

役割を果たす。渦構造のもつ特性・多様性・普遍性と、流動現象一

解析と数値解析により行っている。これまでに、渦管の曲りに起因

般における役割を解明するため、渦構造の形成過程・非線形力学・

する曲率不安定性の発見、変分原理に基づく平行流の安定性の必要

乱流に至る道筋など、渦の動力学全般について研究している。強い

十分条件の導出などの成果を挙げている。現在は、大気・海洋など

渦の形成メカニズムの解明、翼端渦の形成過程と構造、らせん渦の

で重要となる回転・成層の効果について研究を進めている。

不安定化過程に関する研究を行っている。

乱流の統計的性質の解明と新しい乱流モデルの開発

地球流体中の渦構造形成と動力学の研究

多くの流れは乱流状態にある。大規模数値シミュレーションと

台風や竜巻など気象現象に現れる強い渦構造は密度成層の効果

理論解析により、流体力学の長年の課題である乱流の統計的性質の

と自転の効果を受ける。これらの渦構造の形成過程と動力学の研

解明に取り組んでいる。乱流の未踏の統計法則の発見のみならず、

究を行っている。複数の渦が存在する場合、双曲型よどみ点付近で

数値シミュレーションに不可欠である正確な乱流モデルの開発を

発生する双曲型不安定性が成層効果と協働して「成層双曲型不安定

目指す。現在は一様等方性乱流中の渦管構造の動的統計解析と、統

性」を生み出すことを見出した。他に木星の大赤斑の形成と成長過

計的機械学習による乱流モデルの開発を進めている。

程の数値シミュレーション研究を行っている。
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航空宇宙コース
流体科学研究所

廣田 研究 室
准教授

協力講座
計算流体物理研究分野

廣田 真

http://eagle.ifs.tohoku.ac.jp/

壁面粗度による三次元境界層遷移の抑制

爆発的な磁気リコネクション

流体安定性の数理に基づいた複雑流動現象の解明と制御
流体やプラズマに見られる複雑な流動現象の様子は、高精度かつ大規模な数値シミュレーションによって明らかになりつつあります。一
方で、そこから法則性を抽出したり、現象を制御する手法を考案するには、物理的解釈や数理モデル化を行うことも必要です。特に流れの
安定性を解析することは、乱流遷移や（渦や磁場の）構造形成・崩壊のメカニズムを原理的に理解するための糸口となります。本研究室で
は安定性解析と大規模数値シミュレーションを併用して、このような流動現象の解明と制御の研究を行っています。
具体的には航空機などの翼まわりの乱流遷移の制御手法を研究し、摩擦抵抗の低減に向けて取り組んでいます。また、惑星大気や宇宙プ
ラズマなどにおける謎に満ちた現象の物理を探ることで、新しい流動法則の発見を目指しています。

後退翼面上の三次元境界層遷移に対する壁面粗度を
用いた制御
民間航空機で用いられている後退翼の表面には三次元的な境界
層流れが形成され、これが不安定であるために乱流遷移が起こりま
す。境界層流れが乱流化すると摩擦抵抗が格段に増大してしまう
ため、不安定性をできるだけ抑制することが航空機の低燃費化につ
ながります。本研究室では、翼面に特殊な粗度分布（凹凸）を配置

様々な平行シア流や回転流の安定性解析
平行シア流や回転流のような対称性をもった流れの安定性を理
解することは、流体力学の基礎となるだけでなく、現実に見られる
複雑な流れを単純化したモデルとして重要な知見を与えてくれま
す。さらに密度成層や遠心力、磁場などが存在する場合の振る舞い
は、物理的な直観だけで理解するのは難しく、流れが安定化／不安
定化する条件を数学的に解析しています。

することで、乱流遷移を効果的に抑制する手法を探っています。

無衝突プラズマにおける爆発的磁気リコネクションの
非線形理論

プラズマへの磁気ヘリシティ入射による自己組織化電
流駆動の理論構築

プラズマ中の磁気リコネクション（磁力線のつなぎ換え）現象は

磁力線のねじれ具合を表す量である磁気ヘリシティはプラズマ

太陽フレアや磁気圏サブストーム、磁場閉じ込め核融合プラズマの

中でよく保存するため、これをほぼ一定に保ちながらエネルギーが

崩壊などを引き起こしますが、これらが爆発的と呼べるほど異常に

最小の状態へと緩和する傾向があります。この性質を利用すれば、

速い時間で起きるメカニズムは明らかになっていません。本研究

プラズマに交流電圧をかけて磁気ヘリシティを入射することで、自

では無衝突プラズマがもつ多階層性に焦点を当て、非線形理論の構

発的な直流電流を駆動することもできます。具体的に数値計算を

築と数値計算による検証を行っています。

行いながら緩和現象を予測・制御する理論構築を目指しています。
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機 械・医 工 学
Mechanical / Biomedical Engineering

機械・医工学コース
医工学研究科

医工学専攻

ロボティクス専攻

芳賀・鶴岡 研究室
教 授

芳賀 洋一

助 教

鶴岡 典子

バイオメカニクス講座
ナノデバイス医工学分野
http://www.medmems.bme.tohoku.ac.jp/

ミクロな機械が切り拓く次世代の医療とヘルスケア
マイクロセンサや運動素子（アクチュエータ）を作製する MEMS（微小電気機械システム）技術など、様々な微細加工技術を駆使して、今
までにない特徴や利点を持った医療機器、ヘルスケア（健康管理）機器を開発しています。体内で用いる低侵襲医療機器をさらに高性能化、
多機能化することで、患者の負担が少なく、かつ精密で安全な検査・治療が実現できます。また、今までにない新しい診断、治療が可能にな
ります。微細加工を利用して薄く柔らかく小型で、違和感なく体表に装着できる新しい生体計測機器、治療機器の開発も行っています。更に、
小型で複雑な構造の医療機器、ヘルスケア機器を低価格で作製するための新たな微細加工技術、組立技術の開発を行っており、作製の基礎
から、実機の開発と評価、製品化を目指した体制づくりまで、人に役立つ機械の実現を目指して研究開発を行っています。

高機能、多機能な低侵襲検査、治療機器の開発
体を大きく切り拓いて顕微鏡を用いたサブミリレベルの精密な

広く役立つ生体計測を体表から行う新たなヘルスケア
（健康管理）機器の開発

マイクロサージェリーが行われるようになりましたが、内視鏡やカ

体表に装着し、皮下の血管径変化を超音波を用いて計測し血圧や

テーテルを用いた身体に負担の少ない手段でこのような精密な手

ストレス計測を行うセンサ、鍼灸で用いる針付きパッチを利用し、採

術を行うことはできていません。マイクロセンサやアクチュエー

血せずに血液中の糖や乳酸などを気軽に計測する皮下組織液採取シ

タを搭載した医療機器の開発、長期的には医療用マイクロロボット

ステムを開発しています。簡単な制御と判断を行う集積回路による

を開発し、体内からの精密な検査治療を実現することを目指してい

プロセッサ、およびネットワークとのワイヤレス通信機能を備えた

ます。

機器と組み合わせることで、発病や持病の発作を未然に防ぎます。

非平面フォトファブリケーション、非平面実装技術の開発

手術手技の評価、医療機器開発に役立てるための
マイクロセンサを搭載した臓器モデルの開発

大量生産が可能な半導体プロセスや MEMS プロセスの多くは平
らなウェハ上に加工を行いますが、体内で用いる医療機器や多くの

医師の訓練、手術手技の評価、医療機器開発の際の安全性や有効

健康管理機器へ組み込むための実装には適しません。直径数 mm

性評価には、ヒトに対する実際の手術、実験動物の利用などが行わ

の円筒の表面、内面に微細加工を行う今までにない新たな加工技

れますが、これに代わる、マイクロセンサを搭載した新たな臓器モ

術の開発と、それに必要な装置の開発を行っています。量産性の

デルの開発を行っています。臓器の形状、物理特性を再現した臓器

あるプロセスにより低価格化し、広く使って貰えることを目指し

モデルに複数のマイクロセンサを搭載することで、手術前後の血行

ています。

動態や形状の変化、治療中に組織にかかる力などを定量化します。
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機械・医工学コース
医工学研究科

医工学専攻

機械機能創成専攻

田中
（徹）
・木野 研究室
生体機械システム医工学講座
医用ナノシステム学分野

教 授

田中 徹

助 教

木野 久志

http://www.lbc.mech.tohoku.ac.jp/

多機能集積化シリコン神経プローブ

眼球内完全埋め込み型人工網膜

半導体神経工学に基づく生体融和型マイクロ・ナノ集積システムの創成
半導体神経工学は、生体の神経システムへ半導体工学を駆使して迫り、その構造と機能の探究を通して、生体と機械を綜合した新しい融合システムを創製す
る研究領域です。本研究室では、半導体神経工学に基づく生体融和型の新しいマイクロ・ナノ集積システムについて専門教育と研究を行います。生体と同じ積
層構造を有し高い QOL を実現する人工網膜や、脳内の電気的・化学的状態を計測・解析する脳埋込型集積化知能デバイスについて研究しています。また、これ
らを作製する基盤技術である三次元集積化技術や生体用アナログ・デジタル集積回路設計の研究も行います。本研究室は福島研究室と一体で運営しています。
1．脳埋込型集積化知能デバイスと脳・機械インターフェイス

2．人の眼に埋め込んで視覚を再生する人工網膜システム

3．ウェアラブル・インプランタブル新機能センサシステム

4．三次元集積回路技術とアナログ・デジタル集積回路設計

脳インプラント多機能集積化シリコン
神経プローブの開発
脳に貼付・埋植して皮質から深部までの電気的・化学的情報を記
録し、脳機能の解析や脳神経疾患治療・脳機能拡張などを可能とす
る多機能集積化シリコン神経プローブの研究を行っています。神
経プローブ上に各種センサや生体信号処理 LSI を搭載しており、有
線または無線で外部と通信を行います。これまで国内外の研究機

眼球内完全埋め込み型人工網膜による視覚の回復
網膜色素変性や加齢黄斑変性などの疾病で失明した方の網膜に
三次元積層人工網膜 LSI チップを埋め込み、網膜の出力細胞であ
る神経節細胞を電気刺激することによって視覚を再建する研究に
取り組んでいます。これまでにエッジ強調機能を有する 1500 画
素クラスの人工網膜 LSI チップの設計・試作を行っています。また、
ウサギの眼に人工網膜 LSI チップを埋め込んで光覚を誘起するこ

関に神経プローブを提供して、幅広い共同研究を展開しています。

とに成功しています。

様々な生体信号を瞬時に切り替えて最適に記録できる
集積化アジャイル生体情報記録システムの開発

次世代ICT社会を支える三次元集積回路技術の開発

脳波や心電、脈波等の生体信号は信号強度と周波数帯が異なるた
め、所望の生体信号を記録するには特定の周波数帯の信号を最適に
増幅する必要があります。そこで信号処理性能を瞬時に切替可能な
生体信号処理 LSI と、生体信号記録電極 /LED/ フォトダイオード /
各種センサを集積化して、所望の生体信号を高精度に記録できる集
積化アジャイル生体情報記録システムの開発を進めています。
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これまで平面的に微細化されてきた半導体集積回路を立体的に
積層化することにより回路性能を飛躍的に高められる三次元集積
回路が次世代 ICT社会を支えるハードウェアのコア技術として期
待されています。本研究室では優れた性能と高い信頼性を有する
三次元集積回路を実現するために、三次元集積回路のプロセス技
術・回路設計技術・信頼性評価技術を開発しています。

機械・医工学コース
機械機能創成専攻

福島 研究 室
准教授

福島 誉史

生体機械システム医工学講座
医用ナノシステム学分野
http://www.lbc.mech.tohoku.ac.jp/

自己組織化によるホリステック・システム・インテグレーションで人工知能社会を牽引
物理学、化学、機械工学、電気電子工学、医工学などを分野横断する実装工学は、近年のスマートフォンやウェアラブル機器の発展に欠か
せない身近な学問です。欧米では半導体パッケージング工学とも呼ばれ、半導体素子に加え、MEMS や光学素子、バイオチップやフレキ
シブル素子を基板上に最適設計、最適配置して統合的に高性能な集積化システムを具現化します。本研究室では、身に着ける人工知能シス
テムを創成すべく、三次元積層チップ（3D-IC）の作製やその基幹構成要素となる 3D 配線 TSV（シリコン貫通配線）の微細化・自己組織化
に関する研究や、0.1mm より小さい微小な素子を液体の表面張力により高精度に位置合わせしてインターコネクトする自己組織化実装（セ
ルフアセンブリ）の研究等に取り組んでいます。本研究室は、田中（徹）
・木野研究室と一体で運営しています。

生体適合性高分子材料と単結晶シリコンを用いた高性
能なフレキシブルデバイスに関する研究

液体の表面張力を用いた自己組織化実装（セルフアセ
ンブリ）技術に関する研究

フレキシブルデバイスでは、高分子シートに有機半導体や印刷配

自己組織化はエントロピーに逆行した散逸系で、その究極の創造

線を形成する Roll-to-Roll 方式が盛んに研究されていますが、微細

体は生物であり、誰かに組立てられたわけでもなく、無秩序から秩

化と高性能化には限界があります。我々は、超微細加工が可能なシ

序構造が形成され、それらが有機的に接続された高性能なシステム

リコンウエハ上に成膜した生体適合性の高分子薄膜内に単結晶シリ

です。我々は、液体の表面張力を駆動力とし、ロボットでは掴めな

コンチップを内蔵させたスケーラブルな手法で高性能、柔軟、且つ

い微小チップをナノ精度で自己組織的に実装させ、将来の生体埋め

多機能な医用ウェアラブルデバイスを開発しています。

込みシステムや次世代ディスプレイへの応用を検討しています。

機能性高分子の誘導自己組織化による超微細3D配線
TSVと人工知能チップに関する研究

高度なウエハ接合技術を用いた3D-IC作製と三次元積
層型システム集積に関する研究

人間の脳は複数の機能層が積層された 3D 構造を有し、シナプス

次世代の脳型コンピュータシステムを構築するには、TSV に加え

結合を介して高速に発熱せずに情報を伝達するネットワークを立

て狭ピッチの微細電極でデバイスを接合する技術が要求されていま

体的に構築しています。脳の構造や情報処理を模倣したコンピュー

す。我々は、接着剤を用いずに半導体シリコンウエハ同士を接合す

タの実現にはニューロンの代替となる 3D 配線が必須となります。

る原子レベル接合、400℃にも耐えられる有機・無機ハイブリッド

我々は、高分子の誘導自己組織化による TSV 形成を用いて 3D-IC

高分子を用いたウエハ接合、究極の貼って剥がせる接着技術（テンポ

を作製し、高度な自動運転システム等の創出を目指しています。

ラリーウエハ接合）
など独自の接合技術の研究を展開しています。
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機械・医工学コース
ファインメカニクス専攻

西澤・吉田 研究室
教 授

バイオメカニクス講座
バイオデバイス工学分野

西澤 松彦

助 教

吉田 昭太郎

http://www.biomems.mech.tohoku.ac.jp

図②

酵素反応で発電しセンサや投薬デバイスを駆動する

図① バイオリソグラフィー装置で創る「動く細胞チップ」は薬効
試験や体内移植に有効

生体・環境に調和するバイオハイブリッドデバイスの創製
生命の仕組みが分子レベルで明らかになるにつれて、その担い手であるタンパク質や細胞を、超精巧な部品として利用する「バイオハイ
ブリッドデバイス」の開発もスタートしました。人類テクノロジーの域を遥かに超えたバイオ部品の感度や効率、これらを組み込んだバイ
オセンサやバイオ電池の開発に、我々は取り組んでいます。真のバイオ融合を目指して、ソフト・ウェット材料加工、デバイス系（電子駆動）
とバイオシステム（イオン駆動）の接合・制御などに、独自技術を創出してきました。

バイオリソグラフィー:
タンパク質や細胞の操作と計測システム

ウェットデバイス：表皮・臓器に
しっとり貼り付く ハイドロゲル基板電極

バイオシステムの組織化をその場で（溶液中で）制御し、タンパ

70％以上が水分であるため生体にしっとりと馴染み、神経や筋

ク質や細胞を配列させる技術「バイオリソグラフィー」を開発して

肉の活動計測、および通電治療などに有効なゲル電極を開発しまし

装置化しました。この装置は、コンニャクなどのハイドロゲルに電

た。乾燥した状態で保存し、水分を吸わせて（水で戻して）使用で

極を配線することもできます。ハイドロゲル製の動くバイオチッ

きる、生体に安全な有機物の電極です。体内埋め込みによる脳・神

プは、筋肉細胞を運動させながら代謝活性を調べるシステムとし

経機能の補助などにも適しています。

て、2 型糖尿病や肥満の研究に活用されます（図①）。

バイオニック発電：生体・環境エネルギーで駆動する
自己発電デバイス
酵素を触媒とするバイオ電池（バイオ燃料電池）で世界最高の出
力密度を達成しています。この発電システムは、生体由来材料で構
成できるために、環境発電・医用発電に求められる “ 安全性 ” に優
れます。MEMS 技術による積層・集積を通じて、高出力ならびに
長寿命への取り組みを進めるとともに、電池が要らない自己発電型
のセンサや経皮通電パッチを開発しています（図②）
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スキン医工学：皮膚機能の診断治療デバイスの開発
皮膚の厚み方向には表皮電位が発生しており、これが各種皮膚機
能の根幹を支えている。創傷やアトピー性皮膚炎などは表皮電位
値の異常を伴い、外部からの電圧印加による制御によって治癒およ
び症状緩和が認められることもある。本研究室では、上記のウェッ
トデバイス技術とバイオニック発電を駆使し、皮膚電位を計測・制
御する低侵襲な診断・治療デバイスの開発を進めている。

機械・医工学コース
ファインメカニクス専攻

鳥光 研究室
特任教授

鳥光 慶一

バイオメカニクス講座
バイオデバイス工学分野
http://torimitsu-lab.jp

生体機能支援を可能にする神経・機械インターフェイスの創製
脳内では、神経細胞がシナプスを介して情報の授受を行い、その結果として運動・感覚・認識・記憶制御が行われている。 そのシナプス活動による情報交
換がひとたび失われれば、機能不全に陥る。脳梗塞、脳溢血や脊椎損傷などによる運動不随などの機能障害は、その例である。シナプスの仕組みは単純である
が、機能は複雑である。その仕組みを明らかにし、工学的に利用することで、衰えた、あるいは失われた生体機能の代替が可能な神経・機械インターフェイス
構築による支援技術を開発することが目標です。現在までに、導電性高分子とシルク素材との融合を図ることで、ウェアラブルおよび埋込が可能な電極の開
発に成功している。フレキシブルシルク電極と呼ぶこの電極は、ヘルスケアの分野において注目されており、ベンチャー企業を設立しその普及活動を行って
いる。また、シルク以外の繊維電極にも成功しており、今後、この神経系と機械をつなぐ技術を利用した医療・治療分野への応用を目指して研究を進めている。

導電性高分子修飾繊維による
神経インターフェイスの構築と機能制御

神経・機械インターフェイスの構築 〜人工シナプス〜
生体機能は、その発現に神経終末における神経伝達物質の授受に

フレキシブルな導電性高分子修飾繊維を用いることで、生体適合

よる電気信号の変化が運動へとつながっている。現状の電動義手

性の高いウェアラブル／埋込可能な電極素材が作製できる。本研究

は筋表面電極からの筋電を利用して運動制御を行うが、我々は、フ

では、シルク及び他繊維の糸・布を素材にし、電極化することで、意

レキシブルシルク電極をはじめとする繊維電極を利用することで

識せずに生体機能の計測ができる「さりげないバイタルセンシング」

表面だけでなく、直接運動神経を制御するといった人工的なシナプ

と運動制御、埋込によるインターフェイス構築を通した脳機能解析、

ス結合を構成することで神経・機械インターフェイスの構築を試み

そして医療・治療へ向けた機能制御技術として研究を進めています。

ている。

繊維構造を利用した電気回路形成

繊維電極によるリアルタイム荷重計測システムの構築

本研究の導電性繊維は、その繊維構造により抵抗値を制御するこ

本研究の繊維電極は、単なる導電性電極としてだけでなく、荷

とができる。その特性を利用することで、繊維素材のみで構成され

重・歪みセンサーとしても機能する。本電極が金属を利用していな

た電気回路形成が可能となることが期待される。繊維構造は細胞

い特徴を生かしたさりげない荷重計測が可能である。この特性を

足場材料（スカフォールド）としても有益であり、この二つの特性

利用したリアルタイム荷重計測が可能な椅子（Sensing Chair）や

を組み合わせることで、これまでにないインターフェイス構成が可

ベッドを作成し、姿勢計測・クラウド上でのデータ解析による姿勢

能となるものと考えている。

管理システムの構築を進めており、非接触でのバイタル計測への展
開を検討している。

OPEN 2019

101

機械・医工学コース
ファインメカニクス専攻

梶 研究室
准教授

バイオメカニクス講座
バイオデバイス工学分野

梶 弘和

http://www.biomems.mech.tohoku.ac.jp/index̲j.html

マイクロ流路デバイス内で培養した
網膜色素上皮細胞

眼内への細胞送達システム

マイクロ・ナノ技術の開発とバイオメディカル応用
バイオメディカル分野では、細胞やタンパク質等の生体由来材料の脆弱性に対応したマイクロ・ナノ技術が必要とされています。例えば、
生体外では、培養細胞の微小環境を精密かつ動的に制御可能な技術が重要であり、生体内では、細胞や薬剤を患部に低侵襲かつ効果的に送
達する技術が重要です。当研究室では、バイオメディカル分野に適用可能なマイクロ・ナノ技術の開発と、そうした基礎的技術の医用デバ
イス、医療分野への応用を目指して、特に眼科領域での医工連携を推進しています。

生体由来材料に適用可能なマイクロ・ナノ技術

眼底組織を模倣したオーガンチップデバイス

細胞やタンパク質等の生体由来材料の機能発現に生理環境が適

失明疾患の上位はすべて網膜疾患ですが、加齢、代謝、血流など

しているのは当然であり、このような材料のバイオメディカル応

多数の因子が複雑に関与して発症するため、治療法の開発が困難と

用には、その脆弱性に対応したマイクロ・ナノ技術が必要になりま

なっています。我々は、マイクロ流路デバイス内に眼底組織を模倣

す。これまでに、培養環境下で細胞やタンパク質を配列させるバ

した 3 次元培養モデルを開発しています。このデバイスを用いて、

イオリソグラフィー技術、細胞間相互作用制御が可能なマイクロ

眼疾患の病態メカニズムを正確に理解し、新しい治療法や薬剤スク

流路デバイス、細胞培養基材としての高分子ナノ薄膜等を開発し

リーニング法の開発を目指しています。

てきました。

眼外留置型のドラッグデリバリーシステム

眼底への細胞デリバリーシステム

超高齢化社会を迎えた日本において生活の質を維持するために

網膜疾患等の難治性疾患に対する薬剤療法は、基本的に症状の進

視覚情報は非常に重要ですが、高齢者になるほど視覚障害の頻度が

行抑制を目的としたものであり、網膜のような自己再生能を有さな

増加します。その主要因は網膜疾患ですが、網膜への効果的な薬剤

い組織の疾患の根本的治療策としては細胞移植が必要になります。

送達法の開発が喫緊の課題となっています。我々は、眼外に留置し

我々は、ナノ厚の生分解性薄膜を移植担体として利用することで、

て網膜に薬剤を送達する低侵襲性ドラッグデリバリーデバイスを

注射針等の細管で狭小な網膜下へ細胞シートを効果的に送達する

開発しています。

手法の開発を行っています。
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機械・医工学コース
ファインメカニクス専攻

石川・大森 研究室
教 授

石川 拓司

助教

大森 俊宏

バイオメカニクス講座
生体流体力学分野
http://www.bfsl.mech.tohoku.ac.jp/index̲jp.html

環境問題や生命現象の力学的理解、医療応用やマイクロロボットの開発など、諸問題を解決すべく実験・理論・数値計算を用いた研究を行っています。

バイオメカニクスで切り拓く人と地球の豊かな未来
「バイオメカニクス」とは、生体の生理学的あるいは病理学的な現象を物理法則に基づいて調べ、生物学・医学と異なる視点から生命現象を解
明する学問分野です。私達は微生物と人体を主な研究対象とし、動脈疾患などの健康問題や、赤潮などの環境問題に対して、実験、理論、数値シ
ミュレーションを用いた研究をしています。実験による新しい現象の発見、その現象を記述する新しい数理モデルの開発と理論解析、定量的な
数値シミュレーションによる工学・医療への応用を一貫して行うことで、こうした諸問題を解決すべく研究を行っています。

微生物の分布を予測する数理モデルの開発

力学的視点からの生命現象の理解

漁業に深刻な被害をもたらす赤潮は、海流と風向き、プランクト

マウスの体の左右は、初期胚のノードと呼ばれるくぼみの微弱な

ンの遊泳の兼ね合いによって引き起こされます。また、機器を損傷

流れで決まります。また、大腸菌などのバクテリアは、集団で協調

させたり、感染症を引き起こすバイオフィルムは、微生物が界面に

して遊泳し、物質輸送を促進することが知られています。このよう

付着することで生じます。我々は微生物の挙動を力学的に解明し、

に様々な生命現象は物理法則の上に成り立っており、我々は、流れ

微生物の運動を記述する数理モデルを開発することで、環境問題の

によって生じる生物学的機能を解明することで、生命現象における

解決や工学機器の性能向上に役立てています。

力学の果たす役割を明らかにすべく研究を行っています。

流体力学を用いた医療デバイスの開発

流体振動を用いたマイクロロボットの開発

微小流体流路は、少量のサンプルから細胞を分離するのに適して

マイクロメートルスケールの微小な遊泳ロボットは、微細加工や

います。我々は、がんの予後検診に役立てるため、末梢血流の乳が

ドラッグデリバリーの分野で注目されています。我々は、流体振動

ん細胞を流体力によって分離するデバイスを開発しています。ま

力を用いた微小遊泳ロボットの動作原理を開発しています。流体

た、遊泳能の高い細菌を分離するデバイスの開発や、血栓の付着を

振動の方向を変化させることで、ロボットの動きを任意に制御する

防ぐ流路形状の提案などを行い医療応用を目指したバイオチップ

ことが可能です。

開発を行っています。
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機械・医工学コース
ファインメカニクス専攻

菊地 研究室
准教授

バイオメカニクス講座
生体流体力学分野

菊地 謙次

http://www.bfsl.mech.tohoku.ac.jp/index̲jp.html

様々な生物における運動や流動の可視化計測例

可視化で解き明かす生物流動とバイオメカニクス
可視化は、見えにくい、若しくは見ることのできない物の流れや現象、運動などを視覚的に見易くし、その理解を深める有用なツールの
一つです。私達は通常観察が困難な生体に関わる流動や物質拡散、生物の運動について可視化・解析するための技術を開発し、生き物に関
わる様々な力学について実験的に研究を行なっています。複雑な生命現象をより深く理解するためには、可視化実験によって得られた新
たな知見をもとに、理論解析を行うことが重要です。研究対象は、ヒト、その他の動物、植物、魚類、両生類、微生物などの幅広い生命現象
であり、皮膚からの薬剤浸透（経皮吸収）や腸蠕動、血流などの医療・健康診断に関する研究や、生物特有の流動現象のメカニズム解明など、
多くの学問分野に渡った学際研究を行なっています。当研究室は、石川・大森研究室と一体で運営しています。

生体内をありのままにバイオイメージング

物質浸透・拡散を促進するメカノエフィカシー

観察する生物・生体に対し、刺激や損傷などの負荷を最小限に留

生体内を浸透・拡散する物質は、その背景にある流動構造によっ

めたリアルタイム観察手法の開発を行なっています。不透明な細

てさらに浸透・拡散が促進されます。また、分解（代謝）や合成によっ

胞や組織を可視光で観察するには光学的な限界があります。我々

ても物質濃度が時々刻々と変化するため、精度良く生体内の輸送現

は、超短波長パルスレーザーやマイクロフォーカス X 線、共焦点

象を予測・制御することは困難です。我々は皮膚表面から浸透（経

光学系などを用いて、生体内部を低侵襲・非破壊で観察し、生体内

皮吸収）する薬剤を機械的運動によって制御することを目指し、薬

部の流動や物質拡散メカニズムについて研究しています。

剤の細胞・組織間内の輸送促進方法について研究しています。

生物の機能を工学的に応用するバイオミメティクス

光学顕微鏡を用いたマルチモーダルイメージング

生物の特有の形状や性質には環境に適応した機能が備わってい

微小領域における物質濃度、拡散係数、移流速度、pH、温度に

ることがあり、その生物の持つ特徴を力学的に理解し、工学的に模

ついて、レーザー誘起蛍光法、画像相関法、ラマン散乱分光法など

倣・応用（バイオミメティクス）することで、我々の生活に役立つ技

を用いた三次元物理量を定量的に取得する方法を開発しています。

術として活用されています。生物に隠された機能を用いて、医療機

また、時間変化を計測することで多次元計測し、生命現象の解明に

器、航空機、自動車、競泳水着などの表面摩擦の抵抗低減などにつ

特化した高時間分解能な多変量計測法について研究しています。

いて研究しています。
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機械・医工学コース
医工学研究科

医工学専攻／ロボティクス専攻

田中（真） 研究室
教 授

田中 真美

社会医工学講座
医療福祉工学分野
http://rose.mech.tohoku.ac.jp

上段左から
「インテリジェント人工指」、「毛髪触
感計測センサ」、「ヒトの感じる粗さ

Score

30 Subject 1
25 Subject 2
Subject 3
20
15
10
5
00 50 100 150 20030250
25
Frequency [Hz]
20
15
10
5
00 50
Score

Subject 4
Subject 5
Subject 6
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」
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縦軸の Score が大きいほど、ヒトは粗いと感じている。

下段左から
「皮膚性状計測センサ」、「点字読み
取りセンサ」、「触刺激計測センサ」

触覚・触感に基づくQOLテクノロジーの創出
近年、人口の少子高齢化を迎える現代社会において、医療・福祉・保健の分野では、さまざまな観点から生活の質（QOL）を考慮した社会
の構築が求められており、新しいメカトロニクス技術を利用した医療福祉機器への期待が高まっています。医療福祉工学の発展には、新
たなセンサやアクチュエータの創製、システムや情報処理技術の高度化が重要な課題となっています。そこで、当研究室では、ヒトの高度
な計測システムに着目し、そのメカニズムを明らかにしながら、ヒトが持つ巧みな触覚感性機能をセンサシステムで実現することで新たな
QOL テクノロジーの創出を目指しています。得られた触覚・触感計測技術を積極的にさまざまな用途に応用する研究も行っています。

触覚・触感のメカニズムの解明

触覚・触感計測センサシステムの開発

触覚はヒトの生活において必要不可欠な感覚であり、指先は「触

人の触覚・触感は、刺激を能動的あるいは、受動的に受けて感じ

れる」だけでなく、
「撫でる」、
「押す」などの触動作を行うことによっ

るものであり、本研究ではその感覚の計測を、前述の触覚・触感の

て質感や手触り感などの触感を収集しています。ヒトは「柔らかさ」

メカニズムの解明結果も応用しながら、センサ材料、動作機構、信

や「なめらかさ」などをどのように知覚しているのかを解明するた

号処理などについて検討を行い実現を目指すものです。繊細な手

めに、様々な実験系を構築し、触知覚メカニズムについて研究して

触り感が測れるようになることや、また、着用しているものなどの

います。

人体に及ぼす触刺激を計測することの実現などが期待されます。

点字読み取りセンサシステム

触診センサの開発

点字読み取りセンサシステムの開発を行っています。点字セン

触診は簡便な診察方法ですが、客観的な評価や感覚の共有が難し

サには、高分子圧電フィルムを用いることでコンパクトなシステム

く、触診センサの開発が求められています。当研究室では、検査対

を実現し、フィルムと点字の凸点の接触により得られる出力波形の

象上を力計測プローブで接触走査させることで生体内部のしこり

特徴から点字文字の識別を行うシステムです。ユーザビリティの

の検出・評価を行う触診センサや生体組織の硬さを評価する触診セ

観点から、容易に使用できるセンサ構造の設計も行っています。視

ンサを開発しています。遠隔医療や患者の心理的な負担の軽減に

覚障害者の QOL 向上に有用であると期待されます。

も有用であると期待されています。
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機械・医工学コース
ロボティクス専攻

奥山 研究 室
准教授

社会医工学講座
医療福祉工学分野

奥山 武志

http://rose.mech.tohoku.ac.jp

上段左から
「関節角度計測センサ」、「前立腺触
診動作計測」、「筋音計測システム」

下段左から
「指先力計測センサ」、「引掻き動作
計測センサ」、「分娩介助動作計測シ
ステム」

生体動作計測による医療福祉工学
医療福祉分野においては、触診や手術、リハビリテーションの介助などに手指が用いられ、重要な役割を担っています。しかしながら、
未修練者がこれらの手指を用いた高度な手技を習得するためには、多くの訓練と臨床経験による熟練が必要です。そのため、より効果的に
手技を習得するために、高度で熟練した手技の定量化が求められています。そこで、当研究室では、最先端のメカトロニクスや情報処理技
術を駆使し、ヒトの動作を計測・評価する研究を行っています。また、定量化された動作情報を未修練者の教育へ活用するだけではなく、
触診センサなどの医療福祉ロボティクスへの活用も行なっています。さらに、生体動作計測技術を基に、筋活動状態の計測システムや皮膚
疾患による引掻き行動モニタリングシステムの開発も行っています。（当研究室は、田中（真）研究室と一体で運営しております。）

ウェアラブル手指動作計測センサシステム

筋音・筋振動による筋状態評価手法の創出

指関節部の平均曲率と指関節角度の関連性に着目した指関節角

安全で効果的なリハビリテーションを実現するために、筋肉が収

度を計測する柔軟ポリマーセンサや、指先にかかる力と腱張力の関

縮する際に生じる体表面微振動（筋音）や筋骨格の振動特性に注目

係に着目した指先力を計測する指輪型センサなどのウェアラブル

し、筋肉の疲労状態などの筋活動状態を評価する手法の開発を行っ

な手指動作計測システムを開発しています。これらはセンサ装着

ています。これまでの研究で、筋音と筋電を複数点で同時計測する

による指感覚の阻害が生じないように設計されており、指感覚が重

システムを開発し、筋肉の特性や筋損傷、筋疲労によって筋音の周

要であるリハビリテーションなど様々な分野での応用が期待され

波数特性が変化することを確認しています。

ています。

皮膚疾患による引掻き行動モニタリングシステム

巧みの手技を定量化する計測技術

皮膚疾患の治療において痒みの定量化が重要ですが、主観的な感

様々な手指動作計測技術を基に、熟練した技能者の手技の定量化

覚であるため、客観的な評価が困難です。そこで、痒みにより誘発

を行っています。前立腺の直腸内触診については、動作計測が可能

される引掻き行動に注目し、痒みの代替指標として引掻き動作を計

な前立腺触診シミュレータを開発し、熟練した医師の手技の特徴を

測するセンサシステムの開発を行っています。特に、引掻く際の力

抽出しています。また、安全な分娩のために行われる助産師による

学的な特徴（接触力など）を評価できるシステムを目指して、引掻

分娩介助動作についても、グローブ式センサを用いて助産師の手に

き音を計測する装着型のマイクセンサを開発しています。

かかる圧力分布を計測し、熟練者の手技の特徴を定量化していま
す。
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機械・医工学コース
医工学研究科

厨川 研究室
教 授

厨川 常元

生体機能システム医工学講座
生体機能創成学分野
http://www.pm.mech.tohoku.ac.jp/
※ P3、4 も参照ください

レーザ照射面
Laser irradiated surface
人工股関節
Artificial hip joint

疑似体液浸漬後
（HApの析出）
After immersion in
a simulated body fluid
(Precipitation of HAp)

生体親和表面の創成（生体活性機能の付与）
Generation of bio-active surface

PJD による革新的歯科治療法

生体親和表面の創成（生体活性の付与）

機能性インターフェースによる医工学のイノベーション
本研究室では、ナノ精度機械加工等の高度な “ ものづくり ” 技術を基盤として、その「表面」に様々な “ 細工 ” をすることで新たな機能性
を発現させる「機能創成加工」の研究開発を進めています。生体親和性の向上や細胞の活性化を可能とする表面創成技術を開発し、バイオ
マテリアルに適用することで革新的な治療を可能にします。
今後急速に進む高齢化社会にあって、体の中で定められた機能を果たしながら、生体組織や細胞に対する高い親和性、耐久性を発揮するデ
バイスが実用化されれば、高齢者はもとより、ケガや病気などによって生体医療材料を必要とする人々の負担を軽減することにつながりま
す。生体医療材料の約 9 割が輸入製品という現状のなかで、国内で新しい材料やデバイスを生産することが、これからの日本の製造業の競
争力を高めることにつながるという信念をもって研究に挑んでいます。

ハイドロキシアパタイト膜形成による革新的歯科治療法

骨親和機能を有するインプラントの開発

微粒子の高速衝突による材料への付着現象を利用して、室温大気

バイオマテリアルには、生体組織や細胞に対する高い親和性が求

圧環境下でハイドロキシアパタイト（HAp）微粒子を、人歯表面（エ

められます。本研究室では、様々な表面創成プロセスを利用して「生

ナメル質）に高速で衝突させることにより、天然歯上に HAp 厚膜

体に優しい」表面づくりに取り組んでいます。これまでに、チタン

を成膜することに世界で初めて成功しました。本手法は、新しい歯

系材料に対して生体に活性な機能を付与することに成功していま

質の再構築を可能にするもので、虫歯治療を初め、予防歯科、審美

す。この方法を利用すれば骨との固着性に格段に優れるインプラ

歯科の分野において革新的な治療法として注目されています。

ントを作製することも可能になります。

生体親和表面・バイオミメティック表面の創成

機能性表面創成のための次世代3Dプリンタ開発

材料表面の幾何学的な形状や化学的な組成により、生体細胞や組

3D プリンターは、目的とする構造物の 3 次元形状情報があれば

織へのインタラクションが変化します。この現象に着目し、バイオ

複雑な形状でも造形が可能です。この特徴を利用して、医療分野で

ミメティックな発想による表面の創成に取り組んでいます。例え

はテーラーメイドのインプラント（人工骨、骨固定材など）作製技

ば、細胞や組織が瞬時に固着する、あるいは逆にそれらが全く寄り

術として期待されています。本研究室では、3D プリンターの造形

付かない表面を創ることを狙っています。このような手法を駆使

プロセスで生じるミクロな現象を解明し、それを応用して新たな機

し、医療・バイオ分野への新たなブレークスルーを目指しています。

能を付加する、革新的なプロセスの開発に取り組んでいます。
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機械・医工学コース
医工学研究科

山口 研究 室
准教授

社会医工学講座
ライフサポート工学分野

山口 健

http://www.glocaldream.mech.tohoku.ac.jp

安全安心な社会を実現する生命・生活支援工学
安全安心な生活や、高齢者及び障害者の自立した生活の実現のためには、生命・生活を支援する新しい工学技術分野（ライフサポート工学）
の確立が必要です。当研究室では、トライボロジーとバイオメカニクスを基盤として、転倒機構の解明や転倒防止のための靴・床の開発、動的
姿勢安定性評価手法の開発、高性能なスポーツ用品や生活用品の開発などを通じて、ライフサポート工学に関連する教育・研究を行っています。
１．歩行安定性に関するバイオメカニクス研究

２．すべり転倒機構の解明に関する研究

３．センサシューデバイスを用いた歩行動作解析

４．超耐滑靴底及び床の開発に関する研究

５．肌触り感に優れるティッシュペーパーの開発に関する研究

すべり転倒機構の解明に関する研究

超耐滑靴底・床材料の開発に関する研究

屋内外の転倒事故件数は増加傾向にあり、特に高齢者の転倒事故

当研究室では、水や油、粉体などで覆われた床面に対して優れた

は寝たきりの原因になるなど、深刻な問題となっています。当研究

耐滑性を示す靴底材料や靴底意匠の開発、濡れてもすべりにくい床

室では、歩行中の靴底と床面間の力学解析と動作解析に基づいて、

材料の開発に取り組んでいます。接触面観察システムを用いた摩

すべりを原因とする転倒発生機構の解明に取り組むとともに、靴底

擦試験により、液体や粉体を効果的に接触面から排除することが出

材料と床材料に求められる摩擦係数やすべりにくい歩行動作に関

来る靴底意匠の開発に成功し、歩行安全性に優れる超耐滑靴の実用

する研究を行っています。

化を達成しています。

センサーシューデバイスを用いた
歩行解析に関する研究

産学連携の取組み
当研究室は産学連携による研究成果の「社会還元」に積極的に取

靴底に多数の力覚センサを配置したセンサシューデバイスを用

り組んでいます。これまでに入院患者用安全サンダル、超耐滑ラ

いた歩行解析システムの開発に取り組んでいます。このセンサ

バーソール、歩道用の防滑コンクリートブロック、肌触り感に優れ

シューデバイスを用いることにより、歩行中の靴底面内の応力分布

るティッシュペーパー、靴・床耐滑性評価試験システムの実用化に

に基づいた靴底意匠の設計が可能となります。また、歩行中の圧力

成功しています。また、その他の研究内容、研究成果は当研究室

中心点や重心位置の推定などが可能となり、場所によらない歩行解

HP をご覧下さい。

析が実現が期待されます。
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機械・医工学コース
流体科学研究所

早瀬・宮内 研究室
教 授

早瀬 敏幸

助 教

宮内 優

協力講座
融合計算医工学研究分野
http://www.ifs.tohoku.ac.jp/sme/index-j.htm

右図
(a)

(b)

図1

2 次元超音波融合血流解析システム

計測と計算を融合した生体内の血流解析

(c)

図２ （a）内皮細胞を培養する試料容器、および
流れ負荷実験前後の細胞の分布（b）前、
（c）後

脳卒中や心筋梗塞など、循環器系疾患の発症や進展のメカニズムを解明するには、生体内の血流の状態を正確かつ高速に取得できる手法
が不可欠です。本研究室では、生体計測と数値流体解析を一体化した計測融合シミュレーションにより、生体内の複雑な血流の状態を高精
度かつ超高速に取得するための研究を行っています。図 1 は本研究室で開発した臨床用の 2 次元超音波計測融合血流解析システムです。動
脈硬化の好発部位であるヒト頸動脈の複雑な速度分布や血管壁に作用するせん断応力をリアルタイムで解析することができます。また、小
動物実験用の生体解析連成超音波計測システムでは、微小なマウスの頸動脈内の3次元血流速度分布、壁せん断応力、血管変形を再現します。
超音波計測以外にも MRI 計測を用いた計測融合シミュレーションにより、脳動脈瘤内や心臓内の血流に関する研究も行っています。

大動脈弁狭窄症が左心室内の血流場に与える影響に
関する研究
心臓の入り口と出口には血流の逆流を防ぐために弁が存在してい
ますが、その弁に障害がある状態を心臓弁膜症といいます。心臓弁
膜症によってスムーズに血液が輸送されないことから心臓の負荷が
大きくなり、重度の場合には手術が必要となります。本研究では、
左心室と大動脈の間に存在する大動脈弁を対象に、大動脈弁狭窄症

傾斜遠心顕微鏡による赤血球の摩擦特性に関する研究
毛細血管では赤血球と血管内皮表面層との間に複雑な相互作用
が生じており、赤血球と内皮細胞との力学的相互作用の解明によっ
て循環器系疾患の機序の解明や新しい治療法の開発に寄与できま
す。本研究室では、傾斜遠心顕微鏡を用いた摩擦特性の計測や傾斜
顕微鏡内の赤血球挙動を数値シミュレーションによって再現する
ことで相互作用の解明を行っています。

が左心室内の血流場に与える影響について研究しています。

腫瘍血管網の流動解析に関する研究
腫瘍周囲に新生する血管網は正常な血管網と異なり、形状が著し
く不規則であり液体の透過性が大きくなっています。そのため、が
ん治療において十分な量の抗がん剤を腫瘍に到達させることが困
難となっています。本研究室では、血管網の複雑な形状や血管壁に
おける液体の透過性を容易に扱える腫瘍血管網の流動解析手法を
開発し、その流動特性を研究しています。

血管壁近傍流れ場が内皮細胞損傷に与える
流体力学的影響に関する研究
血管の内壁を覆う内皮細胞は循環器系恒常性維持に重要な役割
を果たしており、これらの細胞へ損傷はアテローム性動脈硬化症な
どの血管疾患をもたらすことが知られています。しかし、内皮細胞
損傷の要因については未だ分かっておらず、その解明が望まれてい
ます。私たちは内皮細胞を培養した流路を用いて様々な流れ条件
における内皮細胞の生存および損傷を研究しています（図 2）。
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3-in-1 生体模擬チップ（左上図）
とチップ内に形成した微小血管網の顕微鏡画像（左下図）
、細胞群の3 次元動態のタイムラプス観察システム（右図）

マイクロ流体デバイスによる生体内微小環境の再現と細胞挙動の制御
生体内の細胞は、運動や血流による力学的な刺激と、生化学物質による化学的な刺激を感知して応答します。細胞の正常な応答は、分化・
形態形成・生体恒常性の維持にとって必要不可欠であり、万が一それらの機能が破綻した場合には、疾患の発症や様々なダメージを引き起
こします。また、生体組織の内部の酸素濃度は大気中よりも低く、血流の状態による時間的な変化もあり、細胞に対して大きな影響を与え
ています。そのため、生理現象の解明と疾患の治療技術の革新には、時間的・空間的に変化する低酸素環境における個々の細胞の応答と細
胞群の相互作用を解明し、制御することが重要です。本研究室では、生体内の微小環境を再現・模擬する「マイクロ流体デバイス」の開発を
行い、様々な条件下における細胞群の挙動メカニズムの解明と、その制御について研究しています。

3-in-1生体模擬チップの開発

がん細胞の遊走の計測と制御

酸素分圧・力学的刺激・化学的刺激の 3 つの因子を制御し、生理

がん組織内部（がん微小環境）では、細胞の過剰な増殖と未熟な

的環境と病的環境の両方を再現するマイクロ流体デバイス「3-in-1

血管網の形成により、酸素濃度の不均一な分布（空間変化）と急性

生体模擬チップ」を開発しています。酸素濃度を調整した混合ガス

の低酸素負荷と再酸素化（時間変化）が生じます。酸素濃度の時空

をガス流路に供給することで酸素分圧を制御しながら、細胞に対し

間変化は、がん細胞の遊走と血管新生を活発化させてがんの成長と

て力学的刺激（圧力やせん断力）と化学的刺激（生化学物質や薬剤の

転移を促します。本研究では、3 次元培養したがん細胞の低酸素刺

濃度勾配）を負荷するデバイスを開発しています。

激に対する応答の解明と制御に取り組んでいます。

血管内皮細胞単層の物質透過性の評価

ヒト胎盤チップによる胎盤機能の再現

血管の内側は血管内皮細胞の単層により覆われています。この

胎児の健やかな発育と母体の良好な健康状態の維持には、胎盤の

血管内皮細胞の単層の物質透過性は、出血の発生や動脈硬化の発症

正常な機能が必要不可欠です。母体の栄養・健康状態が胎盤と胎児

と進展、がんの転移などの様々な疾病と関連があります。本研究で

に与える影響について多くの動物実験が行われてきましたが、種に

は、虚血再灌流などにより誘起され、遺伝子の発現を即座に変える

よって胎盤の構造が異なるという根本的な問題があります。本研

とされる酸素濃度の変化に焦点をあて、低酸素負荷による血管内皮

究では、微小環境の酸素分圧の制御と細胞の共培養を可能にする細

細胞単層の物質透過性の変化を明らかにする研究を行っています。

胞培養技術を応用し、ヒト胎盤の機能の再現に取り組んでいます。
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血管モデル図

太田研のコンセプト図

脳動脈瘤・心筋のモデル開発による先端医療機器評価学の創成
脳卒中や不整脈は突然襲いかかる病気であり、予防的・低侵襲治療が重要です。カテーテルなどの先端医療機器の開発や訓練には、動物
実験や臨床治験が欠かせません。しかしながら、これらには倫理上や予算上の問題が存在します。もしその患部とそっくりの力学特性およ
び形状を持つモデルが開発できれば、少しでも治験数を減らすことができるでしょう。本研究では、動脈・静脈から骨までのモデルを、材
料から開発しています。これらのモデルは、開発途上の医療機器の評価に用いたり、血流と病変部の関係を新たに発見し、さらに新たな医
療機器の開発に繋がっております。将来は、細胞培養とドッキングし、生化学的な評価できるようにしようと取り組んでいます。また国際
標準化も推し進め、医療機器の定量的評価を可能にし、安全な医療機器の開発を通して、社会に貢献することを目指しています。

ステントデザインの血流最適化設計

体外循環路を用いた医療機器評価

脳卒中の原因となる脳動脈瘤の治療にフローダイバータステン

ステント、カテーテルを用いた、アブレーション、クライオ、な

トと呼ばれる医療機器は、破裂例もあり改良が必要です。今後の開

ど各種体内治療について、体外の循環路および生体に近い組織モ

発には、ステントの血流効果や力学条件等多くの因子を最適なバラ

デル（当研究室で開発した PVA ー H モデル）を用いて評価しま

ンスにすることが大切です。そこで本研究ではデザインを最適化

す。これまでに、アブレーションカテーテル、超音波、クライオセ

を自動探索する数値流体解析プログラムを開発しています。将来

ラピー、マルチレイヤーステント、ステントグラフト、圧力センサ、

は、各患者に最適なステントを提供するテーラメード医療機器シ

ナノパーティクル熱特性、カテーテルシミュレーションなどを評価

ミュレーションに役立ちます。

してきました。

模擬骨の開発と模擬骨を用いた医療機器評価

国際標準の推進

模擬骨は、ボーンスクリューなどの医療機器を評価をするのに欠

医療機器の評価法を国際標準化していくことは、医療機器の品質

かせない道具です。医療機器が生体に及ぼす影響を最適に評価す

を保証し、安全な医療機器の提供に欠かせないことです。科学的に

る手法を開発しています。模擬骨を用いて評価する医療機器には、

評価する方法を模索し開発していくと同時に、国際標準化活動にも

ボーンスクリュー、ボーンソー、ボーンドリルなどがありますが、

積極的に参画しています。

現在はボーンドリルをターゲットにした模擬骨の開発に取り組ん
でいます。
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プラズマ刺激による細胞応答の変化

放電に伴う多重圧力波によるキャビテーションマイクロジェットの方向制御

プラズマ医療の基礎と応用
プラズマ流が生成する様々な物理刺激が生体にどのような影響を与えているのか解明し、プラズマ医療の基礎学理構築と新しいプラズマ
医療法の開発を目指しています。プラズマ流の化学的、力学的、電気的、熱的、光学的な刺激の生成法の開発とその制御、ならびに生成され
た物理刺激が生体に輸送される機構の解明とその制御に関する研究を、流体工学、プラズマ工学、生体工学を融合した新しい学術的視点を
通して進めています。また、生体の活性化や不活性化における細胞反応機構の解明、がん細胞に対するアポトーシス誘導法の開発、細胞活
性化を利用した細胞増殖法の開発に取り組んでいます。

プラズマによる細胞・ウイルスの応答変化

水中プラズマ流の進展機構の解明とその生体応用

プラズマによる細菌およびウイルスの死滅・不活化や、がん細胞

水中プラズマ流において生成される化学種に大きく影響を与え

のアポトーシス誘導などをプラズマ刺激により行う研究が盛んに

るストリーマ進展過程を解明し、プラズマ医療への応用に取り組ん

おこなわれています。これまでは、プラズマにより生成される化学

でいます。当研究室ではナノ秒の時間分解能を有する超ハイスピー

的活性種の効果が注目されていました。当研究室では、化学的反応

ドカメラで高速ストリーマ進展の様子を計測しています。ストリー

と同様に重要な電気的効果を明らかにするため、プラズマ刺激によ

マに伴う電荷の移動および放電時に生成される気泡挙動の解明や

る細胞応答の観察とその詳細な解析をおこなっています（左写真）。

電荷輸送制御による細胞応答誘導技術の開発を目指しています。

気液プラズマの熱流動場・化学反応場の解明

プラズマによる微細気泡と
マイクロジェット生成法の開発

気液界面におけるプラズマと液体の相互作用に関する基礎現象
の解明を行い、プラズマ医療への応用を目指しています。特に、プ

水中プラズマによる微細気泡の発生法や計測法の開発ならびに

ラズマが生成する流れの生成機構の解明や化学種の輸送現象を明

生成した気泡を利用したマイクロジェットの発生方法の開発を進

らかにすることで、生体への効率的な化学輸送方法を開発してい

めています。右写真に示すように、水中放電に伴い生成する多重衝

ます。

撃波を利用し制御したマイクロジェットによる細胞内物質導入法
の研究を進めています。
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a

b

c

d

Diametrical core deformation analysis
(DCDA) for in-situ stress measurements

”Geomechanics ＝ Geo（地球）+ Mechanics（力学）”による地球温暖化ガスを削減
するためのエネルギーと新技術の開発
近年、非在来型資源開発の発展と共に、Geomechanics（ジオメカニクス）の理解が、地下の破壊現象の理解や資源開発に重要であるこ
とが分かってきました。当研究分野では、ジオメカニクスを軸に、二酸化炭素地下貯留、メタンハイドレート、非在来型資源、高精度地殻応
力測定、超臨界地熱開発を対象として研究を実施しています。地球環境問題とエネルギー問題の解決を目指し、地殻内に天然に存在する特
殊環境（温度、圧力、閉鎖性）を高度に利用することで、調和のとれた人と自然の関係を達成することを目指した様々な研究を行っています。

a，
非在来型石油資源開発におけるフラクチャリング法
の高度利用

ｂ，
未固結層のフラクチャリング挙動解明と
メタンハイドレート開発への応用

シェールガス・オイル等の非在来型資源のは浸透性の低い地層に

わが国の次世代型資源として注目されているメタンハイドレート

貯留していることが多く、その生産には岩盤に割れ目を造るフラク

は海底の砂層等の未固結層内に存在し、その効率的生産のためにフ

チャリング法が必要不可欠です。しかし、地下での破壊現象は直接

ラクチャリング法を利用することが考えられています。しかし未固

観察できない為、未解明の部分が多く、効率的な生産のためフラク

結層内では固結した岩体に対する従来のフラクチャリング理論が適

チャーを制御する技術が熱望されています。当研究室では、このフ

用できません。そこで、当研究室では独自の実験設備や解析手法を

ラクチャー伸展挙動や、透水性改善のメカニズムを解明し、工学的

駆使し、未固結層内でのフラクチャー形態の解明に従事しています。

に応用するための新たな理論を構築する研究を行っています。

c，
粒状体個別要素法を用いた地下環境における
熱-水-応力-化学連成現象の解明

ｄ，
コア変形法による地殻応力測定
地熱や非在来型石油・ガス資源の開発では、地下の対象地層に作

粒状体個別要素法（DEM）は、従来の連続体解析では困難な岩盤

用している地殻応力が、流体資源の生産性を決定する重要なパラ

等の破壊にともなう大変形を容易に取り扱うことができる比較的

メータとなります。また地震リスクを評価する際の決定的なパラ

新しい不連続体数値解析手法です。当研究室では独自に開発した

メータでもあります。対象地下岩体のボーリングで回収される地

DEM 解析コードを用いて、地下環境における複雑な熱 - 水 - 応力 -

下岩石片（コア）の変形を高精度に測定することで、従来は困難で

化学連成現象を再現し、砂、泥、岩といった様々な地盤材料の破壊

あった地殻応力を直接推定する手法の開発を行っています。

のメカニズムを解明する示唆を得るための研究をすすめています。
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