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Exploring the impact of COVID-19 on transportation using 
Structural Equation Modeling 

 
Muhammad Irfana), Hiroshi SHIMAMOTOb) 

 

Abstract 

COVID-19 has had an impact on various aspects of life, including transportation. In this paper, 

exploration is carried out in Yogyakarta City, Indonesia, by looking at the various effects of 

COVID-19 on several variables related to transportation, including accidents, community mobility, 

and air pollutants of indicators. Then the analysis was carried out using the Structural Equation 

Modeling (SEM) method in the R Studio program. The study results show that community mobility 

is influenced by the number of the accident and community mobility does not influence the volume 

of air pollutants. This research can become input for the government planning to improve the 

transportation system.  

 

Keywords: transportation, COVID-19, Structural Equation Modeling, SEM 

 
 

1. INTRODUCTION 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is 
caused by Severe Acute Respiratory Syndrome 
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). On December 31, 
2019, the WHO China Country Office reported 
pneumonia of unknown etiology in Wuhan City, 
Hubei Province, China. Then, on January 7, 2020, 
China identified the case as a new type of 
coronavirus. Finally, on January 30, 2020, WHO 
declared the incident a Public Health Emergency of 
International Concern (PHEIC), and on March 11, 
2020, WHO announced COVID-19 a pandemic 
(Sugihantono et al., 2020). 

Indonesia reported the first case of COVID-19 
occurred on March 2, 2020, where the number of 
cases and daily patients continued to increase until 
the end of 2020, as shown in Figure 1. Since the 
beginning, the Indonesian government has tried to 
suppress the spread of the pandemic through policies 
in lockdown for international flights and large-scale 
social restrictions for domestic. However, the first 
wave of the pandemic in Indonesia did not end until 
the end of 2020. On the contrary, the economic sector 
showed a decline. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1  COVID-19 cases in Indonesia, 2020 
 

Based on Cumulative Growth Rate (figure 2) 
data published by the Central Statistics Agency of 
Indonesia, economic growth in Indonesia has slowed 
by -2.07%. The transportation and warehousing 
sector shows a significant value when compared to 
other industries of -15.04%. So, the COVID-19 
pandemic has had a massive impact on the 
transportation sector. So, the government must 
determine strategic policies related to transportation 
to improve the economy through good transportation 
planning. Furthermore, this study was made to 
explore and analyze the impact of COVID-19 on the 
transportation sector by looking at the effect of 
changes in community mobility during the pandemic 
on transportation using indicators related to the level 
of traffic accidents. In addition, the correlation 
between community mobility and air pollution is also 
seen. 

a)Master Student, Dept. of  Civil and Environmental Engineering 
(Regional Planning, Research and Development Agency of South 
Sulawesi Provincial Government, Indonesia) 

b)Associate Professor, Dept. of  Civil and Environmental  
Engineering 
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Figure 2: Cumulative Economic Growth Rate in Indonesia 
 
The variables used in this study are latent, so 

they must be modelled on the Structural Equation 
Model (SEM). Many applications support SEM, such 
as AMOS, EQS, MX, etc. However, this research 
uses RStudio because it is open source, and there is a 
community that supports the development of this 
application with many packages that continue to be 
developed(Gana & Broc, 2019). 

 
2. LITERATURE REVIEW 
 
2.1 Structural Equation Modelling (SEM) 

SEM is a quantitative method used to see the 
relationship between the variables studied. SEM tests 
the theoretical model using statistical methods from 
hypotheses to understand complex relationships 
between variables. 

The development of the first SEM program, the 
linear structural relations model (LISREL), was 
carried out in the mid-1980s. However, SEM for all 
disciplines usages has been carried out since 1994 
(Schumacker & Lomax, 2012). SEM has advantages 
when compared to other statistical approaches, 
including: 

• Describe complex phenomena through 
statistical modelling and measurement. 

• Distinguish between measurement error and 
statistical analysis so that the validity and 
reliability produced are clearer. 

Several studies related to transportation use the 
SEM method, such as the Eboli study, which 
explores the interaction between land use and 
transportation using SEM. The results of his research 
indicate that travel behaviour which is strongly 
influenced by the economic characteristics of the 
community can identify the relationship between 
variables related to land use and transportation 
systems(Eboli et al., 2012). Furthermore, Lee's 
research which shows the size of traffic accidents on 
Korean toll roads, uses SEM, which concludes that 
its size is influenced by road factors, driver factors 
and environmental factors(Lee et al., 2008). 
2.2 The impact of covid-19 on community mobility 

Mendolia's research stated that community 
mobility by data from Google would be influenced 

by policies determined by the government of a 
country where the steps taken are affected by the 
number of cases and deaths caused by COVID-19. If 
the impact caused by Covid-19 becomes higher, the 
social interaction and movement of the community 
will be increasingly restricted by the government 
according to the characteristics of their respective 
countries(Mendolia et al., 2021). 

 
2.3 The impact of covid-19 on accidents 

Covid-19 impacts people's habits in driving their 
vehicles and vigilance in driving (Katrakazas et al., 
2020). A study conducted by katrakazas showed a 
significant decrease in Greek by 41% in the first 
month of the pandemic. The amount of vehicular 
traffic is also decreasing, but this causes the average 
speed of vehicles to increase by 6-11%. 

 
2.4  The impact of covid-19 on air pollution 

Based on several studies, COVID-19 has a 
relationship with air pollution. At the beginning of 
the COVID-19 pandemic, it showed a decrease in the 
concentration of NO2, PM2.5 and an increase in ozone 
O3 in 34 countries due to the decline in the number of 
vehicles globally(Venter et al., 2020). Furthermore, 
based on travaglio's research, an increase in the 
amount of air pollution on a small scale will increase 
the number of deaths in the UK due to COVID-19 on 
a large scale(Travaglio et al., 2021). 

Finally, based on several research results, the 
relationship between Covid-19 and several variables 
can be seen. The hypothesis in this study is that there 
is a relationship between community mobility 
variables with the accident and air pollution, which 
will try to be modelled using the SEM method. As a 
first step, exploration will be carried out by analyzing 
the impact of COVID-19 on an area.   

 
3. CASE STUDY 
 

The research was conducted in Yogyakarta City, 
which is one of the densely populated cities in 
Indonesia. The city's highest income comes from the 
tourism sector due to its many historical and cultural 
sites, interesting natural attractions, cultural events, 
and delicious foods. However, the number of visitors 
has decreased because of the COVID-19 outbreak, as 
shown in figure 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 3: The number of tourism visitors in Yogyakarta City 
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statistical modelling and measurement. 

• Distinguish between measurement error and 
statistical analysis so that the validity and 
reliability produced are clearer. 

Several studies related to transportation use the 
SEM method, such as the Eboli study, which 
explores the interaction between land use and 
transportation using SEM. The results of his research 
indicate that travel behaviour which is strongly 
influenced by the economic characteristics of the 
community can identify the relationship between 
variables related to land use and transportation 
systems(Eboli et al., 2012). Furthermore, Lee's 
research which shows the size of traffic accidents on 
Korean toll roads, uses SEM, which concludes that 
its size is influenced by road factors, driver factors 
and environmental factors(Lee et al., 2008). 
2.2 The impact of covid-19 on community mobility 

Mendolia's research stated that community 
mobility by data from Google would be influenced 

by policies determined by the government of a 
country where the steps taken are affected by the 
number of cases and deaths caused by COVID-19. If 
the impact caused by Covid-19 becomes higher, the 
social interaction and movement of the community 
will be increasingly restricted by the government 
according to the characteristics of their respective 
countries(Mendolia et al., 2021). 

 
2.3 The impact of covid-19 on accidents 

Covid-19 impacts people's habits in driving their 
vehicles and vigilance in driving (Katrakazas et al., 
2020). A study conducted by katrakazas showed a 
significant decrease in Greek by 41% in the first 
month of the pandemic. The amount of vehicular 
traffic is also decreasing, but this causes the average 
speed of vehicles to increase by 6-11%. 

 
2.4  The impact of covid-19 on air pollution 

Based on several studies, COVID-19 has a 
relationship with air pollution. At the beginning of 
the COVID-19 pandemic, it showed a decrease in the 
concentration of NO2, PM2.5 and an increase in ozone 
O3 in 34 countries due to the decline in the number of 
vehicles globally(Venter et al., 2020). Furthermore, 
based on travaglio's research, an increase in the 
amount of air pollution on a small scale will increase 
the number of deaths in the UK due to COVID-19 on 
a large scale(Travaglio et al., 2021). 

Finally, based on several research results, the 
relationship between Covid-19 and several variables 
can be seen. The hypothesis in this study is that there 
is a relationship between community mobility 
variables with the accident and air pollution, which 
will try to be modelled using the SEM method. As a 
first step, exploration will be carried out by analyzing 
the impact of COVID-19 on an area.   

 
3. CASE STUDY 
 

The research was conducted in Yogyakarta City, 
which is one of the densely populated cities in 
Indonesia. The city's highest income comes from the 
tourism sector due to its many historical and cultural 
sites, interesting natural attractions, cultural events, 
and delicious foods. However, the number of visitors 
has decreased because of the COVID-19 outbreak, as 
shown in figure 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 3: The number of tourism visitors in Yogyakarta City 

                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                

  

  

  

 

The monthly chart in 2020, as shown in Figure 4, 
shows an increase in the number of domestic tourists 
until the end of the year, although cumulatively it is 
still far from the previous year. However, this shows 
an increase in community mobility—meanwhile, 
foreign tourists are still deficient because of the ban 
on international flights. 

Figure 4: The number of tourism visitors in Yogyakarta City 
by the month at 2020 

 
4. RESEARCH DATA 
 

There are several data in the Yogyakarta City 
that were explored related to the COVID-19 
pandemic in 2020 
 
4.1 Accident 

Traffic accident data obtained from the 
Yogyakarta City police in Figure 5 in 2020 shows a 
decrease compared to the data in 2019. Although the 
number of accidents increased at the beginning of 
2020, it was reduced during the pandemic in March. 
Furthermore, April showed a significant difference 
compared to the previous year. However, the 
following month showed an increase in the number 
of accidents even in November, more severe than the 
last year because of the increasing vehicle volume 
and the decreasing government restrictions on road 
usage. Furthermore, Figure 6 shows the accident rate 
in each sub-district which shows a downward trend in 
2020 except Gedongtengen and Gondomanan. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 5: Accident by month 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 6: Accident by subdistrict 

The sub-districts in Yogyakarta have different areas 
and population numbers, so it is difficult to determine 
the level of accidents only by number. Furthermore, 
to see areas that are prone to accidents, it can be seen 
in Figure 7. In 2019 there were several accident-
prone points in the sub-districts of Wirobrajan, 
Gondokusuman, Jetis, and Tegalrejo, while in 2020, 
the accident-prone points were only in 
Gondokusuman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 7: The heatmap of accident in Yogyakarta 

city 
 
4.2 Community mobility 

Google shares community mobility reports data 
that show the movement trend of people in 
Yogyakarta. Reports are generated based on an 
aggregate of Google anonymous users who have 
enabled the location history facility. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 8: Google community mobility data in Yogyakarta 
 
In the early months of 2020, the graph shows the 

people in Yogyakarta mainly reduced their outdoor 
activities and preferred to stay at home except in 
parks, which showed a relatively high value since the 
middle of the year. Accumulatively for grocery, 
pharmacy, retail, and games, the value is almost close 
to conditions before the pandemic. Meanwhile, 
transit stations still show low numbers because 
people still have a low level of trust in the protocols 
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Figure 10:The pollutant standard index data in Yogyakarta 
 

run by transportation agents. Furthermore, 
workplaces show a low number because most of the 
private offices still follow work from home. 
 
4.3 Air Pollutant 

The Ministry of Environment and Forestry 
collected the pollutant standard index data using an 
Air Quality Monitoring Station (AQMS) located in 
Yogyakarta. The data shown in Figure 9 is weekly 
data as the average result of daily data. 

The graph shows the impact of COVID-19 on 
several types of polluting gases. CO and SO2 gas 
showed a similar trend with a decline until August 
and continued to increase until the end of the year. 
Meanwhile, O3 gas decreased until May and a 
significant increase until the end of the year. Finally, 
PM10 gas did not show any impact from COVID-19 
during 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9: The pollutant standard index data in Yogyakarta 
 
5. ANALYSIS 
 

The three data show results that COVID-19 has 
an impact on each variable. However, to see the 
relationship between variables, it will be modelled on 
SEM. All data used in the modelling is weekly data 
which is the average of daily data. Thus, the three 
variables use the same interval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11:The Structural Equation Modelling result in R 
Studio 
 

The results of the modelling in R Studio in 
Figure 11 show the relationship between each 

variable consisting of accidents (ACC), Community 
Mobility (CM) and Air Pollutants (AIR). Each 
variable is associated with several indicators. It can 
be seen that the connecting lines have varying values. 
The greater the deal, the greater the relationship 
between variables or indicators. However, there is 
also a minus value and a red line, such as the 
relationship between CM and CM6 (residential). In 
this relation, the more people who live at home, the 
smaller the community mobility will be. 

The relationship between CM and ACC means 
that the high movement of people will increase the 
probability of traffic accidents. Meanwhile, the red 
relationship between CM and AIR implies that 
people's activity does not directly impact increasing 
air pollution. To see the parameters of the SEM can 
be seen from the output in Table 1. 
 
Table 1: The Output of the modeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lhs column consists of latent variables while rhs 
consists of manifest indicators. Next, column est 
stands for estimation where rows 1-15 represent 
unstandardized variable loadings, rows 16-28 
describe the unstandardized (error) variance of 
manifest indicators, rows 29-31 represent the latent 
variable variances and row 32 represents the 
covariance between variable. Furthermore, column se 
means the standard error of estimation. Finally, the p-
value is the probability value which uses in the 
hypothetical test. Suppose we use the α at 5%. In that 
case, we can see in the line 14 show 0 to determine 

                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                

the relationship between accident and community 
mobility and line 32 show high number (0.996) to 
determine no relationship between Accident and Air 
pollutant. 
 
 
6. CONCLUSION 
 

Modelling result describes the relationship 
quantitatively between variables and indicators. 
Based on the analysis, community mobility does not 
have a significant effect on air pollutant. Meanwhile, 
traffic accidents are influenced by community 
mobility. Thus, to reduce the occurrence of traffic 
accidents, community mobility must be limited. 
However, to minimize air pollutant, it is necessary to 
explore other causes and limit them, such as pollution 
from factories or power plants that still use coal.  
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中小規模橋梁の復元設計における SfM 活用の基礎的検討 
 

本多 雅匠 a)・塩竃 柚貴 b)・森田 千尋 c)・安井 賢太郎 d)・中丸 ゆかり e) 

 
Fundamental Study of Utilization of SfM in Restoration Design 

of Small and Medium Span Bridges 
 

Masataka HONDA, Yuzuki SHIOGAMA, Chihiro MORITA, 
Kentaro YASUI, Yukari NAKAMARU 

 
Abstract 

 
     Many of the road bridges in Japan are intensively constructed during the period of high economic growth, and 

the aging of the bridges is becoming more serious. Drawings are required when repairing or reinforcing such bridges, 
but drawings are often not left for old bridges, and it is necessary to create drawings by restoration design. When 
measuring the dimensions of each member, there are places where the bridge length, width, girder, etc. can be 
measured, but there are places where it is difficult to measure directly, such as the thickness of the deck. If simple 
measurement of such a part becomes possible, it will lead to labor saving of restoration design. 

In this study, the bridge was modeled in 3D using SfM, and the accuracy of the dimensions of each member of 
the bridge was verified by the difference in shooting methods. 

 
Keywords:  Structure from Motion, Maintenance technique, Optical measurement technique, 

3D model, Unmanned Aerial Vehicle 
 

1. はじめに 

 
日本の道路橋の多くは高度経済成長期に集中的に整備

され、現在、架設から 50 年を経過する橋梁の割合は年々

増加し、橋梁の老朽化が深刻化している。図 1 に管理者

別の橋梁数の割合を示す 1) 。全道路橋（橋長 2 ｍ以上）

約 70 万橋の内、市区町村が管理する橋梁は約 48 万橋

あり、全体の 66 %を管理している一方で、土木職員数や

土木費が年々減少傾向にある 2) 。また、橋梁の補修・補

強を行う際には図面が必要であるが、古い橋梁において

は図面が残っていないことが多く、復元設計等による図

面作成が必要となる。復元設計とは建設当時の設計基準

に基づいて橋梁の寸法から内部の配筋状況などの容易に

確認できない箇所の推定を行うことであり 3) 、そのため

には架設年度の推定と様々な部材の寸法の計測を行う必

要がある。また、各部材の寸法を計測する際には、橋長

や幅員・高欄高さなどの直接測定できる箇所がある一方

で、床版厚さといった直接測定しにくい箇所があり、この

ような箇所の簡易的な測定が可能となることは、復元設計 
a)工学専攻環境系コース大学院生 

b)株式会社萩原技研 

c)土木環境工学プログラム教授 

d)鹿児島工業高等専門学校都市環境デザイン工学科准教授 

e)鹿児島工業高等専門学校技術室技術職員 

の省力化に繋がるものと考える。 
そこで、橋梁を SfM（Structure from Motion、以下 SfM 

とする）を用いて 3D モデル化し、橋梁の各部材の寸法を

測定することを試みた。SfM とは、デジタル画像を用い

て点群データを取得し、3 次元形状のモデルを復元する

技術のことである。近年、土木分野において、構造物の

形状寸法計測のためにレーザースキャナーを使用した実

績は増えつつあるものの、高価かつ操作に専門技術を要

しているのが現状である。これに対し、SfM は汎用的な

デジタルカメラを使用するため安価であり、土木分野の

知識が無い者による撮影も可能であるため、コストの削

減が可能である。また、デジタル画像を用いて 3D モデ

ルを作成するため、リアルなデータでの損傷の比較、災

害直後の緊急調査も可能である 4) 。 
SfM に関する研究として、デジタルカメラにて撮影さ

れた画像のみで作成したモデル上において定期点検と同

 
図 1. 管理者別の橋梁数の割合. 
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等の損傷の確認が可能であることや、SfM が安定した足

場を必要とせずに 3D モデルを作成できる技術として有

効であるといった SfM の有用性に関する研究 5,6) や、撮

影された画像からモデル化に必要な画像だけを抽出する

処理を施すことで処理時間の短縮が可能であるといった、

処理の効率化を図る方法を提案する研究 7) は行われてい

るものの、具体的な精度検証に関しては不十分である。 
以上の背景より、本研究は、SfM を実橋梁へ適用する

ために、モデル作成に関する詳細を明らかにすることを

目的とする。まず、コンクリート供試体をデジタルカメ

ラ、UAV を用いて様々な撮影方法で撮影・モデル化し、

精度検証を行った。次に、同様の撮影方法で H 型鋼材

供試体を撮影・モデル化し、精度検証を行った。最後に、

それまでの結果を基に、実橋梁で精度検証を行った。以

上の検証より、撮影方法の違いによるモデルの精度に及

ぼす影響を調べる。 
 
2. SfM の概要 

 
3 次元データの取得技術は、画像を用いる方法とレーザ

ーを用いる方法に大別でき、SfM は、前者である。これは、

異なる位置から撮影された複数枚の画像のオーバーラッ

プ部を解析する事により、3 次元モデルを復元する。 
従来の写真計測は、異なる位置から撮られた複数枚の画

像から手動により基準点を抽出し、既知座標を与えること

によりカメラの姿勢と位置を求めていた。また、異なるカ

メラや焦点距離における撮影画像の解析は困難であった。

SfM も基本原理は同様であるが、既知座標値を入力する

以外、解析はほぼ自動化されており、一つの画像から数百

から数千点の特徴点が抽出され、画像間においてマッチン

グされた後、その点の 3 次元座標を特定する。特徴点と

は、画像上のある点における周囲との色彩や濃淡が異なる

点のことである。二枚の画像上の領域内にそれぞれ存在す

る特徴点について、周囲との色彩や濃淡の違いの程度を算

出し、その値がある判定値に収まる場合に、その点を同一

点であると判断する（図 2）。画像上の領域を（𝑖𝑖, 𝑗𝑗）、その

領域内の特徴点をそれぞれ（𝑝𝑝, 𝑞𝑞）、周囲の輝度を 𝑇𝑇、輝度

の差の総和を 𝐽𝐽 とすると式（1）のように表される。 

𝐽𝐽�𝑝𝑝, 𝑞𝑞� ���𝑇𝑇��𝑖𝑖, 𝑗𝑗� � 𝑇𝑇��𝑖𝑖, 𝑗𝑗���
�,�

      �1� 

図 3 に 3D モデル作成手順を示す。特徴点と各カメラ

の位置・姿勢の推定値から生成された粗い点群から各ピク

セルの 3 次元座標を計算し、より高密度な点群を取得す

る。これらの点群からメッシュデータを作成し、そのメッ

シュデータに元画像を張り付けることによって 3Dモデル

が構築される。レーザースキャナーの場合、測定可能な距

離の範囲は基本的に固定されているが、SfM の場合、近年

普及が始まった UAV（Unmanned Aerial Vehicle、以下 UAV 
とする）を用いると、数キロ四方程度の測定も可能である。 

 
3. コンクリート供試体における検証 

 
 供試体を正対した位置から撮影・モデル化した場合と、

複数の決まった撮影地点を設け、そこから角度をつけた状

態による撮影・モデル化した場合において、どのような精

度の変化があるのかを検証した。また、正対した位置から

撮影できる撮影媒体として UAV を用いることが有効で

あるため、デジタルカメラと併用することが可能であるか、

また、その際の精度検証を行った。本検証においては、撮

影距離の違いによる精度への影響を最小限にするため、全

ての撮影パターンにおいて、撮影時の供試体までの水平距

離は、約 1.5m とした。 
 
3.1 検証方法 
 3D モデル作成に関する基本的データを得るため、本検

証においては、Agisoft 社製の Metashape を用いて SfM 
解析を行った。精度検証に用いたカメラは一眼レフのデジ

タルカメラ（以下デジタルカメラとする）であり、UAV は 
200g 以下の前方向・下方向のみ撮影可能な小型のものを

  

画像 1          画像 2 

図 2. 特徴点の判定. 

 

 

 

 

図 3. 3D モデル作成手順. 

p

q
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使用した。デジタルカメラ、UAV の詳細をそれぞれ表 1、
表 2 に示す。また、図 4 に示すように、1 面あたり 6 枚
のターゲットを長さ・幅・高さ方向に横 2 列（縦の幅約 
20 cm）、上面・長さ方向の側面 2 面・下面の計 4 面に設

置した（計 24 個）。その後、コンベックスにより、ター

ゲット間の距離を計測した（計 28 箇所、内 1 箇所は基

準の長さとし、残りの 27 箇所において精度検証を行っ

た）。はじめに、撮影方法の違いによるモデルの精度の変

化を検証するために、供試体の長さ方向に対して複数の撮

影地点を端部から等間隔で設け、長さ方向の側面 1 面あ

たりの撮影地点数を視点数とする。参考として、図 5 に 
2 視点の際の撮影方法を示す。このようにデジタルカメラ

のみを用いて、その撮影地点から供試体を上側・側面・下

側から撮影し、供試体の長さ方向の視点数を 2 ～ 7 視点

まで変え、さらに、正対した位置からの撮影も行った。そ

して、その撮影をラップ率 80 %、90 %にて行った場合の

モデルを作成した（計 14 パターン）。 
 次に、UAV とデジタルカメラを併用することでモデル

の精度がどのように変化するのかを検証するために、実橋

梁における撮影を想定し、UAV を用いて供試体上側・側

面を正対した位置から撮影し、下側からの撮影においては

デジタルカメラを用いて視点数を変えての撮影を行い、デ

ジタルカメラのみを用いて同じ条件で撮影した場合と比

較した。参考として、図 6 に UAV とデジタルカメラを

併用した下側 2 視点における撮影方法を示す。同様の方

法にて下側の視点数を 3 ～ 7 視点、正対した位置から撮

影した場合のモデルを作成した（計 14 パターン）。そし

て、作成した 3D モデルにおいて、1 つのターゲット間の

計測値を基準の長さとして入力し、その長さをもとに他の 

27 箇所のターゲット間の距離を測定した。また、基準の

長さは全てのモデルにおいて、同じ箇所で統一し、基準に

よる精度の差が出ないようにした。そして、コンベックス

を用いて計測した実測値を 𝑁𝑁�、モデル上で計測したモデ

ル値を 𝑁𝑁�� とし、式（2）を用いて、全 27 箇所のターゲ

ット間における相対誤差の絶対値の平均を算出、モデル全

体としての精度の評価を行った。撮影枚数はラップ率によ

って異なり、ラップ率 80 %のときは 180 枚、ラップ率 
90 %のときは 360 枚程度であった。 

1
𝑛𝑛��𝑁𝑁� � 𝑁𝑁��

𝑁𝑁� � � 100
�

���
       �2� 

 
3.2 検証結果 
 
3.2.1 視点数を変えた際のモデルの精度の変化 

 正対した位置から撮影した場合と 3 視点にて撮影した

場合におけるモデルの表面の一部を図 7、図 8 に示す。

正対した位置から 3 視点に視点数が減少すると、欠損や

表 1. デジタルカメラの詳細. 

 

メーカー 機種 画素数 

Nikon D5500 
2,400 万 

（6,000×4,000） 

表 2. UAV の詳細. 

 

メーカー 機種 画素数 

DJI 
MAVIC 

MINI 

1,200 万 

（4,000×3,000） 

 

図 4. コンクリート供試体の模式図. 

 

図 5. 2 視点の際の撮影方法. 

 

図 6. UAV とデジタルカメラを併用した撮影 

（下側 2 視点）. 
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変形する部分が多くなり、モデルの精度が低くなった。 
正対及び視点数ごとのモデルの精度を表 3 に示す。2 

視点の際を除いて、それ以外の視点数においては、モデル

化は可能であり誤差も 1 %以内に収まった。2 視点におい

ては、中央部の特徴点が乏しく、画像間の特徴点のマッチ

ングが不十分であったためと考えられる。また、視点数を

増やしていくにつれて、正対した位置から撮影した際とほ

とんど同じ精度に近づくという結果が得られ、ラップ率

90 %にすることにより、ラップ率 80 %で精度が高かった

正対、6、7 視点においては、目立った変化は見られなか

ったが、3、4、5 視点においては、モデルの精度が向上し

た。しかし、ラップ率を 90 %に大きくした際も 5 視点以

下においては正対した位置から撮影したときの精度には

ならなかったため、撮影枚数を考慮すると、ラップ率を 
80 %以上となるように意識し、可能な限り正対した位置か

ら撮影することが効率的であると考えられる。 
 
3.2.2 デジタルカメラと UAV の併用による検証 

次に、正対した位置から安定して撮影することができる

撮影媒体として UAV を併用しての検証を行った。デジ

タルカメラ・UAV を用いて上側・側面からの撮影を正対、

デジタルカメラを用いて下側からの撮影を視点を変えて

撮影したときのモデルの精度の変化を表 4 に示す。上側・

側面を正対した位置から撮影してもなお、下側を 2 視点

で撮影した時はモデル化できなかったが、それ以外におい

ては、変形・欠損もほとんどなく、UAV とデジタルカメ

ラを併用してのモデル化は可能であることが分かった。ま

た、デジタルカメラのみを用いた場合と精度に差は見られ

ず、上側・側面を正対した位置から撮影することにより、

下側からの撮影の視点数が少ない場合においても正対し

た位置から撮影した場合とほとんど同等の精度が得られ

た。 
デジタルカメラよりも UAV の方が解像度が低いため

精度が落ちると予想されたが、UAV を用いてもデジタル

カメラのみの場合と精度に大きな変化は見られなかった

ことから、1 , 200 万画素と 2 , 400 万画素の解像度では取

得できる特徴点の数にほとんど差はないと考えられる。 
 
3.2.3 全体的な評価 

コンクリート供試体においては、特徴点が取りやすく、

ある程度少ない視点数においても比較的精度の高いモデ

ルを作成することができた。また、視点数を増やしていく

ことにより、モデルの精度が向上し、正対した位置から撮

影した場合のモデルの精度とほとんど同じ精度を得られ

るようになった。そして、小型の UAV を用いて上側・側

面、デジタルカメラを用いて下側を撮影することにおいて

も、モデルを作成することが可能であり、デジタルカメラ

のみを用いた場合と精度は変わらなかった。 

 

図 7. 正対した位置から撮影した場合のモデルの表面. 

 

図 8. 3 視点にて撮影した場合のモデルの表面. 

表 3. 正対及び視点数毎のモデルの精度. 

 
撮影方法 

2 視点 3 視点 4 視点 5 視点 6 視点 7 視点 正対 

ラップ率 
80% × △/0.95% △/0.76% △/0.68% 〇/0.36% 〇/0.31% 〇/0.31% 

90% × △/0.77% △/0.56% △/0.52% 〇/0.33% 〇/0.34% 〇/0.34% 

表 4. 上側・側面を正対、下側を視点を変えて撮影した場合のモデルの精度の変化. 

 
下側の撮影方法（デジタルカメラ） 

2 視点 3 視点 4 視点 5 視点 6 視点 7 視点 正対 

上側・側面（正対） 

の撮影媒体 

UAV × 〇/0.43% 〇/0.36% 〇/0.32% 〇/0.34% 〇/0.31% 〇/0.33% 

デジタルカメラ × 〇/0.41% 〇/0.35% 〇/0.33% 〇/0.33% 〇/0.34% 〇/0.34% 

×→形状を再現できなかった △→形状は再現できたが一部変形・欠損がみられた 〇→変形・欠損もなく形状も再現できた 
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4. H 型鋼材における検証 

 
コンクリート供試体と同じ大きさの H 型鋼材供試体

を用いて検証を行った。使用した SfM ソフト、デジタル

カメラ、UAV は前章の検証と同様のものを使用し、撮影

時の供試体までの水平距離も同様の約 1.5 m とした。 
 
4.1 検証方法 

図 9 に示すように、1 面あたり 6 枚のターゲットを上

面・長さ方向の側面 2 面・下面の計 4 面に設置した（計 
24 個）。その後、コンベックスにより、ターゲット間の

距離を計測した（計 28 箇所、内 1 箇所は基準の長さと

し、残りの 27 箇所において精度検証を行った）。計測後、

図 5、図 6 に示すように、前章の検証と同様の撮影パタ

ーンによって、撮影方法の違いによるモデルの精度の変化、

UAV とデジタルカメラを組み合わせることによりモデ

ルの精度がどのように変化するのかを検証した。 
その後、作成した 3D モデルにおいて、1 つのターゲッ

ト間の計測値を基準の長さとして入力し、その長さをもと

に他の 27 箇所のターゲット間の距離を測定した。また、

基準の長さは全てのモデルにおいて同じ箇所で統一し、基

準による精度の差は出ないよう考慮した。そして、前章の

検証の際にも使用した式（2）を用いて、全 27 箇所のタ

ーゲット間における相対誤差の絶対値の平均を算出し精

度の評価を行った。撮影枚数はラップ率によって異なり、

ラップ率 80 %のときは 180 枚、ラップ率 90 %のときは 
360 枚程度であった。 
 
4.2 検証結果 
 
4.2.1 視点数を変えた際のモデルの精度の変化 

 正対した位置から撮影した場合と 3 視点で撮影した場

合におけるモデルの全体像を図 10、図 11 に、正対及び

視点数ごとのモデルの精度を表 5 に示す。正対した位置

から撮影したモデルにおいては、一部変形が見られたが、

欠損もほとんどなく再現することができた。しかし、3 視
点の撮影によるモデルにおいては、形状は再現できたもの

の大きな欠損が複数あった。このように、特徴点が取得し

にくい鋼材においては、コンクリートよりも撮影方法の違

いによるモデルの精度への影響が大きいと言える。また、

2 視点の際を除いてそれ以外の視点数においては、モデル

 

図 9. H 型鋼材供試体の模式図. 

 
図 10. 正対した位置から撮影した場合のモデルの全体像. 

 

図 11. 3 視点で撮影した場合のモデルの全体像. 

表 5. 正対及び視点数毎のモデルの精度. 

 
撮影方法 

2 視点 3 視点 4 視点 5 視点 6 視点 7 視点 正対 

ラップ率 
80% × △/2.65% △/2.44% △/1.39% △/1.11% △/1.13% △/1.10% 

90% × △/2.00% △/2.20% △/1.16% △/1.07% △/1.08% △/1.09% 

表 6. 上側・側面を正対、下側を視点を変えて撮影した場合のモデルの精度の変化. 

 下側の撮影方法（デジタルカメラ） 

2 視点 3 視点 4 視点 5 視点 6 視点 7 視点 正対 

上側・側面（正対） 

の撮影媒体 

UAV × △/1.63% △/1.15% △/1.06% △/1.07% △/1.12% △/1.11% 

デジタルカメラ × △/1.66% △/1.14% △/1.12% △/1.07% △/1.08% △/1.03% 

×→形状を再現できなかった △→形状は再現できたが一部変形・欠損がみられた 〇→変形・欠損もなく形状も再現できた 
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化は可能であったが、誤差は前章の検証よりも大きく、3 
視点、4 視点においてはラップ率を大きくしても 2 %を超

え、正対した位置から撮影した場合においても約 1.1 %で

あった。しかし、視点数を増やしていくにつれて、正対し

た位置から撮影した場合とほとんど同じ精度に近づいた。 
 
4.2.2 デジタルカメラと UAV の併用による検証 

デジタルカメラ・UAVを用いて上側・側面からの撮影を

正対、デジタルカメラを用いて下側からの撮影を視点を変

えて撮影したときのモデルの精度の変化を表 6 に示す。

どちらの場合も下側からの撮影を 2 視点にした際は、モ

デル化できず、3 〜 7 視点、正対した位置から撮影した

際、モデル化は可能であった。また、上側・側面からの撮

影を正対した位置から撮影しても、下側からの撮影を 3 
視点にした場合のみ精度が低くなっていることからも、鋼

材は視点数が少ないことによる精度への影響が大きいと

考えられる。しかし、UAV とデジタルカメラを併用して

のモデル化は可能であり、デジタルカメラのみを用いた場

合と精度に差は見られなかった。 

 
4.2.3 全体的な評価 

鋼材供試体においては、表面が一様で特徴点が取得しに

くい材質であるため、正対した位置から撮影しても変形や

欠損がみられ、前章の検証よりも精度が低くなった。しか

し、視点数を変えると、モデルの精度が変化することや、

UAV とデジタルカメラの併用が可能であり、デジタルカ

メラのみを用いた場合と精度がほとんど同じであったこ

とは前章の検証と同様の結果が得られた。 
 
5. 実橋梁における検証 

 
 これまでの検証結果より、橋梁の上側・側面からの撮影

を UAV、下側からの撮影をデジタルカメラを用いて、可

能な限り正対した位置から撮影することが望ましいとい

う結果が得られたため、実橋梁においてもその傾向が見ら

れるか検証を行った。使用した SfM 解析ソフト、デジタ

ルカメラ、UAV は供試体における検証と同じものを使用

し、撮影時の対象物までの水平距離も同様の約 1.5 m と
した。撮影パターンの詳細を表 7 に、橋梁断面からみた

撮影方向を図 12 に示す。視点数に関しては、供試体にお

ける検証と同様に長さ方向（橋長方向）に 2、3 視点と設

けた。また、橋梁側面をデジタルカメラにて撮影する場合

は、橋台からの撮影となり、完全に正対した位置から撮影

できない箇所もあった。UAV 飛行時の平均風速は 1.9 m/s、
最大風速は 3.0 m/s であった。 
 
5.1 検証方法 

対象橋梁は、宮崎市が管理している橋長 8.7 m の橋梁 
A（H 型鋼橋）であり、その外観を図 13 に示す。ターゲ

ットを下流側の地覆に 2 箇所設置後、ターゲット間の距

表 7. 撮影パターンの詳細. 

 撮影方法 

撮影パターン 上側・側面 下側 

A 

デジカメ（正対） 

デジカメ（正対） 

B デジカメ（3 視点） 

C デジカメ（2 視点） 

D 

UAV（正対） 

デジカメ（正対） 

E デジカメ（3 視点） 

F デジカメ（2 視点） 

図 12. 橋梁断面から見た撮影方向. 

表 8. 対象橋梁の計測断面、計測箇所. 

橋梁名 橋梁 A（H 型鋼橋） 

 

計測断面 

（平面図） 

 

 

計測箇所 

（断面図） 

 
 

 

図 13. 対象橋梁の外観. 
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離を測定し、基準の長さとした。その後、対象橋梁の撮影

を行う前に表 8 に示すように、等間隔に 10 箇所の計測

断面（平面図緑色の線）を設け、その断面においていくつ

かの計測箇所（断面図 ① ～ ⑥）の計測値をコンベック

スを用いて測定し、その平均を実測値とした。また、床版

厚に関しては直接測定できないため、地覆厚外側の長さか

ら地覆厚内側の長さを引いた値を実測値とした。計測後、

ラップ率 80 %にて撮影を行い、モデル作成後、モデル上

にて計測したモデル値と実測値を比較し、計測箇所毎に相

対誤差を算出した。さらに、撮影方法の違いによる橋長方

向の計測値のばらつきを定量化するため、撮影パターンご

との 10 箇所の計測値のばらつきとその平均値を示すグ

ラフを作成した。 
 
5.2 検証結果 

 全ての撮影パターンにおいて、全体的な形状はよく再現

することができており、供試体の検証においては上側・側

面を正対した位置から撮影しても、下側を 2 視点にした

ときはモデル化できなかったが、実橋梁でのモデル化は可

能であった。これは、実橋梁におけるコンクリートや鋼材

が所々変色している部分や汚れ、錆等があり、供試体とし

て使用したものよりも特徴点が検出されやすい状態であ

ったためと考えられる。各計測箇所における撮影パターン

別の相対誤差を表 9 に、地覆厚 ① - 1、地覆幅 ② - 1、
床版厚 ③ における撮影パターン別の計測値のばらつき

とその平均値を表したグラフを図 14、図 15、図 16 に示

す。図中の赤線は実測値であり、これらの結果より、各計

測箇所の撮影方法による精度への影響の考察を行った。 
 
5.2.1 地覆厚、ウェブ高への影響 

図 14 より、撮影パターン A、D、E、F に比べて、B、
C のばらつきが大きくなった。これは、橋梁の側面・下側

からの撮影の影響を受けたためと考えられ、橋梁下側から

正対した位置からの撮影をしている A と D、UAV を用

表 9. 各計測箇所における撮影パターン別の相対誤差. 

 ① - 1 ① - 2 ② - 1 ② - 2 ③ ④ ⑤ - 1 ⑤ - 2 ⑥ - 1 ⑥ - 2 
単位 

撮影パターン 
計測箇所 地覆厚 地覆幅 床版厚 幅員 ウェブ高 フランジ幅 

実測値 440 440 400 400 310 3,800 700 700 300 300 mm 

A 

相対誤差 

0.23 0.23 0.25 0.25 0.97 0.45 3.00 3.00 1.00 1.00 % 

B 0.68 0.68 0.50 0.25 1.61 0.47 3.29 3.57 2.00 2.33 % 

C 0.68 1.14 0.50 0.25 1.94 0.42 3.71 3.71 3.33 3.33 % 

D 0 0.45 0.25 0 0.65 0.42 3.00 3.00 1.00 1.33 % 

E 0.23 0.45 0.50 0.25 2.58 0.47 3.14 3.00 2.33 2.33 % 

F 0.23 0.68 0.50 0.25 2.58 0.47 3.14 3.00 2.67 3.33 % 

 
図 14. 撮影パターン別の計測値のばらつき 

地覆厚① - 1. 
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図 15. 撮影パターン別の計測値のばらつき 

地覆幅② - 1. 
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図 16. 撮影パターン別の計測値のばらつき 

床版厚③ 
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いて側面を完全に正対した位置から撮影している D、E、
F は、ばらつきが小さかった。しかし、デジタルカメラに

よる撮影において、側面を完全に正対した位置から撮影で

きず下側の視点数も 2、3 視点と少なくした B、C は、ば

らつきが大きくなった。相対誤差に関しても、A、D、E、
F と比較して B、C の方が大きくなった。また、同様の理

由から地覆厚 ① - 2、ウェブ高においても同様な傾向がみ

られ、ウェブ高に関しては鋼材であるため、コンクリート

で造られていた地覆と比べ、相対誤差も大きくなり、最も

誤差の小さい撮影パターン A、D の場合においても 3 %
であった。 
 
5.2.2 地覆幅、幅員への影響 

図 15 より、どの撮影パターンにおいてもばらつきはほ

とんど一定であった。これは、橋梁上側からの撮影に影響

を受けており、UAV とデジタルカメラどちらの場合にお

いても、正対した位置からの撮影が可能であり、撮影パタ

ーンによるばらつきが無かったためと考えられる。相対誤

差に関しても、大きな差は見られず、すべての撮影パター

ンにおいて 1 %以内であった。また、地覆幅 ② - 2、幅員

においても同様の傾向が見られた。 
 
5.2.3 床版厚、フランジ幅への影響 

図 16 より、撮影パターン A、D に比べて、B、C、E、
F のばらつきが大きくなった。これは、橋梁下側からの撮

影のみに影響を受けたためと考えられ、上側・側面の撮影

方法に関わらず、下側の視点数を 2、3 視点と少なくする

ことによる橋梁下面の精度低下により、ばらつきが大きく

なった。相対誤差に関しても、A、D と比較して B、C、
E、F の方が大きくなった。床版厚は、直接測定できない

箇所であり誤差が出やすい部分ではあるが、下側を正対し

た位置から撮影した撮影パターン A、D では 1 %以内に

収まり、フランジ幅でも同様の傾向がみられた。 
 
6. まとめ 

 
 本研究で得られた知見を以下にまとめる。 
1) コンクリート供試体の検証において、視点数を増やし、

正対した位置からの撮影に近づけていくことにより、

モデルの精度も高くなり、正対した位置から撮影した

場合とほとんど同じ精度を得ることができた。また、

小型の UAV とデジタルカメラを併用してモデルを作

成することは可能であり、同じ撮影条件においてデジ

タルカメラのみを用いた場合と精度は変わらなかった。 
2) H 型鋼材供試体の検証においては、コンクリート供試

体の検証と同様の結果が得られ、鋼材は表面が一様で

特徴点が取得しにくい材質であるため、コンクリート

供試体の検証よりも精度が低くなり、撮影方法の影響

を受けやすいという結果が得られた。 
3) 実橋梁の検証においては、6 つの撮影パターン毎にモ

デル化への影響を考察したところ、供試体の検証とは異

なり、デジタルカメラにて橋梁側面を撮影する際に完全

に正対した位置から撮影できなかったことや橋梁下側

からの撮影方法の違いにより、幅員・地覆幅以外の計測

箇所において精度に差が見られ、正対した位置から撮影

したモデルの精度が高かった。 
4) 以上の結果より、UAV とデジタルカメラを併用してな

るべく正対した位置から撮影することにより、モデルの

精度が向上することが示唆された。 
本研究においては、撮影距離をどの撮影パターンにおい

ても一定にしていたため、今後は撮影距離の違いによるモ

デルの精度検証を行い、効率的な撮影方法を模索していく

必要があると考える。また、今回の対象橋梁は橋長 10 m 
程度の小規模なものであったため、今回よりも規模の大き

な橋梁における検証も必要である。 
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Abstract 
 

  In this study, a tank leaching test was conducted under the conditions where the difference between tank 
leaching solvent concentration and leaching concentration became large in order to clarify the effect of external 
concentration on the leaching concentration of easily soluble salts from cement solidified fly ash. Distilled water, 
solvent-1 and solvent-2 were used as solvent in the tank leaching test. Under distilled water conditions, reducing 
L/S ratio increased the difference in leaching concentrations. The concentrations of solvent-1 and solvent-2 
didn’t have a very significant suppression effect on the leaching concentrations. Enlarging the specimen of 
cement solidified fly ash could suppress the amount of leaching per weight per area of the specimen. In particular, 
it was found that the leaching suppression effect was significant during the elapsed time of 0.125 day, where 
surface leaching can control the leaching phenomena. Although it is not considered that a specimen size affects 
the amount of leaching per weight per area, in this study, the specimen size affected the amount of leaching per 
weight per area after the elapsed time of 0.25 day, where diffusion can control the leaching phenomena. 

 
Keywords: Cement solidified waste, Easily soluble substance, Tank leaching test, External 
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はじめに

環境省の調査によると、 年時点の廃棄物最終処分量

は 万 となっており、その ％にあたる 万 は焼

却残渣が占めている 。焼却残渣は主灰と飛灰に分類され、

約 割を飛灰が占めている 。焼却残渣のうち、特に飛灰に

は昜溶解性物質が多く含まれており 、浸出水中の塩類の高

濃度化が進行する。塩類の高濃度化は浸出水処理施設機能、

放流先の水環境に悪影響を及ぼす 。そのため、必要に応じ

て浸出水の脱塩処理が行われている。脱塩処理によって生

成される副生塩は消毒剤として利用できることが実証され

ている 。また、一部では工業塩として再利用されているが

、副生塩を工業塩として再利用するには莫大なコストがか

かる。そのため、処分場で保管または産業廃棄物として処分

されている 。このように脱塩処理には問題があるので、浸

出水の塩類の高濃度化に対する脱塩処理以外の対策を考え

る必要がある。

脱塩処理以外の対策として、飛灰をセメント固化する方

法がある。セメント固化処理は、昜溶解性塩類の不溶化は出

来ないが、セメント固化体の緻密さによる細孔の屈曲など

の物理的要因により拡散が遅延される 。また、セメント固

化体を大きくすることで、累積溶出量の増加速度が遅くな

る 。セメント固化体からの昜溶解性物質の主要な溶出挙動

は、固化体表面からの溶出と内部から表面への拡散である

ことが報告されている 。また、セメント固化体の外囲水

がわずかにでも流動しているとき、境界層外濃度は無視で

きる程度に近いとみなしてよいことも報告されている 。

しかし、最終処分場に埋め立てられたセメント固化体は、上

層のセメント固化体から溶出した高濃度の昜溶解性塩類を

含む浸出水と接触するため、セメント固化体の外部濃度が

セメント固化体からの昜溶解性塩類の溶出濃度に影響を与

えると考えられるが、外部濃度の影響に関する研究事例は

少ない。大津の研究 によって、外部濃度を大きくするこ

とでセメント固化体からの溶出量を抑制できたと報告され

ているが、外部濃度と溶出濃度の差が小さく、明確な違いが

a) 社会環境システム工学科教授

b) 社会環境システム工学科学部生 

c) 社会環境システム工学科准教授

14 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



  

セメント固化体からの易溶解性塩類の溶出濃度への外部濃度の

影響
 

土手 裕 ・勝永 悠太 ・関戸 知雄

 
Effect of External Concentration on The Leaching 
Concentration of Easily Soluble Salts from Cement 

Solidified Fly Ash 
 

Yutaka DOTE, Yuta KATSUNAGA, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 
 

  In this study, a tank leaching test was conducted under the conditions where the difference between tank 
leaching solvent concentration and leaching concentration became large in order to clarify the effect of external 
concentration on the leaching concentration of easily soluble salts from cement solidified fly ash. Distilled water, 
solvent-1 and solvent-2 were used as solvent in the tank leaching test. Under distilled water conditions, reducing 
L/S ratio increased the difference in leaching concentrations. The concentrations of solvent-1 and solvent-2 
didn’t have a very significant suppression effect on the leaching concentrations. Enlarging the specimen of 
cement solidified fly ash could suppress the amount of leaching per weight per area of the specimen. In particular, 
it was found that the leaching suppression effect was significant during the elapsed time of 0.125 day, where 
surface leaching can control the leaching phenomena. Although it is not considered that a specimen size affects 
the amount of leaching per weight per area, in this study, the specimen size affected the amount of leaching per 
weight per area after the elapsed time of 0.25 day, where diffusion can control the leaching phenomena. 

 
Keywords: Cement solidified waste, Easily soluble substance, Tank leaching test, External 

concentration 

 

はじめに

環境省の調査によると、 年時点の廃棄物最終処分量

は 万 となっており、その ％にあたる 万 は焼

却残渣が占めている 。焼却残渣は主灰と飛灰に分類され、

約 割を飛灰が占めている 。焼却残渣のうち、特に飛灰に

は昜溶解性物質が多く含まれており 、浸出水中の塩類の高

濃度化が進行する。塩類の高濃度化は浸出水処理施設機能、

放流先の水環境に悪影響を及ぼす 。そのため、必要に応じ
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る必要がある。

脱塩処理以外の対策として、飛灰をセメント固化する方

法がある。セメント固化処理は、昜溶解性塩類の不溶化は出

来ないが、セメント固化体の緻密さによる細孔の屈曲など

の物理的要因により拡散が遅延される 。また、セメント固

化体を大きくすることで、累積溶出量の増加速度が遅くな

る 。セメント固化体からの昜溶解性物質の主要な溶出挙動

は、固化体表面からの溶出と内部から表面への拡散である

ことが報告されている 。また、セメント固化体の外囲水

がわずかにでも流動しているとき、境界層外濃度は無視で

きる程度に近いとみなしてよいことも報告されている 。

しかし、最終処分場に埋め立てられたセメント固化体は、上

層のセメント固化体から溶出した高濃度の昜溶解性塩類を

含む浸出水と接触するため、セメント固化体の外部濃度が

セメント固化体からの昜溶解性塩類の溶出濃度に影響を与

えると考えられるが、外部濃度の影響に関する研究事例は

少ない。大津の研究 によって、外部濃度を大きくするこ

とでセメント固化体からの溶出量を抑制できたと報告され
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時間振とう後に約 分静置し、上澄みを μ のメンブ

ランフィルターを用いてろ過し、分析試料を得た。残った上

澄みの と を測定した。溶出試験で得られたろ液には

濃硝酸を 加えて保存した。溶出試験は繰り返し 回行

った。

シリアルバッチ溶出試験

シリアルバッチ溶出試験は、 の遠心分離管に粉砕し

た試料 を取り、蒸留水 を加え、 で 時間

振とう後 で 分間遠心分離を行った。遠心管の上澄

みをメスシリンダーに移し容量を測定後、よく混合してか

ら μ のメンブランフィルターを用いて濾過し、分析

試料を得た。その後、メスシリンダーに残った溶液の 及

び を測定した。翌日、蒸留水 を遠心管に加え、上

記と同様の操作を行った。これを繰り返して、合計で 回の

溶出操作を行った。シリアルバッチ溶出試験で得られたろ

液には濃硝酸を 加えて保存した。シリアルバッチ試験

は供試体 については 回、供試体 については 回行

った。

分析方法

、、 、 はフレーム原子吸光光度法

で、 は濃度に応じてフレームあるいはフレームレス原子

吸光光度法で分析を行った。また、 については、チオシ

アン酸水銀法により分析した。

 
結果と考察 

 
用いた飛灰性状

本研究で使用した飛灰の性状の平均値を表 に示す。な

お、溶出液の㏗は 、 は であった。含有量

は 、 が最も多く、 と が同程度であり、 が最も

少ない値を示した。溶出率は が 、 が 、 が

であり、含有量の 以上が可溶性であった。 の溶出率は

と低かった。これは、本研究で用いた飛灰は排ガス処理

のために飛灰中に ₂が吹き込まれているが、そのうち

と反応して ₂となった昜溶解性の と未反応の難溶

性の ₂が含まれており、難溶性の ₂が多く含ま

れていたため、 の溶出率が低くなったと考えられた。

はほとんど溶出しなかったが、これは、㏗が高いため溶出し

なかったと考えられた。

供試体性状

養生後密度、重量、含水率

供試体の養生後密度、重量の平均、標準偏差、変動係数と

含水率を表 に示す。表中の 、 、 はそれぞれ

溶媒 、溶媒 、溶媒 を用いたタンクリーチング試験に

供した供試体を表している。養生後密度の変動係数は各実

験で 未満であり、同一供試体サイズ毎に作成した供試体

間の密度の変動は小さいと言えた。また、養生密度について、

供試体 と供試体 の間で平均値の差の検定を行ったと

ころ、有意水準 で有意差は見られなかった。含水率に

ついても供試体 と供試体 の間でほぼ同一であった。

以上のことより、物理特性が同程度の供試体が作成できた

と考えられた。なお、タンクリーチング試験に用いた個別の

供試体の含水率は測定できないので、タンクリーチング試

験の解析では供試体 、 それぞれ表 に示した含水率を

用いた。

化学特性

表 飛灰の性状

平均 変動係数

溶出濃度

溶出量

含有量

溶出率

※ の単位は
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確認できていなかった。

そこで本研究では、実際の処分場を想定した場合に、外部

濃度がセメント固化体からの昜溶解性塩類の溶出濃度にど

のような影響を与えるかを明らかにすることを目的として、

溶媒濃度と溶出濃度の差が大きくなる条件でタンクリーチ

ング試験を行った。

 
実験方法 

 
供試体作成方法

実験には、宮崎県 市の一般廃棄物焼却施設から 年

月 日に採取した焼却飛灰を用いた。この施設では排ガス

処理に活性炭と消石炭を使用している。採取した飛灰は、排

ガス処理後で安定化処理前の飛灰である。

タンクリーチング試験用の供試体は一辺が ㎝あるいは

㎝のアクリル製の立方体モールドを用いて、各 個 タン

クリーチング試験用に 個、分析用に 個 作成した。 ㎝

供試体を 、 ㎝供試体を と呼ぶこととする。供試体の

配合条件は、山崎の報告 で空隙率 ％の場合の条件であ

る飛灰に対する普通ポルトランドセメントの添加率と、セ

メントと飛灰の合計である固形分に対する水の添加率をそ

れぞれ重量比で ％とした。混練り用の容器にセメントと

飛灰を所定量取り、金属の薬さじで予備混合をした後、ホバ

ートミキサー マルイ 、 を用いて 分間混合し

た。その後、所定量の水道水を添加して 分間の混合を 回

行い、モルタルを作成した。充填方法はモールドの高さの

程度までモルタルを詰めて、金属の突き棒で締め固める

操作を 度行い、上端までモルタルを充填した後、上端が平

らになるように金属のヘラで整えた。モルタル充填後のモ

ールドにラップをかけ、室温 ℃で 週間養生した後、脱

型した。供試体 は 年 月 日に 回に分けて作成

した。供試体 は 年 月 日に 回に分けて作成し

た。

タンクリーチング試験

脱型後、表面に大きな空隙がない供試体を つ選び、重量

を測定後、ラップでくるみ脱型後の翌日にタンクリーチン

グ試験に用いた。残った つの供試体は分析用とした。分析

用供試体は乳鉢で粗粉砕し、前日との減少率が ％以下に

なるまで ℃で乾燥して含水率を測定した。含水率測定後

の試料の全量を乳鉢を用いて ㎜以下になるように粉砕し、

含有量試験、 号溶出試験、シリアルバッチ溶出試験に用

いた。

タンクリーチング試験で用いる溶媒は、想定濃度が

、 、 、 である溶媒

を溶媒 、この 倍の濃度の溶媒を溶媒 とした。溶媒

は蒸留水 あたり 、 、 を溶

解して作成した。溶媒 、 の結果と比較するために蒸留水

以後、溶媒 と呼ぶ も用いた。用いた溶媒濃度の分析結

果を表 に示す。作成した溶媒濃度は想定濃度と概ね一致

した。

タンクリーチング試験にはプラスチック製シャーレで作

成した台を置いたプラスチック製の円形状容器 ハイパッ

ク、 、 を用いた。容器に供試体 には溶媒 、

供試体 には 加え、供試体を容器内の台の上に置

き、蓋をして静置した。この時の 比 溶媒体積 供試

体重量 ㎏ のこと は で 、 で であった。

供試体は完全に浸漬させた。溶媒体積は、密度を として重

量で測定した。静置後、所定の時間が経過したら容器の蓋を

開け、ゴム手袋を着用し供試体をつかみ、表面の水滴を落と

した後、新しい溶媒を入れた容器の供試体を移し、蓋をして

静置した。溶媒の交換時間は、試験開始から 、 、

、 、 、 、 、 、 日目とした。供試体を取り出した

後の溶液の一部を μ のメンブランフィルターを用い

てろ過し、分析試料を得た。タンクリーチング試験で得られ

たろ液には濃硝酸を 加えて保存した。その後、残った

溶液の㏗と を測定した。

固化体の特性分析

全含有量試験

含有量試験では、硝酸・過塩素酸分解を行った。ただし、

塩素分析用試料には分解後に中和を行った。中和なしの場

合、試料約 、蒸留水 、濃硝酸 、 ％過酸化水素

水 をこの順番でコニカルビーカーに加え、時計皿で

蓋をして ℃に設定したホットプレートで完全に乾燥さ

せないようにして１時間程度煮沸した後、室温まで冷却し

た。中和ありの場合、この後、炭酸カルシウム をコニカ

ルビーカーに加え、時計皿をせずに、蒸気が出る程度まで再

度加熱を行った後、室温まで冷却した。その後、ガラス繊維

織紙（ 、 ）を用いて全量を吸引ろ過し、蒸留水

で にメスアップした。ろ液は、ポリ瓶に保存した。飛

灰については分解重量 で 回、 で 回行った。供試

体 については分解重量 で 回、供試体 については

分解重量 で 回行った。

号溶出試験

環境庁告示 号に準拠して溶出試験を行った。ただし、

試料は とし、蒸留水 の条件で行った。 で

表 タンクリーチング試験に用いた溶媒濃度 ㎎

溶媒 １

溶媒 ２
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時間振とう後に約 分静置し、上澄みを μ のメンブ

ランフィルターを用いてろ過し、分析試料を得た。残った上

澄みの と を測定した。溶出試験で得られたろ液には

濃硝酸を 加えて保存した。溶出試験は繰り返し 回行

った。

シリアルバッチ溶出試験

シリアルバッチ溶出試験は、 の遠心分離管に粉砕し

た試料 を取り、蒸留水 を加え、 で 時間

振とう後 で 分間遠心分離を行った。遠心管の上澄

みをメスシリンダーに移し容量を測定後、よく混合してか

ら μ のメンブランフィルターを用いて濾過し、分析

試料を得た。その後、メスシリンダーに残った溶液の 及

び を測定した。翌日、蒸留水 を遠心管に加え、上

記と同様の操作を行った。これを繰り返して、合計で 回の

溶出操作を行った。シリアルバッチ溶出試験で得られたろ

液には濃硝酸を 加えて保存した。シリアルバッチ試験

は供試体 については 回、供試体 については 回行

った。

分析方法

、、 、 はフレーム原子吸光光度法

で、 は濃度に応じてフレームあるいはフレームレス原子

吸光光度法で分析を行った。また、 については、チオシ

アン酸水銀法により分析した。

 
結果と考察 
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本研究で使用した飛灰の性状の平均値を表 に示す。な

お、溶出液の㏗は 、 は であった。含有量

は 、 が最も多く、 と が同程度であり、 が最も

少ない値を示した。溶出率は が 、 が 、 が

であり、含有量の 以上が可溶性であった。 の溶出率は
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なかったと考えられた。
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供試体の含水率は測定できないので、タンクリーチング試

験の解析では供試体 、 それぞれ表 に示した含水率を

用いた。
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のような影響を与えるかを明らかにすることを目的として、
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配合条件は、山崎の報告 で空隙率 ％の場合の条件であ
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飛灰を所定量取り、金属の薬さじで予備混合をした後、ホバ

ートミキサー マルイ 、 を用いて 分間混合し

た。その後、所定量の水道水を添加して 分間の混合を 回

行い、モルタルを作成した。充填方法はモールドの高さの

程度までモルタルを詰めて、金属の突き棒で締め固める

操作を 度行い、上端までモルタルを充填した後、上端が平

らになるように金属のヘラで整えた。モルタル充填後のモ
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た。
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脱型後、表面に大きな空隙がない供試体を つ選び、重量

を測定後、ラップでくるみ脱型後の翌日にタンクリーチン
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の試料の全量を乳鉢を用いて ㎜以下になるように粉砕し、
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いた。
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、 、 、 である溶媒
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は蒸留水 あたり 、 、 を溶

解して作成した。溶媒 、 の結果と比較するために蒸留水

以後、溶媒 と呼ぶ も用いた。用いた溶媒濃度の分析結

果を表 に示す。作成した溶媒濃度は想定濃度と概ね一致

した。

タンクリーチング試験にはプラスチック製シャーレで作

成した台を置いたプラスチック製の円形状容器 ハイパッ

ク、 、 を用いた。容器に供試体 には溶媒 、
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き、蓋をして静置した。この時の 比 溶媒体積 供試

体重量 ㎏ のこと は で 、 で であった。

供試体は完全に浸漬させた。溶媒体積は、密度を として重

量で測定した。静置後、所定の時間が経過したら容器の蓋を

開け、ゴム手袋を着用し供試体をつかみ、表面の水滴を落と

した後、新しい溶媒を入れた容器の供試体を移し、蓋をして

静置した。溶媒の交換時間は、試験開始から 、 、

、 、 、 、 、 、 日目とした。供試体を取り出した

後の溶液の一部を μ のメンブランフィルターを用い

てろ過し、分析試料を得た。タンクリーチング試験で得られ

たろ液には濃硝酸を 加えて保存した。その後、残った

溶液の㏗と を測定した。

固化体の特性分析

全含有量試験

含有量試験では、硝酸・過塩素酸分解を行った。ただし、

塩素分析用試料には分解後に中和を行った。中和なしの場

合、試料約 、蒸留水 、濃硝酸 、 ％過酸化水素

水 をこの順番でコニカルビーカーに加え、時計皿で

蓋をして ℃に設定したホットプレートで完全に乾燥さ

せないようにして１時間程度煮沸した後、室温まで冷却し

た。中和ありの場合、この後、炭酸カルシウム をコニカ

ルビーカーに加え、時計皿をせずに、蒸気が出る程度まで再

度加熱を行った後、室温まで冷却した。その後、ガラス繊維

織紙（ 、 ）を用いて全量を吸引ろ過し、蒸留水

で にメスアップした。ろ液は、ポリ瓶に保存した。飛

灰については分解重量 で 回、 で 回行った。供試

体 については分解重量 で 回、供試体 については

分解重量 で 回行った。

号溶出試験

環境庁告示 号に準拠して溶出試験を行った。ただし、

試料は とし、蒸留水 の条件で行った。 で

表 タンクリーチング試験に用いた溶媒濃度 ㎎

溶媒 １

溶媒 ２

セメント固化体からの易溶解性塩類の溶出濃度への外部濃度の影響 17



 

 

供試体の元素含有量、溶出量の平均値を表 に示す。供試

体 と供試体 の間で 、 、 含有量はほぼ同じであ

った。 号溶出量、シリアルバッチ試験溶出量については、

、 とも供試体 と供試体 による違いは小さかった

が、 溶出量は供試体 よりも供試体 が大きくなった。

供試体の溶出率を表 に示す。供試体の溶出率はセメント

固化処理をしても高く、セメント固化処理は昜溶解性物質

の溶出抑制効果の効果が低いことが確認された。 号溶出

試験溶出率とシリアルバッチ試験溶出率を比較すると、 、

、 はいずれもシリアルバッチ試験溶出率の方が高くなっ

た。、 に関して溶出率が を超える結果となったが、

これは分析した試料の不均一さが原因と考えられた。

蒸留水条件での溶出挙動

タンクリーチング試験の については、チオシアン酸水

銀法での 濃度分析がうまくいかなかったため、本研究の

タンクリーチング試験では 、 について検討を行った。

図 に溶媒として蒸留水を用いた場合の供試体 、 の

溶出濃度の経時変化を示す。 については、 、 どちら

の供試体も 回目 の採水時に溶出濃度は最大であ

り、 回目 の採水時に溶出濃度は低下し、 回目

の採水時から 回目 の採水時まで増加し、 回目

の採水時以降減少した。 回目 の採水時に濃

度が高かった理由は、固化体表面からの溶出が支配的であ

り、 回目 の採水時で低下した。その後徐々に増加

した理由は固化体内部からの拡散による溶出が支配的であ

ったためと考えられた 。供試体の大きさによる溶出濃度の

差は、 回目 の採水時から 回目 の採水時ま

では小さく、 回目 の採水時以降大きくなった。供試体

の大きさによる溶出濃度の差の最大は、 回目 の採水

時で約 ㎎ となった。

についても と同様な経時変化を示したが、 回目

の採水時から 回目 の採水時まで増加し、 回

目 の採水時以降減少した。供試体の大きさによる溶出

濃度の差も 同様に、 回目 の採水時から 回目

の採水時までは小さく、 回目 の採水時以降大き

くなった。供試体の大きさによる溶出濃度の差の最大は、

と同じく 回目 の採水時で約 ㎎ となった。

以上のことから、 比を小さくすることで溶出 日目ま

での濃度差は小さかったが、溶出 日目以降では溶出濃度

の差が大きくなり、最大 ∼ 大きくなった。

外部濃度による溶出濃度への影響の評価

図 に溶媒 、溶媒 を用いた場合の供試体 、供試体

の溶出濃度の経時変化を示す。図中には比較のために溶

媒 の結果も示している。どの元素でも、供試体の大きさ

によらず溶媒 、溶媒 を用いた場合でも蒸留水を用いた

場合と同じ溶出濃度の経時変化の傾向を示した。

図 に正味の溶出濃度の差の経時変化をそれぞれ示す。

正味の溶出濃度は、溶出濃度から溶媒濃度を差し引いたも

のである。溶媒 あるいは溶媒 での正味の溶出濃度から

蒸留水条件での溶出濃度を差し引いた差を正味の溶出濃度

の差とした。この差は蒸留水条件と比較した各溶媒条件で

の正味の溶出濃度の低下量を示す。溶媒濃度と蒸留水条件

表 供試体の化学特性

供試体
含有量 号溶出量 シリアルバッチ溶出量
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供試体の元素含有量、溶出量の平均値を表 に示す。供試

体 と供試体 の間で 、 、 含有量はほぼ同じであ

った。 号溶出量、シリアルバッチ試験溶出量については、

、 とも供試体 と供試体 による違いは小さかった
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試験溶出率とシリアルバッチ試験溶出率を比較すると、 、

、 はいずれもシリアルバッチ試験溶出率の方が高くなっ

た。、 に関して溶出率が を超える結果となったが、

これは分析した試料の不均一さが原因と考えられた。

蒸留水条件での溶出挙動

タンクリーチング試験の については、チオシアン酸水

銀法での 濃度分析がうまくいかなかったため、本研究の

タンクリーチング試験では 、 について検討を行った。

図 に溶媒として蒸留水を用いた場合の供試体 、 の

溶出濃度の経時変化を示す。 については、 、 どちら

の供試体も 回目 の採水時に溶出濃度は最大であ

り、 回目 の採水時に溶出濃度は低下し、 回目

の採水時から 回目 の採水時まで増加し、 回目

の採水時以降減少した。 回目 の採水時に濃

度が高かった理由は、固化体表面からの溶出が支配的であ

り、 回目 の採水時で低下した。その後徐々に増加

した理由は固化体内部からの拡散による溶出が支配的であ

ったためと考えられた 。供試体の大きさによる溶出濃度の

差は、 回目 の採水時から 回目 の採水時ま

では小さく、 回目 の採水時以降大きくなった。供試体

の大きさによる溶出濃度の差の最大は、 回目 の採水

時で約 ㎎ となった。

についても と同様な経時変化を示したが、 回目

の採水時から 回目 の採水時まで増加し、 回

目 の採水時以降減少した。供試体の大きさによる溶出

濃度の差も 同様に、 回目 の採水時から 回目

の採水時までは小さく、 回目 の採水時以降大き

くなった。供試体の大きさによる溶出濃度の差の最大は、

と同じく 回目 の採水時で約 ㎎ となった。

以上のことから、 比を小さくすることで溶出 日目ま

での濃度差は小さかったが、溶出 日目以降では溶出濃度

の差が大きくなり、最大 ∼ 大きくなった。

外部濃度による溶出濃度への影響の評価

図 に溶媒 、溶媒 を用いた場合の供試体 、供試体
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によらず溶媒 、溶媒 を用いた場合でも蒸留水を用いた

場合と同じ溶出濃度の経時変化の傾向を示した。

図 に正味の溶出濃度の差の経時変化をそれぞれ示す。

正味の溶出濃度は、溶出濃度から溶媒濃度を差し引いたも

のである。溶媒 あるいは溶媒 での正味の溶出濃度から

蒸留水条件での溶出濃度を差し引いた差を正味の溶出濃度

の差とした。この差は蒸留水条件と比較した各溶媒条件で

の正味の溶出濃度の低下量を示す。溶媒濃度と蒸留水条件

表 供試体の化学特性

供試体
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の濃度では溶出が抑制されるとはいえなかった。 と

の正味の溶出濃度の差は供試体 、 どちらも 回目

の採水で ㎎ 程度の差が認められたが、 回

目 以降の採水では有意な差は見られなかった。

については、 と同様に供試体 、 とも と

の正味の溶出濃度の差に有意な差は見られず、溶媒 の

濃度では溶出が抑制されるとはいえなかった。 と

の正味の溶出濃度の差は供試体 では有意差が見られなか

った。供試体 では 回目 と 回目 の採水で

∼ ㎎ の差が見られ、以外は有意な差は見られなか

った。

以上のことから、溶媒 の濃度では溶出濃度が抑制され

るとはいえなかった。また、溶媒 の条件で 回目 の

採水までに正味の溶出濃度のいくつかに有意な差が見られ

たがたかだか ㎎ であり、図 に示した蒸留水条件で

の最小濃度である ㎎ の 、最大濃度である ㎎

の 程度でしかなかった。よって、溶媒 の濃度では

溶出濃度の抑制効果が大きいとはいえなかった。

供試体の大きさの違いによる面積当たり重量当た

り溶出量への影響

図 に供試体の大きさの違いによる面積当たり重量当た

り溶出量の差の経時変化を示す。面積当たり重量当たり溶

出量は、正味の溶出濃度と溶媒体積から求めた溶出量を供

試体の乾燥供試体重量と表￥面積で除して求めた。供試体

の大きさの違いは重量と面積なので面積当たり重量当たり

溶出量にすることで面積と重量の影響を除くことができる。

面積当たり重量当たり溶出量の差は、供試体 の面積当た

表 正味の溶出濃度の差が有意な経過時間

蒸留水 蒸留水

溶媒 溶媒

溶媒 溶媒

図 供試体の大きさの違いによる面積当たり重量当たり溶出量の差の経時変化
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り重量当たり溶出量から供試体 の面積当たり重量当た

り溶出量を差し引いたものである。溶媒の濃度によらず、

どの元素も 回目 の採水時の面積当たり重量当た

り溶出量の差はマイナス側に最大となった ∼ ㎎

㎏・㎝ 。 回目 から 回目 までは面積当

たり重量当たり溶出量の差は ∼ ㎎ ㎏・㎝ の範囲に

あり、やや右肩下がりの傾向を示し、 回目の採水以降プラ

ス側に増加した。 回目の採水時の面積当たり重量当たり溶

出量の差は ∼ ㎎ ㎏・㎝ であった。 回目 の採水

時を除いて 、 とも溶媒の種類によらず面積当たり重量

当たりの溶出量の差がマイナスであったことから、供試体

を大きくすることで、面積当たり重量当たり溶出量を抑制

することができることが分かった。特に 回目の表面溶出

時に抑制効果が大きいといえた。また、 回目の採水以降で

面積当たり重量当たり溶出量の差が増加する理由は、表 に

回目 の採水時でのシリアルバッチ含有量に対する累

積溶出率を示すが、供試体 の方が供試体 よりも溶出

率が 程度低い。このことは、 回目 の採水が終了し

た時点で、供試体 の方が供試体 よりも溶出可能な塩

類を多く含んでいることを意味しており、供試体に含まれ

ている塩類の方が溶出量も多くなることから 回目 の

採水以降で面積当たり重量当たり溶出量の差が小さくなり、

あるいは面積当たり重量当たり溶出量が逆転した。

回目 の溶出は でも述べたが表面溶出が卓

越しているといわれている。表 に 回目 のデー

タを用いて面積当たり溶出量 面積当たり重量当たり溶出

量ではない を と に対して計算した結果とその差を示

すが、溶媒の濃度によらずどの元素でも面積当たり溶出量

の と の差は小さかった。表面溶出であれば、供試体

の大きさによらず面積当たり溶出量は同じになることから、

回目 の溶出は供試体の表面から昜溶解性塩類が

溶出する表面溶出であることが確認できた。

回目 以降の溶出は拡散溶出支配といわれており、

時間𝑡𝑡𝑖𝑖での面積当たり重量当たり溶出量𝑀𝑀は式 で表現さ

れる 。

𝑀𝑀 = 2𝐶𝐶0√
𝐷𝐷𝑒𝑒
𝜋𝜋 (√𝑡𝑡𝑖𝑖 − √𝑡𝑡𝑖𝑖−1)

ただし、𝐶𝐶0は内部濃度 ㎏ 、𝐷𝐷𝑒𝑒は有効拡散係数
である。
式 から拡散溶出支配の場合、面積当たり重量当たり溶
出量は供試体の大きさによらないが、本実験では供試体の

大きさに影響を受ける結果が得られた。このような結果が
得られた理由については今後の検討課題とする。

おわりに

本研究では、外部濃度がセメント固化体からの昜溶解性

塩類の溶出濃度にどのような影響を与えるかを明らかにす

ることを目的として、溶媒濃度と溶出濃度の差が大きくな

る条件でタンクリーチング試験を行った。得られた主な知

見を以下に示す。

蒸留水条件の場合、 、 において、 回目 の採

水時に溶出濃度は最大となった。 比を小さくするこ

とで溶出濃度の差が最大 ～ ㎎ 大きくなった。

、 について、溶媒 の濃度では溶出濃度が抑制され

るとはいえなかった。溶媒 の濃度では ㎎ 程度

の溶出濃度の抑制が見られたが、溶出濃度への抑制効果

が大きいとは言えなかった。

、 において、供試体を大きくすることで面積当たり

重量当たりの溶出量を抑制できることがわかった。

特に、 回目 の表面溶出時に供試体を大きくす

ることで面積当たり重量当たり溶出量の抑制効果が大

きいといえた。

回目 以降の溶出は拡散溶出支配であり、拡散支

配の場合には面積当たり重量当たり溶出量は大きさの

影響を受けないが、本研究では供試体の大きさに影響を

受けた。

今後の検討課題として、拡散溶出支配領域での供試体の大

きさの影響を組み込んだ溶出モデルの開発を行う。また、タ

ンクリーチング試験の 比をより小さくして、より高い

溶媒濃度の影響を検討する。
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の濃度では溶出が抑制されるとはいえなかった。 と

の正味の溶出濃度の差は供試体 、 どちらも 回目

の採水で ㎎ 程度の差が認められたが、 回

目 以降の採水では有意な差は見られなかった。

については、 と同様に供試体 、 とも と

の正味の溶出濃度の差に有意な差は見られず、溶媒 の

濃度では溶出が抑制されるとはいえなかった。 と

の正味の溶出濃度の差は供試体 では有意差が見られなか

った。供試体 では 回目 と 回目 の採水で

∼ ㎎ の差が見られ、以外は有意な差は見られなか

った。

以上のことから、溶媒 の濃度では溶出濃度が抑制され

るとはいえなかった。また、溶媒 の条件で 回目 の

採水までに正味の溶出濃度のいくつかに有意な差が見られ

たがたかだか ㎎ であり、図 に示した蒸留水条件で

の最小濃度である ㎎ の 、最大濃度である ㎎

の 程度でしかなかった。よって、溶媒 の濃度では

溶出濃度の抑制効果が大きいとはいえなかった。

供試体の大きさの違いによる面積当たり重量当た

り溶出量への影響

図 に供試体の大きさの違いによる面積当たり重量当た

り溶出量の差の経時変化を示す。面積当たり重量当たり溶

出量は、正味の溶出濃度と溶媒体積から求めた溶出量を供

試体の乾燥供試体重量と表￥面積で除して求めた。供試体

の大きさの違いは重量と面積なので面積当たり重量当たり

溶出量にすることで面積と重量の影響を除くことができる。

面積当たり重量当たり溶出量の差は、供試体 の面積当た

表 正味の溶出濃度の差が有意な経過時間

蒸留水 蒸留水

溶媒 溶媒

溶媒 溶媒

図 供試体の大きさの違いによる面積当たり重量当たり溶出量の差の経時変化
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り重量当たり溶出量から供試体 の面積当たり重量当た

り溶出量を差し引いたものである。溶媒の濃度によらず、

どの元素も 回目 の採水時の面積当たり重量当た

り溶出量の差はマイナス側に最大となった ∼ ㎎

㎏・㎝ 。 回目 から 回目 までは面積当

たり重量当たり溶出量の差は ∼ ㎎ ㎏・㎝ の範囲に

あり、やや右肩下がりの傾向を示し、 回目の採水以降プラ

ス側に増加した。 回目の採水時の面積当たり重量当たり溶

出量の差は ∼ ㎎ ㎏・㎝ であった。 回目 の採水

時を除いて 、 とも溶媒の種類によらず面積当たり重量

当たりの溶出量の差がマイナスであったことから、供試体

を大きくすることで、面積当たり重量当たり溶出量を抑制

することができることが分かった。特に 回目の表面溶出

時に抑制効果が大きいといえた。また、 回目の採水以降で

面積当たり重量当たり溶出量の差が増加する理由は、表 に

回目 の採水時でのシリアルバッチ含有量に対する累

積溶出率を示すが、供試体 の方が供試体 よりも溶出

率が 程度低い。このことは、 回目 の採水が終了し

た時点で、供試体 の方が供試体 よりも溶出可能な塩

類を多く含んでいることを意味しており、供試体に含まれ

ている塩類の方が溶出量も多くなることから 回目 の

採水以降で面積当たり重量当たり溶出量の差が小さくなり、

あるいは面積当たり重量当たり溶出量が逆転した。

回目 の溶出は でも述べたが表面溶出が卓

越しているといわれている。表 に 回目 のデー

タを用いて面積当たり溶出量 面積当たり重量当たり溶出

量ではない を と に対して計算した結果とその差を示

すが、溶媒の濃度によらずどの元素でも面積当たり溶出量

の と の差は小さかった。表面溶出であれば、供試体

の大きさによらず面積当たり溶出量は同じになることから、

回目 の溶出は供試体の表面から昜溶解性塩類が

溶出する表面溶出であることが確認できた。

回目 以降の溶出は拡散溶出支配といわれており、

時間𝑡𝑡𝑖𝑖での面積当たり重量当たり溶出量𝑀𝑀は式 で表現さ

れる 。

𝑀𝑀 = 2𝐶𝐶0√
𝐷𝐷𝑒𝑒
𝜋𝜋 (√𝑡𝑡𝑖𝑖 − √𝑡𝑡𝑖𝑖−1)

ただし、𝐶𝐶0は内部濃度 ㎏ 、𝐷𝐷𝑒𝑒は有効拡散係数
である。
式 から拡散溶出支配の場合、面積当たり重量当たり溶
出量は供試体の大きさによらないが、本実験では供試体の

大きさに影響を受ける結果が得られた。このような結果が
得られた理由については今後の検討課題とする。

おわりに

本研究では、外部濃度がセメント固化体からの昜溶解性

塩類の溶出濃度にどのような影響を与えるかを明らかにす

ることを目的として、溶媒濃度と溶出濃度の差が大きくな

る条件でタンクリーチング試験を行った。得られた主な知

見を以下に示す。

蒸留水条件の場合、 、 において、 回目 の採

水時に溶出濃度は最大となった。 比を小さくするこ

とで溶出濃度の差が最大 ～ ㎎ 大きくなった。

、 について、溶媒 の濃度では溶出濃度が抑制され

るとはいえなかった。溶媒 の濃度では ㎎ 程度

の溶出濃度の抑制が見られたが、溶出濃度への抑制効果

が大きいとは言えなかった。

、 において、供試体を大きくすることで面積当たり

重量当たりの溶出量を抑制できることがわかった。

特に、 回目 の表面溶出時に供試体を大きくす

ることで面積当たり重量当たり溶出量の抑制効果が大

きいといえた。

回目 以降の溶出は拡散溶出支配であり、拡散支

配の場合には面積当たり重量当たり溶出量は大きさの

影響を受けないが、本研究では供試体の大きさに影響を

受けた。

今後の検討課題として、拡散溶出支配領域での供試体の大

きさの影響を組み込んだ溶出モデルの開発を行う。また、タ

ンクリーチング試験の 比をより小さくして、より高い

溶媒濃度の影響を検討する。
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養豚廃水からの 回収における回分式反応装置の性能評価
 

土手 裕 ・武藤 大起 ・関戸 知雄

 
Performance Evaluation of Batch Reactor for Nitrogen, 

Phosphorus and Potassium Recovery from Swine 
Wastewater 

 

Yutaka DOTE, Daiki MUTO, Tomoo SEKITO 
 

Abstract 
 

   Batch recovery experiments were conducted to evaluate the performance of a batch reactor under different 
mixing intensity and mixing time. Mixing intensity had no effect on physical performance such as sedimentation 
rate, and solid-liquid separation was sufficient in terms of SS concentration in the treated water. The settling 
property was also comparable to that of gravity settling of activated sludge. However, the air-dried material 
concentrations in the sediment were low, and dewatering treatment after air-drying might be necessary when 
the area for air-drying was not sufficient. The mixing time only affected the sedimentation rate, with the highest 
sedimentation rate of 82% at a mixing time of 1 hour. The remaining indices were not affected by the mixing 
time. The settling property in the mixing time was better than that in the mixing intensity experiments. It might 
be caused by the difference in the concentrations of raw water used for the experiments. 

 
Keywords: Swine wastewater, Batch reactor, Mixing intensity, Mixing time 

 

はじめに

養豚廃水中には多量のリン・窒素・カリウムが含まれてお

り、これらは閉鎖的水域において富栄養化等の水質汚濁を

引き起こす原因となっている 。現在、国内では一律排水基

準（窒素 、リン ）が設定されているが、畜

産農家については暫定排水基準（窒素 、リ

ン ）が設定されている 。暫定排水基準が一時的な

処置であることを踏まえると、早急な対応が必要である。一

方、リン、カリウムは化学肥料や農薬に活用されている。世

界の人口増加に伴って食料需要が増加することが予想され

ており、その影響でリン、カリウム資源の需要も増加する可

能性がある。しかし、日本においてリン及びカリウム鉱石の

産出がなく、海外からの輸入に依存しているため 、将来的

にリン、カリウムの輸入が困難になる可能性がある。以上よ

り、水環境および資源循環の観点から、養豚廃水からリン・

窒素・カリウムを回収・再資源化する必要がある。

養豚廃水から窒素、リン、カリウムを回収する方法に、

法と 法がある。養豚廃水から

と を同時回収することについて、土手ら は、 残存濃

度が低く、 、 を高い回収率で回収する条件（ 、

、 ）を決定した。押方 は、回分式回

収装置を用いて上記条件で 、、 の同時回収実験を行い、

と の合計の平均回収率は撹拌強度 で最大（ ）、

の肥効成分回収率は撹拌強度によらず となり、水処

理と資源回収の観点から、撹拌強度 が最適であるこ

とを報告した。しかし、この報告では繰り返し 回であるた

め、実験結果の再現性を確認する必要があった。また、検討

している 値は実質 条件（ 、 ）のみであ

り、中間の 値についても検討する必要があった。

本研究では、押方 が検討した撹拌強度範囲での処理性能

の挙動を明らかにすることを目的とし、回分式の反応装置

を用いて撹拌強度の中央値を追加した条件で繰り返し実験

を行った。また、撹拌時間の影響についても検討した。

 
実験方法 

 
養豚廃水及び処理原水の調整

実験に用いた養豚廃水は、宮崎県内の養豚場から固液分

離後の廃水 を採取した。 年 月に採取したものを

養豚廃水 、 月に採取したものを養豚廃水 と呼ぶこと

とする。採取した養豚廃水の と電気伝導度を測定した後、

一部を採取し で 分間遠心分離後、残渣を ℃

a) 社会環境システム工学科教授

b) 社会環境システム工学科学部生 

c) 社会環境システム工学科准教授
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で 時間乾燥させて 濃度を求めた。全濃度測定用に養

豚廃水 に濃硝酸 を加えて全量 まで蒸発さ

せ、濃硝酸 を加え 分加熱分解を行い、 の フ

ィルターを用いて吸引ろ過した。また、溶存態濃度測定用に

養豚廃水を で 分間遠心分離後、 μ のメン

ブランフィルターでろ過した。

処理原水は、処理原水中の溶存態の （ と

の合計に対する のモル比。以後、 ₄ を と表記する。）

が 、 が となるようにH₃PO₄溶液（ ）、

MgCl₂溶液 を養豚廃水に加えて調整した後、冷

蔵庫で保存した。養豚廃水 から作成したものを処理原水

、養豚廃水 から作成したものを処理原水 と呼ぶことと

する。処理原水は調整後、養豚廃水と同じように 濃度を

求め、全濃度分析用試料と溶存態濃度分析用試料を得た。

実験装置

図 に実験装置の概要を示す。反応槽は のポリバケツ

を用い、反応槽の攪拌には撹拌機（ 、 ）と長方

形攪拌翼（縦 ㎝、 横 ㎝）を用いた。反応槽への

の 添加は添加用ポンプ（ 、 ）を用い、外径

、内径 のチューブを用いた。反応槽の コントロ

ールは 調整器（ 、 ）と の 制御

用ポンプ（ 、 ）を用い、外径 、内径 の

チューブを用いた。添加した の 量を測定・記録す

るためにデジタルはかり（カスタム、 ）を用いた。

また、反応槽の処理水を処理水受けに移す際に、外径 、

内径 のチューブを用いた。

撹拌強度検討実験

押方 の結果を確認するため、沈降速度、、 回収率が高

かった撹拌強度 条件に中央値 ⁻¹を加えた 条件

（ ⁻¹（撹拌速度 、反応体積 ）、 ⁻¹（撹拌

速度 、反応体積 ）、 ⁻¹（撹拌速度 、反

応体積 ）、 ⁻¹（撹拌速度 、反応体積 ））

で処理原水 を用いて繰り返し 回反応・沈降実験を行っ

た。

反応槽に原水を所定量加え、 添加用のポンプの目盛

りを に設定後、所定の撹拌速度 、 、 で撹拌

を開始し、 添加用ポンプを作動させて所定時間（ の

場合 分、 の場合 分、 の場合 分）で添加し

た。その後、 添加用ポンプを止め、 が一定となって

から を に制御し、 が に達してから 時間

撹拌した。この が に達してからの撹拌している時

間を撹拌時間と呼ぶこととする。

時間撹拌後、撹拌翼と 調整ポンプを止め攪拌機と

調整チューブを反応槽から取り出し、時間静置させ、

沈殿物を沈降させた。その後、サイフォンを使って反応槽か

ら沈殿物の 上まで上澄水を処理水受けに回収した。ま

た処理水の重量と反応槽に残った沈殿物の重量を測定した。

処理水受けの処理水をよく撹拌し、 測定用にメスシリ

ンダーに約 程度取り、体積を測定後、 μ のメンブ

ランフィルターで吸引ろ過し、ろ紙上の残渣を ℃で 日

乾燥させ、処理水中の 濃度を求めた。その後、処理受けに

残った処理水の 及び電気伝導度を測定した。

反応槽に残った沈殿物の重量を測定したあと、沈殿物の

含水率を測定するために、反応槽内の沈殿物をよく混合し、

ビーカーに約 程度取り、 ℃で 日乾燥させた。さらに、

風乾試料を得るために、反応槽内の沈殿物をよく混合し、沈

殿物約 をプラスチックバットに取り、室温で乾燥（風乾）

した。乾燥は減少重量が 以下になるまで継続した。

撹拌時間検討実験

で最も性能の良かった撹拌強度である ⁻¹（撹

拌速度 、反応体積 ）において、撹拌時間を（ 、

、 ）の 条件に変更し、処理原水 を用いてそれぞ

れ と同様に反応・沈降実験を繰り返し 回行った。

分析方法

はインドフェノール青吸光光度法、 は

、 、 、 、 、 はフレーム原子

吸光光度法 日立、 で分析した。

 
結果と考察 

 
養豚廃水と処理原水

養豚廃水 の分析結果を表 に示す。表には示さないが、

、電気伝導度 、 濃度 であった。

は全濃度が溶存態濃度よりも小さく、全濃度の分解方法に

問題があると考えられた。これら以外の元素については、溶

図 実験装置概要図

1．pH 調整器 ，2．制御用ポンプ ，3．添加用ポンプ，

4．撹拌機， 5．撹拌翼， 6．pH 電極， 7．5M の
NaOH，8．はかり，9.反応槽 
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表 養豚廃水 の分析結果

全濃度

溶存態濃度

 

 

存態と全濃度はほぼ一致しており、主に溶存態で存在して

いた。処理原水 の分析結果を表 に示す。表には示さな

いが、 、電気伝導度 、 濃度 であ

った。 は全濃度が溶存態濃度よりも小さく、全濃度の分解

方法に問題があると考えられた。これ以外の元素では溶存

態と全濃度はほぼ一致していた。また、処理原水中の

と について、 は 、 は で

設定した値通りであった。

養豚廃水 の分析結果を表 に示す。表には示さないが、

、電気伝導度 、 濃度は であった。

全元素において、溶存態と全濃度はほぼ一致しており、主に

溶存態で存在していた。処理原水 の分析結果を表 に示

す。表には示さないが、 、電気伝導度 、

濃度 であった。全元素において溶存態と全濃度は

ほぼ一致していた。また、処理原水中の と に

ついて、 は 、 は で設定した値通りで

あった。

攪拌強度の検討

図 に実験結果を示す。沈降率 は、 から処理原水体

積に対する沈殿物体積の比を引いて求めた。処理水収率

は処理原水重量当たりの処理水重量として、風乾物収率

処理原水 は、処理原水重量に対する風乾物重量とし

て、沈殿物中の風乾物濃度 は、沈殿物重量当たりの風乾

物重量として、それぞれ求めた。 つの 値における実験結

果について平均値の差の検定を行った結果、すべての指標

について有意水準 で 値の違いによる有意差は見られ

なかった。図 から沈降率の平均は （変動の幅 ～

）であった。本研究の結果、 値は沈降率に影響を与え

ないことが分かった。図 に処理水の 濃度を示すが、

平均 （ ～ ）であり、処理水 濃度の観点からは固

液分離は十分に行われていた。図 に沈殿物含水率を示す

が、平均 （変動の幅 ～ ）であった。活性汚泥の濃

縮汚泥の含水率 とほぼ同程度であることから 、活性汚

泥での重力沈降と同程度の沈降性であったと言えた。図

に処理水収率を示すが、平均 （変動の幅 ～ ）

であり、処理原水の が生物処理されることになり、生物

処理能力を に減らせる可能性があった。図 に風乾物

収率を示すが、平均 （変動の幅 ～ ）であり、

処理原水 から風乾物を 回収できることが分かった。

図 に沈殿物中の風乾物濃度を示すが、平均 （変動の

幅 ～ ）と低かった。風乾に必要な面積が確保できな

い場合は、脱水処理を検討する必要があると考えられた。

以上より、検討した範囲で 値は回分式回収装置の性能

に対して影響を与えなかった。処理水の 濃度の観点から

固液分離は十分であった。沈降性も活性汚泥の重力沈降と

同程度だった。しかし、沈殿物中の風乾物重量が低いことか

ら、風乾に必要な面積が確保できない場合は、脱水処理を検

討する必要があると考えられた。

攪拌時間の影響

図 に実験結果を示す。各指標は と同様に定義する。

図 に沈降率の結果を示すが、 つの撹拌時間における沈

降率について平均値の差の検定を行った結果、有意水準

で優位差が見られた。図から撹拌時間 時間で最も高

い沈降率 を示した。なお、沈降率が撹拌強度の検討実験

より高くなっている理由としては、処理原水 の元素濃度

が処理原水 と比べて大きくなり、沈降しやすくなった可

能性が考えられた。

残りの指標については、３つの撹拌時間における平均値

の差の検定を行った結果、すべての指標について有意水準

で撹拌時間の違いによる有意差は見られなかった。

濃度は攪拌強度検討実験の結果よりも平均で 高くなった

が、沈殿物含水率は低く、処理水収率は高く、沈殿物中風乾

物濃度が高くなっていることから、沈殿率同様攪拌強度検

討実験よりも沈殿物の沈降性は良かった。これらも処理原

表 処理原水 の分析結果

全濃度

溶存態濃度

表 養豚廃水 の分析結果

全濃度

溶存態濃度

表 処理原水 の分析結果

全濃度

溶存態濃度
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いた。処理原水 の分析結果を表 に示す。表には示さな

いが、 、電気伝導度 、 濃度 であ

った。 は全濃度が溶存態濃度よりも小さく、全濃度の分解

方法に問題があると考えられた。これ以外の元素では溶存

態と全濃度はほぼ一致していた。また、処理原水中の

と について、 は 、 は で

設定した値通りであった。

養豚廃水 の分析結果を表 に示す。表には示さないが、

、電気伝導度 、 濃度は であった。

全元素において、溶存態と全濃度はほぼ一致しており、主に

溶存態で存在していた。処理原水 の分析結果を表 に示

す。表には示さないが、 、電気伝導度 、

濃度 であった。全元素において溶存態と全濃度は

ほぼ一致していた。また、処理原水中の と に

ついて、 は 、 は で設定した値通りで

あった。

攪拌強度の検討

図 に実験結果を示す。沈降率 は、 から処理原水体

積に対する沈殿物体積の比を引いて求めた。処理水収率

は処理原水重量当たりの処理水重量として、風乾物収率

処理原水 は、処理原水重量に対する風乾物重量とし

て、沈殿物中の風乾物濃度 は、沈殿物重量当たりの風乾

物重量として、それぞれ求めた。 つの 値における実験結

果について平均値の差の検定を行った結果、すべての指標

について有意水準 で 値の違いによる有意差は見られ

なかった。図 から沈降率の平均は （変動の幅 ～

）であった。本研究の結果、 値は沈降率に影響を与え

ないことが分かった。図 に処理水の 濃度を示すが、

平均 （ ～ ）であり、処理水 濃度の観点からは固

液分離は十分に行われていた。図 に沈殿物含水率を示す

が、平均 （変動の幅 ～ ）であった。活性汚泥の濃

縮汚泥の含水率 とほぼ同程度であることから 、活性汚

泥での重力沈降と同程度の沈降性であったと言えた。図

に処理水収率を示すが、平均 （変動の幅 ～ ）

であり、処理原水の が生物処理されることになり、生物

処理能力を に減らせる可能性があった。図 に風乾物

収率を示すが、平均 （変動の幅 ～ ）であり、

処理原水 から風乾物を 回収できることが分かった。

図 に沈殿物中の風乾物濃度を示すが、平均 （変動の

幅 ～ ）と低かった。風乾に必要な面積が確保できな

い場合は、脱水処理を検討する必要があると考えられた。

以上より、検討した範囲で 値は回分式回収装置の性能

に対して影響を与えなかった。処理水の 濃度の観点から

固液分離は十分であった。沈降性も活性汚泥の重力沈降と

同程度だった。しかし、沈殿物中の風乾物重量が低いことか

ら、風乾に必要な面積が確保できない場合は、脱水処理を検

討する必要があると考えられた。

攪拌時間の影響

図 に実験結果を示す。各指標は と同様に定義する。

図 に沈降率の結果を示すが、 つの撹拌時間における沈

降率について平均値の差の検定を行った結果、有意水準

で優位差が見られた。図から撹拌時間 時間で最も高

い沈降率 を示した。なお、沈降率が撹拌強度の検討実験

より高くなっている理由としては、処理原水 の元素濃度

が処理原水 と比べて大きくなり、沈降しやすくなった可

能性が考えられた。

残りの指標については、３つの撹拌時間における平均値

の差の検定を行った結果、すべての指標について有意水準

で撹拌時間の違いによる有意差は見られなかった。

濃度は攪拌強度検討実験の結果よりも平均で 高くなった

が、沈殿物含水率は低く、処理水収率は高く、沈殿物中風乾

物濃度が高くなっていることから、沈殿率同様攪拌強度検

討実験よりも沈殿物の沈降性は良かった。これらも処理原

表 処理原水 の分析結果

全濃度

溶存態濃度
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図 撹拌時間の影響
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水濃度の違いが沈降性の違いに影響している可能性が考え

られた。なお、風乾物収率は攪拌強度検討実験と同程度であ

った。

以上から、検討した範囲で撹拌時間は回分式回収装置に

対して沈降率にのみ影響を与えており、撹拌時間 時間の

時に最も高い沈降率 となった。残りの指標については、

撹拌時間の影響は見られなかった。攪拌強度検討実験と比

べて沈降性が良かったが、その原因の１つとして処理原水

濃度の違いが沈降性に影響している可能性が考えられた。

おわりに

本研究では、押方 が検討した撹拌強度範囲での処理性能

の挙動を明らかにすること、撹拌時間の影響を検討するこ

とを目的とし、回分式の反応装置を用いて繰り返し実験を

行った。得られた知見を以下に示す。

検討した範囲で 値は回分式回収装置の性能に対して影

響を与えなかった。処理水の 濃度の観点から固液分

離は十分であり、沈降性も活性汚泥の重力沈降と同程度

だったが、沈殿物中の風乾物重量が低いため風乾に必要

な面積が確保できない場合は、脱水処理を検討する必要

があると考えられた。

検討した範囲で撹拌時間は回分式回収装置に対して沈

降率にのみ影響を与えていた。残りの指標については、

撹拌時間の影響は見られず、撹拌強度検討実験と比べて

沈降性が良かった原因の１つとして処理原水濃度の違

いが沈降性に影響している可能性が考えられた

今後の課題として、物理特性だけでなく、化学特性について

も検討する必要がある。
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図 撹拌強度の影響
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風乾物収率 沈殿物中風乾物濃度

図 撹拌時間の影響
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水濃度の違いが沈降性の違いに影響している可能性が考え

られた。なお、風乾物収率は攪拌強度検討実験と同程度であ

った。

以上から、検討した範囲で撹拌時間は回分式回収装置に

対して沈降率にのみ影響を与えており、撹拌時間 時間の

時に最も高い沈降率 となった。残りの指標については、

撹拌時間の影響は見られなかった。攪拌強度検討実験と比

べて沈降性が良かったが、その原因の１つとして処理原水

濃度の違いが沈降性に影響している可能性が考えられた。

おわりに

本研究では、押方 が検討した撹拌強度範囲での処理性能

の挙動を明らかにすること、撹拌時間の影響を検討するこ

とを目的とし、回分式の反応装置を用いて繰り返し実験を

行った。得られた知見を以下に示す。

検討した範囲で 値は回分式回収装置の性能に対して影

響を与えなかった。処理水の 濃度の観点から固液分

離は十分であり、沈降性も活性汚泥の重力沈降と同程度

だったが、沈殿物中の風乾物重量が低いため風乾に必要

な面積が確保できない場合は、脱水処理を検討する必要

があると考えられた。

検討した範囲で撹拌時間は回分式回収装置に対して沈

降率にのみ影響を与えていた。残りの指標については、

撹拌時間の影響は見られず、撹拌強度検討実験と比べて

沈降性が良かった原因の１つとして処理原水濃度の違

いが沈降性に影響している可能性が考えられた

今後の課題として、物理特性だけでなく、化学特性について

も検討する必要がある。
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風乾物収率 沈殿物中風乾物重量
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Abstract 

 
     Vacuum ultraviolet (VUV) with a wavelength of 100-200 nm has a photon energy of about 6-12 eV, which 
is higher than the binding energy of many substances, and has the feature of being able to break chemical bonds. 
We have applied these features to develop an analyzer named the Photon-stimulated Desorption Spectrometer. 
Since the spatial and temporal resolutions of this system are low due to adaption of incoherent light source, it is 
expected to improve by replacing the light source with an ultrashort pulsed VUV laser. In the present study, we 
have developed a focusing and irradiating system that enables various laser irradiation modes by overlapping 
multiple beams spatially and temporally. High-precision position control of the focusing and irradiating system 
is necessary for this purpose. Here, we used a number of micrometers with encoder that can be computer-
controlled with a resolution of 1 µm to develop a double beam focusing and irradiating system using currently 
available ultrashort pulsed lasers with wavelengths of 800 nm and 400 nm. As a results, we confirmed that the 
smaller spot diameter was obtained by using the shorter wavelength. The spatial superposition can be performed 
within an accuracy range of ±3 µm, and the temporal superposition can be performed with an accuracy of 33 fs. 
Besides, interference fringes were obtained by angled irradiation of two light beams which can be expected to 
induce desorption in finer areas. 
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1. はじめに 

 

波長 100~200 nm の真空紫外光は、約 6~12 eV の光子エ

ネルギーを持ち、多くの物質の結合エネルギーより高く、

化学結合を切断することが可能であるという特長をもつ。

我々研究グループは、このような特長を応用し、これま

でに、エキシマランプを用いた化学気相蒸着による薄膜

形成1)や、メッキ処理に向けた表面改質2)などの技術開発

を行ってきた。また、分析装置への応用として、光脱離

分析装置3-8)を開発した。本装置はレーザー生成アルゴン

プラズマ光源から得た真空紫外光を、試料表面に照射し、

光脱離反応による脱離種の分析を行うものである。本装

置により、光脱離反応に関する研究が行われ、原理的に

この技術が有効なことが明らかとなっている。しかしな

がら、光源がインコヒーレント光であるために、空間・ 
a)工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b)電子物理工学科学部生 

c)応用物理工学プログラム助教 

d)産学・地域連携センター准教授 

e)応用物理工学プログラム教授 

時間分解能が低いという問題点が挙げられる。 
そこで、我々は光源を超短パルス真空紫外レーザーに

置き換え、微小領域から超短時間で物質を脱離させるこ

とが可能な、レーザー脱離分析装置を提案した。図 1 に

レーザー脱離分析装置の構想図を示す。光源となる超短

パルス真空紫外レーザー波長は 126 nm であるため、既存

のレーザー光よりも微小なスポットに集光し高空間分解

能化を、またパルス幅が 200 fs 程度であるので、これを

制御して高時間分解能化を図ることが可能である。集光

照射部においては、軸外し照射と遅延時間照射を行い、

脱離種を分析する計画である。 
 レーザー光源は、別途開発が進められている9,10)ので、

本研究では、それと並行して、軸外し照射と遅延時間照

射を行う 2 光束集光照射部の開発に取り組んでいる11)。 
これらの照射法により、更なる高分解能化を期待でき

るが、2 つのレーザー光を、角度をつけて微小なスポッ

トに集光しながら、空間的にも時間的にも重ね合わせた

りすることは、一見単純で簡単であるように思われるが、

照射部の高精度な位置制御が要求される。 
そこで、本研究では、分解能 1 µm でコンピューターコ
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ネルギーを持ち、多くの物質の結合エネルギーより高く、

化学結合を切断することが可能であるという特長をもつ。

我々研究グループは、このような特長を応用し、これま

でに、エキシマランプを用いた化学気相蒸着による薄膜

形成1)や、メッキ処理に向けた表面改質2)などの技術開発

を行ってきた。また、分析装置への応用として、光脱離

分析装置3-8)を開発した。本装置はレーザー生成アルゴン

プラズマ光源から得た真空紫外光を、試料表面に照射し、

光脱離反応による脱離種の分析を行うものである。本装

置により、光脱離反応に関する研究が行われ、原理的に
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時間分解能が低いという問題点が挙げられる。 
そこで、我々は光源を超短パルス真空紫外レーザーに

置き換え、微小領域から超短時間で物質を脱離させるこ

とが可能な、レーザー脱離分析装置を提案した。図 1 に

レーザー脱離分析装置の構想図を示す。光源となる超短

パルス真空紫外レーザー波長は 126 nm であるため、既存

のレーザー光よりも微小なスポットに集光し高空間分解

能化を、またパルス幅が 200 fs 程度であるので、これを

制御して高時間分解能化を図ることが可能である。集光

照射部においては、軸外し照射と遅延時間照射を行い、

脱離種を分析する計画である。 
 レーザー光源は、別途開発が進められている9,10)ので、

本研究では、それと並行して、軸外し照射と遅延時間照

射を行う 2 光束集光照射部の開発に取り組んでいる11)。 
これらの照射法により、更なる高分解能化を期待でき

るが、2 つのレーザー光を、角度をつけて微小なスポッ

トに集光しながら、空間的にも時間的にも重ね合わせた

りすることは、一見単純で簡単であるように思われるが、

照射部の高精度な位置制御が要求される。 
そこで、本研究では、分解能 1 µm でコンピューターコ

レーザー脱離分析装置用集光照射部の開発 29



  

ントロール可能な位置制御型のマイクロメーターを多数

用いた、空間的・時間的にビームを重ねることで多様な

レーザー照射法が可能な集光照射部の開発に取り組み、

また 2 光束が重なり合った領域でのみアブレーションを

起こすことで、より微小な領域でのアブレーション発生

の可能性を探ることを目的として実験を行った。 
実験では、波長 126 nm の超短パルス真空紫外レーザー

は、開発中であり使用ができないため、現在使用可能な

波長 800 nm、400 nm の超短パルスレーザーを用いた。 
 
2. 実験装置 

 

実験を行うにあたり、2 光束レーザー照射部の作製を

行った。図 2 に作製した 2 光束レーザー照射部の概略図

を示す。光源には、波長 800 nm、繰り返し数 1 kHz のフ

ェムト秒 Ti:Sapphire レーザー（Spitfire Ace, Spectra Physics）
を用いた。波長 400 nmでの実験時は、LBO結晶による第

2 高調波を利用し、ミラーなどの光学素子を 400 nm 帯の

ものに取り換え、内 1 枚はハーモニックセパレーターを

兼ねさせた。誘電体多層膜ビームスプリッターにより垂

直入射側と斜め入射側の光路に分割した。垂直入射側光

路には、光学ディレイを設置し、2 つのパルスの時間的

重なりを調整した。斜め入射側光路では、サンプルに角

度をつけて照射できるようにした。それぞれの光路長は

約 400 mm であり、この、2 つのビームを約 3 µm の誤差

で空間的に重ね合わせるには、ポインティング精度にし

て約 1.5秒の範囲内で制御し、約 30 µmの誤差で時間的に

重ね合わせるには、0.0075%という、高い精度で光路長を

制御することが求められる。そのために、合計 6 つのエ

ンコーダー付き電動マイクロメーター（RMH-13, シグマ

光機）を集光照射部に取り付け、レンズ－サンプル間距

離、2 光束の相対位置、2 つのパルス時間的重なりの調整、

サンプルへの照射位置を、それぞれパソコンからコント

ロールした。また、ビームスプリッター前に λ/2板を設置

し、垂直入射側と斜め入射側それぞれの強度を約 1:1にな

るよう調整した。 
 
3. 実験方法 

 
3.1 最小スポット径の見積もり 

最小スポット径を保った状態で、2 光束の重ね合わせ

を行うために、まず、本実験での最小スポット径の見積

もりを行った。波長 800 nm での照射実験の場合は、Si 基
板をサンプルに用い、単独ビームの強度を 50 mW で、

5000 ショットとした。波長 400 nmでの照射実験の場合は、

ガラス基板に白金パラジウム（Pt-Pd）を 90 nm スパッタ

リングしたものを用い、単独ビームの強度を 10 mW で、

100 ショットとした。垂直入射側、斜め入射側それぞれ

で、レンズ－サンプル間距離を 0.5 mm ごとに最大 11 mm
移動させ、その移動ごとにサンプルへと集光照射を行っ

た。1 つ 1 つの照射痕をデジタル光学顕微鏡で撮影し、そ

の顕微鏡像より、縦の径と横の径、平均値をそれぞれ求

め、グラフとした。 
 

3.2 空間的重ね合わせ精度の評価 

3.1 節において見積もった最小スポット径を保った状態

で、ステージを+Y方向に 10 µm 毎に 380 µm 移動し、2 光

束の相対位置を変化させ、その移動毎にサンプル照射を
図 2. 2 光束レーザー照射部の概略図. 

図 1. レーザー脱離分析装置の構想図. 

  

行った。この時、単独のビーム強度は 5 mW で、100 ショ

ットとした。1 つ 1 つの照射痕をデジタル光学顕微鏡で撮

影し、その顕微鏡像より、2 つの照射痕の中心間距離の

変化から、空間的重ね合わせ精度を評価した。 
 

3.3 時間的重ね合わせ精度の評価 

3.2 節と同様に最小スポット径を保ち、なおかつ 2 光束

を一部空間的に重ね合わせた状態で、光学ディレイを-X
方向に 50 µm 毎に最大 8.5 mm移動させ、その移動毎にサ

ンプルに照射を行った。この時、単独のビーム強度を 5 
mW から 0.2 mW の間で変化させ、100 ショットで固定し

照射した。1 つ 1 つの照射痕をデジタル光学顕微鏡で撮影

し、その顕微鏡像の観察より、時間的重ね合わせ精度を

評価した。観察において、照射痕に干渉縞が現れたため、

そのコントラストを求め、グラフとした。 

 
4. 実験結果及び考察 

 

4.1 最小スポット径の見積もり 

 図 3(a)に、波長 800 nm で垂直側光路において、Si 基板

に、レンズ－サンプル間距離を変えながら集光照射を行

った場合の、照射痕の光学顕微鏡像を示す。照射痕中心

の黒い領域がレーザー照射によって形成された穴であり、

この部分の縦の径と横の径をそれぞれ照射痕径とした。

照射痕は、必ずしもきれいな円にはならずに、縦と横で

その径が異なっているものも見られた。レンズ－サンプ

ル間距離が 96.25 mmから 97.75 mmにかけて照射痕が徐々

に小さくなっているように見られ、いったん大きくなり

また小さくなって、さらにまた大きくなっていく様子が

観察された。図 3(b).に、波長 400 nm で垂直側光路におい

て、ガラス基板上に Pt-Pd を 90 nm スパッタリングしたサ

ンプルに、レンズ－サンプル間距離を変えながら集光照

射を行った場合の、照射痕の光学顕微鏡像の一部を示す。

薄膜状の Pt-Pdがレーザー照射により完全に剥離するので、

91.25 mm から徐々に照射痕が小さくなり、94 mm 付近を

境に徐々に大きくなっているという様子が見られた。 
 図 4 に、レンズ－サンプル間距離に対する、これらの

照射痕径の変化をグラフにしたものを示す。横軸がレン

ズ－サンプル間距離、縦軸が照射痕径の平均で、赤色が

800 nm、青色が 400 nm で得られたデータである。赤色の

800 nm のグラフでは、中央で照射痕径が大きくなる現象

がみられた。これは、熱の蓄積によって、Si が融解し、

大きな加工穴が形成されてしまったためと考えられる。

図 4. レンズ－サンプル間距離の変化に対

する照射痕径の変化. 

図 3. 異なるレンズ－サンプル間距離での照射痕の光学顕微鏡像 (a)波長 800 nm、垂直側光路で Si 基
板に集光照射した場合, (b)波長 400 nm、垂直側光路でガラス基板上に Pt-Pd を 90 nm スパッタリング

したサンプルに集光照射した場合. 
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ントロール可能な位置制御型のマイクロメーターを多数

用いた、空間的・時間的にビームを重ねることで多様な

レーザー照射法が可能な集光照射部の開発に取り組み、

また 2 光束が重なり合った領域でのみアブレーションを

起こすことで、より微小な領域でのアブレーション発生

の可能性を探ることを目的として実験を行った。 
実験では、波長 126 nm の超短パルス真空紫外レーザー

は、開発中であり使用ができないため、現在使用可能な

波長 800 nm、400 nm の超短パルスレーザーを用いた。 
 
2. 実験装置 

 

実験を行うにあたり、2 光束レーザー照射部の作製を

行った。図 2 に作製した 2 光束レーザー照射部の概略図

を示す。光源には、波長 800 nm、繰り返し数 1 kHz のフ

ェムト秒 Ti:Sapphire レーザー（Spitfire Ace, Spectra Physics）
を用いた。波長 400 nmでの実験時は、LBO結晶による第

2 高調波を利用し、ミラーなどの光学素子を 400 nm 帯の

ものに取り換え、内 1 枚はハーモニックセパレーターを

兼ねさせた。誘電体多層膜ビームスプリッターにより垂

直入射側と斜め入射側の光路に分割した。垂直入射側光

路には、光学ディレイを設置し、2 つのパルスの時間的

重なりを調整した。斜め入射側光路では、サンプルに角

度をつけて照射できるようにした。それぞれの光路長は

約 400 mm であり、この、2 つのビームを約 3 µm の誤差

で空間的に重ね合わせるには、ポインティング精度にし

て約 1.5秒の範囲内で制御し、約 30 µmの誤差で時間的に

重ね合わせるには、0.0075%という、高い精度で光路長を

制御することが求められる。そのために、合計 6 つのエ

ンコーダー付き電動マイクロメーター（RMH-13, シグマ

光機）を集光照射部に取り付け、レンズ－サンプル間距

離、2 光束の相対位置、2 つのパルス時間的重なりの調整、

サンプルへの照射位置を、それぞれパソコンからコント

ロールした。また、ビームスプリッター前に λ/2板を設置

し、垂直入射側と斜め入射側それぞれの強度を約 1:1にな

るよう調整した。 
 
3. 実験方法 

 
3.1 最小スポット径の見積もり 

最小スポット径を保った状態で、2 光束の重ね合わせ

を行うために、まず、本実験での最小スポット径の見積

もりを行った。波長 800 nm での照射実験の場合は、Si 基
板をサンプルに用い、単独ビームの強度を 50 mW で、

5000 ショットとした。波長 400 nmでの照射実験の場合は、

ガラス基板に白金パラジウム（Pt-Pd）を 90 nm スパッタ

リングしたものを用い、単独ビームの強度を 10 mW で、

100 ショットとした。垂直入射側、斜め入射側それぞれ

で、レンズ－サンプル間距離を 0.5 mm ごとに最大 11 mm
移動させ、その移動ごとにサンプルへと集光照射を行っ

た。1 つ 1 つの照射痕をデジタル光学顕微鏡で撮影し、そ

の顕微鏡像より、縦の径と横の径、平均値をそれぞれ求

め、グラフとした。 
 

3.2 空間的重ね合わせ精度の評価 

3.1 節において見積もった最小スポット径を保った状態

で、ステージを+Y方向に 10 µm 毎に 380 µm 移動し、2 光

束の相対位置を変化させ、その移動毎にサンプル照射を
図 2. 2 光束レーザー照射部の概略図. 

図 1. レーザー脱離分析装置の構想図. 

  

行った。この時、単独のビーム強度は 5 mW で、100 ショ

ットとした。1 つ 1 つの照射痕をデジタル光学顕微鏡で撮

影し、その顕微鏡像より、2 つの照射痕の中心間距離の

変化から、空間的重ね合わせ精度を評価した。 
 

3.3 時間的重ね合わせ精度の評価 

3.2 節と同様に最小スポット径を保ち、なおかつ 2 光束

を一部空間的に重ね合わせた状態で、光学ディレイを-X
方向に 50 µm 毎に最大 8.5 mm移動させ、その移動毎にサ

ンプルに照射を行った。この時、単独のビーム強度を 5 
mW から 0.2 mW の間で変化させ、100 ショットで固定し

照射した。1 つ 1 つの照射痕をデジタル光学顕微鏡で撮影

し、その顕微鏡像の観察より、時間的重ね合わせ精度を

評価した。観察において、照射痕に干渉縞が現れたため、

そのコントラストを求め、グラフとした。 

 
4. 実験結果及び考察 

 

4.1 最小スポット径の見積もり 

 図 3(a)に、波長 800 nm で垂直側光路において、Si 基板

に、レンズ－サンプル間距離を変えながら集光照射を行

った場合の、照射痕の光学顕微鏡像を示す。照射痕中心

の黒い領域がレーザー照射によって形成された穴であり、

この部分の縦の径と横の径をそれぞれ照射痕径とした。

照射痕は、必ずしもきれいな円にはならずに、縦と横で

その径が異なっているものも見られた。レンズ－サンプ

ル間距離が 96.25 mmから 97.75 mmにかけて照射痕が徐々

に小さくなっているように見られ、いったん大きくなり

また小さくなって、さらにまた大きくなっていく様子が

観察された。図 3(b).に、波長 400 nm で垂直側光路におい

て、ガラス基板上に Pt-Pd を 90 nm スパッタリングしたサ

ンプルに、レンズ－サンプル間距離を変えながら集光照

射を行った場合の、照射痕の光学顕微鏡像の一部を示す。

薄膜状の Pt-Pdがレーザー照射により完全に剥離するので、

91.25 mm から徐々に照射痕が小さくなり、94 mm 付近を

境に徐々に大きくなっているという様子が見られた。 
 図 4 に、レンズ－サンプル間距離に対する、これらの

照射痕径の変化をグラフにしたものを示す。横軸がレン

ズ－サンプル間距離、縦軸が照射痕径の平均で、赤色が

800 nm、青色が 400 nm で得られたデータである。赤色の

800 nm のグラフでは、中央で照射痕径が大きくなる現象

がみられた。これは、熱の蓄積によって、Si が融解し、

大きな加工穴が形成されてしまったためと考えられる。

図 4. レンズ－サンプル間距離の変化に対

する照射痕径の変化. 

図 3. 異なるレンズ－サンプル間距離での照射痕の光学顕微鏡像 (a)波長 800 nm、垂直側光路で Si 基
板に集光照射した場合, (b)波長 400 nm、垂直側光路でガラス基板上に Pt-Pd を 90 nm スパッタリング

したサンプルに集光照射した場合. 
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していると言える。この濃淡値より、Michelson コントラ

ストを用いて、コントラストをそれぞれ算出した。図

6(b)に、光学ディレイの移動量に対する照射痕の干渉縞

のコントラストを示す。このグラフに、ガウス曲線をフ

ィッティングすると、120 µm 近辺で、時間的に最も重な

っていると考えられる。光学ディレイのステージの機械

精度が 5 µm とすると、光路長の誤差は高々10 µm 程度と

なり、時間にして 33 fs の精度で、時間的重ね合わせを行

うことが可能であると考えられる。 
なお、単独ビームの強度が異なる条件においても、同

様に干渉縞を観察することができている。その照射痕の

一例として、図 7 に単独ビームの強度が 1 mW でのもの

を示す。この場合、干渉縞の形にアブレーションを生じ

させることができたが、アブレーションが生じた領域が

広くなってしまっている。微細領域からの脱離を実現す

るには、ビーム強度や 2 光束の重なりの程度などの最適

な照射条件を見つけ出すことが必要である。 
 

5. 結論 

 

本研究では、分解能 1 µm のエンコーダー付きマイクロ

メーターを用いて、レーザー脱離分析装置に使用される

高精度位置制御が可能な 2 光束集光照射部の開発を、現

在利用可能な 800 nm と 400 nm の超短パルスレーザーで

行った。実験より、短波長化により収差の影響があるも

のの最小スポット径が小さくなったことを確認した。波

長 126 nm のレーザーを利用する場合、収差を軽減できる

非球面レンズなどを利用するといった光学系の工夫によ

って、より微小な集光径を得ることが可能と考えられる。  
また、空間的重ね合わせを±3 µm の誤差範囲で行うこ

とができ、時間的重ね合わせを 33 fs の誤差で行うことが

可能と考えられ、目的とする精度で位置制御が行える装

置を開発できた。 
2 光束を空間的・時間的に重ね合わせ集光照射を行う

と、2 光束干渉特有の干渉縞を観察できた。この干渉縞

を利用し、最適な照射条件に調整することで、より微細

な領域から脱離を引き起こすことに期待できる。 
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図 7.  時間的重ね合わせでの照射痕の光学顕微鏡像

（単独ビーム強度：1 mW）. 

  

しかし、グラフの傾きより約 40 ミクロン以上のスポット

径を得られていると考えられる。青色の 400 nm のグラフ

では、Pt-Pd 薄膜を用いることで、最小スポット径を示す

グラフが得られ、約 30 µm のスポット径を得ることがで

きていることが実測できた。グラフ中央の水色の点線で

描かれたグラフは、理想的なガウシアンビームの集光特

性を示すものである。グラフ両端の傾きは、集光前のビ

ーム径 D = 3 mm とレンズの焦点 f = 100 mm によって決ま

り、±0.03 という傾きである。理想的な最小スポット径は、

波長 λ = 400 nm、レンズの焦点 f = 100 mm、集光前のビー

ム径 D = 3 mm、ビームクオリティーを示す M2 = 1 より得

られる約 17 µm である。この理論値との比較より、実際

のスポット径は理論値よりも緩やかな絞れ方をしており、

最小スポット径も大きくなっているので、今回観察され

た集光特性には、球面収差などの収差が多く含まれてい

ると考えられる。しかしながら、800 nm から 400 nm への

短波長化によって、最小スポット径を小さくできた。更

に、非球面レンズや放物面鏡などにより収差を除去し、

波長 126 nm のレーザーを用いることで、より小さなスポ

ット径を得られると期待できる。 
 
4.2 空間的重ね合わせ精度の評価 

図 5 にステージ移動量に対する照射痕の中心間距離を

示す。直線的なグラフが得られているが、ステージ移動

量 200 µm から 300 µm の範囲でわずかに歪んでいるのが

見られる。これは、2 つの照射痕が大きく重なったこと

により、それぞれの中心を測定するのが難しかったこと

によるものである。それでも、ステージ移動量 10 µm で、

2 つのスポットの相対位置の変化は平均で、線形近似よ

り、約 5.9 µm と分かった。各 10 µm 動かす毎の中心間距

離の変化量の最大値は約 8.7 µm で最小値が約 2.6 µm であ

った。これより、ステージ移動量 10 µm 毎の誤差は、 
+2.8 µm ~ -3.3 µm以内であることが確認できた。これは、

ポインティング精度にして 1.5秒となり、目的とする精度

で空間的重ね合わせを行うことができたと考えられる。 
 
4.3 時間的重ね合わせ精度の評価 

単独ビームの強度が 0.2mW で 2 光束を空間的に一部重

ね合わせ、光学ディレイを-X 方向に位置 0 から移動させ

ると、100 µmと 150 µmのところにのみ照射痕が現れた。

図 6(a)に、観察された照射痕の 1つと照射痕にて測定した

濃淡値を示す。Si 基板表面に、アモルファスとして、縦

方向に、波長 400 nm、2光束の角度 30°で決まる約 800 nm
間隔の干渉縞が現れているのが確認できた。濃淡の周期

は約 800 nm と見積もることができ、干渉縞の間隔と一致

図 5. ステージ移動量に対する 2 光束の中心間距離. 

図 6. 時間的重ね合わせ実験での照射痕の観察結果 (a)
単独ビーム強度 0.2 mW での干渉縞とその濃淡値, (b)濃
淡値によるコントラストとフィッティングした曲線. 

(b) 
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していると言える。この濃淡値より、Michelson コントラ

ストを用いて、コントラストをそれぞれ算出した。図

6(b)に、光学ディレイの移動量に対する照射痕の干渉縞

のコントラストを示す。このグラフに、ガウス曲線をフ

ィッティングすると、120 µm 近辺で、時間的に最も重な

っていると考えられる。光学ディレイのステージの機械

精度が 5 µm とすると、光路長の誤差は高々10 µm 程度と

なり、時間にして 33 fs の精度で、時間的重ね合わせを行

うことが可能であると考えられる。 
なお、単独ビームの強度が異なる条件においても、同

様に干渉縞を観察することができている。その照射痕の

一例として、図 7 に単独ビームの強度が 1 mW でのもの

を示す。この場合、干渉縞の形にアブレーションを生じ

させることができたが、アブレーションが生じた領域が

広くなってしまっている。微細領域からの脱離を実現す

るには、ビーム強度や 2 光束の重なりの程度などの最適

な照射条件を見つけ出すことが必要である。 
 

5. 結論 

 

本研究では、分解能 1 µm のエンコーダー付きマイクロ

メーターを用いて、レーザー脱離分析装置に使用される

高精度位置制御が可能な 2 光束集光照射部の開発を、現

在利用可能な 800 nm と 400 nm の超短パルスレーザーで

行った。実験より、短波長化により収差の影響があるも

のの最小スポット径が小さくなったことを確認した。波

長 126 nm のレーザーを利用する場合、収差を軽減できる

非球面レンズなどを利用するといった光学系の工夫によ

って、より微小な集光径を得ることが可能と考えられる。  
また、空間的重ね合わせを±3 µm の誤差範囲で行うこ

とができ、時間的重ね合わせを 33 fs の誤差で行うことが

可能と考えられ、目的とする精度で位置制御が行える装

置を開発できた。 
2 光束を空間的・時間的に重ね合わせ集光照射を行う

と、2 光束干渉特有の干渉縞を観察できた。この干渉縞

を利用し、最適な照射条件に調整することで、より微細

な領域から脱離を引き起こすことに期待できる。 
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図 7.  時間的重ね合わせでの照射痕の光学顕微鏡像

（単独ビーム強度：1 mW）. 

  

しかし、グラフの傾きより約 40 ミクロン以上のスポット

径を得られていると考えられる。青色の 400 nm のグラフ

では、Pt-Pd 薄膜を用いることで、最小スポット径を示す

グラフが得られ、約 30 µm のスポット径を得ることがで

きていることが実測できた。グラフ中央の水色の点線で

描かれたグラフは、理想的なガウシアンビームの集光特

性を示すものである。グラフ両端の傾きは、集光前のビ

ーム径 D = 3 mm とレンズの焦点 f = 100 mm によって決ま

り、±0.03 という傾きである。理想的な最小スポット径は、

波長 λ = 400 nm、レンズの焦点 f = 100 mm、集光前のビー

ム径 D = 3 mm、ビームクオリティーを示す M2 = 1 より得

られる約 17 µm である。この理論値との比較より、実際

のスポット径は理論値よりも緩やかな絞れ方をしており、

最小スポット径も大きくなっているので、今回観察され

た集光特性には、球面収差などの収差が多く含まれてい

ると考えられる。しかしながら、800 nm から 400 nm への

短波長化によって、最小スポット径を小さくできた。更

に、非球面レンズや放物面鏡などにより収差を除去し、

波長 126 nm のレーザーを用いることで、より小さなスポ

ット径を得られると期待できる。 
 
4.2 空間的重ね合わせ精度の評価 

図 5 にステージ移動量に対する照射痕の中心間距離を

示す。直線的なグラフが得られているが、ステージ移動

量 200 µm から 300 µm の範囲でわずかに歪んでいるのが

見られる。これは、2 つの照射痕が大きく重なったこと

により、それぞれの中心を測定するのが難しかったこと

によるものである。それでも、ステージ移動量 10 µm で、

2 つのスポットの相対位置の変化は平均で、線形近似よ

り、約 5.9 µm と分かった。各 10 µm 動かす毎の中心間距

離の変化量の最大値は約 8.7 µm で最小値が約 2.6 µm であ

った。これより、ステージ移動量 10 µm 毎の誤差は、 
+2.8 µm ~ -3.3 µm以内であることが確認できた。これは、

ポインティング精度にして 1.5秒となり、目的とする精度

で空間的重ね合わせを行うことができたと考えられる。 
 
4.3 時間的重ね合わせ精度の評価 

単独ビームの強度が 0.2mW で 2 光束を空間的に一部重

ね合わせ、光学ディレイを-X 方向に位置 0 から移動させ

ると、100 µmと 150 µmのところにのみ照射痕が現れた。

図 6(a)に、観察された照射痕の 1つと照射痕にて測定した

濃淡値を示す。Si 基板表面に、アモルファスとして、縦

方向に、波長 400 nm、2光束の角度 30°で決まる約 800 nm
間隔の干渉縞が現れているのが確認できた。濃淡の周期

は約 800 nm と見積もることができ、干渉縞の間隔と一致

図 5. ステージ移動量に対する 2 光束の中心間距離. 

図 6. 時間的重ね合わせ実験での照射痕の観察結果 (a)
単独ビーム強度 0.2 mW での干渉縞とその濃淡値, (b)濃
淡値によるコントラストとフィッティングした曲線. 

(b) 
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1. はじめに 
 
 近年、半導体製造技術の進化で赤外線発光、受光素子を

安価に作製できることにより産業、医療や IoT でのセンシ

ングに期待されている。光センシングとは、光を対象物に

照射することにより生じた相互作用を観察することで対

象物の構造や特性を非破壊的に調べる技術である。赤外線

や紫外線などの本来人間の目には見えない光もセンサを

介して電気的に変換し、画像やスペクトルとして表示して

調べることができる。その波長の中でも 2 ~ 10 µm は中

赤外波長と呼ばれ、CO、CO2 などの分子振動の吸収線が

存在する。これを利用してガスの選択的な検出や励起が可

能となるため、半導体レーザーや受光素子が期待されてい

る 1-2)。この領域の発光、検出素子として InAs/GaSb 超格

子 (SL) が注目されている 3-6)。SL は複数の井戸間の量子

準位の相互作用によってミニバンドを形成する。このミニ

バンドは層厚を変えることで発光や吸収の波長の制御が

可能となる 6-7)。 
 これまでの研究では分子線エピタキシー (MBE) 法を

用いて InAs 基板上に InAs/GaSb SL の報告が多くなされて

いる 7)。しかし、MBE は超高真空状態が必要で成長速度

が遅いという問題がある。 
最終目標は量産性の良い有機金属気相成長(MOVPE) 

法を用いた、中赤外領域において高効率で発光するレーザ

ーや検出器の実現である。本論文では、MOVPE 法で作製

した InAs 基板上の InAs/GaSb 超格子構造の発光メカニ

ズムの解明を目的とし、InAs 層厚一定の条件で GaSb 層
厚を変化させた試料をフォトルミネッセンス (PL) 法を

用いて試料温度、励起光強度の観点から光学特性を評価し、

計算されたスペクトルとの比較から発光遷移と超格子構

造の関係性の調査を行った。 
 

2. 実験 
 
2.1 試料作製方法 
 試料は MOVPE 法を用いて、n-InAs 基板上に InAs のバ

ッファ層を成長後に InAs/GaAs を 15～30 組積層した。バ

ッファ層と超格子をそれぞれ 600 ℃と 500 ℃で成長させ、

有機金属は水素ガスをキャリアとしてバブリングによっ

て供給した。それぞれの試料の周期厚、層厚、組成を X 線

回折法 (XRD) により求めた 8-9)。層厚は InAs層を 2.8nm 、
GaSb 層を 2.2～13.4nm の範囲で作製した。Fig. 1 に試料

の構造図を示す。以後 InAs、GaSb の順で層厚を nm 単位

で試料名とする。 

a) 応用物理工学プログラム教授 

b) 工学専攻大学院卒 

c) 工学専攻大学院生 

d) 応用物理工学プログラム准教授 

e) 北海道大学情報科学研究院准教授 
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2.2 実験方法 

光学特性の評価は PL 測定にて行った。励起光は Nd : 
YAG レーザー(波長 532 nm、出力 250 mW、スポット径約

0.3 mm)を使用した。また、励起光強度の調整のための 
Neutral Density (ND) フィルタ (0.1 ~ 60 %)を使用した。試

料温度は He クライオスタッドにより 11 K ~ 室温で測定

した。測定条件は以前の報告 10)を参照。分光器の回折格子

は、刻線数 150 本ブレーズ波長 3 µm のものを使用し、発

光波長が 3 µm 付近の場合は、高分解能で強度が得られる

刻線数 300 本の回折格子を使用した。また、高次数カット

フィルタの反射や吸収、回折格子の反射特性などの波長依

存性を補正するために、疑似黒体輻射光源を用いて校正し

た。 

2.3 k・p 摂動法 

本研究では、k・p 摂動法 11)を用いて SL のバンド構造

を導出し、その自然放出光のスペクトルを求めた。層厚と

層数、有効質量などをパラメータとして、バンド構造を導

出した。次にフェルミの黄金律を用いて高エネルギーの量

子状態から低い状態に遷移する際に放出される光子の自

然放出スペクトルを井戸内のキャリア濃度を仮定して算

出した。この自然放出スペクトルを PL スペクトルとの比

較に使用した。 
 
3. 結果と考察 
 
3.1 TEM による評価 
Fig. 2 に 層厚 2.8/4.5、30 周期の超格子試料の透過電子

顕微鏡 (TEM) の結果を示す。InAs 層、GaSb 層が周期的

に成長していることが確認できた。また、MOVPE で作製

したため、界面のコントラストは急峻でなく、非対称にぼ

やけているように見えた 8）。 
 

3.2 超格子試料の層厚依存性 
Fig. 3 に温度 20 K、励起強度 25 mW での層厚 2.8/2.2

～13.4、30 周期の InAs/GaSb 超格子試料の PL スペクトル

を示す。2.4 ~ 4.7 µm (0.26 ~ 0.59 eV) の間で PL ピークが

見られた。また、GaSb 層厚を厚くすることで発光ピーク

が長波長側にシフトする傾向が見られた。また、2.8/13.4 、
15 周期の超格子試料は室温まで発光が見られた。 

 

3.3 超格子試料の温度依存性 
Fig. 4 に層厚 2.8/13.4 、15 周期の励起強度 25 mW での

PL スペクトルの温度依存性を示す 12）。各 PL スペクトル

は規格化し、20 K を基準に倍率を記載した。倍率が大き

いほど強度は小さいことを示す。低温ではまず、約 4.0～
4.8 µm 付近に発光ピークが現れた。発光強度は温度上昇

とともに減少したが、300 K まで発光を確認できた。複数

の PL ピークが見られため、低温での最大ピークを peak 1、

90 K 以上での最大ピークを peak 2、120 K 以上で表れる

ピークを peak 3 とした。peak 1 は 150 K まで、 peak 2 は

200 K まで、peak 3 は 300 K まで発光を確認できた。また、

Fig. 2 TEM image of InAs / GaSb: 2.8 / 4.5  

Fig. 3 Layer thickness dependence of InAs/GaSb SL at 20 K  

Fig. 1 Structural diagram of superlattice sample 

： 
： 

20 ~ 60 K で peak 1、90 ~ 150 K で peak 2、200 ~ 300 K で

peak 3 が最大のピーク強度となった。各ピークは温度が上

昇するに従ってレッドシフトする傾向があった。これは、

InAs のバンドギャップがレッドシフトするためだと思わ

れる。 
Fig. 5 に 20 K において励起強度が 25 mW での層厚

2.8/13.4、15 周期の PL 測定値と、井戸内キャリア濃度を

1×1016 cm-3 として計算された自然発光スペクトルを規格

化して示す。また、測定値のピークに合うように計算値を

シフトさせたスペクトルを破線で示した。測定値のピーク

波長は計算値より 0.12 µm (7.5 meV) ほど異なったが、ピ

ーク形状、位置は大体一致した。このずれは計算に用いた

バルクの有効質量、歪みなどのパラメータが純物質のもの

で、実際の材料中には、残留ガスの影響で組成のずれなど

が考えられる。今後、この計算値のずれも考慮して発光遷

移の同定を行う。 
Fig. 6 に超格子試料の 20 K でのバンド構造と電子と正

孔のそれぞれの準位間の遷移エネルギーを計算した値を

示した 13）。E1 ミニバンド内で最低の準位を E1L、それ以

外の準位を E1H と呼ぶことにする。このバンド構造から、

Fig. 5 で測定された発光は E1L-HH1 間の、最低の準位間 
(Fig. 6 の 0.264 eV) に由来する発光であると同定した。 

Fig. 7 に 120 K での励起強度 25 mWでの層厚 2.8/13.4 、

15 周期の PL 測定値と、井戸内キャリア濃度 1 × 1016 cm-3

と仮定した計算された自然発光スペクトルの規格化した

スペクトを重ねて示す。そして、各ピークがなるだけ一致

するように計算値をシフトさせたスペクトルを破線で示

す。測定と計算の両方で複数のピークがあり、シフト後の

スペクトル全体の形状もほぼ一致した。そこで、120 K で

のバンド計算値（Fig.6 と類似しているので載せていない）

を用いて発光遷移を同定する。PL の長波長側の Peak 1 の

発光は 0.254 eV の E1L-HH1 間に相当する最低の準位間に

由来する発光、短波長側の Peak 2、3 の由来は 0.292、0.294 
eV に相当する E1H-HH1 や E1L-LH1 などの最低の準位よ

りもより高い準位間からの発光であると考えられる。超格

子試料の室温での発光はピークがブロードで遷移の同定

はできなかったが、E1Hなどが関与する高い準位間の遷移

に由来すると考えられる。 
 

3.4 励起強度依存性 
Fig. 8 に層厚 2.8/13.4、15 周期の温度 20 K での PL スペ

クトルの励起強度依存性を示す。励起強度 1.25 mW 以上

で 4.6 µm 付近に発光ピーク (peak A)、励起強度 25 mW 以

Fig. 5 Comparison of PL spectrum measurements 

and model calculations at 20 K 

Fig. 6 Band diagram in 2.8 / 13.4 nm SL derived from the 

k · p perturbation method 

Fig. 4 Temperature dependence of 2.8 / 13.4 nm SL 

(15 pairs) in excitation intensity 25 mW  
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2.2 実験方法 

光学特性の評価は PL 測定にて行った。励起光は Nd : 
YAG レーザー(波長 532 nm、出力 250 mW、スポット径約

0.3 mm)を使用した。また、励起光強度の調整のための 
Neutral Density (ND) フィルタ (0.1 ~ 60 %)を使用した。試

料温度は He クライオスタッドにより 11 K ~ 室温で測定

した。測定条件は以前の報告 10)を参照。分光器の回折格子

は、刻線数 150 本ブレーズ波長 3 µm のものを使用し、発

光波長が 3 µm 付近の場合は、高分解能で強度が得られる

刻線数 300 本の回折格子を使用した。また、高次数カット

フィルタの反射や吸収、回折格子の反射特性などの波長依

存性を補正するために、疑似黒体輻射光源を用いて校正し

た。 

2.3 k・p 摂動法 

本研究では、k・p 摂動法 11)を用いて SL のバンド構造

を導出し、その自然放出光のスペクトルを求めた。層厚と

層数、有効質量などをパラメータとして、バンド構造を導

出した。次にフェルミの黄金律を用いて高エネルギーの量

子状態から低い状態に遷移する際に放出される光子の自

然放出スペクトルを井戸内のキャリア濃度を仮定して算

出した。この自然放出スペクトルを PL スペクトルとの比

較に使用した。 
 
3. 結果と考察 
 
3.1 TEM による評価 
Fig. 2 に 層厚 2.8/4.5、30 周期の超格子試料の透過電子

顕微鏡 (TEM) の結果を示す。InAs 層、GaSb 層が周期的

に成長していることが確認できた。また、MOVPE で作製

したため、界面のコントラストは急峻でなく、非対称にぼ

やけているように見えた 8）。 
 

3.2 超格子試料の層厚依存性 
Fig. 3 に温度 20 K、励起強度 25 mW での層厚 2.8/2.2

～13.4、30 周期の InAs/GaSb 超格子試料の PL スペクトル

を示す。2.4 ~ 4.7 µm (0.26 ~ 0.59 eV) の間で PL ピークが

見られた。また、GaSb 層厚を厚くすることで発光ピーク

が長波長側にシフトする傾向が見られた。また、2.8/13.4 、
15 周期の超格子試料は室温まで発光が見られた。 

 

3.3 超格子試料の温度依存性 
Fig. 4 に層厚 2.8/13.4 、15 周期の励起強度 25 mW での

PL スペクトルの温度依存性を示す 12）。各 PL スペクトル

は規格化し、20 K を基準に倍率を記載した。倍率が大き

いほど強度は小さいことを示す。低温ではまず、約 4.0～
4.8 µm 付近に発光ピークが現れた。発光強度は温度上昇

とともに減少したが、300 K まで発光を確認できた。複数

の PL ピークが見られため、低温での最大ピークを peak 1、

90 K 以上での最大ピークを peak 2、120 K 以上で表れる

ピークを peak 3 とした。peak 1 は 150 K まで、 peak 2 は

200 K まで、peak 3 は 300 K まで発光を確認できた。また、

Fig. 2 TEM image of InAs / GaSb: 2.8 / 4.5  

Fig. 3 Layer thickness dependence of InAs/GaSb SL at 20 K  

Fig. 1 Structural diagram of superlattice sample 

： 
： 

20 ~ 60 K で peak 1、90 ~ 150 K で peak 2、200 ~ 300 K で

peak 3 が最大のピーク強度となった。各ピークは温度が上

昇するに従ってレッドシフトする傾向があった。これは、

InAs のバンドギャップがレッドシフトするためだと思わ

れる。 
Fig. 5 に 20 K において励起強度が 25 mW での層厚

2.8/13.4、15 周期の PL 測定値と、井戸内キャリア濃度を

1×1016 cm-3 として計算された自然発光スペクトルを規格

化して示す。また、測定値のピークに合うように計算値を

シフトさせたスペクトルを破線で示した。測定値のピーク

波長は計算値より 0.12 µm (7.5 meV) ほど異なったが、ピ

ーク形状、位置は大体一致した。このずれは計算に用いた

バルクの有効質量、歪みなどのパラメータが純物質のもの

で、実際の材料中には、残留ガスの影響で組成のずれなど

が考えられる。今後、この計算値のずれも考慮して発光遷

移の同定を行う。 
Fig. 6 に超格子試料の 20 K でのバンド構造と電子と正

孔のそれぞれの準位間の遷移エネルギーを計算した値を

示した 13）。E1 ミニバンド内で最低の準位を E1L、それ以

外の準位を E1H と呼ぶことにする。このバンド構造から、

Fig. 5 で測定された発光は E1L-HH1 間の、最低の準位間 
(Fig. 6 の 0.264 eV) に由来する発光であると同定した。 

Fig. 7 に 120 K での励起強度 25 mWでの層厚 2.8/13.4 、

15 周期の PL 測定値と、井戸内キャリア濃度 1 × 1016 cm-3

と仮定した計算された自然発光スペクトルの規格化した

スペクトを重ねて示す。そして、各ピークがなるだけ一致

するように計算値をシフトさせたスペクトルを破線で示

す。測定と計算の両方で複数のピークがあり、シフト後の

スペクトル全体の形状もほぼ一致した。そこで、120 K で

のバンド計算値（Fig.6 と類似しているので載せていない）

を用いて発光遷移を同定する。PL の長波長側の Peak 1 の

発光は 0.254 eV の E1L-HH1 間に相当する最低の準位間に

由来する発光、短波長側の Peak 2、3 の由来は 0.292、0.294 
eV に相当する E1H-HH1 や E1L-LH1 などの最低の準位よ

りもより高い準位間からの発光であると考えられる。超格

子試料の室温での発光はピークがブロードで遷移の同定

はできなかったが、E1Hなどが関与する高い準位間の遷移

に由来すると考えられる。 
 

3.4 励起強度依存性 
Fig. 8 に層厚 2.8/13.4、15 周期の温度 20 K での PL スペ

クトルの励起強度依存性を示す。励起強度 1.25 mW 以上

で 4.6 µm 付近に発光ピーク (peak A)、励起強度 25 mW 以

Fig. 5 Comparison of PL spectrum measurements 

and model calculations at 20 K 

Fig. 6 Band diagram in 2.8 / 13.4 nm SL derived from the 

k · p perturbation method 

Fig. 4 Temperature dependence of 2.8 / 13.4 nm SL 

(15 pairs) in excitation intensity 25 mW  
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り、よい高いエネルギーの遷移が重要になることが明らか

になった。 
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 上で 4.1 µm 付近に新たな発光ピーク (peak B) が現れ、

125 mW 以上で 3.8µm 付近に肩 (peak C) が見え始めた。 
Fig. 9 に 20 K での層厚 2.8/13.4 の SL の井戸内キャリア

濃度を変化させた自然放出スペクトルを示す。この計算値

と Fig. 8 の測定値を比較した。PL 測定での励起強度 125 
mW から peak B が最大となり、計算のキャリア濃度でも、

1×1017 cm-3 のスペクトルから 4 µm のピークが最大となっ

たので、このキャリア濃度とこの励起強度が対応している

と考えた。本実験で使用したレーザーのスポット径は約

0.3 mm であるので、励起強度 125 mW での光子フラック

スは約 1.2×1020 個/cm2 となる。これは計算で仮定したキ

ャリア濃度より 3 桁ほど大きい。その理由として、窓やミ

ラーでのレーザーの反射や吸収、超格子試料の欠陥などに

よる非輻射損失などに相当していると考えられる。 
次に 3.3 節での温度依存性と Fig. 6 のバンド構造を踏

まえて、Fig. 8 のピークの遷移を同定する。励起強度 25 
mW での PL スペクトルは Fig. 4 の 20 K の PL スペクトル

に相当するので、peak A は peak 1 と同じ遷移と考えられ

る。励起強度 125 mW 以上で peak A と peak B の強度が入

れ替わり、peak B の PL 強度の方が大きくなった。そこで

このピークは Fig.4 の温度依存性の peak 2 の遷移に相当す

ると考えた。同様に、peak C と Peak 3 が同じ起源と考え

た。低励起強度での peak A の発光は、ミニバンド内の最

低の準位間 (Fig .6 の 0.264 eV) に由来する発光であり、

高励起強度で表れる短波長側の Peak B の発光は、それよ

りも高次の準位間での発光 (Fig .6 の 0.264 eV) に由来す

る発光だと考えた。高励起では peak A より Peak B の方が

強いので、Peak B などの高エネルギーの遷移が実用上は

重要である。 
また、Fig.9 の計算結果により、キャリア濃度 5 × 1017 

cm-3 以上にキャリア濃度を増加させても PL 強度はピー

クの増加ではなく、ピーク波長が短波長側に広がる傾向を

見せた。これは Fig. 6 より 3.6 µm 付近のエネルギーに多

くの遷移が存在するためだと考えられる。レーザーなどの

デバイスでは 1 × 1018 cm-3 程度のキャリアの注入が必要

であるため、SL ではこの高いエネルギーの遷移の設計が

重要であると言える。 
 
4. まとめ 

MOVPE 法で作製した InAs 層厚一定で、GaSb 層厚のみ

を変化させた超格子試料から、20 K で中赤外領域での発

光を確認した。GaSb 層厚を厚くすることで SL からの発

光が 2.5 µm から 4.6 µm にレッドシフトした。さらに、層

厚 2.8/13.4、15 周期の超格子試料で室温まで中赤外発光を

確認した。また、k・p 摂動法より導出したバンド構造や

自然放出スペクトルとの比較より、低温や低励起濃度での

発光は、最低の準位間の発光のみが見られ、温度が高い場

合やキャリア濃度 1 × 1017 cm-3 以上の高励起状態では最

低の準位間より高いエネルギー遷移に由来する発光が見

られた。これらのことから、中赤外領域で高い励起状態を

利用する発光デバイスではミニバンドの最低の準位間よ

Fig. 7 Comparison of PL spectrum measurements 

and model calculations at 120 K 

Fig. 9 Calculated value of exciton intensity dependence at 

2.8 / 13.4 nm (15 pairs) at 20K 

Fig. 8 Excitation intensity dependence of 2.8/13.4 nm SL 

(15 pairs) at 20 K 
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り、よい高いエネルギーの遷移が重要になることが明らか

になった。 
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 上で 4.1 µm 付近に新たな発光ピーク (peak B) が現れ、

125 mW 以上で 3.8µm 付近に肩 (peak C) が見え始めた。 
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4. まとめ 
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Fig. 7 Comparison of PL spectrum measurements 

and model calculations at 120 K 

Fig. 9 Calculated value of exciton intensity dependence at 

2.8 / 13.4 nm (15 pairs) at 20K 

Fig. 8 Excitation intensity dependence of 2.8/13.4 nm SL 

(15 pairs) at 20 K 
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The crystallinity and the surface flatness of Zn-doped InAs thin film on a GaAs substrate were evaluated by Raman 
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improved with increasing Zn flow rate up to 10 sccm. Above that level, both crystallinity and flatness deteriorated 
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1 .はじめに 

 
波長 2~10 µm付近の中赤外線には、様々な分子や炭化

水素ガスの吸収線が存在している。これを利用してレー
ザーによる高感度ガス検出が可能となる。しかし、中赤
外デバイスの問題点として GaSb から InSb 間の格子定数
を持つ市販の基板がなく設計自由度の制限が大きい。ま
た、それらの基板は GaAs 基板と比較してコストがかか
る 1)。この解決方法としてメタモルフィック成長技術が
期待されている。これは、バッファ層内に転位を導入し、
格子定数が異なる仮想基板として利用するものである。
デバイス化には表面の凹凸や貫通転位の軽減などの課題
が残っている。これまでの研究で GaAs 基板上にメタモ
ルフィック成長した Zn ドープ InAs 層について、膜厚を
増加させることで平坦性が改善された 2)。一方、非破壊・
非接触の評価が特長となっているラマン分光法により、
格子振動のエネルギーを求めることにより結晶性や試料

組成の同定が可能である。本研究では、ラマン分光法を
用いてメタモルフィック成長させた仮想基板の測定を行
い、結晶性の評価を行った。そして、この結果と平坦性の
結果 1)の比較を行ったので報告する。 

 
2.試料・作製方法 

 

試料は MOVPE 法を用いて作製し、n-GaAs (100)基板 

上にバッファ層を 650 ℃で 60~80 nm程度成長させた。こ
の上にジエチルジンク (DEZn) を用いて Zn を添加した
以下の 2 種の InAs 膜を用いた。 

・成長温度 500 度で DEZn 16.67 sccm で 1.8~240 nm 積層
した試料系 

・膜厚を 240 nmに固定し、DEZn の流入量を 0.1515 ~50 

sccmに変化させた試料系 

加えて比較のため GaAs 基板上の GaAs バッファ層の上
にドープされてない i-InAs を、2~300 nm成長させた試料
を用意した。 

ラマンスペクトルは、堀場製作所の RabRAm HR 

Evolution を用いた。Nd-YAG レーザー (532 nm、4 mW)で
励起し、LO 許容、TO 禁制の方位である(100)方向からレ
ーザーを照射して測定した。測定されたラマンスペクト
ルはローレンツ関数を用いてピーク分離を行った。表面
粗さは原子間力顕微鏡(AFM)を用いて測定し、10 µm角の

a)工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b)工学部応用物理プログラム准教授 

c)工学部応用物理プログラム教授 
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の上にジエチルジンク (DEZn) を用いて Zn を添加した
以下の 2 種の InAs 膜を用いた。 

・成長温度 500 度で DEZn 16.67 sccm で 1.8~240 nm 積層
した試料系 

・膜厚を 240 nmに固定し、DEZn の流入量を 0.1515 ~50 

sccmに変化させた試料系 

加えて比較のため GaAs 基板上の GaAs バッファ層の上
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RMS 値を用いた。
ラマン分光法において結晶性は InAs LO ピークの半値
幅で評価し、これが小さいほど原子配列の周期性が高く、
結晶性が良い。また、禁制の TO ピークは完全な結晶で
は消滅するが、これが出現すると方位の秩序の乱れを表
す。InAs LO ピークと InAs TO ピークの積分強度を用い
て比を取った TO/(LO+TO)を方位の乱れの大きさの指標
とした。 

 
3 結果・考察 

 
3.1ピーク位置の同定 

まず、DEZn の流入量を 50 sccmとした Zn ドープ試料
のラマン測定を行い、180~320cm-1においてピーク分離を
行った結果の一例を Fig.1に示す。文献 5)の結果を用いて、
InAs TO を 217 cm-1、InAs LO を 239 cm-1と同定した。230 

cm-1付近のピークは LO-plasmon coupled (LOPC)モードで
あると考えられる。270 cm-1付近のピークは Ga と As の
結合からのピークであると考えられる。 

 

3.2 Zn流入量依存性 

DEZn の流入量を最適化するために膜厚を 240 nmに固
定し、流入量を変化させた試料を用いて実験を行った。
Fig.2に DEZnの流入量を 0.1515~50 sccmに変化させた際
のラマンスペクトルを解析し、InAs LO ピークの半値幅
をプロットしたものを●、AFM における RMS 値をプロ
ットしたものを■として示す。ラマン分光法において
DEZn の流入量が 0.1515 ~5 sccm の場合はほぼ一定の半
値幅であり、また 16.67 sccm は場所依存があり、再現性
が良くなかった。さらに DEZn を 50 sccm に増やした場
合は InAs LO ピークの半値幅が急激に増加した。一方、

AFM の RMS 値では DEZn の流入量が 0.1515 から 16.6 

sccmに増加するに従って、少しずつ低下、即ち平面荒さ
が改善し、50 sccmの場合 RMS 値が急激に増加した。 

これらの結果から、ラマン分光法と AFM の結果の傾向
が一致した。DEZn の流入量が 16.67 sccm の場合にラマ
ン分光法においてエラーバーが大きい理由としては、こ
の流入量(16.67 sccm)の時点で部分的に結晶性が悪くなっ
たと思われる。また、DEZn の流入量が 50 sccm の際に
InAs LOピーク半値幅と RMS値が急激に増加した理由と
しては、結晶中に不純物を添加しすぎたことや臨界膜厚
をこえたことで転位や島状成長が発生したことが原因で
あると考えられる。 

3.3 Zn 膜厚依存性 

 膜厚を 2~300 nmに変化させた non-doped InAs の RMS

を■、 DEZn 流入量を 16.67 sccm に固定した Zn-InAs の
RMS を●で Fig.3 に示す。 

 DEZn を添加した試料の膜厚が 240 nm となった時、
RMS 値が小さくなり、平坦性が改善された。また non-

doped InAs の場合は膜厚を増加させると RMS 値が増加
し、表面粗さが単調に悪化した 1）。 

次に、同じ試料を用いてラマン分光法で測定した結果
を解析した Fig.4 に示す。InAs LO ピークの半値幅を、non-

doped InAs は ■、Zn-doped InAs は●で示した。メタモル
フィック成長させた Zn-doped InAs 1.8 nm の試料と non-

doped InAs 2 nmの試料では InAs 膜厚が薄いため InAs の
ラマンピークが見られなかった。膜厚を増加させると、
Non-doped、 Zn-doped にかかわらず半値幅が減少し結晶
性が改善された。また、Fig.4 の点線は Zn-doped InAs 基
板における InAs LO ピークの半値幅を示しており、non-

doped 300 nm と Zn-doped 240 nmはどちらの場合におい
ても場所依存があったが基板の値に漸近した。 

Fig.1 Raman spectra and Zn-doped InAs with 50 
sccm DEZn flow 
Fig.1 Raman spectra and Zn doped InAs with 50 

Fig.2 Full width at half maximum of LO Peak and 
surface roughness dependence of DEZn flow rate 

次に、 Fig.5 に同じ試料の膜厚を変化させた
TO/(TO+LO) 面積強度比を non-doped InAs を■、Zn-doped 

InAs を●で示した。面積比が小さいものが結晶方位の乱
れが小さいことを示す。Fig.5 から、膜厚の増加にかかわ
らず結晶方位の乱れは類似した傾向を示した。この理由
としては格子定数の異なる GaAsと InAsのヘテロ接合の
ため、貫通転位が多く結晶軸が貫通転位の周りでわずか
に傾いていることが原因であると考えられる。Zn-doped 

InAs 基板においては点線で示すように 0.4 となったが、
本試料ではそれより大きい結果となった。 

 
最後に、Zn-doped InAs における AFM の RMS 値とラマ

ン分光における InAs LO ピークの半値幅の値を合わせた
図をFig.6に示す。InAs LO 半値幅とRMS値は厚さ240nm

の時どちらも最小になり、膜厚が厚くなるに従って、小

さくなった 5)。この理由としては、Zn 不純物が InAs の中
の As に捕まりやすいことから拡散長が短くなり、膜厚を
厚くすると島状成長が抑制されたことが考えられる。 

 
4 まとめ 

 

本研究では GaAs 基板上に Zn を添加しメタモルフィ

ック成長させた InAs 薄膜試料に対して、ラマン分光法

による結晶性と AFM による平坦性の評価を合わせて行

った。その結果、Zn 流入量依存性においてはラマン分

光法と AFM の表面平坦性の傾向はほぼ一致し、10 sccm
まで向上した。また、Zn 添加した InAs 膜厚の依存性

は、膜厚を増やすことで結晶性が改善され両結果で傾向

が一致した。この理由としては、Zn 不純物が InAs の中

の As に捕まりやすいことから拡散長が短くなり、膜厚

Fig.3 Comparison of surface roughness between  
Zn-doped and non-doped InAs 

Fig.4 Thickness dependence of crystallinity for 
Zn-doped InAs and non-doped InAs measured by 
Raman scattering. 

Fig.5 Peak area ratio of TO peak to LO peak for 
Zn-doped and non-doped InAs films with 
different film thickness measured by Raman 
spectroscopy. 

Fig.6 Thickness dependence of FWHM for InAs LO 
peak measured by Raman spectroscopy and RMS 
value in AFM of Zn-doped InAs films. 
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RMS を●で Fig.3 に示す。 

 DEZn を添加した試料の膜厚が 240 nm となった時、
RMS 値が小さくなり、平坦性が改善された。また non-
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Fig.1 Raman spectra and Zn-doped InAs with 50 
sccm DEZn flow 

Fig.2 Full width at half maximum of LO Peak and 
surface roughness dependence of DEZn flow rate 
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の As に捕まりやすいことから拡散長が短くなり、膜厚を
厚くすると島状成長が抑制されたことが考えられる。 
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が一致した。この理由としては、Zn 不純物が InAs の中

の As に捕まりやすいことから拡散長が短くなり、膜厚

Fig.3 Comparison of surface roughness between  
Zn-doped and non-doped InAs 

Fig.4 Thickness dependence of crystallinity for 
Zn-doped InAs and non-doped InAs measured by 
Raman scattering. 

Fig.5 Peak area ratio of TO peak to LO peak for 
Zn-doped and non-doped InAs films with 
different film thickness measured by Raman 
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Fig.6 Thickness dependence of FWHM for InAs LO 
peak measured by Raman spectroscopy and RMS 
value in AFM of Zn-doped InAs films. 
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The heat generated by the electronic device operation causes a decreasing its performance. Therefore, it is 

necessary to evaluate the heat generation and its propagation in semiconductors. We build a laser heterodyne 
photothermal displacement (LH-PD) system to evaluate thermal properties of semiconductors. When an excitation laser 
is irradiated on the semiconductor surface, the surface is thermally expanded under the influence of heat generated by 
nonradiative recombination of the photoexcited carriers. The LH-PD method can directly detect a surface displacement 
and its time variation by non-contact and non-destructive. Moreover, there is a possibility to evaluate thermal properties 
such as thermal conductivity (κ) by reproducing the time variation of a surface displacement with theoretical 
calculations. We carried out LH-PD measurements and theoretical calculations based on a thermal diffusion equation 
with the photoexcited carrier diffusion to verify their validity using Si and GaAs substrate which are already known 
physical properties. As a result, the calculated results agreed well with the experiments. Therefore, we found that heat 
conduction and carrier diffusion affect the time variation of the surface displacement. Consequently, it was clearly 
shown that the LH-PD method was useful for evaluating thermal properties of semiconductors. 
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1. はじめに 

 
近年の IoT（Internet of Things）社会の発展により、身の

回りの多くのモノにセンサや通信機器が備えられるよう

になった 1)。このような IoT 社会の発展の重要な基幹と

なっているのが半導体である。半導体は、1833 年にファ

ラデーによって AgS の抵抗が温度上昇に伴って減少する

ことを観測されてから今日まで、多くの研究者たちによ

って研究されてきた 2)。その成果もあって、身の回りにあ

る電子機器には多くの半導体が使われている。また、昨

今のコロナショックによって半導体不足が問題となるな

ど、今後も半導体の需要増加が予想される 3)。このよう

に、半導体が担う役割は非常に大きく、電子機器の性能

向上のためには半導体デバイスの性能の向上が不可欠で

ある。 
a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生 

b) 農学工学総合研究科 博士後期課程学生 

c) 日本学術振興会特別研究員-DC1 

d) 応用物理工学プログラム 特任教授 

e) 応用物理工学プログラム 教授 

そのためには作製技術の発達はもちろん、その性能の

適切な評価が必要である。特に、電子機器の性能や寿命

の低下の原因となるのが、デバイス動作時の発熱である。

このため、基となる半導体材料においても熱伝導率等の

熱物性を適切に評価する必要がある。 
我々はこれまでに、光励起キャリアの非発光再結合に

よって生じる熱波及び熱弾性波を圧電素子によって高感

度に検出する圧電素子光熱変換分光（Piezoelectric Photo-
Thermal: PPT）法を用いて半導体の光学的特性評価を行っ

てきた 4)。光熱変換法では検出光の断続周波数を変化さ

せると熱拡散長が変化することから、熱の発生源となる

欠陥準位等の深さ方向の解析が可能である。これまでに

PPT 信号の周波数依存性測定とその理論計算からナノ構

造を持つ試料の熱伝導率の算出を試みた 5, 6)。しかしなが

ら、算出された熱伝導率は同一構造に対する 3-測定結

果 7)に比べて非常に小さな値であった。PPT 法では検出

器の貼り付け具合によって信号強度が変化することがあ

るため定量的な測定が困難であり、算出された数値の妥

当性の検討が出来なかった。 
そこで我々は、光ヘテロダイン光熱変位（Laser 

Heterodyne Photothermal Displacement: LH-PD）法を構築し
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た 8)。LH-PD 法は励起光吸収で形成されたキャリアが非

発光再結合する際の発熱による熱膨張変位を、ヘテロダ

イン干渉計によって非破壊非接触で測定する手法で、励

起光周波数（𝑓𝑓��）の選択や変位量の時間分解測定が可能

である。また、PPT 法と同様に、𝑓𝑓��を適切に選択して熱

拡散長を制御することで、深さ方向の測定が可能である。

更に、変位量の時間変化には熱伝導に関する情報が含ま

れているため、解析によって熱物性を明らかにできる可

能性がある。そこで本研究では、物性が既知である Si と
GaAs 基板を用意し、それぞれの表面変位量を測定した。

そして、LH-PD 法の理論解析モデルを構築し、実験結果

と計算結果を比較することで、半導体材料の熱物性評価

手法としての可能性を調べた。 
 
2. 実験および理論計算 

 
2.1 試料詳細 

本研究では、物性値が既知の n 型 Si 基板（n-Si）と半

絶縁性 GaAs 基板（SI-GaAs）を用意した。それぞれの試

料詳細は表 1 の通りである。 
 
2.2 実験方法 

LH-PD 法の装置概略図を図 1 に示す。検出光には波長

632.8 nm の He-Ne レーザーを、励起光には波長 808 nm の

半導体レーザー（Laser Diode: LD）を用いた。検出光は無

偏光ビームスプリッタ（Nonpolarizing Beam Splitter: NBS）
によって 2 つに分割され、音響光学素子（Acoustic Optics 
Modulator: AOM）によって周波数がシフトされる。片方

は周波数𝑓𝑓�の参照光として偏光ビームスプリッタ

（Polarizing Beam Splitter: PBS）を透過する。もう一方は

周波数𝑓𝑓�のプローブ光として PBS を透過後、試料表面で

反射する。その後、参照光と合流して周波数𝑓𝑓�（= |𝑓𝑓� − 𝑓𝑓�|）
のビート波を形成し、形成されたビート波は光電子増倍

管（Photomultiplier Tube: PMT）で検出される。一方、励

起光の一部をビームサンプラーで取り出し、Si フォトダ

イオード（Photodiode: PD）で検出して参照信号とした。

周波数𝑓𝑓��で断続化した励起光照射によって試料表面が

膨張と収縮を繰り返すためプローブ光の光路差が変化す

る。これをビート波の位相変化として算出し、位相差（∆𝜙𝜙）
から変位量（∆𝑥𝑥）を算出する。∆𝜙𝜙と∆𝑥𝑥の関係は以下の式

（1）で表せる。 

Δ𝑥𝑥 =
𝜆𝜆
2
×
Δ𝜙𝜙
2𝜋𝜋

 （1） 

ここで、𝜆𝜆は検出光の波長 632.8 nm であり、LH-PD 法は

0 から 316.4 nm の表面変位量を検出することが出来る。 
本研究では𝑓𝑓��を 200 から 7000 Hz までの任意の周波数

とし、全ての測定は室温で行った。励起光強度は n-Si と
SI-GaAs 試料でそれぞれ 69.8 と 20.5 mW に設定して測定

した。励起光強度と変位量は比例関係にあることを確認

しており 8)、n-Si は SI-GaAs に比べて変位量が小さいこ

とから、変位量の変化を明確にするために n-Si 測定時は

励起光強度を大きくした。 
 
2.3 理論計算方法 

図 2 のような円筒座標系を考慮し、軸対称性から試料

の物性や励起光強度が方位角方向に依存しないとして計

算モデルを考えた。LH-PD 法によって観測される表面変

位は、キャリアの非発光再結合によって発生する熱によ 

表 1. 試料詳細. 

試料名 成長法 伝導型 
膜厚 
(μm) 

キャリア濃度

(cm-3) 
熱伝導率 11) 

(W/mK) 
線膨張係数 11) 

(×10-6 K-1) 
n-Si Cz n 型 400 1015 131 2.59 

SI-GaAs VGF SI 362 107 46 5.75 

図 1. LH-PD 装置概略図. 図 2. 計算で考慮した円筒座標系モデル. 
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偏光ビームスプリッタ（Nonpolarizing Beam Splitter: NBS）
によって 2 つに分割され、音響光学素子（Acoustic Optics 
Modulator: AOM）によって周波数がシフトされる。片方

は周波数𝑓𝑓�の参照光として偏光ビームスプリッタ

（Polarizing Beam Splitter: PBS）を透過する。もう一方は

周波数𝑓𝑓�のプローブ光として PBS を透過後、試料表面で

反射する。その後、参照光と合流して周波数𝑓𝑓�（= |𝑓𝑓� − 𝑓𝑓�|）
のビート波を形成し、形成されたビート波は光電子増倍

管（Photomultiplier Tube: PMT）で検出される。一方、励

起光の一部をビームサンプラーで取り出し、Si フォトダ

イオード（Photodiode: PD）で検出して参照信号とした。

周波数𝑓𝑓��で断続化した励起光照射によって試料表面が

膨張と収縮を繰り返すためプローブ光の光路差が変化す

る。これをビート波の位相変化として算出し、位相差（∆𝜙𝜙）
から変位量（∆𝑥𝑥）を算出する。∆𝜙𝜙と∆𝑥𝑥の関係は以下の式

（1）で表せる。 

Δ𝑥𝑥 =
𝜆𝜆
2
×
Δ𝜙𝜙
2𝜋𝜋

 （1） 

ここで、𝜆𝜆は検出光の波長 632.8 nm であり、LH-PD 法は

0 から 316.4 nm の表面変位量を検出することが出来る。 
本研究では𝑓𝑓��を 200 から 7000 Hz までの任意の周波数

とし、全ての測定は室温で行った。励起光強度は n-Si と
SI-GaAs 試料でそれぞれ 69.8 と 20.5 mW に設定して測定

した。励起光強度と変位量は比例関係にあることを確認

しており 8)、n-Si は SI-GaAs に比べて変位量が小さいこ

とから、変位量の変化を明確にするために n-Si 測定時は

励起光強度を大きくした。 
 
2.3 理論計算方法 

図 2 のような円筒座標系を考慮し、軸対称性から試料

の物性や励起光強度が方位角方向に依存しないとして計

算モデルを考えた。LH-PD 法によって観測される表面変

位は、キャリアの非発光再結合によって発生する熱によ 

表 1. 試料詳細. 

試料名 成長法 伝導型 
膜厚 
(μm) 

キャリア濃度

(cm-3) 
熱伝導率 11) 

(W/mK) 
線膨張係数 11) 

(×10-6 K-1) 
n-Si Cz n 型 400 1015 131 2.59 

SI-GaAs VGF SI 362 107 46 5.75 

図 1. LH-PD 装置概略図. 図 2. 計算で考慮した円筒座標系モデル. 

 

 

るものである。そこで、式（2）に示す熱拡散方程式を解
くことで試料表面の変位量を計算した。 

𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝜕𝜕𝑡𝑡

=
𝜅𝜅
𝜌𝜌𝜌𝜌

�
𝜕𝜕�𝜕𝜕(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑟𝑟�
+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑟𝑟

+
𝜕𝜕�𝜕𝜕(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

𝜕𝜕𝑧𝑧�
� +

𝑄𝑄(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)
𝜌𝜌𝜌𝜌

 
(2) 

ここで、𝜕𝜕および𝑡𝑡、𝑟𝑟、𝑧𝑧、𝜌𝜌、𝜌𝜌、𝜅𝜅、𝑄𝑄は、それぞれ温度
および時間、半径方向の座標、深さ方向の座標、密度、比

熱、熱伝導率、熱源である。式中最後の項である熱源に

は光励起キャリアの拡散による 3 つの発熱過程を考慮し
た 9)。 

1 つ目は励起光照射によって伝導帯中の高いエネルギ
ー状態に励起された電子が数 nsという短いライフタイム
で伝導帯下端へ緩和する際の発熱過程である。この場合

の熱源𝑄𝑄�は以下の式（3）で表される。 

𝑄𝑄� =
𝛼𝛼�ℎ𝜈𝜈 − 𝐸𝐸��

ℎ𝜈𝜈
𝐼𝐼�(𝑟𝑟, 𝑡𝑡) exp(−𝛼𝛼𝑧𝑧) (3) 

ここで、𝛼𝛼および Eg、𝐼𝐼�(𝑟𝑟, 𝑡𝑡)は、それぞれエネルギーℎ𝜈𝜈の
光子に対する光吸収係数およびバンドギャップエネルギ

ー、励起光強度である。 
2 つ目は伝導帯下端へ緩和した電子と価電子帯の正孔

がそれぞれ拡散し、非発光再結合する際の発熱過程であ

る。この場合の熱源𝑄𝑄���は以下の式（4）で表される。 

𝑄𝑄��� =
𝐸𝐸�
𝜏𝜏
𝑛𝑛(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) (4) 

ここで、𝑛𝑛(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)および𝜏𝜏は、それぞれ光励起されたキャ
リア濃度とキャリアライフタイムである。なお、本研究

では発光再結合による発光過程は無視した。 
3 つ目は光励起キャリアが試料表面のダングリングボ

ンドなどによる表面準位を介して非発光再結合する際の

発熱過程である。この場合の熱源𝑄𝑄��は以下の式（5）で
表される。 

𝑄𝑄�� = 𝐸𝐸�𝑣𝑣��[(𝛿𝛿(𝑧𝑧) + 𝛿𝛿(𝑧𝑧 + 𝑙𝑙�)

+ 𝛿𝛿(𝑟𝑟 + 𝑤𝑤�)]𝑛𝑛(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡) 

 

(5) 

ここで、𝑣𝑣��および𝑙𝑙�、𝑤𝑤�は、それぞれキャリアの表面再

結合速度および試料の厚さ、試料の半径である。 
以上の式（3）から（5）の総和を熱源として定義した。
また、熱源𝑄𝑄���や𝑄𝑄��はキャリア濃度の関数であるため、

光励起されたキャリア濃度を式（6）のキャリアの連続の
方程式から求めた。 

𝜕𝜕𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑡𝑡

= 𝐷𝐷 �
𝜕𝜕�𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑟𝑟�

+
1
𝑟𝑟
𝜕𝜕𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑟𝑟

+
𝜕𝜕�𝑛𝑛
𝜕𝜕𝑧𝑧�

� −
𝑛𝑛
𝜏𝜏

+
𝛼𝛼𝐼𝐼�(𝑧𝑧, 𝑡𝑡)

ℎ𝜈𝜈
exp(−𝛼𝛼𝑧𝑧) − 𝑣𝑣��𝑛𝑛(𝑟𝑟, 𝑧𝑧, 𝑡𝑡)[𝛿𝛿(𝑧𝑧)

+ 𝛿𝛿(𝑧𝑧 + 𝑙𝑙�) + 𝛿𝛿(𝑟𝑟 + 𝑤𝑤�)] 

 

 
 
 

(6) 

ここで、𝐷𝐷はキャリアの拡散係数である。 

計算では、光照射面と円筒側面にロビンの境界条件を

用いることで空気との対流による熱伝達を考慮した。ま

た、石英ガラスでできたステージの熱伝導率が十分に小

さいため、試料台に接している面は断熱と仮定した。一

連の計算は シミュレーションソフト COMSOL 
Multiphysics®10)を用いて行った。 
 
3. 実験結果および考察 

 

図 3に実験で得られた n-Siと SI-GaAsの変位量の時間
変化をそれぞれ赤四角と青丸で示す。図では、時間変化

の違いをより明確に示すためにそれぞれの変位量の最大

値で規格化している。変位量は励起光照射開始とともに

増加し、照射終了と同時に減少した。両試料の変位量の

時間変化を比較すると SI-GaAs の方が速いことがわかる。
一般的に、𝜅𝜅が大きいほど周囲への熱拡散が早いため、𝜅𝜅
が大きい n-Siの時間変化の方が速いと予想した。しかし
ながら測定結果はその逆であり、時間変化の違いは𝜅𝜅の大
きさだけでは説明できないことがわかった。また、変位

量の大きさを比較すると、500 Hz において n-Si が 0.9、
SI-GaAsが 3.8 nmと、励起光強度の小さい SI-GaAsの方
が n-Si よりも大きかった。表 1 に示すように n-Si と SI-
GaAs の𝜅𝜅はそれぞれ 131 と 46 W/mK であり 11)、それら

の線膨張係数はそれぞれ2.59 × 10��と5.75 × 10�� K-1で

ある 11)。光熱変換法の原理に従えば、𝜅𝜅が小さいほど熱膨
張が大きくなり 12)、線膨張係数が大きいほど温度上昇に

伴う熱膨張は大きくなる。したがって、𝜅𝜅が小さく線膨張
係数の大きい SI-GaAs の変位量が大きくなったと結論付
けた。 

LH-PD法によって観測される熱膨張は、光照射によっ
て発生するキャリアが非発光再結合する際の発熱による

ものである。したがって、光励起キャリアの拡散が変位

量の時間変化に影響を及ぼしていると予想できる。そこ

図 3. 変位量の時間変化の実験値と計算値. 
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で、光励起キャリアの拡散を考慮した理論計算により実

験結果の再現を試みた。その結果、図 3 の実線でそれぞ

れ示すように、両試料ともに実験値と計算値がよく一致

した。計算で用いた物性値を表 2 に示す 11,13)。また、熱

伝導率と線膨張係数は表 1 で示した値を用いた。n-Si の
キャリアライフタイムはマイクロ波光導電減衰

（Microwave Photo Conductivity Decay: μ-PCD）法によっ

て同一試料で測定した値である 7.0 μs を用いた。一方の

SI-GaAs はキャリアライフタムが非常に短く、μ-PCD 法

では測定できなかったため、文献値の 10 ns を用いた 11)。

今回測定した試料は表面処理を行っていないため自然酸

化膜の影響があると考え、両試料とも𝑄𝑄��に影響を与える

表面再結合速度をフィッティングパラメータとした。見

積もられた n-Si と SI-GaAs の表面再結合速度はそれぞれ

103 と 105 cm/s であった。文献値はそれぞれ 8700 と10� 
cm/s である 14, 15)。これは、表面再結合速度が試料表面の

状態やキャリア濃度によって左右されることを考慮する

と妥当な値である。したがって、今回構築した理論解析

モデルが適切であることが示された。また、変位量の時

間変化には熱伝導だけでなくキャリアの拡散が影響して

いることが明らかになった。以上のように、変位量の時

間変化を理論計算により再現できたことから、非破壊非

接触な LH-PD 法とその理論計算により𝜅𝜅などの熱物性の

評価が可能であることが示された。 

図 4 に二つの試料の変位量の周波数依存性測定結果を

示す。この図では、n-Si と SI-GaAs の各周波数における

変位量時間変化の最大値をピックアップし、それぞれ赤

四角と青丸でプロットした。図に示すように、両試料と

もに𝑓𝑓��が高くなると変位量が減少した。これは𝑓𝑓��が高く

なるほど熱拡散長𝜇𝜇（∝ 1/𝑓𝑓��）が短くなることが影響して

いると考えられる。また、両試料の変位量減少の傾きを

比較すると n-Si の方が SI-GaAs よりも大きかった。これ

はキャリアの拡散によるものと考えられる。キャリアの

拡散長 L（= √𝐷𝐷𝐷𝐷）は𝑓𝑓��によって変化せず、n-Si と SI-GaAs
の L はそれぞれ 149 と 15 μm である。したがって、L が

大きい n-Si の方が励起光照射領域からより広範囲にキャ

リアが拡散するため、𝑓𝑓��が高くなるほどキャリアが拡散

した先で発生した熱が試料表面に届かなくなり、変位量

減少の傾きが大きくなったと考えられる。 
 
4. 結論 

 
本研究では、半導体材料の熱物性の定量的評価を目指

して、新たに LH-PD 法を構築した。物性が既知である n-
Si と SI-GaAs 試料に対する LH-PD 測定によって表面変

位量を測定した。同時にその理論解析モデルを構築した。

両試料の変位量の時間変化を比較すると、𝜅𝜅の小さい SI-
GaAs の方が変化が速かったため、𝜅𝜅の大きさだけではこ

の関係を説明できなかった。また、両試料の変位量の大

きさを比較すると SI-GaAs の方が大きかった。これは、

SI-GaAsの小さい𝜅𝜅と大きい線膨張係数が影響していると

結論付けた。 
変位量の時間変化を再現するために光励起キャリアの

拡散を考慮した計算を行ったところ、実験結果を再現で

きた。したがって、今回構築した理論解析モデルが適切

であることが示された。また、計算結果から変位量の時

間変化には熱伝導だけでなく、光励起キャリアの拡散が

影響していることが明らかとなった。 
変位量の周波数依存性測定では、両試料ともに𝑓𝑓��が高

くなると変位量が減少した。これは𝑓𝑓��の増加により𝜇𝜇が
短くなるためであると考察した。また、両試料の変位量

減少の傾きの違いはキャリアの拡散によるものであると

考えられる。 
以上の結果から、LH-PD 法が半導体材料の熱物性評価

に有用であることが示された。

表 2. 計算で用いた物性値 11, 13). 

試料名 
比熱

(J/kgK) 
密度

(kg/m3) 

光吸収 
係数 
(cm-1) 

移動度 
(cm2/Vs) 

拡散係数 
(m2/s) 

バンドギ

ャップ

（eV） 

ポアソン

比 
ヤング率

(GPa) 

n-Si 700 2329 922 1450 
3.16
× 10�� 

1.12 0.266 131 

SI-GaAs 350 5317 7372 8000 
2.14
× 10�� 

1.42 0.31 85.9 

 

図 4. 変位量の周波数依存性測定結果. 
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で、光励起キャリアの拡散を考慮した理論計算により実

験結果の再現を試みた。その結果、図 3 の実線でそれぞ

れ示すように、両試料ともに実験値と計算値がよく一致

した。計算で用いた物性値を表 2 に示す 11,13)。また、熱

伝導率と線膨張係数は表 1 で示した値を用いた。n-Si の
キャリアライフタイムはマイクロ波光導電減衰

（Microwave Photo Conductivity Decay: μ-PCD）法によっ

て同一試料で測定した値である 7.0 μs を用いた。一方の

SI-GaAs はキャリアライフタムが非常に短く、μ-PCD 法

では測定できなかったため、文献値の 10 ns を用いた 11)。

今回測定した試料は表面処理を行っていないため自然酸

化膜の影響があると考え、両試料とも𝑄𝑄��に影響を与える

表面再結合速度をフィッティングパラメータとした。見

積もられた n-Si と SI-GaAs の表面再結合速度はそれぞれ

103 と 105 cm/s であった。文献値はそれぞれ 8700 と10� 
cm/s である 14, 15)。これは、表面再結合速度が試料表面の

状態やキャリア濃度によって左右されることを考慮する

と妥当な値である。したがって、今回構築した理論解析

モデルが適切であることが示された。また、変位量の時

間変化には熱伝導だけでなくキャリアの拡散が影響して

いることが明らかになった。以上のように、変位量の時

間変化を理論計算により再現できたことから、非破壊非

接触な LH-PD 法とその理論計算により𝜅𝜅などの熱物性の

評価が可能であることが示された。 

図 4 に二つの試料の変位量の周波数依存性測定結果を

示す。この図では、n-Si と SI-GaAs の各周波数における

変位量時間変化の最大値をピックアップし、それぞれ赤

四角と青丸でプロットした。図に示すように、両試料と

もに𝑓𝑓��が高くなると変位量が減少した。これは𝑓𝑓��が高く

なるほど熱拡散長𝜇𝜇（∝ 1/𝑓𝑓��）が短くなることが影響して

いると考えられる。また、両試料の変位量減少の傾きを

比較すると n-Si の方が SI-GaAs よりも大きかった。これ

はキャリアの拡散によるものと考えられる。キャリアの

拡散長 L（= √𝐷𝐷𝐷𝐷）は𝑓𝑓��によって変化せず、n-Si と SI-GaAs
の L はそれぞれ 149 と 15 μm である。したがって、L が

大きい n-Si の方が励起光照射領域からより広範囲にキャ

リアが拡散するため、𝑓𝑓��が高くなるほどキャリアが拡散

した先で発生した熱が試料表面に届かなくなり、変位量

減少の傾きが大きくなったと考えられる。 
 
4. 結論 

 
本研究では、半導体材料の熱物性の定量的評価を目指

して、新たに LH-PD 法を構築した。物性が既知である n-
Si と SI-GaAs 試料に対する LH-PD 測定によって表面変

位量を測定した。同時にその理論解析モデルを構築した。

両試料の変位量の時間変化を比較すると、𝜅𝜅の小さい SI-
GaAs の方が変化が速かったため、𝜅𝜅の大きさだけではこ

の関係を説明できなかった。また、両試料の変位量の大

きさを比較すると SI-GaAs の方が大きかった。これは、

SI-GaAsの小さい𝜅𝜅と大きい線膨張係数が影響していると

結論付けた。 
変位量の時間変化を再現するために光励起キャリアの

拡散を考慮した計算を行ったところ、実験結果を再現で

きた。したがって、今回構築した理論解析モデルが適切

であることが示された。また、計算結果から変位量の時

間変化には熱伝導だけでなく、光励起キャリアの拡散が

影響していることが明らかとなった。 
変位量の周波数依存性測定では、両試料ともに𝑓𝑓��が高

くなると変位量が減少した。これは𝑓𝑓��の増加により𝜇𝜇が
短くなるためであると考察した。また、両試料の変位量

減少の傾きの違いはキャリアの拡散によるものであると

考えられる。 
以上の結果から、LH-PD 法が半導体材料の熱物性評価

に有用であることが示された。

表 2. 計算で用いた物性値 11, 13). 

試料名 
比熱

(J/kgK) 
密度

(kg/m3) 

光吸収 
係数 
(cm-1) 

移動度 
(cm2/Vs) 

拡散係数 
(m2/s) 

バンドギ

ャップ

（eV） 

ポアソン

比 
ヤング率

(GPa) 

n-Si 700 2329 922 1450 
3.16
× 10�� 

1.12 0.266 131 

SI-GaAs 350 5317 7372 8000 
2.14
× 10�� 

1.42 0.31 85.9 

 

図 4. 変位量の周波数依存性測定結果. 
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光ヘテロダイン光熱変位測定による半導体の熱物性評価 
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Evaluation of thermal properties of semiconductors by using a laser 
heterodyne photothermal displacement measurement 

(2) Measurement and calculation of Si-NP/SiGe composite film 
 

Kosuke MORITA, Shogo HARADA, Hiroki OHYAMA, Tomoki HARADA, Daisuke OHORI, 
Seiji SAMUKAWA, Tetsuo IKARI, Atsuhiko FUKUYAMA 

 
Abstract 

 
Laser heterodyne photothermal displacement measurements were carried out to clarify the thermal conductivity 

(𝜅𝜅) of Si-nanopillars/SiGe composite films. To investigate how the nanopillar spacing reduces 𝜅𝜅, three samples with 
different nanopillar spacing were prepared. Comparing the theoretical calculations based on the single-layer thermal 
diffusion equation with the experimental results, surface displacement and its time variation could not be explained by 
change in value of 𝜅𝜅. It was found that differences in the Si-NP spacing may have caused a change in optical properties 
such as the optical absorption coefficient. Furthermore, theoretical calculations based on the thermal diffusion equation 
of the three-layer model were used to reproduce the experimental results. The 𝜅𝜅 of the Si-NP/SiGe composite film 
was estimated by fitting the time variation of displacement. Obtained best-fitted value of 𝜅𝜅 were too small and were 
the order of 0.1 W/mK. Although quantitative analysis for 𝜅𝜅 needs improvement, the present LH-PD measurement 
and three-layer model analysis are useful to investigate the thermal properties of semiconductors. 

 
Keywords: Nanostructure, Thermal conductivity, Non-contact and non-destructive method 

 
1. はじめに 

 

現在、日本の主な電力供給源は化石燃料を用いた火力

発電である。しかし火力発電では地球温暖化の原因であ

る二酸化炭素（CO2）を初め、酸性雨の原因とされる窒素

酸化物（NOx）や硫黄酸化物（SOx）の排出が懸念される
1)。また、現状の火力発電では石油や石炭などの一次エネ

ルギーの約 7 割を排熱として大気中に排出している。こ
のような状況に対して、この排熱を有効利用するクリー

ンなエネルギーハーベスティング技術として熱エネルギ

ーを電気エネルギーへ直接変換できる熱電変換素子が注

目されている。熱電変換素子は駆動部がないためメンテ

ナンスフリーであり、コンパクトなサイズを作製できる

ため配線レスに設置可能である 2)。 
このため、今後高度に発達すると予想される Internet of 

Things（IoT）社会におけるエネルギーハーベスティング 
a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生 

b) 農学工学総合研究科 博士後期課程学生 

c) 日本学術振興会特別研究員-DC1 

d) 東北大学 流体科学研究所 特任助教 

e) 東北大学 流体科学研究所 教授 

f) 応用物理工学プログラム 特任教授 

g) 応用物理工学プログラム 教授 

技術としての採用が期待されている。熱電変換素子の性

能は無次元性能指数𝑍𝑍𝑍𝑍（=𝑆𝑆2𝜎𝜎𝑍𝑍/𝜅𝜅）で表される。S、𝜎𝜎、
𝑍𝑍および𝜅𝜅はそれぞれゼーベック係数、電気伝導率、高温
部と低温部の温度差および熱伝導率である。実用化レベ

ルには𝑍𝑍𝑍𝑍 > 1が目安とされており、高い𝜎𝜎と低い𝜅𝜅が求め
られる。現在最も主流である Bi2Te3 は𝑍𝑍𝑍𝑍 > 1.5を達成し
ているが、原料の Bi と Te は高価であることや環境負荷
が高いことが課題となっている 3)。また、代替となる新た

な熱電材料を開発する際、𝜎𝜎と𝜅𝜅は相互に依存するため独
立に制御することが難しい。 
そこで我々は電子とフォノンの平均自由行程に差があ

ることに着目し、電子の平均自由行程（~20 nm）とフォ
ノンの平均自由行程（100 nm~）の間の距離に、安価で環
境負荷の少ないとされる Siを直径 10 nm程度のナノピラ
ー（Si-Nanopillar: Si-NP）にして周期的に並べた構造を
SiGe膜に埋め込んだ（以下、複合膜試料）4)。20~100 nm
の間隔で Si-NP を並べることにより、電子の輸送を阻害
することなくフォノンの輸送を阻害することができるた

め、𝜅𝜅のみの低減が可能となった 5)。また、Si-NP 間隔が
異なる 3つの複合膜試料を作製し、拡張 3𝜔𝜔法により𝜅𝜅の
測定を行ったところ、Si-NPと平行な方向（面直方向）と
垂直な方向（面内方向）で𝜅𝜅が異なるという異方性を示し、
Si-NP間隔が狭くなると𝜅𝜅が減少することが分かった 6)。 
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さらに我々は、圧電素子光熱分光（Piezoelectric Photo-
Thermal: PPT）法を用いて複合膜試料の熱特性の評価を行
った 7, 8)。PPT法は、断続光照射により生じた励起キャリ
アの非発光再結合過程で生じる熱波および熱弾性波を

PZT などの圧電素子を用いて高感度に測定できる手法で
ある 9)。また、検出光の断続光周波数𝑓𝑓を変化させること
で熱拡散長𝜆𝜆（1/𝑓𝑓）を制御した周波数依存性の測定と、
その理論計算から複合膜の𝜅𝜅を算出した。その結果、複合
膜試料は通常のバルク Si に比べ𝜅𝜅が１桁以上小さく、Si-
NP 間隔が狭くなると𝜅𝜅が減少することも確認できた。し
かしながら、算出された複合膜の𝜅𝜅は拡張 3𝜔𝜔法により得
られた結果との整合性は確認できなかった。このように、

我々は二つの手法により複合膜の𝜅𝜅の算出を試みたが、そ
れぞれに以下の問題点がある。前者の拡張 3𝜔𝜔法では試料
表面に電極の形成が必要なため破壊的測定法である。一

方で、後者の PPT法では電極形成が不要な非破壊的測定
法ではあるが、検出器を直接試料に貼り付けることから

定量的評価が困難である。したがって、非破壊かつ非接

触に試料の熱特性を定量的評価できる手法の構築と、𝜅𝜅を
算出する理論計算モデルの確立が必要であると考えられ

た。 
本研究では、新たに開発した光ヘテロダイン光熱変位

（Laser heterodyne photothermal displacement: LH-PD）法を
複合膜試料に適用し、その熱特性評価を行った。LH-PD
法は、励起光により生じるキャリアが発光再結合する際

の発熱による熱膨張変位をヘテロダイン干渉計によって

直接観測する手法であり、試料に電極形成や検出器の貼

り付けを行う必要がないため定量的な𝜅𝜅の評価ができる
可能性がある。本研究ではまた、𝜅𝜅の異方性を考慮した理
論計算により実験結果を再現することで、Si-NP/SiGe 複
合膜の面直および面内方向の𝜅𝜅の算出も試みた。 
 
2. 実験および理論計算 

 

2.1 試料詳細 

本研究で用いた試料は、Silicon on insulator基板上にニ
ュートラルビームエッチング技術を用いて直径 10 nm、
高さ 90 nmの Si-NPを作製し、熱化学気相成長法により
Si0.7Ge0.3 で NP 間を埋め込んで複合膜試料を作製したも
のである 4)。図 1 に複合膜試料の概略図を示す。試料作
製の際にバイオテンプレートとして用いたフェリチンマ

スクを修飾することで Si-NP間隔を制御し、Si-NP間隔の
異なる 3試料を用意した 6)。それらの Si-NP間隔は 25, 40, 
60 nmで、以下、それぞれ NP-25, NP-40, NP-60と呼ぶ。 

 

2.2 実験方法 

LH-PD法の装置概略図を図 2に示す。検出光には波長
632.8 nmの He-Neレーザーを、励起光には波長 808 nmの
半導体レーザー（Laser Diode: LD）を用いた。検出光は無
偏光ビームスプリッタ（Nonpolarizing Beam Splitter: NBS）

によって 2つに分割され、音響光学素子（Acoustic Optics 
Modulator: AOM）によって周波数がシフトされた。片方
は周波数𝑓𝑓1の参照光として偏光ビームスプリッタ
（Polarizing Beam Splitter: PBS）を透過する。もう一方は
周波数𝑓𝑓2のプローブ光として PBSを透過後、試料表面で
反射する。その後、参照光と合流して周波数𝑓𝑓𝑏𝑏（= |𝑓𝑓1 − 𝑓𝑓2|）
のビート波を形成し、形成されたビート波は光電子増倍

管（Photomultiplier Tube: PMT）で検出される。一方、励
起光の一部をビームサンプラーで取り出して Siフォトダ
イオード（Photodiode: PD）で検出して参照光とした。周
波数𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒で断続化した励起光照射によって試料表面が膨
張と収縮を繰り返すためプローブ光の光路差が変化する。

これをビート波の位相変化として算出し、位相差（∆𝜙𝜙）
から変位量（∆𝑥𝑥）を算出する。∆𝜙𝜙と∆𝑥𝑥の関係は以下の式
（1）で表せる。 

Δ𝑥𝑥 = 𝜆𝜆
2 ×

Δ𝜙𝜙
2𝜋𝜋  （1） 

図 1. Si-NP/SiGe複合膜試料の概略図. 

 
25, 40, 60 nm 

 

図 2. LH-PD装置概略図. 
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ここで、𝜆𝜆は検出光の波長 632.8 nmであり、LH-PD法は
0から 316.4 nmの表面変位量を検出することができる。 
本研究では𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒を 500 Hzに設定し、全ての測定は室温で
行った。 

2.3 理論計算 

図 3 に理論計算で用いた試料のモデルを示す。試料の
物性や光照射強度が角度方向で変化しないとして円筒座

標モデルを用い、ある一面を切り出すように計算を行っ

た。各面の境界条件として円筒の中心部（r=0）は温度勾
配が極値、光照射面は外気との熱交換を行うと仮定した

ニュートンの境界条件、円筒の側面と底面は断熱と仮定

したディリクレ境界条件を用いた 10)。計算式には式（2）
の熱拡散方程式を用いた。 

 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕 =

𝜅𝜅𝜅𝜅
𝜌𝜌𝜌𝜌 (

𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜅𝜅2 +

1
𝜅𝜅
𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜅𝜅) +

𝜅𝜅𝜅𝜅
𝜌𝜌𝜌𝜌

𝜕𝜕2𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜅𝜅2 + 𝑞𝑞 （2） 

ここで、𝜅𝜅と𝜅𝜅はそれぞれ円筒の半径方向と面直方向を示
し、𝑞𝑞は単位体積あたりに試料に入射する熱量である。ま
た、𝜅𝜅の異方性を考慮するために𝜅𝜅（面内）方向の熱伝導
率を𝜅𝜅𝜅𝜅、𝜅𝜅（面直）方向の熱伝導率を𝜅𝜅𝜅𝜅とした。そして、
励起光を照射した位置における変位量を算出することを

想定し、熱拡散方程式から求まった円筒中心部の温度に

線膨張係数をかけることで表面変位量を算出した。 
まず始めに、𝜅𝜅が表面変位量やその時間変化の形状に与

える影響を明らかにするために、バルク Siの計算を試み
た。バルク Si の𝜅𝜅は等方的なため、𝜅𝜅𝜅𝜅および𝜅𝜅𝜅𝜅を共に等
しいと仮定した。また、𝜅𝜅𝜅𝜅と𝜅𝜅𝜅𝜅を 0.1から 10 W/mKで変
化させ、𝜅𝜅以外は Si の物性値を用いた 11)。その後、より

詳細に複合膜試料の熱伝搬を再現するために Si-NP/SiGe
複合膜、SiO2、Si 基盤を考慮した三層モデルの計算を行
った。三層モデルの計算では Si-NP/SiGe 複合膜の𝜅𝜅の異
方性を考慮するため、複合膜の𝜅𝜅𝜅𝜅と𝜅𝜅𝜅𝜅をフィッティング
パラメータとして、それぞれ 0.1から 10 W/mKまで変化
させた。なお、𝜅𝜅以外のパラメータは Si の物性値を用い

た 11)。また、SiO2と Si層は報告されている物性値を用い
て計算を行った 11, 12)。 
 
3. 実験結果、計算結果および考察 

 

図 4に 3つの複合膜試料の LH-PDの測定結果を示す。
測定結果は全て変位量の最大値で規格化した。変位量は

励起光照射開始と同時に素早く増加し、照射終了と同時

に急激に減少した。各試料の規格化前の変位量は NP-25
が 0.93 、NP-40が 0.33 、NP-60が 0.44 nmであった。ま
た、3 つの複合膜試料間で変位量減少時の時間変化に違
いがあることが確認できた。そこで、各試料の熱の拡散

に注目するために、励起光照射後の変位量減少箇所へフ

ィッティングを行った。但し、一つの時定数ではフィッ

ティングが出来なかったため、以下の二つの時定数を含

んだ式でフィッティングを行った。 

 𝑦𝑦(𝜕𝜕)＝𝐴𝐴1 exp (
𝜕𝜕
𝜏𝜏1
)+ 𝐴𝐴2 exp (

𝜕𝜕
𝜏𝜏2
) （3） 

ここで、𝜕𝜕は経過時間、𝜏𝜏1は速い減衰の時定数、𝜏𝜏2は遅い
減衰の時定数、𝐴𝐴1および𝐴𝐴2は任意の定数である。その結

果、NP-25、NP-40、NP-60 の速い減衰の時定数𝜏𝜏1がそれ
ぞれ、0.030、0.036、0.046 msと算出され、Si-NP間隔が
広くなるに従って𝜏𝜏1が増加した。この原因を明確にする
ために、理論計算結果と比較する。なお、遅い減衰を引

き越す原因については、現時点では不明であったため、

本研究では𝜏𝜏1についてのみ議論した。 
図 5に単層計算の結果を示す。パラメータのうち、𝜅𝜅だ
けを変化させた計算を行い、変位量の大小関係や時間変

化の速さがどのように変化するか確認を行った。その結

果、𝜅𝜅が増加するに従い変位量が減少することと変位量の
時間変化が速くなることが分かった。これは𝜅𝜅が大きいほ
ど熱が拡散しやすくなることにより、熱の発生源として

定義した円筒座標の中心部（r=0）からより速く熱が拡散
したことで温度減少が速くなることが原因と考えられる。 

図 3. 理論計算に用いたモデル.  
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図 6 に実験結果から得られた変位量と𝜏𝜏1の値をそれぞ
れ赤と青の棒グラフで示した。拡張 3𝜔𝜔法 6)や PPT 法 7,8)

で複合膜試料を測定した結果から、複合膜試料の𝜅𝜅は Si-
NP 間隔が狭くなるほど小さくなることが報告されてい
る。そのため単層計算の結果と照らし合わせると、NP-25
が最も大きい変位量且つ最も短い𝜏𝜏1を示すことが予想で
き、反対に Si-NP間隔が広い NP-60は、最も小さい変位
量且つ最も長い𝜏𝜏1を示すことが予想できた。実験結果は、
NP-25 の変位量と𝜏𝜏1はそれぞれ 3 試料間で最大と最小の

値を示し予想通りとなったが、NP-40 と NP-60 の𝜏𝜏1は予
想通りの順であるものの変位量の関係は逆であった。こ

のことから、変位量の大きさを決定するパラメータは𝜅𝜅だ
けではなく、他の物性値、例えば光吸収係数などの光学

的パラメータが影響している可能性が考えられる。つま

り、Si-NP 間隔の違いによって Si-NP/SiGe 複合膜内部の
光吸収量に差が生じたことで変位量の大小関係に影響を

与えていることが示唆された。 
図 7 に、NP-25 の変位量時間変化に対する実験値（青

丸）と理論計算値（曲線）の比較を示す。理論計算は、𝜅𝜅
のみをフィッティングパラメータとして、実験値を再現

できるようにフィッティングした。𝜅𝜅𝜅𝜅（面直方向）の増
加に伴い変位量の時間変化の減衰時間が短くなる傾向が

確認できた。一方で、𝜅𝜅𝜅𝜅（面内方向）を増加させた際は
同様の変化は見られなかった。この原因として、面内方

向の熱膨張が理論計算において適切に考慮されていない

ことが考えられる。 
また、図７に示すように、理論計算において𝜅𝜅𝜅𝜅値が

𝜅𝜅𝜅𝜅=0.1 W/mKのときに実験結果と最も良い一致を示した。
このことから、Si-NP/SiGe 複合膜部の熱伝導率はバルク
Siの値（150 W/mK）11)に比べて大幅に低減されているこ

とが予想できる。しかしながら、この値は拡張 3𝜔𝜔法で求
まった値 6)に比べて極端に小さい結果であった。この原

因として、以下の 2 つのことが考えられる。一つ目は、
面内方向の熱拡散・熱膨張について計算で適切に再現で

きていない点である。理論計算式中に𝜅𝜅方向の𝜅𝜅𝜅𝜅を考慮し
計算を行ったが、𝜅𝜅𝜅𝜅を変化させた計算では結果に大きな
差が見られなかった。また、試料表面付近の面内方向の

熱拡散は試料中心部の温度の変化に影響を及ぼすと考え

られるため、面内方向の熱膨張についても考慮した計算

を行う必要がある。二つ目は、光励起されたキャリアが

拡散した後に非発光再結合し、熱源となることを考慮で

きていない点である。光吸収により発生するキャリアの

拡散を考慮することでより正確な再現が行えると考えら

れる。 
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図 6. 変位量と減衰の時定数𝜏𝜏1の大小関係. 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

NP-25 NP-40 NP-60

M
ax

im
um

 v
al

ue
 o

f 
th

e 
su

rfa
ce

 d
is

pl
ac

em
en

t (
nm

)

D
ecay tim

e (m
s)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.0 1.0 2.0Su
rfa

ce
 d

is
pl

ac
em

en
t  

(a
rb

. u
ni

t)

Time (ms)

Excitation beam ON Excitation beam OFFパッチ

0.1 
1.0
10 W/mK

exp.

NP-25

Three-Layer Calc.
fex=500 Hz

図 7. 理論計算による Fitting結果. 

54 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



4. 結論 

 

本研究では、Si-NP 間隔を変化させた Si-NP/SiGe 複合
膜試料に対して LH-PD 法による表面変位量の直接測定
および理論計算を実施して𝜅𝜅の算出を試みた。単層モデル
の理論計算では、Si-NP間隔が狭くなれば変位量は大きく
なり、そのときの減少時定数𝜏𝜏1は短くなることが予想さ
れた。しかしながら、実際に得られた変位量は NP-25が
最大の変位量を示したものの、最小の変位量を示したの

は NP-40 であった。今回のフィッティングでは𝜅𝜅のみを
パラメータとして行ったが、他の物性値、例えば光吸収

係数等にも変化が起きた可能性が示唆された。 
さらに、三層の熱拡散方程式に基づく理論計算を用い

て、表面変位量の時間変化の実験結果の再現を行い、Si-
NP/SiGe複合膜部の𝜅𝜅を推定した。最も良い一致を示した
𝜅𝜅の値は 0.1 W/mKであった。今回の理論計算では、面内
方向の熱拡散・熱膨張と、光照射後に発生するキャリア

が拡散した後の発熱は考慮できていなかった。従って、

理論計算モデルの改良により定量的な𝜅𝜅をより正確に算
出できる可能性があると結論付ける。 
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by Photoreflectance measurements 
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Abstract 

 
   When InGaAs/GaAs/GaAsP superlattices were grown on vicinal substrates, the superlattice rippled and 

InGaAs wire on well (WoW) structure was obtained. In order to evaluate the band structure of WoW, we performed 
the photoreflectance (PR) measurements and compared the critical energies with sample containing planar 
superlattice (PSL) structure. In the PR measurements, peaks were observed below the band gap of GaAs substrate in 
both sample. We also performed the theoretical calculations of energy-band lineup and quantum levels using 
nextnano software. We identified an obtained PR peak of PSL sample as the energy originating from the transition 
between 1st electron level (e1) and 1st heavy hole level (hh1). On the other hand, calculations for WoW sample 
showed the transition energy changed over a wide range in corresponding to well width. Among them, the transition 
energy between e1 and hh1 of 2-nm well width was in agreement with an obtained PR peak of WoW sample. This 
suggests that in the WoW, the transition occurs predominantly in the quantum well with a narrower well width. 

 
Keywords:  Superlattice, Quantum-well solar cells, Photoreflectance 

 

 はじめに

近年、深刻な地球環境問題を背景に太陽光発電が注目さ

れている。太陽光発電は太陽電池によって太陽光を直接電

力に変換できるクリーンな発電方法で、すでに広く実用化

されている。しかしながら、今後、太陽光発電が基幹電力

として普及するためには変換効率 40%以上が必要とされ
ており、現在最も普及している単結晶 Si 太陽電池のエネ
ルギー変換効率は高々約 22%と 1)、未だ不十分である。太

陽電池の変換効率には理論限界 (Shockley-Queisser limit：
S-Q limit) が存在し、単一材料からなる太陽電池では 1.34 
eVにおいて変換効率 34%が最大である 2)。この S-Q limit
を超える高効率な太陽電池として、光吸収領域の異なる複

数の半導体p-n接合を重ね合わせた多接合太陽電池が注目
されている。特に、InGaP/GaAs/Ge 3接合太陽電池は約 364
倍集光動作時に変換効率 41.6%を達成しており 3)、既に人

工衛星等の宇宙用太陽電池として実用化されている。その

ため、多接合太陽電池が基幹電力として利用できる可能性

があるが、製造コストが非常に高いため、更なる変換効率

向上が必要である。InGaP/GaAs/Ge 3接合太陽電池の場合、
GaAs ミドルセルの光吸収領域が他のセルよりも狭いため、 

a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生

b) 東京大学 先端科学技術研究センター 教授

c) 応用物理工学プログラム 特任教授

d) 応用物理工学プログラム 教授 

その出力電流も小さくなる。多接合太陽電池は直列構造で

あり、デバイス全体の出力電流は最も小さいセルに律速さ

れてしまう電流不整合損失が発生する。この課題を解決す

るためには、GaAs ミドルセルの光吸収領域を拡張し、す
べてのセルから同じ出力電流を得る必要がある。この光吸

収 波 長 領 域 の 拡 張 方 法 と し て GaAs セ ル へ の
InGaAs/GaAsP 多重量子井戸  (multiple quantum well: 
MQW) 構造の挿入が提案されている 4)。量子井戸構造と

は、バンドギャップの異なる材料をナノメートルオーダー

の厚さで積層させた構造で、MQWの挿入によって光吸収
領域の拡張が可能となる。一方で、接合界面での欠陥や量

子井戸内での光励起キャリアの再結合によって、キャリア

収集効率 (carrier collection efficiency: CCE) が低下する課
題がある。 
そこで、MQWの障壁層を数 nm程度まで薄くすること
によって、超格子 (superlattice: SL) 化させることが検討さ
れている 5)。SL 構造では、波動関数が隣接する量子井戸
に染み出し重なり合うことでミニバンドを形成する。光励

起キャリアはこのミニバンド内をトンネル効果により輸

送されることで、SL内での再結合が減少し CCEが改善さ
れる。しかしながら、障壁層を極端に薄くすることで各層

の格子定数差に起因する歪を補償するための条件を満た
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InGaAs wire on well (WoW) structure was obtained. In order to evaluate the band structure of WoW, we performed 
the photoreflectance (PR) measurements and compared the critical energies with sample containing planar 
superlattice (PSL) structure. In the PR measurements, peaks were observed below the band gap of GaAs substrate in 
both sample. We also performed the theoretical calculations of energy-band lineup and quantum levels using 
nextnano software. We identified an obtained PR peak of PSL sample as the energy originating from the transition 
between 1st electron level (e1) and 1st heavy hole level (hh1). On the other hand, calculations for WoW sample 
showed the transition energy changed over a wide range in corresponding to well width. Among them, the transition 
energy between e1 and hh1 of 2-nm well width was in agreement with an obtained PR peak of WoW sample. This 
suggests that in the WoW, the transition occurs predominantly in the quantum well with a narrower well width. 

 
Keywords:  Superlattice, Quantum-well solar cells, Photoreflectance 

 

 はじめに

近年、深刻な地球環境問題を背景に太陽光発電が注目さ

れている。太陽光発電は太陽電池によって太陽光を直接電

力に変換できるクリーンな発電方法で、すでに広く実用化

されている。しかしながら、今後、太陽光発電が基幹電力

として普及するためには変換効率 40%以上が必要とされ
ており、現在最も普及している単結晶 Si 太陽電池のエネ
ルギー変換効率は高々約 22%と 1)、未だ不十分である。太

陽電池の変換効率には理論限界 (Shockley-Queisser limit：
S-Q limit) が存在し、単一材料からなる太陽電池では 1.34 
eVにおいて変換効率 34%が最大である 2)。この S-Q limit
を超える高効率な太陽電池として、光吸収領域の異なる複

数の半導体p-n接合を重ね合わせた多接合太陽電池が注目
されている。特に、InGaP/GaAs/Ge 3接合太陽電池は約 364
倍集光動作時に変換効率 41.6%を達成しており 3)、既に人

工衛星等の宇宙用太陽電池として実用化されている。その

ため、多接合太陽電池が基幹電力として利用できる可能性

があるが、製造コストが非常に高いため、更なる変換効率

向上が必要である。InGaP/GaAs/Ge 3接合太陽電池の場合、
GaAs ミドルセルの光吸収領域が他のセルよりも狭いため、 
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その出力電流も小さくなる。多接合太陽電池は直列構造で

あり、デバイス全体の出力電流は最も小さいセルに律速さ

れてしまう電流不整合損失が発生する。この課題を解決す

るためには、GaAs ミドルセルの光吸収領域を拡張し、す
べてのセルから同じ出力電流を得る必要がある。この光吸

収 波 長 領 域 の 拡 張 方 法 と し て GaAs セ ル へ の
InGaAs/GaAsP 多重量子井戸  (multiple quantum well: 
MQW) 構造の挿入が提案されている 4)。量子井戸構造と

は、バンドギャップの異なる材料をナノメートルオーダー

の厚さで積層させた構造で、MQWの挿入によって光吸収
領域の拡張が可能となる。一方で、接合界面での欠陥や量

子井戸内での光励起キャリアの再結合によって、キャリア

収集効率 (carrier collection efficiency: CCE) が低下する課
題がある。 
そこで、MQWの障壁層を数 nm程度まで薄くすること

によって、超格子 (superlattice: SL) 化させることが検討さ
れている 5)。SL 構造では、波動関数が隣接する量子井戸
に染み出し重なり合うことでミニバンドを形成する。光励

起キャリアはこのミニバンド内をトンネル効果により輸

送されることで、SL内での再結合が減少し CCEが改善さ
れる。しかしながら、障壁層を極端に薄くすることで各層

の格子定数差に起因する歪を補償するための条件を満た
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せなくなり、十分な太陽光吸収に必要な 100層以上の積層
が困難となる。 
そこで高効率なキャリア輸送と良好な結晶品質の両立

可能な SL構造として、GaAsP障壁層と InGaAs井戸層の
間に GaAs 歪緩和層を挿入した SL 構造が考案された 6)。

歪緩和層とは障壁層と井戸層の間の格子定数をもつ材料

を成長させた層であり、転位の形成を抑制することで積層

数の増加が可能となる。さらに歪緩和層の挿入により階段

状の量子井戸が形成され、ミニバンドがより高準位に形成

されるため、光励起キャリアの井戸外への脱出が容易にな

る。歪緩和層を挿入した SLでは MQWや従来の SLに比
べて CCE の向上が確認されているが、依然として長波長
光吸収時の CCEに課題が残る。 
そこで、波状超格子 (wire on well: WoW) 太陽電池が提

案されている 7)。WoWは GaAs (001) 面から (111) 方向に
6°傾いた微傾斜基板 (6°off 基板) 上に成長させたとき
に得られる構造で、ステップパンチングに起因して超格子

が波打った形状になる。図 1 に走査型透過電子顕微鏡 
(Scanning Transmission Electron Microscope: STEM) による
歪緩和層挿入 SL と WoW の断面像を示す。通常 SL は
GaAs(0 0 1) 面上に成長させる。ただし、InGaP/GaAs/Ge 3
接合太陽電池ではGe上にGaAsを成長させる必要があり、
この際 Ga と As の原子配置が入れ替わるアンチフェーズ
ドメイン (anti-phase domain: APD) が発生する。この APD
を抑制するために微傾斜基板が用いられた。WoWを挿入
した太陽電池は通常のSLよりも長いキャリア寿命とCCE
の向上が報告されており 8)、キャリアの再結合がより抑制

されていることが示唆された。このようにWoWが太陽電

池の高効率化に寄与する材料であることが期待される一

方、WoWのバンド構造は非常に複雑であり、詳細な議論
は行われていない。そこで本研究ではWoWに対してフォ
トリフレクタンス (Photoreflectance: PR) 法による遷移エ
ネルギーの算出と 3Dナノデバイスシミュレーションソフ
ト nextnanoによるバンド構造計算を行い、WoWのバンド
構造について議論した。 
 

 実験

試料詳細 
本研究では、n型 GaAs基板上に有機金属気相成長法で

成長させた i-GaAs層内に SL構造を 20層積層した試料を
2つ用意した。各試料の SLは、1.9 nmの InGaAs井戸層と
2.9 nmの GaAsP障壁層の間に、2.6 nmの GaAs歪緩和層
を挿入した構造である。GaAs (001) 面上に SLを成長させ
たものを planar SL (PSL) 試料、GaAs同面から (111) 方向
に 6°傾けた微傾斜基板上に成長させたものをWoW試料
とした。なお、SLの最下部と最上部に積層させた GaAsP
障壁層は格子緩和を抑制するためにその厚さを半分の

1.45 nmとした。 

 
実験方法 

PR 測定は分光したハロゲン光源を検出光として試料表
面に照射し、断続化した半導体レーザー (532 nm、1 mW) 
照射により変調させた検出光を Si フォトダイオードで検
出 し た 。 得 ら れ た 変 調 ス ペ ク ト ル  (ΔR/R) を
Kramers-Kroning 変換により PR 絶対値スペクトルにして
そのピークへのガウス関数フィッティングから遷移エネ

ルギー (Ecr) を算出した 9)。測定は室温で行い、測定波長

は 1100 - 600 nmであった。 
 

図 2. PR測定に用いた試料構造. 

図 1. (a) PSL構造と(b) WoW構造の断面 STEM像 7). 

  

理論計算

本研究では、エネルギーバンドラインナップと遷移エネ

ルギーの計算のために 3Dナノデバイスシミュレーション
ソフト nextnanoを使用した。nextnano は半導体ナノ構造
における電子・光学特性を演算し、材料のもつ理論上の物

性値を導くことができるシミュレーションソフトである。

材料の基礎物性値を用いて、境界条件等の物性パラメータ

をシミュレーションモデルに組み込み、1 次元から 3 次
元シュレディンガー方程式の固有値を有限差分法によっ

て求めることによって量子構造中の量子準位を計算する

ことができる。表 1に本研究の理論計算に用いた基本的な
物性値を示す。 
 

表 1. In0.3Ga0.7Asと GaAs、GaAs0.6P0.4の物性値 
 In0.3Ga0.7As GaAs GaAs0.6P0.4 

格子定数 [Å] 5.775 5.653 5.575 

バンドギャッ

プ [eV] 
1.002 1.423 1.932 

電子の有効質

量 [m0] 
0.049 0.063 0.090 

重い正孔の有

効質量 [m0] 
0.438 0.450 0.586 

軽い正孔の有

効質量 [m0] 
0.067 0.085 0.107 

 
 実験結果および考察

図 3に両試料の PR絶対値スペクトルを示す。両試料と
もに 1.43 eV付近にピークが得られ、フィッティングから
算出した Ecr (1.43 eV) とGaAsのバンドギャップの文献値
が一致したため、GaAs のバンド間遷移に起因する信号で

あると同定した。次に GaAsのバンドギャップ以下の信号
に注目した。PSL試料では 1.33 eVにピーク Aが、WoW
試料は 1.31 eVにピーク Bが確認され、これらは SL構造
にする信号ではないかと考えた。その確認のために

nextnanoを用いてWoW構造のエネルギーバンドラインナ
ップと形成される量子準位、そして電子と正孔の存在確率

を計算した。計算を行うに際して、WoWでは図 4に示す
ように、キャリアが結晶成長方向に SL内を移動する際に
は、各層の幅が変化することが考えられる。そのためこれ

を考慮したバンド構造のモデルを構築した。構築した

WoWのバンド構造を図 5に示す。 
計算の結果、両試料ともに電子と正孔が複数の量子準位

を形成することが分かった。両試料で共通して電子は 2
つ、軽い正孔は 2つの量子準位を形成していた一方で、重
い正孔は PSL試料では 5つ、WoW試料ではどの QWにお
いても 6つの量子準位を形成していた。このうち量子準位
間の遷移エネルギーが最も小さい電子の第 1 量子準位 
(e1) と重い正孔の第 1 量子準位 (hh1) 間の遷移エネルギ
ーの算出を行った。PSL 試料では e1-hh1 間の遷移エネル
ギーが 1.327 eVと算出され、PR測定から見積もられた Ecr

と一致した。このことから 1.33 eVに得られたピーク Aが

図 3. PSL試料とWoW試料の PR測定結果. 
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理論計算

本研究では、エネルギーバンドラインナップと遷移エネ

ルギーの計算のために 3Dナノデバイスシミュレーション
ソフト nextnanoを使用した。nextnano は半導体ナノ構造
における電子・光学特性を演算し、材料のもつ理論上の物

性値を導くことができるシミュレーションソフトである。

材料の基礎物性値を用いて、境界条件等の物性パラメータ

をシミュレーションモデルに組み込み、1 次元から 3 次
元シュレディンガー方程式の固有値を有限差分法によっ

て求めることによって量子構造中の量子準位を計算する

ことができる。表 1に本研究の理論計算に用いた基本的な
物性値を示す。 
 

表 1. In0.3Ga0.7Asと GaAs、GaAs0.6P0.4の物性値 
 In0.3Ga0.7As GaAs GaAs0.6P0.4 

格子定数 [Å] 5.775 5.653 5.575 

バンドギャッ

プ [eV] 
1.002 1.423 1.932 

電子の有効質

量 [m0] 
0.049 0.063 0.090 

重い正孔の有

効質量 [m0] 
0.438 0.450 0.586 

軽い正孔の有

効質量 [m0] 
0.067 0.085 0.107 

 
 実験結果および考察

図 3に両試料の PR絶対値スペクトルを示す。両試料と
もに 1.43 eV付近にピークが得られ、フィッティングから
算出した Ecr (1.43 eV) とGaAsのバンドギャップの文献値
が一致したため、GaAs のバンド間遷移に起因する信号で

あると同定した。次に GaAsのバンドギャップ以下の信号
に注目した。PSL試料では 1.33 eVにピーク Aが、WoW
試料は 1.31 eVにピーク Bが確認され、これらは SL構造
にする信号ではないかと考えた。その確認のために

nextnanoを用いてWoW構造のエネルギーバンドラインナ
ップと形成される量子準位、そして電子と正孔の存在確率

を計算した。計算を行うに際して、WoWでは図 4に示す
ように、キャリアが結晶成長方向に SL内を移動する際に
は、各層の幅が変化することが考えられる。そのためこれ

を考慮したバンド構造のモデルを構築した。構築した

WoWのバンド構造を図 5に示す。 
計算の結果、両試料ともに電子と正孔が複数の量子準位

を形成することが分かった。両試料で共通して電子は 2
つ、軽い正孔は 2つの量子準位を形成していた一方で、重
い正孔は PSL試料では 5つ、WoW試料ではどの QWにお
いても 6つの量子準位を形成していた。このうち量子準位
間の遷移エネルギーが最も小さい電子の第 1 量子準位 
(e1) と重い正孔の第 1 量子準位 (hh1) 間の遷移エネルギ
ーの算出を行った。PSL 試料では e1-hh1 間の遷移エネル
ギーが 1.327 eVと算出され、PR測定から見積もられた Ecr

と一致した。このことから 1.33 eVに得られたピーク Aが

図 3. PSL試料とWoW試料の PR測定結果. 
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SL構造中の e1-hh1間遷移に起因する信号であると同定し
た。図 6にWoW試料における e1-hh1間の遷移エネルギー
の変化の様子を示す。WoW試料における e1-hh1間の遷移
エネルギーに注目したところ、図 6に示すようにWoW試
料では隣接する QW の幅の変化に伴い、量子準位が階段

状に形成されていることが分かった。これに伴い e1-hh1
間の遷移エネルギーは PSL 試料と異なり幅広い値を持つ
結果となった。構築したバンドモデルにおいて遷移エネル

ギーの最低値は井戸幅が最も広い QWで 1.197 eVと算出
された。また井戸幅 2 nm の QW での遷移エネルギーは

1.306 eVと算出され、この計算値がWoWにおけるピーク
Bの位置と一致する結果となった。このことからWoW試
料では井戸幅 2 nmの QWで遷移が支配的に起きているこ
とが示唆された。しかしこの QW でのみ遷移が起きる原

因について本研究では明らかにすることは出来なかった。

また、PR 測定において WoW 試料では、得られた変調信
号強度が小さく、他の QW での遷移を検出できなかった

可能性もある。 
最後に、それぞれの試料における光励起キャリアの輸送

について考察を行った。図 7に PSL試料、図 8にWoW試
料における e1と電子の第 2量子準位 (e2) 及び hh1と軽い
正孔の第 2 量子準位 (lh2) の存在確率の計算結果を示す。
両試料ともに e1と hh1では波動関数が QW内に局在化し
ている一方、e2 と lh2 では波動関数が隣接する QW に染
み出し、ミニバンドを形成している。電子が e1 に光励起
された後、e2 ミニバンドへ熱励起した後トンネリングす
ることで障壁層を乗り越えることなく SL領域からの脱出
が可能となる 10)。また、正孔でも同様に hh1から lh2ミニ
バンドを介したキャリア輸送が考えられる。一方、WoW
試料では、先述したように QW の幅に対応して量子準位

の高さが変化しており、その変化は有効質量の小さな電子

の方がより大きく変化した。このことから e1から e2また

は hh1から lh2への熱励起に必要なエネルギーは井戸幅の
狭い QW の方が小さく、キャリア輸送において優位的で

あることが考えられた。 
 

 結論
 
本研究では、通常基板に SLを成長させた PSL試料と微
傾斜基板に SLを成長させたWoW試料に対して、PR測定
とnextnanoによる理論計算を実施した。RP測定では、GaAs
のバンドギャップ以下にピークを観測し、同条件で SLを
成長させた場合WoW試料の方がより低エネルギー側に信
号が得られることが分かった。nextnanoを用いた理論計算
を行う際には、WoW試料ではキャリアの移動方向に対し
て QW構造が変化することを考慮したバンドモデルを構
築した。計算の結果、PSL試料では e1-hh1間の遷移エネ
ルギーとPR測定で得られたピークAの位置が一致したこ

図 6. WoW試料の e1と hh1のエネルギー変化. 
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SL構造中の e1-hh1間遷移に起因する信号であると同定し
た。図 6にWoW試料における e1-hh1間の遷移エネルギー
の変化の様子を示す。WoW試料における e1-hh1間の遷移
エネルギーに注目したところ、図 6に示すようにWoW試
料では隣接する QW の幅の変化に伴い、量子準位が階段

状に形成されていることが分かった。これに伴い e1-hh1
間の遷移エネルギーは PSL 試料と異なり幅広い値を持つ
結果となった。構築したバンドモデルにおいて遷移エネル

ギーの最低値は井戸幅が最も広い QWで 1.197 eVと算出
された。また井戸幅 2 nm の QW での遷移エネルギーは

1.306 eVと算出され、この計算値がWoWにおけるピーク
Bの位置と一致する結果となった。このことからWoW試
料では井戸幅 2 nmの QWで遷移が支配的に起きているこ
とが示唆された。しかしこの QW でのみ遷移が起きる原

因について本研究では明らかにすることは出来なかった。

また、PR 測定において WoW 試料では、得られた変調信
号強度が小さく、他の QW での遷移を検出できなかった

可能性もある。 
最後に、それぞれの試料における光励起キャリアの輸送

について考察を行った。図 7に PSL試料、図 8にWoW試
料における e1と電子の第 2量子準位 (e2) 及び hh1と軽い
正孔の第 2 量子準位 (lh2) の存在確率の計算結果を示す。
両試料ともに e1と hh1では波動関数が QW内に局在化し
ている一方、e2 と lh2 では波動関数が隣接する QW に染
み出し、ミニバンドを形成している。電子が e1 に光励起
された後、e2 ミニバンドへ熱励起した後トンネリングす
ることで障壁層を乗り越えることなく SL領域からの脱出
が可能となる 10)。また、正孔でも同様に hh1から lh2ミニ
バンドを介したキャリア輸送が考えられる。一方、WoW
試料では、先述したように QW の幅に対応して量子準位

の高さが変化しており、その変化は有効質量の小さな電子

の方がより大きく変化した。このことから e1から e2また

は hh1から lh2への熱励起に必要なエネルギーは井戸幅の
狭い QW の方が小さく、キャリア輸送において優位的で

あることが考えられた。 
 

 結論
 
本研究では、通常基板に SLを成長させた PSL試料と微
傾斜基板に SLを成長させたWoW試料に対して、PR測定
とnextnanoによる理論計算を実施した。RP測定では、GaAs
のバンドギャップ以下にピークを観測し、同条件で SLを
成長させた場合WoW試料の方がより低エネルギー側に信
号が得られることが分かった。nextnanoを用いた理論計算
を行う際には、WoW試料ではキャリアの移動方向に対し
て QW構造が変化することを考慮したバンドモデルを構
築した。計算の結果、PSL試料では e1-hh1間の遷移エネ
ルギーとPR測定で得られたピークAの位置が一致したこ

図 6. WoW試料の e1と hh1のエネルギー変化. 
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とから、ピーク Aを e1-hh1間遷移に起因する信号である
と同定した。同様にWoW試料について同準位間遷移のエ
ネルギーを算出したところ、QW構造の変化に伴って幅広
い値をとることがわかった。最も遷移エネルギーが小さい

QWでは 1.197 eVであり、ピーク Bのピーク位置と一致
したのは、井戸幅 2 nmの QWにおける e1-hh1間の遷移エ
ネルギーであった。このことからWoW試料では井戸幅 2 
nmのQWで遷移が支配的に起きていることが示唆された。
しかしこの要因について本研究で明らかにすることは出

来なった。また、存在確率の計算では PSL試料、WoW試
料ともに e1と hh1では波動関数が QW内に局在化してい
る一方、e2と lh2では波動関数が隣接する QWに染み出
し、ミニバンドを形成していた。このことからWoWにお
いても光励起キャリアはより高次に形成されたミニバン

ドを介したキャリア輸送が可能であることが分かった。 
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Abstract 

 
The transition energy of InAs/GaSb superlattice was evaluated by using Photoluminescence (PL) and 

Photoreflectance (PR) measurements. At the low-temperature PL measurements, an energy of distinctive peak shifted 
to the high energy side as the excitation light intensity increased. This is because the lowest level was filled with 
photoexcited carriers and the emission from the higher levels became dominant. At the low-temperature PR 
measurements, several peaks were observed. It was found that the PL peak located at slightly higher energy side than 
PR dominant peak. We also performed the theoretical calculation of band structure and transition energies in the 
InAs/GaSb superlattice using nextnano software. From the comparison with calculated transition energies and 
experimental results, a dominant PR peak was the transition between quantum levels of electron and heavy hole. It was 
considered that although the weak excitation at 4,2 K, the emission from the higher levels became dominant. This was 
because the PL peak located at higher energy side than PR peak. 

 
Keywords: Superlattice, InAs/GaSb, Photoluminescence, Photoreflectance 

 

1. はじめに 

 
近年、地球温暖化による地球環境への影響が大きく問

題となっており、地球規模の課題である気候変動問題の

解決に向けて 2015 年にパリ協定が採択された。日本で
はパリ協定で定める目標を達成するため、2020 年 10 月
に 2050 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロ
にする「2050 年カーボンニュートラル」を宣言し 2050
年までの脱炭素社会の実現を目指すことが明示されてい

る 1)。具体的には、2030年度までに政府全体の LED照明
の導入割合を 100%とすることや公用車から電気自動車
への移行を達成すること、さらに政府保有の建築物の約

50%以上に太陽光発電設備を設置することが目標に記載
2, 3)されており、国を挙げての地球温暖化対策の実施が発

表されている。 
地球温暖化とは、大気中の二酸化炭素（CO2）やメタ

ン（CH4）などの温室効果ガスが過剰に増加した結果、 
a) 工学専攻 エネルギー系コース 大学院生  

b) 応用物理工学プログラム 准教授 

c) 応用物理工学プログラム 特任教授  

d) 応用物理工学プログラム 教授 

50%以上に太陽光発電設備を設置することが目標に記載 
ン（CH4）などの温室効果ガスが過剰に増加した結果、

本来宇宙に放出されるべき地表からの放射熱が温室効果

ガスで吸収され再び地表を温めることで地球全体の気温

が上昇することである。18世紀の産業革命以降、石油や
石炭などの化石燃料を燃やし多くのエネルギーを得た一

方、CO2の排出が急激に増加したことが地球温暖化を引

き起こす主な原因となっている 4)。そのため、地球温暖

化対策には温室効果ガスの排出量削減が重要となる。そ

こで CO2などの人間の目では見えないガスを高感度に検

出することができるガスセンサーが期待されている。 
 温室効果ガスである CO2や CH4は波長 2~5 μmの中赤
外領域において 3 原子分子の振動モードによる吸収が支
配的に生じる 5)。従って、中赤外領域で波長を変化させ

ながら吸収測定を行うことで該当するガスの種類や濃度

を知ることが出来る。しかし中赤外波長域の光検出の問

題点として、吸収帯の波長に対応した高出力の光源や高

感度な検出器がないことや従来受光素子に利用されてき

たⅡ-Ⅵ属の HgCdTe (MCT)では水銀とカドミウムが使わ
れており地球環境への負荷が高い点が挙げられる 6)。こ

の問題を解決する材料に、より環境負荷の低い原料を用
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表 1. InAsと GaSbの物性値. 

 InAs GaSb 

格子定数[Å] 6.058 6.095 

バンドギャップ[eV] 0.36 0.68 

電子の有効質量[m0] 0.023 0.063 

重い正孔の有効質量[m0] 0.57 0.45 

軽い正孔の有効質量[m0] 0.025 0.085 

 
3. 実験結果および考察 

 
 図 2に測定温度 4.2 Kにおいて励起光強度を変化させ
た時の PLスペクトルを示す。励起光強度 11 mWでの PL
スペクトルには、約 0.270 eVにピークが観測された。励
起光強度が増加するにつれて、このピークの強度と半値

幅は増加した。また、図から明らかなように、励起光強

度が増加するとピークエネルギーは高エネルギー側へシ

フト（blue-shift）した。この要因として励起光強度増加
による励起キャリア数増加の影響が考えられる 12)。試料

に照射するレーザーの強度が増加することで試料内での

励起キャリア数も増加する。そのため強励起状態では低

い準位がキャリアで満たされ、より高いエネルギー準位

からの発光再結合が支配的になったためピークエネルギ

ーは blue-shiftしたと考えられる。これは PL測定からは
InAs/GaSb 超格子構造内の量子準位間の遷移エネルギー
に関する議論は難しいことを示唆している。 
 そこで本研究では、半導体のバンドギャップ等の電子

遷移エネルギーを算出できる PR 法による評価も行った。
図 3 に、低温での各温度における PR 絶対値スペクトル
を示す。測定は 4.0から 300 Kまで行ったが 50 K以上で
は変調スペクトルが測定されなかった。図 4 と 5 に 4.0

と 20 Kにおける PR絶対値スペクトルのフィッティング
結果をそれぞれ示す。4.0 K では支配的なピーク（Peak1）
と高エネルギー側のピーク（Peak2）の２つが観測され
た。20 K 以上ではさらに低エネルギー側にピーク
（Peak3）が観測された。図6に、各ピークの温度依存性
を示す。Peak1 では温度上昇による変化はほとんどなか
った。しかし、Peak2では 30 K以上で大きく blue-shiftし
た。この要因として 30 K以上では異なる準位からの遷移
が重なっている可能性があるが、本研究では明らかにで

きなかった。一方、Peak3 は温度上昇に伴い緩やかに低
エネルギー側へシフトした。 
最後に、低温 PLスペクトルと低温 PR絶対値スペクト

ルの比較を行い InAs/GaSb 超格子の遷移エネルギーにつ
いて考察を行った。図 7に 11 mWにおける PLスペクト
ルと PR 絶対値スペクトルを比較したものを示す。11 
mW を用いた理由は、低励起状態での PL スペクトルで
はキャリアフィリング効果が起こらず最低準位からの発

図 2. 励起光強度を変化させた PL測定結果. 
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ると、積層方向に沿って量子井戸（Quantum Well: QW）
が形成される 8)。伝導帯の QW内には電子の量子準位が、
価電子帯の QW内には有効質量の重い正孔（Heavy Hole: 
hh）と軽い正孔（Light Hole: lh）の量子準位が形成され
る。この時、障壁幅が電子のド・ブロイ波長と同等かそ

れ以下になると、電子のトンネリングが可能となること

でキャリアの閉じ込めが弱くなり、井戸間の量子準位に

結合が生じてミニバンドが形成される 9)。ミニバンドが

形成される周期構造を超格子（Super Lattice: SL）構造と
呼び、そのバンド構造はタイプⅠとタイプⅡに分類され

る。タイプⅠは井戸層と障壁層の伝導体と価電子帯が重

なる構造で、タイプⅡは伝導帯の下端が価電子帯の上端

よりも下に位置している構造である。後者は電子と正孔

が空間的に分離しているため、タイプⅠよりも吸収や発

光効率は低下するが、オージェ再結合 7)によるキャリア

消失が低減する 10)。 
本研究で着目した InAs/GaSb超格子構造はタイプⅡで
あり、ミニバンドの形成によって InAsや GaSbよりも狭
いバンドギャップが得られ、且つ、上述したように電子

と正孔が空間的に分離することでオージェ再結合が低減

するため、中赤外領域の優れた素子として注目を集めて

いる 7)。 
 これまでに InAs 基板上に有機金属気相成長法で成膜
された InAs/GaSb超格子構造の作製と評価が報告 11, 12)さ

れている。今村らは超格子が残留ガスの影響で混晶化し

たこと、成長中断を行うことで組成を制御可能であるこ

と、多層化の成長条件を検討できたことから、

InAs/GaSb 超格子構造が中赤外領域の発光・受光デバイ
スとして有用であることを示した。また、励起光強度を

変化させたフォトルミネッセンス（Photoluminescence: 
PL）測定を用いた InAs/GaSb超格子の発光特性の評価 12)

についても報告されており、室温動作のデバイスにおい

てはミニバンド内のより高い準位間の遷移が重要である

と結論付けている。一方で InAs/GaSb タイプⅡ超格子を
光デバイス用新材料として利用するためにはバンドギャ

ップなどの基本的物性パラメータの詳細測定が重要だが

これまでの報告がない。そこで本研究では PL 法および
フォトリフレクタンス（Photoreflectance: PR）法を用い
て InAs/GaSb 超格子の遷移エネルギーを算出し理論計算
と比較を行った。 
 
2. 実験および理論計算 

 
2.1 試料詳細 

 本研究では、有機金属気相成長法で作製された

InAs/GaSb 超格子試料を用いた。図 1 に試料構造を示す。
n-InAs 基板上に InAs バッファ層を成長させその上に
InAs/GaSbの超格子層を 15組積層した。バッファ層は基
板温度 600℃、超格子層は 500℃で成長させ、有機金属
は水素ガスをキャリアとしてバブリングで供給した。各

層は InAs層が 2.8 nmでGaSb層が 13.4 nm、周期厚は 16.2 
nmであった。 
 
2.2 実験方法 

 PL測定は励起光源である半導体レーザー（532.8 nm）
を試料表面に照射し、試料からの発光信号を分光器で分

光させて液体窒素冷却型 InSb検出器で検出した。測定温
度は 4.2から 300 Kであり、測定波長は 4000 ~ 5300 nm
であった。また、ND フィルターを用いて励起光源強度
を 11, 40, 102 mWに変化させた。 

PR 測定は分光したセラミック光源を検出光として試
料表面に照射し、断続化した半導体レーザー照射により

変調された検出光の反射光を液体窒素冷却 InSb検出器で
検出した。得られた変調スペクトル（ΔR/R）を
Kramers-Kroning変換により PR絶対値スペクトルにして
ガウス関数のフィッティングから遷移エネルギー（Ecr）
を算出した 13)。測定温度は 4.0~ 300 Kで行った。測定波
長は 4000 ~ 5300 nmであった。 
 
2.3 理論計算 

 本研究では、InAs/GaSb 超格子構造の量子準位やミニ
バンド、およびそれらが関与する遷移エネルギーを計算

するために 3Dナノデバイスシミュレーター nextnanoを
使用した。nextnano 内の材料の基礎物性値を用いて、境
界条件等の物性パラメータをシミュレーションモデルに

組み込み、1 次元～3 次元シュレディンガー方程式の固
有値を有限差分法によって求めることで量子構造中の量

子準位を計算した。この時、試料構造を再現するために

15周期分の InAs/GaSbを積層させたものを計算した。ま
た、nextnanoに内蔵されている InAsと GaSbの基礎物性
値を以下の表に示す。 

図 1. InAs/GaSb超格子試料の構造図. 
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表 1. InAsと GaSbの物性値. 

 InAs GaSb 

格子定数[Å] 6.058 6.095 

バンドギャップ[eV] 0.36 0.68 

電子の有効質量[m0] 0.023 0.063 

重い正孔の有効質量[m0] 0.57 0.45 

軽い正孔の有効質量[m0] 0.025 0.085 

 
3. 実験結果および考察 

 
 図 2に測定温度 4.2 Kにおいて励起光強度を変化させ
た時の PLスペクトルを示す。励起光強度 11 mWでの PL
スペクトルには、約 0.270 eVにピークが観測された。励
起光強度が増加するにつれて、このピークの強度と半値

幅は増加した。また、図から明らかなように、励起光強

度が増加するとピークエネルギーは高エネルギー側へシ

フト（blue-shift）した。この要因として励起光強度増加
による励起キャリア数増加の影響が考えられる 12)。試料

に照射するレーザーの強度が増加することで試料内での

励起キャリア数も増加する。そのため強励起状態では低

い準位がキャリアで満たされ、より高いエネルギー準位

からの発光再結合が支配的になったためピークエネルギ

ーは blue-shiftしたと考えられる。これは PL測定からは
InAs/GaSb 超格子構造内の量子準位間の遷移エネルギー
に関する議論は難しいことを示唆している。 
 そこで本研究では、半導体のバンドギャップ等の電子

遷移エネルギーを算出できる PR 法による評価も行った。
図 3 に、低温での各温度における PR 絶対値スペクトル
を示す。測定は 4.0から 300 Kまで行ったが 50 K以上で
は変調スペクトルが測定されなかった。図 4 と 5 に 4.0

と 20 Kにおける PR絶対値スペクトルのフィッティング
結果をそれぞれ示す。4.0 K では支配的なピーク（Peak1）
と高エネルギー側のピーク（Peak2）の２つが観測され
た。20 K 以上ではさらに低エネルギー側にピーク
（Peak3）が観測された。図6に、各ピークの温度依存性
を示す。Peak1 では温度上昇による変化はほとんどなか
った。しかし、Peak2では 30 K以上で大きく blue-shiftし
た。この要因として 30 K以上では異なる準位からの遷移
が重なっている可能性があるが、本研究では明らかにで

きなかった。一方、Peak3 は温度上昇に伴い緩やかに低
エネルギー側へシフトした。 
最後に、低温 PLスペクトルと低温 PR絶対値スペクト

ルの比較を行い InAs/GaSb 超格子の遷移エネルギーにつ
いて考察を行った。図 7に 11 mWにおける PLスペクト
ルと PR 絶対値スペクトルを比較したものを示す。11 
mW を用いた理由は、低励起状態での PL スペクトルで
はキャリアフィリング効果が起こらず最低準位からの発

図 2. 励起光強度を変化させた PL測定結果. 
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ると、積層方向に沿って量子井戸（Quantum Well: QW）
が形成される 8)。伝導帯の QW内には電子の量子準位が、
価電子帯の QW内には有効質量の重い正孔（Heavy Hole: 
hh）と軽い正孔（Light Hole: lh）の量子準位が形成され
る。この時、障壁幅が電子のド・ブロイ波長と同等かそ

れ以下になると、電子のトンネリングが可能となること

でキャリアの閉じ込めが弱くなり、井戸間の量子準位に

結合が生じてミニバンドが形成される 9)。ミニバンドが

形成される周期構造を超格子（Super Lattice: SL）構造と
呼び、そのバンド構造はタイプⅠとタイプⅡに分類され

る。タイプⅠは井戸層と障壁層の伝導体と価電子帯が重

なる構造で、タイプⅡは伝導帯の下端が価電子帯の上端

よりも下に位置している構造である。後者は電子と正孔

が空間的に分離しているため、タイプⅠよりも吸収や発

光効率は低下するが、オージェ再結合 7)によるキャリア

消失が低減する 10)。 
本研究で着目した InAs/GaSb超格子構造はタイプⅡで
あり、ミニバンドの形成によって InAsや GaSbよりも狭
いバンドギャップが得られ、且つ、上述したように電子

と正孔が空間的に分離することでオージェ再結合が低減

するため、中赤外領域の優れた素子として注目を集めて

いる 7)。 
 これまでに InAs 基板上に有機金属気相成長法で成膜
された InAs/GaSb超格子構造の作製と評価が報告 11, 12)さ

れている。今村らは超格子が残留ガスの影響で混晶化し

たこと、成長中断を行うことで組成を制御可能であるこ

と、多層化の成長条件を検討できたことから、

InAs/GaSb 超格子構造が中赤外領域の発光・受光デバイ
スとして有用であることを示した。また、励起光強度を

変化させたフォトルミネッセンス（Photoluminescence: 
PL）測定を用いた InAs/GaSb超格子の発光特性の評価 12)

についても報告されており、室温動作のデバイスにおい

てはミニバンド内のより高い準位間の遷移が重要である

と結論付けている。一方で InAs/GaSb タイプⅡ超格子を
光デバイス用新材料として利用するためにはバンドギャ

ップなどの基本的物性パラメータの詳細測定が重要だが

これまでの報告がない。そこで本研究では PL 法および
フォトリフレクタンス（Photoreflectance: PR）法を用い
て InAs/GaSb 超格子の遷移エネルギーを算出し理論計算
と比較を行った。 
 
2. 実験および理論計算 

 
2.1 試料詳細 

 本研究では、有機金属気相成長法で作製された

InAs/GaSb 超格子試料を用いた。図 1 に試料構造を示す。
n-InAs 基板上に InAs バッファ層を成長させその上に
InAs/GaSbの超格子層を 15組積層した。バッファ層は基
板温度 600℃、超格子層は 500℃で成長させ、有機金属
は水素ガスをキャリアとしてバブリングで供給した。各

層は InAs層が 2.8 nmでGaSb層が 13.4 nm、周期厚は 16.2 
nmであった。 
 
2.2 実験方法 

 PL測定は励起光源である半導体レーザー（532.8 nm）
を試料表面に照射し、試料からの発光信号を分光器で分

光させて液体窒素冷却型 InSb検出器で検出した。測定温
度は 4.2から 300 Kであり、測定波長は 4000 ~ 5300 nm
であった。また、ND フィルターを用いて励起光源強度
を 11, 40, 102 mWに変化させた。 

PR 測定は分光したセラミック光源を検出光として試
料表面に照射し、断続化した半導体レーザー照射により

変調された検出光の反射光を液体窒素冷却 InSb検出器で
検出した。得られた変調スペクトル（ΔR/R）を
Kramers-Kroning変換により PR絶対値スペクトルにして
ガウス関数のフィッティングから遷移エネルギー（Ecr）
を算出した 13)。測定温度は 4.0~ 300 Kで行った。測定波
長は 4000 ~ 5300 nmであった。 
 
2.3 理論計算 

 本研究では、InAs/GaSb 超格子構造の量子準位やミニ
バンド、およびそれらが関与する遷移エネルギーを計算

するために 3Dナノデバイスシミュレーター nextnanoを
使用した。nextnano 内の材料の基礎物性値を用いて、境
界条件等の物性パラメータをシミュレーションモデルに

組み込み、1 次元～3 次元シュレディンガー方程式の固
有値を有限差分法によって求めることで量子構造中の量

子準位を計算した。この時、試料構造を再現するために

15周期分の InAs/GaSbを積層させたものを計算した。ま
た、nextnanoに内蔵されている InAsと GaSbの基礎物性
値を以下の表に示す。 

図 1. InAs/GaSb超格子試料の構造図. 
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光が検出出来ていると考えたためである。図から、PL
スペクトルの方が高エネルギー側に位置していることが

分かった。一般的に、PL スペクトルに観測されるピー
クは、不純物準位や励起子発光のためバンド間エネルギ

ーよりも低エネルギー側に現れる。PR 絶対値スペクト
ルの Peak1 と PL ピークのエネルギー位置の違いを考察
するために nextnanoによる準位計算を行った。 
図 8 に nextnano によって計算した、4 K における

InAs/GaSb 超格子のエネルギーバンド図を示す。図にお
いて、伝導帯および電子の量子準位をそれぞれ黒の実線

と点線で、価電子帯および重い正孔の量子準位をそれぞ

れ緑の実線と点線で示す。算出された準位の内、エネル

ギーが最も低い電子の量子準位（e1）とエネルギーが最
も高い重い正孔の量子準位（hh1）間の遷移エネルギー
は 0.2664 eVと算出された。また、0.2828 eVの遷移エネ
ルギーは e1-hh2間のものと算出された。 
表 2に PLと PRの実験結果と nextnanoによる計算結果
を示す。表に各実験より得られたピークエネルギーと

nextnano を用いた計算結果を示す。各実験により得られ
たピークエネルギーと計算結果を比較すると、PR 絶対
値スペクトルにおける Peak1と計算結果における e1-hh1
間の遷移エネルギーが良く一致している。よって、PR
絶対値スペクトルで得られた Peak1は e1-hh1間遷移のエ
ネルギーであると同定した。次に同スペクトルにおける

Peak2 と計算結果を比較すると良い一致を示したため、
Peak2を e1-hh2間遷移のエネルギーであると同定した。
一方、PL スペクトルで得られたピークエネルギーは計
算結果と一致しなかった。この要因として励起光強度 11 
mW であってもキャリアが最低準位を満たしてしまい、

より高いエネルギー準位からの発光が支配的になってい

ることが考えられる。 
 
表 2. PLおよび PR測定で得られたピークと計算の比較. 

 Peak1(eV) Peak2(eV) 
PL 0.270 ― 
PR 0.265 0.282 
計算値 0.2664 0.2828 

 
4. 結論 

 
本研究では、InAs/GaSb 超格子試料に対して励起光強

度と温度を変化させた PL測定と温度を変化させた PR測
定を行い、同試料の遷移エネルギーについて考察した。

励起光強度を変化させた PL 測定では励起光強度が増加
するにつれてピークエネルギーが blue-shiftする結果が得
られた。この要因として励起光強度増加に伴い励起キャ

リア数が増加し、井戸内の最低準位をキャリアが満たし

たため、より高いエネルギー準位からの発光再結合が支

配的になったと考えられた。温度変化 PR 測定では支配
的なピークである Peak1 のエネルギー位置は温度には依
存せず、高エネルギー側の Peak2は 30 K以上で blue-shift
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図 5. PRスペクトルおよびフィッティング結果. 

図 6. PRスペクトルから得られた各ピークの温度依存性. 
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図 7. PL測定結果と PR測定結果比較. 
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する結果が得られた。この要因は 30 K以上ではより高次
の準位からの遷移が重なっている可能性が示唆されたが

本研究では解明できなかった。一方、20 K以上のスペク
トルにおいて低エネルギー側に確認された Peak3 は温度
上昇に伴い red-shiftした。 
励起光強度の影響が小さいと考えられる 11 mWにおけ
る PLスペクトルと PR絶対値スペクトルの比較を行った。
4 Kにおける PLおよび PR絶対値スペクトルを比較する
と PL スペクトルの方が高エネルギー側にシフトしてい
ることが示唆された。nextnano による計算結果から e1-
hh1間の遷移エネルギーが 0.2664 eVと算出され、これは
PR 絶対値スペクトルの Peak1 とよく一致した。また
Peak2については計算結果における e1-hh2間の遷移エネ
ルギーとよく一致したため、peak2を e1-hh2 間遷移のも
のと同定した。しかし、20 K以上で低エネルギー側に確
認された peak3と一致する遷移エネルギーは nextnanoに
よる計算結果からは得られなかった。一方 PL スペクト
ルと計算結果を比較すると一致しないことが確認された。

この要因として PL測定では 11 mWでもキャリアが井戸
内の最低準位を満たしてしまい、より高いエネルギーの

準位からの発光が支配的になったことが考えられた。 

したがって実験結果と計算結果の比較から PR 測定で
得られた 2つのピークは計算結果とよく一致したが、PL
測定では弱励起状態でも高いエネルギーからの発光が支

配的になったため PR 測定ではより正確な遷移エネルギ
ーを算出することが可能であり、物性パラメータの決定

に有益であることが示唆された。 
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図 8. nextnanoで算出した各準位間の遷移エネルギー. 
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光が検出出来ていると考えたためである。図から、PL
スペクトルの方が高エネルギー側に位置していることが

分かった。一般的に、PL スペクトルに観測されるピー
クは、不純物準位や励起子発光のためバンド間エネルギ

ーよりも低エネルギー側に現れる。PR 絶対値スペクト
ルの Peak1 と PL ピークのエネルギー位置の違いを考察
するために nextnanoによる準位計算を行った。 
図 8 に nextnano によって計算した、4 K における

InAs/GaSb 超格子のエネルギーバンド図を示す。図にお
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表 2に PLと PRの実験結果と nextnanoによる計算結果

を示す。表に各実験より得られたピークエネルギーと

nextnano を用いた計算結果を示す。各実験により得られ
たピークエネルギーと計算結果を比較すると、PR 絶対
値スペクトルにおける Peak1と計算結果における e1-hh1
間の遷移エネルギーが良く一致している。よって、PR
絶対値スペクトルで得られた Peak1は e1-hh1間遷移のエ
ネルギーであると同定した。次に同スペクトルにおける
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mW であってもキャリアが最低準位を満たしてしまい、

より高いエネルギー準位からの発光が支配的になってい

ることが考えられる。 
 
表 2. PLおよび PR測定で得られたピークと計算の比較. 
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計算値 0.2664 0.2828 
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図 6. PRスペクトルから得られた各ピークの温度依存性. 
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する結果が得られた。この要因は 30 K以上ではより高次
の準位からの遷移が重なっている可能性が示唆されたが

本研究では解明できなかった。一方、20 K以上のスペク
トルにおいて低エネルギー側に確認された Peak3 は温度
上昇に伴い red-shiftした。 
励起光強度の影響が小さいと考えられる 11 mWにおけ
る PLスペクトルと PR絶対値スペクトルの比較を行った。
4 Kにおける PLおよび PR絶対値スペクトルを比較する
と PL スペクトルの方が高エネルギー側にシフトしてい
ることが示唆された。nextnano による計算結果から e1-
hh1間の遷移エネルギーが 0.2664 eVと算出され、これは
PR 絶対値スペクトルの Peak1 とよく一致した。また
Peak2については計算結果における e1-hh2間の遷移エネ
ルギーとよく一致したため、peak2を e1-hh2 間遷移のも
のと同定した。しかし、20 K以上で低エネルギー側に確
認された peak3と一致する遷移エネルギーは nextnanoに
よる計算結果からは得られなかった。一方 PL スペクト
ルと計算結果を比較すると一致しないことが確認された。

この要因として PL測定では 11 mWでもキャリアが井戸
内の最低準位を満たしてしまい、より高いエネルギーの

準位からの発光が支配的になったことが考えられた。 

したがって実験結果と計算結果の比較から PR 測定で
得られた 2つのピークは計算結果とよく一致したが、PL
測定では弱励起状態でも高いエネルギーからの発光が支

配的になったため PR 測定ではより正確な遷移エネルギ
ーを算出することが可能であり、物性パラメータの決定

に有益であることが示唆された。 
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Effect of Supercapacitor on Transient Response of Thermoelectric 
Generation Systems 
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Abstract 

 
Thermoelectric generators (TEGs) are being used for the harvesting of wasted thermal energy because the TEG 

converts the temperature difference into the electrical energy. The purpose of this research is to investigate the transient 
response of electrical properties for TEG systems when the electric load is connected to them. In this study, two kinds 
of TEG systems were employed; one installed with only a single thermoelectric module (TEM), and another installed 
with four TEMs and two DC/DC converters (one converter is to track the MPP of the TEMs, and another converter is 
to regulate the output voltage). An electric double layer capacitor (EDLC) also called a supercapacitor unit was used to 
improve the transient performance of the two kinds of TEG systems. A filament electric lamp with a non-linear nature 
of its resistance was employed to investigate the transient responses of the two TEG systems.  

Based on the experimental results, the electrical characteristics (voltage, current and power) are studied, and the 
transient responses of voltage and current as a function of time are analyzed, and the effect of installing the EDLC to 
the TEG systems are discussed. It is found that the TEG with only a single TEM has high transient responses of voltage 
and current, large TEG voltage drop during the transient period. Installation of EDLC to the TEG systems can reduce 
the transient responses of voltage and current and can also reduce TEG voltage drop during the transient period. It is 
also found that EDLC increases the maximum power at proper load.  

 

Keywords: Thermoelectric generator, Supercapacitor, Transient response, DC/DC converter, Non-
linear load 

 
1. INTRODUCTION 
 

In power generation and industrial process, over 
50 % of energy lost as waste heat2) and over two-third 
of energy is lost as waste heat from the combustion in 
a vehicle, of which 40 % is in the form of exhaust gas3). 
There are many sources of waste heat such as vehicle 
or engine exhaust, cooking, refrigeration, electronic 
devices, lighting, and even humans4). If the wasted 
thermal energy can be applied efficiently in power 
generation, it will help to increase the generation of 
electricity and will also help to reduce the emission of 
greenhouse gas by reducing the combustion of fuels.  

One of the promising technologies to thermal 
energy harvesting is the thermoelectric generation 
systems that utilize low- and middle-temperature heat 
energies by converting the temperature difference into 
the electrical energy by a phenomenon called the 
Seebeck effect. Thermoelectric generators (TEGs) are 
economically friendly because there are no moving 
parts and do not require maintenance3).  

The TEG can also provide reliable power in 
remote areas3) and coordination of energy storage 
devices to the TEG can create a small isolated network 
of power supply. There are many kinds of energy 
storage devices such as lead acid battery, lithium-ion 
battery, conventional capacitor, and supercapacitor etc. 

Supercapacitors also called electric double layer 
capacitors (EDLCs) have been paid wide attention as 
an electricity storage device because of its higher 
power density and shorter response time in 
comparison to conventional batteries. 

This research is aimed to obtain basic data to 
design small-scaled TEG system which recovers the 
low-temperature heat energy exhausted from a drying 
furnace operated in a factory. Experiments were 
conducted on the TEG system consists of only one 
TEG module (TEM), a load which is a filament 
electric lamp or more lamps, and a switch to make the 
load to be on/off by the conditions of installation with 
and without EDLC. The transient responses of voltage 
and current in each case of TEG installation without 
EDLC and with EDLC are discussed. 

Moreover, experiments on another TEG system 
consists of four TEMs, two DC/DC converters, a load, 
and a switch to make the load to be on/off were also 
conducted in case of without and with EDLC. Two 
kinds of loads were employed to that system; one is an 
electric load which shows the linear nature of its 
resistance, and another is a filament electric lamp or 
more lamps which shows the non-linear nature of its 
resistance. The transient responses of voltage and 
current were investigated by employing a filament 
electric lamp or lamps. The purpose of this study is to 
investigate the effect of installing EDLC to the two 
kinds of TEG systems based on the transient responses 
of voltage and current, and the load power. 
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2. METHODOLOGY 
 
2.1 Experimental setup 

In this research, a thermoelectric module (TEM) 
made of Bismuth Telluride (Bi2Te3) was employed. 
The TEM is composed of p-type and n-type 
semiconductors, connected electrically in series and 
thermally in parallel, which are sandwiched by two 
ceramic plates. The ceramic plates are used to 
electrically insulate the electrodes from the metals 
used for the heating and cooling units. A basic 
schematic diagram of the TEM used in this experiment 
is shown in Fig. 1. To improve the performance of a 
cooling system, an air forced cooling system with a fan 
of 3 W was employed. The TEM was heated by a 
heater at low- and middle-temperatures up to 190 °C, 
and a duct enclosed a fan and a heat sink. 

 

Fig. 1. Schematic diagram of TEM. 
 

The EDLC unit used was composed of 6 EDLC 
cells connected in series, and the electrical properties 
of each cell are 2.5 V, 700 F, and 0.7 Wh. An electric 
load was used as a linear resistance and a filament 
lamp of 4.8 V, 0.5 A was used as a non-linear load. 
 
2.2 Experimental procedure 

In the experiment, two kinds of TEG systems were 
employed; one installed with a single TEM as shown 
in Fig. 2 (a), and another installed with the four TEMs 
as shown in Fig. 2(b). In Fig. 2 (b), the left-hand side 
DC/DC converter with MPPT function was developed 
in the previous research5), and another DC/DC 
converter was used to regulate the voltage applied to 
the EDLC unit and load. In both systems, two 
conditions were performed; i.e., without EDLC and 
with EDLC by using SW1. SW2 was used to 
investigate the transient response. The symbol Z 
represents a lamp load. Three kinds of lamp loads were 
installed; one lamp, two lamps connected in parallel, 
and three lamps connected in parallel. Moreover, 
experiments were conducted in case of the circuit 
shown in Fig. 2 (b) by replacing the non-linear load 
with the linear electric load. 

(a) TEG with EDLC.

 
(b) TEG with DC/DC converters and EDLC. 
Fig. 2. Equivalent circuits of TEG systems. 
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3.1 TEG system with only a single TEM  
 
3.1.1 TEG system without EDLC 

Figure 3 shows changes in TEG voltage (VG) and 
load voltage (VL) as a function of time which is the 
period from the SW2 is off state to the steady state 
voltages after the SW2 is on in three kinds of load 
conditions; single lamp, two lamps connected in 
parallel, and three lamps connected in parallel. In each 
load condition, it can be seen that at the moment when 
the SW2 is on, VG suddenly drops and VL suddenly 
increases, and both of the voltages gradually increase 
and reach to the steady state voltages. 

Table 1 shows the changes in TEG voltage (VG) 
as a function of time including the TEG voltage drop 
(Vd), steady state of TEG voltage after the SW2 is on 
(Vs) and transient time to reach the steady state of TEG 
voltage (Tt) in three kinds of load conditions. It can be 
seen that as the number of load increases, on the other 
hand, the resistance value decreases since the loads 
were connected in parallel in cases of two lamps and 
three lamps’ conditions, Vd becomes larger, and Vs 
becomes smaller. Moreover, it takes longer transient 
time to reach the steady state of TEG voltage as the 
number of load increases. 
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Table 1. Changes in VG as a function of time. 

 
Figure 4 shows changes in load current (IL) as a 

function of time which is the period from the SW2 is 
off state to the steady state current after the SW2 is on. 
In each load condition, IL suddenly increases at the 
moment when the SW2 is on and then gradually drops 
and reaches to the steady state current.  

Table 2 shows the changes in IL as a function of 

time including the maximum load current (Im), the 
steady state load current after the SW2 is on (Is) and 
transient time to reach the steady state load current (Tt) 
in three load conditions; single lamp, two lamps 
connected in parallel, and three lamps connected in 
parallel. It can be seen that as the number of load 
increases, the values of Im, Is and Tt become larger. 

 

(a) Single lamp. 

(b) Two lamps. 

(c) Three lamps. 
Fig. 4. Changes in IL as a function of time. 

 
Table 2. Changes in IL as a function of time. 
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2. METHODOLOGY 
 
2.1 Experimental setup 

In this research, a thermoelectric module (TEM) 
made of Bismuth Telluride (Bi2Te3) was employed. 
The TEM is composed of p-type and n-type 
semiconductors, connected electrically in series and 
thermally in parallel, which are sandwiched by two 
ceramic plates. The ceramic plates are used to 
electrically insulate the electrodes from the metals 
used for the heating and cooling units. A basic 
schematic diagram of the TEM used in this experiment 
is shown in Fig. 1. To improve the performance of a 
cooling system, an air forced cooling system with a fan 
of 3 W was employed. The TEM was heated by a 
heater at low- and middle-temperatures up to 190 °C, 
and a duct enclosed a fan and a heat sink. 

 

Fig. 1. Schematic diagram of TEM. 
 

The EDLC unit used was composed of 6 EDLC 
cells connected in series, and the electrical properties 
of each cell are 2.5 V, 700 F, and 0.7 Wh. An electric 
load was used as a linear resistance and a filament 
lamp of 4.8 V, 0.5 A was used as a non-linear load. 
 
2.2 Experimental procedure 

In the experiment, two kinds of TEG systems were 
employed; one installed with a single TEM as shown 
in Fig. 2 (a), and another installed with the four TEMs 
as shown in Fig. 2(b). In Fig. 2 (b), the left-hand side 
DC/DC converter with MPPT function was developed 
in the previous research5), and another DC/DC 
converter was used to regulate the voltage applied to 
the EDLC unit and load. In both systems, two 
conditions were performed; i.e., without EDLC and 
with EDLC by using SW1. SW2 was used to 
investigate the transient response. The symbol Z 
represents a lamp load. Three kinds of lamp loads were 
installed; one lamp, two lamps connected in parallel, 
and three lamps connected in parallel. Moreover, 
experiments were conducted in case of the circuit 
shown in Fig. 2 (b) by replacing the non-linear load 
with the linear electric load. 
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(b) TEG with DC/DC converters and EDLC. 
Fig. 2. Equivalent circuits of TEG systems. 
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3.1.1 TEG system without EDLC 

Figure 3 shows changes in TEG voltage (VG) and 
load voltage (VL) as a function of time which is the 
period from the SW2 is off state to the steady state 
voltages after the SW2 is on in three kinds of load 
conditions; single lamp, two lamps connected in 
parallel, and three lamps connected in parallel. In each 
load condition, it can be seen that at the moment when 
the SW2 is on, VG suddenly drops and VL suddenly 
increases, and both of the voltages gradually increase 
and reach to the steady state voltages. 

Table 1 shows the changes in TEG voltage (VG) 
as a function of time including the TEG voltage drop 
(Vd), steady state of TEG voltage after the SW2 is on 
(Vs) and transient time to reach the steady state of TEG 
voltage (Tt) in three kinds of load conditions. It can be 
seen that as the number of load increases, on the other 
hand, the resistance value decreases since the loads 
were connected in parallel in cases of two lamps and 
three lamps’ conditions, Vd becomes larger, and Vs 
becomes smaller. Moreover, it takes longer transient 
time to reach the steady state of TEG voltage as the 
number of load increases. 

 
 
 

(a) Single lamp. 
 

(b) Two lamps. 
 

(c) Three lamps. 
Fig. 3. Changes in VG and VL as a function of time. 

 
Table 1. Changes in VG as a function of time. 

 
Figure 4 shows changes in load current (IL) as a 

function of time which is the period from the SW2 is 
off state to the steady state current after the SW2 is on. 
In each load condition, IL suddenly increases at the 
moment when the SW2 is on and then gradually drops 
and reaches to the steady state current.  

Table 2 shows the changes in IL as a function of 

time including the maximum load current (Im), the 
steady state load current after the SW2 is on (Is) and 
transient time to reach the steady state load current (Tt) 
in three load conditions; single lamp, two lamps 
connected in parallel, and three lamps connected in 
parallel. It can be seen that as the number of load 
increases, the values of Im, Is and Tt become larger. 

 

(a) Single lamp. 

(b) Two lamps. 

(c) Three lamps. 
Fig. 4. Changes in IL as a function of time. 

 
Table 2. Changes in IL as a function of time. 
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Figure 5 shows the VL-IL characteristics in three 
load conditions; single lamp, two lamps connected in 
parallel, and three lamps connected in parallel. In each 
of the figures, region A represents the steady state 
conditions of VL and IL before the SW2 is on, and 
followed by region B which is occurred at the moment 
when the SW2 is on and it can be seen that most of the 
noises represented by white circles are occurred during 
the transition period from A to B, and then VL and IL 
gradually reach to the steady state voltage and steady 
state current represented by region C.  

 

(a) Single lamp.     (b) Two lamps. 
 

(c) Three lamps. 
Fig. 5. VL-IL characteristics of TEG system with a single TEM. 
 

Figure 6 shows the load power of the TEG system 
with a single TEM and it can be seen that the 
maximum load power (Pmax) appears at the two lamps 
load condition. 

 

Fig. 6. Load power of TEG system. 
 

3.1.2 TEG system with EDLC 
Figure 7 shows the changes in TEG voltage (VG) 

and load voltage (VL) as a function of time which is the 
period from the SW2 is off state to the steady state 
voltages after the SW2 is on. In each load condition, it 
can be seen that at the moment when the SW2 is on, 
the voltage drop by VG is almost negligible, VL 
suddenly increases and then both VG and VL reach to 
the steady state voltages. 

Table 3 shows the changes in VG as a function of 
time including the TEG voltage drop (Vd), the steady 
state of TEG voltage after the SW2 is on (Vs) and the 
transient time to reach the steady state of TEG voltage 
(Tt) in three load conditions; single lamp, two lamps 
connected in parallel, and three lamps connected in 
parallel. 

It can be seen that by installing EDLC to the TEG 
system, the voltage drops of VG and the transient time 
become almost negligible in comparison to those 
shown in Fig.3 and Table 1. 

 

(a) Single lamp.     (b) Two lamps. 
 

(c) Three lamps. 
Fig. 7. Changes in VG and VL as a function of time. 

 
Table 3. Changes in VG as a function of time. 

 
Figure 8 shows changes in load current (IL), TEG 

current (IG), and EDLC current (IC) as a function of 

time which is the period from the SW2 is off state to 
the steady state currents after the SW2 is on. In each 
load condition, IG and IL suddenly increase at the 
moment when the SW2 is on and then gradually drop 
and reach to the steady state currents. It can be seen 
that the maximum values of IG and IL reach to higher 
value as the number of load increases.  

Table 4 shows the changes in IL as a function of 
time including the maximum load current (Im), the 
steady state load current after the SW2 is on (Is) and 
the transient time to reach the steady state load current 
(Tt) in three load conditions; single lamp, two lamps in 
parallel connection and three lamps in parallel 
connection. It can be seen that as the number of load 
increases, the values of Im, Is and Tt become larger. 

It can also be seen that by installing EDLC to the 
TEG system, the maximum load current (Im) becomes 
larger, and the transient time becomes shorter in all of 
the three load conditions. 

  

      (a) Single lamp. (b) Two lamps.
 

(c) Three lamps. 
Fig. 8. Changes in IL, IG, and IC as a function of time. 

 
Table 4. Changes in IL as a function of time. 

 
Figure 9 shows the VL-IL characteristics in three 

load conditions; single lamp, two lamps connected in 
parallel, and three lamps connected in parallel. In each 
figure, region A represents the steady state conditions 

of VL and IL before the SW2 is on, and followed by 
region B which is occurred at the moment when the 
SW2 is on. It can be seen that the noises represented 
by white circles are occurred during the transition 
period from A to B and they are also occurred until 
around the middle of the regions between B and C, and 
then VL and IL gradually reach to the steady state 
voltage and steady state current represented by region 
C.  

It can be seen that installation of EDLC to the 
TEG system causes many noises than the TEG system 
without installation of EDLC.  

 

        (a) Single lamp.      (b) Two lamps. 

 

(c) Three lamps. 
Fig. 9. VL-IL characteristics of TEG system with a single  

    TEM and EDLC. 
 

Figure 10 shows the load power of the TEG 
system with a single TEM in case of installation with 
EDLC. It can be seen that the load power increases 
considerably as the number of lamps increases 
according to the experimental results obtained up to 
three lamps as the load. 

 

Fig. 10. Load power of TEG system with EDLC. 
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Figure 6 shows the load power of the TEG system 
with a single TEM and it can be seen that the 
maximum load power (Pmax) appears at the two lamps 
load condition. 

 

Fig. 6. Load power of TEG system. 
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state of TEG voltage after the SW2 is on (Vs) and the 
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connected in parallel, and three lamps connected in 
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It can be seen that by installing EDLC to the TEG 
system, the voltage drops of VG and the transient time 
become almost negligible in comparison to those 
shown in Fig.3 and Table 1. 
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time which is the period from the SW2 is off state to 
the steady state currents after the SW2 is on. In each 
load condition, IG and IL suddenly increase at the 
moment when the SW2 is on and then gradually drop 
and reach to the steady state currents. It can be seen 
that the maximum values of IG and IL reach to higher 
value as the number of load increases.  

Table 4 shows the changes in IL as a function of 
time including the maximum load current (Im), the 
steady state load current after the SW2 is on (Is) and 
the transient time to reach the steady state load current 
(Tt) in three load conditions; single lamp, two lamps in 
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connection. It can be seen that as the number of load 
increases, the values of Im, Is and Tt become larger. 

It can also be seen that by installing EDLC to the 
TEG system, the maximum load current (Im) becomes 
larger, and the transient time becomes shorter in all of 
the three load conditions. 
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Fig. 8. Changes in IL, IG, and IC as a function of time. 

 
Table 4. Changes in IL as a function of time. 

 
Figure 9 shows the VL-IL characteristics in three 
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by white circles are occurred during the transition 
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Figure 10 shows the load power of the TEG 
system with a single TEM in case of installation with 
EDLC. It can be seen that the load power increases 
considerably as the number of lamps increases 
according to the experimental results obtained up to 
three lamps as the load. 

 

Fig. 10. Load power of TEG system with EDLC. 
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3.2 TEG system with four TEMs and DC/DC 
converters 

 
3.2.1 TEG system with a linear electric load in 

case of without EDLC 
The experiments on the TEG system with four 

TEMs and DC/DC converters were conducted by 
employing a linear electric load. As it was mentioned 
in Section 2.1, one of the DC/DC converters is to track 
the maximum power of four TEMs and another 
DC/DC converter is to regulate the output voltage so 
that it can meet the rated voltage of the load.  

Figure 11 shows the characteristics of PL, VL, IL 
and ΔT of TEM-1 (the temperature difference of TEM-
1 could only be measured during the experiment, and 
it has almost the same ΔT value as of TEM-2, TEM-3 
and TEM-4) as a function of load resistance RL. Figure 
12 shows the PL, VL and IL characteristics extracted 
from Fig. 11. It can be seen that the ΔT of TEM-1 is 
almost stable, the VL increases and the IL decreases as 
the load resistance value increases but the 
characteristics of VL and IL are non-linear although a 
linear electric load was employed. The maximum load 
power Pmax = 0.5 W appears at the load resistance RL 
= 399 Ω. 

 

Fig. 11. Characteristics of PL, VL, IL and ΔT as a function of 
RL in case of TEG with DC/DC converters. 
 

Fig. 12. PL, VL and IL characteristics of TEG with 
  DC/DC converters. 

3.2.2 TEG system with a linear electric load in 
case of installation with EDLC  

Figure 13 shows the characteristics of PL, VL, IL 
and ΔT of TEM-1 (the temperature difference of TEM-
1 could only be measured during the experiment, and 
it has almost the same ΔT value as of TEM-2, TEM-3 
and TEM-4) as a function of load resistance RL. Figure 
14 shows the PL, VL and IL characteristics extracted 
from Fig. 13. It can be seen that the ΔT of TEM-1 is 
almost stable, the VL increases and the IL decreases as 
the load resistance value increases but the 
characteristics of VL and IL are non-linear although a 
linear electric load was employed. The maximum load 
power Pmax = 5.6 W appears at load resistance RL = 4.7 
Ω.  

It can also be seen that installation of EDLC to 
the TEG system with four TEMs and DC/DC 
converters increases the maximum load power at 
proper load resistance value. 

 

Fig. 13. Characteristics of PL, VL, IL and ΔT as a function of  
RL in case of TEG with DC/DC converters and EDLC. 
 

Fig. 14. PL, VL and IL characteristics of TEG with  
  DC/DC converters and EDLC. 
 
 
 

3.2.3 TEG system with non-linear loads in case 
of without EDLC 

The experiments on the TEG system with four 
TEMs and DC/DC converters were conducted in 
transient state of voltage and current by using a 
filament electric lamp as a non-linear load where three 
kinds of load were employed; single lamp, two lamps 
connected in parallel, and three lamps connected in 
parallel. As it was mentioned in Section 2.1, one of the 
DC/DC converters was employed to track the 
maximum power of four TEMs and another DC/DC 
converter was employed to regulate the output voltage 
to meet the rated voltages of EDLC and of the load. 

Figure 15 shows the changes in load voltage (VL) 
as a function of time which is the period from the SW2 
is off state to the steady load voltage state of after the 
SW2 is on. It can be seen that in each load condition 
at the moment when the SW2 is on, VL increases up to 
a certain voltage and reaches to the steady state of load 
voltage. However, after a short period of that steady 
state voltage, VL becomes suddenly drop and new 
steady state voltage appears again.  

 

Fig. 15. Changes in VL as a function of time. 
 

Figure 16 shows the changes in load current (IL) 
as a function of time. It can be seen that in each load 
condition, IL suddenly increases at the moment when 
the SW2 is on and then gradually drops and reaches to 
the steady state current. However, after a short period 
of that steady state current, IL becomes suddenly drop 
and new steady state current appears again. 
 

Fig. 16. Changes in IL as a function of time. 

Figure 17 shows the VL-IL characteristics in three 
load conditions; single lamp, two lamps connected in 
parallel, and three lamps connected in parallel. In each 
figure, region A represents the steady state conditions 
of VL and IL before the SW2 is on, and followed by 
region B which appears at the moment when the SW2 
is on, and then VL and IL gradually reach to the steady 
state voltage and steady state current represented by 
region C. However, after those steady state voltage and 
steady state current, load voltage drop and load current 
drop are occurred and gradually reach to a new 
phenomenon of steady load voltage and of steady load 
current appear again which is represented by the 
region D. It can be seen that the noises represented by 
small black spots are occurred during the transition 
period from A to B, and the period from B to C and 
also from C to D.  

Therefore, installation of DC/DC converters to 
the TEG system causes many noises and new 
phenomenon of steady state load voltage and of load 
current which happens after the load voltage drop and 
load current drop is occurred. 

 

  (a) Single lamp.      (b) Two lamps. 
 

(c) Three lamps. 
Fig. 17. VL-IL characteristics of TEG system with four 

 TEMs and DC/DC converters. 
 
3.2.4 TEG system with non-linear loads in case 

of installation with EDLC  
Figure 18 shows the changes in voltages as a 

function of time in case of installation with EDLC to 
the TEG system with four TEMs and DC/DC 
converters. Figure 18 (a) shows changes in output 
voltage of DC/DC converter (VDC) as a function of 
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3.2 TEG system with four TEMs and DC/DC 
converters 

 
3.2.1 TEG system with a linear electric load in 

case of without EDLC 
The experiments on the TEG system with four 

TEMs and DC/DC converters were conducted by 
employing a linear electric load. As it was mentioned 
in Section 2.1, one of the DC/DC converters is to track 
the maximum power of four TEMs and another 
DC/DC converter is to regulate the output voltage so 
that it can meet the rated voltage of the load.  

Figure 11 shows the characteristics of PL, VL, IL 
and ΔT of TEM-1 (the temperature difference of TEM-
1 could only be measured during the experiment, and 
it has almost the same ΔT value as of TEM-2, TEM-3 
and TEM-4) as a function of load resistance RL. Figure 
12 shows the PL, VL and IL characteristics extracted 
from Fig. 11. It can be seen that the ΔT of TEM-1 is 
almost stable, the VL increases and the IL decreases as 
the load resistance value increases but the 
characteristics of VL and IL are non-linear although a 
linear electric load was employed. The maximum load 
power Pmax = 0.5 W appears at the load resistance RL 
= 399 Ω. 
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RL in case of TEG with DC/DC converters. 
 

Fig. 12. PL, VL and IL characteristics of TEG with 
  DC/DC converters. 

3.2.2 TEG system with a linear electric load in 
case of installation with EDLC  

Figure 13 shows the characteristics of PL, VL, IL 
and ΔT of TEM-1 (the temperature difference of TEM-
1 could only be measured during the experiment, and 
it has almost the same ΔT value as of TEM-2, TEM-3 
and TEM-4) as a function of load resistance RL. Figure 
14 shows the PL, VL and IL characteristics extracted 
from Fig. 13. It can be seen that the ΔT of TEM-1 is 
almost stable, the VL increases and the IL decreases as 
the load resistance value increases but the 
characteristics of VL and IL are non-linear although a 
linear electric load was employed. The maximum load 
power Pmax = 5.6 W appears at load resistance RL = 4.7 
Ω.  

It can also be seen that installation of EDLC to 
the TEG system with four TEMs and DC/DC 
converters increases the maximum load power at 
proper load resistance value. 

 

Fig. 13. Characteristics of PL, VL, IL and ΔT as a function of  
RL in case of TEG with DC/DC converters and EDLC. 
 

Fig. 14. PL, VL and IL characteristics of TEG with  
  DC/DC converters and EDLC. 
 
 
 

3.2.3 TEG system with non-linear loads in case 
of without EDLC 

The experiments on the TEG system with four 
TEMs and DC/DC converters were conducted in 
transient state of voltage and current by using a 
filament electric lamp as a non-linear load where three 
kinds of load were employed; single lamp, two lamps 
connected in parallel, and three lamps connected in 
parallel. As it was mentioned in Section 2.1, one of the 
DC/DC converters was employed to track the 
maximum power of four TEMs and another DC/DC 
converter was employed to regulate the output voltage 
to meet the rated voltages of EDLC and of the load. 

Figure 15 shows the changes in load voltage (VL) 
as a function of time which is the period from the SW2 
is off state to the steady load voltage state of after the 
SW2 is on. It can be seen that in each load condition 
at the moment when the SW2 is on, VL increases up to 
a certain voltage and reaches to the steady state of load 
voltage. However, after a short period of that steady 
state voltage, VL becomes suddenly drop and new 
steady state voltage appears again.  

 

Fig. 15. Changes in VL as a function of time. 
 

Figure 16 shows the changes in load current (IL) 
as a function of time. It can be seen that in each load 
condition, IL suddenly increases at the moment when 
the SW2 is on and then gradually drops and reaches to 
the steady state current. However, after a short period 
of that steady state current, IL becomes suddenly drop 
and new steady state current appears again. 
 

Fig. 16. Changes in IL as a function of time. 

Figure 17 shows the VL-IL characteristics in three 
load conditions; single lamp, two lamps connected in 
parallel, and three lamps connected in parallel. In each 
figure, region A represents the steady state conditions 
of VL and IL before the SW2 is on, and followed by 
region B which appears at the moment when the SW2 
is on, and then VL and IL gradually reach to the steady 
state voltage and steady state current represented by 
region C. However, after those steady state voltage and 
steady state current, load voltage drop and load current 
drop are occurred and gradually reach to a new 
phenomenon of steady load voltage and of steady load 
current appear again which is represented by the 
region D. It can be seen that the noises represented by 
small black spots are occurred during the transition 
period from A to B, and the period from B to C and 
also from C to D.  

Therefore, installation of DC/DC converters to 
the TEG system causes many noises and new 
phenomenon of steady state load voltage and of load 
current which happens after the load voltage drop and 
load current drop is occurred. 

 

  (a) Single lamp.      (b) Two lamps. 
 

(c) Three lamps. 
Fig. 17. VL-IL characteristics of TEG system with four 

 TEMs and DC/DC converters. 
 
3.2.4 TEG system with non-linear loads in case 

of installation with EDLC  
Figure 18 shows the changes in voltages as a 

function of time in case of installation with EDLC to 
the TEG system with four TEMs and DC/DC 
converters. Figure 18 (a) shows changes in output 
voltage of DC/DC converter (VDC) as a function of 
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time, Fig. 18 (b) shows changes in EDLC voltage (VC) 
as a function of time and Fig. 18 (c) shows changes in 
load voltage (VL) as a function of time.  

It can be seen that by installing EDLC to the TEG 
system with DC/DC converters, there is no load 
voltage drop after a short period of steady state 
voltages as in the case of without EDLC shown in 
Fig.15. 

 

(a) Changes in VDC as    (b) Changes in VC as 
      a function of time.       a function of time. 
 

(c) Changes in VL as a function of time. 
Fig. 18. Changes in voltages as a function of time in case of  

TEG system with DC/DC converters and EDLC. 
 

Figure 19 shows changes in currents as a function 
of time in case of installation with EDLC to the TEG 
system with four TEMs and DC/DC converters. Figure 
19 (a) shows changes in output current of DC/DC 
converter (IDC) as a function of time, Fig. 19 (b) shows 
changes in EDLC current (IC) as a function of time and 
Fig. 19 (c) shows changes in load current (IL) as a 
function of time.  

IDC, IC and IL suddenly increase at the moment 
when the SW2 is on, and gradually reach to the steady 
state currents. However, after a short period of those 
steady state currents, IDC drop occurs again while IC 
increases. Because the current drop by IDC is recovered 
by IC, there is no more load current drop after the 
steady state of load current.  

In comparison to the load current of the TEG 
system with four TEMs and DC/DC converters 
without EDLC as shown in Fig. 16, there is no more 
load current drop after a short period of steady state 
current by installing EDLC. 

 
 
 

(a) Changes in IDC as    (b) Changes in IC as  
   a function of time.      a function of time. 

 

(c) Changes in IL as a function of time. 
Fig. 19. Changes in currents as a function of time in case of 

TEG system with DC/DC converters and EDLC. 
 
Figure 20 shows the characteristics of VL-IL in 

case of TEG system with four TEMs, DC/DC 
converters and EDLC. In each figure, region A 
represents the steady state conditions of VL and IL 
before the SW2 is on, and followed by region B which 
is occurred at the moment when the SW2 is on, and 
then VL and IL gradually reach to the steady state 
voltage and steady state current represented by region 
C. It can be seen that the noises represented by small 
black spots are occurred during the transition period 
from A to B, and the period from B to C. 

In comparison to the TEG system without EDLC 
as shown in Fig. 17, there are no load voltage drop and 
load current drop after the steady states of load voltage 
and load current after SW2 in on. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (a) Single lamp.       (b) Two lamps.

 

(c) Three lamps. 
Fig. 20. VL-IL characteristics of TEG system with  

    DC/DC converters and EDLC. 
 

4. CONCLUSION 
 
In this research, experiments were conducted 

upon two kinds of TEG systems; TEG system with 
only a single TEM, and another TEG system with four 
TEMs and DC/DC converters. EDLC unit was 
installed to both of the TEG systems and transient 
responses were examined in each condition of without 
EDLC and with EDLC by using a filament lamp (non-
linear load). Moreover, experiments with linear 
electric load were also conducted on the TEG system 
with four TEMs and DC/DC converters in case of 
without EDLC and with EDLC.  

The major results obtained from this work can be 
summarized as follows: 
1) TEG system with only a single TEM has large 

transient response time of voltage and of current, 
and large value of TEG voltage drop is occurred 
during the transient period. 

2) Installation of EDLC to the TEG system with 
only a single TEM significantly reduces the 
transient response time of voltage and of current. 
Moreover, it also reduces TEG voltage drop 
which occurred during the transient period. 

3) In case of TEG system with four TEMs and 
DC/DC converters, the load voltage and the load 
current suddenly drop after a short period of the 
steady states of load voltage and load current. 
And right after those drops, new phenomena of 
steady state load voltage and of steady state load 
current are occurred. 

4) There are no load voltage drop and no load 
current drop after the steady state voltage and 
steady state current in case of installation with 
EDLC to the TEG system with four TEMs and 
DC/DC converters. 

5) EDLC increases the maximum power at proper 
load. 
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油入変圧器診断用 TEVセンサの最適配置の検討 
 

森 航 a)・迫田 達也 b)

 
Optimal arrangement of TEV sensors for diagnosing oil-filled 

transformer 
 

Wataru MORI and Tatsuya SAKODA 
 

Abstract 
 

    One of insulation deterioration diagnostic techniques of oil-filled transformers is to detect partial discharge (PD) 
which is a precursory phenomenon of dielectric breakdown.We now focus on a transient earth voltage (TEV) sonsor 
for measuing the PDs in oil-filled transformers. The radiating electromagnetic waves from a PD source induces the 
surface current and forms a pulse-like voltage variation on the tank surface of an oil-filled transformer. The TEV 
sensor mounted on the tank measures the voltage variation. The tank functions as a receiver of electromagnetic 
waves, and therefore the relative positional relationships between a PD source and a TEV sensor may strongly 
influence on the measurement accuracy.  

We carryied out numerical analyses of the current density, induced by electromagnetic wave on the tank surface 
of oil-filled transormer, by using he general-purpose physics simulation software COMSOL Multiphysics. Based on 
the results, we evaluated the optimal arrangement of TEV sensors.  

 
Keywords:  Transformer, Partial Discharge, TEV Sensor, Electromagnetic Field Simulation 

 
 まえがき

現在，電力設備の高経年化が進んでいる。例えば，特別

高圧油入変圧器では，稼働期間が 30年を超すものが増加
しつつある。稼働期間が長い変圧器では，絶縁材料として

用いられる絶縁油や絶縁紙が自然に劣化し，耐電圧強度や

機械的強度が低下する。そのため，障害や事故の未然防止

が重要となり，変圧器の異常や絶縁劣化の診断技術の向上

が望まれている。また，変圧器の保守費用削減や稼働効率

向上の観点から，活線下において変圧器の異常や絶縁劣化

が診断できる技術が求められている。その診断技術の一つ

に，絶縁破壊の予兆現象である部分放電 (Partial 
Discharge:PD)を検出する方法がある。 
著者等は，PDの検出に TEVセンサ（筐体表面に誘導さ

れる電流計測）の使用を検討している。TEV センサを用
いて変圧器筐体内で発生した PDを計測する際，TEVセン
サを診断対象の筐体に設置し，誘導電流を計測する。診断

対象である 22kV用油入変圧器の側面積は 10 m2以上もあ

り，PDの計測には複数のセンサを要する。また，TEVセ
ンサの設置箇所が誘導電流の流れにくい箇所であった場

合，PDの検知を逃してしまう可能性もある。診断により
絶縁破壊の予兆を迅速にかつ確実に検知するため，前述し

たような計測コストや，計測ミス等のリスクは低減しなけ

ればならない。そのためには，予め TEV センサの設置箇
所を，すなわち筐体表面に誘導される電流が顕著に現れる

箇所を明らかにしておくことが望ましい。 
本研究では，汎用物理シミュレーションソフト 

COMSOL Multiphysicsを用い，劣化診断対象である 22 kV
用油入変圧器を模擬した計算モデルを作成し，筐体内で発

生した PDに起因する電磁波の時間領域計算を行った。す
なわち，電磁波が筐体内壁に到達後，筐体表面に誘導され

る電流密度の分布を計算した。同計算結果より得られた電

流密度が高くなる範囲を基に，TEV センサの最適配置箇
所を検討した。 
 

 シミュレーション方法

図 1に計算モデルの概要を示す。図 1(a)はモデルの外観
を示しており，図 1(b)はコイル巻線部に設定した変圧器外
壁上の表面電流の励振源，すなわち PD設定箇所を示して
いる。ここではコイル巻線部における PD発生を想定し，
合計 10箇所の励振源を設定した。なお，励振源は幅 1mm， 
高さ 1mm， 長さ 200mmの銅線 2本で構成されており， 銅
線の中央部（100mm）に線間電圧に相当する電圧が 9Vで， 
高さ 1mm，幅 1mmの面を設けている。 
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(a) 外観 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 励振源設定箇所一覧 
図 1. 計算モデルの概要. 

 
この面に電圧がかかることで銅線に電流が流れ，銅線に流

れた電流により電磁波が励振される。支配方程式は時間領

域におけるマクスウェルの方程式であり，自由度数は励振

源 1の場合 1，521，914である。メッシュ構造は全て四面
体で構成されており，励振源 1の計算モデルの場合，四面
体による分割数は 229871 である。計算時間は PDの 1波
長に相当する 20 nsを想定し，20 ns間を 1 ns刻みで計算
した。放電箇所の数（10 箇所）だけ得られるシミュレー
ション結果を積算することで，複数の放電箇所を想定した

場合の高電流密度範囲を導出し，TEV センサの最適配置
の指標とした。また，励振源別の高さによる最大電流密度

の値も最適配置の判断基準とした。 
 
 シミュレーション結果・検討
図2に励振源 1に設定した場合の筐体表面における電流

密度の経時変化（1 ns ~ 4 ns）を示す。最大電流密度 6A/
㎡を最大値の赤色に設定し，電流密度が推移する様子を表

示している。最大値は約 20A / m2であるが，伝搬する様子

を明示するため， 最大値となる範囲を 6A / m2に限定して

いる。励振源付近を中心に放射状に誘導電流が流れてい

る。これは励振源 2 ~ 10においても同じ傾向であった。 
図 3に，筐体表面の 4面（正面，背面，右側面，左側面）

における電流密度の集中範囲を示す。なお，同図の結果は，

励振源 10箇所について計算し，得られた 10個の結果を積
算したものである。赤色で表示した範囲は，6A / m2を閾

値とした。全ての筐体表面において，電流密度は面の中央

部で高くなる傾向を確認できる。また，表面積の大きな正

面，背面よりも，表面積の小さな右側面，左側面の方が電

流密度が高い傾向が確認された。 
図 4(a)に励振源 1，2，3で計算した場合の最大誘導電流
密度の比較，図 4(b)に励振源 4，5，6で計算した場合の最
大電流密度の比較を示す。 最大誘導電流密度は正面，背
面，右側面，左側面の 4面を合わせた範囲より算出した。
図 4(a)より励振源 3，1，2 の順で電流密度が大きく，図
4(b)より励振源 5，6，4の順で電流密度が大きい結果とな
った。2つの結果より，最も高い位置に設定した励振源 1，
4 よりも低い位置に設定した励振源 2，3，5，6 の場合の
最大電流密度の方が大きいことから，PDが発生する位置
が低い（筐体底面に近い）位置にあるほど筐体表面に誘導

される電流が大きくなる傾向があると考えられる。 
以上の結果より， TEVセンサは筐体表面の辺周りを避
けた，表面積の小さな面の中央部に対し設置，かつ筐体表

面に対する設置数を上部＞下部とすることが最適である

と考えられる。 
 

1ns                         2ns

3ns                       4ns  
 
図 2.  筐体表面における電流密度の経時変化. 

 
 
 

  

 
 
 

 
(a) 正面 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 背面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) 右側面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) 左側面 
図 3. 筐体表面における電流密度集中範囲.
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 まとめ
TEV センサを活用した油入変圧器の異常や絶縁劣化の
診断技術の向上を目指し，油入変圧器内で発生した PDに
よって変圧器外壁に誘導される表面電流密度分布を計算

した。この結果に基づき，TEV センサの最適配置を検討
した。その結果，TEV センサは筐体表面の辺周りを避
けた，表面積の小さな面の中央部に対し設置し，且つ

変圧器外壁におけるTEVセンサの設置数は上部＞下部
とすることが望ましいことを明らかにした。
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図 1. 計算モデルの概要. 
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   The purpose of this study is to investigate the basic performance of a twin screw expander (TSE) by full-load 

test using compressed air, and then to consider construction of an Organic Rankine Cycle (ORC) system using TSE. 
The TSE used in this study is Oil-lubricated type, and an oil circulation line is necessary. Therefore, oil separate and 
circulate devices are manufactured. The influence of Ratio of the oil flow rate to the compressed air flow rate (O/A) 
on the performance of the TSE was investigated and the optimum O/A is 0.001. As a result, it was found that the 
peak of the brake power shifted to the high rotation side with the increase of the supply pressure, the brake power 
increases with increasing the supply pressure and the brake thermal efficiency and the engine efficiency were 
unchanged. In order to get the best performance, the TSE should be operated on optimum speed where the 
maximum brake thermal efficiency at each supply pressure. 
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はじめに

 
回転容積型の流体機械であるツインスクリュ膨張機

（Twin Screw Expander，TSE）を原動機とした発電システ

ムは，一般的な蒸気タービンを原動機に用いる蒸気発電シ

ステムと比較して，中低温域でのエネルギ変換効率が高い，

機械的なメンテナンス性に優れる，優れた静音性や小型な

構造により小規模発電に適する等の優位性を持つ．TSE
はそれらの特性により，温泉や工場の排熱利用などの中低

温熱利用に適するとして注目されている原動機である．ま

た，作動媒体に水より低沸点の有機媒体を用いたランキン

サイクルであるオーガニックランキンサイクル（Organic 
Rankine Cycle，ORC）システムは，欧州を中心に実用化が

進められている発電システムであり，中低温熱利用に高い

適正を持つ TSE との相性が良いことが知られている．し

かし TSE を原動機に用いたORC システムについての実験

的な研究例は少ない． 
本学に設置されているビームダウン式太陽集光装置を

用いた太陽熱発電に関する研究を行っている．太陽熱発電 
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 工学科機械知能工学プログラム助教  

c) 工学科機械知能工学プログラム教授 

d) 工学部教育研究支援技術センター技術専門員 

e) 工学専攻機械・情報系コース大学院生(現職 宮崎市消防局) 

とは太陽光を集光して得られた熱エネルギを用いて蒸気

を生成し，タービンなどの原動機を駆動することによって，

発電を行うシステムである．鈴木 1)は，TSE を太陽熱発電

の原動機として使用するという観点から，既存のスクリュ

圧縮機を圧縮空気で駆動するスクリュ膨張機に改造し，負

荷試験を行うためのシステムの構築や，TSE の基本的な性

能評価を行った．使用した TSE は潤滑やシーリングのた

めにオイルの供給が必要であり，オイルミストが空気に混

じり排出されるため，オイルミストを捕集し循環させるた

めにオイル循環経路を構築した．しかし，オイルの捕集量

が十分でなく，またミストトラップ用のフィルタによって

背圧が上がってしまうという問題があり改善が必要で

あった．TSE の基本的な性能試験では，回転数の増加に比

例してトルクは減少するが，軸出力はピークがあることを

明らかにし，供給圧力を高くするとピークが高回転側にシ

フトする傾向も確認された．しかし TSE を原動機にした

ORC システムを構築する優位性については述べているも

のの，具体的な検討には至っていない． 
本研究では，従来の研究においてオイルミストの捕集

量や背圧の上昇という問題のあったオイル循環経路を改

良し，圧縮空気により駆動して全負荷試験を行うことで

TSE の基本的な性能を調査すること，TSE を用いた ORC
システムを構築するための検討を行うことを目的とす

る． 

82 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



  

ツインスクリュ膨張機によるオーガニックランキンサイクルの

検討 
 

山中 凌汰 a)・友松 重樹 b)・長瀬 慶紀 c)・木村 正寿 d)・長友 亮太 e) 

 
Study of Organic Rankine Cycle with Twin Screw Expander 

 

Ryota YAMANAKA, Shigeki TOMOMATSU, Yoshinori NAGASE, Masatoshi KIMURA, 
Ryota NAGATOMO 

 
Abstract 

 
   The purpose of this study is to investigate the basic performance of a twin screw expander (TSE) by full-load 

test using compressed air, and then to consider construction of an Organic Rankine Cycle (ORC) system using TSE. 
The TSE used in this study is Oil-lubricated type, and an oil circulation line is necessary. Therefore, oil separate and 
circulate devices are manufactured. The influence of Ratio of the oil flow rate to the compressed air flow rate (O/A) 
on the performance of the TSE was investigated and the optimum O/A is 0.001. As a result, it was found that the 
peak of the brake power shifted to the high rotation side with the increase of the supply pressure, the brake power 
increases with increasing the supply pressure and the brake thermal efficiency and the engine efficiency were 
unchanged. In order to get the best performance, the TSE should be operated on optimum speed where the 
maximum brake thermal efficiency at each supply pressure. 

 
Keywords:  Twin screw expander, Organic rankine cycle 

 

はじめに

 
回転容積型の流体機械であるツインスクリュ膨張機

（Twin Screw Expander，TSE）を原動機とした発電システ

ムは，一般的な蒸気タービンを原動機に用いる蒸気発電シ

ステムと比較して，中低温域でのエネルギ変換効率が高い，

機械的なメンテナンス性に優れる，優れた静音性や小型な

構造により小規模発電に適する等の優位性を持つ．TSE
はそれらの特性により，温泉や工場の排熱利用などの中低

温熱利用に適するとして注目されている原動機である．ま

た，作動媒体に水より低沸点の有機媒体を用いたランキン

サイクルであるオーガニックランキンサイクル（Organic 
Rankine Cycle，ORC）システムは，欧州を中心に実用化が

進められている発電システムであり，中低温熱利用に高い

適正を持つ TSE との相性が良いことが知られている．し

かし TSE を原動機に用いたORC システムについての実験

的な研究例は少ない． 
本学に設置されているビームダウン式太陽集光装置を

用いた太陽熱発電に関する研究を行っている．太陽熱発電 
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 工学科機械知能工学プログラム助教  

c) 工学科機械知能工学プログラム教授 

d) 工学部教育研究支援技術センター技術専門員 

e) 工学専攻機械・情報系コース大学院生(現職 宮崎市消防局) 

とは太陽光を集光して得られた熱エネルギを用いて蒸気

を生成し，タービンなどの原動機を駆動することによって，

発電を行うシステムである．鈴木 1)は，TSE を太陽熱発電

の原動機として使用するという観点から，既存のスクリュ

圧縮機を圧縮空気で駆動するスクリュ膨張機に改造し，負

荷試験を行うためのシステムの構築や，TSE の基本的な性

能評価を行った．使用した TSE は潤滑やシーリングのた

めにオイルの供給が必要であり，オイルミストが空気に混

じり排出されるため，オイルミストを捕集し循環させるた

めにオイル循環経路を構築した．しかし，オイルの捕集量

が十分でなく，またミストトラップ用のフィルタによって

背圧が上がってしまうという問題があり改善が必要で

あった．TSE の基本的な性能試験では，回転数の増加に比

例してトルクは減少するが，軸出力はピークがあることを

明らかにし，供給圧力を高くするとピークが高回転側にシ

フトする傾向も確認された．しかし TSE を原動機にした

ORC システムを構築する優位性については述べているも

のの，具体的な検討には至っていない． 
本研究では，従来の研究においてオイルミストの捕集

量や背圧の上昇という問題のあったオイル循環経路を改

良し，圧縮空気により駆動して全負荷試験を行うことで

TSE の基本的な性能を調査すること，TSE を用いた ORC
システムを構築するための検討を行うことを目的とす

る． 

ツインスクリュ膨張機によるオーガニックランキンサイクルの検討 83



  

実験装置

スクリュ膨張機 
スクリュ膨張機は，給気・膨張・排気の各行程を 1 組の

作動室（雄ロータ，雌ロータ，ケーシングで形成される歯

溝空間）で行う．図 1 に作動室の膨張行程の模式図を示す．

作動室ごとに圧力が異なり，高圧域と膨張後の低圧域との

圧力差が各ロータの受圧面に生じ，この圧力差に対応した

回転トルクがロータに働くことで互いのロータは反対方

向に回転させられる．そしてロータのかみ合いが連続的に

生じ，一連の膨張行程が繰り返されることによって動力が

発生する 2)．スクリュ膨張機の損失には，作動流体の内部

漏えいによる漏えい損失，作動流体の膨張機内流れに伴う

流動損失，軸受けや減速機等による機械損失等が存在する
3) 4)．圧縮空気駆動のスクリュ膨張機の熱勘定ついて，図 2
のように表すことができる． 
本研究では，圧縮空気で駆動するスクリュ膨張機の入力

エネルギを，膨張機入口で圧縮空気が持つ有効エネルギに

相当するものとし，空気圧パワー と定義した．空気

圧パワーとは，大気の温度や圧力の状態を基準にとり，そ

れらに対して相対的なエネルギを定義したもので，圧縮空

気から取り出して有効仕事に変換できるエネルギを表す．

この空気圧パワーが内燃機関でいうところの発熱量に相

当するものと考え，膨張機の基本性能評価の 1 つとして  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Expansion stroke of TSE 

 

Fig.2 Heat balance of TSE 
 

用いた．その理論計算は次の式 5)によって行われる． 
 

    (1) 
 

ただし， は大気の絶対圧力， は給気体積流量，

は圧縮空気の絶対圧力， は空気の比熱比， は

圧縮空気の絶対温度， は大気の絶対温度である．一方，

スクリュ膨張機に供給された給気体積流量 の圧縮

空気が，給気圧力 から排気圧力 まで断熱膨張し

たとき得られる動力は，断熱動力 として次式で定

義する 3)． 
(2) 

 
また，軸出力 と空気圧パワー の比を正味熱効率

とし次式で求めた． 

最後に，軸出力と断熱動力の比を機関効率 と定義し次

式で求めた． 
(4) 

スクリュ膨張機の性能試験装置

本研究で使用するスクリュ膨張機は，市販のツインスク

リュ圧縮機 (KOBELCO 製)をベースとして改造を行った

ものを用いた．実験装置全体の概略図を図 3 に示す．本実

験装置は大きく圧縮空気の供給経路，オイルの供給経路，

膨張機出口後の気液分離部の 3 つに分かれている．コンプ

レッサから供給された圧縮空気はリザーバタンクに貯め

られる．その後，レギュレータで圧力が調整され，マスフ

ローメータで流量を測定した後に，サージタンクに流入す

る．その後，加温部で給気温度の調節が行われ，膨張機に

流入する． 
圧縮空気と混合して膨張機へと供給するオイルは，オイ

ルタンク内に溜められており，オイルポンプによって供給

が行われる．空気と混合する管路の直前に流量計を設置し 

 

Fig.3 Schematic diagram of the experimental device 

  

ている．この流量計はオイルが 0.01 L 流れる毎に 1 パル

スを発信する機能が備わっており，このパルスを瞬時体積

流量に換算して LCD に表示できるようにしている．安定

して測定できる最小流量は 0.05 L/min であり，体積流量の

測定精度は，0.05～1.00 L/min の範囲において±0.01 L/min
の範囲内に収まることがわかった．膨張機の出力軸はトル

ク検出器，発電機に接続されており，発電機によって負荷

をかけ，回転数とトルクの計測を行っている． 
 

オイル循環経路 
空気とオイルミストを分離しオイルを循環させるため

に，サイクロン分離機，オイルミストフィルタを設計・製

作した．オイル循環経路の概略図を図 4 に示す．膨張機よ

り排出された空気中の粒径の大きいオイルミストは，サイ

クロン分離機によって分離される．サイクロン分離機とは，

流れを円筒の円周方向から流入させることによって，流れ

の中の粒子を遠心力によって壁面に衝突させ，重力によっ

て落下させる装置である．遠心力を大きくしサイクロン分

離の効果を高めるには，円筒半径を小さくし，流れの流速

を大きくすればよい．製作したサイクロン分離機では，流

入口部分にアルミブロックを用いて流入口径を細くする

ことによって流速を大きくした．流入口は，いくつかの流

入口径で分離効果と背圧への影響の確認を予備実験で行

い，分離効果が高く背圧への影響が少ない大きさを検討し

た．製作したサイクロン分離機は，流入口径 13 mm，円筒

には内径 67 mm の塩ビ管を用いており，理論的 6)に過去

の研究で製作したサイクロン分離機の約 57 倍の遠心力を

得られる．サイクロン分離機後の空気と微小なオイルミス

トはオイルタンク上部の経路よりオイルミストフィルタ

へと送られる．オイルミストフィルタは，長いストレーナ

管にウレタンスポンジを巻き付ける構造にすることで表

面積を広くして通気抵抗を下げ，背圧の上昇を抑える設計

となっている．フィルタによって捕集されたオイルは，

フィルタ下部に貯まり，バルブから定期的に取り出す．空

気はそのままフィルタ上部の経路より大気開放される．オ

イルの供給量はオイルフィルタ後のニードルバルブの開

度によって調整を行う．この際オイルの供給圧力はリター

ン管路に設置しているニードルバルブによって調整する． 
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実験方法

最適なオイル流量調査の実験方法

本研究に用いたスクリュ膨張機は，潤滑と作動室のシー

ルのためにオイルの供給が必要であり，作動流体である圧

縮空気の流量に対するオイルの流量の比率が膨張機の性

能に影響することは，実験的に明らかであった．基本性能

調査で膨張機の性能を検討するために，まずはオイルの流

量が膨張機の性能に及ぼす影響について調べ，適切な条件

を検討する必要がある．本研究ではスクリュ膨張機に流入

する空気とオイルの体積流量の比を表すパラメータを，空

気体積流量に対するオイル体積流量の比率（O/A）として

以下のように定義した．

 

 

 

表 1 に実験条件を示す．各供給圧力と回転数毎の運転条

件に対して，自作した瞬時体積流量計の調整可能な最小流

量である 0.05 L/min と O/A を 0.001～0.007 まで 0.002 毎の

5 条件を実験条件とした．また，各条件で 3 回ずつ実験を

行った． 
 

Table.1 Experimental conditions 

Supply pressure [MPaG] 0.3 0.4

Engine speed [rpm] 500 ~ 2500 500 ~ 1500

O/A
Minimum oil flow rate and 0.001 ~ 

0.007  Every 0.002 

基本性能調査の実験方法  
基本性能調査では回転数，供給圧力をパラメータにとっ

て軸出力や効率の変化を調査する．表 2 に実験条件を示す．

最適なオイル流量調査の実験結果よりO/A = 0.001 とした．

供給圧力の調整はレギュレータによって行い，回転数の調

整は，電子負荷装置で発電機の負荷を調節した．回転数は，

設定条件に対して±1 ％以下の誤差を含む．また，実験回

数は 2 回とした. 
 

Table.2 Experimental conditions 

Supply pressure [MPaG] 0.3 0.4

Engine speed [rpm]
500 ~ 2500 

Every 500 rpm

O/A 0.001 

(5) 
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実験装置

スクリュ膨張機 
スクリュ膨張機は，給気・膨張・排気の各行程を 1 組の

作動室（雄ロータ，雌ロータ，ケーシングで形成される歯

溝空間）で行う．図 1 に作動室の膨張行程の模式図を示す．

作動室ごとに圧力が異なり，高圧域と膨張後の低圧域との

圧力差が各ロータの受圧面に生じ，この圧力差に対応した

回転トルクがロータに働くことで互いのロータは反対方

向に回転させられる．そしてロータのかみ合いが連続的に

生じ，一連の膨張行程が繰り返されることによって動力が

発生する 2)．スクリュ膨張機の損失には，作動流体の内部

漏えいによる漏えい損失，作動流体の膨張機内流れに伴う

流動損失，軸受けや減速機等による機械損失等が存在する
3) 4)．圧縮空気駆動のスクリュ膨張機の熱勘定ついて，図 2
のように表すことができる． 
本研究では，圧縮空気で駆動するスクリュ膨張機の入力

エネルギを，膨張機入口で圧縮空気が持つ有効エネルギに

相当するものとし，空気圧パワー と定義した．空気

圧パワーとは，大気の温度や圧力の状態を基準にとり，そ

れらに対して相対的なエネルギを定義したもので，圧縮空

気から取り出して有効仕事に変換できるエネルギを表す．

この空気圧パワーが内燃機関でいうところの発熱量に相

当するものと考え，膨張機の基本性能評価の 1 つとして  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Expansion stroke of TSE 

 

Fig.2 Heat balance of TSE 
 

用いた．その理論計算は次の式 5)によって行われる． 
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たとき得られる動力は，断熱動力 として次式で定

義する 3)． 
(2) 

 
また，軸出力 と空気圧パワー の比を正味熱効率

とし次式で求めた． 

最後に，軸出力と断熱動力の比を機関効率 と定義し次

式で求めた． 
(4) 

スクリュ膨張機の性能試験装置

本研究で使用するスクリュ膨張機は，市販のツインスク

リュ圧縮機 (KOBELCO 製)をベースとして改造を行った

ものを用いた．実験装置全体の概略図を図 3 に示す．本実

験装置は大きく圧縮空気の供給経路，オイルの供給経路，

膨張機出口後の気液分離部の 3 つに分かれている．コンプ
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ローメータで流量を測定した後に，サージタンクに流入す

る．その後，加温部で給気温度の調節が行われ，膨張機に

流入する． 
圧縮空気と混合して膨張機へと供給するオイルは，オイ

ルタンク内に溜められており，オイルポンプによって供給

が行われる．空気と混合する管路の直前に流量計を設置し 

 

Fig.3 Schematic diagram of the experimental device 

  

ている．この流量計はオイルが 0.01 L 流れる毎に 1 パル
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の範囲内に収まることがわかった．膨張機の出力軸はトル
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を大きくすればよい．製作したサイクロン分離機では，流

入口部分にアルミブロックを用いて流入口径を細くする

ことによって流速を大きくした．流入口は，いくつかの流

入口径で分離効果と背圧への影響の確認を予備実験で行

い，分離効果が高く背圧への影響が少ない大きさを検討し

た．製作したサイクロン分離機は，流入口径 13 mm，円筒

には内径 67 mm の塩ビ管を用いており，理論的 6)に過去

の研究で製作したサイクロン分離機の約 57 倍の遠心力を
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気はそのままフィルタ上部の経路より大気開放される．オ

イルの供給量はオイルフィルタ後のニードルバルブの開

度によって調整を行う．この際オイルの供給圧力はリター

ン管路に設置しているニードルバルブによって調整する． 
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縮空気の流量に対するオイルの流量の比率が膨張機の性

能に影響することは，実験的に明らかであった．基本性能

調査で膨張機の性能を検討するために，まずはオイルの流

量が膨張機の性能に及ぼす影響について調べ，適切な条件

を検討する必要がある．本研究ではスクリュ膨張機に流入

する空気とオイルの体積流量の比を表すパラメータを，空

気体積流量に対するオイル体積流量の比率（O/A）として

以下のように定義した．

 

 

 

表 1 に実験条件を示す．各供給圧力と回転数毎の運転条

件に対して，自作した瞬時体積流量計の調整可能な最小流

量である 0.05 L/min と O/A を 0.001～0.007 まで 0.002 毎の

5 条件を実験条件とした．また，各条件で 3 回ずつ実験を

行った． 
 

Table.1 Experimental conditions 

Supply pressure [MPaG] 0.3 0.4

Engine speed [rpm] 500 ~ 2500 500 ~ 1500

O/A
Minimum oil flow rate and 0.001 ~ 

0.007  Every 0.002 

基本性能調査の実験方法  
基本性能調査では回転数，供給圧力をパラメータにとっ

て軸出力や効率の変化を調査する．表 2 に実験条件を示す．

最適なオイル流量調査の実験結果よりO/A = 0.001 とした．

供給圧力の調整はレギュレータによって行い，回転数の調

整は，電子負荷装置で発電機の負荷を調節した．回転数は，

設定条件に対して±1 ％以下の誤差を含む．また，実験回

数は 2 回とした. 
 

Table.2 Experimental conditions 

Supply pressure [MPaG] 0.3 0.4

Engine speed [rpm]
500 ~ 2500 

Every 500 rpm

O/A 0.001 

(5) 
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Fig.7 Engine speed－Brake power, Brake thermal efficiency, 
Engine efficiency 

 

Fig.8 Supply pressure－Brake power, Brake thermal 
efficiency, Engine efficiency 

図 8 に横軸に供給圧力，縦軸に軸出力，正味熱効率，機

関効率をとったグラフを示す．図より軸出力は供給圧力の

増加に伴って増加傾向を示した．軸出力は，回転数が一定

の条件ではトルクに依存する．トルクは，供給圧力の増加

に伴って圧縮空気の質量流量が増加し回転数の制御に必

要な負荷も大きくなるため，軸出力は上記のような傾向を

示した．正味熱効率，機関効率はいずれの回転数において

も供給圧力に関わらず大きな変化を示さなかった． 
今回の実験条件の範囲では，回転数の増加に伴って軸出

力，正味熱効率，機関効率はピークを持ち，軸出力は供給

圧力が増加すると，ピークが高回転側にシフトすること，

また，供給圧力の変化による影響については，供給圧力の

増加に伴い軸出力は増加傾向となり，正味熱効率および機

関効率は，供給圧力の変化にほとんど影響を受けないこと

がわかった． 

システム構築のための検討

ランキンサイクルはサイクル中で作動流体が気体と液

体に相を変えながら循環する気液二相サイクルである．高

温高圧のほとんどの場合では水が用いられているが，温泉

や工場の排熱利用のような低温度差利用のシステムでは

低沸点流体である有機媒体を作動流体に使用する ORC を

用いること 7)がある．TSE を用いた一般的な ORC システ

ムの概略図を図 9 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9  Schematic diagram of a typical ORC system 
 
基本的な ORC システムは，作動流体である有機媒体，

出力取り出し部である TSEと発電機，熱交換部である蒸

発器と過熱器，凝縮器，ポンプ等の圧力上昇部の要素によ

り構成され，補助的に液体タンク等が用いられる．ORC
システムを構築する上では，作動流体の選定が非常に重要

であり，物性値は各構成要素を設計する上でも欠かせない

指標となる．以下に有機媒体を選定する上で検討しなけれ

ばならない事項をあげる． 
 
(a)：システムの運転条件に応じた飽和蒸気圧を有するこ

と． 
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実験結果および考察

最適なオイル流量調査の結果および考察 
図 5 に横軸に O/A，縦軸に軸出力，正味熱効率，機関効

率をとったグラフを示す．軸出力は O/A の増加と共にわ

ずかに減少し，正味熱効率，機関効率はほとんど変化が見

られなかった．O/A が増加すると軸出力が減少する原因の

一つとして，給気体積流量の変化が考えられる．図 6 に横

軸に O/A，縦軸にオイル流量，給気体積流量，給気質量流

量をとったグラフを示す．ほとんどの条件において，O/A
の増加とともに給気体積流量，給気質量流量がわずかに減

少する．スクリュ膨張機の構造に着目して考えると，O/A
の増加に応じてオイル体積流量も増加するため，膨張機の

雄，雌ロータとケーシングで囲まれた作動室内に占めるオ

イルの体積も増加する．したがって，作動室内で断熱膨張

を行う空気体積流量が減少し，給気質量流量も減少する．

これよりロータの受圧面に働く圧力が減少し，軸に作用す

る回転トルクも減少することで軸出力も減少すると考え

られる． 
以上の結果より，供給圧力，回転数が同じ条件であれば，

今回の O/A の範囲内では正味熱効率，機関効率に大きな

変化がないことから，O/A を 0.001 ~ 0.007 の範囲内で変え

ても効率に影響なく運転を行えることがわかった．ただし，

軸出力はわずかに減少の傾向を示していることから，出力

を最大限取り出すためにはより O/A は小さい方が望まし 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.5  O/A－Brake thermal efficiency, Indicated thermal  
efficiency, Engine efficiency 

い．調整可能なオイル流量の最小値 0.05 L/min では，O/A
をいずれの条件でも統一することができないため，より高

い出力を取り出すことができ，かつ実験条件をそろえるこ

とのできる O/A 0.001 に統一して膨張機の基本性能調査

を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6 O/A－Oil volume flow rate, Air volume flow rate, Air  

mass flow rate 

基本性能調査の結果および考察 
図 7 に横軸に回転数，縦軸に軸出力，正味熱効率，機関

効率をとったグラフを示す．軸出力は，供給圧力 0.3 MPaG
では 2000 rpm でピークを持ち，0.4 MPaG では今回の実験

条件の範囲内では断定できないが，2500 rpm 付近でピー

クを持つことが予想される結果となった．供給圧力一定の

条件では，回転数を低く調整するために必要な負荷も大き

くなるため，回転数の増加に応じてトルクは減少する．軸

出力は回転数とトルクの積であり，増加する回転減少する

トルクの積はピークを持つ．本実験では供給圧力を高くす

ると軸出力のピークは高回転側にシフトすることが確認

できた．正味熱効率，機関効率は 2000 rpm でピークが確

認された．スクリュ膨張機の熱勘定に着目すると，回転数

の変化に伴って，各損失の割合も変化し，効率にピークを

もたらすと考えられるが，現在の実験装置ではスクリュ内

部で生じる損失の算出に必要な内部圧力やロータの諸元

が分からないため考察が難しい． 
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Fig.7 Engine speed－Brake power, Brake thermal efficiency, 
Engine efficiency 

 

Fig.8 Supply pressure－Brake power, Brake thermal 
efficiency, Engine efficiency 

図 8 に横軸に供給圧力，縦軸に軸出力，正味熱効率，機

関効率をとったグラフを示す．図より軸出力は供給圧力の

増加に伴って増加傾向を示した．軸出力は，回転数が一定

の条件ではトルクに依存する．トルクは，供給圧力の増加

に伴って圧縮空気の質量流量が増加し回転数の制御に必

要な負荷も大きくなるため，軸出力は上記のような傾向を

示した．正味熱効率，機関効率はいずれの回転数において

も供給圧力に関わらず大きな変化を示さなかった． 
今回の実験条件の範囲では，回転数の増加に伴って軸出

力，正味熱効率，機関効率はピークを持ち，軸出力は供給

圧力が増加すると，ピークが高回転側にシフトすること，

また，供給圧力の変化による影響については，供給圧力の

増加に伴い軸出力は増加傾向となり，正味熱効率および機

関効率は，供給圧力の変化にほとんど影響を受けないこと

がわかった． 

システム構築のための検討

ランキンサイクルはサイクル中で作動流体が気体と液

体に相を変えながら循環する気液二相サイクルである．高

温高圧のほとんどの場合では水が用いられているが，温泉

や工場の排熱利用のような低温度差利用のシステムでは

低沸点流体である有機媒体を作動流体に使用する ORC を

用いること 7)がある．TSE を用いた一般的な ORC システ

ムの概略図を図 9 に示す． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9  Schematic diagram of a typical ORC system 
 
基本的な ORC システムは，作動流体である有機媒体，

出力取り出し部である TSEと発電機，熱交換部である蒸

発器と過熱器，凝縮器，ポンプ等の圧力上昇部の要素によ

り構成され，補助的に液体タンク等が用いられる．ORC
システムを構築する上では，作動流体の選定が非常に重要

であり，物性値は各構成要素を設計する上でも欠かせない

指標となる．以下に有機媒体を選定する上で検討しなけれ

ばならない事項をあげる． 
 
(a)：システムの運転条件に応じた飽和蒸気圧を有するこ

と． 
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実験結果および考察

最適なオイル流量調査の結果および考察 
図 5 に横軸に O/A，縦軸に軸出力，正味熱効率，機関効

率をとったグラフを示す．軸出力は O/A の増加と共にわ

ずかに減少し，正味熱効率，機関効率はほとんど変化が見

られなかった．O/A が増加すると軸出力が減少する原因の

一つとして，給気体積流量の変化が考えられる．図 6 に横

軸に O/A，縦軸にオイル流量，給気体積流量，給気質量流

量をとったグラフを示す．ほとんどの条件において，O/A
の増加とともに給気体積流量，給気質量流量がわずかに減

少する．スクリュ膨張機の構造に着目して考えると，O/A
の増加に応じてオイル体積流量も増加するため，膨張機の

雄，雌ロータとケーシングで囲まれた作動室内に占めるオ

イルの体積も増加する．したがって，作動室内で断熱膨張

を行う空気体積流量が減少し，給気質量流量も減少する．

これよりロータの受圧面に働く圧力が減少し，軸に作用す

る回転トルクも減少することで軸出力も減少すると考え

られる． 
以上の結果より，供給圧力，回転数が同じ条件であれば，

今回の O/A の範囲内では正味熱効率，機関効率に大きな

変化がないことから，O/A を 0.001 ~ 0.007 の範囲内で変え

ても効率に影響なく運転を行えることがわかった．ただし，

軸出力はわずかに減少の傾向を示していることから，出力

を最大限取り出すためにはより O/A は小さい方が望まし 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fig.5  O/A－Brake thermal efficiency, Indicated thermal  
efficiency, Engine efficiency 

い．調整可能なオイル流量の最小値 0.05 L/min では，O/A
をいずれの条件でも統一することができないため，より高

い出力を取り出すことができ，かつ実験条件をそろえるこ

とのできる O/A 0.001 に統一して膨張機の基本性能調査

を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6 O/A－Oil volume flow rate, Air volume flow rate, Air  

mass flow rate 

基本性能調査の結果および考察 
図 7 に横軸に回転数，縦軸に軸出力，正味熱効率，機関

効率をとったグラフを示す．軸出力は，供給圧力 0.3 MPaG
では 2000 rpm でピークを持ち，0.4 MPaG では今回の実験

条件の範囲内では断定できないが，2500 rpm 付近でピー

クを持つことが予想される結果となった．供給圧力一定の

条件では，回転数を低く調整するために必要な負荷も大き

くなるため，回転数の増加に応じてトルクは減少する．軸

出力は回転数とトルクの積であり，増加する回転減少する

トルクの積はピークを持つ．本実験では供給圧力を高くす

ると軸出力のピークは高回転側にシフトすることが確認

できた．正味熱効率，機関効率は 2000 rpm でピークが確

認された．スクリュ膨張機の熱勘定に着目すると，回転数

の変化に伴って，各損失の割合も変化し，効率にピークを

もたらすと考えられるが，現在の実験装置ではスクリュ内

部で生じる損失の算出に必要な内部圧力やロータの諸元

が分からないため考察が難しい． 
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使用する温度，圧力の範囲内で適した相である必要があ

る．またサイクルの効率の観点から圧力上昇部ではコンプ

レッサより消費エネルギの小さいポンプを用いることが

望ましいので，常温で低い飽和蒸気圧をもっていればなお

よい． 
(b)：比熱，気化潜熱が小さいこと． 

液体で比熱，気化潜熱が小さければ有機媒体を蒸発器，

加熱器で気化，過熱蒸気にさせるために必要なエネルギが

少なくなり，サイクルの高効率化が期待できる． 
(c)：化学的に安定していること． 

使用する温度範囲で分解せず，物性値が大きく変化しな

いことが大切である．また漏えい時に重大な事故に繋がる

ようなものは扱えない． 
 
上記の点に加えて，安価で入手しやすいものが望ましい．

また，本研究で用いている TSE は，ロータ同士の潤滑や

作動室のシールのためにオイルの供給が必要である．もし

有機媒体にオイルとの混和性があれば，膨張機後に有機媒

体とオイルを分離する必要がない．例えば有機媒体が液体

の状態では溶解しており，蒸発器で分留して膨張機に流入

させるといった構想で ORC システムを構築できる可能性

も考えられる．  
本研究では，圧縮空気で駆動する TSE の基本性能につ

いて調査した．ORC サイクルを構築する上で重要なパラ

メータは，発電機で電力として取り出せる軸出力とスク

リュ膨張機の熱効率である．本研究で用いたスクリュ膨張

機は，回転数 500～2500 rpm，供給圧力 0.3～0.4 MPaG の

条件下で，回転数に軸出力，正味熱効率，機関効率はピー

クを持ち，供給圧力の増加に応じて軸出力は増加傾向，正

味熱効率，機関効率はほとんど変化が見られないという結

果を示した．上記の結果より，今回の実験条件の範囲では

より高い出力を取り出すことができ，かつ熱効率も大きく

変化しない供給圧力 0.4 MPaG で，軸出力，熱効率が最も

高くなる 2000～2500 rpm 付近で運用することが望ましい

と考えられる． 
ORC システムでは蒸発器で有機媒体を飽和蒸気にした

後，過熱器で過熱する．その際，有機媒体は高温，高圧に

なるが，一般的にスクリュ膨張機は構造上，熱膨張によっ

てロータ同士の接触で摩耗や故障につながる恐れがある

ため，高温の作動流体を使用することができない．その点

にも留意して，膨張機に 0.4 MPaG 程度で作動流体を安定

して供給でき，かつそのときの過熱蒸気温度が深刻な熱膨

張を引き起こす程，高温にならない条件で適した飽和蒸気

圧線図をもつ作動媒体の選定，加熱部の設計を行う必要が

ある．また 2000～2500 rpm 程度の回転数でスクリュ膨張

機を駆動できるように，システムのスケールを検討する必

要がある． 
 
 
 

結論

 
圧縮空気で駆動する TSE において，オイルミストの捕集

性能や背圧に影響を与える問題があったオイル循環経路

を改良し，回転数や供給圧力をパラメータとして全負荷試

験を行い基本性能を調査した結果，以下の結論を得た． 
 
1. スクリュ膨張機の仕様に合わせたサイクロン分離機，

オイルミストフィルタを設計，製作した結果，オイ

ルミストの捕集性能が向上し，背圧の増加を低減し

たオイル循環経路に改良することができた． 
 
2. 圧縮空気によりスクリュ膨張機を駆動して，全負荷

試験を行った結果，軸出力のピークは供給圧力の増

加に伴い高回転側にシフトすること，また供給圧力

が増加すると軸出力は増加傾向を示すが，正味熱効

率，機関効率はほとんど変化がないことがわかった． 
 

3. 基本性能調査で得られた実験結果から，スクリュ膨

張機を ORC システムの原動機として用いるための

検討を行った結果，正味熱効率がピークとなる回転

数で運用することが望ましいことを明らかにした． 
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太陽熱発電用圧縮空気エンジンの高効率化のための検討 
 

楠木 達也 a)・友松 重樹 b)・長瀬 慶紀 c)・木村 正寿 d)・辻 俊祐 e) 

 
A Study on Increasing Efficiency of Compressed Air Engine 

for Solar Thermal Power Generation 
 

Tatsuya KUSUNOKI, Shigeki TOMOMATSU, 
Yoshinori NAGASE, Msatoshi KIMURA, Syunsuke TSUJI 

 
Abstract 

 
     Solar power generation has attracted attention, and studies has been conducted on Compressed Air 
Engine (CAE) as a prime mover for solar power generation. Although it is known from theoretical 
calculations that decreasing the clearance volume of CAE increases the efficiency, it is necessary to be 
clarified experimentally. Another reason for the low thermal efficiency is that the pressure decreases during 
the air supply process after top dead center (TDC), resulting in less work. The purpose of this study is to 
experimentally clarify the effect of the size of the clearance volume on the thermal efficiency and to 
experimentally investigate a method to reduce the pressure drop after the top dead center. Experiments were 
conducted with newly made a spacer to reduce the clearance volume, and the P-V diagram was compared. In 
addition, an intake chamber was installed to improve the pressure drop after top dead center (TDC). As a 
result, it was experimentally clarified that the illustrated thermal efficiency increased with decreasing the 
clearance volume, and that an intake chamber of about 10 times the stroke volume didn’t have a significant 
effect. 

 
Keywords:  Compressed Air Engine, clearance volume, spacer, intake chamber, indicated work 

 

1. はじめに 

 

 近年，再生可能エネルギ 1)が注目されていおり，その一

つとして，太陽熱発電があげられる．太陽熱発電は太陽光

を直接電気に変換する技術ではなく，太陽熱エネルギで水

蒸気等の媒体となる流体を加熱して，タービン等を回して

発電をする発電方法である．太陽熱発電の原動機として主

流となっているのは，蒸気タービンやスターリングエンジ

ンであり，これらはすでに確立された技術で大規模発電施

設には向いているが，初期コストや維持管理にコストがか

かるため比較的小規模な発電には適さない．そこで，高圧

の空気により駆動可能な圧縮空気エンジン（CAE）に着目

した．作動流体の加熱による圧縮空気エンジンの空気の消

費量の低減効果，給排気カムの作用角，給排気バルブの

最大リフト量がエンジン性能に及ぼす影響 3)，隙間容積

の大きさがエンジン性能へ及ぼす影響 4)などについて理

論的・実験的に研究を行われてきたが，他の原動機と比 
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 工学科機械知能工学プログラム助教 

c) 工学科機械知能工学プログラム教授 

d) 工学部教育研究支援技術センター技術専門員 

e) 工学専攻機械・情報系コース大学院生（現職 山九株式会社） 

較して効率が良いとは言えない．したがって，本研究では

圧縮空気エンジンの隙間容積が熱効率に与える影響を実

験的にも明らかにすること，図示仕事が小さくなる原因

の一つである上死点後の急激な圧力低下を改善すること

を目的とした． 
 
2. 実験装置 

 
2.1 圧縮空気エンジン 
 4 サイクルガソリンエンジンは，吸気・圧縮・燃焼・排

気の4行程で1サイクルが行われる内燃機関のことである．

しかし，本研究にて使用した圧縮空気エンジンは，名前の

通り圧縮空気を使用しているため，給気・膨張・排気を 1
サイクルとして行われる外燃機関である．図 1 に理論的な

P-V線図を示す． 
 状態 1 で給気バルブが開き，作動流体がシリンダ内に供

給され，容積一定のまま圧力が向上する．状態 2～3 にか

けては圧力一定のまま給気が行われる．状態 3 でバルブが

完全に閉じ，状態 3～4 にかけては断熱膨張が起こる．状

態 4 から排気バルブが開き，容積一定のまま圧縮空気が系

外に排出され，圧力が下がる．状態 5 から圧力一定のまま

排気が行われ，状態 1 で給気バルブが開く．以上が繰り返
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使用する温度，圧力の範囲内で適した相である必要があ

る．またサイクルの効率の観点から圧力上昇部ではコンプ

レッサより消費エネルギの小さいポンプを用いることが

望ましいので，常温で低い飽和蒸気圧をもっていればなお

よい． 
(b)：比熱，気化潜熱が小さいこと． 

液体で比熱，気化潜熱が小さければ有機媒体を蒸発器，

加熱器で気化，過熱蒸気にさせるために必要なエネルギが

少なくなり，サイクルの高効率化が期待できる． 
(c)：化学的に安定していること． 

使用する温度範囲で分解せず，物性値が大きく変化しな

いことが大切である．また漏えい時に重大な事故に繋がる

ようなものは扱えない． 
 
上記の点に加えて，安価で入手しやすいものが望ましい．

また，本研究で用いている TSE は，ロータ同士の潤滑や

作動室のシールのためにオイルの供給が必要である．もし

有機媒体にオイルとの混和性があれば，膨張機後に有機媒

体とオイルを分離する必要がない．例えば有機媒体が液体

の状態では溶解しており，蒸発器で分留して膨張機に流入

させるといった構想で ORC システムを構築できる可能性

も考えられる．  
本研究では，圧縮空気で駆動する TSE の基本性能につ

いて調査した．ORC サイクルを構築する上で重要なパラ

メータは，発電機で電力として取り出せる軸出力とスク

リュ膨張機の熱効率である．本研究で用いたスクリュ膨張

機は，回転数 500～2500 rpm，供給圧力 0.3～0.4 MPaG の

条件下で，回転数に軸出力，正味熱効率，機関効率はピー

クを持ち，供給圧力の増加に応じて軸出力は増加傾向，正

味熱効率，機関効率はほとんど変化が見られないという結

果を示した．上記の結果より，今回の実験条件の範囲では

より高い出力を取り出すことができ，かつ熱効率も大きく

変化しない供給圧力 0.4 MPaG で，軸出力，熱効率が最も

高くなる 2000～2500 rpm 付近で運用することが望ましい

と考えられる． 
ORC システムでは蒸発器で有機媒体を飽和蒸気にした

後，過熱器で過熱する．その際，有機媒体は高温，高圧に

なるが，一般的にスクリュ膨張機は構造上，熱膨張によっ

てロータ同士の接触で摩耗や故障につながる恐れがある

ため，高温の作動流体を使用することができない．その点

にも留意して，膨張機に 0.4 MPaG 程度で作動流体を安定

して供給でき，かつそのときの過熱蒸気温度が深刻な熱膨

張を引き起こす程，高温にならない条件で適した飽和蒸気

圧線図をもつ作動媒体の選定，加熱部の設計を行う必要が

ある．また 2000～2500 rpm 程度の回転数でスクリュ膨張

機を駆動できるように，システムのスケールを検討する必

要がある． 
 
 
 

結論

 
圧縮空気で駆動する TSE において，オイルミストの捕集

性能や背圧に影響を与える問題があったオイル循環経路

を改良し，回転数や供給圧力をパラメータとして全負荷試

験を行い基本性能を調査した結果，以下の結論を得た． 
 
1. スクリュ膨張機の仕様に合わせたサイクロン分離機，

オイルミストフィルタを設計，製作した結果，オイ

ルミストの捕集性能が向上し，背圧の増加を低減し

たオイル循環経路に改良することができた． 
 
2. 圧縮空気によりスクリュ膨張機を駆動して，全負荷

試験を行った結果，軸出力のピークは供給圧力の増

加に伴い高回転側にシフトすること，また供給圧力

が増加すると軸出力は増加傾向を示すが，正味熱効

率，機関効率はほとんど変化がないことがわかった． 
 

3. 基本性能調査で得られた実験結果から，スクリュ膨

張機を ORC システムの原動機として用いるための

検討を行った結果，正味熱効率がピークとなる回転

数で運用することが望ましいことを明らかにした． 
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太陽熱発電用圧縮空気エンジンの高効率化のための検討 
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for Solar Thermal Power Generation 
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Abstract 

 
     Solar power generation has attracted attention, and studies has been conducted on Compressed Air 
Engine (CAE) as a prime mover for solar power generation. Although it is known from theoretical 
calculations that decreasing the clearance volume of CAE increases the efficiency, it is necessary to be 
clarified experimentally. Another reason for the low thermal efficiency is that the pressure decreases during 
the air supply process after top dead center (TDC), resulting in less work. The purpose of this study is to 
experimentally clarify the effect of the size of the clearance volume on the thermal efficiency and to 
experimentally investigate a method to reduce the pressure drop after the top dead center. Experiments were 
conducted with newly made a spacer to reduce the clearance volume, and the P-V diagram was compared. In 
addition, an intake chamber was installed to improve the pressure drop after top dead center (TDC). As a 
result, it was experimentally clarified that the illustrated thermal efficiency increased with decreasing the 
clearance volume, and that an intake chamber of about 10 times the stroke volume didn’t have a significant 
effect. 

 
Keywords:  Compressed Air Engine, clearance volume, spacer, intake chamber, indicated work 

 

1. はじめに 

 

 近年，再生可能エネルギ 1)が注目されていおり，その一

つとして，太陽熱発電があげられる．太陽熱発電は太陽光

を直接電気に変換する技術ではなく，太陽熱エネルギで水

蒸気等の媒体となる流体を加熱して，タービン等を回して

発電をする発電方法である．太陽熱発電の原動機として主

流となっているのは，蒸気タービンやスターリングエンジ

ンであり，これらはすでに確立された技術で大規模発電施

設には向いているが，初期コストや維持管理にコストがか

かるため比較的小規模な発電には適さない．そこで，高圧

の空気により駆動可能な圧縮空気エンジン（CAE）に着目

した．作動流体の加熱による圧縮空気エンジンの空気の消

費量の低減効果，給排気カムの作用角，給排気バルブの

最大リフト量がエンジン性能に及ぼす影響 3)，隙間容積

の大きさがエンジン性能へ及ぼす影響 4)などについて理

論的・実験的に研究を行われてきたが，他の原動機と比 
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 工学科機械知能工学プログラム助教 

c) 工学科機械知能工学プログラム教授 

d) 工学部教育研究支援技術センター技術専門員 

e) 工学専攻機械・情報系コース大学院生（現職 山九株式会社） 

較して効率が良いとは言えない．したがって，本研究では

圧縮空気エンジンの隙間容積が熱効率に与える影響を実

験的にも明らかにすること，図示仕事が小さくなる原因

の一つである上死点後の急激な圧力低下を改善すること

を目的とした． 
 
2. 実験装置 

 
2.1 圧縮空気エンジン 
 4 サイクルガソリンエンジンは，吸気・圧縮・燃焼・排

気の4行程で1サイクルが行われる内燃機関のことである．

しかし，本研究にて使用した圧縮空気エンジンは，名前の

通り圧縮空気を使用しているため，給気・膨張・排気を 1
サイクルとして行われる外燃機関である．図 1 に理論的な

P-V線図を示す． 
 状態 1 で給気バルブが開き，作動流体がシリンダ内に供

給され，容積一定のまま圧力が向上する．状態 2～3 にか

けては圧力一定のまま給気が行われる．状態 3 でバルブが

完全に閉じ，状態 3～4 にかけては断熱膨張が起こる．状

態 4 から排気バルブが開き，容積一定のまま圧縮空気が系

外に排出され，圧力が下がる．状態 5 から圧力一定のまま

排気が行われ，状態 1 で給気バルブが開く．以上が繰り返
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して，インテークチャンバーが圧力低下に及ぼす影響を調

査した．ここで用いたインテークチャンバの容積は約

859cm3 であり，行程容積の 10 倍程度である． 
 図 3 にインテークチャンバのレイアウトを示す．図中の

①，②，③，④はそれぞれ給気ポート用アダプタ，90°エ

ルボ，インテークチャンバ，クロスねじ込み継手である．

これらは全て 3/4 B の丸ニップルで接続されている．条件

1 は当初の接続方法であり，インテークチャンバをつけて

いないものである．条件 2～4 は，それぞれインテークチ

ャンバの設置位置を変更したものであり，バルブフェイス

からインテークチャンバまでの距離がそれぞれ異なって

いる． 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1) Layout 1（without intake chainber） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)  Layout 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3)  Layout 3 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4)  Layout 4 

Fig.3  Layout of intake chamber 

 

3. 実験方法及び実験条件 

 

3.1 隙間容積変更実験 
 隙間容積の大きさが熱効率に与える影響を実験的に明

らかするため，隙間容積変更実験を行った．実験条件を表

2 に示す．本研究で製作したスペーサを使用し，隙間容積

は 1.9 cm3 と 11.6 cm3 の 2 条件で行った．本実験では，隙

間容積を変更することによる効率向上を目的としている

ため，供給圧力やカムの作用角，回転数，給気温度，油温

はいずれも同じ条件とした． 
 
 

Table 2 Experiment conditions  
Clearance volume 

[cm3] 
1.9 11.6 

Supply pressure 
[MPaG] 

0.6 

Engine speed [rpm] 500 
Charge  

air temperature [℃] 
40±1 

Oil temperature [℃] 40±1 
Load Full load 

 
 
3.2 圧力降下低減実験 
 インテークチャンバが上死点付近の圧力低下に与える

影響を確認するための実験を行った．実験条件を表 3 に示

す．実験は，どの条件においても隙間容積 11.6 cm3 で行っ

た．この実験における組み方の概略図を図 3 の(1)，(2)に
示す．最初にチャンバーの有無で比較し，次に管路長を数

種類変更して実験を行った．ここで，管路長とはインテー

クチャンバ出口部分からバルブフェース面までの長さを

指す．図 3 の(2)，(3)，(4)に条件 2，3，4 における概略図

を示す．また，供給圧力，回転数，給気温度，隙間容積は

それぞれ最初に行った実験と同じ条件である． 

  

される事で圧縮空気は駆動する．隙間容積が変化すること

で P-V線図が左右に動く．また，隙間容積の大きさによっ

て V1 の位置が変化する．つまり，状態 1 のスタート位置

が変化する．隙間容積が大きいと右方向に，隙間容積が小

さいと左方向に P-V線図ごと移動する．また，隙間容積の

大きさが変化することによって断熱膨張区間の圧力低下

が大きいことがわかっている．これは，筒内に流入する空

気の質量が減少するためである．ここで，状態 1～1’（破

線部分）は隙間容積に残った空気を仮想的に断熱圧縮した

状態を表しており，黒線よりも赤線の方が面積が小さいこ

とから，隙間容積を小さくすることで隙間容積内の圧力を

上げるために必要な空気の量を低減できる．これにより，

1 サイクルあたりに必要な空気の流量，すなわち入力エネ

ルギが減少し，効率は向上することがわかっている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1 Theoretical P-V diagram 

 

2.2 圧縮空気エンジンの性能試験装置 
 実験装置概略図を図 2 に示す．作動流体の流れに沿って

順に実験装置について説明を行う．コンプレッサから供給

された圧縮空気は冷却部にて冷却される．その後，ウォー

タセパレータで水分を取り除かれる．水分を取り除いた圧

縮空気がリザーバタンクに蓄えられた後にレギュレータ

で所定の供給圧力に調整し，流量計を通ってサージタンク

に供給される．サージタンクに蓄えられた圧縮空気は給気

ポートを通過して圧縮空気エンジンに供給される．エンジ

ンを駆動した後の排気は排気ポートからマフラーを通っ

て大気開放される．コンプレッサを長時間駆動した場合に

供給される空気温度が上昇し，流量計の最高使用温度であ

る 50 ℃を超えてしまう可能性があるため，冷却部を設置

している．サージタンクは給気ポートにおける圧力変動が

流量計の測定値に影響を及ぼさないように取り付けてい

る．サージタンクを通過した圧縮空気は加熱部で加熱され

た後にエンジンへと供給される．これは，一年の最高気温

より給気温度を高くすることで外気温の変化による影響

を無くすために設置している．圧縮空気がエンジンに供給

される際にはポート圧力の計測を行っている．ポート圧力

の計測にはブルドン管圧力計を用いている．また，エンジ

ンの給気ポート直前にはバルブが設けてあり，これは圧縮

空気の温度を高温に保つ必要がある場合に空気の温度が

目標温度に達するまで大気開放しながら調節する用途で

用いられる．エンジンから排気された圧縮空気は再び温度

の計測が行われ，放出される． 
 実験時に圧縮空気エンジンの筒内圧力を計測している．

これはシリンダヘッド部のプラグホールに取り付けられ

たひずみゲージ式圧力計を用いて行っている．また，エン

ジンオイルの温度を一定にするため，オイルパンの底面を

ラバーヒータで加熱し，油温が 40±1 ℃となるように温度

管理を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Schematic diagram 
 
2.3 隙間容積変更 
従来の研究において，隙間容積用のスペーサを製作して

おり，そのときの隙間容積は 2.1 cm3 であった．しかし，

従来の方法には，スペーサを固定する際に回転方向にずれ

が生じる，接着剤の厚みの分だけ隙間容積が大きくなり，

スペーサを削る量が多くなるという問題があった．これを

改善するために，スペーサをピストンと一体型にすること

で解決できると考え，ピストン頂面に直接レジンが密着す

るようにスペーサを製作した．製作したスペーサ付きピス

トンを用いて隙間容積を測定した結果，表 1 のように 1.9 
cm3 となった． 
 

Table 1 Clearance volume 
Clearance Original With spacer 
Clearance 

volume [cm3] 
11.6 1.9 

 
2.4 インテークチャンバ 
理想的な P-V 線図において，上死点後の給気期間は等圧

で圧縮空気が供給されると考えているが，実際には空気の

完成，バルブの開口面積，ピストンの加工による容積の増

加などにより圧力は低下する．実際の P-V 線図においても，

上死点後の給気バルブが開いている期間に筒内の圧力が

急激に低下することが確認されている．この問題を解決す

るために，給気ポートの上流にインテークチャンバを取付

け，給気ポートとインテークチャンバまでの管路長を変更
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で P-V線図が左右に動く．また，隙間容積の大きさによっ

て V1 の位置が変化する．つまり，状態 1 のスタート位置

が変化する．隙間容積が大きいと右方向に，隙間容積が小

さいと左方向に P-V線図ごと移動する．また，隙間容積の

大きさが変化することによって断熱膨張区間の圧力低下

が大きいことがわかっている．これは，筒内に流入する空

気の質量が減少するためである．ここで，状態 1～1’（破

線部分）は隙間容積に残った空気を仮想的に断熱圧縮した

状態を表しており，黒線よりも赤線の方が面積が小さいこ

とから，隙間容積を小さくすることで隙間容積内の圧力を

上げるために必要な空気の量を低減できる．これにより，

1 サイクルあたりに必要な空気の流量，すなわち入力エネ

ルギが減少し，効率は向上することがわかっている． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.1 Theoretical P-V diagram 

 

2.2 圧縮空気エンジンの性能試験装置 
 実験装置概略図を図 2 に示す．作動流体の流れに沿って

順に実験装置について説明を行う．コンプレッサから供給

された圧縮空気は冷却部にて冷却される．その後，ウォー

タセパレータで水分を取り除かれる．水分を取り除いた圧

縮空気がリザーバタンクに蓄えられた後にレギュレータ

で所定の供給圧力に調整し，流量計を通ってサージタンク

に供給される．サージタンクに蓄えられた圧縮空気は給気

ポートを通過して圧縮空気エンジンに供給される．エンジ

ンを駆動した後の排気は排気ポートからマフラーを通っ

て大気開放される．コンプレッサを長時間駆動した場合に

供給される空気温度が上昇し，流量計の最高使用温度であ

る 50 ℃を超えてしまう可能性があるため，冷却部を設置

している．サージタンクは給気ポートにおける圧力変動が

流量計の測定値に影響を及ぼさないように取り付けてい

る．サージタンクを通過した圧縮空気は加熱部で加熱され

た後にエンジンへと供給される．これは，一年の最高気温

より給気温度を高くすることで外気温の変化による影響

を無くすために設置している．圧縮空気がエンジンに供給

される際にはポート圧力の計測を行っている．ポート圧力

の計測にはブルドン管圧力計を用いている．また，エンジ

ンの給気ポート直前にはバルブが設けてあり，これは圧縮

空気の温度を高温に保つ必要がある場合に空気の温度が

目標温度に達するまで大気開放しながら調節する用途で

用いられる．エンジンから排気された圧縮空気は再び温度

の計測が行われ，放出される． 
 実験時に圧縮空気エンジンの筒内圧力を計測している．

これはシリンダヘッド部のプラグホールに取り付けられ

たひずみゲージ式圧力計を用いて行っている．また，エン

ジンオイルの温度を一定にするため，オイルパンの底面を

ラバーヒータで加熱し，油温が 40±1 ℃となるように温度

管理を行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 Schematic diagram 
 
2.3 隙間容積変更 
従来の研究において，隙間容積用のスペーサを製作して

おり，そのときの隙間容積は 2.1 cm3 であった．しかし，

従来の方法には，スペーサを固定する際に回転方向にずれ

が生じる，接着剤の厚みの分だけ隙間容積が大きくなり，

スペーサを削る量が多くなるという問題があった．これを

改善するために，スペーサをピストンと一体型にすること

で解決できると考え，ピストン頂面に直接レジンが密着す

るようにスペーサを製作した．製作したスペーサ付きピス

トンを用いて隙間容積を測定した結果，表 1 のように 1.9 
cm3 となった． 
 

Table 1 Clearance volume 
Clearance Original With spacer 
Clearance 

volume [cm3] 
11.6 1.9 

 
2.4 インテークチャンバ 
理想的な P-V 線図において，上死点後の給気期間は等圧

で圧縮空気が供給されると考えているが，実際には空気の

完成，バルブの開口面積，ピストンの加工による容積の増

加などにより圧力は低下する．実際の P-V 線図においても，

上死点後の給気バルブが開いている期間に筒内の圧力が

急激に低下することが確認されている．この問題を解決す

るために，給気ポートの上流にインテークチャンバを取付

け，給気ポートとインテークチャンバまでの管路長を変更
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Table 3  Experiment condition 

Term 
Layout 

1 
Layout 

2 
Layout 

3 
Layout 

4 
Clearance 

volume [cm3] 
11.6 

Supply pressure 
[MPaG] 

0.6 

Engine speed 
[rpm] 

500 

Charge 
air temperature 

[℃] 
40±1 

Oil temperature 
[℃] 

40±1 

Load Full load 

 
4. 実験結果及び考察 

 
4.1 隙間容積変更実験 
 図 4 に隙間容積変更における P-V線図をを示す．過去の

実験データは隙間容積が本研究とは若干異なっているが，

今回の結果を比較すると，隙間容積が大きいときと小さい

ときそれぞれの条件における図示仕事はほとんど変わら

なかった．理論計算の傾向と同様に，断熱膨張区間におい

て隙間容積の小さい方が大きい方よりも圧力が下がって

いることが確認できた．これは，隙間容積が小さくなった

ことで流入する空気の質量が少なくなり，断熱膨張区間が

下がったためである．加えて，隙間容積が小さい条件にお

いて，断熱膨張区間の終盤で過膨張により負の仕事をして

いることから，隙間容積に応じてバルブタイミングを適切

に設定する必要があることがわかった． 
 図 5 に隙間容積変更における性能特性値の変化を示す．

図示仕事は隙間容積の大きさに関わらず，過去の結果とほ

とんど同じであった．流量について，過去の実験結果は理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4  Comparison of pressure-volume diagrams between 

previous study and this study 

論値とは逆の傾向を示していたが，本研究の結果は理論値

と同じように隙間容積が小さくなると流量が減少してい

た．図示仕事や流量等から求めた図示熱効率について，過

去の実験結果とは異なり，隙間容積を小さくすると図示熱

効率が大きくなるという理論値と同じ傾向を示していた．

本研究では流量計を変更した上で実験を行ったものであ

ったことから，過去の実験で用いた流量計は故障していた

と考えられる． 
 以上より，隙間容積を小さくすることで図示熱効率が向

上することを実験的に確認することができたが，適切にバ

ルブタイミングを設定する必要があることもわかった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5 Comparison of each value between previous study and 

this study 
 
4.2 圧力降下低減実験 
図 6 にインテークチャンバの取り付け位置を変更して

行った実験の P-θ線図を示す．条件 1，2 の比較からイン

テークチャンバを取り付けた条件では，上死点直後の圧力

振動が大きいことがわかった．この原因として，インテー

クチャンバ出口部分の開口端での圧力反射が原因であり，

この距離を変えることによって圧力振動が抑えられるの

ではないかと考え，条件 3，4 のようにインテークチャン

バを取り付ける位置を変更して実験を行った．これらもそ

れぞれ似たような圧力振動が起こっており，給気ポートか

らインテークチャンバまでの距離が長くなると圧力波の

周期が長くなっていることがわかった．圧力反射が起こっ

ている位置を特定するために，実験で得られた 500 データ

から 10 データを無作為に抽出し，上死点の位置から 4 周

期分のクランク角度を求めてから，データ毎に 1 周期にか

  

かるクランク角度を求め，10 データ分の平均値を基にそ

の条件における 1 周期の時間を求めた．さらに，音速を用

いて，圧力反射が起こっている位置の特定を試みた．500 
rpm で 1 deg.にかかる時間は，3.33×10-4 s である．また，

給気温度を 313 K にしているため，この温度における音速

は，以下の式(1)を用いた結果，約 355.12 m/s となった． 
 

(1) 
 

k：比熱比（1.403） 
R：気体定数（8.314462） 
T：絶対温度 
M：分子量（28.966×10-3 [kg/mol]） 

 
 条件 2における 1周期に要するクランク角度は 6.56 deg.
であるので，1 周期にかかる時間は，2.2×10-3 s となる．

上記の式を用いると，往復の距離が求められる．各条件で

求めた距離を表 4 に示す．ここで，Length 1 及び Length 2
はバルブフェース面からの長さを示している．Length 1 は

インテークチャンバ出口までの距離を，Length 2 はインテ

ークチャンバ入口までの距離を示している．圧力波はイン

テークチャンバの出口部分にある開口端で反射している

と考えていたが，計算で求めた距離はインテークチャンバ

の出口部分でなく，インテークチャンバの入口付近に集中

していることから，圧力波の反射はインテークチャンバの

入り口付近で起こっていると考えられる．図 7 にインテー

クチャンバを取り付けた条件における P-V 線図を示す．図

からもわかるように，図示仕事はいずれの条件においても

ほとんど変化が無かった．また，圧力振動が起こってい

る部分の平均的な傾きは殆ど変わらなかった．ここで，

圧力振動が何度ものっていることについて原因を考え

た．この圧力振動は，接続用アダプタやシリンダヘッ

ド，バルブフェース面で反射のようなものが起こり，

他の開口端となっている部分と何度も跳ね返りが起こ

ることによって，圧力振動が何度ものっているのでは

ないかと考えた．しかし，この考えが正しいか否かの 
 

Fig.6 P-θdiagrams after TDC 

確認までは行っていない．以上より，計算からインテー

クチャンバの入り口付近で反射していると考えられた

が，正確な場所は不明であった．また，総合的な図示

仕事に殆ど変化が見られず，圧力低下を低減できなか

ったため，行程容積の約 10 倍程度ではチャンバーを使用

しても大きな効果を得ることはできないということがこ

の実験からわかった． 
 

Table 4 Results for each conditions obtained from the data 

 
Length 1 

[mm] 
Length 2 

[mm] 

Caluculation 
result 
[mm] 

Layout 2 170 480 388 
Layout 3 238 548 497 
Layout 4 240 550 514 

 
 

Fig.7  P-V diagrams of each conditions 
 
5. 結論 

 
 圧縮空気エンジンの熱効率を向上させるために隙間

容積を小さくするためのスペーサ製作を行い，すきま

容積の大きさが熱効率に与える影響を実験的に調査し

た．また，上死点後の圧力降下を改善するために給気

ポートの上流側にインテークチャンバを設置し，その

効果について検討を行った結果，以下の結論が得られ

た． 
 
1. 隙間容積用のピストン一体型スペーサを製作する

ことができ，正確に隙間容積を測定することがで

きた． 
2. 圧縮空気エンジンの隙間容積を小さくすると消費

する空気量と図示仕事は共に小さくなるが，図示

熱効率は大きくなることを実験的にも明らかにし

た． 
3. 上死点後の圧力低下を改善するために給気ポート

の上流にインテークチャンバを設置することで効
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Table 3  Experiment condition 

Term 
Layout 

1 
Layout 

2 
Layout 

3 
Layout 

4 
Clearance 

volume [cm3] 
11.6 

Supply pressure 
[MPaG] 

0.6 

Engine speed 
[rpm] 

500 

Charge 
air temperature 

[℃] 
40±1 

Oil temperature 
[℃] 

40±1 

Load Full load 

 
4. 実験結果及び考察 

 
4.1 隙間容積変更実験 
 図 4 に隙間容積変更における P-V線図をを示す．過去の

実験データは隙間容積が本研究とは若干異なっているが，

今回の結果を比較すると，隙間容積が大きいときと小さい

ときそれぞれの条件における図示仕事はほとんど変わら

なかった．理論計算の傾向と同様に，断熱膨張区間におい

て隙間容積の小さい方が大きい方よりも圧力が下がって

いることが確認できた．これは，隙間容積が小さくなった

ことで流入する空気の質量が少なくなり，断熱膨張区間が

下がったためである．加えて，隙間容積が小さい条件にお

いて，断熱膨張区間の終盤で過膨張により負の仕事をして

いることから，隙間容積に応じてバルブタイミングを適切

に設定する必要があることがわかった． 
 図 5 に隙間容積変更における性能特性値の変化を示す．

図示仕事は隙間容積の大きさに関わらず，過去の結果とほ

とんど同じであった．流量について，過去の実験結果は理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.4  Comparison of pressure-volume diagrams between 

previous study and this study 

論値とは逆の傾向を示していたが，本研究の結果は理論値

と同じように隙間容積が小さくなると流量が減少してい

た．図示仕事や流量等から求めた図示熱効率について，過

去の実験結果とは異なり，隙間容積を小さくすると図示熱

効率が大きくなるという理論値と同じ傾向を示していた．

本研究では流量計を変更した上で実験を行ったものであ

ったことから，過去の実験で用いた流量計は故障していた

と考えられる． 
 以上より，隙間容積を小さくすることで図示熱効率が向

上することを実験的に確認することができたが，適切にバ

ルブタイミングを設定する必要があることもわかった． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.5 Comparison of each value between previous study and 

this study 
 
4.2 圧力降下低減実験 
図 6 にインテークチャンバの取り付け位置を変更して

行った実験の P-θ線図を示す．条件 1，2 の比較からイン

テークチャンバを取り付けた条件では，上死点直後の圧力

振動が大きいことがわかった．この原因として，インテー

クチャンバ出口部分の開口端での圧力反射が原因であり，

この距離を変えることによって圧力振動が抑えられるの

ではないかと考え，条件 3，4 のようにインテークチャン

バを取り付ける位置を変更して実験を行った．これらもそ

れぞれ似たような圧力振動が起こっており，給気ポートか

らインテークチャンバまでの距離が長くなると圧力波の

周期が長くなっていることがわかった．圧力反射が起こっ

ている位置を特定するために，実験で得られた 500 データ

から 10 データを無作為に抽出し，上死点の位置から 4 周

期分のクランク角度を求めてから，データ毎に 1 周期にか

  

かるクランク角度を求め，10 データ分の平均値を基にそ

の条件における 1 周期の時間を求めた．さらに，音速を用

いて，圧力反射が起こっている位置の特定を試みた．500 
rpm で 1 deg.にかかる時間は，3.33×10-4 s である．また，

給気温度を 313 K にしているため，この温度における音速

は，以下の式(1)を用いた結果，約 355.12 m/s となった． 
 

(1) 
 

k：比熱比（1.403） 
R：気体定数（8.314462） 
T：絶対温度 
M：分子量（28.966×10-3 [kg/mol]） 

 
 条件 2における 1周期に要するクランク角度は 6.56 deg.
であるので，1 周期にかかる時間は，2.2×10-3 s となる．

上記の式を用いると，往復の距離が求められる．各条件で

求めた距離を表 4 に示す．ここで，Length 1 及び Length 2
はバルブフェース面からの長さを示している．Length 1 は

インテークチャンバ出口までの距離を，Length 2 はインテ

ークチャンバ入口までの距離を示している．圧力波はイン

テークチャンバの出口部分にある開口端で反射している

と考えていたが，計算で求めた距離はインテークチャンバ

の出口部分でなく，インテークチャンバの入口付近に集中

していることから，圧力波の反射はインテークチャンバの

入り口付近で起こっていると考えられる．図 7 にインテー

クチャンバを取り付けた条件における P-V 線図を示す．図

からもわかるように，図示仕事はいずれの条件においても

ほとんど変化が無かった．また，圧力振動が起こってい

る部分の平均的な傾きは殆ど変わらなかった．ここで，

圧力振動が何度ものっていることについて原因を考え

た．この圧力振動は，接続用アダプタやシリンダヘッ

ド，バルブフェース面で反射のようなものが起こり，

他の開口端となっている部分と何度も跳ね返りが起こ

ることによって，圧力振動が何度ものっているのでは

ないかと考えた．しかし，この考えが正しいか否かの 
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確認までは行っていない．以上より，計算からインテー

クチャンバの入り口付近で反射していると考えられた

が，正確な場所は不明であった．また，総合的な図示

仕事に殆ど変化が見られず，圧力低下を低減できなか

ったため，行程容積の約 10 倍程度ではチャンバーを使用

しても大きな効果を得ることはできないということがこ

の実験からわかった． 
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5. 結論 

 
 圧縮空気エンジンの熱効率を向上させるために隙間

容積を小さくするためのスペーサ製作を行い，すきま

容積の大きさが熱効率に与える影響を実験的に調査し

た．また，上死点後の圧力降下を改善するために給気

ポートの上流側にインテークチャンバを設置し，その

効果について検討を行った結果，以下の結論が得られ

た． 
 
1. 隙間容積用のピストン一体型スペーサを製作する

ことができ，正確に隙間容積を測定することがで

きた． 
2. 圧縮空気エンジンの隙間容積を小さくすると消費

する空気量と図示仕事は共に小さくなるが，図示

熱効率は大きくなることを実験的にも明らかにし

た． 
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率向上を図ったが，圧力振動が生じ，図示仕事に

ほとんど変化が見られなかったことから，筒内容

積の 10倍程度ではインテークチャンバを使用し
ても大きな効果を得ることはできないということ

がわかった． 
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 はじめに 
 
現代社会において日常生活に電気エネルギーは必需と

なっており、様々な発電方法をもって供給されている。現

在の主な発電方法としては火力発電や原子力発電である。

火力発電は石油石炭や液化天然ガスなどの化石燃料を燃

焼させて水を熱し、発生した蒸気でタービンを回す発電方

法であり、化石燃料を燃焼させる際に大量の温室効果ガス

が排出されることや、化石燃料は枯渇性資源であることか

ら燃料の枯渇などが問題視されている。原子力発電は核分

裂性物質が核分裂反応を起こす際の発生する熱で水を熱

し、発生した蒸気でタービンを回す発電方法であり、火力

発電と比べ得られるエネルギー量が多く、温室効果ガスの

発生はないが、使用済み核燃料などの放射性廃棄物の処理

に問題がある。以上のことから安全かつ永続的に使用でき

るエネルギー資源として再生可能エネルギーが注目され

ている。この再生可能エネルギーの中に太陽熱があり、太

陽熱を利用した太陽熱発電がある。太陽熱発電は太陽光を

集光し熱源として用いるもので、集光部で熱媒体を加熱す

ることで熱エネルギーを溜め、その熱媒体によって蒸気を

発生させタービンを回すことで発電を行う。宮崎大学には、

この再生可能エネルギーの一つである太陽光を利用した 
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b)工学科機械知能工学プログラム教授 

c)株式会社メイテック  

d)工学科機械知能工学プログラム助教 

e)教育研究支援技術センター技術専門員 

太陽熱発電を行えるビームダウン式太陽集光装置が設置

されている。 
近年、災害発生時等における非常用電源としてマグネシ

ウム空気電池が注目されている。このマグネシウム空気電

池は負極にマグネシウム、正極に酸素、電解液に水を使用

する燃料電池であり、使用することで酸化マグネシウムが

生成される。そのため、発電に必要なものの入手が簡単で

あり、かつ電解液が別であることから長期保存ができ、有

害物質を含まないという特徴を持つ。 
本研究では、このマグネシウム空気電池使用後の生成物

である酸化マグネシウムの還元に着目した。酸化マグネシ

ウムの還元方法は、大量の化石燃料を使用した熱還元法が

主流である。一方で、化石燃料を使用せず再生可能エネル

ギーによって還元を行うことでクリーンなエネルギーサ

イクルが実現可能であるため、再生可能エネルギーの中で

も比較的安定にエネルギー供給が可能な太陽光を利用し

た還元を行う取り組みもなされている 1)。本学にはビーム

ダウン式太陽集光装置が設置されているため、太陽熱によ

る還元の検討を行うこととした。これまでの実験でビーム

ダウン式太陽集光装置によって酸化マグネシウムの直接

加熱による熱還元を行おうとしたが、酸化マグネシウムの

吸収率が低いことから熱還元温度まで達しなかった。その

ため、光の吸収率が高い容器に酸化マグネシウムを投入し、

間接的に加熱を行う必要がある。また、この容器は上方よ

り加熱されるため、内部の酸化マグネシウムを均一に加熱

し、温度の偏りによるエネルギーの損失を抑えるための検

討も必要である。 
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あり、かつ電解液が別であることから長期保存ができ、有

害物質を含まないという特徴を持つ。 
本研究では、このマグネシウム空気電池使用後の生成物

である酸化マグネシウムの還元に着目した。酸化マグネシ

ウムの還元方法は、大量の化石燃料を使用した熱還元法が

主流である。一方で、化石燃料を使用せず再生可能エネル

ギーによって還元を行うことでクリーンなエネルギーサ

イクルが実現可能であるため、再生可能エネルギーの中で

も比較的安定にエネルギー供給が可能な太陽光を利用し

た還元を行う取り組みもなされている 1)。本学にはビーム

ダウン式太陽集光装置が設置されているため、太陽熱によ

る還元の検討を行うこととした。これまでの実験でビーム

ダウン式太陽集光装置によって酸化マグネシウムの直接

加熱による熱還元を行おうとしたが、酸化マグネシウムの

吸収率が低いことから熱還元温度まで達しなかった。その

ため、光の吸収率が高い容器に酸化マグネシウムを投入し、

間接的に加熱を行う必要がある。また、この容器は上方よ

り加熱されるため、内部の酸化マグネシウムを均一に加熱

し、温度の偏りによるエネルギーの損失を抑えるための検

討も必要である。 
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よって、本研究の目的は、間接的かつ均一に酸化マグネ

シウムを加熱し熱還元する装置の設計・製作及び加熱実験

を行うことである。 
 
 実験装置
 
ビームダウン式太陽集光装置

宮崎大学に設置されているビームダウン式太陽集光装

置を図 1に、装置の諸元を表 1に示す。本学のビームダウ
ン式太陽集光装置は、地上に設置されている 88 基のヘリ
オスタット、タワー、タワー上部の楕円鏡、楕円鏡からの

光を濃縮する装置である CPCによって構成される。また、
ヘリオスタットは自動的に太陽を追尾する一次反射鏡で

ある。 
 

Table 1 Property of the beam down solar concentrator. 

Fig. 1 Appearance of the beam down solar concentrator. 
 

図 1より、太陽光は地上のヘリオスタットによって反射
され、中央のタワー最上部に設置されている第 1焦点へ集
光する。第 1焦点を通過し、楕円鏡によって反射された光
は第 2 焦点へ集光し、CPC によって濃縮された太陽光に
より実験装置は加熱される。CPCとは、内部に敷き詰めら
れた小さな鏡により、楕円鏡によって集光され入ってきた

太陽光が CPC 内部でさらに反射して集光され、出口付近
でより高い放射流束が得られる装置である。 

 
間接加熱装置

図 2 に製作した間接的かつ均一に酸化マグネシウムを
加熱し熱還元する装置である間接加熱装置を示す。間接加

熱装置は加熱部のレトルト、回転と保持を行うレトルト保

持部、データロガーで構成される。レトルトは金属の還元

を行う加熱炉の一種であり、内部の物質を加熱し発生した

蒸気を冷却することで還元された物質を得る。このレトル

トは円筒状であり、回転させながら加熱することで内容物

を均一に加熱することができ、回転はステッピングモータ

を用いて、タイミングベルトを介して行う。また、この装

置のレトルトの材質には SUS304 を使用するが、SUS304
は光の吸収率が低いため、吸収率を改善するために表面に

酸化被膜をつくり、吸収率を上げる処理を行っている。さ

らに、実験時はビームダウン式太陽集光装置において、入

射光の放射流束がレトルトの軸方向に対して均一になる

ように、間接加熱装置を水平面から 20 °傾けた状態 2)で実

験を行った。 

Fig. 2 Indirect heat device. 
 

図 3 に予備実験のためにレトルトを加熱する装置を示
す。これは、レトルトの加熱実験を行う際にビームダウン

式太陽集光装置では天候や集光時間などの制約を受けて

しまうことから使用した。主に耐熱レンガで構成され、加

熱にはガスコンロを使用している。レトルトの加熱状態を

この装置を用いた実験で確認し、その後ビームダウン式太

陽集光装置において加熱実験を行った。 
 

Fig. 3 Device for heating retort. 
 
加熱材料

軽焼ドロマイト

軽焼ドロマイトは主に酸化カルシウムと酸化マグネシ

ウムからなり、マグネシウムの原料となる白色の鉱石であ
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る。この軽焼ドロマイトに対してアルミニウムを還元剤と

し、1100 ℃まで加熱するとマグネシウム蒸気が発生する。
しかし、軽焼ドロマイトは鉱石であり組成が均一でなく、

熱物性値のばらつきがあるため、実験結果を評価できない

可能性がある。本研究の目的は間接的かつ均一に加熱を行

う装置の設計・製作及び装置を使用した加熱実験であり、

熱物性値が近く、粒径や形状が比較的同じであるアルミナ

球を使用することにした。表 2に軽焼ドロマイト 3)とアル

ミナ球 4)の物性値を、図 4に外観を示す。 
 

Table 2 Property of light burnt dolomite and alumina balls. 

 
Light burnt 
dolomite 

Alumina 
balls 

Density [kg/m3] 3391 3890 
Specific heat [kJ/(kg ∙ K)] 0.976 0.779 

Thermal conductivity 
[W/(m ∙ K)] 18.0 36.0 

Average particle size [mm] 3 3 

Fig. 4 Light burnt dolomite(left) and alumina balls(right). 
 

アルミニウム

使用するアルミニウムの物性値を表 3に、外観を図 5に
示す。レトルトへ投入するアルミニウムは厚さ 0.5 mmの
板を 230×92 mm、230×89 mm、230×86 mmに切断した
3枚の板 82 gと 5 mm角のチップ状に切ったもの 56 gを
使用する。 

Table 3 Property of aluminium5). 

 Aluminium 
Density [kg/m3] 2688 

Specific heat [J/(g ∙ K)] 0.905 
Thermal conductivity [W/(m ∙ K)] 247.0 

Melting point [K] 933 
 

Fig. 5 Aluminium chips. 

加熱材料の投入量について

実験における加熱材料の投入量は、図 6に示すようにレ
トルトが 20 °傾けられた状態でアルミニウムが全て溶融
し、軽焼ドロマイトが完全に反応する量かつアルミニウム

とアルミナ球がレトルトよりこぼれない量としている。 

Fig. 6 Contents of the retort. 
 
内容物の体積𝑉𝑉は斜切円筒の体積とし、式(1)で求められ
る。また、レトルト内径𝑑𝑑とレトルトの水平からの傾きθ
より式(2)でℎ3を求め、式(1)に代入することで式(3)が求め
られる。 

 
(1) 

 
(2) 

 
 

(3) 
 
レトルトを傾ける角度𝜃𝜃が 20 °、レトルト内径 d が𝜙𝜙34 

mm、レトルト管内長さℎ1が 210 mmであるため、式(3)よ
り内容物の体積の最大量は 148 cm3である。ただし、今回

の実験ではアルミナ球を用いることから、同じ大きさの球

がランダムに充填した場合の充填率は 0.646)であるため、

表 4 に示すようにアルミナ球の体積は 94.9 cm3、アルミ

ニウムは液体として隙間に充填するため 53.4 cm3となる。 
 

Table 4 Amount of retort contents. 

 Alumina balls Aluminium 
Volume [cm3] 95 53 

Bulk density [g/cm3] 2.21 2.69 
Weight [g] 367 138 

 
温度計測位置

内容物の温度を測定するため、K型熱電対を設置してい
る。容器内の熱電対の配置を図 7に示す。熱電対は、内容
物が反応温度である 1100 ℃へ到達するか、均一に加熱さ
れているかの確認のため、加熱過程での温度分布の時間的

変化、アルミニウム溶融温度において内容物の状態変化に

おける温度経過を測定する。そのため、半径方向に 3点、
軸方向に 3 点での温度分布がとれるよう 5 本設置してい
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よって、本研究の目的は、間接的かつ均一に酸化マグネ

シウムを加熱し熱還元する装置の設計・製作及び加熱実験

を行うことである。 
 
 実験装置
 
ビームダウン式太陽集光装置

宮崎大学に設置されているビームダウン式太陽集光装

置を図 1に、装置の諸元を表 1に示す。本学のビームダウ
ン式太陽集光装置は、地上に設置されている 88 基のヘリ
オスタット、タワー、タワー上部の楕円鏡、楕円鏡からの

光を濃縮する装置である CPCによって構成される。また、
ヘリオスタットは自動的に太陽を追尾する一次反射鏡で

ある。 
 

Table 1 Property of the beam down solar concentrator. 

Fig. 1 Appearance of the beam down solar concentrator. 
 

図 1より、太陽光は地上のヘリオスタットによって反射
され、中央のタワー最上部に設置されている第 1焦点へ集
光する。第 1焦点を通過し、楕円鏡によって反射された光
は第 2 焦点へ集光し、CPC によって濃縮された太陽光に
より実験装置は加熱される。CPCとは、内部に敷き詰めら
れた小さな鏡により、楕円鏡によって集光され入ってきた

太陽光が CPC 内部でさらに反射して集光され、出口付近
でより高い放射流束が得られる装置である。 

 
間接加熱装置

図 2 に製作した間接的かつ均一に酸化マグネシウムを
加熱し熱還元する装置である間接加熱装置を示す。間接加

熱装置は加熱部のレトルト、回転と保持を行うレトルト保

持部、データロガーで構成される。レトルトは金属の還元

を行う加熱炉の一種であり、内部の物質を加熱し発生した

蒸気を冷却することで還元された物質を得る。このレトル

トは円筒状であり、回転させながら加熱することで内容物

を均一に加熱することができ、回転はステッピングモータ

を用いて、タイミングベルトを介して行う。また、この装

置のレトルトの材質には SUS304 を使用するが、SUS304
は光の吸収率が低いため、吸収率を改善するために表面に

酸化被膜をつくり、吸収率を上げる処理を行っている。さ

らに、実験時はビームダウン式太陽集光装置において、入

射光の放射流束がレトルトの軸方向に対して均一になる

ように、間接加熱装置を水平面から 20 °傾けた状態 2)で実

験を行った。 

Fig. 2 Indirect heat device. 
 

図 3 に予備実験のためにレトルトを加熱する装置を示
す。これは、レトルトの加熱実験を行う際にビームダウン

式太陽集光装置では天候や集光時間などの制約を受けて

しまうことから使用した。主に耐熱レンガで構成され、加

熱にはガスコンロを使用している。レトルトの加熱状態を

この装置を用いた実験で確認し、その後ビームダウン式太

陽集光装置において加熱実験を行った。 
 

Fig. 3 Device for heating retort. 
 
加熱材料

軽焼ドロマイト

軽焼ドロマイトは主に酸化カルシウムと酸化マグネシ

ウムからなり、マグネシウムの原料となる白色の鉱石であ
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る。この軽焼ドロマイトに対してアルミニウムを還元剤と

し、1100 ℃まで加熱するとマグネシウム蒸気が発生する。
しかし、軽焼ドロマイトは鉱石であり組成が均一でなく、

熱物性値のばらつきがあるため、実験結果を評価できない

可能性がある。本研究の目的は間接的かつ均一に加熱を行

う装置の設計・製作及び装置を使用した加熱実験であり、

熱物性値が近く、粒径や形状が比較的同じであるアルミナ

球を使用することにした。表 2に軽焼ドロマイト 3)とアル

ミナ球 4)の物性値を、図 4に外観を示す。 
 

Table 2 Property of light burnt dolomite and alumina balls. 

 
Light burnt 
dolomite 

Alumina 
balls 

Density [kg/m3] 3391 3890 
Specific heat [kJ/(kg ∙ K)] 0.976 0.779 

Thermal conductivity 
[W/(m ∙ K)] 18.0 36.0 

Average particle size [mm] 3 3 

Fig. 4 Light burnt dolomite(left) and alumina balls(right). 
 

アルミニウム

使用するアルミニウムの物性値を表 3に、外観を図 5に
示す。レトルトへ投入するアルミニウムは厚さ 0.5 mmの
板を 230×92 mm、230×89 mm、230×86 mmに切断した
3枚の板 82 gと 5 mm角のチップ状に切ったもの 56 gを
使用する。 

Table 3 Property of aluminium5). 

 Aluminium 
Density [kg/m3] 2688 

Specific heat [J/(g ∙ K)] 0.905 
Thermal conductivity [W/(m ∙ K)] 247.0 

Melting point [K] 933 
 

Fig. 5 Aluminium chips. 

加熱材料の投入量について

実験における加熱材料の投入量は、図 6に示すようにレ
トルトが 20 °傾けられた状態でアルミニウムが全て溶融
し、軽焼ドロマイトが完全に反応する量かつアルミニウム

とアルミナ球がレトルトよりこぼれない量としている。 

Fig. 6 Contents of the retort. 
 
内容物の体積𝑉𝑉は斜切円筒の体積とし、式(1)で求められ

る。また、レトルト内径𝑑𝑑とレトルトの水平からの傾きθ
より式(2)でℎ3を求め、式(1)に代入することで式(3)が求め
られる。 

 
(1) 

 
(2) 

 
 

(3) 
 
レトルトを傾ける角度𝜃𝜃が 20 °、レトルト内径 d が𝜙𝜙34 

mm、レトルト管内長さℎ1が 210 mmであるため、式(3)よ
り内容物の体積の最大量は 148 cm3である。ただし、今回

の実験ではアルミナ球を用いることから、同じ大きさの球

がランダムに充填した場合の充填率は 0.646)であるため、

表 4 に示すようにアルミナ球の体積は 94.9 cm3、アルミ

ニウムは液体として隙間に充填するため 53.4 cm3となる。 
 

Table 4 Amount of retort contents. 

 Alumina balls Aluminium 
Volume [cm3] 95 53 

Bulk density [g/cm3] 2.21 2.69 
Weight [g] 367 138 

 
温度計測位置

内容物の温度を測定するため、K型熱電対を設置してい
る。容器内の熱電対の配置を図 7に示す。熱電対は、内容
物が反応温度である 1100 ℃へ到達するか、均一に加熱さ
れているかの確認のため、加熱過程での温度分布の時間的

変化、アルミニウム溶融温度において内容物の状態変化に

おける温度経過を測定する。そのため、半径方向に 3点、
軸方向に 3 点での温度分布がとれるよう 5 本設置してい
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る。半径方向の比較には熱電対 1、2、3を用い、軸方向の
比較には、熱電対 2、4、5を用いる。レトルト中心からの
半径方向の距離を r、レトルト底面からの距離を xとする
と、各熱電対は、図 7に示す位置に配置されている。熱電
対の位置は、半径方向の比較のための熱電対 1、2、3の軸
方向の距離 rを等しくし、軸方向の比較のための熱電対 2、
4、5 の半径方向の位置 x を等しくし、熱電対 5 は、液面
から 5 mm内側の位置とした。なお、容器を回転しない場
合は、熱電対 1を最下点にして加熱した。 

 

Thermocouple No. r [mm] x [mm] 
1  25 14.5 
2  25 0 
3  25 7.25 
4  5 7.25 
5  110 7.25 

Fig. 7 Position of thermocouple. 
 
 

 レトルトの均一加熱実験
 
製作した間接加熱装置により、レトルトを回転させなが

ら加熱し、内容物の温度変化および分布を計測する実験を

行った。 
 
実験方法

アルミニウムとアルミナ球が入った間接加熱装置をガ

スコンロによって装置下方から加熱し、加熱時に回転を行

う時と停止時のレトルト内部の温度を測定する。この実験

を行うにあたり、アルミニウムの状態を同じ条件にするた

めに事前に内容物であるアルミニウムは一度溶融させて

いる。溶融はガスコンロにおいて 750 ℃まで加熱しその
温度を 5分間保ち、その後加熱を止めて回転させながら空
冷する方法で行った。なお、実験を行う前にレトルト表面

を酸化させている。 
 
実験装置

表 5に加熱実験の実験条件を、図 8に実験装置の側面図
を示す。実験装置は、レトルトの先端がガスコンロ中心の 

 
Table 5 Experimental conditions for uniform heating of retort. 

Angle from horizontal surface 𝜃𝜃 [deg. ] 20 
Rotation speed of retort [rpm] 10 

Distance from the gas stove to the retort [mm] 100 

真上であり、ガスコンロから高さ 100 mm離れた位置にあ
る。 

Fig. 8 Uniform heating test equipment. 
 
実験結果および考察

図 9 と図 10 に実験結果を示す。図 9 と図 10 において
中黒は回転ありを、中白は回転なしを示す。図 9はレトル
トにおける半径方向の温度分布を示す。図において上は回

転ありと回転なしの熱電対 1、2、3の平均値と最大最小を
エラーバーとして 1分ごとに時系列で示し、下は回転あり
と回転なしにおける壁面に位置する熱電対 1 と中心軸上
に位置する熱電対 2との温度差を示している。図 10につ
いてはレトルトの軸方向における温度分布を示す。図にお

いて上は回転ありと回転なしの熱電対 3、4、5の平均値と
最大最小をエラーバーで 1分ごとに時系列で示し、下はレ
トルト先端に位置する熱電対 4と溶融アルミニウムの液 

 

Fig. 9 Experimental result(radial). 
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Fig. 10 Experimental result(axial). 
 
面付近に位置する熱電対 5との温度差を示している。 
図 9 において壁面に位置する熱電対 1 の温度が最も高
く、レトルト中心軸上の熱電対 2と両者の間に位置する熱
電対 3ではあまり差が見られない。これは熱電対 1が最も
加熱の影響を受けるため温度が高く、熱電対 2と 3では内
容物のアルミニウムを一度融解させて実験しているため、

アルミニウムの熱伝導率が高いことから差があまり見ら

れないものと考えられる。また、アルミニウムの融点であ

る 660℃を超えると内容物の温度は徐々に均一化されて
いく。一方、熱電対 1について回転ありと回転なしで比較
すると、全面的に回転なしの温度が高い。回転なしでは集

中的に加熱されることから温度が上がりやすく、回転あり

ではレトルトの円周上を均一に加熱しているため回転な

しに比べ温度が低いと考えられる。さらに、図 9の下のグ
ラフでは、回転ありの温度差が回転なしよりも小さく、回

転することで差が小さくなり均一に加熱されていること

がわかる。 
次に、図 10では熱源からの距離に応じて、熱電対 4の
温度が最も高く、次いで熱電対 3、熱電対 5と続く。レト
ルト底面付近の熱電対 4 と溶融アルミニウムの液面付近
の熱電対 5において回転ありと回転なしを比較すると、回
転ありの温度差が小さい。回転することによって内容物が

均一に温められ、熱伝導率の高いアルミニウムが介在して

熱伝導によりレトルト上部に熱が伝わりやすくなったと

考えられる。 
よって、レトルトを回転させることによって内容物を均

一に加熱することができた。 
 
 ビームダウン式太陽集光装置での加熱実験
 
間接加熱装置をビームダウン式太陽集光装置によって

加熱し、レトルト内部の温度を測定する。この実験では、

内容物の反応温度への到達時間、各観測点における温度上

昇傾向、レトルト半径方向の温度分布、アルミニウム融点

付近での温度上昇傾向の変化を測定する。なお、事前に内

容物のアルミニウムは溶融せずに図 5 の状態で実験を行
った。 

 
実験方法

アルミニウムとアルミナ球が入った間接加熱装置をビ

ームダウン式太陽集光装置によって上方から加熱し、レト

ルト内部の温度を測定する。 
 
実験条件

表 6に実験条件を示す。なお、熱電対位置は、レトルト
の均一加熱実験における回転ありの図 7と同じである。 

 
Table 6 Experimental conditions 

Angle from horizontal surface 𝜃𝜃 [deg. ] 20 
Rotation speed of retort [rpm] 10 

Volume of contents [cm3] 
Alumina balls 95 

Aluminium 53 
 

また、CPCからの集光太陽光の焦点位置と CPC出口中
心との変位を考慮して、焦点位置がレトルト先端となるよ

うに実験装置の位置を調整する。 
今回の実験において、CPCの焦点は CPC下から 150 mm 
程度の位置にあり、かつ一昨年度の実験 6)より北に10 mm、
東に 25 mmずれているため、図 11のようにレトルト先端 

 

 
図 11 Position of test equipment at BDSC. 
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る。半径方向の比較には熱電対 1、2、3を用い、軸方向の
比較には、熱電対 2、4、5を用いる。レトルト中心からの
半径方向の距離を r、レトルト底面からの距離を xとする
と、各熱電対は、図 7に示す位置に配置されている。熱電
対の位置は、半径方向の比較のための熱電対 1、2、3の軸
方向の距離 rを等しくし、軸方向の比較のための熱電対 2、
4、5 の半径方向の位置 x を等しくし、熱電対 5 は、液面
から 5 mm内側の位置とした。なお、容器を回転しない場
合は、熱電対 1を最下点にして加熱した。 

 

Thermocouple No. r [mm] x [mm] 
1  25 14.5 
2  25 0 
3  25 7.25 
4  5 7.25 
5  110 7.25 

Fig. 7 Position of thermocouple. 
 
 

 レトルトの均一加熱実験
 
製作した間接加熱装置により、レトルトを回転させなが

ら加熱し、内容物の温度変化および分布を計測する実験を

行った。 
 
実験方法

アルミニウムとアルミナ球が入った間接加熱装置をガ

スコンロによって装置下方から加熱し、加熱時に回転を行

う時と停止時のレトルト内部の温度を測定する。この実験

を行うにあたり、アルミニウムの状態を同じ条件にするた

めに事前に内容物であるアルミニウムは一度溶融させて

いる。溶融はガスコンロにおいて 750 ℃まで加熱しその
温度を 5分間保ち、その後加熱を止めて回転させながら空
冷する方法で行った。なお、実験を行う前にレトルト表面

を酸化させている。 
 
実験装置

表 5に加熱実験の実験条件を、図 8に実験装置の側面図
を示す。実験装置は、レトルトの先端がガスコンロ中心の 

 
Table 5 Experimental conditions for uniform heating of retort. 

Angle from horizontal surface 𝜃𝜃 [deg. ] 20 
Rotation speed of retort [rpm] 10 

Distance from the gas stove to the retort [mm] 100 

真上であり、ガスコンロから高さ 100 mm離れた位置にあ
る。 

Fig. 8 Uniform heating test equipment. 
 
実験結果および考察

図 9 と図 10 に実験結果を示す。図 9 と図 10 において
中黒は回転ありを、中白は回転なしを示す。図 9はレトル
トにおける半径方向の温度分布を示す。図において上は回

転ありと回転なしの熱電対 1、2、3の平均値と最大最小を
エラーバーとして 1分ごとに時系列で示し、下は回転あり
と回転なしにおける壁面に位置する熱電対 1 と中心軸上
に位置する熱電対 2との温度差を示している。図 10につ
いてはレトルトの軸方向における温度分布を示す。図にお

いて上は回転ありと回転なしの熱電対 3、4、5の平均値と
最大最小をエラーバーで 1分ごとに時系列で示し、下はレ
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Fig. 9 Experimental result(radial). 
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Fig. 10 Experimental result(axial). 
 
面付近に位置する熱電対 5との温度差を示している。 
図 9 において壁面に位置する熱電対 1 の温度が最も高
く、レトルト中心軸上の熱電対 2と両者の間に位置する熱
電対 3ではあまり差が見られない。これは熱電対 1が最も
加熱の影響を受けるため温度が高く、熱電対 2と 3では内
容物のアルミニウムを一度融解させて実験しているため、

アルミニウムの熱伝導率が高いことから差があまり見ら

れないものと考えられる。また、アルミニウムの融点であ

る 660℃を超えると内容物の温度は徐々に均一化されて
いく。一方、熱電対 1について回転ありと回転なしで比較
すると、全面的に回転なしの温度が高い。回転なしでは集

中的に加熱されることから温度が上がりやすく、回転あり
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考えられる。 
よって、レトルトを回転させることによって内容物を均
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 ビームダウン式太陽集光装置での加熱実験
 
間接加熱装置をビームダウン式太陽集光装置によって

加熱し、レトルト内部の温度を測定する。この実験では、

内容物の反応温度への到達時間、各観測点における温度上

昇傾向、レトルト半径方向の温度分布、アルミニウム融点

付近での温度上昇傾向の変化を測定する。なお、事前に内

容物のアルミニウムは溶融せずに図 5 の状態で実験を行
った。 

 
実験方法

アルミニウムとアルミナ球が入った間接加熱装置をビ

ームダウン式太陽集光装置によって上方から加熱し、レト

ルト内部の温度を測定する。 
 
実験条件

表 6に実験条件を示す。なお、熱電対位置は、レトルト
の均一加熱実験における回転ありの図 7と同じである。 

 
Table 6 Experimental conditions 

Angle from horizontal surface 𝜃𝜃 [deg. ] 20 
Rotation speed of retort [rpm] 10 

Volume of contents [cm3] 
Alumina balls 95 

Aluminium 53 
 

また、CPCからの集光太陽光の焦点位置と CPC出口中
心との変位を考慮して、焦点位置がレトルト先端となるよ

うに実験装置の位置を調整する。 
今回の実験において、CPCの焦点は CPC下から 150 mm 
程度の位置にあり、かつ一昨年度の実験 6)より北に10 mm、
東に 25 mmずれているため、図 11のようにレトルト先端 

 

 
図 11 Position of test equipment at BDSC. 
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が CPC 出口中心から北に 10 mm、東に 25 mm で高さ 150 
mm に位置するように実験装置を設置した。 

 
実験結果および考察

図 12 に実験結果を示す。ただし、熱電対 4 は測定機器

の接触不良によるノイズが乗っていたためグラフから除

外している。上のグラフに各熱電対の位置における温度変

化の時間変化を、下のグラフにヘリオスタットの台数の変

化と直達日射量の時間的変化を示す。実験を開始してから

50 分程度過ぎたときから雲がかかり始め、直達日射量が

減少している。 
 

Fig. 12 Experimental result. 
 
この実験における最高温度は 481 ℃であり、軽焼ドロ

マイトの反応温度である 1100 ℃及びアルミニウムの溶融

温度である 660 ℃に達していない。図 12 より、50 分すぎ

たあたりから直達日射量が減少し温度が低下しているが、

稼働しているヘリオスタットの数はほぼ変わらないこと

から、定常状態になっているものと考えられる。アルミニ

ウムの溶融温度 660 ℃を達成できない原因として、ビー

ムダウン式太陽集光装置による集光量が少なかったこと

が考えられる。図 12 における起動時を除いた安定時のヘ

リオスタット数の平均値は 56 台であり、これは設置され

ている 88 台と比べると 6 割まで減っており、ビームダウ

ン式太陽集光装置の設置当初の想定出力より大きく低下

している。 
また、レトルト後端に位置する熱電対 5 の温度が最も高

い。これは CPC から出てくる光の焦点位置が、調整した

実験装置の位置よりさらにレトルト後端方向に位置し、高

い熱流束を受けた結果だと考えられる。 
半径方向の温度を比較するための熱電対 1、2、3 の温度

分布に大きな差は見られない。これは、レトルトの内容物

の内 3 mm角のチップ状に切断して投入したアルミニウム

がアルミナ球の隙間に入り、アルミニウム内の熱伝導によ

って熱が伝わることで、均一に温められていると考えられ

る。 
 
 結論
 
ビームダウン式太陽光集光装置を利用した酸化マグネ

シウムの間接的かつ均一に加熱を行う装置の設計･製作を

行った。また、加熱中にレトルトを回転することの影響を

調査する実験、及びビームダウン式太陽集光装置を利用し

た加熱実験におけるレトルト内容物の温度変化の測定結

果から、以下の結論を得た。 
(1) ガスコンロを利用した加熱中にレトルトを回転するこ

との影響を調査する実験では、レトルトを回転させる

ことにより、回転なしの場合より半径方向と軸方向の

どちらも均一に内容物を加熱できることがわかった。 
(2) ビームダウン式太陽集光装置を使用したレトルトの加

熱実験では、半径方向に対して均一に加熱されている

ことがわかった。しかし、現在のビームダウン式太陽

集光装置の出力ではアルミニウムを溶融することがで

きなかった。 
 
謝辞

本研究は JPS 科研費 JP19K05354 の助成を受けたもので

ある。また、ビームダウン式太陽集光装置での実験におい

て、教育研究支援技術センターの三宅琢磨氏、長友敏氏、

濱畑貴之氏の協力を得た。記して謝意を表す。

 
参考文献

 
1) 矢部孝，マグネシウムと太陽光励起レーザーによる新

エネルギーサイクル，レーザー研究 38(3)，(2010)，
p177-178. 

2) 赤坂重尭,ビームダウン式地用集光装置のための間接

加熱装置の開発(太陽光シミュレータによる実験)，令

和元年度宮崎大学修士論文，p.42. 
3) 赤坂重尭，マグネシウム精製用太陽炉の開発(軽焼ド

ロマイトの加熱実験)，平成 29 年度 宮崎大学卒業論

文，p.37. 
4) 日本機械学会，伝熱工学資料 改訂第 4 版，(1986)，

p.320, p314. 
5) Scott, G. D., and D. M. Kilgour. The density of random 

close packing of spheres. Journal of Physics D: Applied 
Physics 2.6 (1969): p863. 

6) 前田順登，ビームダウン式太陽集光装置のための蓄熱

レシーバ装置の効率向上に関する研究，平成 30 年度

宮崎大学修士論文，p.45. 

0

100

200

300

400

500

 Thermocouple 1
 Thermocouple 2
 Thermocouple 3
 Thermocouple 5

Te
m

pe
ra

tu
re

 [℃
]

20 40 60 80

10

20

30

40

50

60

0

0.5

1

1.5

0
Time [min]

N
um

be
r o

f h
el

io
st

at
s

D
N

I [
kW

/m
2 ]

 Number of heliostats
 DNI

100 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



が CPC 出口中心から北に 10 mm、東に 25 mm で高さ 150 
mm に位置するように実験装置を設置した。 
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振動を利用した茶生葉萎凋機の開発 
 

橋木 謙仁朗 a)・盆子原 康博 b)・片木 優乃 c)・高嶋 和彦 d)・濵畑 貴之 e) 

 
Development of withering machine for fresh tea leaves 

manufacturing using vibration 
 

Kenjiro HASHIKI, Yasuhiro BONKOBARA, Yuno KATAGI,  
Kazuhiko TAKASHIMA, Takayuki HAMAHATA 

 
Abstract 

 
    Miyazaki agricultural experiment station has succeeded in producing a unique oolong tea by using fresh tea 
leaves of green tea varieties. In the manufacturing process of oolong tea, indoor withering is the most important to 
bringing out a distinctive color and aroma of tea. The purpose of this study is to develop a withering machine for 
fresh tea leaves manufacturing using vibration. First, the small-size prototype has been developed to verify the effect 
of vibration on tea leaves, and it was proven that the excitation force is available for withering the leaves moderately. 
And then the large-size prototype has been developed for the practical use of the withering machine. The results of a 
verification experiment confirmed that the prototype developed can vibrate about 10 kilograms of tea leaves at the 
same time. In addition, the conditions for uniform vibrating the tea leaves were experimentally examined. 

 
Keywords:  Vibration, Mechanism, Vibration utilization machine, Withering machine, Fresh tea leaves 
 

1. はじめに 

 

 お茶は、コーヒーやココアなどとともに世界中でもっと

も多く飲まれている嗜好飲料である。お茶の種類には、緑

茶、烏龍茶、紅茶などがあるが、これらは非発酵茶、半発

酵茶、発酵茶の三種類に分類される。茶生葉には、それぞ

れのお茶に適した品種があるが、製造工程についても異な

っている。発酵とは、お茶の製造過程で生葉の中でタンニ

ン類が生葉中の酸化酵素を介して酸化反応することであ

る。発酵によって生葉は緑色から褐色に変化し、同時に甘

みや香りの変化を伴う。烏龍茶は、発酵をしない緑茶と完

全に発酵を行う紅茶の中間に位置し、室内萎凋という工程

において発酵が促進される。室内萎凋は、烏龍茶の香りや

味を決定する最も重要な工程である。 
 現在、宮崎県総合農業試験場では緑茶用品種を用いた烏

龍茶の製造を試みている 1)。その一検討として、本研究で

は振動を利用して茶生葉の萎凋を行うための萎凋機の開

発を目指して、試作機の開発を行っている。本報では、検

証実験結果に基づいて、開発した振動萎凋機の有効性と効

果的な生葉の加振方法について検証する。 
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b)工学科機械知能工学プログラム准教授 

c)機械設計システム工学科学部生 

d)宮崎県総合農業試験場茶業支場科長 

e)教育研究支援センター技術職員 

2. 小型振動萎凋機による検討 

 
 本研究では、振動による萎凋効果を確認するために、図

1 に示すような振動萎凋機を製作した。この振動萎凋機で

は、図 1(a)に示すように、加振台の上に板バネを介してコ

ンテナを結合している。コンテナは、アクリル板と有孔ア

ルミ板とからなり、大きさは横幅 300 mm、奥行き 500 mm、

高さ 200 mm である。また、仕切り板で上下二段に分けて

おり、それぞれに質量 800 g 前後の生葉を投入することが

できる。生葉を入れたコンテナと板バネからなる系の固有

振動数は 6.0 Hz～6.5 Hz であり、それに近い振動数でコン

テナを加振するとコンテナとともに投入した生葉が激し

く振動する。このように生葉を振動で刺激することで萎凋

を促進することが目的である。なお、図 1(b)に示すように、

生葉はネット袋に入れた状態でコンテナに投入し、さらに

ネット袋の片側をコンテナとバンドで結合する。これによ

り、生葉を均一に加振することで萎凋ムラを防ぐことがで

きる。 
 振動萎凋機の有効性を検証するため、緑茶用茶葉の摘採

時期に収穫した生葉を用いて製茶を行う実験を実施した。

製造した茶葉に対して官能試験を行った結果、目的とする

香気の発揚させることができ、振動萎凋の有効性を確認す

ることができた。図 2 は、振動萎凋機を用いて生葉を加振

したときのネット袋の振動加速度とコンテナの振動変位

を測定した結果である。図中の横軸は加振振動数であり、 
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縦軸は上段がネット袋内部の加速度振幅（3 軸合成値）、

下段がコンテナの変位振幅を示している。この実験では、

ネット袋（縦幅 50 cm、横幅 25 cm）に投入する茶葉の量

（以下、容積率と呼ぶ）を 800 g と 600 g の 2 種類に設定

して実験を行った。本実験で使用したネット袋には生葉を

800 g 程度まで入れることができた。図 2 の結果を見ると、

容積率の高い（800 g 投入時）方がネット袋の加速度振幅

が大きくなっている。容積率の低い（600 g 投入時）場合

では、ネット袋の振動加速度が小さく代わりに、コンテナ

の変位振幅が大きくなっている。本実験の目的は、生葉を

加振することにあるので、容積率が高い状態で加振した方

が、萎凋効果が得られやすいと考えられる。 
 
3. 大型振動萎凋機による検討 

 

3.1 実験装置 
 前章で示したように、振動により生葉の萎凋が可能であ

ることが確認されたことから、より実用的な振動萎凋機に

ついて検討する。実際の萎凋工程では、一度に 60～80 kg 
程度の茶生葉を処理することが求められる。しかし、1 つ

の袋に一度に大量の生葉を投入して加振することは現実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
的に困難である。そこで、生葉を 10 kg 程度に分けて複数

の袋に投入し、個々に加振する方法を考える。そこでまず、

10 kg の生葉を振動によって萎凋可能であるのかについて

確認するために、10 kg の生葉を投入できる振動萎凋機の

開発を行った。 
 図 3 に開発した試作した大型振動萎凋機を示す。この振

動萎凋機は小型振動萎凋機と同様の機構で設計されてお

り、主に加振台、コンテナ、板バネとからなる。コンテナ

の大きさは、横幅 770 mm、奥行き 1070 mm、高さ 570 mm、

であるが、小型萎凋機のときのように階層状にはなってお

らず、底板以外はアルミフレームだけで構成している。小

型振動萎凋機では、長時間の加振により板ばねの損傷が生

じた。そこで、大型振動萎凋機では板ばねの枚数を増やす

とともに、生葉を投入したコンテナの重心と同じ高さの位

置に板バネを結合することにより、板ばねに生じる曲げ応

力を抑えた。ネット袋には円筒型のものを用いた．図 3(b)
に示すように、生葉を最大限詰めたときには高さは 430 
mm となる。小型振動萎凋機と同様に、加振する際には、

ネット袋の片側（図中左側）を結束バンドでコンテナに結

合した。 
 

3.2 実験１ 

 図 3 に示した大型振動萎凋機の有効性について検証す

るため、生葉の代用として図 4 に示すポリエチレン製のチ

ップ（長さ 7 mm）を用いて駆動実験を行った。ここでは、

図 2 に示した実験結果と同様に、容積率がネット袋に生じ

る振動加速度に及ぼす影響について調べた。実験方法は次

の通りである。 
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図 2. 小型振動萎凋機による加振実験結果 
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 まず、実験で使用するチップの質量を測定し、ネット袋

に投入する。投入量は最大を 13 kg とし、1 kg ずつ減らし

て 9 kg まで調整する。また、図 5 に示すように、ネット

袋内に三軸加速度センサを左側の上下位置 S1、S2、右側

の上下位置 S3、S4 に設置してネット袋の振動加速度を測

定する。また、コンテナの図中 S5 の位置に単軸加速度セ

ンサを設置して、コンテナに生じる振動加速度を測定する。

チップを投入したネット袋をコンテナに載せ、片側をコン

テナ側面部に結束バンドで結合する。その後、加振振動数

を 4.0 Hz から 8.0 Hz まで変動させて加振する。本実験で

の加振台の強制変位振幅は 3 mm である。なお、ネット袋

を搭載した状態におけるコンテナ部の固有振動数は、およ

そ 6.0 Hz であった。 
 図 6 に、大型振動萎凋機の加振実験結果を示す。図中の

横軸は加振振動数であり、縦軸は上段がネット袋内の S4
で測定された加速度振幅（3 軸合成値）、下段がコンテナ

の S5 で測定された加速度振幅を示している。図 2 に示し

た小型振動萎凋機との比較を行うため、図 6 中には、チッ

プの投入量が 13 kg（容積率が高い）の場合と 9 kg（容積

率が低い）の場合の結果を示す。 
 図 6 の結果を見ると、図 2 に示した小型振動萎凋機の結

果と同様となっている。すなわち、容積率の高い方がネッ

ト袋の加速度振幅が大きくなっている。このことから、大

型振動萎凋機においても、萎凋効果が確認された小型振動

萎凋機と同様に容積率が高い状態で加振した方が、萎凋効

果が得られやすいと考えられる。 
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図 3. 大型振動萎凋機 
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図 5. センサーの設置位置 
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図 6. 大型振動萎凋機による加振実験結果 
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 なお、図 6 の結果は、図 2 に比べてネット袋の加速度が

小さくなっている。確認のため、加振機の強制変位振幅を

5 mm に増やし実験を行ったところ、共振点付近ではネッ

ト袋の加速度振幅が約 20 m/s2まで増大した。このことか

ら、萎凋に適した振動加速度に調節することも可能である

といえる。 
 
3.3 実験２ 

 ネット袋とコンテナを結束バンドで結合する位置の高

さがネット袋の運動状態に及ぼす影響について調べた。こ

の実験ではネット袋内の 4 か所（S1～S4）に生じる加速

度振幅を比較した。図 7 に、結合高さの変更による影響を

示す。図中の横軸はバンド結合の高さであり、上段がコン

テナの S5 で測定された加速度振幅縦軸、中段がネット袋

内の S1、S2 で測定された加速度振幅（3 軸合成値）、下段

がネット袋内の S3、S4 で測定された加速度振幅（3 軸合

成値）を示している。 
 図 7 の結果を見ると、ネット袋の重心と同じ高さで結合

した場合、ネット袋内の各位置に生じる加速度の差異は小

さいが、ネット袋の重心より低い位置で結合した場合には、

ネット袋の上下左右で加速度に差が生じるようになった。

これは、結合高さが重心位置の高さから離れると、ネット

袋が回転運動してしまうことが原因であると考えられる。

このように、ネット袋内で加速度に差異が生じると、生葉

に均一に刺激を与えられなくなるので萎凋ムラの原因と

なり得る。このことから、ネット袋の重心と同じ高さで結

合することが望ましいといえる。しかし、生葉の萎凋を行

う際、生葉の水分が抜けることにより容積率が減少してし

まう。容積率が減少するとネット袋の重心位置が変化する 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ため、重心位置の高さで結合できなくなり、萎凋ムラの原

因となる恐れがある。 
 
3.4 実験３ 

 3.3 節の結果から、萎凋を行う際には容積率が減少する

ことに対する対策が必要であることが確認された。この解

決策として、ネット袋内にエアバックを導入する方法につ

いて検討した。 
 図 8 にエアバッグを導入した実験装置の模式図を示す。

エアバッグには細かな穴が多数空いており、コンプレッサ

ーを利用してエアバッグに空気を送り込むと、膨らみなが

ら空気が放出される。容積率が高いときは、エアバッグは

あまり膨らまずに空気を放出し続ける。一方、容積率が低

いときは、空いたスペースを埋めるようにエアバッグが膨 
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図 7. バンド結合の高さの違いによる影響 
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図 8. ネット袋内にエアバンクを投入した実験 
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図 9. エアバッグ投入による効果 
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らむ。この方法によれば、ネット袋内の容積率の維持が可

能になると考えられる。また、エアバッグから出た空気に

より、ネット袋内の湿気を除去する効果も期待できる。 
 エアバッグの効果を検証するため、ネット袋内に 4 個の

エアバッグを設置して加振実験を行い、ネット袋内の運動

状態を確認した。実験方法は 3.2 節と同様の方法である。

加振振動数は 5.0 Hz から 7.0 Hz まで測定した。 
 図 9 に、加振実験結果を示す。図中の横軸は加振振動数

であり、縦軸は上段がネット袋内の S3 で測定された加速

度振幅（3 軸合成値）、下段がコンテナの S5 で測定された

加速度振幅を示している。比較のため、図中にはチップ投

入量が 13 kg の状態（容積率が高い）、チップ投入量が 9 kg
でエアバッグを膨らませていない状態（容積率が低い）、

チップ投入量が 9 kg でエアバッグを膨らませている状態

（容積率が高い）の 3 種類の結果を示す。 
 図 9 の結果を見ると、チップ投入量が 9 kg でエアバッ

グを膨らませていない状態では、共振点付近におけるネッ

ト袋の加速度が投入量が 13 kgの結果よりも小さくなって

いる。これに対して、エアバッグを膨らませた状態では、

ネット袋の加速度が 13 kgの結果よりも大きくなるほど増

大している。これは，エアバッグが膨らんだ効果によって

容積率が向上したことによると考えられる。コンテナの振

動加速度についても、エアバッグを導入したことによって

小さく抑えられており、加振により加えられた振動エネル

ギーが加振対象のネット袋に適切に伝達していることが

わかる。以上の結果から、萎凋によって減小する容積率を

エアバッグを導入することによって改善できる可能性が

あることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 結言 

 
 振動を利用して茶生葉の萎凋を行うための萎凋機の開

発を目指して試作機の開発を行った。得られた結果は以下

の通りである。 
(1) 小型振動萎凋機に対して行った検討では、製茶実験に

おいて目的とする香気の発揚させることに成功し、振

動萎凋の有効性を確認することができた。 
(2) 大型振動萎凋機に対して行った検討では、小型振動萎

凋機と同様に動作することを確認するとともに、ネッ

ト袋内の生葉の容積率が振動加速度振幅に影響するこ

とを確認した。この結果から、生葉を適切に加振する

ためにはネット袋の容積率が高い状態を維持する必要

があると考えられる。 
(3) 容積率を維持するために、ネット袋内にエアバッグを

導入する方法について検討した。検証実験の結果、エ

アバックを膨らますことで減少した容積率を回復する

ことができた。実際に茶生葉を萎凋する場合において

も、萎凋の進行によって生じる容積率の減少を抑制す

ることで、ネット袋に投入した生葉を適切な条件で加

振し続けることができると考えられる。 
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短周期ボアホール地震計に搭載する 3 成分速度センサの試作 
 

上井 雄輝 a)・盆子原 康博 b)・上岡 野歩 a)・濵畑 貴之 c)・寺薗 信一 d) 

 
Development of three component velocity sensor  

for borehole seismometers 
 

Yuki UWAI, Yasuhiro BONKOBARA, Nobo UEOKA,  
Takayuki HAMAHATA, Shinichi TERAZONO 

 
Abstract 

 
    The experimental model of three component velocity sensor for short-period borehole seismometers have been 

developed to attain miniaturization and low-cost. This model is composed of a biaxial horizontal electromagnetic 
sensor in conical pendulum form and a vertical electromagnetic sensor installed on the pendulum axis. The 
permanent magnets used by the horizontal sensor are arranged in Halbach array in order to increase the magnetic 
field strength necessary for improving sensitivity. The mechanism of the vertical sensor is similar to that of the 
commercially available seismometer, L-4C. In the L-4C, the natural frequency of a seismic system can be lowered 
to about 1.0 Hz. In the paper, the verification experiment results show the performance of the experimental model 
and some problems to be solved. 

 
Keywords:  Mechanism, Seismic system, Seismometer, Halbach magnet array, Nonlinear spring 
 

1. はじめに 

 

 日本には多くの活火山があり、火山活動の観測が行われ

ている 1)。火山性微小振動を観測するための装置の一つに

観測井（ボアホール）に埋設して使用される高感度地震計

（以降、ボアホール地震計と呼ぶ）がある 2)。地震観測で

は、東西方向、南北方向、鉛直方向の 3 成分の速度信号を

測定する必要がある。地表面に設置される地震計には 3
成分一体型のものが多くある。一方、ボアホールは地下数

千メートルまで掘削された縦穴であり、穴径は 200 mm 程

度と非常に小さい。このため、地表面に設置される地震計

とは違い、計測装置の大きさに制限があるため、3 成分一

体型の地震計を構成することは難しい。そこで現在は、縦

長の管の中に単成分型地震計を階層状に搭載したものが

用いられることが多い 3)。このような背景を踏まえて、本

研究では、ボアホール内に設置可能な 3 成分一体型の地震

計を開発することを目指して、小型で安価な 3 成分速度セ

ンサの開発を行っている。 
 開発中の地震計は、円錐振り子型の水平 2 成分センサに

鉛直センサを搭載したものである。これらのセンサはサイ

ズモ変位計の原理を適用した電磁式であり、装置全体の外 
a)工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b)工学科機械知能工学プログラム准教授 

c)教育研究支援センター技術職員 

d)株式会社アコー代表取締役 

径は 150 mm 以内に収まるように設計している。 
 本報では、3 成分速度センサの基本構造とその特徴につ

いて説明する。また、開発した試作機を対象として性能検

証を行った結果を示す。 
 
2. 3 成分速度センサ 

 開発した 3 成分速度センサの試作機を図 1 に示す。この

試作機は 100 mm×100 mm×300 mm のフレーム内に、自

在継手を介して円錐振り子が吊るされている。振り子の軸

の上部には、水平 2 方向センサが設置されており、その下

側には鉛直センサを設置している。鉛直センサは、現在広

く普及している Sercel 社製の短周期速度型地震計(L-4C)
の構造を模して設計を行った 4)。ただし、鉛直センサの試

作が間に合わなかったため、本実験の試作機では実際の

L-4C を搭載することした。 
 まず、水平 2 成分センサの構造について述べる。水平セ

ンサは電磁式であり、図 2 に示すように、フレームの 4
方向にコイルを設置し、これに対面するように磁石を取り

付けたブロックを円錐振り子に設置している。x 方向と y
方向にある 2 個のコイルは直列に繋がっており、電磁誘導

の原理によってコイルと磁石との相対速度に比例した起

電力が発生する。円錐振り子は自在継手によって軸まわり

に回転できないため、円錐振り子が任意の方向に振れても、

コイルに対して磁石の向きが一定に保たれる。これにより、

2 方向の速度を同時に計測することができる。なお、以下 
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図 1. 開発した試作機 
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図 2. 水平 2 成分センサ 
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(a) 磁石の配置 (b) 磁場解析結果（B-B） 

図 3. 組み合わせ磁石 

 
の議論では、x方向を N-S 方向、y方向を E-W 方向と呼ぶ。 
 水平センサの磁石には、1 cm3の立方体のネオジム磁石

を配置した組み合わせ磁石を用いている。図 3(a)に示すよ

うに磁石の極の向きをとっている。図 3(b)は、磁場解析に

より磁石周辺の磁束密度を求めた結果であり、一方向に強

い磁界が発生することがわかる。この特徴を利用すれば、

安価な磁石でも強い磁界を発生させることができ、センサ 
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図 4. 鉛直センサ 
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図 5. 非線形ダイヤフラムばね 

 
の感度を向上することができる。磁石とコイルを可能な限

り近づけることでも感度を向上させることができるが、円

錐振り子の可動範囲を確保する必要があるため、この試作

機では磁石とコイル間の距離を約 5 mm としてる。 
 短周期電磁式センサの場合、円錐振り子の固有振動数を

1 Hz 程度にする必要がある。測定の結果、鉛直センサを

含めた水平 2 方向の固有振動数はともに約 1.15 Hz 程度で

あった。 
 次に、鉛直センサの構造について述べる。前述したよう

に、この試作機では鉛直センサとして図 4 に示す L-4C を

用いている。このセンサは電磁式であり、軸に永久磁石が

あり、上下に設置されたばねを介してコイルが搭載された

円筒が支持された、1 自由度ばね－質量系（サイズモ系）

を構成している。使用されるばねは、図 5(a)に示すような

ダイヤフラムばねとよばれる非線形ばねである。この非線

形ばねに対して、静荷重応答実験を行った結果を図 5(b)
にしめす。ばねを自然長の状態から荷重をかけて圧縮して

いくと、徐々にばね定数が小さくなり、平坦時に最小とな

る。このような特徴を利用して、平衡状態のときにばねが

平坦となるようにばね定数を調整することで、約 1 kg の

質量をもつサイズモ系の固有振動数を 1 Hz 程度（実測値

は 1.1 Hz）にすることが可能となる。 
 サイズモ変位計の原理では、加振時にサイズモ系の質量

（円筒部分）が空間的に不動となる必要がある。円錐振り
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N
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子に鉛直センサを設置した状態で水平方向に加振すると、

遠心力の影響を受けて円筒部分が鉛直方向に振動する恐

れがある。この問題を回避するために、図 1 に示すように、

円錐振り子が水平方向に運動するときの回転中心と鉛直

センサの重心とが一致するように鉛直センサの設置位置

を調整している。なお､水平センサが回転中心から離れた

ところにあるが、予備実験の結果、距離に応じて感度が減

少するだけで、相対速度と出力電圧との間の比例関係は維

持されることを確認している。 
 
3. スイープ加振実験 

 

3.1 実験装置および実験方法 
 試作機の性能を検証するため、スイープ加振実験を行っ

た。図 6 に実験装置に示す。この実験では、松平式振動試

験機の加振台の上に試作機を固定した。そして、加振振動

数を変更しながら試作機をセンサの軸方向である N-S 方

向、E-W 方向および鉛直方向にそれぞれ加振し、各セン

サの出力信号（電圧）を測定した。加振振動数は、0.8 Hz
から 50 Hz までの範囲を 1.0 Hz 刻みで設定した。加振台の

振幅は片振幅 0.4 mm とした。また、加速度ピックアップ

で加振台の加速度信号を測定して、さらに積分することで

速度信号に変換し、これから参照値となる速度振幅を求め

た。 
 
3.2 感度の同定 
 まず、スイープ加振実験の結果から各方向のセンサの感

度を同定した。参照値の速度振幅は、加振振動数に対して

比例的に増加していることを確認した。そこで、各センサ

の出力信号の平均振幅を参照値で除することセンサの感

度を同定した。図 7 に各方向のセンサについて感度を求め

た結果を示す。各図とも、横軸は加振振動数であり、縦軸

は加振振動数ごとの感度を示している。これらの結果を見

ると、感度が固有振動数である 1 Hz 付近で大きく変化し

ている。これは、参照値を求めた加速度センサの精度の悪

化によるものである。いずれの結果も 6 Hz くらいからほ

ぼ一定の値となってるが、30 Hz を超えるとまた値にバラ

ツキが生じている。これらの結果から、N-S センサの感度

は、加振振動数 6 Hz～30 Hz の範囲の感度を平均して求め

ることとした。また、E-W センサでは 6 Hz～30 Hz の範囲、

鉛直センサでは6 Hz～38 Hzの範囲で平均をとり感度を求

めた。求めた感度の結果を表 1 に示す。 
 

3.3 実験結果 
 前節で定めた感度を用いて、スイープ実験結果で測定し

た試作機の出力信号を速度信号に変換し、参照値と比較し

た。センサ毎の測定結果を図 8 に示す。図中の横軸は、加

振振動数であり、縦軸は各軸方向の速度振幅を示す。 
 それぞれの結果を見ると、加振振動数が低次から 20 Hz
までは、試作機の結果と参照値はほぼ一致していることが 
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図 6. スイープ加振実験装置 
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(a) N-S 方向加振時 
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(b) E-W 方向加振時 
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(c) 鉛直方向加振時 

図 7. 感度の同定実験結果 

 

表 1 各センサの感度平均値 

Direction N-S E-W Vertical 

Sensitivity [V/(m/s)] 6.04 6.10 28.2 
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(a) N-S 方向加振時 
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(b) E-W 方向加振時 
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(c) 鉛直方向加振時 

図 8. スイープ加振実験結果 

 
わかる。しかしながら、水平方向の結果では加振振動数が

高くなると両者に差違が生じている。とくに、N-S 方向加

振の結果は、E-W 方向加振の結果と比べるとかなり誤差

が大きくなっている。鉛直方向の結果では、加振振動数が

低次から 34 Hz までほぼ一致しているが、それ以降は参照

値と差違が大きくなっている。それぞれで差違が大きかっ

た点で、測定された速度波形を比較したところ、波形形状

は同等であったが、振幅の大きさが異なっていた。また、

コイルや磁石の個体差による影響について調べたが、結果

に変化は無かった。このことから、試作機ではサイズモ変

位計の原理を満たさないような運動が円錐振り子に生じ

たものと考えられる。 
 

3.4 円錐振り子に対する打撃実験 
 前節で示したように、水平方向の測定結果で誤差が大き

くなった原因を解明するため、円錐振り子に対して打撃試 

 

 

 

 

 

(a) 打撃点 (b) N-S 方向 
（38 Hz） 

(c) E-W 方向 
（38 Hz） 

図 9. 円錐振り子の固有モード 

 
験を行った。実験にあたり、振り子の下端にあるおもりに

加速度ピックアップを取り付け、図 9(a)に示す 5 点におい

てインパルスハンマを用いて打撃した。打撃実験は、N-S
方向と E-W 方向に対して各点で 5 回ずつ行い、測定され

た伝達関数から固有振動数と固有モードを求めた。 
 測定の結果、N-S 方向と E-W 方向ともに 38 Hz に固有

振動数があることがわかった。図 9(b)、(c)に 38Hz の固有

振動数に対応する固有モードを示す。この結果から、円錐

振り子の軸が弾性変形する振動モードが現れていること

がわかる。軸が弾性変形すると、測定物の運動とは関係無

くコイルと磁石の相対速度が変動するため、サイズモ変位

計の原理が成立しなくなってしまう。図 8(a)の N-S 方向の

測定結果を見ると、38Hz 付近でとくに誤差が大きくなっ

ている。これらのことから、測定誤差が生じた原因は、円

錐振り子が共振して軸が弾性変形したことによるものと

考えられる。なお、鉛直方向の結果でも、38Hz 付近から

誤差が大きくなっているが、振り子の弾性モードが原因で

あるかどうかは、まだ解明できていない。 
 
4. 打撃加振実験 

 

4.1 実験装置および実験方法 
 次に、打撃加振した場合の振動応答を測定する実験を行

った。図 10 に実験装置を示す。この実験では、ゴム脚で

支持されたアルミ平板の上に試作機を設置する。また、参

照値を求めるために、加速度ピックアップも設置する。そ

して、アルミ平板をハンマで N-S 方向、E-W 方向、鉛直

方向の 3 方向に打撃して、打撃方向の振動応答を測定した。 
 

4.2 実験結果 
 それぞれの方向に打撃したときの速度信号の時刻歴波

形を図 11 に示す。参考のため、各図中には、加速度ピッ

クアップで測定した参照値も示している。 
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図 10. 打撃加振実験装置 
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(a) N-S 方向加振時 
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(b) E-W 方向加振時 
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(c) 鉛直方向加振時 

図 11. 打撃加振実験結果 

 
 まず、N-S 方向に打撃した結果を見ると、打撃直後にお

いて試作機の結果と参照値とで大きく異なっていること

がわかる。E-W 方向に打撃した結果についても、差違の

程度は小さいがやはり打撃直後の誤差が大きくなってい

る。打撃直後は、実験装置に自由振動が励起されるため、

円錐振り子が弾性モードで振動し易い。結果が異なったの

は、これが原因であると考えられる。ただし、一定の時間

経過後には、両者の波形はほぼ一致していることから、弾

性モードの影響が無くなれば、問題無く計測可能であると

いえる。一方、鉛直方向に打撃した結果では、試作機の結

果と参照値にあまり大きな差違は生じていなかった。 
 
5. 結言 

 
 ボアホール内に設置可能な 3 成分一体型の地震計を開

発することを目指して、3 成分速度センサの試作を行った。

得られた結果は以下の通りである。 
(1) 試作機では、水平 2 方向成分の速度センサを自在継手

を利用した円錐振り子で構成した。また、振り子の軸

上に鉛直センサを設置することで、3 成分一体型を実

現した。 
(2) スイープ加振実験と打撃加振実験により試作機の性能

評価を行った。その結果、加振振動数が 20 Hz 程度ま

では正常に機能したものの、円錐振り子が共振して弾

性モードが励起されることにより、水平方向の測定結

果に誤差が生じることが確認された。また、鉛直方向

の測定結果にも加振振動が高くなると誤差が生じるこ

とがわかった。 
(3) 上記(2)の問題を解決するためには、円錐振り子の剛性

を高めて弾性モードの振動の発生を回避する必要があ

る。また、鉛直センサの測定結果に生じた誤差の原因

について詳しく調査する必要がある。 
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Abstract 
 

     Aerodynamic characteristics of NACA 4412 airfoil were investigate by wind tunnel experiments in the region 
of low Reynolds number on the order of 104. In the experiment, the airfoil model made with 3D printer and two-
dimensional multi-fan type wind tunnel with 11 fans was used. In order to measure the micro fluid forces such as lift 
and drag at the low Reynolds number, 3-components force detector was applied. Airfoil surface pressure coefficients 
were measured by using a digital manometer from 21 pressure taps on the airfoil surface. From the experiments, it 
was found that as the Reynolds number decreased, the maximum lift coefficient and the maximum lift-drag ratio 
tended to decrease and the minimum drag coefficient tended to increase in the range of 8.0×103 ≤ Re ≤ 5.0×104. 

 
 
Keywords: NACA 4412 airfoil, Low Reynolds number, Aerodynamic characteristics, Wind 

 tunnel test, 3-components force detector 
 

1. はじめに 

 

近年では小型航空機の普及や火星探査航空機 1)の開発

のため、レイノルズ数が数十万もしくは数万という低いレ

イノルズ数領域での翼型の運用が重要になってきている。

また、このような航空機で使用する翼型は災害現場や各種

調査で活躍することが予想されるため今後の翼型研究の

分野で大きな役割を演じることが推測される。低レイノル

ズ数領域では、高レイノルズ数の翼まわりの流れ場と異な

り、翼の前縁より発達した境界層が層流状態のまま翼表面

から剥離を起こし、翼後方で再付着して剥離泡が形成され

るため翼まわりの流れ場は複雑になる 2)。その結果、揚力

曲線に非線形性が現れるなどの特徴的な変化を示すこと

が知られている 3)。しかし、低レイノルズ数領域における

翼型の空力特性の研究報告は少ない。これは高レイノルズ

領域とは異なり流速や代表長さを小さくするため、翼型に

働く流体力が小さく計測が難しかったことが原因の一つ

である。近年の測定器の発達に伴い、例えば三分力計を使

って小さな流体力を計測することができるようになって

きた。そこで本研究では、NACA 4412 翼型を対象に風洞

実験を通して三分力計測システムやデジタルマノメータ

を用いて翼型に働く流体力や圧力分布を測定し、レイノル

ズ数 104 領域における空力特性の関係を調査し報告する。 
a)機械設計システム工学専攻大学院生 

b)機械知能工学プログラム教授 

2. 実験及び実験方法 

 

2.1 実験装置 
本研究では、押し出し開放型のマルチファン型 2 次元風

洞を使用した。この風洞は縦に 11 個のファンを有し、そ

れぞれのファンに取り付けられているモータにパソコン

から電圧を与えることで稼働する。ファンで発生した空気

の流れはダクトの中を通過した後にハニカム格子を通り、

測定位置まで風が流れる。また、今回使用した 3 分力検出

器は日章電機 LMC-3501-20N であり、圧力分布はデジタル

マノメータで測定を行った。 
 
2.2 翼型模型 

三分力システム測定実験に使用した NACA 4412 翼型を

図 1 に示す。翼模型は翼弦長 c=100mm、翼幅 b=170mm で

アスペクト比 AR=1.7 の翼型であり、積層型 3D プリンタ

を用いて ABS 樹脂で製作した。また、三分力計に取り付

けるため軸が翼型の 25％c の位置にある。 
次に、圧力分布測定用の翼型を図 2 に示す。翼弦長

c=200mm、翼幅 b=180mm でアスペクト比 AR=0.9 の翼型

である。上下面合わせて 21 個の圧力孔を有し、圧力孔の

直径は 1mm である。アルミ材を放電加工により製作した。 
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1. はじめに 

 

近年では小型航空機の普及や火星探査航空機 1)の開発

のため、レイノルズ数が数十万もしくは数万という低いレ

イノルズ数領域での翼型の運用が重要になってきている。

また、このような航空機で使用する翼型は災害現場や各種

調査で活躍することが予想されるため今後の翼型研究の

分野で大きな役割を演じることが推測される。低レイノル

ズ数領域では、高レイノルズ数の翼まわりの流れ場と異な

り、翼の前縁より発達した境界層が層流状態のまま翼表面

から剥離を起こし、翼後方で再付着して剥離泡が形成され
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a)機械設計システム工学専攻大学院生 

b)機械知能工学プログラム教授 
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図 6．ゼロ揚力角とレイノルズ数の関係 
 

 

図 7．レイノルズ数ごとの抗力係数分布 
 

 

図 8．最小抗力係数とレイノルズ数の関係 
 
 
3.3 揚抗比 

揚抗比の分布を図 9 に示す。レイノルズ数が大きくなる

につれて最大揚抗比が大きくなる傾向を示す。最大揚抗比

をとる迎え角は Re� �0000以下では最大揚力係数をとる

迎え角とほぼ同じになることがわかるが、レイノルズ数が

大きくなると抗力係数の変化に類似な傾向を示した。 
 

 

図 9．揚抗比とレイノルズ数の関係 
 
3.4 前縁周りのピッチングモーメント係数 

前縁周りのピッチングモーメント係数を図 10 に示す。

�� � �0000では� � ��0����まで、また�0000 � �� �
50000では� � �0�あたりまで右下がり傾向を示し、その

後、レイノルズに依存して右上がり傾向を示した。 
 

 

図 10．ピッチングモーメント係数分布 
 
3.5 翼面の圧力係数 

図 11～14 にレイノルズ数における圧力係数分布を示す。

負の迎え角では前縁付近において圧力面の圧力が負圧力

面より低く、その後クロスし回復していく分布を示した。

正の迎え角では、典型的な翼型の圧力係数分布を示し、特

に迎え角が大きい場合は前縁から剥離した流れが負圧面

に再付着する圧力係数分布を示した。また、迎え角� � �0�
の範囲では Re� ��000と Re� 50000の翼表面圧力係数は

ほぼ同じ形の分布を示した。 
 

  

 

 
図 1．3 分力測定用 NACA 4412 翼型模型 

 

 

 
図 2．圧力測定用 NACA 4412 翼型模型 

 
2.3 実験方法 

NACA 4412 翼にかかる揚力 L、抗力 D 及びピッチング

モーメント M を 3 分力計により測定を行い、揚力係数、

抗力係数、揚抗比及び前縁まわりのピッチングモーメント

係数を求めた。翼型は風洞の壁面に翼型が接触すると振動

が伝わり計測誤差が生じるため壁面から 5mm 程度離し

設置した。計測条件はサンプリング周期を 500Hz、サンプ

リング数を 60000 とし、この条件での測定を迎角� �
�1�°�2�°の間で2°ずつ変化させ 10 回計測を行いその平

均値を測定結果とした。レイノルズ数を 6 パターンで計

測し、レイノルズ数による流体力の比較を行った。測定値

は NR600 で A/D 変換され、PC ソフトの wave logger pro 
によって収集した。図 3 に 3 分力計測の結線略図を示す。 
また、NACA 4412 翼まわりの圧力分布をデジタルマノメ

ータにより測定を行い、圧力係数を求めた。計測条件はサ

ンプリング周期を 500Hz、サンプリング数を 30000 とし、

この条件での測定を迎角� � �1�°�2�°の間でずつ変化さ

せ、Re 数は 26000 と 50000 の二つの条件で行った。測定

値は 3 分力測定と同様に NR600 を用い収集した。 
 

 
図 3．結線略図 

  
 

3. 実験結果および考察 

3.1 揚力係数 

レイノルズ数ごとの揚力係数分布を図 4 に示す。レイノ

ルズ数が大きくなるにつれて揚力係数が大きくなる傾向

を示し、最大揚力係数をとる迎え角は、レイノルズ数によ

らず14°付近であった。また急激な失速は見られなかった。

一方、揚力係数が 0 となるゼロ揚力角はレイノルズ数が小

さくなるにつれて大きくなる傾向を示した。最大揚力係数

とレイノルズ数の関係を図 5 に、ゼロ揚力角とレイノルズ

数の関係を図 6 に示す。 
 
3.2 抗力係数 

レイノルズ数ごとの抗力係数分布を図 7 に示す。レイノ

ルズ数が小さくなるにつれて抗力係数が大きくなる傾向

を示し、最小抗力係数をとる迎え角αは、レイノルズ数に

よらず�4°��°であった。また、最大揚力係数をとる迎え角

付近から抗力係数が急激に増加した。最小抗力係数とレイ

ノルズ数の関係を図 8 に示す。 
 
 

 

図 4．レイノルズ数ごとの揚力係数 

 

 

 

図 5．最大揚力係数とレイノルズ数の関係 
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図 11．� � ��°における翼面の圧力係数分布 

 

 
図 12．� � ��°における翼面の圧力係数分布 

 

 
図 13．� � �°における翼面の圧力係数分布 

 

 
図 14．� � 14°における翼面の圧力係数分布 

 

４．結論 

 

本研究では� � 10� � �� � 5 � 10�のレイノルズ数領域

における NACA 4412 翼型に対して風洞実験を行い、揚力

や抗力、翼面の圧力分布を測定し空力特性を調査した。こ

の研究から得られた主な結果は以下の通りである。 
1. 揚力係数はレイノルズ数の増加に伴い増加し、最大

揚力係数をとる迎え角は14°付近でピークを示した。

また、ゼロ揚力角はレイノルズ数が増加するほど減

少し Re� 1�� � 10�では負の値となった。 
2. 抗力係数はレイノルズ数の減少に伴い増加傾向を示

し、最小抗力係数をとる迎え角は�4°�0°の範囲にあ

った。 
3. 圧力分布は�� � ��000、50000において迎え角� �

0°では前縁近傍で負圧力面の圧力が高く、� � 0°で
は典型的な翼型の圧力分布を示した。また、10° �
� � 1�°の範囲では両レイノルズ数ともほぼ同じ形

の圧力分布を示した。 
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Gap Ratio Effect on the Wake behind Side-by-Side Plates 

 

Seiha HARADA, Atsushi KUROKI, B. SHIN 
 

Abstract 
 

    Wake flow behind two flat plates placed normal to the flow in a parallel arrangement was experimentally 
investigated by varying the gap ratio in the range of 1.5~2.3 to examine the effect of gap ratio on the wake. Velocity 
and pressure fluctuations were acquired by employing hot-wire anemometers and digital manometers in the multi-fan 
type wind tunnel. From the experiment, it has been found that, at gap ratios less than 2.0, the gap flow was biased 
either upward or downward. At around gap ratio of 1.6, the switching of the biased gap flow appeared due to the flow 
instability by mutual interference of the vortex shedding from the plates, while at gap ratio of 2.0 or more, the gap 
flow was no longer biased. The plates on the biased side showed relatively low base pressure, and detected periodic 
vortex shedding, while those on the unbiased side showed the opposite phenomena. At gap ratios less than 2.0, two 
Strouhal numbers indicating the bi-stable situation exist. 
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1. はじめに 

 

複数の物体が流れ中に配置されたとき，後流や渦が互い

に干渉し，物体が１つであるときの流れとは大きく異なる

傾向を示すことが知られている 1)．この現象は実生活にあ

りふれたものであり，物体間の流れの干渉問題について研

究することは，流体工学の発展のため重要な課題である．

そのため現在まで，2 物体間の流れの干渉に関する研究は

盛んに行われてきているが，対象物に円柱を用いたものが

主で平板に関する研究は少ない 2,3)．円柱は流れの特性を

解析するには優れた形状ではあるが，建築物をはじめとす

る構造物は円柱の形だけでなく平板や角柱など，角ばった

形状をしているものが多い．そこで本研究では，一様流れ

中に垂直に並列に置かれた板の幅が等しい 2 枚の平板周

りの流れにおいてギャップ比 (平板間の位置関係)が平板

下流域の後流に及ぼす影響について風洞実験を通して調

べて報告する． 
 
2. 実験 

 

2.1 マルチファン型風洞 

本実験で使用した風洞は宮崎大学工学部のマルチファン

型風洞で室内開放型押込式（エッフェル型）であり，縦 11
個×横 9 個=合計 99 個のファン（外径 270mm）で気流が

起こされる．それぞれ AC サーボモーター （出力 750W）

に接続され，1 台のパソコンで互いに独立に回転数を制御

することができる．測定部断面のサイズは横 2540mm×縦 
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1800mm である．測定部は 7 個の可搬洞を組み合わせて構

成することができ，入力した信号値に比例した回転数でフ

ァンが回転し，駆動された気流は四面を囲まれた短形断面

のダクトを通り縮流され，最終的にハニカム（外径 30mm，

長さ 212mm）で整流され吹き出される．収縮比は 1:1.83，
平均風速は±2.0%以下の非一様性（9m/s 時），乱れ強度は

2.0%以下である．本実験では風洞のハニカム格子から 8m
の位置に実験装置を設置し，風速 U=4m/s の一様流れを使

用した． 
 

2.2 実験装置 
図 1 は実験装置の正面図である．この実験器具は 2 平板

間の距離（G）を変更することができ，平板と支持具はネ

ジで固定されている．支持具による剥離の影響を防ぐため

に端板を風洞の天井と床に固定した． 
図 2 は側面から見た平板の位置関係を示したものであ

る．平板は長さ 550mm，幅 D=30mm，厚さ t=3mm となっ

ており，上側の平板は支持具を用いて床からの高さが

610mm に固定されている．2 つの平板間距離 G は平板を

固定しているレールに沿って自由に設定できる．測定に際

して，ギャップ比 G/D=0（板一枚）から G/D=2.3 まで，

G/D=0.1 刻みで平板間の距離を変化させ測定を行った．実

験データはサンプリング周波数 500Hz で収集をおこなっ

た．実験装置と I 型熱線プローブは風洞内に置き，検出器

などは制御室で全て管理する構造となっている．測定場所

については，図 3 で示すように平板に当たる風が剥離を起

こして平板の後方へと流れていくことを考慮して，平板の

上下 1/3D ずつずらして設定してある．さらに後方に X=2D, 
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4D, 6D, 8D, 10D の間隔をとり測定した．また，平板ギャッ

プ側(Chan3)と平板外側(Chan4)で流速を測定し，平板中央

で背圧を測定した．本実験では最大 2 分間の測定を 10 回

行い，波形データを収集した．いずれの場合も U と D か

らなる Re 数は 8000 である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1．実験装置の正面図 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

図 2．平板の位置関係 

 

3. 実験結果および考察 

 

3.1 流れの速度変動及び FFT 解析 
 図 3, 4 に測定位置 X/D=2.0 下流において，G/D=1.6, 2.3
の時の下側の平板の後方で測定した流速変動𝑢𝑢�の 2 秒間

のデータを示す．また図 5, 6 は速度 u の FFT 解析したス

ペクトル分布で 10 回の測定データを解析し平均したもの

である．これらの図より，G/D=1.6 では G/D=2.3 に比べて

全体的に流速が小さく乱れた様子を示し，ギャップ側と外

側で変動形態も異なる．また流速はどちらの場合も外側の

ほうが速かった．一方 G/D=1.6 の FFT 解析結果では高い

周波数と低い周波数が存在した．このギャップ比ではギャ

ップ流れが偏向することで 2 枚の平板後方の後流域や，平

板後方の渦放出周期が双安定状態であることが認められ

る．しかし，G/D=2.3 ではギャップ流れが平板後方の渦放

出にほとんど影響せず単独平板の後流のような振る舞い

を示した． 

図3．G/D=1.6における速度変動 
 

図4．G/D=2.3における速度変動 
 

 
図5．G/D=1.6におけるFFT解析周波数分布 
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図6．G/D=2.3におけるFFT解析周波数分布 
 

3.2 ギャップ比における St 数分布 
図7はX=2Dにおけるギャップ比ごとのSt(=fD/U)数のグ

ラフである．これらは図6, 7のように2分間の測定を10回行

ったデータをFFT解析し平均してストローハル数に変換

したものである．ギャップ比が1.5～2.0の領域においては，

後流同士の干渉により高周波と低周波で2点のピークが観

測された． 
低いSt数はギャップ流れが偏ることによって生まれる

広い後流側の平板から低速で放出される渦列によるもの

で，高いSt数は狭い後流側の平板から放出される比較的規

模の小さい渦列によるものである4,5)．ギャップ比が広がる

につれて二枚の平板から 生じる渦の放出周期は互いに近

づき，G/D=2.0付近でSt数はlつとなった．この時のSt数は

単独平板で観測されるSt数とほぼ同じ値である1)．  
図8～10にG/D=1.6, 1.9, 2.3において，測定位置を下流側

に変更しながら調べたSt数の分布を示す．図8，図9のよう

にギャップ比がG/D＜2.0の領域ではギャップ比が高周波

数と低周波数の存在が下流遠くまで顕著に現れるが，2よ
り大きくなると（図10）平板間の渦の干渉が弱まり流れは

上下対称の安定となり，渦の放出周波数も一つにまとまっ

た． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図7．ギャップ比におけるSt数分布（X/D=2.0） 
 

3.3 ギャップ比における圧力係数分布 
図11, 12はそれぞれのギャップ比G/D=1.6, 2.3における，

背面圧力係数の時刻歴である．このグラフは20分計測を行

ったうちの，ある2秒間のデータである．G/D=1.6ではギャ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図8．G/D=1.6における流れ方向のSt数分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図9．G/D=1.9における流れ方向のSt数分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図10．G/D=2.3における流れ方向のSt数分布 
 

ップ流れのスイッチングが行われるため，幅の広い後流側

(a)と狭い後流側(b)が存在する．G/D=2.3では図11に比べ周

期性のある分布を示した．また図13はギャップ比における

圧力係数の分布を示している．この結果は各平板間のギャ

ップ比において2分間の計測を10回行ったデータを解析し，

平均化したものである．圧力係数はギャップ比が大きくな

るにつれて下がったが，G/D>2.1付近ではほぼ一定の値を

示した． 
 
3.4 ギャップ比における自己相関係数及び相互

相関係数 

図14, 15はG/D=1.6, 2.3における平板のギャップ側と外

側のある2秒間の速度変動𝑢𝑢�で求めた自己相関関数𝑅𝑅�及び

相互相関係数 𝑅𝑅�である．𝑅𝑅�及び 𝑅𝑅�は以下の式で定義され 

並列二平板後流に及ぼすギャップ比の影響 119



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図11．G/D=1.6における圧力係数の時刻歴変動 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図12．G/D=2.3における圧力係数の時刻歴変動 
 
 
 
 
 
 
 
 

数Rcは以下の式で定義される6)． 
 

図13．ギャップ比における圧力係数分布 
 
る6)． 

 

𝑅𝑅��𝜏𝜏� � 𝑢𝑢��𝑡𝑡�𝑢𝑢��𝑡𝑡 � 𝜏𝜏�������������������
𝑢𝑢������  

 𝑅𝑅��𝜏𝜏� � 𝑢𝑢���𝑡𝑡�𝑢𝑢���𝑡𝑡 � 𝜏𝜏�����������������������
�𝑢𝑢𝑢��������𝑢𝑢𝑢������

 

ここで𝑢𝑢��と𝑢𝑢��はそれぞれ平板のギャップ側と外側から

の時系列速度変動で，τは時間遅れ，上付きのバ―はアン

サンブル平均を表す． 
G/D=1.6 においては平板後流がギャップ流れの影響を

受け，自己相関，相互相関ともときおり不規則な速度の変

動（図 14(a)）と規則的な変動（図 14(b)）が現れた．しか

し G/D=2.3 と，ギャップ比が大きくなると相関係数に強い

周期性が見られた．各平板からの後流干渉が弱く単独平板

のような流れ場となり，安定した渦の放出が行われている

ことがわかる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 14．G/D=1.6 での相関係数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 15．G/D=2.3 での相関係数 
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4. 結論 

 
流れ中に垂直に置かれた板の幅が等しい2枚の平板周り

の流れにおいてギャップ比が平板下流域の後流に及ぼす

影響について風洞実験を通して調べ，以下の結論を得た． 
1. X/D=2.0，ギャップ比G/D=1.5～1.9の範囲において，

2平板後流の流れは互いに干渉し，渦放出周波数に

は高いものと低いものが存在する双安定の状態を

示した．  
2. ギャップ比G/D=2.1以降では，後流間の干渉の影響

が小さくなり，後流は概ね単独平板のような振る

舞いを示した．  
3. ギャップ比G/D=1.5～2.1の範囲ではギャップ比が

大きくなるごとに平均圧力係数が徐々に下がるが，

その以後はほぼ一定となった．  
4. ギャップ比G/D<2.0の領域では，ギャップ比が小さ

いほどギャップ流れの偏向に基づく双安定状態が

X/D≦10の下流まで続いた． 
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Numerical Investigation of the Aerodynamic Performance of NREL 
S809 Airfoil for Wind Turbine 

Bayu K. WARDHANAa), B. SHINb) 

Abstract 
 

Numerical simulation is performed to investigate the effect of airfoil modifications on the aerodynamic characteristics 
of NREL S809 airfoil for wind turbine. The airfoil shape modification is tried to improve the aerodynamic performance. The 
first modification is an applying a diverging trailing edge to the original airfoil by increase the trailing edge. The second 
modification is applying a sharp trailing edge to the first airfoil modification. The numerical simulation was carried out by 
solving 2 dimensional Reynolds Averaged Navier-Stokes equations with standard k- turbulence model. The aerodynamic 
characteristics such as lift, drag, and moment coefficient were investigated at the Reynolds number of 300,000, and a 
modification of shape of the airfoil was tried to improve the aerodynamic performance. From numerical predictions by the 
modifications, it showed that the modification improves the airfoil’s lift coefficient in medium angle of attack (8.14 ~ 12.2). 
The drag coefficient doesn’t improved significantly. Another numerical results was presented and discussed. 

 
Keywords: S809 airfoil, Aerodynamic performance, Separation point, Diverging trailing edge, 

Sharp trailing edge, CFD 
 

1. INTRODUCTION 

Nowadays the development of the renewable 
energy generation devices is increasing, including the  
search for new material as energy source and 
development of the available renewable energy 
generation devices to be more effective and efficient. 
There are many kinds of such devices, for examples, 
as wind turbine. Wind turbine utilizes the airflow to 
generate electricity by using turbine blade. In order to 
improve blade efficiency, researchers work on the 
airfoil geometry experimentally or numerically. 
Butterfield et al. performed a wind tunnel testing to 
investigate the airfoil performance. They tested airfoil 
NREL S809 in certain Reynolds Numbers in various 
angle of attacks1). Nigam et al. applied CFD method to 
airfoil NACA 634-221. They acquired the numerical 
data of airflow around airfoil to analyze the airfoil 
performance2). Hao and Gao3) also performed a 
numerical method to airfoil. They observed the effect 
of Gurney Flap on an airfoil performance. By using the 
numerical method of Reynolds-Averages Navier 
Stokes (RANS) equations, they showed the Flap can 
increase the airfoil performance by improving airfoil 
lift coefficient. 

In this paper, numerical analysis is performed to 
investigate the effect of airfoil shape modification of 
NREL S809 on airfoil performance. Two kinds of 
modification are performed which are focused on the 

airfoil trailing edge. First modification is airfoil with 
diverging trailing edge (DTE) and second is airfoil 
with sharp trailing edge (STE). 
 
2. NUMERICAL METHOD 

2.1 Governing equations 
A two-dimensional incompressible Navier-

Stokes equations are solved by using finite volume 
method. 

Conversion of mass:  
   u = 0 (1) 
 

Momentum equation: 
 

  ��
�� � � �

�
��
�� �  ∇�𝑢𝑢  (2) 

 
  ��

�� � � �
�

��
�� �  ∇�𝑣𝑣  (3) 

 
where the v is the kinematic viscosity, u and 𝑣𝑣  are 
velocities,  is density. As a turbulent model for 
turbulent flow, Standard k- turbulent model is 
applied4). 
 
2.2 Computational domain and grid 

A computational domain with range more than 3 
chord length was applied in all directions from the 
object as shown in Fig.1. The angle of attack varies 
from 0 ~ 20.2. During the angle of attack 
transformation, the airfoil is rotated based on the 
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selected angle of attack in clock wise direction. The 
computational domain is exactly the same during the 
angle of attack transformation. A quadrilateral grid 
with grid cells number total 250000 and grid nodes 
number total 250850 which is evaluated by GCI 
method5) was used in this computation. 
 

 
Fig. 1. Computational domain. 

 
3. NUMERICAL RESULTS 
3.1 Validation of solution method 

A wind tunnel experimental data such as lift 
coefficient, drag coefficient, and pressure coefficient 
are used to make validation of present results. Figure 
2 shows a comparison of the lift and drag coefficients 
between two results1). As a whole, they are in good 
agreement with each other. The lift increases up to 
angle of attack 12.2 and then decreases. Maximum 
lift produced at the angle of attack 12.2. 

Figure 3 shows a comparison of surface pressure 
coefficients between experimental and numerical 
results in several angle of attack, there are no 
significant different between two results. From Figs. 2 
and 3, it can be considered that the aerodynamic 
characteristics is well predicted by the present solution 
method. 
 
 

 
 

 

 
Fig 2. Comparison of lift and drag coefficient 
 between experimental and numerical 
 results. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3. Comparison of pressure coefficient 

between experimental and numerical 
results. 

 
3.2  Diverging trailing edge (DTE) modification 

The purpose of the modification is to give the 
airfoil an additional thickness in trailing edge area. It 
will be supposed to reduce the adverse pressure 
gradient in trailing edge. There are 3 increment 
treatments. They are 0.6%, 1.2%, and 1.8% of chord 
larger compared to the original as can be seen in Fig.4.  
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Fig 4. Modification of airfoil shape with 

diverging trailing edge. 
 

From Fig.5 it can be seen that the lift coefficient 
somewhat affected by the modification. But drag 
coefficient almost doesn’t have effect. In 0 angle of 
attack, the original airfoil has the best lift of 0.10054. 
The second is the DTE1 modification and then DTE2 
and then DTE3 of 0.0854, 0.06252, and 0.03319 
respectively. Between the angle of attack of 8.14 and 
15.2 the DTE3 modified airfoil becomes the best lift 
followed by DTE2 then DTE1 and then the original 
airfoil. The highest lift produced by DTE3 
modification in angle of attack 12.2 with value 
0.95981. On the other hand the original airfoil 
produces lift 0.93313. From the angle of attack of 
13.1, all of the lift become almost the same. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig 5. Comparison of Lift and drag coefficient 

between original and DTE modified 
airfoil. 

 
At low angle of attack, this DTE modification shows 
lower lift. It is considered that thicker trailing edge 
leads to less pressure drop on suction side because of 
the relatively rapid recovery of pressure as seen in 
Fig.6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig 6. Pressure distributions on original and DTE 
modified airfoils at low angle of attack. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7. Pressure contours around original and DTE 
modified airfoils at 0 angle of attack. 
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Figure 7 shows the pressure contours at 0 angle 
of attack. As seen in this figure, low pressure region 
on the suction side is decreased with thickness. 
However, opposite phenomena occurred at relatively 
high angle of attack although not shown here. It is 
considered that, at high angle of attack, thicker trailing 
edge helps to reduce adverse pressure gradient on the 
suction side of the blade and delays separation, 
resulting that the lift is increased compared to the 
original airfoil. 
 
3.3 Sharp trailing edge (STE) modification 

As the second try of the shape modification, a 
sharp trailing edges (STE) modification6) was applied 
as shown in Fig.8. Figure 9 shows a comparison of lift 
and drag coefficient between original airfoil and STE 
modification. This STE modification had different 
result compare to DTE modification. In low angle of 
attack, the modification has better lift compare to the 
original. In 0 angle of attack, the original airfoil 
produced lift coefficient as much as about 0.1. STE3 
has the biggest lift coefficient of 0.13998, followed by 
STE2 of 0,12877 and the STE1 of 0.11931. This 
phenomenon happen until angle of attack 6.11.  
 
 
 
 
 

 
 

Fig 8. Modification of airfoil shape with 
sharp trailing edge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. Lift and drag coefficient for original and STE 
airfoil. 

Figure 10 shows the surface pressure distribution. 
The trailing edge begins to be sharp in area 0.85 chord. 
This change makes the airfoil profile become curve in 
this area. Because of the curved shape, the flow passes 
this area once again experience a pressure drop. In this 
investigation, in the higher angle of attack 10.2 to 
14.1, the STE modifications had higher lift 
coefficient than the original airfoil. 

 

 

 

 

 
Fig.10. Surface pressure comparison of original and 

STE airfoil. 
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Fig. 11. Separation point comparison of original 

and STE airfoil. 
 

Figure 11 shows the separation point in this 
modification. Investigation of separation area also 
important to check the airfoil performances. The 
narrower area of separation, the greater reduction of 
drag. In this computation, the STE3 modification had 
the furthest separation point at 0.643 chord. This value 
is followed by STE2 (0.61 chord), and then 
STE1(0.589 chord) and then the original. This 
phenomenon is similar to DTE modification. However, 
the trailing edge vorticity of STE modification is not 
formed like the DTE modification.  

4 CONCLUSIONS 

In order to investigate the effect of the shape 
modification, numerical computation based on finite 
volume method is implemented. By comparing the 
experimental and numerical results, it was confirmed 
that the present numerical computation is sufficiently 
reliable to predict the flow through airfoil for wind 
turbines with accuracy. From the investigation for 
shape modification, main conclusions were 
summarized as followings. 
1) Both type of DTE and STE modification were 

improved the lift in the range of relatively low 
angle of attack. DTE modification increased the lift 
coefficient in medium angle of attack of 
8.14~12.2. STE modification increased the lift 
coefficient in low angle of attack of 0~4.16. 

2) Drag coefficient was not improved significantly in 
both types of modifications. 

3) The modifications delayed the beginning point of 
separation. Modification DTE can improve better 
than STE modification. 

4) In the high angle of attack the airfoil modification 
almost makes no advantages. 
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    In recent years, with improvements in the processing ability of smartphones, the performance of cameras and 
other sensors, and improvements in image processing technology, it has become possible to use smartphones to 
acquire spatial data such as the type and location of objects in real time. In order to use spatial data more effectively, 
it is necessary to share only the necessary spatial data among many applications in real time. Therefore, this paper 
proposes and implements Gamma, which is a new distributed MQTT system, to improve the usefulness of 
distributed MQTT systems for sharing spatial data. Gamma has added a new Manager to the system of previous 
research. By managing each node by Manager, new nodes can be added without stopping the system. In the 
experiment, it has been found that Gamma can process more messages than a single MQTT broker. It is confirmed 
that Gamma achieves scalability by increasing the number of Gateways and distributed MQTT brokers. 
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 はじめに

空間データとは「モノの位置情報と意味情報 (状態、形
状、サイズなど) の双方を要素として持つデータ」であり、
具体的には「自転車が A地点を 30km/hで走行している」
のようなデータを指す 1)。近年、スマートフォンの処理能

力の向上やカメラなどのセンサの性能向上、画像処理技術

の向上に伴い、スマートフォンを用いて物体の種類や位置

といった空間データをリアルタイムに取得することが可

能になった 2)。 
空間データをより有効に活用するためには、多くのアプ

リケーション同士で必要な空間データのみをリアルタイ

ムに共有する必要がある。MQTT(Message Queuing 
Telemetry Transport)3)は、IoT(Internet of Things)のアプリ
ケーション層の通信プロトコルとして知られている。基本

的な MQTTは 1つのシステムに 1つのメッセージを仲介
するサーバであるブローカを定義しているため、同時に接

続するクライアントの数やクライアント間で共有する

メッセージ数には限りがある。そこで、複数のブローカ間

で連携し、負荷分散を行う分散MQTTの実装がある。 
空間データを共有するための分散 MQTT の先行研究と

しては Ryo Kawaguchiらの研究 4)がある。この研究では、 
a)工学専攻 機械・情報系コース 大学院生

b)情報システム工学科 教授

空間データを扱うことに適したトピック構造を導入して

いる。また、ブローカの負荷を軽減し、異なる種類のブロー

カをサポートするために分散 MQTT ブローカと Gateway
を導入している。数値計算を用いて、特にメッセージを受

信する MQTT クライアントである Subscriber の数が多い
場合や、受信したいメッセージを設定する Subscribe の変
更が頻繁に発生する場合に既存の分散 MQTT システムよ
りも、各ブローカが単位時間あたりに受信するメッセージ

数が少ないことを確認している。 
しかし、この分散 MQTT システムを実際に利用するこ
とを想定した場合、以下の 2つの課題がある。 
⚫ 事前に分散MQTTブローカの IPアドレスとポート

番号を Gateway に登録する必要があるため、シス
テム稼働中に分散 MQTT ブローカの構成を変更で
きない点 

⚫ Gateway に担当トピックの情報が設定されていな
いため、分散MQTTブローカと Gateway間のメッ
セージの共有を効率よく行えない点 

そこで本論文では、空間データを共有するための分散

MQTTシステムの有用性の向上を目的として、新たな分散
MQTTシステムGammaの提案と実装を行う。具体的には、
上記 2つの課題を解決するために、先行研究 4)にManager
を追加した新たなシステムを提案し、5つの機能を実装す
る。 
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数が少ないことを確認している。 
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とを想定した場合、以下の 2つの課題がある。 
⚫ 事前に分散MQTTブローカの IPアドレスとポート

番号を Gateway に登録する必要があるため、シス
テム稼働中に分散 MQTT ブローカの構成を変更で
きない点 

⚫ Gateway に担当トピックの情報が設定されていな
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セージの共有を効率よく行えない点 
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たメッセージとそのトピックを確認するための画面であ

る。 
分散MQTTブローカ01を追加前は、トピックの先頭が

「/0」で始まるメッセージを、分散MQTTブローカ00に転
送していることが、図 から確認できる。また、担当トピッ

クが「/0」である分散MQTTブローカ01を追加後は、トピッ
クの先頭が「/0」で始まるメッセージを、分散MQTTブロー
カ01に転送していることが、図 から確認できる。よって、

システムの稼働中に分散MQTTブローカを追加する機能
は、正しく動作したといえる。 
なお、今回実装した他の4つの機能についても、正しく

動作することを確認した。 
 

 の評価

 
本研究で実装した Gammaの有用性を評価する。まず、

単体のMQTTブローカとの比較を行う。その結果、Gamma
は単体のMQTTブローカと比べて多くのメッセージの処
理が可能なことを確認した。 
次に、分散MQTTブローカの数を増やすことによって

得られるスケーラビリティと、Gatewayの数を増やすこと
によって得られるスケーラビリティを評価するための実

験を行う。同時に、Gatewayに担当トピックを設定するこ
とによる効果を評価するための実験も行い、それぞれ考察

を行う。 

Gatewayに担当トピックを設定した際のシステムの構
成を、図 3に示す。Gatewayに担当トピックを設定しな
かった場合のシステムの構成を、図 4に示す。 
なお、以下に示す実験は、送信メッセージ長を 150文字、

Publisherの数を 100個、Subscirberの数を 100個、各
Publisherの Publish間隔を 100ミリ秒、測定時間を 100秒
という条件で行った。 

 
分散 ブローカの数を増やすことに

よって得られるスケーラビリティに関する実験

と考察

分散MQTTブローカの数を変化させて、スケーラビリ
ティの確認を行う。Gatewayの数は4つに固定する。 
なお、実験の際に分散MQTTブローカのCPU使用率の上
限を、cputoolというコマンドラインツール5)を用いて10%
に設定した。本研究のシステム全体で見た際の負荷の割合

は、分散MQTTブローカの負荷よりもGatewayが占める負
荷の割合が高い。また、本研究で用意できたGatewayは4
台だけである。しかし、分散MQTTブローカ1つのみに対
してGatewayが4つの場合でさえ、分散MQTTブローカより
も先にGatewayの処理能力が不足するという問題が生じた。
そこで、この実験では分散MQTTブローカの処理能力を
cputool5)を用いて意図的に下げ、分散MQTTブローカの数
を増やすことによって得られるスケーラビリティの確認

を行う。実験結果を、表 1に示す。表 1から、分散MQTT

図 分散 ブローカ を追加する前後の画面

  

 
 の機能

本章では、Gammaとそのクライアントライブラリの機能
について説明する。本研究で実装する Gammaは、システ
ムの負荷が大きくなった際に、分散 MQTT ブローカや
Gatewayをシステムを停止させることなく追加できる。こ
れにより、多くのメッセージの処理にも対応できる。本研

究で実装した Gammaの つの機能を以下に示す。

⚫ システム稼働中に分散 MQTT ブローカを追加する
機能

⚫ システム稼働中に Gatewayを追加する機能
⚫ Gatewayの担当トピックを設定する機能
⚫ 位置情報に基づいて接続する Gateway を選択する

機能

⚫ 位置情報に基づいて空間データを Publish/Subscribe
する機能

以降、本研究で実装した Gammaの 5つの機能について説
明する。

システム稼働中に分散 ブローカを追加

する機能 
システム管理者が、システム稼働中に分散MQTTブロー
カを追加する機能である。この機能は、Gammaで新たに
追加するManagerが担う。また、Managerは分散MQTT
ブローカを新たに追加した際に、Gatewayが持つ分散
MQTTブローカの接続情報の更新処理を行う。 
 

システム稼働中に を追加する機能

システム管理者が、システム稼働中に Gatewayを追加す
る機能である。この機能は、Gammaで新たに追加する
Managerが担う。Managerはシステム起動後に、新たに追
加した Gatewayから当該 Gatewayの接続情報を受け取り
管理する。また、新たに追加した Gatewayに、分散MQTT
ブローカの接続情報を通知する役割もある。

の担当トピックを設定する機能

システム管理者が、Gatewayの担当トピックを設定する
機能である。この機能は、Gammaで新たに追加する
Managerが主に担う。Managerは Gatewayの担当トピック
の設定リクエストを、システム管理者から受付、設定する。

また、Gatewayの担当トピックに関する情報を、クライア
ントに伝える機能がある。 
 

位置情報に基づいて接続する を選択

する機能

クライアントが Publish/Subscribeする空間データの位置
情報を基に、接続する Gatewayを選択する機能である。こ
の機能は、Gammaで新たに追加するManagerとクライア
ントライブラリが主に担う。クライアントは、Gatewayへ

接続する前にManagerに接続し、Gatewayへの接続情報や
各 Gatewayの担当トピックに関する情報を取得する。した
がって、クライアントは、Managerへの接続情報を知って
いるだけで良い。また、クライアントはManagerから取得
した各 Gatewayの担当トピックと、クライアント自身が
Publish/Subscribeするトピックを比較することによって、
最適な Gatewayを選択し接続できる。 
 

位置情報に基づいて空間データを

する機能

クライアントが位置情報を基に、空間データの

Publish/Subscribeを行う機能である。この機能は、Gamma
のクライアントライブラリが主に担う。クライアントは、

空間データの緯度と経度から Publishするためのトピック
を算出し、空間データを Publishすることができる。また、
与えられた緯度と経度と半径からその範囲の空間データ

を Subscribeするためのトピックを算出し、Subscribeする
ことができる。 
 

 の適用例

Gammaを稼働したまま、新たな分散MQTTブローカを
追加できることを確認する。本章で使用するシステムの構

成を、図 1 に示す。水色で示した部分が、動的に追加す
る分散MQTTブローカである。

Gammaを稼働したまま、新たな分散MQTTブローカの追
加リクエストをManagerへ送信し、分散MQTTブローカを
追加できることを、分散MQTTブローカを追加する前後の
画面を比較することで確認する。 
分散MQTTブローカ01の追加リクエストをManagerへ送

信する前後の画面の比較を、図 に示す。図 の画面3は、
既存の分散MQTTブローカ00にPublishされたメッセージ
とそのトピックを確認するための画面である。図 の画面

4は、新たに追加する分散MQTTブローカ01にPublishされ

図 1. 実験に使用するシステムの構成. 
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追加するManagerが担う。また、Managerは分散MQTT
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図 1. 実験に使用するシステムの構成. 
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ブローカの数に応じて平均遅延時間が小さくなること

を確認できる。このことから、分散MQTTブローカの数を
増やすことによって、システム全体の処理能力が向上する

ことが分かった。よって、分散MQTTブローカの数を増や
すことによって、スケーラビリティを確保していることを

確認できた。 
 

の数を増やすことによって得られる

スケーラビリティに関する実験と考察

Gatewayの数を変化させて、スケーラビリティをの確認
を行う。分散MQTTブローカの数は3つに固定する。なお、
分散MQTTブローカのCPU使用率の上限に関する設定は
行っていない。 
表 2に、Gatewayの数を変化させた際の実験結果を示す。
表 2から、Gatewayの担当トピックの設定の有無にかかわ
らず、Gatewayの数に応じて平均遅延時間が小さくなるこ
とを確認できる。すなわち、Gatewayの数を増やすことに
よって、システム全体の処理能力が向上することが分

かった。本研究で実装したGammaは、Gatewayの数を増や
すことによって、スケーラビリティを確保していることを

確認できた。 
また、表 2から、図 3のように「担当トピック設定有」
の場合と、図 4のように「担当トピック設定無」の場合で
は、「担当トピック設定有」の場合の方が平均遅延時間が

小さい傾向がある。しかし、Gatewayが2つの場合、Gateway
の担当トピックが無い場合の方が平均遅延時間が小さい。

これは、Gatewayや分散MQTTブローカの担当トピックに
複数の担当トピックを設定することができないため、片方

のGatewayに全体の3/4の通信が集中してしまったことが
原因であると考える。以上より、Gatewayの担当トピック
を特定のGatewayに負荷が偏らないように設定することに
よって、システム全体の効率が良くなるといえる。 
 

 まとめ
 
本論文では、空間データを共有するための分散MQTTシ
ステムの有用性の向上を目的として、新たな分散MQTTシ

ステムGammaの提案と実装を行なった。 
空間データを共有するための分散MQTTの先行研究と
しては、 Ryo Kawaguchiらの研究4)がある。 この、先行研
究には、1章で述べた2つの課題がある。 
そこで、この2つの課題を解決するために、本研究では、
先行研究4)にManagerを追加した新たなシステムを提案し、
5つの機能を実装した。実装したGammaの5つの機能が正
常に機能することを、実際に動作させることで確認した。

このことから、本研究で新たに提案したシステムGamma
は先行研究の、システム稼働中に分散MQTTブローカの構
成を変更できないという課題の解決を確認した。 
また、実験でGammaは、単体のMQTTブローカと比べて
多くのメッセージの処理が可能なことが分かった。

Gatewayや分散MQTTブローカの数を増やすことによって
スケーラビリティを確保できることを確認した。更に、

Gatewayの担当トピックを特定のGatewayに負荷が偏らな
いように設定することによって、システム全体の効率が良

くなることを確認した。このことから、Gatewayに担当ト
ピックの情報が設定されていないため、分散MQTTブロー
カとGateway間のメッセージの共有を効率よく行えないと
いう課題の解決を確認した。 
以上から、本研究で提案し実装したGammaは、先行研究
の2つの課題を解決し、以下の2点を実現した。 
⚫ システム稼働中に分散MQTTブローカを追加できる

点 
⚫ 複数存在するGatewayの情報やGatewayの担当トピッ

クをクライアントに通知できる点 
以上のことから、本研究で提案し実装したGammaは有用
であることを確認できた。 
以下に、本研究における今後の課題を示す。 

⚫ Gatewayや分散MQTTブローカの自動追加への対応 
現在、Gatewayや分散MQTTブローカといったノード
を追加するには管理者が手動で追加作業を行わなけ

ればならない。これでは、操作ミスが発生する可能

性があり、負荷に応じて柔軟に構成を変更すること

が難しい。そこで、負荷に応じて自動的にノードを

図 3. システム構成(Gatewayの担当トピック設定有). 
図 4. システム構成(Gatewayの担当トピック設定無). 

  

追加・削除が可能な機能を実装する必要がある。負

荷を把握する指標として、CPU使用率やメモリ使用

率、単位時間当たりの送受信データ量が挙げられる。 
⚫ Gatewayや分散MQTTブローカの死活監視機能への

対応 
現在、Gatewayや分散MQTTブローカといったノード

の監視機能が無い。そのため、ハードウェアの故障

等で一部のノードが使用できなくなると空間データ

の欠損が生じる。この問題を解消するには、まず

Managerが各ノードの死活監視を行う必要がる。死活

監視の方法の1つとして、各ノードからManagerへ定

期的に生存報告メッセージを送信し、生存報告メッ

セージが一定時間更新されないノードを故障と判断

する方法が考えられる。 
⚫ 単一レベルワイルドカードへの対応 

MQTTのトピックにはマルチレベルワイルドカード

と単一レベルワイルドカードの2種類のワイルド

カードが存在する。現在、Gammaではマルチレベル

ワイルドカードのみに対応しており、単一レベルワ

イルドカードには対応していない。そのため、単一

レベルワイルドカードにも対応することで、Gamma
の有用性が向上すると考える。 

⚫ Managerの冗長化 
現在、Managerは1つのシステムに1つしか無く、ハー

ドウェアの故障等でManagerが停止するとシステム

が利用できなくなる。そこで、システムを稼働し続

けるために、Managerを複数台用意し、冗長化する必

要がある。 
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機械学習を用いた自然言語仕様書を対象とした 
VDM++仕様書のクラスとインスタンス変数定義の 

自動生成手法の提案 
 

菅 健将 a)・片山 徹郎 b)

 
Proposal of an Automatic Generation Method of Class and 
Instance Variable Definitions in VDM++ Specification from 
Natural Language Specification Using Machine Learning 

Kensuke SUGA, Tetsuro KATAYAMA 
 

Abstract 
 
    The natural language contains ambiguity, so specifications written in natural language can cause 
software bugs.VDM is one of the formal methods to write the specification without ambiguity. Writing VDM++ 
specification is difficult because it has a strict syntax and requires writing data types and system invariant conditions. 
Our laboratory proposed a method for automatically generating VDM++ specifications from natural language 
specifications using machine learning. However, the existing method is not useful because it only supports type 
definitions and constant definitions in the VDM++ specification. This paper proposes a method to generate classes 
and instance variable definitions in the VDM++ specification from natural language specification. The superordinate 
and subordinate relationships between words are quantified, and then they are used as new parameters for machine 
learning. It is confirmed that the proposed method has given more useful results than the existing method. 

 
Keywords:  Natural language specification, Machine learning, VDM++, Automatic generation 
 

 はじめに
 
社会におけるソフトウェアの重要性はますます高まっ

ており、ソフトウェアのバグは社会に大きな影響を与えて

いる 。ソフトウェアのバグの原因の 1つに、ソフトウェ
ア開発の上流工程で自然言語を使用していることが挙げ

られる。自然言語には曖昧さが含まれているため、自然言

語で書かれた仕様書をプログラマが読むと、仕様書の作者

の意図とは異なる解釈をしてしまうことがある。プログラ

マが、本来の仕様書の意図とは異なる実装を行った結果、

ソフトウェアにバグが混入してしまう可能性がある。

この問題を解決する 1つの方法として、ソフトウェア開
発の上流工程において、形式手法を用いるということが挙

げられる。形式手法を用いたソフトウェアの開発は、数理

論理学をベースとした形式仕様記述言語によって記述さ

れるため、自然言語の持つ曖昧さを排除した、厳密な仕様

を作成することが可能となる。

開発現場向けのライトウェアな形式手法として、

VDM Vienna Development method が存在する 。また、オ

ブジェクト指向に基づいたモデル化を扱えるように文法

を変更した VDM++も存在する 。VDM++のような形式
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仕様記述言語は、厳密な文法を持ち、かつ、データ型やシ

ステムの不変条件などを書く必要があるため、記述が困難

である。従来この作業は、プログラマ個人の経験に依存し

ており、属人性が高いという問題点がある。

そこで執行氏は、自然言語仕様書内の単語に着目し、機

械学習を用いてVDM++仕様書を自動生成する手法を提案
した 。既存手法は、自然言語で書かれた仕様書から抽

出した単語を、VDM++仕様書における型定義と定数定義
に分類することを可能としている。しかし、クラスやその

他のブロック定義に分類することはできないため、既存手

法が生成する VDM++仕様書は、クラスやその他の定義ブ
ロックに対応していない。そのため、既存手法は対応して

いる VDM++の構文が少なく、有用性が低いと言える。
そこで本論文は、既存手法の有用性の向上を目的として、

自然言語仕様書から、クラスとインスタンス変数定義に対

応した VDM++仕様書を生成するための手法を提案し、既
存手法に適用する。なお、本研究は、日本語の文書を対象

とする。

 研究の準備

提案手法のために、必要となる前提知識を説明する。

134 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



  

機械学習を用いた自然言語仕様書を対象とした 
VDM++仕様書のクラスとインスタンス変数定義の 

自動生成手法の提案 
 

菅 健将 a)・片山 徹郎 b)

 
Proposal of an Automatic Generation Method of Class and 
Instance Variable Definitions in VDM++ Specification from 
Natural Language Specification Using Machine Learning 

Kensuke SUGA, Tetsuro KATAYAMA 
 

Abstract 
 
    The natural language contains ambiguity, so specifications written in natural language can cause 
software bugs.VDM is one of the formal methods to write the specification without ambiguity. Writing VDM++ 
specification is difficult because it has a strict syntax and requires writing data types and system invariant conditions. 
Our laboratory proposed a method for automatically generating VDM++ specifications from natural language 
specifications using machine learning. However, the existing method is not useful because it only supports type 
definitions and constant definitions in the VDM++ specification. This paper proposes a method to generate classes 
and instance variable definitions in the VDM++ specification from natural language specification. The superordinate 
and subordinate relationships between words are quantified, and then they are used as new parameters for machine 
learning. It is confirmed that the proposed method has given more useful results than the existing method. 

 
Keywords:  Natural language specification, Machine learning, VDM++, Automatic generation 
 

 はじめに
 
社会におけるソフトウェアの重要性はますます高まっ

ており、ソフトウェアのバグは社会に大きな影響を与えて

いる 。ソフトウェアのバグの原因の 1つに、ソフトウェ
ア開発の上流工程で自然言語を使用していることが挙げ

られる。自然言語には曖昧さが含まれているため、自然言

語で書かれた仕様書をプログラマが読むと、仕様書の作者

の意図とは異なる解釈をしてしまうことがある。プログラ

マが、本来の仕様書の意図とは異なる実装を行った結果、

ソフトウェアにバグが混入してしまう可能性がある。

この問題を解決する 1つの方法として、ソフトウェア開
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を変更した VDM++も存在する 。VDM++のような形式
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ステムの不変条件などを書く必要があるため、記述が困難

である。従来この作業は、プログラマ個人の経験に依存し

ており、属人性が高いという問題点がある。

そこで執行氏は、自然言語仕様書内の単語に着目し、機
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した 。既存手法は、自然言語で書かれた仕様書から抽

出した単語を、VDM++仕様書における型定義と定数定義
に分類することを可能としている。しかし、クラスやその

他のブロック定義に分類することはできないため、既存手

法が生成する VDM++仕様書は、クラスやその他の定義ブ
ロックに対応していない。そのため、既存手法は対応して

いる VDM++の構文が少なく、有用性が低いと言える。
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VDM++仕様書は、クラスやその他の定義ブロックに対応
していない。そのため、既存手法は、対応している VDM++
の構文が少なく、有用性が低いと言える。 
本論文では、既存手法の有用性の向上のため、VDM++

仕様書におけるクラスとインスタンス変数定義に対応す

るための手法を提案し、既存手法に適用する。

 提案手法

提案手法は、既存手法で対応している VDM++における
型定義と定数定義に加えて、クラスとインスタンス変数定

義を記述したVDM++仕様書を自動生成することに着目し
ている。本論文では、図 1の赤枠内に示す機能および出力
を改良する。VDM++におけるクラスの候補となる単語を、
自然言語で書かれた仕様書から抽出する際に、WordNetを
使用する。提案手法の流れを、以下に示す。

1. 変換部において、WordNetを用いて、解析対象である
単語に意味的に関係する単語を、木構造で表現する。

さらに、木構造のノード数と根の深さを用いて、本研

究で新たに定義する概念レベルを計算する。また、概

念レベルをパラメータとして各単語に追加し、単語リ

ストに格納できるように、単語リストを改良する。

2. 機械学習部において、単語リスト内の単語を、VDM++
仕様書に必要でない単語、VDM++仕様書に必要であ
るが、クラスの候補ではない単語、VDM++仕様書に
必要であり、かつ、クラスの候補である単語の 3つに
分類し、分類結果を判定リストに格納できるように判

定リストを改良する。以降、VDM++仕様書に必要で
ない単語を WordA、VDM++仕様書に必要であるが、
クラスの候補ではない単語をWordB、VDM++仕様書
に必要であり、かつ、クラスの候補である単語を

WordCと表現する。
3. 機械学習部において、WordAである単語と、WordBで

ある単語の、自然言語で書かれた仕様書内での関係か

ら、WordBの単語の内、インスタンス変数の候補とな

る単語を抽出し、WordA の単語のいずれかに分類す
る。

4. VDM++仕様書生成部において、3.で分類した結果と
判定リストから、型定義と定数定義に加えて、クラス

とインスタンス変数定義を記述したVDM++仕様書を
生成する。

提案手法で用いる教師データを、図3に示す。提案手法
で用いる教師データは、図2に示す既存手法の教師データ
に、提案手法で新たなパラメータとして算出した概念レベ

ルを説明変数として追加する。提案手法の教師データの判

定結果はA、B、Cのいずれかであり、Aは1列目の単語が
WordAの単語であることを、Bは1列目の単語がWordBであ
ることを、Cは1列目の単語がWordCであることを表す。
本論文では、上記に示す手順の内、手順1と手順2に着目
している。手順3と手順4に示す、インスタンス変数の候補
となる単語の抽出および抽出した単語のクラスの候補と

なる単語への分類と、改良したVDM++仕様書の生成は、
今後の課題である。

 
概念レベルの計算

既存手法は、変換部において、各単語にTFI-DF値、出現
回数、優先値、連結回数の4つのパラメータを追加した後、
単語リストを出力する。我々は、各単語に概念レベルを新

たなパラメータとして追加し、単語リストに格納できるよ

うに単語リストを改良する。

概念レベルの計算を行う際に、日本語WordNetを使用し、
各単語に意味的に関係する単語を木構造として表現した。

単語の木構造の例を、図4に示す。図4は、”りんご”の文
字列を入力した際の木構造の例である。日本語WordNetは、
日本語での入力に対応しているが、出力する概念を表す単

語は英語表記であるため、木構造を構成する単語も英語表

記となっている。図4の木構造の場合、りんごの概念を持
つ単語を最上位のノードとし、その下位概念である単語を

子ノードとして表現する。概念レベルの計算式を、以下に

示す。

概念レベル =  ∑ ∑ 1
𝑛𝑛

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
(1)

(𝑚𝑚:同じ根の深さのノード数
𝑛𝑛:根の深さ

)

図 3. 提案手法で用いる教師データ

図 4. “りんご”’を入力した際の木構造の例.

  

形式手法の 1つに VDM Vienna Development Method が
ある 。VDMは、1970年代に IBMのウィーン研究所にて
PL/I コンパイラの正しさを検証するために形式手法とし
て開発された。VDM++は、VDM-SLを基にオブジェクト
指向拡張した言語であり、現在 VDMの中では主流である
。本研究では VDM++仕様書を自動生成する。VDM++は、

VDMTool5)や VDMJ6)などの支援ツールが揃っており、他

の形式手法に比べ仕様の検証がしやすい。

 
WordNet は、1980 年代にプリンストン大学で開発され

た、名詞の類義語、上位語、下位語など、英語の名詞同士

の意味的な関係に基づいて作成された辞書である 。

WordNetを、日本語に対応できるように拡張したものとし
て、日本語WordNetがある 。日本語WordNetは、57,238
個の概念と、93,834の単語を持つ。
本研究では、VDM++におけるクラスの候補となる単語

を、自然言語で書かれた仕様書から抽出する際に、日本語

WordNetを使用する。

 既存手法

既存手法は、自然言語で書かれた仕様書と、事前に作成

した教師データを基に生成した学習済みモデルを入力と

して、機械学習を用いて自然言語仕様書内の単語を、

VDM++仕様書に必要である単語と、必要でない単語に分
類する。その後、VDM++仕様書を自動生成する。本研究
の手法の構造を、図 1に示す。既存手法の処理の流れを、
以下に示す。

1. 前処理として、事前に作成した教師データを基に、

学習済みモデルを生成する。

2. 形態素解析部で、自然言語で書かれた仕様書の各文

を形態素解析し、解析後の文を格納した連結リスト

を生成する。

3. 変換部で、連結リスト内の文の単語に着目し、各単

語に対して TFI-DF Term Frequency Inverse Document 
Frequency 値、出現回数、優先値、連結回数の 4つの
値を、機械学習に必要なパラメータとして追加し、

パラメータを追加した単語を格納した単語リストと、

単語の内、数字である単語を格納した数値リストを

生成する。

4. 機械学習部で、単語リストと前処理で生成した学習

済みモデルから、単語リスト内の各単語の分類を行

い、分類結果を格納した判定リストを生成する。

5. VDM++仕様書生成部で、機械学習部で生成した判定
リストと、変換部で生成した数値リストから、

VDM++仕様書を自動生成する。

既存手法で用いる教師データを、図 2に示す。既存手法
で用いる教師データは、1列目に単語名、2列目に判定結
果、3 列目以降に変換部で各単語に追加した TFI-DF 値、
出現回数、優先値、連結回数を説明変数として持つ。判定

結果は 0 か 1 のいずれかであり、0 は 1 列目の単語が
VDM++仕様書に必要でない単語であることを表し、1は 1
列目の単語がVDM++仕様書に必要な単語であることを表
す。

既存手法は、自然言語の形態素解析と、機械学習の分類

によって VDM++仕様書に必要な単語を抽出し、VDM++
仕様書を自動で生成することができる。しかし、既存手法

は、自然言語で書かれた仕様書から抽出した単語を、型定

義と定数定義に分類できるが、クラスやその他のブロック

定義に分類することができないため、既存手法が生成する

図 1. 本研究の手法の構造

図 2. 既存手法で用いる教師データ
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PL/I コンパイラの正しさを検証するために形式手法とし
て開発された。VDM++は、VDM-SLを基にオブジェクト
指向拡張した言語であり、現在 VDMの中では主流である
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の形式手法に比べ仕様の検証がしやすい。
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を、自然言語で書かれた仕様書から抽出する際に、日本語

WordNetを使用する。

 既存手法

既存手法は、自然言語で書かれた仕様書と、事前に作成

した教師データを基に生成した学習済みモデルを入力と

して、機械学習を用いて自然言語仕様書内の単語を、

VDM++仕様書に必要である単語と、必要でない単語に分
類する。その後、VDM++仕様書を自動生成する。本研究
の手法の構造を、図 1に示す。既存手法の処理の流れを、
以下に示す。

1. 前処理として、事前に作成した教師データを基に、

学習済みモデルを生成する。

2. 形態素解析部で、自然言語で書かれた仕様書の各文

を形態素解析し、解析後の文を格納した連結リスト

を生成する。

3. 変換部で、連結リスト内の文の単語に着目し、各単

語に対して TFI-DF Term Frequency Inverse Document 
Frequency 値、出現回数、優先値、連結回数の 4つの
値を、機械学習に必要なパラメータとして追加し、

パラメータを追加した単語を格納した単語リストと、

単語の内、数字である単語を格納した数値リストを

生成する。

4. 機械学習部で、単語リストと前処理で生成した学習

済みモデルから、単語リスト内の各単語の分類を行

い、分類結果を格納した判定リストを生成する。

5. VDM++仕様書生成部で、機械学習部で生成した判定
リストと、変換部で生成した数値リストから、

VDM++仕様書を自動生成する。

既存手法で用いる教師データを、図 2に示す。既存手法
で用いる教師データは、1列目に単語名、2列目に判定結
果、3 列目以降に変換部で各単語に追加した TFI-DF 値、
出現回数、優先値、連結回数を説明変数として持つ。判定

結果は 0 か 1 のいずれかであり、0 は 1 列目の単語が
VDM++仕様書に必要でない単語であることを表し、1は 1
列目の単語がVDM++仕様書に必要な単語であることを表
す。

既存手法は、自然言語の形態素解析と、機械学習の分類

によって VDM++仕様書に必要な単語を抽出し、VDM++
仕様書を自動で生成することができる。しかし、既存手法

は、自然言語で書かれた仕様書から抽出した単語を、型定

義と定数定義に分類できるが、クラスやその他のブロック

定義に分類することができないため、既存手法が生成する

図 1. 本研究の手法の構造

図 2. 既存手法で用いる教師データ
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提案手法は、各単語を、WordA、WordB、WordCのいず

れかに分類するために、概念レベルを計算し、パラメータ

として各単語に追加する。

概念レベルの値と、自然言語で書かれた仕様書内の単語

には、以下のような特徴が見られた。

⚫ 概念レベルの値が大きすぎる単語 “情報”、”デー

タ”、”物体”など は、VDM++仕様書に必要でない
単語の可能性が高い。

⚫ 概念レベルの値が小さすぎる単語 “番号”、”ID”
など は、VDM++仕様書に必要でない単語である可
能性が高い。しかし、クラスの候補となる単語に接

続する場合、そのクラスが持つインスタンス変数と

なる可能性が高い。

⚫ 大きすぎる概念レベルの値と、小さすぎる概念レベ

ルの値の中間程度の概念レベルの値である単語の内、

概念レベルの値が大きい単語は、クラスの候補であ

る単語の可能性が高い。

⚫ 上記の項目にあてはまらない単語は、クラスの候補

でない単語の可能性が高い。

提案手法は、上記の特徴に基づいて、各単語をWordA、
WordB、WordCのいずれかに分類する。

単語の分類

本研究の手法は、機械学習部において、ロジスティック

回帰モデルを用いて単語の分類を行い、判定リストを出力

する。

既存手法は、二項ロジスティック回帰分析 を用いて、

自然言語で書かれた仕様書内の単語を、VDM++仕様書に
必要でない単語と、VDM++仕様書に必要な単語のいずれ
かに分類する。

提案手法は、多項ロジスティック回帰分析 を用いて、

自然言語内の単語を、WordA、WordB、WordCのいずれか
に分類する。これにより、既存手法のVDM++仕様書に必
要でない単語と、VDM++仕様書に必要な単語に加え、
VDM++仕様書に必要であり、かつ、クラスの候補となる
単語の分類が可能となる。

 適用例

本論文では、既存手法における、変換部と機械学習部を

拡張し、出力である単語リストと判定リストを改良した。

提案手法の適用例で用いる、自然言語で書かれた日本語の

仕様書を、図 5に、提案手法の変換部および機械学習部で
出力する単語リストと判定リストの一部を、それぞれ図 6
と図 7に示す。
図 6に示す提案手法で改良した単語リストから、単語リ
ストに新たなパラメータとして、概念レベルを追加できて

図 5 適用例で用いる自然言語で書かれた日本語の仕様書

図 6. .改良した単語リスト 図 7. 改良した判定リスト

  

いることが確認できる。図 7に示す提案手法で改良した判
定リストから、図 5の仕様書内の名詞である、’教員’、’
企業’、’学生’、’企業担当者’といった名詞を、

VDM++仕様書に必要であり、かつ、クラスの候補となる
単語として分類できていることが分かる。図 5から図 7よ
り、提案手法は、自然言語で書かれた仕様書の単語を、

WordA、WordB、WordCのいずれかに分類ができているこ
とを確認できた。

 評価

提案手法の有用性を評価するため、インターンシップオ

ンライン提出システム仕様書と ET ロボコン 2020 競技規
約 の 2つの仕様書を用いて、VDM++仕様書に必要であ
り、かつ、クラスの候補となる単語の分類精度に関する実

験を行う。以降、2つの仕様書を、それぞれ仕様書 A、仕
様書 Bと表現する。評価では、機械学習部において、仕様
書 A を用いて学習済みモデルを構築する。各仕様書から
生成した判定リストに対して、F値を用いて評価する。実
験結果を、表 1に示す。
表1より、提案手法は、VDM++仕様書に必要であり、か

つ、クラスの候補となる単語の分類精度に関して、仕様書

Aの場合はF値が0.8、仕様書Bの場合はF値が0.71と、いず
れも高い精度で分類ができた。よって提案手法は、既存手

法のVDM++仕様書に必要でない単語と、VDM++仕様書に
必要な単語の分類に加え、VDM++仕様書に必要であり、
かつ、クラスの候補となる単語の分類ができるといえる。

そのため、提案手法は、既存手法の有用性の向上を達成で

きたといえる。

 関連研究

大森氏らは、自然言語仕様書の品質改善のため、自然言

語仕様書と形式モデルの相互変換をサポートし、対応付け

を辞書として管理する辞書ツールを開発することによっ

て、自然言語仕様書から VDM++仕様書を生成することを
可能とした 。辞書ツールに自然言語仕様書内の単語を

辞書として登録し、登録した単語を類義語やグループ分け

の定義や状態として定義することにより、自然言語仕様書

に含まれる曖昧さをなくすことができる。また、入力とな

る形式的定義と出力する形式的種別を辞書ツールに登録

しておくことで、VDM++仕様書として出力することがで
きる。

さらに、辞書ツールを使用した形式仕様の作成から実装

までを行うことで形式仕様への変換の手順の改良を提案

した 。これによって、辞書ツールを使用した仕様書から

形式仕様の手順を適用することで発生する問題点と、この

手順を適用する際に考慮すべき点が発見できた。

大森氏らが開発した辞書ツールが、自然言語仕様書から

VDM++仕様書の作成を支援するツールに対し、本研究の
手法は、機械学習を用いて自然言語仕様書から VDM++仕
様書を自動生成することができる。さらに、本論文の提案

手法は、既存手法の型定義と定数定義に加え、クラスの分

類が可能である。

 おわりに

本論文では、自然言語の仕様書から VDM++仕様書を自
動的に生成する既存手法の有用性の向上を目的として、型

定義と定数定義に加え、クラスに対応するための手法を提

案し、既存手法に適用した。これは、本論文における提案

手法 4章参照 の、手順 1と手順 2に該当する。自然言語
で書かれた仕様書を用いた評価実験の結果、提案手法を用

いることで、仕様書 Aの場合は F値が 0.8、仕様書 Bの場
合は F値が 0.71と、いずれも高い精度で VDM++仕様書に
必要であり、かつ、クラスの候補となる単語を分類するこ

とができた。そのため、提案手法は、既存手法の有用性の

向上を達成できたといえる。

今後の課題を、以下に示す。

 
⚫ インスタンス変数定義への対応

提案手法は、手順 3 における、インスタンス変数定
義の候補となる単語の抽出、および、抽出した単語

のクラスの候補となる単語への分類ができない。こ

れにより、インスタンス変数定義を記述した VDM++
仕様書の生成ができないという問題がある。この問

題は、形態素解析を用いて、抽出した単語の内、クラ

スの候補となる単語と、その他の単語との自然言語

で書かれた仕様書内での接続関係などを分析するこ

とによって解決できると考える。

⚫ 型定義と定数定義の要素の、クラスの候補となる単

語への分類

提案手法は、既存手法で生成した型定義と定数定義

ブロックの要素を、クラスの候補となる単語へ分類

することができないため、クラスごとに VDM++仕様
書を生成することができない。これにより、厳密な

仕様書を作成することができなくなるため、対応す

る必要があると考える。 

⚫ 関数定義と操作定義への対応

表 1 VDM++仕様書に必要であり、かつ、

クラスの候補となる単語の分類精度

仕様書 適合率 再現率 F値

仕様書 A 0.8 0.8 0.8 

仕様書 B 0.6 0.86 0.71 
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提案手法は、各単語を、WordA、WordB、WordCのいず

れかに分類するために、概念レベルを計算し、パラメータ

として各単語に追加する。

概念レベルの値と、自然言語で書かれた仕様書内の単語

には、以下のような特徴が見られた。

⚫ 概念レベルの値が大きすぎる単語 “情報”、”デー

タ”、”物体”など は、VDM++仕様書に必要でない
単語の可能性が高い。

⚫ 概念レベルの値が小さすぎる単語 “番号”、”ID”
など は、VDM++仕様書に必要でない単語である可
能性が高い。しかし、クラスの候補となる単語に接

続する場合、そのクラスが持つインスタンス変数と

なる可能性が高い。

⚫ 大きすぎる概念レベルの値と、小さすぎる概念レベ

ルの値の中間程度の概念レベルの値である単語の内、

概念レベルの値が大きい単語は、クラスの候補であ

る単語の可能性が高い。

⚫ 上記の項目にあてはまらない単語は、クラスの候補

でない単語の可能性が高い。

提案手法は、上記の特徴に基づいて、各単語をWordA、
WordB、WordCのいずれかに分類する。

単語の分類

本研究の手法は、機械学習部において、ロジスティック

回帰モデルを用いて単語の分類を行い、判定リストを出力

する。

既存手法は、二項ロジスティック回帰分析 を用いて、

自然言語で書かれた仕様書内の単語を、VDM++仕様書に
必要でない単語と、VDM++仕様書に必要な単語のいずれ
かに分類する。

提案手法は、多項ロジスティック回帰分析 を用いて、

自然言語内の単語を、WordA、WordB、WordCのいずれか
に分類する。これにより、既存手法のVDM++仕様書に必
要でない単語と、VDM++仕様書に必要な単語に加え、
VDM++仕様書に必要であり、かつ、クラスの候補となる
単語の分類が可能となる。

 適用例

本論文では、既存手法における、変換部と機械学習部を

拡張し、出力である単語リストと判定リストを改良した。

提案手法の適用例で用いる、自然言語で書かれた日本語の

仕様書を、図 5に、提案手法の変換部および機械学習部で
出力する単語リストと判定リストの一部を、それぞれ図 6
と図 7に示す。
図 6に示す提案手法で改良した単語リストから、単語リ
ストに新たなパラメータとして、概念レベルを追加できて

図 5 適用例で用いる自然言語で書かれた日本語の仕様書

図 6. .改良した単語リスト 図 7. 改良した判定リスト

  

いることが確認できる。図 7に示す提案手法で改良した判
定リストから、図 5の仕様書内の名詞である、’教員’、’
企業’、’学生’、’企業担当者’といった名詞を、

VDM++仕様書に必要であり、かつ、クラスの候補となる
単語として分類できていることが分かる。図 5から図 7よ
り、提案手法は、自然言語で書かれた仕様書の単語を、

WordA、WordB、WordCのいずれかに分類ができているこ
とを確認できた。

 評価

提案手法の有用性を評価するため、インターンシップオ

ンライン提出システム仕様書と ET ロボコン 2020 競技規
約 の 2つの仕様書を用いて、VDM++仕様書に必要であ
り、かつ、クラスの候補となる単語の分類精度に関する実

験を行う。以降、2つの仕様書を、それぞれ仕様書 A、仕
様書 Bと表現する。評価では、機械学習部において、仕様
書 A を用いて学習済みモデルを構築する。各仕様書から
生成した判定リストに対して、F値を用いて評価する。実
験結果を、表 1に示す。
表1より、提案手法は、VDM++仕様書に必要であり、か

つ、クラスの候補となる単語の分類精度に関して、仕様書

Aの場合はF値が0.8、仕様書Bの場合はF値が0.71と、いず
れも高い精度で分類ができた。よって提案手法は、既存手

法のVDM++仕様書に必要でない単語と、VDM++仕様書に
必要な単語の分類に加え、VDM++仕様書に必要であり、
かつ、クラスの候補となる単語の分類ができるといえる。

そのため、提案手法は、既存手法の有用性の向上を達成で

きたといえる。

 関連研究

大森氏らは、自然言語仕様書の品質改善のため、自然言

語仕様書と形式モデルの相互変換をサポートし、対応付け

を辞書として管理する辞書ツールを開発することによっ

て、自然言語仕様書から VDM++仕様書を生成することを
可能とした 。辞書ツールに自然言語仕様書内の単語を

辞書として登録し、登録した単語を類義語やグループ分け

の定義や状態として定義することにより、自然言語仕様書

に含まれる曖昧さをなくすことができる。また、入力とな

る形式的定義と出力する形式的種別を辞書ツールに登録

しておくことで、VDM++仕様書として出力することがで
きる。

さらに、辞書ツールを使用した形式仕様の作成から実装

までを行うことで形式仕様への変換の手順の改良を提案

した 。これによって、辞書ツールを使用した仕様書から

形式仕様の手順を適用することで発生する問題点と、この

手順を適用する際に考慮すべき点が発見できた。

大森氏らが開発した辞書ツールが、自然言語仕様書から

VDM++仕様書の作成を支援するツールに対し、本研究の
手法は、機械学習を用いて自然言語仕様書から VDM++仕
様書を自動生成することができる。さらに、本論文の提案

手法は、既存手法の型定義と定数定義に加え、クラスの分

類が可能である。

 おわりに

本論文では、自然言語の仕様書から VDM++仕様書を自
動的に生成する既存手法の有用性の向上を目的として、型

定義と定数定義に加え、クラスに対応するための手法を提

案し、既存手法に適用した。これは、本論文における提案

手法 4章参照 の、手順 1と手順 2に該当する。自然言語
で書かれた仕様書を用いた評価実験の結果、提案手法を用

いることで、仕様書 Aの場合は F値が 0.8、仕様書 Bの場
合は F値が 0.71と、いずれも高い精度で VDM++仕様書に
必要であり、かつ、クラスの候補となる単語を分類するこ

とができた。そのため、提案手法は、既存手法の有用性の

向上を達成できたといえる。

今後の課題を、以下に示す。

 
⚫ インスタンス変数定義への対応

提案手法は、手順 3 における、インスタンス変数定
義の候補となる単語の抽出、および、抽出した単語

のクラスの候補となる単語への分類ができない。こ

れにより、インスタンス変数定義を記述した VDM++
仕様書の生成ができないという問題がある。この問

題は、形態素解析を用いて、抽出した単語の内、クラ

スの候補となる単語と、その他の単語との自然言語

で書かれた仕様書内での接続関係などを分析するこ

とによって解決できると考える。

⚫ 型定義と定数定義の要素の、クラスの候補となる単

語への分類

提案手法は、既存手法で生成した型定義と定数定義

ブロックの要素を、クラスの候補となる単語へ分類

することができないため、クラスごとに VDM++仕様
書を生成することができない。これにより、厳密な

仕様書を作成することができなくなるため、対応す

る必要があると考える。 

⚫ 関数定義と操作定義への対応

表 1 VDM++仕様書に必要であり、かつ、

クラスの候補となる単語の分類精度

仕様書 適合率 再現率 F値

仕様書 A 0.8 0.8 0.8 

仕様書 B 0.6 0.86 0.71 
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提案手法は、VDM++を構成するブロックである関数
定義と操作定義には対応していない。この問題につ

いては、形態素解析を用いて、自然言語で書かれた

仕様書内の単語を解析し、サ変名詞である名詞を抽

出することによって、動詞となりうる単語を抽出で

きる。さらに、抽出した動詞の候補となる単語と、仕

様書内の他の単語との関係を分析し、分析した情報

を新たなパラメータとして機械学習に適用すること

によって、対応できると考える。
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 はじめに 
 
近年のソフトウェアの大規模化及び高機能化に伴い，ソ

フトウェアのバグが社会にもたらす影響は甚大なものに

なっている 1)．ソフトウェアにバグが混入する原因の 1つ
に，上流工程のソフトウェア設計段階において，自然言語

を一般に用いていることが挙げられる．自然言語は元来，

曖昧さを含んでいるため，プログラマが仕様書の記述内容

を，仕様書の作成者が本来意図していない意味で捉えてし

まうことが起こる．それにより，ソフトウェアにバグが混

入されてしまう． 
この問題を解決するための 1つの方法として，形式手法

(Formal Methods) 2)を用いた上流工程でのソフトウェア設

計が挙げられる．また，形式仕様記述言語の 1つにVDM++ 
(Vienna Development Method)がある 3)． 
一方で，自然言語，あるいは形式手法を用いた設計のい

ずれにおいても，ソフトウェアテストが必要であるが，人

手によりテストケースを作成することは，手間と時間がか

かる．そこで，VDM++仕様を対象としたテストケース自
動生成ツール BWDM(Boundary Value/Vienna Development 
Method)を当研究室で開発した 4,5)．BWDMは，VDM++仕 

a)工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b)情報システム工学科教授 

様を対象に，境界値分析 6)と記号実行 7)，ドメイン分析 8)

を行い，テストケースを自動生成する．BWDM が生成し
たテストケースによって，境界値テストとドメイン分析テ

スト，更に，if-then-else式の構造認識に基づいたテストを
実施できる． 

しかし，BWDMは，対象とする VDM++仕様には制限が
多く，有用性が高いとは言えない．具体的には，不変条件

と事前条件と事後条件における条件式に対応していない

問題点や，型定義ブロックに対応していない問題点，オブ

ジェクトの状態を操作する操作定義のテストケースを生

成できない問題点の 3つの問題点が存在する． 
そこで本研究では，BWDM の有用性の向上を目的とし
て，BWDMの拡張を行い，上記 3つの問題点を解決する．
具体的には，まず，不変条件と事前条件と事後条件に対応

していない問題点を解決するために，条件式の解析及び評

価処理を追加する．次に，型定義ブロックに対応していな

い問題点を解決するために，構文解析処理の修正を行う．

加えて，オブジェクトの状態を操作する操作定義のテスト

ケースを生成できない問題点を解決するために，オブジェ

クトの状態に対するテストケース生成手法を提案し，オブ

ジェクトの状態に対するテストケース生成機能を追加す
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提案手法は、VDM++を構成するブロックである関数
定義と操作定義には対応していない。この問題につ

いては、形態素解析を用いて、自然言語で書かれた

仕様書内の単語を解析し、サ変名詞である名詞を抽

出することによって、動詞となりうる単語を抽出で

きる。さらに、抽出した動詞の候補となる単語と、仕
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様を対象に，境界値分析 6)と記号実行 7)，ドメイン分析 8)
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たテストケースによって，境界値テストとドメイン分析テ

スト，更に，if-then-else式の構造認識に基づいたテストを
実施できる． 

しかし，BWDMは，対象とする VDM++仕様には制限が
多く，有用性が高いとは言えない．具体的には，不変条件

と事前条件と事後条件における条件式に対応していない

問題点や，型定義ブロックに対応していない問題点，オブ

ジェクトの状態を操作する操作定義のテストケースを生

成できない問題点の 3つの問題点が存在する． 
そこで本研究では，BWDM の有用性の向上を目的とし
て，BWDMの拡張を行い，上記 3つの問題点を解決する．
具体的には，まず，不変条件と事前条件と事後条件に対応

していない問題点を解決するために，条件式の解析及び評

価処理を追加する．次に，型定義ブロックに対応していな

い問題点を解決するために，構文解析処理の修正を行う．

加えて，オブジェクトの状態を操作する操作定義のテスト

ケースを生成できない問題点を解決するために，オブジェ

クトの状態に対するテストケース生成手法を提案し，オブ

ジェクトの状態に対するテストケース生成機能を追加す
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オブジェクトの状態に対するテストケース

生成機能の追加 
既存の BWDMの，オブジェクトの状態を操作する操作
定義のテストケースを生成できないという問題点を解決

するためにオブジェクトの状態に対するテストケース生

成機能を追加する．VDM++仕様は，クラスや型に対する
不変条件や，操作定義及び関数定義に設定する，事前条件

と事後条件がある．本研究で新たに生成するオブジェクト

の状態に対するテストケースは，これらの条件を用いるこ

とで，入力に対して操作後のオブジェクトの状態が正常か

異常か，もしくは入力のエラーがあるかどうかを期待出力

とするテストケースである．操作後のオブジェクトの状態

が正常である場合は ”Normal”とし，異常である場合
は”Failure”とする．また，入力のエラーがある場合は，既
存のテストケース生成と同様に，期待出力を"Undefined 
Action"とする．期待する状態と，その状態に該当する条件
を，表 1に示す． 
オブジェクトの状態に対するテストケース生成機能を 
追加するために，構文解析部を修正する．既存の BWDM
では，操作定義の文の中に if-then-else式がない場合，その
定義のテストケースを生成せずに，次の定義のテストケー

ス生成処理に移る．そこで，拡張後の BWDMでは，if-then-
else 式はないがオブジェクトの状態を操作する操作定義
である場合は，テストケースを生成する処理に進むように

構文解析部を修正する．また，オブジェクトの状態を操作

する操作定義である場合，操作後のインスタンス変数が満

たすべき条件式を，outputConditionsに追加する． 
更に，テストケースを生成する際に，インスタンス変数

に代入する演算式と，インスタンス変数の値が必要になる

ため，この 2つをテストスイート生成部に渡して，期待す
るオブジェクトの状態を求める． 
 
 

 
 適用例 
 
拡張した BWDMが正しく動作することを，適用例を用
いて確認する． 
 

不変条件と事前条件と事後条件の条件式が

設定されている仕様 
事前条件を含む VDM++仕様の例をリスト 1に，これを
拡張後の BWDMに適用した際の出力の一部をリスト 2に，
それぞれ示す． 
リスト 2から，事前条件の条件式に対するテストケース
を生成できることを確認した．また，不変条件と事後条件

を含む VDM++仕様を拡張後の BWDM に入力として適用
し，不変条件か事後条件を満たしてない入力に対するテス 
トケースでは，期待出力が"Undefined Action"となっている 

表 1 期待する状態と該当する条件 

期待する状態 該当する条件 

Normal すべての条件式が true 

Failure 

インスタンス変数定義の不変

条件が false 

事前条件が false 

操作後のインスタンス変数が

型の範囲外の値 

Undefined Action 

事前条件が false 

引数型の不変条件が false 

実引数が引数型の範囲外の値 

 

class 成績評価 
functions 
成績評価 : nat -> seq of char 

  成績評価(テスト点) == 
    if(テスト点 >= 60) then 

if(テスト点 >= 70) then 
        if(テスト点 >= 80) then 
          if(テスト点 >= 90) then 
            "秀" 
          else 
            "優" 
        else 
          "良" 
      else 
        "可" 
     else 
       "不可" 
    pre テスト点 <= 100; 
end 成績評価 

リスト 1 事前条件を含む VDM++仕様の例 

各引数の境界値 
テスト点 : 4294967295 4294967294 0 -1 100 101 60 59 
70 69 80 79 90 89 
 
境界値分析によるテストケース 
No.1 : 4294967295 -> Undefined Action 
No.2 : 4294967294 -> Undefined Action 
No.3 : 0 -> "不可" 
No.4 : -1 -> Undefined Action 
No.5 : 100 -> "秀" 
No.6 : 101 -> Undefined Action 
No.7 : 60 -> "可" 
No.8 : 59 -> "不可" 
No.9 : 70 -> "良" 
No.10 : 69 -> "可" 
No.11 : 80 -> "優" 
No.12 : 79 -> "良" 
No.13 : 90 -> "秀" 
No.14 : 89 -> "優" 
--- 以下省略 --- 

リスト 2 拡張後の BWDMにリスト 1を適用した際
の出力の一部 

  

る． 
 
 の拡張 

 
BWDM の拡張について説明する．拡張後の BWDM の

構造を，図 1に示す． 
 

不変条件と事前条件と事後条件における条

件式の解析及び評価 
既存の BWDMの，定義内で設定される，不変条件と事
前条件と事後条件における条件式に対応していないとい

う問題点を解決するために，拡張後の BWDMでは，式を
解析及び評価する ConditionAnalyzer クラスを追加し，更
に，構文解析部とテストスイート生成部を修正する． 
構文解析部において，テストケース生成の対象となる定

義を表す Definitionクラスがあり，このクラスのフィール
ドに，入力データを決定する際に必要となる条件式を格納

する inputConditionsと，期待出力を決定する際に必要とな
る条件式を格納する outputConditionsを追加する． 

inputConditionsには，事前条件と引数型に定義されてい
る不変条件を，outputConditionsには，事後条件とインスタ
ンス変数定義ブロック内の不変条件を格納する．なお，期

待出力を決定する際に必要となる条件式には，

inputConditionsに格納する条件式も含まれる． 
inputConditionsは境界値分析部に渡し，事前条件と引数
型の不変条件に対応した入力データを得る．なお，事後条

件とインスタンス変数の型の不変条件においては，操作及

び関数の処理終了時に評価する条件式であるため，入力

データを決定する際には使用しない．また，事後条件やイ

ンスタンス変数の型の不変条件で，操作後の値を参照する

場合はテストすべき項目は存在するが，本研究で拡張する

BWDM では対象としない． ここで，条件式を

inputConditions と outputConditions の 2 つに分けて格納し
ているのは，2.3 節で後述するオブジェクトの状態に対す
るテストケース生成において，操作前のエラーと操作後の

エラーを区別するためである． 
新たに追加する ConditionAnalyzer クラスでは，文字列
として与えられた式の比較演算や算術演算，論理演算処理

を行う．テストスイート生成部の期待出力を生成する処理

の際に，inputConditions と outputConditions の条件式を，
ConditionAnalyzerクラスを用いて評価する．条件式が false
の場合は，処理開始時あるいは処理終了時に，定義内で設

定されている条件式を満たしていないことになるため，

"Undefined Action"を期待出力とする．条件式が trueの場合
は，既存の BWDMと同様の期待出力とする． 
 
型定義ブロックへの対応 

既存の BWDMの，型定義ブロックに対応していないと
いう問題点を解決するために，構文解析部を修正する． 
拡張後の BWDMでは，構文解析部において，抽象構文
解析処理を行う InformationExtractorクラスに，型定義を表
す連想配列 typesを新たに追加し，型定義の抽象構文木を
types に格納する．各定義ブロック内で型定義を使用して
いる場合，types を基に型定義を実際の型に変換する．さ
らに，この変換の際，変換する型が操作定義及び関数定義

の引数型であれば inputConditionsに，インスタンス変数の
型であれば outputConditions に，不変条件の条件式を追加
する． 
型定義に記述されている不変条件には，その型の任意の

値を表す文字列が含まれる．不変条件の条件式を

inputConditions もしくは outputConditions に追加する際，
この文字列をその型を使用している仮引数もしくはイン

スタンス変数に置換する．この置換によって，不変条件に

対する境界値分析を行うことができる． 

図 1 拡張後の BWDMの構造 
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オブジェクトの状態に対するテストケース

生成機能の追加 
既存の BWDMの，オブジェクトの状態を操作する操作
定義のテストケースを生成できないという問題点を解決

するためにオブジェクトの状態に対するテストケース生

成機能を追加する．VDM++仕様は，クラスや型に対する
不変条件や，操作定義及び関数定義に設定する，事前条件

と事後条件がある．本研究で新たに生成するオブジェクト

の状態に対するテストケースは，これらの条件を用いるこ

とで，入力に対して操作後のオブジェクトの状態が正常か

異常か，もしくは入力のエラーがあるかどうかを期待出力

とするテストケースである．操作後のオブジェクトの状態

が正常である場合は”Normal”とし，異常である場合
は”Failure”とする．また，入力のエラーがある場合は，既
存のテストケース生成と同様に，期待出力を"Undefined 
Action"とする．期待する状態と，その状態に該当する条件
を，表 1に示す． 
オブジェクトの状態に対するテストケース生成機能を 
追加するために，構文解析部を修正する．既存の BWDM
では，操作定義の文の中に if-then-else式がない場合，その
定義のテストケースを生成せずに，次の定義のテストケー

ス生成処理に移る．そこで，拡張後の BWDMでは，if-then-
else 式はないがオブジェクトの状態を操作する操作定義
である場合は，テストケースを生成する処理に進むように

構文解析部を修正する．また，オブジェクトの状態を操作

する操作定義である場合，操作後のインスタンス変数が満

たすべき条件式を，outputConditionsに追加する． 
更に，テストケースを生成する際に，インスタンス変数

に代入する演算式と，インスタンス変数の値が必要になる

ため，この 2つをテストスイート生成部に渡して，期待す
るオブジェクトの状態を求める． 
 
 

 
 適用例 
 
拡張した BWDMが正しく動作することを，適用例を用
いて確認する． 
 

不変条件と事前条件と事後条件の条件式が

設定されている仕様 
事前条件を含む VDM++仕様の例をリスト 1に，これを
拡張後の BWDMに適用した際の出力の一部をリスト 2に，
それぞれ示す． 
リスト 2から，事前条件の条件式に対するテストケース
を生成できることを確認した．また，不変条件と事後条件

を含む VDM++仕様を拡張後の BWDM に入力として適用
し，不変条件か事後条件を満たしてない入力に対するテス 
トケースでは，期待出力が"Undefined Action"となっている 

表 1 期待する状態と該当する条件 

期待する状態 該当する条件 

Normal すべての条件式が true 

Failure 

インスタンス変数定義の不変

条件が false 

事前条件が false 

操作後のインスタンス変数が

型の範囲外の値 

Undefined Action 

事前条件が false 

引数型の不変条件が false 

実引数が引数型の範囲外の値 

 

class 成績評価 
functions 
成績評価 : nat -> seq of char 

  成績評価(テスト点) == 
    if(テスト点 >= 60) then 

if(テスト点 >= 70) then 
        if(テスト点 >= 80) then 
          if(テスト点 >= 90) then 
            "秀" 
          else 
            "優" 
        else 
          "良" 
      else 
        "可" 
     else 
       "不可" 
    pre テスト点 <= 100; 
end 成績評価 

リスト 1 事前条件を含む VDM++仕様の例 

各引数の境界値 
テスト点 : 4294967295 4294967294 0 -1 100 101 60 59 
70 69 80 79 90 89 
 
境界値分析によるテストケース 
No.1 : 4294967295 -> Undefined Action 
No.2 : 4294967294 -> Undefined Action 
No.3 : 0 -> "不可" 
No.4 : -1 -> Undefined Action 
No.5 : 100 -> "秀" 
No.6 : 101 -> Undefined Action 
No.7 : 60 -> "可" 
No.8 : 59 -> "不可" 
No.9 : 70 -> "良" 
No.10 : 69 -> "可" 
No.11 : 80 -> "優" 
No.12 : 79 -> "良" 
No.13 : 90 -> "秀" 
No.14 : 89 -> "優" 
--- 以下省略 --- 

リスト 2 拡張後の BWDMにリスト 1を適用した際
の出力の一部 

  

る． 
 
 の拡張 

 
BWDM の拡張について説明する．拡張後の BWDM の
構造を，図 1に示す． 
 

不変条件と事前条件と事後条件における条

件式の解析及び評価 
既存の BWDMの，定義内で設定される，不変条件と事
前条件と事後条件における条件式に対応していないとい

う問題点を解決するために，拡張後の BWDMでは，式を
解析及び評価する ConditionAnalyzer クラスを追加し，更
に，構文解析部とテストスイート生成部を修正する． 
構文解析部において，テストケース生成の対象となる定

義を表す Definitionクラスがあり，このクラスのフィール
ドに，入力データを決定する際に必要となる条件式を格納

する inputConditionsと，期待出力を決定する際に必要とな
る条件式を格納する outputConditionsを追加する． 

inputConditionsには，事前条件と引数型に定義されてい
る不変条件を，outputConditionsには，事後条件とインスタ
ンス変数定義ブロック内の不変条件を格納する．なお，期

待出力を決定する際に必要となる条件式には，

inputConditionsに格納する条件式も含まれる． 
inputConditionsは境界値分析部に渡し，事前条件と引数
型の不変条件に対応した入力データを得る．なお，事後条

件とインスタンス変数の型の不変条件においては，操作及

び関数の処理終了時に評価する条件式であるため，入力

データを決定する際には使用しない．また，事後条件やイ

ンスタンス変数の型の不変条件で，操作後の値を参照する

場合はテストすべき項目は存在するが，本研究で拡張する

BWDM では対象としない． ここで，条件式を

inputConditions と outputConditions の 2 つに分けて格納し
ているのは，2.3 節で後述するオブジェクトの状態に対す
るテストケース生成において，操作前のエラーと操作後の

エラーを区別するためである． 
新たに追加する ConditionAnalyzer クラスでは，文字列
として与えられた式の比較演算や算術演算，論理演算処理

を行う．テストスイート生成部の期待出力を生成する処理

の際に，inputConditions と outputConditions の条件式を，
ConditionAnalyzerクラスを用いて評価する．条件式が false
の場合は，処理開始時あるいは処理終了時に，定義内で設

定されている条件式を満たしていないことになるため，

"Undefined Action"を期待出力とする．条件式が trueの場合
は，既存の BWDMと同様の期待出力とする． 
 

型定義ブロックへの対応 
既存の BWDMの，型定義ブロックに対応していないと
いう問題点を解決するために，構文解析部を修正する． 
拡張後の BWDMでは，構文解析部において，抽象構文
解析処理を行う InformationExtractorクラスに，型定義を表
す連想配列 typesを新たに追加し，型定義の抽象構文木を
types に格納する．各定義ブロック内で型定義を使用して
いる場合，types を基に型定義を実際の型に変換する．さ
らに，この変換の際，変換する型が操作定義及び関数定義

の引数型であれば inputConditionsに，インスタンス変数の
型であれば outputConditions に，不変条件の条件式を追加
する． 
型定義に記述されている不変条件には，その型の任意の

値を表す文字列が含まれる．不変条件の条件式を

inputConditions もしくは outputConditions に追加する際，
この文字列をその型を使用している仮引数もしくはイン

スタンス変数に置換する．この置換によって，不変条件に

対する境界値分析を行うことができる． 

図 1 拡張後の BWDMの構造 
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ことを確認した． 
 
型定義を用いた仕様

型定義を用いた VDM++仕様の例をリスト 3に，これを
拡張後の BWDMに適用した際の出力の一部をリスト 4に，
それぞれ示す． 
リスト 4から，型定義ブロックで定義した型がどのよう
な型であるかを特定できていることを確認した．また，型

定義ブロックで記述している不変条件に対応した境界値

分析に基づくテストケースを生成できることも確認した． 
 
オブジェクトの状態を操作する操作定義を

含む仕様

オブジェクトの状態を操作するVDM++仕様の例をリス
ト 5に，これを拡張後の BWDMに入力として適用した際
の出力をリスト 6に，それぞれ示す． 
リスト 5の「カードと割引券で支払う」操作で，0と 

 

 
10 を入力とした場合，操作後のインスタンス変数「割引
券」の値は -2 となる．「割引券」は nat 型であり，
outputConditionsに格納している条件式「0 <= 割引券」が
false となることから，期待するオブジェクトの状態は

class 平成生まれと令和生まれ  
types 
  public 「年」 = nat; 
  public 「月」 = nat1 
  inv m == m <= 12; 
functions 
  生まれ判定 : 「年」 * 「月」 -> seq of char 
    生まれ判定(年, 月) == 
      if(年 <= 2019) then 
        if(月 < 4) then 
          "平成の早生まれ" 
        else 
          if(月 > 4) then 
            "令和の遅生まれ" 
          else 
            "平成の遅生まれ" 
      else 
        if(月 < 4) then 
          "令和の早生まれ" 
        else 
          "令和の遅生まれ" 
  pre 年 > 1990; 
end 平成生まれと令和生まれ 

リスト 3 型定義を用いた VDM++仕様の例 

各引数の境界値 
年 : 4294967295 4294967294 0 -1 1991 1990 2019 2020 
月 : 4294967296 4294967295 1 0 12 13 3 4 5 
 
境界値分析によるテストケース 
No.1 : 4294967295 4294967296 -> Undefined Action 
No.2 : 4294967294 4294967296 -> Undefined Action 
No.3 : 0 4294967296 -> Undefined Action 
No.4 : -1 4294967296 -> Undefined Action 
No.5 : 1991 4294967296 -> Undefined Action 
--- 以下省略 --- 

 
リスト 4 拡張後の BWDMにリスト 3を適用した際
の出力の一部 

class カード払い 
types 

public 「円」 = nat; 
values 
カード利用限度額: 「円」 = 100000; 

instance variables 
割引券: nat := 8; 
カード利用額: 「円」 := 0; 
inv カード利用額 <= カード利用限度額; 

operations 
カードと割引券で支払う:「円」 * nat ==> () 
カードと割引券で支払う(金額, 枚数) ==  

(カード利用額 := カード利用額 + (金額 - 金額 * 
(枚数 * 0.1)); 

割引券 := 割引券 - 枚数) 
pre 枚数 <= 10  
post 割引券~ = 割引券 + 枚数; 

end カード払い 

リスト 5 オブジェクトの状態を操作する VDM++
仕様の例 

 

関数名 : カードと割引券で支払う 
引数の型 : 金額:nat 枚数:nat 
戻り値の型 : () 
生成テストケース数 : 24件 
 
各引数の境界値 
金額 : 4294967295 4294967294 0 -1 
枚数 : 4294967295 4294967294 0 -1 10 11 
 
オブジェクトの状態に対するテストケース 
No.1 : 4294967295 4294967295 -> Undefinde Action 
No.2 : 4294967294 4294967295 -> Undefinde Action 
No.3 : 0 4294967295 -> Undefinde Action 
No.4 : -1 4294967295 -> Undefinde Action 
No.5 : 4294967295 4294967294 -> Undefinde Action 
No.6 : 4294967294 4294967294 -> Undefinde Action 
No.7 : 0 4294967294 -> Undefinde Action 
No.8 : -1 4294967294 -> Undefinde Action 
No.9 : 4294967295 0 -> Undefinde Action 
No.10 : 4294967294 0 -> Failure 
No.11 : 0 0 -> Normal 
No.12 : -1 0 -> Undefinde Action 
No.13 : 4294967295 -1 -> Undefinde Action 
No.14 : 4294967294 -1 -> Undefinde Action 
No.15 : 0 -1 -> Undefinde Action 
No.16 : -1 -1 -> Undefinde Action 
No.17 : 4294967295 10 -> Undefinde Action 
No.18 : 4294967294 10 -> Failure 
No.19 : 0 10 -> Failure 
No.20 : -1 10 -> Undefinde Action 
No.21 : 4294967295 11 -> Undefinde Action 
No.22 : 4294967294 11 -> Undefinde Action 
No.23 : 0 11 -> Undefinde Action 
No.24 : -1 11 -> Undefinde Action 

関数名 カードと割引券で支払う

リスト 6 拡張後の BWDMにリスト 5を適用した際
の出力 

  

"Failure"となる．リスト 6 の No.19 のテストケースでは，
0 と 10 を入力として期待するオブジェクトの状態を
"Failure"としているため，オブジェクトの状態に対するテ
ストケースを適切に生成できることが確認できる．ことを

確認した．また，不変条件と事後条件を含む VDM++仕様
を拡張後の BWDMに入力として適用し，不変条件か事後
条件を満たしてない入力に対するテストケースでは，期待

出力が"Undefined Action"となっていることを確認した． 
 

 考察 
 

不変条件と事前条件と事後条件に対応した

テストケース生成に関する評価 
拡張後の BWDMでは，不変条件と事前条件と事後条件
における条件式に対応したテストケースを生成できるこ

とを確認できた．これにより，拡張後の BWDMは，VDM++
仕様の不変条件と事前条件と事後条件における条件式に

対応した境界値及び期待出力の生成が可能となった． 
したがって，定義内で設定されている条件式に対応した

テストケース生成が可能となり，BWDM の適用範囲が拡
大した．このことから，BWDM の有用性が向上したと言
える．

 
型定義ブロック対応に関する評価 

拡張後の BWDM では，型定義を用いた VDM++仕様の
テストケースを生成できることを確認できた．これにより，

拡張後の BWDMは，型定義ブロックに記述される定義に
対応したテストケース生成が可能となり，BWDM の適用
範囲が拡大した． 
このことから，BWDMの有用性が向上したと言える． 

 
オブジェクトの状態に対するテストケース

生成機能に関する評価 
拡張後の BWDMでは，オブジェクトの状態に対するテ
ストケースを生成できることを確認できた．また，操作後

のオブジェクトの状態を，入力データと記述された条件式

から導出して，期待するオブジェクトの状態を適切に生成

できていることを確認できた．これにより，拡張後の

BWDM は，既存の BWDM が生成できないオブジェクト
の状態を操作する操作定義のテストケース生成が可能と

なった． 
したがって，BWDM にオブジェクト操作のためのテス
トケース生成機能が追加され，BWDM の有用性が向上し
たと言える．

 
人手によるテストケース作成との比較検証 

オブジェクトの状態に対するテストケース生成におい

て，拡張後の BWDM を使用した場合と，人手の場合で，

生成及び作成に要した時間の比較検証を行った．対象とし

た VDM++仕様は，リスト 1の仕様である．比較検証の結
果を，表 2に示す． 
リスト 1 の仕様では，インスタンス変数「割引券」と
「カード利用額」を操作する「カードと割引券で支払う」

操作が記述されている．操作後に 2つのインスタンス変数
の値が，条件式で記述されている要求を満たしているかど

うかをテストするテストケースを作成する時間を計測し

た．この時，入力エラーとなる場合のテストケースも作成

する．作成するテストケースは，入力と期待するオブジェ

クトの状態(表 1参照)を記述する． 
人手による検証は，本研究室の大学院生 2人と学部 4年
生 3人の計 5人で行い，テストケースを書き始めてから，
必要なテストケースを全て記述し終えるのに要した時間

を計測した．テストケースが不正確な場合は，間違いを指

摘して，被験者が正しいテストケースを記述した時点で時

間計測終了とした． 
拡張後の BWDMの検証では，コマンドライン上で拡
張後の BWDMを実行して，テストケース生成を行うの
に要した時間を計測した． 
拡張後のBWDMによるテストケース生成時間と人手に
よるテストケース作成の平均時間を比較した結果，拡張後

の BWDM を使用する場合は 17 分程度の時間短縮が確認
できた．また，人手によるテストケース作成では，ヒュー

マンエラーが見られた．仕様の規模が更に拡大すると，人

手とコンピュータの処理速度の差や，ヒューマンエラーの

有無などにより，人手によるテストケース作成と BWDM
によるテストケース生成に要する時間の差は更に拡大す

ると考えられる． 
本研究で追加した，オブジェクトの状態に対するテスト

ケース生成機能においても，既存の BWDMの特徴であっ
たテストケース生成に要する時間を短縮できることと，

ヒューマンエラーを除去できることが確認できた． 
したがって，BWDMの有用性が向上したと言える． 

 
 おわりに 

 
本研究では，BWDMの有用性の向上を目的として，既
存の BWDMが持つ 3つの問題点に対応する，3つの拡張
を行った． 
問題点が解決できたことを確認するために，拡張後の

BWDM に対する適用例を示した．不変条件と事前条件と
事後条件の条件式が設定されている仕様の適用例では，不

変条件と事前条件と事後条件に対応していない問題点が

表 2 比較検証の結果 

 時間 

被験者 5人の平均 17m19s      

BWDM 1.4s      
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ことを確認した． 
 
型定義を用いた仕様

型定義を用いた VDM++仕様の例をリスト 3に，これを
拡張後の BWDMに適用した際の出力の一部をリスト 4に，
それぞれ示す． 
リスト 4から，型定義ブロックで定義した型がどのよう
な型であるかを特定できていることを確認した．また，型

定義ブロックで記述している不変条件に対応した境界値

分析に基づくテストケースを生成できることも確認した． 
 
オブジェクトの状態を操作する操作定義を

含む仕様

オブジェクトの状態を操作するVDM++仕様の例をリス
ト 5に，これを拡張後の BWDMに入力として適用した際
の出力をリスト 6に，それぞれ示す． 
リスト 5の「カードと割引券で支払う」操作で，0と 

 

 
10 を入力とした場合，操作後のインスタンス変数「割引
券」の値は -2 となる．「割引券」は nat 型であり，
outputConditionsに格納している条件式「0 <= 割引券」が
false となることから，期待するオブジェクトの状態は

class 平成生まれと令和生まれ  
types 
  public 「年」 = nat; 
  public 「月」 = nat1 
  inv m == m <= 12; 
functions 
  生まれ判定 : 「年」 * 「月」 -> seq of char 
    生まれ判定(年, 月) == 
      if(年 <= 2019) then 
        if(月 < 4) then 
          "平成の早生まれ" 
        else 
          if(月 > 4) then 
            "令和の遅生まれ" 
          else 
            "平成の遅生まれ" 
      else 
        if(月 < 4) then 
          "令和の早生まれ" 
        else 
          "令和の遅生まれ" 
  pre 年 > 1990; 
end 平成生まれと令和生まれ 

リスト 3 型定義を用いた VDM++仕様の例 

各引数の境界値 
年 : 4294967295 4294967294 0 -1 1991 1990 2019 2020 
月 : 4294967296 4294967295 1 0 12 13 3 4 5 
 
境界値分析によるテストケース 
No.1 : 4294967295 4294967296 -> Undefined Action 
No.2 : 4294967294 4294967296 -> Undefined Action 
No.3 : 0 4294967296 -> Undefined Action 
No.4 : -1 4294967296 -> Undefined Action 
No.5 : 1991 4294967296 -> Undefined Action 
--- 以下省略 --- 

 
リスト 4 拡張後の BWDMにリスト 3を適用した際
の出力の一部 

class カード払い 
types 

public 「円」 = nat; 
values 
カード利用限度額: 「円」 = 100000; 

instance variables 
割引券: nat := 8; 
カード利用額: 「円」 := 0; 
inv カード利用額 <= カード利用限度額; 

operations 
カードと割引券で支払う:「円」 * nat ==> () 
カードと割引券で支払う(金額, 枚数) ==  

(カード利用額 := カード利用額 + (金額 - 金額 * 
(枚数 * 0.1)); 
割引券 := 割引券 - 枚数) 

pre 枚数 <= 10  
post 割引券~ = 割引券 + 枚数; 

end カード払い 

リスト 5 オブジェクトの状態を操作する VDM++
仕様の例 

 

関数名 : カードと割引券で支払う 
引数の型 : 金額:nat 枚数:nat 
戻り値の型 : () 
生成テストケース数 : 24件 
 
各引数の境界値 
金額 : 4294967295 4294967294 0 -1 
枚数 : 4294967295 4294967294 0 -1 10 11 
 
オブジェクトの状態に対するテストケース 
No.1 : 4294967295 4294967295 -> Undefinde Action 
No.2 : 4294967294 4294967295 -> Undefinde Action 
No.3 : 0 4294967295 -> Undefinde Action 
No.4 : -1 4294967295 -> Undefinde Action 
No.5 : 4294967295 4294967294 -> Undefinde Action 
No.6 : 4294967294 4294967294 -> Undefinde Action 
No.7 : 0 4294967294 -> Undefinde Action 
No.8 : -1 4294967294 -> Undefinde Action 
No.9 : 4294967295 0 -> Undefinde Action 
No.10 : 4294967294 0 -> Failure 
No.11 : 0 0 -> Normal 
No.12 : -1 0 -> Undefinde Action 
No.13 : 4294967295 -1 -> Undefinde Action 
No.14 : 4294967294 -1 -> Undefinde Action 
No.15 : 0 -1 -> Undefinde Action 
No.16 : -1 -1 -> Undefinde Action 
No.17 : 4294967295 10 -> Undefinde Action 
No.18 : 4294967294 10 -> Failure 
No.19 : 0 10 -> Failure 
No.20 : -1 10 -> Undefinde Action 
No.21 : 4294967295 11 -> Undefinde Action 
No.22 : 4294967294 11 -> Undefinde Action 
No.23 : 0 11 -> Undefinde Action 
No.24 : -1 11 -> Undefinde Action 

リスト 6 拡張後の BWDMにリスト 5を適用した際
の出力 

  

"Failure"となる．リスト 6 の No.19 のテストケースでは，
0 と 10 を入力として期待するオブジェクトの状態を
"Failure"としているため，オブジェクトの状態に対するテ
ストケースを適切に生成できることが確認できる．ことを

確認した．また，不変条件と事後条件を含む VDM++仕様
を拡張後の BWDMに入力として適用し，不変条件か事後
条件を満たしてない入力に対するテストケースでは，期待

出力が"Undefined Action"となっていることを確認した． 
 

 考察 
 

不変条件と事前条件と事後条件に対応した

テストケース生成に関する評価 
拡張後の BWDMでは，不変条件と事前条件と事後条件
における条件式に対応したテストケースを生成できるこ

とを確認できた．これにより，拡張後の BWDMは，VDM++
仕様の不変条件と事前条件と事後条件における条件式に

対応した境界値及び期待出力の生成が可能となった． 
したがって，定義内で設定されている条件式に対応した

テストケース生成が可能となり，BWDM の適用範囲が拡
大した．このことから，BWDM の有用性が向上したと言
える．

 
型定義ブロック対応に関する評価 

拡張後の BWDM では，型定義を用いた VDM++仕様の
テストケースを生成できることを確認できた．これにより，

拡張後の BWDMは，型定義ブロックに記述される定義に
対応したテストケース生成が可能となり，BWDM の適用
範囲が拡大した． 
このことから，BWDMの有用性が向上したと言える． 

 
オブジェクトの状態に対するテストケース

生成機能に関する評価 
拡張後の BWDMでは，オブジェクトの状態に対するテ
ストケースを生成できることを確認できた．また，操作後

のオブジェクトの状態を，入力データと記述された条件式

から導出して，期待するオブジェクトの状態を適切に生成

できていることを確認できた．これにより，拡張後の

BWDM は，既存の BWDM が生成できないオブジェクト
の状態を操作する操作定義のテストケース生成が可能と

なった． 
したがって，BWDM にオブジェクト操作のためのテス
トケース生成機能が追加され，BWDM の有用性が向上し
たと言える．

 
人手によるテストケース作成との比較検証 

オブジェクトの状態に対するテストケース生成におい

て，拡張後の BWDM を使用した場合と，人手の場合で，

生成及び作成に要した時間の比較検証を行った．対象とし

た VDM++仕様は，リスト 1の仕様である．比較検証の結
果を，表 2に示す． 
リスト 1 の仕様では，インスタンス変数「割引券」と
「カード利用額」を操作する「カードと割引券で支払う」

操作が記述されている．操作後に 2つのインスタンス変数
の値が，条件式で記述されている要求を満たしているかど

うかをテストするテストケースを作成する時間を計測し

た．この時，入力エラーとなる場合のテストケースも作成

する．作成するテストケースは，入力と期待するオブジェ

クトの状態(表 1参照)を記述する． 
人手による検証は，本研究室の大学院生 2人と学部 4年

生 3人の計 5人で行い，テストケースを書き始めてから，
必要なテストケースを全て記述し終えるのに要した時間

を計測した．テストケースが不正確な場合は，間違いを指

摘して，被験者が正しいテストケースを記述した時点で時

間計測終了とした． 
拡張後の BWDMの検証では，コマンドライン上で拡
張後の BWDMを実行して，テストケース生成を行うの
に要した時間を計測した． 
拡張後のBWDMによるテストケース生成時間と人手に
よるテストケース作成の平均時間を比較した結果，拡張後

の BWDM を使用する場合は 17 分程度の時間短縮が確認
できた．また，人手によるテストケース作成では，ヒュー

マンエラーが見られた．仕様の規模が更に拡大すると，人

手とコンピュータの処理速度の差や，ヒューマンエラーの

有無などにより，人手によるテストケース作成と BWDM
によるテストケース生成に要する時間の差は更に拡大す

ると考えられる． 
本研究で追加した，オブジェクトの状態に対するテスト

ケース生成機能においても，既存の BWDMの特徴であっ
たテストケース生成に要する時間を短縮できることと，

ヒューマンエラーを除去できることが確認できた． 
したがって，BWDMの有用性が向上したと言える． 

 
 おわりに 

 
本研究では，BWDMの有用性の向上を目的として，既

存の BWDMが持つ 3つの問題点に対応する，3つの拡張
を行った． 
問題点が解決できたことを確認するために，拡張後の

BWDM に対する適用例を示した．不変条件と事前条件と
事後条件の条件式が設定されている仕様の適用例では，不

変条件と事前条件と事後条件に対応していない問題点が

表 2 比較検証の結果 

 時間 

被験者 5人の平均 17m19s      

BWDM 1.4s      
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解決できたことを確認した．型定義を用いた仕様の適用例

では，型定義ブロックに対応していない問題点が解決でき

たことを確認した．オブジェクトの状態を操作する操作定

義を含む仕様の適用例では，オブジェクトの状態を操作す

る操作定義のテストケースが生成できない問題点が解決

できたことを確認した．これらのことから，拡張後の

BWDMは，本研究で行った拡張によって上記の 3つの問
題点を解決できた． 
更に，オブジェクトの状態に対するテストケース生成に

おいて，拡張後の に適用した際の生成時間と，人手

による作成時間の比較検証を行った．検証の結果，検証に

用いた 仕様においては，拡張後の を使用する

場合は平均で 分程度の時間短縮が確認できた．これに

より，本研究で追加した，オブジェクトの状態に対するテ

ストケース生成機能においても，テストケース生成に要す

る時間を短縮できることが確認でた．加えて，人手による

テストケース作成ではヒューマンエラーも見られ，拡張後

の によるテストケース生成では，ヒューマンエラー

を除去できることも確認できた． 
以上のことから，本研究で拡張した は有用性が向

上したといえる．

以下に，今後の課題を示す． 
⚫ 整数型以外の型への対応 

BWDM は，int 型と nat 型と nat1 型のみに対応
可能であり，それ以外の real 型や rat 型などの型
に対応していない．これにより，整数型以外の型を

用いた仕様を入力とした場合，適切なテストケー

スを生成できないため，対応する必要があると考

える． 
⚫ 操作後の値を参照する条件式への対応 

BWDM は，事後条件やインスタンス変数の型の不
変条件において，操作後の値を参照する場合に，そ

の条件式に対する，境界値分析に基づいたテスト

ケースを生成できない．事後条件やインスタンス

変数の型の不変条件に対する境界値テストも必要

であるため，対応する必要があると考える． 
⚫ 操作及び関数を呼び出す操作定義と関数定義のテ

ストケース生成への対応 
BWDM は，操作定義と関数定義内で操作及び関数
を呼び出す処理に対して，テストケースを生成で

きない．これにより，関数を呼び出して計算処理を

行う操作などについてはテストケースを生成でき

ないため，対応する必要があると考える． 
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「VR英会話プログラム」パイロットスタディの実践報告 
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Abstract 
 

    The importance of technology is successively increasing in all areas of life, where education is 
definitely included. The present situation made by the outbreak of COVID has brought a rapid wave of online 
learning ino Japan’s school education. This paper examines how language education can take advantage of 
techonology such as online and virtual reality (VR) based on findings, albeit good or bad, coming out of a 
pilot study on the “VR English Chat Program” for Japanese students of the Facutlty of Engineering This paper 
gives a starting point in analyzing the importance of technology in language education.  

 
Keywords:  Language education, Technology, Online learning, Virtual Reality (VR) 
 

 はじめに

2020 年 2 月に日本でも確認されたコロナ感染症の流行
により、大学教育は急速にオンライン授業に切り替わった。

2021 年 3 月に国公私立大学・高等専門学校の学生を対象
にした調査で、約 6割の学生が令和 2年度後期の授業の大
半または全てがオンライン授業だったと回答したように、

国内高等教育機関の多くがオンライン授業を導入してい

る 1)。宮崎大学においては、2020年 4月以降、授業のみな
らず課外英語学習活動の大半がオンライン対応に切り替

わった注 1。 
課外英語学習活動の 1 つとして工学部で独自に実施し

てきた「ランチタイム英語（平日昼休みに任意で集まった

学生同士で行う英会話）」は、2020 年度からオンライン
上での英会話に変更され、参加人数を激減させた（表 1）。
参加者の減少には 2つの主因が考えられる。1つは、学内
で安定的な Wifi 環境を使って発声できる場所が限定され
ることである。もう 1つは、オンライン授業に占められた
生活で、学生がオンライン化に対する疲労感を持っている

ことである。2016年度から 2019年度までの「ランチタイ
ム英語」に関する調査結果によって、活動中の様々な人と

の交流によって人的ネットワークを広げる学生や、同じ境

遇にある者同士の対話を通して自己の将来像を具体化さ

せる学生が存在し、定期的な課外活動が学生の集う交流の

場に変化する過程が明らかとなった 2)。しかしながら、オ

ンライン化した「ランチタイム英語」では対話が無味乾燥

化し、人間関係の構築が希薄になりやすい。つまり、参加

者が次回に友人を伴うことさえあった「ランチタイム英 
a) 工学部工学基礎教育センター准教授 

語」の交流の場としての機能が失われ、その結果参加者の

減少につながったものであると推測できる。それでもな

お、オンラインを始めとするテクノロジーがコロナ感染症

対策を求められる日常生活を円滑にする中心的役割を担

い、教育活動もテクノロジーの恩恵を受けていることは否

定できない。 
 

表1. 「ランチタイム英語」の実施状況 
年度 実施回数 うち

休業期間中の回数

のべ参加

人数

回あたり

の参加人数

回 名 名

回 名 名

回 名 名

回 名 名

回 名 名

 
日常生活が日本語で事足り、ターゲット言語の使用環境

がほとんどない日本での語学を考えるとき、十分な量の知

識のインプットと継続的な言語使用のアウトプットの連

鎖が言語習得のカギとなる。アウトプットの基盤となるイ

ンタラクションを生み出す目的で設けられた「ランチタイ

ム英語」であったが、2020 年度にその有用性を減退させ
たことから、2021 年度に「工学部×英語プロジェクト」
と称するパイロットスタディの対象となる 2 つの新規課
外英語学習プログラムが導入された。バーチャルリアリテ

ィー（VR）技術を用いた英会話活動を提供する「VR 英
会話プログラム」はその 1つである。本稿では、プログラ
ム参加者の行動観察および Google Forms を用いたアン
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解決できたことを確認した．型定義を用いた仕様の適用例

では，型定義ブロックに対応していない問題点が解決でき

たことを確認した．オブジェクトの状態を操作する操作定

義を含む仕様の適用例では，オブジェクトの状態を操作す

る操作定義のテストケースが生成できない問題点が解決

できたことを確認した．これらのことから，拡張後の

BWDMは，本研究で行った拡張によって上記の 3つの問
題点を解決できた． 
更に，オブジェクトの状態に対するテストケース生成に

おいて，拡張後の に適用した際の生成時間と，人手

による作成時間の比較検証を行った．検証の結果，検証に

用いた 仕様においては，拡張後の を使用する

場合は平均で 分程度の時間短縮が確認できた．これに

より，本研究で追加した，オブジェクトの状態に対するテ

ストケース生成機能においても，テストケース生成に要す

る時間を短縮できることが確認でた．加えて，人手による

テストケース作成ではヒューマンエラーも見られ，拡張後

の によるテストケース生成では，ヒューマンエラー

を除去できることも確認できた． 
以上のことから，本研究で拡張した は有用性が向

上したといえる．

以下に，今後の課題を示す． 
⚫ 整数型以外の型への対応 

BWDM は，int 型と nat 型と nat1 型のみに対応
可能であり，それ以外の real 型や rat 型などの型
に対応していない．これにより，整数型以外の型を

用いた仕様を入力とした場合，適切なテストケー

スを生成できないため，対応する必要があると考

える． 
⚫ 操作後の値を参照する条件式への対応 

BWDM は，事後条件やインスタンス変数の型の不
変条件において，操作後の値を参照する場合に，そ

の条件式に対する，境界値分析に基づいたテスト

ケースを生成できない．事後条件やインスタンス

変数の型の不変条件に対する境界値テストも必要

であるため，対応する必要があると考える． 
⚫ 操作及び関数を呼び出す操作定義と関数定義のテ

ストケース生成への対応 
BWDM は，操作定義と関数定義内で操作及び関数
を呼び出す処理に対して，テストケースを生成で

きない．これにより，関数を呼び出して計算処理を

行う操作などについてはテストケースを生成でき

ないため，対応する必要があると考える． 
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「VR英会話プログラム」パイロットスタディの実践報告 
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A Pilot Study on the VR English Program  
for Engineering Students   

 

Noriko KAWASAKI 
 

Abstract 
 

    The importance of technology is successively increasing in all areas of life, where education is 
definitely included. The present situation made by the outbreak of COVID has brought a rapid wave of online 
learning ino Japan’s school education. This paper examines how language education can take advantage of 
techonology such as online and virtual reality (VR) based on findings, albeit good or bad, coming out of a 
pilot study on the “VR English Chat Program” for Japanese students of the Facutlty of Engineering This paper 
gives a starting point in analyzing the importance of technology in language education.  

 
Keywords:  Language education, Technology, Online learning, Virtual Reality (VR) 
 

 はじめに

2020 年 2 月に日本でも確認されたコロナ感染症の流行
により、大学教育は急速にオンライン授業に切り替わった。

2021 年 3 月に国公私立大学・高等専門学校の学生を対象
にした調査で、約 6割の学生が令和 2年度後期の授業の大
半または全てがオンライン授業だったと回答したように、

国内高等教育機関の多くがオンライン授業を導入してい

る 1)。宮崎大学においては、2020年 4月以降、授業のみな
らず課外英語学習活動の大半がオンライン対応に切り替

わった注 1。 
課外英語学習活動の 1 つとして工学部で独自に実施し

てきた「ランチタイム英語（平日昼休みに任意で集まった

学生同士で行う英会話）」は、2020 年度からオンライン
上での英会話に変更され、参加人数を激減させた（表 1）。
参加者の減少には 2つの主因が考えられる。1つは、学内
で安定的な Wifi 環境を使って発声できる場所が限定され
ることである。もう 1つは、オンライン授業に占められた
生活で、学生がオンライン化に対する疲労感を持っている

ことである。2016年度から 2019年度までの「ランチタイ
ム英語」に関する調査結果によって、活動中の様々な人と

の交流によって人的ネットワークを広げる学生や、同じ境

遇にある者同士の対話を通して自己の将来像を具体化さ

せる学生が存在し、定期的な課外活動が学生の集う交流の

場に変化する過程が明らかとなった 2)。しかしながら、オ

ンライン化した「ランチタイム英語」では対話が無味乾燥

化し、人間関係の構築が希薄になりやすい。つまり、参加

者が次回に友人を伴うことさえあった「ランチタイム英 
a) 工学部工学基礎教育センター准教授 

語」の交流の場としての機能が失われ、その結果参加者の

減少につながったものであると推測できる。それでもな

お、オンラインを始めとするテクノロジーがコロナ感染症

対策を求められる日常生活を円滑にする中心的役割を担

い、教育活動もテクノロジーの恩恵を受けていることは否

定できない。 
 

表1. 「ランチタイム英語」の実施状況 
年度 実施回数 うち

休業期間中の回数

のべ参加

人数

回あたり

の参加人数

回 名 名

回 名 名

回 名 名

回 名 名

回 名 名

 
日常生活が日本語で事足り、ターゲット言語の使用環境

がほとんどない日本での語学を考えるとき、十分な量の知

識のインプットと継続的な言語使用のアウトプットの連

鎖が言語習得のカギとなる。アウトプットの基盤となるイ

ンタラクションを生み出す目的で設けられた「ランチタイ

ム英語」であったが、2020 年度にその有用性を減退させ
たことから、2021 年度に「工学部×英語プロジェクト」
と称するパイロットスタディの対象となる 2 つの新規課
外英語学習プログラムが導入された。バーチャルリアリテ

ィー（VR）技術を用いた英会話活動を提供する「VR 英
会話プログラム」はその 1つである。本稿では、プログラ
ム参加者の行動観察および Google Forms を用いたアン
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例に、学生がデザインしたポスター（図 2）と VR機器の
操作マニュアルが挙げられる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1. 計画から実施までの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. 参加募集を呼びかけるポスター 表（左）裏（右） 

 
プログラムの参加者は、工学部 1年生 4名、2年生 1名、 

3年生 4名、4年生 1名、工学研究科 1年生 1名の 11名
である注 2。実際の活動では、ヘッドセットを装着した参

加者 2名が講師（本稿著者）と VR空間に入り、ファスト
フード店・カフェや公園などの場面設定で、アバターにな

って約 30分間の英会話に取り組む。各参加者には予約時
間に会場に集合してもらい、ヘッドセットを介さずに声が

聞こえる距離感で活動に取り組んでもらった。できるだけ

異なる相手とペアを組み、約 2 ヵ月間に各自が 5 回の英
会話に取り組んだ。各回では 2～3 つの場面設定に入り、
自己紹介や雑談から始めつつ、ロールプレイでの英会話に

取り組んだ。5回目の最終回には、事前に討論のテーマを
開示した上で、VRアプリ内のディベートルームに入って
簡単な討論に取り組むこととした。討論を難しく捉えて自

分にはできないと感じる学生が多いことから、身近な話題

で具体的なイメージを持ちながら気楽に発言できるよう、

討論のテーマには「親友にするならどっち？ドラえもん？

アンパンマン？」「かわいい妹に持つならどっち？まる子

ちゃん？ワカメちゃん？」「寒い冬に小腹が空いた時に食

べるならどっち？中華まん？コロッケ？」の 3つを用いた。 

参加者の申込理由では、交流活動への興味や英語力の向

上を挙げた者 3名に対し、VR技術に興味を持つ者のほう
が 6名と多く、かつ全員が個別操作練習で短時間に VR機
器に習熟する様子が見られたことから、デジタルツールや

工学技術への関心と習熟の高さが窺える。また、申込段階

の参加者の英語力として、TOEIC L&Rの得点、英検の取
得級、自己分析による Listeningと Speakingレベルを尋
ねた（図 3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 3. 申込段階の参加者の英語力

活動内容の考察  
各回の活動後には、参加者 11名に図 4に示す質問内容
を盛り込んだアンケートに回答してもらった。ただし、1
回目のアンケート回答者数は 11名中 10名である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 活動後アンケートの質問内容 
 

アンケート結果（表 2）から活動内容について考察する。
質問 1で、「非常にそう思う」「ややそう思う」とする回答
がほぼ 100％に達していることから、Listening および
Speaking レベルにかかわらず英会話を楽しんだ様子が確
認できる。質問 2で肯定的な回答が 100％であったことと
照らし合わせ、英会話を楽しんだ背景には、VR空間での

  

  

ケートで得られた発見を基に、「VR英会話プログラム」
の成果を検証する。 

 
 先行研究について

技術を用いた語学学習

日本における語学目的の VR利用に関する研究は、徳武
など（2020）、Obari et al.（2020）、Shibata and York
（2021）、York et al.（2021）、Saito（2021）等に見られ
るが、コロナ禍の教育活動のオンライン化でこの 2年程に
急速に進んだに過ぎず、日本ではまだ新しい研究分野と言

える。一方で、Dickey（2005） が VRの教育利用による
遠隔学習の有効性を明らかにし、Ebert et al.（2016）や
Hu-Au and Lee（2017）が VRの語学利用における学習
意欲の向上や長期記憶の獲得への有用性を明らかにする

など、海外での語学目的の VR利用は先行している 3) 4) 5)。 
ここで、日本における語学目的の VR利用に関する研究

をいくつか見ていく。Obari et al.（2020）は、82名の日
本人学部学生を対象に、AI 搭載のスマートスピーカーに
よる個別学習がもたらす英語学習の効果を明らかにした

研究過程で、VRを用いた交流活動を実践した 6)。また、

York et al.（2021）は、CALL（コンピュータを使った外
国語学習）による語学の不安感の改善に焦点を当て、音

声・動画・VR の 3 つのオンラインツールを比較し、VR
が不安感や学習意欲に作用する好影響の大きさを評価し

た 7) 8)。また、徳武など（2020）は、VRの「見る」「触る」
という 2 つの特性に分けた英語学習支援システムを開発
し、システムを利用した学習者の習熟度・パフォーマンス

を測定した 9)。  
そして、Saito （2021）は 8名の日本人学生をレベル

別に 2グループに分け、それぞれのレベルに適した内容の
VR英語レッスンを約 1ヶ月半実施し、語学の不安感の変
化と TOEIC Speakingテストの得点変化を調べ、外国語
授業での自信の向上や外国人と話す時の不安感の軽減に

つながる結果や、TOEIC Speaking テストの得点向上に
つながる成果に言及している 10)。さらには、VR英語レッ
スンの参加者の感想から、英語教育における VR利用によ
って、学生の学習参加意欲の向上、視覚化による語彙の獲

得、学生主体の学習（アクティブラーニング）の促進をも

たらす可能性をも示唆する 10)。Saito（2021）の研究は、
コントローラ付きの VR ヘッドセット（Oculous Go）と
VR空間を提供する学習アプリ（Immerse VRプラットフ
ォーム）を用いて、学生の学習参加意欲の向上、語学の不

安感の軽減、アクティブラーニングの促進をもたらす可能

性について分析している点で、本稿で述べる VR英会話プ
ログラムと類似しており、大いに参考になる。 
 
英語学習における情意要因

外国語学習では、学習者の認知的側面と同様に情意的

側面を無視することはできない。動機づけや学習不安や自

己評価といった外国語学習の情意的側面を整理した田所

（2001）は、授業等の教室活動に限らない学習者の情意
要因にも目を向けるべきだと主張し、語学においては、外

国語を使うことに対する安心感と、目標言語の能力が個人

の価値を決めることはないという気づきを与えることが

重要であると述べている 11)。また、小磯（2010）は、二
十歳以上の日本人の英語読解力と会話力について調べた

「JGSS-2008：第７回生活と意識についての国際比較調
査」を基に、目標言語話者に対する態度、異文化への興味、

自己効力感に焦点化した英語学習の情意要因を調べ、読解

力よりも会話力における情意要因が若い年齢層に影響を

及ぼしやすいことを明らかにした 12) 13)。 
これらの研究結果は、課外英語学習活動として設定した

VR英会話プログラムにおいても、英会話に対する不安感
や自信といった学生の情意的側面を考慮すべきであるこ

とを示唆している。  
 

英会話プログラムについて

プログラムの概要

英語コミュニケーション力向上においては発話行為に

意義がある。しかし、コロナ禍で隆盛を極めるオンライン

英会話は画面越しの対話となり、2020 年度の「ランチタ
イム英語」の結果を見れば、工学部学生には魅力的な学習

方法になりえていないと言える。特に、表情・しぐさや周

囲の雰囲気を掴みづらく、間合いを取りにくいオンライン

上では、知らない者同士の会話に緊張感さえ生まれ、初級

程度の英語力を持つ学生のやる気を減退させる。一方で、

Z 世代の現代の若者はデジタルツールを用いた活動で学
習意欲を向上させる傾向が高いことも事実である 14)。特

に工学部学生は、最新工学技術の体験の機会に関心が高い

と考えられ、VR技術を用いた英会話にはオンライン英会
話とは異なる学習意欲の向上の可能性がある。 
本稿で述べる VR英会話プログラムは、VRが作り出す
空間に入って英会話を楽しむ学習活動である。プログラム

のねらいは、工学部学生の得意とするデジタルツールに着

目し、VR空間での英会話活動によってゲーム感覚の英語
学習の仕掛けを作ることで、工学部に多く存在する初級英

語学習者が感じやすい英会話への不安感の軽減と、自律学

習への足場かけを生み出すことにある。 
プログラムの計画から実施までの流れを図 1に示す。実

施にあたり工学部長裁量経費による予算を用意し、VRヘ
ッドセット「Oculous Quest2（Meta社開発）」と VRア
プリ「Immerse VRプラットフォーム（Immerse社開発）」
を購入した。実際の運用には、学生の英会話を円滑にさせ

るファシリテーション技術だけでなく、VR関連機器を操
作する技術が必要とされると判断し、情報工学を専門とす

る学部 4年生の技術協力を得ることにした。技術協力者の
学生とは活動計画の作成段階から協議を重ね、学生の視点

と発想を活かした活動となるように工夫した。その工夫の
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例に、学生がデザインしたポスター（図 2）と VR機器の
操作マニュアルが挙げられる。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1. 計画から実施までの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2. 参加募集を呼びかけるポスター 表（左）裏（右） 

 
プログラムの参加者は、工学部 1年生 4名、2年生 1名、 

3年生 4名、4年生 1名、工学研究科 1年生 1名の 11名
である注 2。実際の活動では、ヘッドセットを装着した参

加者 2名が講師（本稿著者）と VR空間に入り、ファスト
フード店・カフェや公園などの場面設定で、アバターにな

って約 30分間の英会話に取り組む。各参加者には予約時
間に会場に集合してもらい、ヘッドセットを介さずに声が

聞こえる距離感で活動に取り組んでもらった。できるだけ

異なる相手とペアを組み、約 2 ヵ月間に各自が 5 回の英
会話に取り組んだ。各回では 2～3 つの場面設定に入り、
自己紹介や雑談から始めつつ、ロールプレイでの英会話に

取り組んだ。5回目の最終回には、事前に討論のテーマを
開示した上で、VRアプリ内のディベートルームに入って
簡単な討論に取り組むこととした。討論を難しく捉えて自

分にはできないと感じる学生が多いことから、身近な話題

で具体的なイメージを持ちながら気楽に発言できるよう、

討論のテーマには「親友にするならどっち？ドラえもん？

アンパンマン？」「かわいい妹に持つならどっち？まる子

ちゃん？ワカメちゃん？」「寒い冬に小腹が空いた時に食

べるならどっち？中華まん？コロッケ？」の 3つを用いた。 

参加者の申込理由では、交流活動への興味や英語力の向

上を挙げた者 3名に対し、VR技術に興味を持つ者のほう
が 6名と多く、かつ全員が個別操作練習で短時間に VR機
器に習熟する様子が見られたことから、デジタルツールや

工学技術への関心と習熟の高さが窺える。また、申込段階

の参加者の英語力として、TOEIC L&Rの得点、英検の取
得級、自己分析による Listeningと Speakingレベルを尋
ねた（図 3）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

図 3. 申込段階の参加者の英語力

活動内容の考察  
各回の活動後には、参加者 11名に図 4に示す質問内容

を盛り込んだアンケートに回答してもらった。ただし、1
回目のアンケート回答者数は 11名中 10名である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4. 活動後アンケートの質問内容 
 

アンケート結果（表 2）から活動内容について考察する。
質問 1で、「非常にそう思う」「ややそう思う」とする回答
がほぼ 100％に達していることから、Listening および
Speaking レベルにかかわらず英会話を楽しんだ様子が確
認できる。質問 2で肯定的な回答が 100％であったことと
照らし合わせ、英会話を楽しんだ背景には、VR空間での

  

  

ケートで得られた発見を基に、「VR英会話プログラム」
の成果を検証する。 

 
 先行研究について

技術を用いた語学学習

日本における語学目的の VR利用に関する研究は、徳武
など（2020）、Obari et al.（2020）、Shibata and York
（2021）、York et al.（2021）、Saito（2021）等に見られ
るが、コロナ禍の教育活動のオンライン化でこの 2年程に
急速に進んだに過ぎず、日本ではまだ新しい研究分野と言

える。一方で、Dickey（2005） が VRの教育利用による
遠隔学習の有効性を明らかにし、Ebert et al.（2016）や
Hu-Au and Lee（2017）が VRの語学利用における学習
意欲の向上や長期記憶の獲得への有用性を明らかにする

など、海外での語学目的の VR利用は先行している 3) 4) 5)。 
ここで、日本における語学目的の VR利用に関する研究

をいくつか見ていく。Obari et al.（2020）は、82名の日
本人学部学生を対象に、AI 搭載のスマートスピーカーに
よる個別学習がもたらす英語学習の効果を明らかにした

研究過程で、VRを用いた交流活動を実践した 6)。また、

York et al.（2021）は、CALL（コンピュータを使った外
国語学習）による語学の不安感の改善に焦点を当て、音

声・動画・VR の 3 つのオンラインツールを比較し、VR
が不安感や学習意欲に作用する好影響の大きさを評価し

た 7) 8)。また、徳武など（2020）は、VRの「見る」「触る」
という 2 つの特性に分けた英語学習支援システムを開発
し、システムを利用した学習者の習熟度・パフォーマンス

を測定した 9)。  
そして、Saito （2021）は 8名の日本人学生をレベル

別に 2グループに分け、それぞれのレベルに適した内容の
VR英語レッスンを約 1ヶ月半実施し、語学の不安感の変
化と TOEIC Speakingテストの得点変化を調べ、外国語
授業での自信の向上や外国人と話す時の不安感の軽減に

つながる結果や、TOEIC Speaking テストの得点向上に
つながる成果に言及している 10)。さらには、VR英語レッ
スンの参加者の感想から、英語教育における VR利用によ
って、学生の学習参加意欲の向上、視覚化による語彙の獲

得、学生主体の学習（アクティブラーニング）の促進をも

たらす可能性をも示唆する 10)。Saito（2021）の研究は、
コントローラ付きの VR ヘッドセット（Oculous Go）と
VR空間を提供する学習アプリ（Immerse VRプラットフ
ォーム）を用いて、学生の学習参加意欲の向上、語学の不

安感の軽減、アクティブラーニングの促進をもたらす可能

性について分析している点で、本稿で述べる VR英会話プ
ログラムと類似しており、大いに参考になる。 
 

英語学習における情意要因

外国語学習では、学習者の認知的側面と同様に情意的

側面を無視することはできない。動機づけや学習不安や自

己評価といった外国語学習の情意的側面を整理した田所

（2001）は、授業等の教室活動に限らない学習者の情意
要因にも目を向けるべきだと主張し、語学においては、外

国語を使うことに対する安心感と、目標言語の能力が個人

の価値を決めることはないという気づきを与えることが

重要であると述べている 11)。また、小磯（2010）は、二
十歳以上の日本人の英語読解力と会話力について調べた

「JGSS-2008：第７回生活と意識についての国際比較調
査」を基に、目標言語話者に対する態度、異文化への興味、

自己効力感に焦点化した英語学習の情意要因を調べ、読解

力よりも会話力における情意要因が若い年齢層に影響を

及ぼしやすいことを明らかにした 12) 13)。 
これらの研究結果は、課外英語学習活動として設定した

VR英会話プログラムにおいても、英会話に対する不安感
や自信といった学生の情意的側面を考慮すべきであるこ

とを示唆している。  
 

英会話プログラムについて

プログラムの概要

英語コミュニケーション力向上においては発話行為に

意義がある。しかし、コロナ禍で隆盛を極めるオンライン

英会話は画面越しの対話となり、2020 年度の「ランチタ
イム英語」の結果を見れば、工学部学生には魅力的な学習

方法になりえていないと言える。特に、表情・しぐさや周

囲の雰囲気を掴みづらく、間合いを取りにくいオンライン

上では、知らない者同士の会話に緊張感さえ生まれ、初級

程度の英語力を持つ学生のやる気を減退させる。一方で、

Z 世代の現代の若者はデジタルツールを用いた活動で学
習意欲を向上させる傾向が高いことも事実である 14)。特

に工学部学生は、最新工学技術の体験の機会に関心が高い

と考えられ、VR技術を用いた英会話にはオンライン英会
話とは異なる学習意欲の向上の可能性がある。 
本稿で述べる VR英会話プログラムは、VRが作り出す
空間に入って英会話を楽しむ学習活動である。プログラム

のねらいは、工学部学生の得意とするデジタルツールに着

目し、VR空間での英会話活動によってゲーム感覚の英語
学習の仕掛けを作ることで、工学部に多く存在する初級英

語学習者が感じやすい英会話への不安感の軽減と、自律学

習への足場かけを生み出すことにある。 
プログラムの計画から実施までの流れを図 1に示す。実
施にあたり工学部長裁量経費による予算を用意し、VRヘ
ッドセット「Oculous Quest2（Meta社開発）」と VRア
プリ「Immerse VRプラットフォーム（Immerse社開発）」
を購入した。実際の運用には、学生の英会話を円滑にさせ

るファシリテーション技術だけでなく、VR関連機器を操
作する技術が必要とされると判断し、情報工学を専門とす

る学部 4年生の技術協力を得ることにした。技術協力者の
学生とは活動計画の作成段階から協議を重ね、学生の視点

と発想を活かした活動となるように工夫した。その工夫の
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ロールプレイに 1対1で取り組むゲーム感覚が大きかった
ことが推測できる。ロールプレイの行動観察では、公園で

フリスビーを投げ合ったり、カフェでお茶を飲んだり、ト

レーニングジムで運動したり、台所で食材を選んで料理し

たりしながら会話する様子からリラックスした雰囲気が

読み取れた。また、活動前後の参加者の雑談からは、30
分間の短時間の設定、遠隔ではない集合対面によるオンラ

イン利用という物理的条件が気楽さや安心感をもたらし

たのではないかと考えられる。 
一方で、英会話での自己の表現力について尋ねた質問 3

（5回目を除く）では、「十分に言えた」「まあまあ言えた」
とする回答が通算 60％以上に達するが、「あまり言えなか
った」と回答した者が常に複数名存在したことを熟考する

必要がある。その理由には、聞く力の低さ、語彙量の不足、

表現力の未熟さが挙げられている。特に、1回目に否定的
な回答が 30％に達し、「十分に言えた」とする回答がなか
ったことについては、ロールプレイの行動観察を通して、

初回特有の信頼関係の不足と不慣れな英会話に対する強

い緊張感が影響したものであると考えられる。 
 

表 2. 質問 1～3の回答結果 
質 問 回答番号 ① ② ③ ④ ⑤

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

質 問 回答番号 ① ② ③ ④ ⑤

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

質 問 回答番号 ① ② ③ ④

回目（ 名） 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名

 
毎回終了時に次回に向けた対策について尋ねた質問 4

（5 回目を除く）では、「語彙を調べて増やす」、「表現・
言い回しを身に付ける」という回答が多くあり、「今日の

展開をふりかえる」という回答に代表される復習の必要性

を認識している。そのほか、「YouTube 等の動画を見る」、
「英語に触れる機会を増やす」、「（自宅で独り言で）日常

的に英語を喋ってみる」、「ふとした時に英語で考えてみ

る」という回答があり、VR英会話を通じて自分に合った
英語力の上げ方を考える意識の変化が見られた。 
質問 4に関連して、宮崎大学の課外英語学習活動である

「英語でしゃべろう会」「English Café」「ランチタイム英
語」を始めとする授業外での英語学習の取り組みについて

尋ねた質問 5では、工学部独自の課外活動で親しみやすい
「ランチタイム英語」への参加を選ぶ者が多かった。「外

国人の友人・知人や留学生と会話」を選んだ者は 1名に留
まり、日常的に外国人と交流する機会が少ない現状が垣間

見える。また、「（課外活動に）取り組む予定がない」とす

る回答が突出し、かつ上級学年の学生に集中していたこと

からは、学年が上がるほど専門教育や研究活動で多忙感を

増す工学部の特性が浮かび上がる。この問題の改善には、

坂田・福田（2011）および福田など（2013）が検証したよ
うに、大学生に求められる高度な英語力を獲得する学習方

略を意識づけるため、学部基礎教育段階の早期に、授業内

で自律学習方法とセルフ・コーチング・プロセスをきめ細

かく指導することが有効だろう 15)16)。工学部学生にはグロ

ーバルエンジニアとしての活躍が期待される現代、学部 1
～2年次に英語自律学習方法と自己点検方法を指導し、将
来身につけたい英語力をスモールステップで獲得する学

習支援の仕組みを導入するべきであると考える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5. 質問 5の回答結果グラフ 

 
．今後に向けて

 
プログラム全体の終了時に得られた参加者の所感を見

ていきながら、プログラムの課題と予想される対策につい

て考え、今後の可能性を検討する。 
プログラムの改善点を尋ねた質問 6では、複数名での実
施、VR空間内の色々な場面設定の体験、英語力レベルの
合う者同士の英会話の 3点が挙げられた。VRヘッドセッ
トの使用に伴う物理的制約を考慮しながら、英語力レベル

の合う者 3～4名での編成を検討したい。 
プログラム全体の感想を尋ねた質問 7では、自律学習を
続ける動機づけとなる楽しさを感じた者が多い（図 6）。
さらには、VR空間が対面の会話で感じる恥ずかしさを軽
減させ、緊張せず取り組めた様子が見られ、語学の不安感

の改善につながった結果と言える。また、アバターを操作

しながらのロールプレイがゲーム感覚の面白さにつなが

っている。しかしながら、活動中の行動観察では、アバタ

  

ー操作に気を取られて注意散漫になる参加者の姿が見ら

れたため、VRのゲーム感覚が増すことで学習の雰囲気を
阻害する恐れがあり、注意を要する。見ることに特化した

VR環境と触ることも付帯した VR環境での英語学習の効
果の違いを比べた研究では、触る行為によって動作量が増

えたことで発話量が減ったとする分析結果がある 9)。つま

り、特に参加者が VR機器に習熟していない初期段階では、
講師役が的確な指示を与えて場をコントロールしながら

英会話を促し、参加者の静（英会話）と動（アバター操作）

の切り替えを助けるように動くべきだと考える。 
なお、質問 7では、アバターの表情が人間のようには変

えられない点や、空間内で気分が悪くなる「VR酔い」の
現象など、VR技術の現状の問題点を指摘する意見もあっ
た。これについては、前述の質問 6においても、視野角度
や空間に置かれたオブジェクトの改良を求めるなど、VR
機器や機能の関連項目が多数寄せられている。今後の研究

が進み、VR技術が進化することを待ちたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6. 質問 7の回答一覧 
 
これから参加してみたい英語関連のプログラムについ

て尋ねた質問 8（表 3）では、今回のプログラムと同様あ
るいは異なる VR英会話を選ぶ者が合計のべ 13名おり、
VR技術を用いた英会話活動に対する関心は高い。そして、
のべ 6 名が対面の英会話と留学生との交流イベントを選
んだことは、今回のプログラムによって英会話に自信をつ

けた学生の存在を浮かび上がらせる。 
以上のように、「VR 英会話プログラム」は、英語学習

における不安感の軽減や学習への動機づけといった情意

的側面に効果をもたらした。さらには、プログラム参加者

の中に、自主的に TOEIC L＆Rテストを受験した者、留学
生との日本語・英語交流を始めた者、留学生との VR英会
話に挑戦する者が現れ、学習行動への好影響もいくつか見

出された。したがって、次年度以降も課外英語学習活動と

して VR 英会話を継続することを考えたい。その際には、
参加者から提示された改善点を考慮しながら活動計画を

改良し、今回工学部学生のみで実施した英会話を留学生・

他学部学生および他大学の学生との英会話に拡大させる

ことを検討したい。そうすることで、英語コミュニケーシ

ョン力の向上や異文化理解を始めとする広い視野からの

教養といった効果も期待できる。また、VR英会話を使っ
た研究活動を推進する国内の大学および VR 英会話の実
施を計画する海外の大学との意見交換を通して、大学間連

携に基づく合同実施を構想できたことから、VR英会話を
用いたオンライン遠隔教育の可能性を検討する共同研究

にも発展しうる。 
 

表 3. 質問 8の回答結果 
回答番号と内容 のべ人数

①今回のプログラムと同様の 英会話 名

②今回のプログラムとは異なる 英会話 名

③対面の英会話 名

④留学生との交流イベント 名

⑤国内他大学の学生との英語交流イベント 名

⑥海外の協定大学とのオンライン交流 名

⑦ 対策など英語学習の講座 名

⑧短期研修やトビタテなどの海外渡航プロ

グラム

名

⑨休学を伴う中長期の海外留学（トビタテ

を除く）

名

⑩今後は参加することを考えていない 名

⑪その他 名

 
．おわりに

今回パイロットスタディで実施した「VR英会話プログ
ラム」では、英語学習における不安感の軽減や学習への動

機づけの情意的側面での効果、そして自律学習行動につな

がる足場かけが発見できた。しかしながら、語学で重要視

される言語スキルの向上については検証できていない。今

後の活動実践では工学部学生の英語スキルの向上にも焦

点を当てる必要がある。参加者の語句・言い回しの増加や

話す力の向上が見られるかを知るため、TOEICを始めと
する英語テストやプログラム関係者以外の第 3 者との英
語面接などを導入し、客観的データによる英語スキルの検

証に取り組みたいと考えている。 
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注釈

1. 多言語多文化教育研究センター主催の「英語でしゃべ
ろう会」については、2020年度に中止されたが、2021年
度に感染症対策を講じて対面で実施されている。 
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ロールプレイに 1対1で取り組むゲーム感覚が大きかった
ことが推測できる。ロールプレイの行動観察では、公園で

フリスビーを投げ合ったり、カフェでお茶を飲んだり、ト

レーニングジムで運動したり、台所で食材を選んで料理し

たりしながら会話する様子からリラックスした雰囲気が

読み取れた。また、活動前後の参加者の雑談からは、30
分間の短時間の設定、遠隔ではない集合対面によるオンラ

イン利用という物理的条件が気楽さや安心感をもたらし

たのではないかと考えられる。 
一方で、英会話での自己の表現力について尋ねた質問 3

（5回目を除く）では、「十分に言えた」「まあまあ言えた」
とする回答が通算 60％以上に達するが、「あまり言えなか
った」と回答した者が常に複数名存在したことを熟考する

必要がある。その理由には、聞く力の低さ、語彙量の不足、

表現力の未熟さが挙げられている。特に、1回目に否定的
な回答が 30％に達し、「十分に言えた」とする回答がなか
ったことについては、ロールプレイの行動観察を通して、

初回特有の信頼関係の不足と不慣れな英会話に対する強

い緊張感が影響したものであると考えられる。 
 

表 2. 質問 1～3の回答結果 
質 問 回答番号 ① ② ③ ④ ⑤

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

質 問 回答番号 ① ② ③ ④ ⑤

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名 名

質 問 回答番号 ① ② ③ ④

回目（ 名） 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名

回目（ 名） 名 名 名 名

 
毎回終了時に次回に向けた対策について尋ねた質問 4

（5 回目を除く）では、「語彙を調べて増やす」、「表現・
言い回しを身に付ける」という回答が多くあり、「今日の

展開をふりかえる」という回答に代表される復習の必要性

を認識している。そのほか、「YouTube 等の動画を見る」、
「英語に触れる機会を増やす」、「（自宅で独り言で）日常

的に英語を喋ってみる」、「ふとした時に英語で考えてみ

る」という回答があり、VR英会話を通じて自分に合った
英語力の上げ方を考える意識の変化が見られた。 
質問 4に関連して、宮崎大学の課外英語学習活動である

「英語でしゃべろう会」「English Café」「ランチタイム英
語」を始めとする授業外での英語学習の取り組みについて

尋ねた質問 5では、工学部独自の課外活動で親しみやすい
「ランチタイム英語」への参加を選ぶ者が多かった。「外

国人の友人・知人や留学生と会話」を選んだ者は 1名に留
まり、日常的に外国人と交流する機会が少ない現状が垣間

見える。また、「（課外活動に）取り組む予定がない」とす

る回答が突出し、かつ上級学年の学生に集中していたこと

からは、学年が上がるほど専門教育や研究活動で多忙感を

増す工学部の特性が浮かび上がる。この問題の改善には、

坂田・福田（2011）および福田など（2013）が検証したよ
うに、大学生に求められる高度な英語力を獲得する学習方

略を意識づけるため、学部基礎教育段階の早期に、授業内

で自律学習方法とセルフ・コーチング・プロセスをきめ細

かく指導することが有効だろう 15)16)。工学部学生にはグロ

ーバルエンジニアとしての活躍が期待される現代、学部 1
～2年次に英語自律学習方法と自己点検方法を指導し、将
来身につけたい英語力をスモールステップで獲得する学

習支援の仕組みを導入するべきであると考える。 
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プログラム全体の終了時に得られた参加者の所感を見
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しながらのロールプレイがゲーム感覚の面白さにつなが
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ー操作に気を取られて注意散漫になる参加者の姿が見ら

れたため、VRのゲーム感覚が増すことで学習の雰囲気を
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図 6. 質問 7の回答一覧 
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表 3. 質問 8の回答結果 
回答番号と内容 のべ人数

①今回のプログラムと同様の 英会話 名

②今回のプログラムとは異なる 英会話 名

③対面の英会話 名

④留学生との交流イベント 名

⑤国内他大学の学生との英語交流イベント 名

⑥海外の協定大学とのオンライン交流 名

⑦ 対策など英語学習の講座 名

⑧短期研修やトビタテなどの海外渡航プロ

グラム

名

⑨休学を伴う中長期の海外留学（トビタテ

を除く）

名

⑩今後は参加することを考えていない 名

⑪その他 名

 
．おわりに

今回パイロットスタディで実施した「VR英会話プログ
ラム」では、英語学習における不安感の軽減や学習への動

機づけの情意的側面での効果、そして自律学習行動につな

がる足場かけが発見できた。しかしながら、語学で重要視

される言語スキルの向上については検証できていない。今

後の活動実践では工学部学生の英語スキルの向上にも焦

点を当てる必要がある。参加者の語句・言い回しの増加や

話す力の向上が見られるかを知るため、TOEICを始めと
する英語テストやプログラム関係者以外の第 3 者との英
語面接などを導入し、客観的データによる英語スキルの検

証に取り組みたいと考えている。 
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1. 多言語多文化教育研究センター主催の「英語でしゃべ
ろう会」については、2020年度に中止されたが、2021年
度に感染症対策を講じて対面で実施されている。 
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2. 参加者 11名とは別に工学部 4年生 2名の参加補助者が
いるが、本稿における結果分析には加味しない。 
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 はじめに
 
人工知能（AI）、ビッグデータ、Internet of Things

（IoT）、 ロボティクス等の先端技術が広く産業や社会生

活に取り入れられ、社会の在り方そのものが劇的に変わ

ることを示唆する超スマート社会の Society5.0が到来し、

科学技術教育の重要性が高まっている 1)。現代の科学技術

教育を指すものに、Science / Techonology / Engineering / 
Art / Math の頭文字を集めた造語である STEAM という

教育体系があり、その体系の重要な柱の一つに工学教育が

置かれている。現代の日本では、大きく変化する産業構造

に求められる IT 人材を始めとする工学系人材の数は十分

と言えず、より実践的に幅広く活躍できるハイブリッドな

人材を輩出する工学系教育改革が始まるなど、Society5.0
を支える工学教育に対する期待は非常に大きい 2)。 

工学教育においては、原理･原則を理解する力、構想力、

アイデア創出能力、問題発見能力、課題設定能力、モデル

化能力、課題解決･遂行能力を持つ人材育成を前提に、工

学スペシャリストとしての深い専門知識と分野の多様性

を理解し、さらには他者と協調して異分野との融合・学際

領域の推進ができるジェネラリストとしての幅広い知

識・俯瞰的視野を持つ人材育成が求められる 3)。国籍が混

在する多様な職住環境が広がりつつある日本社会でのジ

ェネラリストの要件に、外国語コミュニケーション能力や

異文化対応力が挙がることは容易に想像できる。つまり、 
a) 工学部工学基礎教育センター准教授 

工学部においても、日本語を母語としない人々を相手に自

分の意思・アイデアを伝える英語力が求められる。 
内閣府『令和 3 年版子供・若者白書』によれば、日本は

外国語教育の推進や海外留学派遣・留学生受入の推進を

加速・拡大する方向に動いており、その背景に英語コミュ

ニケーション力の育成が重要視されることは明らかであ

る 4)。一方、海外駐在経験のある日本人が考えるグロー

バル人材要件の基盤は、異文化環境に適応し主体的に行動

する資質と自国や対象国の幅広い知識・教養であり、英語

等の語学力については付帯ツール程度に考える向きがあ

るのも事実である。しかしながら、このグローバル人材要

件について調べた市村（2019）は、「たかが英語、され

ど英語であることも事実」と述べ、言語を多様性ある社会

で生きるための異文化間コミュニケーションに不可分の

要素と分析する 5)。また、変化の著しい時代に求められ

る人材を考える上で世界的な指標となる OECD キーコン

ピテンシーでは、多様性ある集団の中でアイデアや情報

を伝える能力や粘り強く誰にも開かれた意思疎通を行う

能力が提示されている 6)。これらは英語を明示したもの

ではないが、リンガフランカとなった英語による異文化

間コミュニケーション力が根底にあると推測できる。 
カナダにおけるイマージョン方式の英語とフランス語

のバイリンガル教育について調べた中島（2006）によれ

ば、幼稚園から始める早期イマージョンで小学校 5～6 年

までに 5000 時間近くの学習時間に到達し、それによって

聞く力・読む力が母語話者レベルかそれ以上に達し、話す
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教育体系があり、その体系の重要な柱の一つに工学教育が

置かれている。現代の日本では、大きく変化する産業構造

に求められる IT 人材を始めとする工学系人材の数は十分

と言えず、より実践的に幅広く活躍できるハイブリッドな

人材を輩出する工学系教育改革が始まるなど、Society5.0
を支える工学教育に対する期待は非常に大きい 2)。 

工学教育においては、原理･原則を理解する力、構想力、

アイデア創出能力、問題発見能力、課題設定能力、モデル

化能力、課題解決･遂行能力を持つ人材育成を前提に、工

学スペシャリストとしての深い専門知識と分野の多様性

を理解し、さらには他者と協調して異分野との融合・学際

領域の推進ができるジェネラリストとしての幅広い知

識・俯瞰的視野を持つ人材育成が求められる 3)。国籍が混

在する多様な職住環境が広がりつつある日本社会でのジ

ェネラリストの要件に、外国語コミュニケーション能力や

異文化対応力が挙がることは容易に想像できる。つまり、 
a) 工学部工学基礎教育センター准教授 

工学部においても、日本語を母語としない人々を相手に自

分の意思・アイデアを伝える英語力が求められる。 
内閣府『令和 3 年版子供・若者白書』によれば、日本は

外国語教育の推進や海外留学派遣・留学生受入の推進を

加速・拡大する方向に動いており、その背景に英語コミュ

ニケーション力の育成が重要視されることは明らかであ

る 4)。一方、海外駐在経験のある日本人が考えるグロー

バル人材要件の基盤は、異文化環境に適応し主体的に行動

する資質と自国や対象国の幅広い知識・教養であり、英語

等の語学力については付帯ツール程度に考える向きがあ

るのも事実である。しかしながら、このグローバル人材要

件について調べた市村（2019）は、「たかが英語、され

ど英語であることも事実」と述べ、言語を多様性ある社会

で生きるための異文化間コミュニケーションに不可分の

要素と分析する 5)。また、変化の著しい時代に求められ

る人材を考える上で世界的な指標となる OECD キーコン

ピテンシーでは、多様性ある集団の中でアイデアや情報

を伝える能力や粘り強く誰にも開かれた意思疎通を行う

能力が提示されている 6)。これらは英語を明示したもの

ではないが、リンガフランカとなった英語による異文化

間コミュニケーション力が根底にあると推測できる。 
カナダにおけるイマージョン方式の英語とフランス語

のバイリンガル教育について調べた中島（2006）によれ

ば、幼稚園から始める早期イマージョンで小学校 5～6 年

までに 5000 時間近くの学習時間に到達し、それによって

聞く力・読む力が母語話者レベルかそれ以上に達し、話す
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工学部では、2019年度から 2021年度にかけて、学部 1
年生を対象とした英語に関する意識調査を実施してきた

（表 2）。その調査結果からは、英語を苦手と考える学生
が毎年 75％程度と非常に多く存在し、英語に対する抵抗
感を持つ学生も毎年 50％程度存在する実態が見えてきた。
苦手意識や抵抗感は、当然ながら実際の英語使用場面での

不安を生み出す。そして、不安はどのような状況でも学習

プロセスの妨害になり、学習者のコミュニケーションしよ

うとする意志に対してマイナスに働く影響を与えうる 12)。

同時通訳者の経験を持ち、長年英語教育に携わってきた鳥

飼（2016）は、学習者自身の「目的意識」の重要性に言
及しながら、日本人が英語力を付ける初歩として、手の届

く目標を定めて自分の好きなことを英語でやってみるこ

とを提案している 13)。調査で現出した苦手意識や抵抗感

を強く持つ工学部学生の様子を見れば、工学部学生に対し

ては、ただ英語の必要性を訴えるばかりではなく、不安を

取り除く「楽習（楽しく学ぶ）」要素や、一人だと目的意

識を失いそうになる時に励まし合える仲間意識に着目し

た指導が有効ではないだろうか。 
 

表 2 英語に関する意識調査の結果 

質問内容 実施年月

（実施方法）

回答

者数

「はい」の

回答者数

英語は学習教科

として得意なほ

うですか？

件法

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（ ）

名 名

英語に触れるこ

とは好きですか

（英語に抵抗感

なく向き合えま

すか）？

件法

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（ ）

名 名

 
国際交流と課外英語学習に関する実態調査

大学キャンパスの国際化の状況と学生の課外英語学習

の実態を把握するため、工学部1～2年生を対象に、2021

年10月13～25日にオンライン（Google Forms利用）調査を

実施した。2021年度前期（4～7月）の国際交流活動および

英語学習について尋ねる質問を25個設け、73名（うち1年

生53名、2年生20名）からの回答を得た。本稿では、ほぼ

全てが遠隔オンライン化された状況の中で大学に就学し

た学生が、コロナ禍でどのように国際交流と課外英語学習

に取り組んだのかを予備的に考察するため、抜粋した6個

の質問（表3）に焦点化する。 

 

表3 オンライン調査の質問項目 

問 宮崎大学の海外からの留学生と接する機会があり

ましたか？ 件法

問 宮崎大学の留学生・外国人教員以外の海外出身者と

接する機会はありましたか？ 件法

問 語学学習や国際交流・異文化理解を目的とした大学

主催の英語課外学習活動・プログラムに参加しまし

たか？ 回答選択肢あり

問 授業とは別に英語の自学・自習を行ったり、大学主

催ではない国際交流や国際理解を目的としたイベ

ントに参加したりしましたか？ 回答選択肢あり

問 受験したか、今年度中に受験予定の英語の資格試験

はありますか？ 回答選択肢あり

問 自学・自習や国際交流の場面で、機械翻訳機能を使

いますか？ 回答選択肢あり

 

まず始めに、留学生等の外国人との交流状況について考

察する。【問1】で尋ねた留学生との交流に「ある」と答え
た者は7名（10％）いた。そのうち、1名は授業内で週1回
程度交流があったと回答し、2名はサークル活動や寮生活
といった日常的な接点を持ったと回答している。残り4名
については、月1回または学期中に1回程度と頻度の少な
い交流を持っている。さらに、留学生と教職員を除く外国

人との交流について尋ねた【問2】で、「ある」と答えた者
は5名（7％）いた。そのうち3名が授業内での交流であっ
たと回答し、2名がアルバイトや交友関係といった授業
外・校外の学生生活で接点を持ったと回答している。この

ことは、「1. はじめに」で述べた留学生数の減少に加え、
2019年12月末時点の県内在住外国人数7,850人で全国40
位という宮崎県の統計が示すように、常態的に国際色が薄

い地方都市の生活環境にあって学外での接点を持ちづら

い事情も影響しているだろう14)。また、【問1】と【問2】
で「ある」と答えた者の中で、「交流した際に英語を使用

した」と回答した者はそれぞれ3名と2名であったことか
ら、交流中に日本語での意思疎通が可能だった様子が推察

できる。 
二つ目に、課外英語学習活動および自律学習について考

察する。【問3】と【問4】に対して「ある」と回答した者
は表4の通りである。【問3】に「ある」と答えた者がわず
か3名（4%）に留まったことは、コロナ感染症との共生を
余儀なくされる状況下に、大学の講じた代替手段が学生の

国際化支援に役立てられていない事実を示している。ま

た、【問4】は、自主的に英語学習や国際交流に取り組んだ

  

国際交流関連事業において受けた影響
短期海外研修（科目設定の研修を含む）の中止
海外に滞在していた学生の途中帰国
大学間協定による交換留学の中止
中長期留学（トビタテ留学 を含む）の延期および中止
研究活動のための海外渡航の禁止

 

力・書く力が母語話者レベルに近付く 7)。また、アメリカ

国務省職員の英語母語話者が外国語を習得する時間を調

べた Foreign Service Instituteによれば、英語との隔た
りが大きい “super-hard languages” に分類される日本
語を学習する者は、一日 3～4時間の自習時間を付随した
週 25時間の集中的な内容の授業を 2200時間受け、よう
やく日本語で仕事をこなせるレベルの話す力・読む力に達

するという調査結果がある 8)。これらの検証結果から、日

本で英語を母語話者並みに高度に習得するには、3000～5
000時間が必要だと言われている。しかしながら、日本の
英語授業時間数は一般的に大学までで 1000時間強とされ、
語学の習得には到底足りないことが分かる。ましてや、宮

崎大学工学部学生に対する英語授業は学部 3 年生までに
週 1～2回程度で終わり、中学・高校に比して授業の頻度
が下がる。学部 4年生以降の研究活動における英語論文読
解や英語発表など実践の場での英語使用が増えることを

考慮しても、工学部学生にとっての英語習得には学部 3
年生までの授業外での学習活動が必須だと言えよう。 
本稿は、2019 年度から 2021 年度にかけて実施した工

学部 1年生対象の英語に関する意識調査をふりかえり、さ
らには工学部 1～2年生を対象とした実態調査の結果に照
らし、コロナ禍における国際交流と課外英語学習について

予備的考察を試みることを目的とする。 
 

 コロナ禍の国際交流と外国語学習
 

国内外の新型コロナ感染症拡大によって海外往来が不

可能となり、多くの大学では国際交流関連事業に影響を受

けた。宮崎大学も様々な影響を受け、2021年12月末時点
の段階では、学生の海外受入・派遣には制限を設けてきた

（図1）。その結果、2019年10月時点で225名いた留学生が
2020年10月時点の180名を経て2021年5月時点で165名に
減少するなど、大学構内の国際化が低迷している。 
 
 
 
 
 
 
 

図1 宮崎大学の国際交流関連事業の影響 
 
一方、コロナ禍にあっても、国内の大学では従来の国際

交流事業の代替手段として行った実践から好事例が生ま

れている。ICTを活用した海外大学間の学生協働学修を意
味するCOIL型授業については、2014年に国内で最初に開
始した関西大学が、教育機関をオンライン・リアルタイム

で結ぶ機能を備えたGlobal Smart Roomを創設した9)。ま

た、2018年から海外留学や企業インターンシップとCOIL
型授業を組み合わせた国際プログラムを実施してきた南

山大学が、完全オンライン化によってプログラムを継続す

るなど、コロナ禍でも国際交流の発展を続けている10)。そ

して、室蘭工業大学と北見工業大学は、オンライン交流と

北海道内での体験活動の併用による国内留学という新し

い国際共修を模索する共同研究を始めている11)。 
宮崎大学においても、2020年度から2021年度にかけて、

短期留学の代替案となり得る措置として、海外協定大学等

による外国語授業や学生交流活動をオンラインで提供す

るなど、コロナ禍のグローバル人材育成を工夫してきた

（表1）。参加者数はそれほど多くないが、多岐にわたる研
修プログラムを色々な時期に実施する受入枠の広さは評

価できる。なお、表1の参加者数合計および合計内の工学
部学生数には、大学院在籍者も含まれている。 

 

表1 2020年度以降のオンライン海外研修の実績 

実施時期 連携先機関

のある国

参加者数

合計

合 計 内 の

工 学 部 学

生数

韓国 名 名

アメリカ 名 名

アメリカ 名 名

韓国 名 名

または

中国（台湾） 名 名

アメリカ 名 名

オーストラ

リア

名 名

中国（台湾） 名 名

中国（台湾） 名 名

韓国 名 名

韓国 名 名

アメリカ

（募集後に

不催行）

名

（申込者

数）

名

（ 申 込 者

数）

カナダ 名 名

韓国 名 名

中国（台湾） 名

（未催行

のため申

込人数）

名
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工学部では、2019年度から 2021年度にかけて、学部 1
年生を対象とした英語に関する意識調査を実施してきた

（表 2）。その調査結果からは、英語を苦手と考える学生
が毎年 75％程度と非常に多く存在し、英語に対する抵抗
感を持つ学生も毎年 50％程度存在する実態が見えてきた。
苦手意識や抵抗感は、当然ながら実際の英語使用場面での

不安を生み出す。そして、不安はどのような状況でも学習

プロセスの妨害になり、学習者のコミュニケーションしよ

うとする意志に対してマイナスに働く影響を与えうる 12)。

同時通訳者の経験を持ち、長年英語教育に携わってきた鳥

飼（2016）は、学習者自身の「目的意識」の重要性に言
及しながら、日本人が英語力を付ける初歩として、手の届

く目標を定めて自分の好きなことを英語でやってみるこ

とを提案している 13)。調査で現出した苦手意識や抵抗感

を強く持つ工学部学生の様子を見れば、工学部学生に対し

ては、ただ英語の必要性を訴えるばかりではなく、不安を

取り除く「楽習（楽しく学ぶ）」要素や、一人だと目的意

識を失いそうになる時に励まし合える仲間意識に着目し

た指導が有効ではないだろうか。 
 

表 2 英語に関する意識調査の結果 

質問内容 実施年月

（実施方法）

回答

者数

「はい」の

回答者数

英語は学習教科

として得意なほ

うですか？

件法

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（ ）

名 名

英語に触れるこ

とは好きですか

（英語に抵抗感

なく向き合えま

すか）？

件法

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（質問紙）

名 名

年 月

（ ）

名 名
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大学キャンパスの国際化の状況と学生の課外英語学習

の実態を把握するため、工学部1～2年生を対象に、2021

年10月13～25日にオンライン（Google Forms利用）調査を

実施した。2021年度前期（4～7月）の国際交流活動および

英語学習について尋ねる質問を25個設け、73名（うち1年

生53名、2年生20名）からの回答を得た。本稿では、ほぼ

全てが遠隔オンライン化された状況の中で大学に就学し

た学生が、コロナ禍でどのように国際交流と課外英語学習

に取り組んだのかを予備的に考察するため、抜粋した6個

の質問（表3）に焦点化する。 

 

表3 オンライン調査の質問項目 

問 宮崎大学の海外からの留学生と接する機会があり

ましたか？ 件法

問 宮崎大学の留学生・外国人教員以外の海外出身者と

接する機会はありましたか？ 件法

問 語学学習や国際交流・異文化理解を目的とした大学

主催の英語課外学習活動・プログラムに参加しまし

たか？ 回答選択肢あり

問 授業とは別に英語の自学・自習を行ったり、大学主

催ではない国際交流や国際理解を目的としたイベ

ントに参加したりしましたか？ 回答選択肢あり

問 受験したか、今年度中に受験予定の英語の資格試験

はありますか？ 回答選択肢あり

問 自学・自習や国際交流の場面で、機械翻訳機能を使

いますか？ 回答選択肢あり

 

まず始めに、留学生等の外国人との交流状況について考

察する。【問1】で尋ねた留学生との交流に「ある」と答え
た者は7名（10％）いた。そのうち、1名は授業内で週1回
程度交流があったと回答し、2名はサークル活動や寮生活
といった日常的な接点を持ったと回答している。残り4名
については、月1回または学期中に1回程度と頻度の少な
い交流を持っている。さらに、留学生と教職員を除く外国

人との交流について尋ねた【問2】で、「ある」と答えた者
は5名（7％）いた。そのうち3名が授業内での交流であっ
たと回答し、2名がアルバイトや交友関係といった授業
外・校外の学生生活で接点を持ったと回答している。この

ことは、「1. はじめに」で述べた留学生数の減少に加え、
2019年12月末時点の県内在住外国人数7,850人で全国40
位という宮崎県の統計が示すように、常態的に国際色が薄

い地方都市の生活環境にあって学外での接点を持ちづら

い事情も影響しているだろう14)。また、【問1】と【問2】
で「ある」と答えた者の中で、「交流した際に英語を使用

した」と回答した者はそれぞれ3名と2名であったことか
ら、交流中に日本語での意思疎通が可能だった様子が推察

できる。 
二つ目に、課外英語学習活動および自律学習について考

察する。【問3】と【問4】に対して「ある」と回答した者
は表4の通りである。【問3】に「ある」と答えた者がわず
か3名（4%）に留まったことは、コロナ感染症との共生を
余儀なくされる状況下に、大学の講じた代替手段が学生の

国際化支援に役立てられていない事実を示している。ま

た、【問4】は、自主的に英語学習や国際交流に取り組んだ

  

国際交流関連事業において受けた影響
短期海外研修（科目設定の研修を含む）の中止
海外に滞在していた学生の途中帰国
大学間協定による交換留学の中止
中長期留学（トビタテ留学 を含む）の延期および中止
研究活動のための海外渡航の禁止

 

力・書く力が母語話者レベルに近付く 7)。また、アメリカ

国務省職員の英語母語話者が外国語を習得する時間を調

べた Foreign Service Instituteによれば、英語との隔た
りが大きい “super-hard languages” に分類される日本
語を学習する者は、一日 3～4時間の自習時間を付随した
週 25時間の集中的な内容の授業を 2200時間受け、よう
やく日本語で仕事をこなせるレベルの話す力・読む力に達

するという調査結果がある 8)。これらの検証結果から、日

本で英語を母語話者並みに高度に習得するには、3000～5
000時間が必要だと言われている。しかしながら、日本の
英語授業時間数は一般的に大学までで 1000時間強とされ、
語学の習得には到底足りないことが分かる。ましてや、宮

崎大学工学部学生に対する英語授業は学部 3 年生までに
週 1～2回程度で終わり、中学・高校に比して授業の頻度
が下がる。学部 4年生以降の研究活動における英語論文読
解や英語発表など実践の場での英語使用が増えることを

考慮しても、工学部学生にとっての英語習得には学部 3
年生までの授業外での学習活動が必須だと言えよう。 
本稿は、2019 年度から 2021 年度にかけて実施した工

学部 1年生対象の英語に関する意識調査をふりかえり、さ
らには工学部 1～2年生を対象とした実態調査の結果に照
らし、コロナ禍における国際交流と課外英語学習について

予備的考察を試みることを目的とする。 
 

 コロナ禍の国際交流と外国語学習
 

国内外の新型コロナ感染症拡大によって海外往来が不

可能となり、多くの大学では国際交流関連事業に影響を受

けた。宮崎大学も様々な影響を受け、2021年12月末時点
の段階では、学生の海外受入・派遣には制限を設けてきた

（図1）。その結果、2019年10月時点で225名いた留学生が
2020年10月時点の180名を経て2021年5月時点で165名に
減少するなど、大学構内の国際化が低迷している。 
 
 
 
 
 
 
 

図1 宮崎大学の国際交流関連事業の影響 
 
一方、コロナ禍にあっても、国内の大学では従来の国際

交流事業の代替手段として行った実践から好事例が生ま

れている。ICTを活用した海外大学間の学生協働学修を意
味するCOIL型授業については、2014年に国内で最初に開
始した関西大学が、教育機関をオンライン・リアルタイム

で結ぶ機能を備えたGlobal Smart Roomを創設した9)。ま

た、2018年から海外留学や企業インターンシップとCOIL
型授業を組み合わせた国際プログラムを実施してきた南

山大学が、完全オンライン化によってプログラムを継続す

るなど、コロナ禍でも国際交流の発展を続けている10)。そ

して、室蘭工業大学と北見工業大学は、オンライン交流と

北海道内での体験活動の併用による国内留学という新し

い国際共修を模索する共同研究を始めている11)。 
宮崎大学においても、2020年度から2021年度にかけて、
短期留学の代替案となり得る措置として、海外協定大学等

による外国語授業や学生交流活動をオンラインで提供す

るなど、コロナ禍のグローバル人材育成を工夫してきた

（表1）。参加者数はそれほど多くないが、多岐にわたる研
修プログラムを色々な時期に実施する受入枠の広さは評

価できる。なお、表1の参加者数合計および合計内の工学
部学生数には、大学院在籍者も含まれている。 

 

表1 2020年度以降のオンライン海外研修の実績 

実施時期 連携先機関

のある国

参加者数

合計

合 計 内 の

工 学 部 学

生数

韓国 名 名

アメリカ 名 名

アメリカ 名 名

韓国 名 名

または

中国（台湾） 名 名

アメリカ 名 名

オーストラ

リア

名 名

中国（台湾） 名 名

中国（台湾） 名 名

韓国 名 名

韓国 名 名

アメリカ

（募集後に

不催行）

名

（申込者

数）

名

（ 申 込 者

数）

カナダ 名 名

韓国 名 名

中国（台湾） 名

（未催行

のため申

込人数）

名
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者が39名（53％）いたことを明らかにしたが、その回答
内容を精査する必要がある。表5によれば、教材を用いた
復習や資格試験対策のための学習など、単独で完結する個

人活動が多く、他者との双方向性のある会話や交流が期待

される活動は非常に少ない。大学主催の課外英語学習活動

の参加者が少ないことを考え合わせると、学生が双方向性

のある会話や交流を増やすためには、授業内に双方向性の

ある会話や交流を多く取り入れたり、授業に関連付けた課

外学習活動の活用を奨励したりするなど、工夫の余地があ

る。これに関しては、国際交流や課外英語学習活動に対す

る要望として挙げられた「イベントと授業がなるべく被ら

ないようにしてほしい」「もっと知らせてほしい」という

意見にも留意する必要がある。各学年370名定員で6～7つ
に分類された学科・コースを有する工学部では、各学科・

コースでの教育体系が異なり、同学年でも必然的に時間割

が異なってしまう。そのため、対象学年を絞り込んだとし

ても授業と重ならない設定でのイベントの企画は容易で

はないが、昼休みの活用や長期休業期間での設定、あるい

は同一内容で複数回の実施など、色々な対応策を検討した

い。 
 

表 4 【問 3】と【問 4】に「ある」と答えた回答者数 

 回答者数 回答者の内訳 

問 名 年生 名

問 名 年生 名、 年生 名

 

表 5 【問 4】で「ある」と答えた回答者の回答内容 

回答選択肢 回答者数

のべ

高校の時の英語教材や大学受験時の教材を

使っての復習をした。

名

英語の歌を歌うことによる学習をした。 名

英語資格試験の受験あるいはその準備のた

めの学習をおこなった。

名

英語で書かれたウェブサイトを読んだ。 名

スマホの英語学習アプリを使って学習した。 名

洋画や動画を使っての語学学習を行った。 名

英語で書かれた論文を読む。 名

大学生協が企画する英語講座を受講した。 名

自主的にオンライン英会話を行った。 名

国際交流サークルの活動に参加した。 名

の語学講座の視聴を行った。 名

洋書を購入したり借りたりして読んだ。 名

その他：英語・フランス語話者とオンライン

ゲームで交流した。

名

 
三つ目に、英語資格試験の受験状況について考察する。

2021年度の受験状況と受験予定について尋ねた【問5】で
は、資格試験を選ぶ形式で、52名（71％）が「ある」と
回答した。工学部では現在、学生全員が学部4年次までに
TOEIC L&Rテストのスコアを提出する仕組みを設けて
いるが、1～2年次に受験を義務付ける科目は存在しない。
したがって、上述の【問4】で資格試験の受験対策関連の
学習を挙げた者が10名いたことも加味すると、遠隔授業
の増加によって自宅での滞在時間が増え、学部1～2年生
であっても自宅で資格取得目的の自習に時間を費やした

学生がいた結果であると考えられる。これについては、学

生が将来の進学や就職に必要となる英語資格の取得を支

援するためにも、学習時間や学習方法などを具体的に把握

する追加調査の実施を検討したい。 
最後に、自習や国際交流活動の場面での機械翻訳の使用

状況について考察する。【問6】では、5つの選択肢から自
分に最も近いものを1つ選ぶ形式で回答してもらった（表
6）。何らかの形で「使う」と答えた者が61名（84％）で
あったことは、機械翻訳に頼る現代の語学の様相を表して

いる。機械翻訳については、書き言葉に対応した翻訳ソフ

トが文法規則の精緻化と語彙情報の充実によって進化し、

辞書を備えた校正作業にも対応するなど重装備化に向か

い、さらには音声翻訳の実用化に応用されていくとする分

析がある15)。また、日本語と英語のような大きな隔たりの

ある言語対にも対応する統計翻訳手法が考案され、さらな

る翻訳技術の向上が見込まれている16)。機械翻訳が現段階

ほど進化していなかった1990年代に、翻訳ソフトを用い
た英語学習について考察した佐良木（1997）は、語句を
探す辞書参照においては機械翻訳が学習速度・精度を上げ

る有用性が認められ、辞書引きの苦行から学習者を解放す

ることで学習意欲も向上させるが、コンピュータの情報処

理に欠けている人間らしい思考と創造を養う訓練の必要

性を説いていた17)。また、小田（2021）は、英語レベル
や場面に応じて一定のルールの下で機械翻訳を許可しな

がら、学生を国際交流に踏み出させ、実際の英語使用場面

を提供して学習者自身が発信する価値のある活動を取り

入れることで、英語学習の意義を感じさせるようにするべ

きだと主張する18)。学習効率と学習意欲の向上を高める機

械翻訳であるならば、工学部学生にも、学力の獲得を妨げ

ない機械翻訳の使い方を教えることを許容してよいだろ

う。しかしながら、同時に、自力で英語を使う醍醐味を体

  

感する機会を与える必要があるだろう。 
 

表6 【問6】の回答内容 
回答選択肢 回答者数

ほとんどの場面で気楽に使う 名

ケースバイケースで時々使う 名

（使わないようにしているが、）分からない

と感じる時に使う

名

（どうしても必要な時を除いて、）ほとんど

使わない

名

絶対使わない 名

 
．おわりに

オンラインを用いた学習の利点の1つは、時間や場所に
とらわれずに学べることである。奇しくもオンライン授業

を促進させたコロナ禍が学生の自宅滞在時間を増やし、そ

の影響で自律的英語学習に向かう学生の割合を増加させ

ることとなった。しかしながら、学習活動の大半がオンラ

インに移行した現在の学生生活では、人間関係を築きづら

い孤独感・閉塞感が充満していることも事実である。感染

症対策を求められる現状で実施できる、交流や対話を重視

した学内での課外学習活動の充実が急がれる。 
本稿で主に取り上げた課外学習活動等の実態調査は、対

象とした約740名の10％に相当する73名からの回答結果
を分析したもので、工学部1～2年生のわずかな表層を照
射したに過ぎず、学年集団全体の実態を捉えきれていない。

今後さらなる調査を重ね、ウィズ・コロナの状況で就学し

た学生の学びを支援し、そしてアフター・コロナにも応用

できる国際化支援となる国際交流活動および課外英語学

習の仕組みを構築することを目指したい。 
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注釈

1. 多言語多文化教育研究センター主催の「英語でしゃべ
ろう会」は、2020年前期に全面中止されたが、2021年度
に感染症対策を講じて対面で実施されている。 
2. 参加者 11名とは別に工学部 4年生 2名の参加補助を得
たが、本稿における結果分析には加味しない。 
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者が39名（53％）いたことを明らかにしたが、その回答
内容を精査する必要がある。表5によれば、教材を用いた
復習や資格試験対策のための学習など、単独で完結する個

人活動が多く、他者との双方向性のある会話や交流が期待
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の参加者が少ないことを考え合わせると、学生が双方向性
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ある会話や交流を多く取り入れたり、授業に関連付けた課

外学習活動の活用を奨励したりするなど、工夫の余地があ

る。これに関しては、国際交流や課外英語学習活動に対す

る要望として挙げられた「イベントと授業がなるべく被ら

ないようにしてほしい」「もっと知らせてほしい」という

意見にも留意する必要がある。各学年370名定員で6～7つ
に分類された学科・コースを有する工学部では、各学科・

コースでの教育体系が異なり、同学年でも必然的に時間割

が異なってしまう。そのため、対象学年を絞り込んだとし

ても授業と重ならない設定でのイベントの企画は容易で

はないが、昼休みの活用や長期休業期間での設定、あるい

は同一内容で複数回の実施など、色々な対応策を検討した

い。 
 

表 4 【問 3】と【問 4】に「ある」と答えた回答者数 
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問 名 年生 名

問 名 年生 名、 年生 名

 

表 5 【問 4】で「ある」と答えた回答者の回答内容 
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高校の時の英語教材や大学受験時の教材を

使っての復習をした。

名

英語の歌を歌うことによる学習をした。 名

英語資格試験の受験あるいはその準備のた

めの学習をおこなった。

名

英語で書かれたウェブサイトを読んだ。 名

スマホの英語学習アプリを使って学習した。 名

洋画や動画を使っての語学学習を行った。 名

英語で書かれた論文を読む。 名

大学生協が企画する英語講座を受講した。 名

自主的にオンライン英会話を行った。 名

国際交流サークルの活動に参加した。 名

の語学講座の視聴を行った。 名

洋書を購入したり借りたりして読んだ。 名

その他：英語・フランス語話者とオンライン

ゲームで交流した。

名

 
三つ目に、英語資格試験の受験状況について考察する。

2021年度の受験状況と受験予定について尋ねた【問5】で
は、資格試験を選ぶ形式で、52名（71％）が「ある」と
回答した。工学部では現在、学生全員が学部4年次までに
TOEIC L&Rテストのスコアを提出する仕組みを設けて
いるが、1～2年次に受験を義務付ける科目は存在しない。
したがって、上述の【問4】で資格試験の受験対策関連の
学習を挙げた者が10名いたことも加味すると、遠隔授業
の増加によって自宅での滞在時間が増え、学部1～2年生
であっても自宅で資格取得目的の自習に時間を費やした

学生がいた結果であると考えられる。これについては、学

生が将来の進学や就職に必要となる英語資格の取得を支

援するためにも、学習時間や学習方法などを具体的に把握

する追加調査の実施を検討したい。 
最後に、自習や国際交流活動の場面での機械翻訳の使用

状況について考察する。【問6】では、5つの選択肢から自
分に最も近いものを1つ選ぶ形式で回答してもらった（表
6）。何らかの形で「使う」と答えた者が61名（84％）で
あったことは、機械翻訳に頼る現代の語学の様相を表して

いる。機械翻訳については、書き言葉に対応した翻訳ソフ

トが文法規則の精緻化と語彙情報の充実によって進化し、

辞書を備えた校正作業にも対応するなど重装備化に向か

い、さらには音声翻訳の実用化に応用されていくとする分

析がある15)。また、日本語と英語のような大きな隔たりの

ある言語対にも対応する統計翻訳手法が考案され、さらな

る翻訳技術の向上が見込まれている16)。機械翻訳が現段階

ほど進化していなかった1990年代に、翻訳ソフトを用い
た英語学習について考察した佐良木（1997）は、語句を
探す辞書参照においては機械翻訳が学習速度・精度を上げ

る有用性が認められ、辞書引きの苦行から学習者を解放す

ることで学習意欲も向上させるが、コンピュータの情報処

理に欠けている人間らしい思考と創造を養う訓練の必要

性を説いていた17)。また、小田（2021）は、英語レベル
や場面に応じて一定のルールの下で機械翻訳を許可しな

がら、学生を国際交流に踏み出させ、実際の英語使用場面

を提供して学習者自身が発信する価値のある活動を取り

入れることで、英語学習の意義を感じさせるようにするべ

きだと主張する18)。学習効率と学習意欲の向上を高める機

械翻訳であるならば、工学部学生にも、学力の獲得を妨げ

ない機械翻訳の使い方を教えることを許容してよいだろ

う。しかしながら、同時に、自力で英語を使う醍醐味を体

  

感する機会を与える必要があるだろう。 
 

表6 【問6】の回答内容 
回答選択肢 回答者数

ほとんどの場面で気楽に使う 名

ケースバイケースで時々使う 名

（使わないようにしているが、）分からない

と感じる時に使う

名

（どうしても必要な時を除いて、）ほとんど

使わない

名

絶対使わない 名

 
．おわりに

オンラインを用いた学習の利点の1つは、時間や場所に
とらわれずに学べることである。奇しくもオンライン授業

を促進させたコロナ禍が学生の自宅滞在時間を増やし、そ

の影響で自律的英語学習に向かう学生の割合を増加させ

ることとなった。しかしながら、学習活動の大半がオンラ

インに移行した現在の学生生活では、人間関係を築きづら

い孤独感・閉塞感が充満していることも事実である。感染

症対策を求められる現状で実施できる、交流や対話を重視

した学内での課外学習活動の充実が急がれる。 
本稿で主に取り上げた課外学習活動等の実態調査は、対

象とした約740名の10％に相当する73名からの回答結果
を分析したもので、工学部1～2年生のわずかな表層を照
射したに過ぎず、学年集団全体の実態を捉えきれていない。

今後さらなる調査を重ね、ウィズ・コロナの状況で就学し

た学生の学びを支援し、そしてアフター・コロナにも応用

できる国際化支援となる国際交流活動および課外英語学

習の仕組みを構築することを目指したい。 
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注釈

1. 多言語多文化教育研究センター主催の「英語でしゃべ
ろう会」は、2020年前期に全面中止されたが、2021年度
に感染症対策を講じて対面で実施されている。 
2. 参加者 11名とは別に工学部 4年生 2名の参加補助を得
たが、本稿における結果分析には加味しない。 
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フラ衣装デザインツールに関する研究

釜坂 岳人 ・坂本 眞人

 
Abstract 

 

Keywords:

 はじめに
近年、 次元コンピュータグラフィックス（ ）技術

は、様々な分野で応用されている。 を用いたアパレ

ルデザインツールはいくつか存在するが、フラに特化した

前例は見当たらない 。そこで、今回はフラ衣装のデザ

インツールの開発の前段階として、スカートの色や柄を選

択してシミュレーションできるツールを開発した。このツ

ールでは、色や柄の他に身体の測定値を元に人体モデルを

変形する機能がある。また、スカートのおすすめの長さを

身体の測定値に基づいて表示する機能も開発した。これら

の機能により好みのスカートを見つけることができる。

 研究背景
本研究では、図 のような の実行結果を出力する

図 の のフラ衣装デザインツール を図 のよう

に アニメーションで実行結果をリアルタイムで出力で

きるように改善した。 から アニメーションに変更す

ることで、よりスカートの完成品がイメージしやすくなる。

図 デザインツールの実行結果

図 2.2 2D デザインツール 
a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生

b) 工学基礎教育センター教授
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 最後に、実際の各部位の測定値を手順４の計算結果

で除算すると人体モデルの部位の拡大・縮小率が決

まる。

測定した胴、脚、腕の長さはそれぞれ、背中・腰、腿・脹

脛、上腕・前腕の長さの合計値にあたる。

各部位の周囲の長さの変形

変形前の人体モデルの身長を と仮定して以下の

手順で、チェスト、ウエスト、ヒップ、上腕、前腕、腿、

脹脛の周囲の拡大・縮小率を計算した。

 人体モデルのチェスト、ウエスト、ヒップ、上腕、前腕、

腿、脹脛の長径と短径を図 、図 、図

の画像の座標で計算した。結果を以下の表 に

示す。

表 各部位の長径と短径

部位 長径 短径

胸囲

ウエスト

ヒップ

上腕

前腕

腿

脹脛

図 人体モデル（横） 

図 人体モデル（上）

 身体の各部位の断面を楕円状と考える。楕円の周囲の

長さ𝐿𝐿の近似式を以下に示す 。

𝐿𝐿 = 2√4(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 + 𝜋𝜋2𝑎𝑎𝑏𝑏 (2)
ここで、𝑎𝑎は短径、𝑏𝑏は長径である。

 短径と長径の比率𝐴𝐴が決まっている場合、以下の式で、

周囲の長さから短径と長径が計算できる。

𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑎𝑎のとき𝑎𝑎 = √ 𝐿𝐿2
4{4 − (8 + 𝜋𝜋2)𝐴𝐴 + 4𝐴𝐴2} (3)

 手順３の短径𝑎𝑎と長径𝑏𝑏より短径の倍率𝑠𝑠𝑎𝑎と長径の倍率

𝑠𝑠𝑏𝑏は以下の式で計算される。

𝑠𝑠𝑎𝑎 =
2𝑎𝑎

19.036 × 𝐿𝐿1𝑖𝑖 ÷ 79 (4)

𝑠𝑠𝑏𝑏 =
2𝐴𝐴𝑎𝑎

19.036 × 𝐿𝐿2𝑖𝑖 ÷ 79 (5)

この時、𝐿𝐿1𝑖𝑖は各部位の長径、𝐿𝐿2𝑖𝑖は各部位の短径である。

チェストやウエストの長径と短径の比率は、人によって大

きく変わることがあるため、今回はチェストとウエストに

関しては、横から見た形が「平ら」、「やや丸め」、「丸め」

の３つの項目から選べるようにした。それぞれの項目を選

択した際の長径と短径の比率を以下の表 に示す。

表 各項目の各部位の長径と短径の比率

項目 比率（長径：短径）

平ら（ウエスト） ：

やや丸め（ウエスト） ：

丸め（ウエスト） ：

平ら（胸） ：

やや丸め（胸） ：

丸め（胸） ：

スカートの色の変更

スカートの色の変更は図 の赤、緑、青の各スライ

ダを動かすことにより、変更される。

図 2.3 3D デザインツールの実行結果 

 開発環境

本研究は、表 の環境でシミュレーションを行った。

表 開発環境

メモリ

プロセッサ
Intel® Core™ i7

プログラミング言語

ツール開発

モデリングソフト

 機能の実装

今回、開発した身体の測定値に基づく人体モデルの変形、

スカートの色・柄の選択、スカートの長さの変更の機能の

処理ついて説明する。

身体の測定値に基づく人体モデルの変形

本研究では、身体の測定値を入力することで、入力値に

基づき人体モデルの各部位がスケーリングされる。

は、身体の測定値に基づ

き等高線を生成し、生成した等高線を曲線で補間すること

で、人体モデルを生成した。

今回は、４つの部位の長さの測定と７つの部位の周囲の

長さの測定をする。そして、測定値を図 の入力フォ

ームに入力することで、測定した本人と同じ体型に人体モ

デルを変形する。

図 測定値の入力フォーム

各部位の長さの変形

今回は、変形前の人体モデルの身長を と仮定して

以下の手順で胴、脚、肩幅、腕の各部位の長さのボーンを

中心とした、拡大・縮小率を決定した。

 人体モデルの各ボーンの縦の長さを図 の画像

の座標で計算した。結果を以下の表 に示す。

頭、首、胸、背中、腰、臀部、腿、脹脛、足は、縦の

長さを測った。肩、上腕、前腕、手は、横の長さを測

った。

表 各ボーンの座標上の長さ

部位 長さ

頭

首

胸

背中

腰

臀部

腿

脹脛

足

肩

上腕

前腕

手

図 4.1.2 3D 人体モデル（正面） 

 頭、首、胸、背中、腰、臀部、腿、脹脛、足の縦の長

さを加算し、すべて頭の長さ で除算した。その計

算結果が約 である。

 変形前のモデルを と仮定したので、 で手

順２の結果を除算する。その計算結果が約 で

ある。

 そして、以下の式で身長 の過程上での各ボー

ンの長さ𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵を計算する。

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 19.036 × 𝐿𝐿𝑖𝑖 ÷ 79 (1)
この時、𝐿𝐿𝑖𝑖を座標上での各ボーンの長さとする。
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 最後に、実際の各部位の測定値を手順４の計算結果

で除算すると人体モデルの部位の拡大・縮小率が決

まる。

測定した胴、脚、腕の長さはそれぞれ、背中・腰、腿・脹

脛、上腕・前腕の長さの合計値にあたる。

各部位の周囲の長さの変形

変形前の人体モデルの身長を と仮定して以下の

手順で、チェスト、ウエスト、ヒップ、上腕、前腕、腿、

脹脛の周囲の拡大・縮小率を計算した。

 人体モデルのチェスト、ウエスト、ヒップ、上腕、前腕、

腿、脹脛の長径と短径を図 、図 、図

の画像の座標で計算した。結果を以下の表 に

示す。

表 各部位の長径と短径

部位 長径 短径

胸囲

ウエスト

ヒップ

上腕

前腕

腿

脹脛

図 人体モデル（横） 

図 人体モデル（上）

 身体の各部位の断面を楕円状と考える。楕円の周囲の

長さ𝐿𝐿の近似式を以下に示す 。

𝐿𝐿 = 2√4(𝑎𝑎 − 𝑏𝑏)2 + 𝜋𝜋2𝑎𝑎𝑏𝑏 (2)
ここで、𝑎𝑎は短径、𝑏𝑏は長径である。

 短径と長径の比率𝐴𝐴が決まっている場合、以下の式で、

周囲の長さから短径と長径が計算できる。

𝑏𝑏 = 𝐴𝐴𝑎𝑎のとき𝑎𝑎 = √ 𝐿𝐿2
4{4 − (8 + 𝜋𝜋2)𝐴𝐴 + 4𝐴𝐴2} (3)

 手順３の短径𝑎𝑎と長径𝑏𝑏より短径の倍率𝑠𝑠𝑎𝑎と長径の倍率

𝑠𝑠𝑏𝑏は以下の式で計算される。

𝑠𝑠𝑎𝑎 =
2𝑎𝑎

19.036 × 𝐿𝐿1𝑖𝑖 ÷ 79 (4)

𝑠𝑠𝑏𝑏 =
2𝐴𝐴𝑎𝑎

19.036 × 𝐿𝐿2𝑖𝑖 ÷ 79 (5)

この時、𝐿𝐿1𝑖𝑖は各部位の長径、𝐿𝐿2𝑖𝑖は各部位の短径である。

チェストやウエストの長径と短径の比率は、人によって大

きく変わることがあるため、今回はチェストとウエストに

関しては、横から見た形が「平ら」、「やや丸め」、「丸め」

の３つの項目から選べるようにした。それぞれの項目を選

択した際の長径と短径の比率を以下の表 に示す。

表 各項目の各部位の長径と短径の比率

項目 比率（長径：短径）

平ら（ウエスト） ：

やや丸め（ウエスト） ：

丸め（ウエスト） ：

平ら（胸） ：

やや丸め（胸） ：

丸め（胸） ：

スカートの色の変更

スカートの色の変更は図 の赤、緑、青の各スライ

ダを動かすことにより、変更される。

図 2.3 3D デザインツールの実行結果 

 開発環境

本研究は、表 の環境でシミュレーションを行った。

表 開発環境

メモリ

プロセッサ
Intel® Core™ i7

プログラミング言語

ツール開発

モデリングソフト

 機能の実装

今回、開発した身体の測定値に基づく人体モデルの変形、

スカートの色・柄の選択、スカートの長さの変更の機能の

処理ついて説明する。

身体の測定値に基づく人体モデルの変形

本研究では、身体の測定値を入力することで、入力値に

基づき人体モデルの各部位がスケーリングされる。

は、身体の測定値に基づ

き等高線を生成し、生成した等高線を曲線で補間すること

で、人体モデルを生成した。

今回は、４つの部位の長さの測定と７つの部位の周囲の

長さの測定をする。そして、測定値を図 の入力フォ

ームに入力することで、測定した本人と同じ体型に人体モ

デルを変形する。

図 測定値の入力フォーム

各部位の長さの変形

今回は、変形前の人体モデルの身長を と仮定して

以下の手順で胴、脚、肩幅、腕の各部位の長さのボーンを

中心とした、拡大・縮小率を決定した。

 人体モデルの各ボーンの縦の長さを図 の画像

の座標で計算した。結果を以下の表 に示す。

頭、首、胸、背中、腰、臀部、腿、脹脛、足は、縦の

長さを測った。肩、上腕、前腕、手は、横の長さを測

った。

表 各ボーンの座標上の長さ

部位 長さ

頭

首

胸

背中

腰

臀部

腿

脹脛

足

肩

上腕

前腕

手

図 4.1.2 3D 人体モデル（正面） 

 頭、首、胸、背中、腰、臀部、腿、脹脛、足の縦の長

さを加算し、すべて頭の長さ で除算した。その計

算結果が約 である。

 変形前のモデルを と仮定したので、 で手

順２の結果を除算する。その計算結果が約 で

ある。

 そして、以下の式で身長 の過程上での各ボー

ンの長さ𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵を計算する。

𝐿𝐿𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = 19.036 × 𝐿𝐿𝑖𝑖 ÷ 79 (1)
この時、𝐿𝐿𝑖𝑖を座標上での各ボーンの長さとする。
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図 色変更の画面

カラーモデルを用いて色を表現した。このモデル

では、 赤 、 緑 、 青 、 透明度 の各パラメータが

から で決めることにより色を表現する 。

今回のシステムでは、 ％のときはパラメータを 、 ％

のときはパラメータを とする。透過をさせないため は

に固定している。最初の状態は と

しており、各スライダを動かすことにより、色を変更する

ことができる。スライダは、左が であり、右が であ

る。処理手順を以下に示す。

色のパラメータを（ ） にし、スカー

トの色を黒にする。

スカートにテクスチャが設定されていた場合、テスク

チャのパラメータを にする

現在のスカートの色の のパラメータを取得する。

各スライダの値を取得する

各スライダの値を の各パラメータに代入する。

手順 から手順５を繰り返すことで、スカートの色をリア

ルタイムで変更することができる。

スカートの柄の変更

スカートの柄の変更は図 の各柄のボタンをクリ

ックすることにより、変更される。

図 柄変更の画面

柄の変更は、ボタンを押した際に、スカートの色を白の

パラメータ とし、選ばれたテクスチ

ャをスカートにマッピングすることで変更される。

今回は、スカートのモデルに図 の 展開の情報

を で格納し、画像をマッピングした。

図 スカートの展開図

展開とは、 次元の情報であるメッシュを展開し、

次元の座標に対応させる作業のことをいう。なお、 マ

ップの はテクスチャの横座標、 は縦座標を表す

。

スカートの長さの変更

スカートの長さの変更は、身体の測定値の入力後に、「お

すすめ丈」をクリックすると、床からスカートの裾の長さ

が になるように、スケーリングされる。

フラダンスでは、床からスカートの裾の長さが から

がもっとも綺麗に見えるスカート丈である という

ことで をおすすめ丈とした。

スカートのおすすめ丈の長さは、以下の手順で計算した。

変形前の人体モデルと変形前のスカートの長さの比率を

図 の画像の座標で計算した。

変形前の人体モデルと変形前のスカートの長さの比率

を図 の座標で計算した。

図 スカートとボーン

スカートのウエストの位置は、腰のボーンの上部に固

定されている。よって、おすすめ丈の拡大・縮小率は、以

下の式で計算される。

𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆 + 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻 + 𝐿𝐿′𝑇𝑇ℎ𝑊𝑊𝑖𝑖ℎ + 𝐿𝐿′𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 − 25

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(6)

ここで、𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆, 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻, 𝐿𝐿′𝑇𝑇ℎ𝑊𝑊𝑖𝑖ℎ, 𝐿𝐿′𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆は、測定した腰、

臀部、腿、脹脛、足の縦の長さである。また、𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆は、

測定値入力前のスカートの長さである。

．「 」または、「 」のボタンをクリックすると、

式 の分子に を減算または加算していく。

 実行結果
以下に人体モデルの変形、スカートの色・柄・長さを変

更した際の実行結果を示す。

人体モデルの変形の実行結果

図 が から 歳日本人男性の測定値の平均を

元にした人体モデルの変形である。今回、胴の長さ、腕の

長さについては、概算で求めて、ヒップ、上腕囲、前腕囲

については日本の成人男性の平均値を入力した 。

図 から 歳日本人男性の平均体型

以下は、 から 歳の日本人男性の測定値の平均のモ

デルでウエストの横から見た形を「平ら」「やや丸め」「丸

め」に変更した際の人体モデルの変形を図 から図

に示す。ウエストの「平ら」と「丸め」では、お腹

の形に丸みに違いがあることが分かる。

図 ウエストの形の変更（平ら）

図 ウエストの形の変更（やや丸め）

図 ウエストの形の変更（丸め）

図 が から 歳日本人女性の測定値の平均を

元にした人体モデルの変形である。今回、胴の長さ、腕の

長さについては、概算で求めて、上腕囲については日本の

成人女性の平均値を入力した 。前腕囲については、

データが無かったため、おおよその値を入力した。
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図 色変更の画面

カラーモデルを用いて色を表現した。このモデル

では、 赤 、 緑 、 青 、 透明度 の各パラメータが

から で決めることにより色を表現する 。

今回のシステムでは、 ％のときはパラメータを 、 ％

のときはパラメータを とする。透過をさせないため は

に固定している。最初の状態は と

しており、各スライダを動かすことにより、色を変更する

ことができる。スライダは、左が であり、右が であ

る。処理手順を以下に示す。

色のパラメータを（ ） にし、スカー

トの色を黒にする。

スカートにテクスチャが設定されていた場合、テスク

チャのパラメータを にする

現在のスカートの色の のパラメータを取得する。

各スライダの値を取得する

各スライダの値を の各パラメータに代入する。

手順 から手順５を繰り返すことで、スカートの色をリア

ルタイムで変更することができる。

スカートの柄の変更

スカートの柄の変更は図 の各柄のボタンをクリ

ックすることにより、変更される。

図 柄変更の画面

柄の変更は、ボタンを押した際に、スカートの色を白の

パラメータ とし、選ばれたテクスチ

ャをスカートにマッピングすることで変更される。

今回は、スカートのモデルに図 の 展開の情報

を で格納し、画像をマッピングした。

図 スカートの展開図

展開とは、 次元の情報であるメッシュを展開し、

次元の座標に対応させる作業のことをいう。なお、 マ

ップの はテクスチャの横座標、 は縦座標を表す

。

スカートの長さの変更

スカートの長さの変更は、身体の測定値の入力後に、「お

すすめ丈」をクリックすると、床からスカートの裾の長さ

が になるように、スケーリングされる。

フラダンスでは、床からスカートの裾の長さが から

がもっとも綺麗に見えるスカート丈である という

ことで をおすすめ丈とした。

スカートのおすすめ丈の長さは、以下の手順で計算した。

変形前の人体モデルと変形前のスカートの長さの比率を

図 の画像の座標で計算した。

変形前の人体モデルと変形前のスカートの長さの比率

を図 の座標で計算した。

図 スカートとボーン

スカートのウエストの位置は、腰のボーンの上部に固

定されている。よって、おすすめ丈の拡大・縮小率は、以

下の式で計算される。

𝑠𝑠𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 =
𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆 + 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻 + 𝐿𝐿′𝑇𝑇ℎ𝑊𝑊𝑖𝑖ℎ + 𝐿𝐿′𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 − 25

𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
(6)

ここで、𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆, 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻, 𝐿𝐿′𝑇𝑇ℎ𝑊𝑊𝑖𝑖ℎ, 𝐿𝐿′𝐶𝐶𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆は、測定した腰、

臀部、腿、脹脛、足の縦の長さである。また、𝐿𝐿𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆は、

測定値入力前のスカートの長さである。

．「 」または、「 」のボタンをクリックすると、

式 の分子に を減算または加算していく。

 実行結果
以下に人体モデルの変形、スカートの色・柄・長さを変

更した際の実行結果を示す。

人体モデルの変形の実行結果

図 が から 歳日本人男性の測定値の平均を

元にした人体モデルの変形である。今回、胴の長さ、腕の

長さについては、概算で求めて、ヒップ、上腕囲、前腕囲

については日本の成人男性の平均値を入力した 。

図 から 歳日本人男性の平均体型

以下は、 から 歳の日本人男性の測定値の平均のモ

デルでウエストの横から見た形を「平ら」「やや丸め」「丸

め」に変更した際の人体モデルの変形を図 から図

に示す。ウエストの「平ら」と「丸め」では、お腹

の形に丸みに違いがあることが分かる。

図 ウエストの形の変更（平ら）

図 ウエストの形の変更（やや丸め）

図 ウエストの形の変更（丸め）

図 が から 歳日本人女性の測定値の平均を

元にした人体モデルの変形である。今回、胴の長さ、腕の

長さについては、概算で求めて、上腕囲については日本の

成人女性の平均値を入力した 。前腕囲については、

データが無かったため、おおよその値を入力した。
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図 から 歳日本人女性の平均体型

以下は、 から 歳の日本人女性の測定値の平均のモ

デルでチェストの横から見た形を「平ら」「やや丸め」「丸

め」に変更した際の人体モデルの変形を図 から図

に示す。チェストの「平ら」と「丸め」では、胸の

形に丸みに違いがあることが分かる。

図 チェストの形の変更（平ら）

図 チェストの形の変更（やや丸め）

図 チェストの形の変更（丸め）

フラダンスを始める子どもの年齢は４から５歳が多い

ので 、人間生活工学研究センターの 歳児の人体寸法

のデータベース や乳幼児服設計のための身体的研究（古

松弥生ら） の研究データを元に、人体寸法をツールに入

力した。実行結果が、図 、 である。胴体の長

さ、前腕囲と脹脛の周囲の長さについては、データが無か

ったため、おおよその値を入力した。

図 歳児の平均人体寸法（正面図）

図 歳児の平均人体寸法（横図）

結果は、図 の正面図では理想的な結果が得られて

いるように見えるが、図 の横図を見ると臀部の形

が尖っている。

スカートの色変更の実行結果

すべての色のスライダを右に動かした場合、図 の

ようにスカートの色は白になる。緑のスライダのみ右に動

かした場合、図 のようにスカートの色は緑になる。

そして、 にすると、図

のようにスカートの色は青紫になる。

図 5.2.1 スカートの色変更（白） 

図 スカートの色変更（緑）

図 スカートの色変更（青紫）

スカートの柄変更の実行結果

スカートの柄をハイビスカスにした際の実行結果を図

と図 で示す。図 は、人体モデルが静止

した状態で、図 はアニメーションで人体モデルがフ

ラダンスしたときのスカートのシミュレーションした様

子である。結果から、人体モデルのアニメーションを再生

させると、画像はスカートの動きを追従していることが分

かる。

図 スカートの柄変更（アニメーション再生前）

図 スカートの柄変更（アニメーション再生時）

スカートの長さ変更の実行結果

から 歳の日本人男性の平均人体寸法値を入力し、

おすすめ丈を選んだ場合の結果を図 に示す。

図 日本人男性の平均体型入力時のおすすめ丈

以下の式が証明できると、おすすめ丈が正常に表示され

ていることが証明できる。

𝐿𝐿′𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆 + 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻 + 𝐿𝐿′𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 − 25 = 89.4 (7)
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る！, “女性の二の腕の平均の太さとは？理想

の太さとモデルさんの太さを知ろう！” [Online]. 

Domani, “スリーサイズの黄金比って？正しい測り方

と 自 分 に 合 う サ イ ズ を 知 ろ う ”[Online]. 

子供の習い事ガイド “子供のフラダンスの習い事”

一般社団法人人間生活工学研究センター データベ

ースサイト “子どもの身体寸法データベース”

古松弥生 岡田宣子 三田村陽子 “乳幼児服設計の

ための身体計測的研究（第１報）” 家政学雑誌
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ここで、𝐿𝐿′𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆, 𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆, 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻, 𝐿𝐿′𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆は、実空間上で

のスカート、腰、臀部、脚、足の縦の長さである。𝐿𝐿′𝑊𝑊𝑆𝑆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑆𝑆 =
13.427, 𝐿𝐿′𝐻𝐻𝑊𝑊𝐻𝐻 = 13.792, 𝐿𝐿′𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 78.3, 𝐿𝐿′𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑆𝑆 = 8.915と計算

できるため、𝐿𝐿′𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 89.434となる。結果の表示は、小数

点第 位が偶数に丸められるため、 となり結果が正

しく表示されていることが分かる。

次にスカートオブジェクトが正しくスケーリングされ

ていることを証明する。

まず、人体モデル変形前のスカートのおすすめ丈は、

倍にスケーリングされており、 から 歳の日本

人男性の平均体型に変形後のおすすめ丈は、 倍にス

ケーリングされている。よって、スカートは、 倍に

なっている。人体モデル変形前のスカートのおすすめ丈の

実空間上での長さは、以下の式で計算できる。

19.036 × 43 + 49 + 296 + 37
79 − 25 = 77.408 (8)

次に、変形後のスカートの長さは である。よっ

て、変形の前後でスカートは、 倍されているため、

スカートの長さは正しくスケーリングされていることが

分かる。

「 」と「 」のボタンをクリックするとそれぞれ、

スカートの長さが 、 されたときの様子を表示し、

画面左下のスカート丈の長さの表示もそれぞれ 、

される（図 、 ）。

図 おすすめ丈から 短くしたスカート

図 おすすめ丈から 長くしたスカート

から 歳の日本人男性の平均体型のおすすめ丈から

「 」「 」した際、それぞれ 、 と正し

く表示されている。

したとき、スカートは 倍にスケーリングさ

れおり、 したとき、スカートは 倍にスケーリ

ングされている。よって、おすすめ丈からそれぞれ

倍、 倍されている。 から 、

にすると、それぞれ 倍、 倍になっていること

が分かるため、スカートは正しくスケーリングされている

ことが分かる。

 考察
今回の人体モデルの変形、スカートの色の変更、スカー

トの柄の変更の実行結果の考察について述べる。

つ目の機能である、人体モデルの変形では、肩幅の入

力値が大きいと脇腹から脇にかけて扇状に広がるような

形になったことや、 歳児の平均体型を入力したときに、

臀部が尖った形になったことから滑らかな形にスケーリ

ングできるような手法を検討する必要がある。

つ目と つ目の機能であるスカートの色・柄の変更で

は、理想的な結果が得られた。

つ目のスカートの長さの変更では、おすすめ丈の表示

やとおすすめ丈から 単位で短くしたり、長くしたりす

る機能は、正常に処理ができていた。

 結論
今回は、測定値に基づく人体モデルの変形、スカートの

色・柄の変更、スカートの丈の変更が行えるツールを開発

した。本研究より挙げられる課題として、人体モデルをよ

り滑らかにスケーリングすることが挙げられる。

その他の課題として、様々なシルエットの衣装の モ

デルでのシミュレーション、リアルな布の表現、型紙作成

の機能の追加、フラダンサーやフラ衣装のデザイナーの方

にツールの評価をしてもらうことなどが挙げられる。

今後は、今回挙げた課題を改善し、使いやすくフラダン

サーにとって利用価値のあるツールにしていきたい。

最後に、日頃お世話になっているケ・アラ・スクール・

オブ・フラ主宰のクムフラ カオル ケアラアヌヘアオプ

アラニ マエダ先生（神戸市）に深く感謝の意を表する。

また、家元である著名なロエア

先生（ハワイ州）に敬意を表する。

参考文献
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で使用される衣装用パレオデザインプログラムの試
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バーチャル技術による小学生向け教育支援に関する研究 
 

宮本 滉大ａ）・坂本 眞人ｂ）

 
Study on Educational Support for Elementary School Students 

Using Virtual Technology 
 

Kodai MIYAMOTO, Makoto SAKAMOTO 
 

Abstract 
 

    According to the results of a survey on the actual status of science education at junior high schools 
conducted in 2012, when science teachers were asked about obstacles in observing and conducting experiments 
in science, there were opinions such as "lack of time for preparation and cleanup," "lack of equipment and 
supplies," and "lack of laboratories," indicating that opportunities to conduct experiments and observations at 
school are decreasing. 2016 was said to be the "first year of VR," with many platforms appearing, allowing 
people to easily enter the world of VR using smartphones and tablet devices. In this study, we proposed to use 
VR technology to prototype a science simulation application for elementary school students to help them in 
their education. We also believe that this could improve the current situation where experiments could not be 
conducted due to "lack of time for preparation and cleanup," "lack of equipment and supplies," and "lack of 
laboratories. In addition, we had 15 students from the Graduate School of Education, University of Miyazaki 
experience the simulation application proposed in this study, and conducted a questionnaire to obtain their 
evaluation. From the results of the questionnaire, we were able to obtain a certain level of evaluation as to 
whether the application can be used in the field of education and whether it can help in education. For the future, 
we will improve the application based on the opinions expressed in the evaluation questionnaire, and as soon as 
the coronavirus is under control, we will have elementary school students use the application and evaluate it 
from their perspective. In addition, since the prototype application in this study is a part of the science field of 
elementary school, we would like to add more applications such as those mentioned in the evaluation 
questionnaire. 

 
Keywords:  Education, Experiment/Observation, Science, Simulation application, Virtual reality 

 

 はじめに
平成 年度に行われた全国学力・学習状況調査に

よると、理科の「観察や実験を行うことは好きか」と

いう質問に対し、「当てはまる」「やや当てはまる」と

回答した小学校 学年は と多くの割合を占め

る結果になった 。しかし、中学校理科教育調査では

理科教員に対して「理科の観察や実験にあたって、

障害になっていること」という質問に対して、「準備

や片付けの時間が不足」と回答した割合が 、「設

備備品の不足」が 、「実験室の不足」が とい

う結果になっていることが分かった 。

は 年に多くのプラットフォームが開発さ

れ、スマートフォンやタブレット端末を所持してい

れば簡単に 技術に触れることができるようにな

った。また、 年にスマートフォンの普及率を調

査したところ学生の約 に普及していることが分

かった 。また、ほとんどの学校に 教室があり、

教室にはスクリーンや教師用のパソコンが備わって

おり、高度情報化された社会を活かし、様々な授業

で教育効果をさらに向上できると考えられる。

本研究では、 技術を利用し、小学生向けの理科

シミュレーションアプリを試作することで、教育へ

の一助となることを目指す。また、今回、小学生に絞

った理由としては 点ある。 つ目は、「実際に現象

を再現・観察することで習熟度に大きな差が出る」

と考えたからである。 つ目は、「理科が好きなうち

に仮想でも実験をするという経験が必要」だと考え

たからである。さらに、ユーザーの負担を考え、スマ

ートフォンを用いることで比較的簡単に準備のでる

プラットフォームでの作成を行うものとする。

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 工学基礎教育センター教授 
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Using Virtual Technology 
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Abstract 
 

    According to the results of a survey on the actual status of science education at junior high schools 
conducted in 2012, when science teachers were asked about obstacles in observing and conducting experiments 
in science, there were opinions such as "lack of time for preparation and cleanup," "lack of equipment and 
supplies," and "lack of laboratories," indicating that opportunities to conduct experiments and observations at 
school are decreasing. 2016 was said to be the "first year of VR," with many platforms appearing, allowing 
people to easily enter the world of VR using smartphones and tablet devices. In this study, we proposed to use 
VR technology to prototype a science simulation application for elementary school students to help them in 
their education. We also believe that this could improve the current situation where experiments could not be 
conducted due to "lack of time for preparation and cleanup," "lack of equipment and supplies," and "lack of 
laboratories. In addition, we had 15 students from the Graduate School of Education, University of Miyazaki 
experience the simulation application proposed in this study, and conducted a questionnaire to obtain their 
evaluation. From the results of the questionnaire, we were able to obtain a certain level of evaluation as to 
whether the application can be used in the field of education and whether it can help in education. For the future, 
we will improve the application based on the opinions expressed in the evaluation questionnaire, and as soon as 
the coronavirus is under control, we will have elementary school students use the application and evaluate it 
from their perspective. In addition, since the prototype application in this study is a part of the science field of 
elementary school, we would like to add more applications such as those mentioned in the evaluation 
questionnaire. 
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 はじめに
平成 年度に行われた全国学力・学習状況調査に

よると、理科の「観察や実験を行うことは好きか」と

いう質問に対し、「当てはまる」「やや当てはまる」と

回答した小学校 学年は と多くの割合を占め

る結果になった 。しかし、中学校理科教育調査では

理科教員に対して「理科の観察や実験にあたって、

障害になっていること」という質問に対して、「準備

や片付けの時間が不足」と回答した割合が 、「設

備備品の不足」が 、「実験室の不足」が とい

う結果になっていることが分かった 。

は 年に多くのプラットフォームが開発さ

れ、スマートフォンやタブレット端末を所持してい

れば簡単に 技術に触れることができるようにな

った。また、 年にスマートフォンの普及率を調

査したところ学生の約 に普及していることが分

かった 。また、ほとんどの学校に 教室があり、

教室にはスクリーンや教師用のパソコンが備わって

おり、高度情報化された社会を活かし、様々な授業

で教育効果をさらに向上できると考えられる。

本研究では、 技術を利用し、小学生向けの理科

シミュレーションアプリを試作することで、教育へ

の一助となることを目指す。また、今回、小学生に絞

った理由としては 点ある。 つ目は、「実際に現象

を再現・観察することで習熟度に大きな差が出る」

と考えたからである。 つ目は、「理科が好きなうち

に仮想でも実験をするという経験が必要」だと考え

たからである。さらに、ユーザーの負担を考え、スマ

ートフォンを用いることで比較的簡単に準備のでる

プラットフォームでの作成を行うものとする。

a) 工学専攻機械・情報系コース大学院生 

b) 工学基礎教育センター教授 
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 原理

 
（仮想現実）とは、 の頭文字を

とったもので、コンピュータ上に仮想環境を作り出

し、実際に体験しているように錯覚させる技術であ

る。現在、 は大きく分けると、デスクトップ と

モバイル がある。デスクトップ は、呼ばれる

ヘッドセットをコンピュータに接続することでより

重いグラフィックスを処理でき、 に入力機能を持

たせているものである。モバイル は、レンズとモ

バイル端末を収める簡易的なデバイスから成り立つ

もので複雑な操作はできないが簡単に扱えるもので

ある。

 
 事前アンケート
本研究では、小学生向けの理科実験シミュレーシ

ョンアプリを作成を試みる。そこで、宮崎大学大学

院教育学研究科の学生 名に事前アンケートを実

施した（図 参照）。

図 ：事前アンケート

 
 事前アンケートの結果
「質問 小学校高学年の理科の分野で、教える

のが難しいと感じる分野はありますか？」の問いに

対しては、 名全員が「はい」と回答。

「質問 質問１で「はい」を選んだ方は、難しい

と感じる理由を教えて下さい。」の問いに対しては、

「知識をただ教えるのではなく、日常生活と結びつ

けながら子どもたちの中に落としこむ手法がなかな

か思いつかないから」や「原理や事象の説明がしに

くい」などの理由が挙げられた。

「質問 小学校高学年の理科の分野で、 や

のアプリにして欲しい分野はありますか？ 回答例）

天体分野 など」の問いに対しては、図 のような結

果が得られた。

図 ：質問３のアンケート結果

上図から地球（地学領域）が 票、生命（生物領

域）が 票、ガスバーナーの使い方が 票という結

果になった。また、地球（地学領域）の 票をさら

に細かく分野に分けてみると、図 のような結果が

得られた。

図 ：地球（地学領域）

図 から、地球（地学領域）の中で、特に天体（月

と太陽）が票を集めたことが分かる。

「質問 質問 で記入して頂いた方は、なぜそ

の分野を選んだか教えて下さい。回答例）実験の時

間がかかる など」の問いに対しては、「実験しにく

く、具体的にイメージすることが難しいから（質問

で天体（月と太陽）と回答）」や「子どもたちが苦手

とするところだから（質問 で天体（月と太陽）と

回答）」、「火を扱うのは危険なので、実験前にさせた

い（質問 でガスバーナーの使い方と回答）」などの

理由が挙げられた。

「質問 アプリを作成する上で、付けて欲しい

機能など 回答例）チュートリアルを付けて欲しい

 

など」の問いに対しては、「説明分や応用編が欲しい」

や「ロイロノートとの連動」、「選択肢」などの回答が

挙げられた。

 小学生向けの実験アプリ
本研究では、アンケートの結果から「斜方投射」、

「ガスバーナーの使い方」、「月と太陽」、「全天球プ

ラネタリウム」の分野に的を絞ってシミュレーショ

ンアプリの作成を試みる。

⚫ 斜方投射

「斜方投射」では、角度、速度を変えながら、空中

に物体を投射し、地面に物体が到着し、実際に物体

に働く力がなくなった時点での距離を観察する。角

度や速度により物体に働く力が異なるために、物体

の距離が異なることが確認できる。また、物体がど

のような動きをするか視覚的にとらえるようにする

。

⚫ ガスバーナーの使い方

「ガスバーナーの使い方」では、ガスを出して、マッ

チを使って点火し、空気の量を調節して、適当な炎

にするまでの流れをアニメーションなどで確認でき

る。

⚫ 月と太陽

「月と太陽」では、太陽の光により、月の見え方が

変わることを地球からの視点から観察できる。

⚫ 全天球プラネタリウム

「全天球プラネタリウム」では、 °の円の中に

全星座を張り付け、カメラを円の中心に置くことで、

全星座を観測できる 。

これらの実験は、大きな実験道具を必要としたり、

そもそも実験を行えなかったりと仮想環境で行う実

験として適していると考えた。

 使用ソフト
⚫ 
「 」とは、 が 年に

開発したゲームエンジンである。ゲームエンジンと

は、ゲームを開発するためによく使用する機能を簡

単に使えるようにまとめたもので、ゲームエンジン

の中でも最も使用されており全世界で 万人の開

発者が使用している。「総合開発環境」を内蔵し、複

数のプラットフォームに対応している。オブジェク

トに物理演算を付加し、プレイしながらリアルタイ

ムで編集できる。スクリプトを書く際のプログラミ

ング言語には、 、 、 を使用すること

ができる 。

⚫ 
「 」とは、 が開発した

統合型 ソフトウェアの一つである。モデリング、

レンダリング、アニメーション、レイアウトなどの

機能を備えている。オープンソースで開発されてい

る 次元コンピュータグラフィックソフトウェアの

一つであり無償で利用することができる。

⚫ 
「 」とは、 の提供する無

償の統合開発環境である。 言語以外にも、 や

、 など様々な言語をサポートしてい

る。

⚫ 
とは、米マイクロソフト（ ）社が開発

したプログラミング言語の一つである。

 プログラムの内容

 開発環境
本プログラムを作成するにあたり、以下の環境で

アプリの開発を行った（表 参照）。

表 ：開発環境

メモリ

プロセッサ

プログラミング言語

アプリ開発

モデリングソフト

 によるモデルの制作

本研究では、 内で使用するモデルの作成を

で行った。今回、 システム内で使用する

で作成したモデルを図 ～ で紹介する。

図 ：マッチ箱とマッチ棒

170 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



 

 原理

 
（仮想現実）とは、 の頭文字を

とったもので、コンピュータ上に仮想環境を作り出

し、実際に体験しているように錯覚させる技術であ

る。現在、 は大きく分けると、デスクトップ と

モバイル がある。デスクトップ は、呼ばれる

ヘッドセットをコンピュータに接続することでより

重いグラフィックスを処理でき、 に入力機能を持

たせているものである。モバイル は、レンズとモ

バイル端末を収める簡易的なデバイスから成り立つ

もので複雑な操作はできないが簡単に扱えるもので

ある。

 
 事前アンケート
本研究では、小学生向けの理科実験シミュレーシ

ョンアプリを作成を試みる。そこで、宮崎大学大学

院教育学研究科の学生 名に事前アンケートを実

施した（図 参照）。

図 ：事前アンケート

 
 事前アンケートの結果
「質問 小学校高学年の理科の分野で、教える

のが難しいと感じる分野はありますか？」の問いに

対しては、 名全員が「はい」と回答。

「質問 質問１で「はい」を選んだ方は、難しい

と感じる理由を教えて下さい。」の問いに対しては、

「知識をただ教えるのではなく、日常生活と結びつ

けながら子どもたちの中に落としこむ手法がなかな

か思いつかないから」や「原理や事象の説明がしに

くい」などの理由が挙げられた。

「質問 小学校高学年の理科の分野で、 や

のアプリにして欲しい分野はありますか？ 回答例）

天体分野 など」の問いに対しては、図 のような結

果が得られた。

図 ：質問３のアンケート結果

上図から地球（地学領域）が 票、生命（生物領

域）が 票、ガスバーナーの使い方が 票という結

果になった。また、地球（地学領域）の 票をさら

に細かく分野に分けてみると、図 のような結果が

得られた。

図 ：地球（地学領域）

図 から、地球（地学領域）の中で、特に天体（月

と太陽）が票を集めたことが分かる。

「質問 質問 で記入して頂いた方は、なぜそ

の分野を選んだか教えて下さい。回答例）実験の時

間がかかる など」の問いに対しては、「実験しにく

く、具体的にイメージすることが難しいから（質問

で天体（月と太陽）と回答）」や「子どもたちが苦手

とするところだから（質問 で天体（月と太陽）と

回答）」、「火を扱うのは危険なので、実験前にさせた

い（質問 でガスバーナーの使い方と回答）」などの

理由が挙げられた。

「質問 アプリを作成する上で、付けて欲しい

機能など 回答例）チュートリアルを付けて欲しい

 

など」の問いに対しては、「説明分や応用編が欲しい」

や「ロイロノートとの連動」、「選択肢」などの回答が

挙げられた。

 小学生向けの実験アプリ
本研究では、アンケートの結果から「斜方投射」、

「ガスバーナーの使い方」、「月と太陽」、「全天球プ

ラネタリウム」の分野に的を絞ってシミュレーショ

ンアプリの作成を試みる。

⚫ 斜方投射

「斜方投射」では、角度、速度を変えながら、空中

に物体を投射し、地面に物体が到着し、実際に物体

に働く力がなくなった時点での距離を観察する。角

度や速度により物体に働く力が異なるために、物体

の距離が異なることが確認できる。また、物体がど

のような動きをするか視覚的にとらえるようにする

。

⚫ ガスバーナーの使い方

「ガスバーナーの使い方」では、ガスを出して、マッ

チを使って点火し、空気の量を調節して、適当な炎

にするまでの流れをアニメーションなどで確認でき

る。

⚫ 月と太陽

「月と太陽」では、太陽の光により、月の見え方が

変わることを地球からの視点から観察できる。

⚫ 全天球プラネタリウム

「全天球プラネタリウム」では、 °の円の中に

全星座を張り付け、カメラを円の中心に置くことで、

全星座を観測できる 。

これらの実験は、大きな実験道具を必要としたり、
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は、ゲームを開発するためによく使用する機能を簡
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ング言語には、 、 、 を使用すること
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機能を備えている。オープンソースで開発されてい

る 次元コンピュータグラフィックソフトウェアの

一つであり無償で利用することができる。
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「 」とは、 の提供する無

償の統合開発環境である。 言語以外にも、 や

、 など様々な言語をサポートしてい

る。
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とは、米マイクロソフト（ ）社が開発

したプログラミング言語の一つである。

 プログラムの内容

 開発環境
本プログラムを作成するにあたり、以下の環境で

アプリの開発を行った（表 参照）。
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メモリ
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プログラミング言語
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モデリングソフト
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本研究では、 内で使用するモデルの作成を

で行った。今回、 システム内で使用する
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⚫ 斜方投射

図 ：斜方投射の 画面

⚫ バーナーの使い方

図 ：バーナーの使い方の 画面

⚫ 月と太陽

図 ：月と太陽の 画面

⚫ 全天球プラネタリウム

図 ：全天球プラネタリウムの 画面

 評価実験

 評価方法
本研究では、小学生向けの理科実験シミュレーシ

ョンアプリが有用であるかを検証するためにシミュ

レーションアプリを体験してもらった。そこで、事

前アンケートに答えてもらった、宮崎大学大学院教

育学研究科の学生 名に評価アンケートを実施し

た（図 参照）。 
 

図 16：評価アンケート 
 

 実験結果
図 に評価アンケートの結果を示す。

「評価項目 操作しやすかったか？」という問

いに対しては、平均 点という結果になった。

「評価項目 楽しかったか？」という問いに対

しては、平均 点という結果になった。

「評価項目 小学生にも分かりやすいか？」「評

価項目 小学生の教材として活用できそうか？」

という問いに対しては、平均 点という結果にな

った。

「評価項目 画面酔いはなかったか？」という

問いに対しては、平均 点という結果になった。

図 ：評価アンケートの結果

 

図 ：ガスバーナー

図 ：炎のアニメーション

実行結果

実行結果を図 ～ で紹介する。

⚫ 選択画面

図 ：選択画面

⚫ 斜方投射

図 ：斜方投射

⚫ バーナーの使い方

図 ：バーナーの使い方

⚫ 月と太陽

図 ：月と太陽

⚫ 全天球プラネタリウム

図 ：全天体プラネタリウムの での画面

 への拡張画面

本研究では、モバイル への拡張を行った。 へ

の拡張画面を図 ～ で紹介する。

⚫ 選択画面

図 ：選択画面の 画面
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⚫ 月と太陽
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⚫ 全天球プラネタリウム
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「評価項目 アプリの改善点（自由記述）」の問

いに対しては、以下の回答が挙げられた。

⚫ アプリ全体

 「小学生でも分かる漢字を使う」

 「選択肢を入れて、考えさせるようにして欲し

い」

 「失敗したらどうなるかも入れて欲しい」

 「コントローラーを使ってアプリを扱えるよ

うにして欲しい」

⚫ 斜方投射

 「小学生にボールの動きを想像させるために、

角度、速度を設定した時のボールの予測部分を

できるようにして欲しい」

 「空気抵抗の場合も作って欲しい」

⚫ バーナーの使い方

 「手のアプリケーションも付けて欲しい」

 「動画を自分の好きなところで止められるよ

うにして欲しい」

⚫ 月と太陽

 「太陽の光の向きを表示して欲しい」

「評価項目 今後欲しいアプリ（自由記述）」の

問いに対しては、以下の回答が挙げられた。

 「ビデオ教材の 化（例：式の移り変わり）」

 「空気鉄砲

 「鏡の反射（人に当てたら危ないということも

併せて）」

 「人の体のつくり」

 「アルコールランプの使い方」

「アプリを使っての感想」は、以下のような意見が

挙げられた。

 「操作が簡単なため、あまり 技術に詳しく

ない小学校教師でも理解しやすい」

 「現在、小学校では、タブレットが 人 台あ

って、ロイロノートというアプリを使っている

ので、そのアプリに連携して欲しい」

 「全天球プラネタリウムは小学生も興味をも

ちそう」

 考察

評価実験より、今回作成したアプリの有用性、使用

感は一定の評価を得ることができた。特に、全天球

プラネタリウムのアプリは、小学生が興味をもちそ

うという声をよく聞いた。また、操作が簡単なため、

あまり 技術に詳しくない小学校教師でも理解し

やすいというような意見も挙がった。しかし、コロ

ナウイルスの影響で、実際に小学生に使ってもらっ

ていないため、改善の余地があると考える。

また、「評価項目 画面酔いはなかったか？」の

問いに対して、 点と 点を 人が回答するという

結果になった。モバイル では、特に初めて使う際

に、焦点の動きが合わないことがあり、画面酔いを

起こすことがある。そのため、画面酔いをしないた

めの工夫や目が疲れにくいようなデザインにする必

要があると感じた。また、モバイル では、端末に

よって解像度やオブジェクトの表示が変わってくる

ため、設定を変更する必要がある。さらに、今回は

のみの対応となっているため、設定を一般化

して多くのプラットフォームで利用ができるように

工夫しなければならない。

 今後の課題
今後の課題としては、評価アンケートで挙げられ

た意見を基にアプリの改善を行いたいと考える。さ

らに、前述したように、実際に小学生に使ってもら

うことで、教師目線とは違った児童目線の意見をも

らえると考えるため、コロナウイルスが収束し次第、

小学生に使ってもらおうと考える。また、本研究で

試作したアプリは、小学校の理科の分野の一部のた

め、評価アンケートで挙げられたようなアプリの追

加も行っていきたいと考える。

 おわりに

本研究では、 技術を利用し、小学生向けの理科

シミュレーションアプリを試作することで、教育へ

の一助となることを提案した。

これにより、「準備や片付けの時間が不足」や「設

備備品の不足」、「実験室の不足」により実験が行え

ていなかった現状を改善することが可能になったと

考える。

また、理科の様々な分野のアプリを作成すること

で、理科以外の教科にも応用が期待できる。

今後も、 技術を含めた 技術を用いて、教育の

一助となるようなアプリの作成の実現を目指してい

きたい。
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金属カチオンによる固体高分子形水電解セルの性能劣化 
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Influence of Metal Cations on Cell Performance Degradation of 

Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolyzer 
 

Ryoya YOSHIMURA, Kensuke NISHIOKA, Yoshihiro SUZUKI 
 

Abstract 
 

We investigated the performance of a polymer electrolyte membrane (PEM) water electrolyzer on metal cations 
contamination by feed water. Artificial river water, called Soft water, was used to analyze the effect of metal cations on 
the PEM water electrolyzer. The results showed that the operating voltage was increased drastically and the amount of 
hydrogen which is permeated from the cathode to the anode through the membrane was also increased. The performance 
degradation is induced with increasing Mg2+ and Ca2+ concentrations adsorbed on the membrane. Therefore, divalent 
cations have a stronger affinity than monovalent cations to degrade the PEM water electrolyzer. 

 

Keywords: PEM water electrolysis, Metal cation, Contamination, Degradation, Hydrogen permeation 
 
はじめに

 
現在、水素は環境性の高いエネルギー媒体として注目

されており、水素社会の実現に向けた期待が高まってい

る 1)。水素エネルギーの普及を円滑に進めるため、水素を

燃料とする燃料電池の開発が進められており、燃料電池

の性能向上や燃料の供給インフラ整備が課題である 2)。

水素の状態で天然には存在せず、様々な原料から取り出

す必要がある。現在では、化石燃料改質によって大部分

の水素が製造されている。化石燃料を原料とし、製造時

に二酸化炭素を排出するため、昨今の環境意識向上の流

れには沿わない。一方、水電解は水素製造時に二酸化炭

素の排出を伴わない。特に、電解質に高分子電解質膜を

用いた固体高分子（PEM）形水電解はエネルギー効率が
高く、小型化も可能な利点がある。さらに、電力として

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを用い

ると、余剰エネルギーの貯蔵や二酸化炭素を排出せず水

素を製造することが可能となり、環境に調和した次世代

のエネルギーシステムとなる 3)。 
PEM形水電解は電解質と隔膜をフッ素樹脂系のイオン
交換膜が担い水電解を行う手法である。高いエネルギー

効率を有する一方で、隔膜に貴金属触媒が使用されてい

るため、高コストになる点が課題である 4)。したがって近

年では、貴金属量の減少や代替触媒の開発が行われてい

る 5)。 
本研究では PEM形水電解の低コスト化に向けて、原料
である純水に着目した。純水は水源となる河川水をイオ 

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b) 環境・エネルギー工学研究センター教授 

c) 工学部教授 

ン交換樹脂や RO 膜等で処理して精製され、目的とする
水質まで水処理するコストが必要になる。さらに再生可

能エネルギーを支える技術として利用される場合は、エ

ネルギー源として膨大な量の純水が必要になる。したが

って、水処理にかかるコストは最終的に水素製造コスト

を増大させる要因になる。 
水処理を経ない水中には金属カチオン等の不純物の含

有が想定される。供給水中の金属カチオンが PEM 形水

電解セルに与える影響についての報告はあるが 6, 7)、実際

の河川水のような組成の供給水がセルに与える影響に関

する報告はなく、セルに対する供給水中の金属カチオン

の許容濃度に対する評価は進んでいない。そこで本研究

では人工河川水に供給し、河川水由来の金属カチオン 
(Na+、Mg2+、K+、Ca2+)がセルに与える影響を検証した。 
 

実験方法 
 
人工河川水を供給したPEM形水電解セル (EHC-070、

株式会社エノア)に定電流9 A (0.79 A cm-2)を流して動作
した。超純水に表1に示す塩を添加し作成したSoftを人工
河川水として使用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
標準状態の水電解効率𝜂𝜂𝐸𝐸𝐸𝐸は以下の式で表される9, 10, 11)。 

Water Type NaHCO 
CaSO  ･
2H  O MgSO KCl

  Soft 48 30 30 2.0

Salts Required (mg/L)

表 1. 人工河川水 Softの成分 8) 

3 

4 

2 4 

176 宮 崎 大 学 工 学 部 紀 要 第51号



  

 

金属カチオンによる固体高分子形水電解セルの性能劣化 
 

吉村 玲冶 a)・西岡 賢祐 b)・鈴木 祥広 c) 

 
Influence of Metal Cations on Cell Performance Degradation of 

Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolyzer 
 

Ryoya YOSHIMURA, Kensuke NISHIOKA, Yoshihiro SUZUKI 
 

Abstract 
 

We investigated the performance of a polymer electrolyte membrane (PEM) water electrolyzer on metal cations 
contamination by feed water. Artificial river water, called Soft water, was used to analyze the effect of metal cations on 
the PEM water electrolyzer. The results showed that the operating voltage was increased drastically and the amount of 
hydrogen which is permeated from the cathode to the anode through the membrane was also increased. The performance 
degradation is induced with increasing Mg2+ and Ca2+ concentrations adsorbed on the membrane. Therefore, divalent 
cations have a stronger affinity than monovalent cations to degrade the PEM water electrolyzer. 

 

Keywords: PEM water electrolysis, Metal cation, Contamination, Degradation, Hydrogen permeation 
 
はじめに

 
現在、水素は環境性の高いエネルギー媒体として注目

されており、水素社会の実現に向けた期待が高まってい

る 1)。水素エネルギーの普及を円滑に進めるため、水素を

燃料とする燃料電池の開発が進められており、燃料電池

の性能向上や燃料の供給インフラ整備が課題である 2)。

水素の状態で天然には存在せず、様々な原料から取り出

す必要がある。現在では、化石燃料改質によって大部分

の水素が製造されている。化石燃料を原料とし、製造時

に二酸化炭素を排出するため、昨今の環境意識向上の流

れには沿わない。一方、水電解は水素製造時に二酸化炭

素の排出を伴わない。特に、電解質に高分子電解質膜を

用いた固体高分子（PEM）形水電解はエネルギー効率が
高く、小型化も可能な利点がある。さらに、電力として

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーを用い

ると、余剰エネルギーの貯蔵や二酸化炭素を排出せず水

素を製造することが可能となり、環境に調和した次世代

のエネルギーシステムとなる 3)。 
PEM形水電解は電解質と隔膜をフッ素樹脂系のイオン

交換膜が担い水電解を行う手法である。高いエネルギー

効率を有する一方で、隔膜に貴金属触媒が使用されてい

るため、高コストになる点が課題である 4)。したがって近

年では、貴金属量の減少や代替触媒の開発が行われてい

る 5)。 
本研究では PEM形水電解の低コスト化に向けて、原料

である純水に着目した。純水は水源となる河川水をイオ 

a) 工学専攻エネルギー系コース大学院生 

b) 環境・エネルギー工学研究センター教授 

c) 工学部教授 

ン交換樹脂や RO 膜等で処理して精製され、目的とする
水質まで水処理するコストが必要になる。さらに再生可

能エネルギーを支える技術として利用される場合は、エ

ネルギー源として膨大な量の純水が必要になる。したが

って、水処理にかかるコストは最終的に水素製造コスト

を増大させる要因になる。 
水処理を経ない水中には金属カチオン等の不純物の含

有が想定される。供給水中の金属カチオンが PEM 形水

電解セルに与える影響についての報告はあるが 6, 7)、実際

の河川水のような組成の供給水がセルに与える影響に関

する報告はなく、セルに対する供給水中の金属カチオン

の許容濃度に対する評価は進んでいない。そこで本研究

では人工河川水に供給し、河川水由来の金属カチオン 
(Na+、Mg2+、K+、Ca2+)がセルに与える影響を検証した。 
 

実験方法 
 
人工河川水を供給したPEM形水電解セル (EHC-070、

株式会社エノア)に定電流9 A (0.79 A cm-2)を流して動作
した。超純水に表1に示す塩を添加し作成したSoftを人工
河川水として使用した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
標準状態の水電解効率𝜂𝜂𝐸𝐸𝐸𝐸は以下の式で表される9, 10, 11)。 

Water Type NaHCO 
CaSO  ･
2H  O MgSO KCl

  Soft 48 30 30 2.0

Salts Required (mg/L)

表 1. 人工河川水 Softの成分 8) 

NaHCO 2H  O3 

CaSO  ･
Salts Required (mg/L)
CaSO  4 

2H  O2H  O2 MgSO 4 
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する。酸素口の排出ガス中の酸素と水素の割合から、2.9 
V時に生成した全水素量を求めると、62.9 NmL min-1であ

った。理論値である62.7 NmL min-1に近い値を示し、ファ

ラデー効率は100%程度になる。よって水素は、理論値程
度は生成されているが、電解質膜を透過して酸素口から

排出され、水素口から得られる水素量が減少した。 

隔膜に付着した金属イオン定量分析

Soft供給により、電圧増加、透過水素量増加が起こっ
たことから、Na+、Mg2+、K+、Ca2+はセル性能を低下さ

せる要因となる。各種イオンの影響を詳細に調べるため

に、ICPを用いて、MEAに付着した金属カチオンの定
量分析を行った。図 1の電圧推移には 2段階の電圧増加
がある。序盤の急激な増加は式(5)の反応によるもの、序
盤から終盤までの増加は金属カチオンの置換による電気

伝導度の減少が要因であると考察した。そこで、各段階

ごとの金属カチオン付着量を計測した。Softを供給した
際の電圧である。1.85 V（初期値）、2.35 V、2.85 V、
3.00 Vを測定点とし、各点の金属カチオン付着量を計測
した。図 5に各電圧値の金属カチオン付着量の比較を示
す。Soft供給前は、金属カチオンがほとんど付着してお
らず、電圧が増加するほど金属カチオン付着量が増加し

た。4つのうち、Mg2+が最も付着しやすいイオンであ

り、Ca2+に関してもMg2+と同様な付着量増加が見られ

る。また、急激な電圧増加後の 2.34 Vの付着量は Na+

が最も多く、Mg2+と Ca2+は少量であった。2.34 V以降
は、Mg2+と Ca2+の付着量が大幅に増加する一方で、Na+

と K+の付着量は停滞した。 
一般的に陽イオン交換膜は価数が大きいイオンに対し

て高い親和性を持つ。したがって、2価イオンである
Mg2+と Ca2+の付着が多い結果となった。2.35 V時点で 1
価イオンの付着が多いのは、価数が低く脱離しやすい 1
価イオンがカソード側へ移動し、式(5)の反応に影響し
た。その後、電解時間および電圧の増加に伴い、2価イ
オンも移動した結果、2価イオンの付着量が増加したと
考察する。2.35 V以降は、1価イオンの付着量は増加し
なかった。これは、電圧の増加に伴って、イオンの移動

速度が増加したことによる。よって、隔膜の基に対する

親和性とイオンの移動速度のバランスにより、金属カチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 5. 動作電圧と各金属カチオン付着量の関係 
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図 4. 排出ガス中の水素の割合 
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𝜂𝜂𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜂𝜂𝑓𝑓𝜂𝜂𝑉𝑉 (1) 

𝜂𝜂𝑓𝑓 = 2F𝑁𝑁𝐻𝐻 𝐼𝐼𝐼𝐼⁄  (2) 

𝜂𝜂𝑉𝑉 = 1.48 𝑉𝑉⁄ (3) 

ここで𝜂𝜂𝑓𝑓、𝜂𝜂𝑉𝑉はそれぞれファラデー効率、電圧効率を示

し、F、𝑁𝑁𝐻𝐻、I、t、Vはそれぞれファラデー定数、水素発生

量、電流、電流を流した時間を示す。したがって、セルの

性能を示す指標として式(1)、(2)、(3)中の変数である動作

電圧と水素口から排出される水素流量を測定した。動作

中は酸素口および水素口から排出されるガスを収集し、

四重極質量分析 (QMS)でガスの組成を分析した。動作後

に、金属カチオンの隔膜への影響を評価するため、隔膜

に付着した金属イオンの定量分析を高周波プラズマ発光

分光分析 (ICP)により行った。 
 
結果

動作電圧 
図1、2にSoft供給時におけるセルの動作電圧推移と動作

後のIV特性を示す。比較のため、超純水供給時のIV特性

も示す。Soft供給前に超純水で4時間動作させ、安定した

電圧値を確認してからSoftを供給した。Softを電解すると

セルの電圧が徐々に増加し、7 h程度で3.0 Vに達した。2.3 
V付近まで0.9 A h-1の割合で増加し、3.0 Vまで0.1 A h-1で

緩やかに増加した。IV特性においても傾きが増加してお

り、セル性能の低下が確認された。 
電圧推移では、序盤と中盤･終盤では増加割合が異なる。

序盤の電圧増加は、金属イオンが要因となって、カソー

ド側で本来進む式(4)ではなく、式(5)が代わりに進行した

ことが原因である12)。 
 

H+ + 2e− → H2 ↑ +OH− (4) 
 

2H2O + 2e− → H2 ↑ +OH− (5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カソード付近では、本来供給されるH+が反応物となって

水素が生成される。隔膜は陽イオン交換膜の働きを担う。

よって、隔膜に対する親和性が強い金属カチオンの供給

により、十分なH+が供給されず、式(5)が進行する。式(1)
の酸化還元電圧は0 Vであるため、式(5)を進行させる電圧

が余分に必要とされる。したがって、序盤の急速な電圧

増加が起こったと考えられる。中盤･終盤の緩やかな電圧

増加は、Softの電解時間の増加に伴って、隔膜の基に置換

する金属カチオンの量が増え、隔膜の電気伝導度が低下

したことが要因であると考えられる。 

水素流量とガス組成

図3にSoft供給時の水素流量推移を示す。Soft供給前後

を比べると、61.0 NmL min-1から57.3 NmL min-1まで、水

素流量が6.1%減少した。電流は一定であることから、発

生した水素が反応しない限り、水素発生量は一定である。

そこで、酸素口からの漏れを仮定し、Soft供給前と供給時

の水素口および酸素口から排出されるガスの組成をQMS
を用いて測定した。図4にガス組成から求めた水素口 (a)
と酸素口 (b)からの排出ガス中の水素割合を示す。水素口

からは、100%に近い割合で水素が排出されている。対し

て酸素口から排出されるガスには、超純水供給時でも水

素が7%含まれており、Soft供給後の2.9 V時では、14.7%ま

で増加した。したがって、Soft供給により、カソード側か

ら電解質膜を通してアノード側へ透過する水素量が増加 
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オンの付着や脱離が起こると考える。 
したがって、1 価および 2 価イオン併存下で、2.35 V ま

では 1 価イオン、その後の電圧増加には 2 価イオンが強

く影響している。１価イオンの含有のみでも、式(5)を進

める要因となり、一定の電圧増加が想定される。しかし、

その後の電圧増加時には、2 価イオンが起因しており、

3.00 Vまで電圧を増加させる主要因は 2価イオンである。 

結論

本研究では、PEM形水電解における水素生成コスト低

減を目的として、河川水由来の金属カチオンがセルに与

える影響を評価した。河川水由来の金属カチオンを含む

人工河川水を供給し、セルを動作させた。供給水中の金

属カチオンの影響で、動作電圧の増加と水素口からの水

素流量の減少が起こった。 
動作電圧の増加には、序盤と中盤･終盤で増加割合が異

なっていた。序盤は、隔膜に金属カチオンが滞留したこ

とによる水素生成反応の変化が要因であると考察する。

中盤･終盤の電圧増加の要因は、隔膜に対する金属カチオ

ンの親和性がH+よりも高いため、隔膜の基との置換が起

こりやすく、電気伝導度が低下したためである。 
水素流量の減少は、金属イオンの影響で、隔膜を透過

する水素量が増加し、酸素口から漏れていたことが要因

である。漏れた分を補正して、全水素発生量を求めると

ファラデー効率が100%程度になった。したがって、Soft
供給時では、化学反応によって水素は理論値程度生成さ

れるが、隔膜への透過量が増加するため、水素口から得

られる水素量が減少した。 
Soft供給後の隔膜に付着した金属イオンを定量分析す

ると、2.35 Vまでは1価イオンの付着量が多く、その後の

電圧においては、2価イオンの付着が急激に増えた。一般

的に、陽イオン交換膜は価数が多いイオンに対し強い親

和性を示すため、2価イオンの付着が多い。式(5)の反応を

考慮すると、1価および2価イオン併存下で、序盤の急激

な電圧増加には1価イオン、その後の緩やかな電圧増加に

は2価イオンが強く影響していると考えられる。１価イオ

ンの含有のみでも、式(5)を進める要因となり、一定の電

圧増加が想定される。しかし、その後の緩やかな電圧増

加時には、2価イオンが起因しており、3.00 Vまで電圧を

増加させる主要因は2価イオンである。 
したがって、PEM形水電解セルに対して、河川水由来

の金属カチオンであるNa+、Mg2+、K+、Ca2+のうち、2価
イオンの影響が強く選択的に除去するべきである。 
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Abstract 

 
It is known that metal ions in feed water have a detrimental effect on a polymer electrolyte membrane (PEM) 

water electrolyzer. In this investigation, we analyzed the effect of Soft water, containing Na+, Mg2+, K+, Ca2+ as main 
components, as feed water on the PEM single cell. The results showed that metal ions in Soft water caused the cell 
performance degradation and especially divalent cation such as Mg2+, Ca2+ had a stronger impact on a membrane 
electrode assembly (MEA). Based on the effect of divalent cation, we attempted to apply ionic permselctivity to the 
MEA to suppress the adsorption of metal ions. It was able to have permselectivity after immersing the MEA in 
polyethyleneimine solution. Furthermore, before immersing the solution, the dry MEA gave a stronger permselectivity. 
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 はじめに 
 

2015 年のパリ協定の採択により世界的な脱炭素化の流

れは加速し、太陽光や風力などの再生可能エネルギー 
(以下、再エネ)の導入･拡大に拍車がかかっている。しか

し、天候による変動や地域偏在性が大きい再エネでは電

力供給の安定性が確保できない。そこで、再エネの余剰

エネルギーを利用した水電解による水素製造技術が注目

されている 1)。水素製造時に二酸化炭素を排出しない水

電解と再エネの組み合わせにより、CO2 フリー水素を得

る。種々ある水電解手法のうち、陽イオン交換膜と触媒

を圧着した膜電極接合体 (MEA)を利用する固体高分子 
(PEM)形水電解は、高効率で高純度な水素が得られ、優れ

た応答性を持つ利点がある 2)。一方で、装置の低コスト化

が課題である。 
PEM 形水電解の原料には純水が使用される。純水は水

源となる河川水中の不純物を除去して精製される 3)。そ

こで本研究では、水処理コストを減らした軟水を PEM 形

水電解に活用することを想定した。軟水中には、ナトリ

ウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムに代表され

る金属イオンが含まれている。供給水中の金属イオンは

PEM 形水電解セルの性能を低下させる。各種イオン単体

のセルへの影響は報告されているが、軟水のような組成

の供給水がセルに与える影響に関する報告はない。本研

究では原料として軟水を利用し PEM 形水電解セルに

対する影響を評価した。その結果から MEA に付着し 
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た金属イオンの影響で性能が低下することが分かっ

た。特に 2 価イオンが性能の低下に大きく寄与してい

た。軟水を原料として利用するためには、金属イオン、

特に優先されるのは 2 価イオンの MEA への付着を抑

えなければならない。金属イオンの付着を抑える技術

として、2 価イオンの膜透過を抑制する 1 価イオン選

択透過膜がある 4)。また、そのイオン選択透過膜の作

成には陽イオン交換膜表面に高分子電解質膜層を形

成する手法がある 5)。この手法は膜の電気抵抗を比較

的抑えられ、水電解へ応用できる可能性があると思わ

れる。よって、MEA へのイオン選択透過性の付与が可

能であれば、金属イオンの付着を抑え、PEM 形水電解

における軟水の原料化が期待できる。PEM 形水電解と

イオン選択透過膜を共に扱った研究報告はない。本研

究では、イオン選択透過膜技術の PEM 形水電解セル

への応用を試みた。 
したがって本研究では、軟水を原料とした PEM 形

水電解セルを評価した後、MEA へのイオン選択透過

性の付与を検証した。 
 

 実験方法 
 

 軟水の供給 
PEM 形水電解セル (EHC-070、株式会社エノア)に軟水

を供給し、定電流 9 A を流し動作した。セルに流れた電

流を正確に測定するため、抵抗値 1 mΩのシャント抵抗 
(PSBWR0010B：アルファエレクトロニクス株式会社)を
回路に入れた。動作中は、セルの動作電圧とシャント抵

抗間の電圧を測定し、それぞれの推移を得た。性能低下
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オンの付着や脱離が起こると考える。 
したがって、1 価および 2 価イオン併存下で、2.35 V ま

では 1 価イオン、その後の電圧増加には 2 価イオンが強

く影響している。１価イオンの含有のみでも、式(5)を進

める要因となり、一定の電圧増加が想定される。しかし、

その後の電圧増加時には、2 価イオンが起因しており、

3.00 Vまで電圧を増加させる主要因は 2価イオンである。 

結論

本研究では、PEM形水電解における水素生成コスト低

減を目的として、河川水由来の金属カチオンがセルに与

える影響を評価した。河川水由来の金属カチオンを含む

人工河川水を供給し、セルを動作させた。供給水中の金

属カチオンの影響で、動作電圧の増加と水素口からの水

素流量の減少が起こった。 
動作電圧の増加には、序盤と中盤･終盤で増加割合が異

なっていた。序盤は、隔膜に金属カチオンが滞留したこ

とによる水素生成反応の変化が要因であると考察する。

中盤･終盤の電圧増加の要因は、隔膜に対する金属カチオ

ンの親和性がH+よりも高いため、隔膜の基との置換が起

こりやすく、電気伝導度が低下したためである。 
水素流量の減少は、金属イオンの影響で、隔膜を透過

する水素量が増加し、酸素口から漏れていたことが要因

である。漏れた分を補正して、全水素発生量を求めると

ファラデー効率が100%程度になった。したがって、Soft
供給時では、化学反応によって水素は理論値程度生成さ

れるが、隔膜への透過量が増加するため、水素口から得

られる水素量が減少した。 
Soft供給後の隔膜に付着した金属イオンを定量分析す

ると、2.35 Vまでは1価イオンの付着量が多く、その後の

電圧においては、2価イオンの付着が急激に増えた。一般

的に、陽イオン交換膜は価数が多いイオンに対し強い親

和性を示すため、2価イオンの付着が多い。式(5)の反応を

考慮すると、1価および2価イオン併存下で、序盤の急激

な電圧増加には1価イオン、その後の緩やかな電圧増加に

は2価イオンが強く影響していると考えられる。１価イオ

ンの含有のみでも、式(5)を進める要因となり、一定の電

圧増加が想定される。しかし、その後の緩やかな電圧増

加時には、2価イオンが起因しており、3.00 Vまで電圧を

増加させる主要因は2価イオンである。 
したがって、PEM形水電解セルに対して、河川水由来

の金属カチオンであるNa+、Mg2+、K+、Ca2+のうち、2価
イオンの影響が強く選択的に除去するべきである。 
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 はじめに 
 

2015 年のパリ協定の採択により世界的な脱炭素化の流

れは加速し、太陽光や風力などの再生可能エネルギー 
(以下、再エネ)の導入･拡大に拍車がかかっている。しか

し、天候による変動や地域偏在性が大きい再エネでは電

力供給の安定性が確保できない。そこで、再エネの余剰

エネルギーを利用した水電解による水素製造技術が注目

されている 1)。水素製造時に二酸化炭素を排出しない水

電解と再エネの組み合わせにより、CO2 フリー水素を得

る。種々ある水電解手法のうち、陽イオン交換膜と触媒

を圧着した膜電極接合体 (MEA)を利用する固体高分子 
(PEM)形水電解は、高効率で高純度な水素が得られ、優れ

た応答性を持つ利点がある 2)。一方で、装置の低コスト化

が課題である。 
PEM 形水電解の原料には純水が使用される。純水は水

源となる河川水中の不純物を除去して精製される 3)。そ

こで本研究では、水処理コストを減らした軟水を PEM 形

水電解に活用することを想定した。軟水中には、ナトリ

ウム、マグネシウム、カリウム、カルシウムに代表され

る金属イオンが含まれている。供給水中の金属イオンは

PEM 形水電解セルの性能を低下させる。各種イオン単体

のセルへの影響は報告されているが、軟水のような組成

の供給水がセルに与える影響に関する報告はない。本研

究では原料として軟水を利用し PEM 形水電解セルに

対する影響を評価した。その結果から MEA に付着し 
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た金属イオンの影響で性能が低下することが分かっ

た。特に 2 価イオンが性能の低下に大きく寄与してい

た。軟水を原料として利用するためには、金属イオン、

特に優先されるのは 2 価イオンの MEA への付着を抑

えなければならない。金属イオンの付着を抑える技術

として、2 価イオンの膜透過を抑制する 1 価イオン選

択透過膜がある 4)。また、そのイオン選択透過膜の作

成には陽イオン交換膜表面に高分子電解質膜層を形

成する手法がある 5)。この手法は膜の電気抵抗を比較

的抑えられ、水電解へ応用できる可能性があると思わ

れる。よって、MEA へのイオン選択透過性の付与が可

能であれば、金属イオンの付着を抑え、PEM 形水電解

における軟水の原料化が期待できる。PEM 形水電解と

イオン選択透過膜を共に扱った研究報告はない。本研

究では、イオン選択透過膜技術の PEM 形水電解セル

への応用を試みた。 
したがって本研究では、軟水を原料とした PEM 形

水電解セルを評価した後、MEA へのイオン選択透過

性の付与を検証した。 
 

 実験方法 
 

 軟水の供給 
PEM 形水電解セル (EHC-070、株式会社エノア)に軟水

を供給し、定電流 9 A を流し動作した。セルに流れた電

流を正確に測定するため、抵抗値 1 mΩのシャント抵抗 
(PSBWR0010B：アルファエレクトロニクス株式会社)を
回路に入れた。動作中は、セルの動作電圧とシャント抵

抗間の電圧を測定し、それぞれの推移を得た。性能低下
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を確認した後、MEA を取り出し、付着した金属イオンの

定量分析を高周波プラズマ発光分光分析 (ICP)により行

った。その後、価数別にイオンの影響を評価するため、

軟水と同程度の 1 価イオン、2 価イオンのみを含む水を

それぞれ使用し、セルを動作させた。 
実験に使用した各供給水は表 1 を参考に、超純水を溶

媒として NaHCO3、MgSO4、KCl、CaSO4･2H2O を添加し、

Na+、Mg2+、K+、Ca2+を含む水を作成した 6)。4 種類すべ

て、1 価イオンのみ、2 価イオンのみ含む水はそれぞれ、

Soft、(Na, K)、(Mg, Ca)と表記する。 
 
 

 イオン選択透過性の付与 
1000 ppm のポリエチレンイミン (富士フィルム和光純

薬株式会社)水溶液に MEA を 6 時間浸漬し、高分子電解

質膜層の形成を試みた。浸漬処理後にセルを組み立て、

Soft 供給時の動作電圧を測定し、イオン選択性の有無を

評価した。 
ポリエチレンイミンの平均分子量 (600、1800、10000)

を変化させた。浸漬後の MEA を使用したセルを動作さ

せ、電圧推移を評価することで MEA に最適な平均分子

量を決定した。一般的に MEA は水で膨潤した状態で保

存することを踏まえ、決定した最適な分子量で処理前

MEA を乾燥させてイオン選択能力の違いを評価した。乾

燥の有無を評価する際は、セルから排出される水の組成

を ICP により分析した。 
 

 実験結果および考察 

軟水のセルへの影響 
図 1 に各供給水を使用したときの動作電圧推移を示す。

Soft 供給により 0.086 V h-1 で電圧が上昇した。電解効率

𝜂𝜂𝐸𝐸𝐸𝐸は式(1)で表される 7)ため、電圧の上昇は電解効率の低

下を示す。よって、PEM 形水電解に軟水をそのまま利用

すると電解効率が徐々に低下していく。 

𝜂𝜂𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝜂𝜂𝑓𝑓 ∙
1.48
𝑉𝑉 (1) 

ここで、𝜂𝜂𝑓𝑓、Vはそれぞれ、電流効率、動作電圧を表す。

シャント抵抗間の電圧は一定であったため、セルに流れ

た電流は一定であった。よって、𝜂𝜂𝑓𝑓は 100%とした。 
(Mg, Ca)供給時も Soft と同様に電圧が上がり、 

0.043 V h-1の上昇を得た。一方で(Na, K)供給時は、2.4 V
程度で安定し、その後の電圧は上昇しなかった。 
図 2 に Soft 供給後の MEA に付着した金属イオン量を

示す。Mg2+の付着が顕著で、セルへの影響が最も大きい。

Ca2+も 1 価イオンと比べると多く付着している。水処理

において、同価数のイオンを同時に除去することが現実

的である。加えて、図 1 の電圧推移より、(Na, K)は Soft
や(Mg, Ca)程の電圧上昇がなかったことから、後述するイ

オン選択透過性の付与では、2 価イオンの透過抑制を目
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少は止まり、その後 0.042 V h-1で上昇した。1800では、
600と同様に動作開始直後、急激な電圧上昇があり、その
後 30分程度で 2.55 Vまで減少した。減少後、0.041 V h-1

で上昇した。10000は、未処理と同じような概形で 0.090 
V h-1電圧上昇を得た。電圧上昇速度を比較すると、未処

理と同程度の速度である 10000 は、イオン透過選択性を
発現していないと考えられる。一方で、600と 1800の場
合は、未処理の半分以下の速度で電圧が上昇した。よっ

て MEA にイオン透過選択性が付与され、金属イオン付
着量を抑えられたと考察する。しかし、600、1800の処理
後でも Softの金属イオン濃度下では、十分な付着抑制効
果は得られなかった。 
イオン選択透過性を発現したと思われる600と1800で

は、未処理と比べ電圧の上昇速度を51 - 52%抑えた。2つ
を比較し、膜抵抗の増加が少ない1800をMEAに対する最
適な平均分子量とした。 
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を確認した後、MEA を取り出し、付着した金属イオンの

定量分析を高周波プラズマ発光分光分析 (ICP)により行

った。その後、価数別にイオンの影響を評価するため、

軟水と同程度の 1 価イオン、2 価イオンのみを含む水を

それぞれ使用し、セルを動作させた。 
実験に使用した各供給水は表 1 を参考に、超純水を溶

媒として NaHCO3、MgSO4、KCl、CaSO4･2H2O を添加し、

Na+、Mg2+、K+、Ca2+を含む水を作成した 6)。4 種類すべ

て、1 価イオンのみ、2 価イオンのみ含む水はそれぞれ、

Soft、(Na, K)、(Mg, Ca)と表記する。 
 
 

 イオン選択透過性の付与 
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 実験結果および考察 
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や(Mg, Ca)程の電圧上昇がなかったことから、後述するイ
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的とした。 
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少は止まり、その後 0.042 V h-1で上昇した。1800では、
600と同様に動作開始直後、急激な電圧上昇があり、その
後 30分程度で 2.55 Vまで減少した。減少後、0.041 V h-1

で上昇した。10000は、未処理と同じような概形で 0.090 
V h-1電圧上昇を得た。電圧上昇速度を比較すると、未処

理と同程度の速度である 10000 は、イオン透過選択性を
発現していないと考えられる。一方で、600と 1800の場
合は、未処理の半分以下の速度で電圧が上昇した。よっ

て MEA にイオン透過選択性が付与され、金属イオン付
着量を抑えられたと考察する。しかし、600、1800の処理
後でも Softの金属イオン濃度下では、十分な付着抑制効
果は得られなかった。 
イオン選択透過性を発現したと思われる600と1800で

は、未処理と比べ電圧の上昇速度を51 - 52%抑えた。2つ
を比較し、膜抵抗の増加が少ない1800をMEAに対する最
適な平均分子量とした。 
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い電圧上昇速度であった。未処理と比較すると、電圧上

昇速度を76%抑制した。図5にセルから排出された水中の

金属イオン量を示す。なお、供給されるSoftに含まれる金

属イオン量は、Na+: 13.1 mg L-1、Mg2+: 6.1 mg L-1、K+: 1.0 
mg L-1、Ca2+: 7.0 mg L-1である。未処理と比べると、平均

分子量1800のポリエチレンイミン浸漬処理後は2価イオ

ンの排出量が多い。これは、2価イオンに対し透過抑制が

働いたことを示しており、図5からもイオン透過選択性の

発現が確認できる。特に乾燥ありは、K+以外の金属イオ

ンにおいて、最も多くの金属イオンを排出している。Soft
に含まれる程度のK+は図1および図2の通り、セルに対す

る影響が小さく、すべての処理において同量程度排出さ

れると考える。 
乾燥ありは、13.3 mg L-1のNa+を排出しており、供給し

たSoftより濃い値である。これは水素と酸素を生成物とし

て水が消費されるためである。実験では供給した水の

96.2%程度が排出された。この割合より、供給されたNa全
量を排出すると水中のNa+は13.6 mg L-1となる。したがっ

て、供給されたNa+の97.8%が排出された。同様にMg2+は

45.3%、Ca2+は81.2%排出された。表2に未処理、乾燥なし、

乾燥ありの金属イオン排出割合を示す。乾燥ありは最も

金属イオンを排出しており、特に2価イオンの排出が多い。

したがって、MEAを乾燥させることで、ポリエチレンイ

ミンによる金属イオン付着抑制効果が向上する。しかし、

図4に示されるように電圧の上昇を止めるほどの抑制効

果はない。ポリエチレンイミン水溶液の濃度や浸漬時間、

浸漬温度などの条件を変化させることで、より強いイオ

ン選択透過性が付与できると思われる。また、pHを制御

したり、電気泳動的にポリエチレンイミン膜層を付着す

る手法もある8)。 

 結論 
 
本研究では、PEM 形水電解の原料コスト低減を目的と

して、純水精製における水処理コストを省いた軟水の原

料活用を評価した。 
PEM 形水電解に軟水を使用すると、電解効率が徐々に

低下した。軟水に含まれる Na+、Mg2+、K+、Ca2+といった

金属イオンが MEA に付着し電気抵抗が増加したことが

原因であった。金属イオンのうち 1 価イオンのみ含む供

給水では、一定の電解効率低下の後、安定した電解効率

を得た。2 価イオンのみでは、電解効率の低下を続けた。

したがって、軟水使用時の電解効率の低下は 2 価イオン

による影響が大きい。軟水を PEM 形水電解の原料として

使用するには、最低限 2 価イオンの MEA への付着を抑

制する必要がある。 
そこで、軟水を使用するために、PEM 形水電解に対し

てイオン選択透過膜技術の応用も行った。MEA 表面にポ

リエチレンイミンの膜層を形成することで、イオン選択

透過性の付与を試みた。平均分子量 600、1800、10000 の

ポリエチレンイミン水溶液 (1000 ppm)に MEA を 6 時間

浸漬した。その MEA を使用した PEM 形水電解セルの動

作電圧推移を評価し、電圧上昇速度が遅く電気抵抗が低

い 1800 を MEA の最適な平均分子量とした。 
次にポリエチレンイミン浸漬処理の前に MEA を乾燥

させ、乾燥の有無による性能比較を行った。乾燥なしと

比べ、電圧の上昇速度は半分になり、Na+、Mg2+、Ca2+の

排出割合がそれぞれ、28.7%、24.8%、46.6%増加した。し

たがって、ポリエチレンイミン浸漬処理前に MEA を乾

燥させると、より強いイオン選択透過性が得られる。
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1800, dried MEA 97.8% 45.3% 81.2% 

表 2. 供給分の金属イオン排出割合 
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い電圧上昇速度であった。未処理と比較すると、電圧上

昇速度を76%抑制した。図5にセルから排出された水中の

金属イオン量を示す。なお、供給されるSoftに含まれる金

属イオン量は、Na+: 13.1 mg L-1、Mg2+: 6.1 mg L-1、K+: 1.0 
mg L-1、Ca2+: 7.0 mg L-1である。未処理と比べると、平均

分子量1800のポリエチレンイミン浸漬処理後は2価イオ

ンの排出量が多い。これは、2価イオンに対し透過抑制が

働いたことを示しており、図5からもイオン透過選択性の

発現が確認できる。特に乾燥ありは、K+以外の金属イオ

ンにおいて、最も多くの金属イオンを排出している。Soft
に含まれる程度のK+は図1および図2の通り、セルに対す
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たSoftより濃い値である。これは水素と酸素を生成物とし

て水が消費されるためである。実験では供給した水の

96.2%程度が排出された。この割合より、供給されたNa全
量を排出すると水中のNa+は13.6 mg L-1となる。したがっ

て、供給されたNa+の97.8%が排出された。同様にMg2+は

45.3%、Ca2+は81.2%排出された。表2に未処理、乾燥なし、

乾燥ありの金属イオン排出割合を示す。乾燥ありは最も

金属イオンを排出しており、特に2価イオンの排出が多い。

したがって、MEAを乾燥させることで、ポリエチレンイ

ミンによる金属イオン付着抑制効果が向上する。しかし、

図4に示されるように電圧の上昇を止めるほどの抑制効

果はない。ポリエチレンイミン水溶液の濃度や浸漬時間、

浸漬温度などの条件を変化させることで、より強いイオ

ン選択透過性が付与できると思われる。また、pHを制御

したり、電気泳動的にポリエチレンイミン膜層を付着す

る手法もある8)。 

 結論 
 
本研究では、PEM 形水電解の原料コスト低減を目的と

して、純水精製における水処理コストを省いた軟水の原

料活用を評価した。 
PEM 形水電解に軟水を使用すると、電解効率が徐々に

低下した。軟水に含まれる Na+、Mg2+、K+、Ca2+といった

金属イオンが MEA に付着し電気抵抗が増加したことが

原因であった。金属イオンのうち 1 価イオンのみ含む供

給水では、一定の電解効率低下の後、安定した電解効率

を得た。2 価イオンのみでは、電解効率の低下を続けた。

したがって、軟水使用時の電解効率の低下は 2 価イオン

による影響が大きい。軟水を PEM 形水電解の原料として

使用するには、最低限 2 価イオンの MEA への付着を抑

制する必要がある。 
そこで、軟水を使用するために、PEM 形水電解に対し

てイオン選択透過膜技術の応用も行った。MEA 表面にポ

リエチレンイミンの膜層を形成することで、イオン選択

透過性の付与を試みた。平均分子量 600、1800、10000 の

ポリエチレンイミン水溶液 (1000 ppm)に MEA を 6 時間

浸漬した。その MEA を使用した PEM 形水電解セルの動

作電圧推移を評価し、電圧上昇速度が遅く電気抵抗が低

い 1800 を MEA の最適な平均分子量とした。 
次にポリエチレンイミン浸漬処理の前に MEA を乾燥

させ、乾燥の有無による性能比較を行った。乾燥なしと

比べ、電圧の上昇速度は半分になり、Na+、Mg2+、Ca2+の

排出割合がそれぞれ、28.7%、24.8%、46.6%増加した。し

たがって、ポリエチレンイミン浸漬処理前に MEA を乾

燥させると、より強いイオン選択透過性が得られる。
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 Na+ Mg2+ Ca2+ 

Untreated 77.4% 14.5% 23.1% 

1800 69.1% 20.5% 34.6% 

1800, dried MEA 97.8% 45.3% 81.2% 

表 2. 供給分の金属イオン排出割合 
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Abstract 

 
ZnSnSb2 has tetragonal chalcopyrite compound which is suitable for thermoelectric performance. When this 

structure of lattice parameter ratio c/a in nearly equal 2.00, its valence band is degeneracy with, multiple bands at same 
energy state, which leads to the value of Seebeck coefficient increased. However, the Seebeck coefficient of ZnSnSb2 
has low value of 57.8 μV/K at 573 K. The reason is degenerate semiconductor due to high carrier concentration. We 
investigated the effect on alloying with Mg, Cd and In elements in ZnSnSb2 for the optimization of carrier concentration. 
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１． はじめに 

 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機

構(NEDO)により 2015 年日本における産業分野からの排熱
量が調査され、年間総排熱量は 800 PJ/year であることが報
告された 1)。この排熱の有効な活用方法として、熱を電気に

直接変換することができる熱電発電が注目されている。熱電

材料の性能は無次元性能指数(ZT)で評価され、以下の式で
表される。 

 
(1) 

 
ここで S、σ、κ、T はそれぞれゼーベック係数、電気伝導率、
熱伝導率、絶対温度である。また S2σ は power factor (PF)と
呼ばれる。この式より、熱電材料には高いゼーベック係数と

電気伝導率、低い熱伝導率が求められる 2)。 
現在実用化されている熱電材料には Bi2Te3 や PbTe など

がある。これらの材料は良い性能を示す一方、BiやTe といっ
たレアメタルで構成されるため高価になってしまうことや、P b
の有毒性による環境負荷が問題となっている 2)。そこで本研

究では安価かつ環境負荷が小さい元素で構成された熱電材

料である II-IV-V2 族カルコパイライト化合物 ZnSnSb2 に焦点

を当てた。カルコパイライト化合物とは、閃亜鉛鉱構造を持つ

III-V族化合物の III 族原子を II 族原子と IV族原子に規則
的に置き換えた II-IV-V2 族化合物、もしくは同じく閃亜鉛鉱

構造を持つ II-VI 族化合物の II 族原子を I 族原子と III 族原
子に置き換えた I-III-VI2 族化合物のことであり、図 1 に示す
結晶構造を持つ。 

 

図 1. II-IV-V2族カルコパイライト構造. 
 

閃亜鉛鉱構造が立方晶であるのに対し、カルコパイライト

構造は正方晶であることから、結晶場理論より閃亜鉛鉱構造

の場合は三重縮退していた価電子帯のバンドが、非縮退バ

ンドと二重縮退バンドに分裂する。しかし、格子定数比 c/a が
2.00 に近い場合、構造の対称性から Pseudo-cubic 構造と扱
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うことができ、分裂した非縮退バンドと二重縮退バンドが縮退

を起こし、三重縮退バンドが生じる。これによりキャリア励起の

際、同時に三つのバンドからキャリアが励起されるためポテン

シャル差が通常より大きくなる。そのため高い PF が得られる
と考えられている 3)。実際にカルコパイライト化合物である

AgGaTe2は850 KでZT=1.4 4)、CuGaTe2は950 KでZT=1.4 5)、

CuInTe2は 823 K で ZT=1.6 6)と高い値が報告されている。 
過去の我々の報告から、ZnSn Sb2 は Zn:Sn:Sb=1:5 :2 で真

空封入し 573 K で結晶成長を行うことによって ZnSb+Sn Sb+
液相↔ZnSnSb2の包晶反応が起こり、組成比が Zn=22 at.%、
Sn=28 at.%、Sb=50 at.%の単相 ZnSnSb2が得られることが分

かっている 7)。この材料は格子定数比 c/aが2.00に近い P 型
半導体である。しかし、ゼーベック係数は 573 K で 57.8 μV/K
と低い。この原因は、組成比が Zn-poor の P 型半導体である
ことからP型欠陥である Zn空孔 (VZn)が多く存在することで、
キャリア濃度が室温で 2.4×1019 cm-3 と高く、縮退半導体とな

っているためである 6)。そこで本研究では Zn Sn Sb2 の支配的

なアクセプター欠陥である VZn を制御するため、Zn と同じ I I
族元素である Mgや Cd、III 族元素の In を混晶化させること
でキャリア濃度を下げ、熱電特性の最適化を図った。 
 
２． 実験方法 

 
M0.1Zn0.9SnSb2+5Sn (M=Mg, Cd, In)となるように組成調整

した材料をカーボンコートした石英管に 10-4 Pa で真空封入し、
500 ºCで 24 時間かけ均質化を行い、300 ºCで 24 時間かけ
結晶成長を行った。得られたサンプルはダイヤモンドカッター

により 5 mm 間隔でスライスし、断面を研磨した。研磨紙は

600 番、2200 番順で使用し、最後に粒径 0.3 μm のアルミナ

懸濁液を用いバフ研磨を行った。バフ研磨終了後、アルミナ

を流水で洗浄し、スライスや研磨の際に付着したワックスを取

り除くため、アセトンで丁寧に洗浄した。このようにして得られ

たウエハを走査型電子顕微鏡 (SEM)、エネルギー分散型 X
線分析 (EDX)によって組成調査を行った。その後、Sn を取

り除くため塩酸でエッチング処理し、得られた粉末サンプルを

粉末 X 線回折 (XRD)によって調査し、物質の同定を行った。
SEM、EDXには SU-3500型日立走査型電子顕微鏡を用い、
加速電圧を 20 kVとして測定を行った。また、XRD は Rigak u
社製の MiniFlex 600-C を用い、X 線源には波長 1.5418 Å 
の CuKα を使用した。 
粉末サンプルを内径 10 mm のカーボンダイスに入れ、

7.7 MPa、300 ºCで 1 時間、窒素雰囲気中でホットプレスを行
うことでウエハを作製し、ホール効果測定によって室温でのキ

ャリア濃度を調査した。ホール効果測定には ECOPIA 社製の
HMS-3000SP Hall Effect Measurement System を使用した。ま

た、323~573 K における電気伝導率とゼーベック係数を

ULVAC 社製の熱電特性評価装置 ZEM-3 により 50 K 間隔
で評価した。 

結果 

 

３．１ 混晶結晶 

各混晶と非混晶ZnSnSb2のXRD測定結果を図 2 に示す。
混晶化により SnSb の異相が見られたが主要なピー クは

ZnSnsb2 であった。また SEM、EDX より ZnSn Sb2 に M が

1~3 at.%程度混晶されていることを確認した。 

図 2. M0.1Zn0.9SnSb2の XRD パターン. 
 
３．２ 熱電特性評価 

非混晶 ZnSnSb2 と各混晶 ZnSnSb2 の室温でのキャリア濃

度を表 1 に示す。キャリア濃度はいずれも 1019~1020 cm-3 程

度であり、大きな変化は見られなかった。 
 各混晶と非混晶 ZnSnSb2 の電気伝導率温度依存性を図 3
に示す。非混晶の場合、温度上昇に従って電気伝導率が減

少する金属的な挙動を示したが、混晶化により高温で電気伝

導率が上昇している。これは混晶化によって生じた新たな欠

陥準位にキャリアが励起されたことが原因であると考える。 
 

表 1. M0.1Zn0.9SnSb2のキャリア濃度. 
 Carrier concentration (cm-3) 

ZnSnSb2 1.24×1019 

Mg0.1Zn0.9SnSb2 1.01×1019 
Cd0.1Zn0.9SnSb2 4.01×1020 
In0.1Zn0.9SnSb2 6.94×1019 
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各混晶と非混晶 ZnSnSb2のゼーベック係数温度依存性を

図 4 に示す。キャリア濃度に大きな変化がなかったにも関わ
らず、ゼーベック係数は混晶化によりいずれも減少した。この

原因として格子定数比 c/a の影響を考えた。格子定数比 c/a
は図 2 の XRD 結果により求めることができる。正方晶におけ
る (hkl)面と隣接する面との距離 dは以下の式で与えられる。 
 

(2) 

 
また、dはX線の波長を λ、格子面への入射角を θとするとブ
ラッグの回折条件より、 
 

(3) 
 
で表される。本研究では X 線源が CuKα であることから
λ=1.5418 Åである 8)。これにより各サンプルの格子定数比 c/a
を求めた。 
図 5 に 573 K における格子定数比 c/a と PF の関係を示

す。混晶化により格子定数比 c/a は 2.00 から離れ、PF が減
少していることがわかる。その差は 0.001 程度と非常に小さい
が、I-III-VI2 族カルコパイライト化合物である CuInTe2 におけ

る Teに対し Sbを2 at.%混晶したCuInTe1.98Sb0.02においてゼ

ーベック係数が減少することが報告されており、その原因は

密度汎関数理論に基づいた第一原理計算プログラム 
(CASTEP)より、価電子帯の三重縮退が解消されたためと考
察している 9)。本研究での混晶割合は Zn に対して M が

10 at.%と多いため同様に三重縮退の解消が考えられる。以
上のことから混晶化により PF が減少した原因は、格子定数
比 c/a が 2.00 から離れたことで価電子帯の三重縮退が解消
されたためと考える。 
 

図 3. 電気伝導率の温度依存性. 
 

図 4. ゼーベック係数の温度依存性. 
 

図 5. 573 K における格子定数比による PFの変化. 
 
３． 結論 

 

ZnSnSb2の支配的なアクセプター欠陥である VZn を制御し

キャリア濃度を下げるため、Mg、Cd、In混晶化させることで熱
電特性の最適化を図った。 

M0.1Zn0.9SnSb2+5Sn (M=Mg, Cd, In)で組成調整した材料
を、300 ºCで24時間かけ結晶成長させた。その後、塩酸によ
るエッチングにより Sn を取り除き、得られた粉末を 300 ºC、
7.7 MPaで 1時間、窒素雰囲気中でホットプレスを行い、M が

1~3 at.%混晶された M0.1Zn0.9SnSb2ウエハを作製した。しかし、

キャリア濃度は 1019~1020 cm-3となり大きな変化は見られなか

った。電気伝導率の温度依存性は非混晶の場合、温度上昇

に伴い減少する金属的な挙動だったが、混晶を行った場合、
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欠陥準位が新たに生じたことで、そこへのキャリア励起が起こ

り高温で電気伝導率が上昇した。また、ゼーベック係数はキ

ャリア濃度が変化していないにも関わらず、いずれの混晶に

おいても減少した。この原因は、非混晶 Zn Sn Sb2の格子定数

比 c/a は 1.999 だったのに対し、混晶化により理想値 2.0 0 か
ら離れたことで、価電子帯の三重縮退が解消されてしまい、

ゼーベック係数が減少したためだと考える。そのため混晶化

により熱電特性の最適化を図る際は c/aに注意し 2.0 0 から離
れないように制御する必要があると考える。 
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修士論文題目一覧

大 西　 孝 和 環 境 系 コ ー ス(A) ピロリジニウム型イオン液体の輸送特性と溶液構造

具 志 堅　 允 環 境 系 コ ー ス(A) 粘土ナノシート上に吸着したカチオン性ゲルマニウムポルフィリン錯体の光反応解析

合 谷　 直 敏 環 境 系 コ ー ス(A) ヒドロキシオキシム系抽出剤を内包した疎水性クライオゲルの調製と Cu( Ⅱ ) の抽出特性

白石　賢史朗 環 境 系 コ ー ス(A) λ -MnO2 造粒吸着剤による Li(I) 吸着回収プロセスの操作因子に関する研究

茶 木　 優 吏 環 境 系 コ ー ス(A) 軸グルコース連結ポルフィリン錯体のがん細胞に対する光線力学活性と作用機構の解明

永 野　 乃 暉 環 境 系 コ ー ス(A) 酵母菌を活用したアミノ軸配位子を有するリンポルフィリン錯体の光線力学活性評価

中 村　 風 太 環 境 系 コ ー ス(A) チタンニオブ酸層状複合体のナノ構造と光刺激により誘起される巨視的形態変化

夏 井　 雄 吾 環 境 系 コ ー ス(A)
リン脂質含浸ポリジビニルベンゼン多孔質微粒子によるアミノ酸のキラル認識吸着機構お
よび残存ビニル基の化学修飾の影響

三 宅　 晃 太 環 境 系 コ ー ス(A) 塩酸系からの Au(III) のイオン溶媒和抽出に適合する芳香族ケトンの開発

吉 川 　 綜 環 境 系 コ ー ス(A) ナノセルロースの結晶表面特性に関する分子シミュレーション研究

吉 川　 公 貴 環 境 系 コ ー ス(A)
有機リン酸系抽出剤を内包した架橋ゲルマイクロカプセルによる希土類金属イオンの抽出
特性

石 津　 直 輝 環 境 系 コ ー ス(B) 多種類の不燃性産業廃棄物を活用した土木資材の開発

片 渕　 真 人 環 境 系 コ ー ス(B) 表流水からの簡便・迅速な薬剤耐性病原大腸菌の超高効率濃縮回収法の開発

皿 良　 和 樹 環 境 系 コ ー ス(B) 海水浸透によるセメント混合処理土の劣化予測手法に関する研究

下 村　 克 哉 環 境 系 コ ー ス(B) 亜硝酸リチウムによる ASR・鉄筋腐食抑制機構の解明に関する基礎的研究

西 﨑　 辰 冶 環 境 系 コ ー ス(B) 膨張コンクリートの膨張制御に関する研究

東 　 俊 孝 環 境 系 コ ー ス(B) 河川源流域の崩壊地からの土砂流出量評価と抑制対策の検討

矢 代　 知 寛 環 境 系 コ ー ス(B) 軟化バラスト凝集沈殿による海水淡水化の超高速前処理プロセスの開発

OLDERICO DO 
ROSARIO MARIA 
DA SILVA

環 境 系 コ ー ス(B) DEVELOPMENT OF COMPACTION METHOD OF DO-NOU BACKFILLED WITH FINE SAND

UWINEZA ALINE 環 境 系 コ ー ス(B)
ESTIMATING THE IMPACT OF RAINWATER HARVESTING SYSTEM INSTALLATION ON FLOODS IN 
NYABUGOGO VALLEY USING HYDROLOGICAL MODELS

Mir Mohammad 
Mones Hossaini

環 境 系 コ ー ス(B)
WEEKLY DISCHARGE PREDICTION BY MULTI-LAYER PERCEPTRON, BASED ON THE TIME SERIES 
OF SNOW COVER AREA AND METEOROLOGICAL DATA IN PECH RIVER, KUNAR, AFGHANISTAN

Muhammad Irfan 環 境 系 コ ー ス(B)
Exploring the Impact of COVID-19 on Transportation in Yogyakarta City Using 
Structural Equation Modeling

安良田　裕基 エネルギー系コース（C）GaN 基板上 GaN 薄膜および InGaN/GaN-SQW の非発光特性評価

岩 崎　 拓 実 エネルギー系コース（C）GaAs 基板上に成長させたヘテロ接合からの電流注入による中赤外発光の評価

川 畑　 公 佑 エネルギー系コース（C）電子線照射とその後の回復熱処理により Si に形成された深い準位の評価

北 　 直 矢 エネルギー系コース（C）太陽光下のマルチスペクトル画像による牧草の粗タンパク質含有率推定

小 林　 謙 太 エネルギー系コース（C）多孔質 Si 基板の孔の深さが GaAs 薄膜成長に与える影響

坂 口　 峰 俊 エネルギー系コース（C）Be/X 線連星 A 0535+262 の可視光光度とＸ線光度の関係

重 枝　 佑 輔 エネルギー系コース（C）
Pseudo-cubic 構造を示す II-IV-V2 族カルコパイライト化合物 ZnSnSb2 の結晶成長と熱電
特性評価

園 田　 諒 太 エネルギー系コース（C）可視光トランジェント天体観測の自動化

田 中　 芳 樹 エネルギー系コース（C）レーザー脱離分析装置用集光照射部の開発

寺 田　 裕 大 エネルギー系コース（C）
Ｘ線分光撮像衛星 XRISM に搭載する軟Ｘ線撮像検出器 SXI の地上校正試験における分光
性能の評価

中 島 　 凌 エネルギー系コース（C）微傾斜 GaAs(001) 基板上に ALE 法で成長した GaAsN 薄膜の窒素の取り込み過程

中 村　 泰 樹 エネルギー系コース（C）PL と PR 測定による InAs/GaSb 超格子の遷移エネルギー評価

野 中　 義 郎 エネルギー系コース（C）
Be/X 線連星パルサー GRO J1008-57 のスペクトルおよびパルスプロファイルと強度との関
係

福山　真成夢 エネルギー系コース（C）垂直設置シリコン太陽電池におけるスペクトルの影響

古 川 　 諒 エネルギー系コース（C）
障壁層の P 組成比変化が歪緩和層挿入 InGaAs/GaAsP 超格子太陽電池のキャリア輸送特性
に及ぼす影響

前 田　 健 佑 エネルギー系コース（C）X 線その場観察法を用いた GaAsSb/GaAs の Sb 偏析が格子緩和初期に及ぼす影響の評価

三 枝　 紀 嵐 エネルギー系コース（C）Ｘ線 SOI-CMOS 検出器の大型化に伴う応答劣化の要因分析

吉 村　 玲 冶 エネルギー系コース（C）固体高分子形水電解における陽イオンの影響と回復手法
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米 村　 修 斗 エネルギー系コース（C）
PDD 構造を導入したＸ線 SOI-CMOS 検出器 XRPIX8 における分光性能のウェルの不純物濃
度依存性の評価

渡 邊　 将 貴 エネルギー系コース（C）
単結晶シリコン太陽電池と水電解セルの出力特性評価および全国の水素発生ポテンシャル
予測

足 立　 昂 平 エネルギー系コース（D）直流電力設備用ポリマー材料の寿命評価に関する研究

上 原　 昂 大 エネルギー系コース（D）非線形媒質における光波伝搬に関する研究

白 石　 知 基 エネルギー系コース（D）プラズモニック導波路と誘電体導波路の光結合に関する研究

菅 原　 健 之 エネルギー系コース（D）2 段構成オペアンプにおけるチップ面積を考慮した位相補償回路に関する研究

田 代　 皓 平 エネルギー系コース（D）充填剤入りエポキシ樹脂試験片を用いた部分放電劣化に関する研究

玉 木　 智 史 エネルギー系コース（D）共振器を有するプラズモニック光導波路に関する研究

土 持　 智 哉 エネルギー系コース（D）グレーティングを付与した光分配器に関する数値的研究

中 口　 隆 成 エネルギー系コース（D）XLPE ケーブルの水トリー劣化位置標定に関する研究

中古賀　雄太 エネルギー系コース（D）誘電体バリア放電における電極の誘電体がマンゴー軸腐病防除効果に与える影響

中 ノ 瀬 　
聡 一 郎

エネルギー系コース（D）電力ケーブルにおける部分放電の位置標定技術の向上に関する研究

中屋敷　海人 エネルギー系コース（D）真空紫外光照射によるフッ化物の表面状態の変化

名 嶋　 勇 汰 エネルギー系コース（D）
位相余裕の変動問題を改善した定トランスコンダクタンス Rail-to-Rail オペアンプに関
する研究

西 田　 昌 也 エネルギー系コース（D）道路モデルにおける電波伝搬特性に関する研究

萩 﨑　 晃 一 エネルギー系コース（D）衛星搭載用Ｘ線検出器のためのチョッパー型コンパレータとその周辺回路に関する研究

橋 本 　 柊 エネルギー系コース（D）
チョッパー型コンパレータを用いた完全ディジタル非同期型ヒステリシスコンパレータに
関する研究

畠 中　 大 輔 エネルギー系コース（D）真空紫外光照射によって誘起される PMMA の光脱離過程の解明

松 岡　 拓 夢 エネルギー系コース（D）画像処理技術を用いた牛の個体識別に関する研究

峯 野　 夢 絃 エネルギー系コース（D）
シリコーンゴムにおける撥水性特性と電気的特性の評価及び紫外線照射の影響に関する研
究

森 　 航 エネルギー系コース（D）22kV 用油入変圧器の効果的な絶縁劣化診断法の開発

山 本　 大 貴 エネルギー系コース（D）深紫外 LED 光による有機エレクトロニクス材料の表面改質

渡 邊 　 涼 エネルギー系コース（D）分散性媒質中の電磁界解析に関する研究

Su Myat Noe エネルギー系コース（D）
Cow Estrus Detection and Tracking based on Image Technology with the Enforcement 
of Deep Learning Methods

May Oo Khin エネルギー系コース（D）
Detection of Defective Bypass Diodes by Inspecting String Current Behavior 
Caused by Voltage Fluctuations of Power Conditioning System

Tin Tin Cho エネルギー系コース（D）
Transient Response of Thermoelectric Generation System Installed with 
Supercapacitor

上山　俊太郎 機械・情報系コース（E）特異的結晶構造を有する新規水酸化ニッケルの合成

鈴 木　 亮 佑 機械・情報系コース（E）マンガンおよび亜鉛添加水酸化ニッケルの結晶構造変化と電気化学特性

山口　幸太郎 機械・情報系コース（E）独立成分分析を用いた近赤外分光法による脳活動と官能評価との関係性に関する研究

池 田　 裕 博 機械・情報系コース（E）非線形性を考慮した最適レギュレータの勾配にもとづく再設計

石 橋　 亨 明 機械・情報系コース（E）AR 表示におけるカメラのポーズ推定とマーカの認識精度の関係についての研究

緒 方　 孝 起 機械・情報系コース（E）未知環境における群ロボットの幾何学的相互作用を用いた分散的移動制御手法

金 澤　 波 音 機械・情報系コース（E）LightGBM による豚の体重推定と特徴量選定

久 野　 真 輝 機械・情報系コース（E）自律走行ロボットによる未知の屋内環境探索

藏 本　 将 也 機械・情報系コース（E）機械学習を活用した燃料電池出力予想と界面抵抗の要因解明

柴 原　 優 太 機械・情報系コース（E）特徴的な脳活動パターン抽出方法を用いたオンライン脳磁図解析のための研究

下 川　 智 也 機械・情報系コース（E）ドローンの自律飛行と障害物回避に関する研究

鈴 木　 克 弥 機械・情報系コース（E）深層学習による物体検出アルゴリズムを用いたキンカンの自動計数

須 本　 修 平 機械・情報系コース（E）オガ屑豚舎における豚の自動選別装置

関 谷　 優 希 機械・情報系コース（E）イッテリビウム添加ジルコン酸バリウムのプロトン輸送特性への遷移金属元素固溶の影響

竹 内　 雅 哉 機械・情報系コース（E）加水分解による水酸化ニッケル合成における材料塩の影響
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竹 本　 和 馬 機械・情報系コース（E）交差型回転機構を用いた異なる種類のボール回収メカニズム及び移動ロボットへの統合

則 竹 　 遥 機械・情報系コース（E）甲虫類の飛行動作に基づいた 4枚翅の羽ばたきモデルおよびメカニズムの実現

福 田　 詩 季 機械・情報系コース（E）異種元素置換水酸化ニッケルの構造変化とα型合成への応用

福 留　 隆 寛 機械・情報系コース（E）重心動揺を考慮した歩行姿勢のモデル及び粒子フィルタを用いた歩行の推定と予測

水口　健史 機械・情報系コース（E）双曲線の近似モデルに基づいた欠陥方向推定モデル及び打音検査ロボットの開発

森田　光流 機械・情報系コース（E）ワイヤレス給電システムのための自己・相互インダクタンスの測定法について

山 本　 貴 之 機械・情報系コース（E）心音を対象とした聴診音解析アルゴリズムに関する研究

渡 邊　 大 祐 機械・情報系コース（E）W-Sn 複合酸化物担体の高比表面積化と貴金属触媒の担持

Kosgamage 
Praveen 
Nuwantha 
Gunaratne

機械・情報系コース（E）
Design and Development of an Active Ankle Joint Orthosis for a Rehabilitation 
and Assistive Robotic Exoskeleton 

高 山　 和 馬 機械・情報系コース（F）粉体燃料を利用したハイブリッドマイクロスラスタ

池 谷　 祐 輔 機械・情報系コース（F）飼料タンク洗浄及び遮熱塗装ロボット用無線コントローラの開発

内 田　 仁 志 機械・情報系コース（F）非線形ばねを利用したレシプロ圧縮機用防振支持脚の開発

内 山　 大 輔 機械・情報系コース（F）半月板損傷後に用いる非吸収性インプラントの軟骨保護効果に関する研究

上 井　 雄 輝 機械・情報系コース（F）短周期ボアホール地震計に搭載する 3成分速度センサの試作

大 峰　 智 也 機械・情報系コース（F）
廃シリカと粘土を混合焼成した多孔質セラミックを基盤に持つ薄層緑化材の日射熱低減効
果

韓 　 警 賢 機械・情報系コース（F）流れの状態が Square Prism 後流に及ぼす影響に関する研究

北 野　 智 大 機械・情報系コース（F）新しい砥石の開発に関する研究―攪拌条件による砥粒分布への影響―

木 村 　 遼 機械・情報系コース（F）アクションカメラを用いたカヤックの動作分析システムの開発

黒 木　 淳 史 機械・情報系コース（F）低レイノルズ数領域における NACA4412 翼の空力特性に関する研究

黒 木　 嘉 貴 機械・情報系コース（F）
Ni-W 電着工具の製作に関する研究―電着時間や電着温度の適切なめっき膜生成条件につい
ての検証―

邵 　 子 陽 機械・情報系コース（F）ビームダウン式太陽集光装置のための蓄熱粒子流動型熱交換器の開発

中 林　 昂 太 機械・情報系コース（F）気候と乳量の関係を学習した LSTM による生乳生産量の回帰分析

橋木　謙仁朗 機械・情報系コース（F）振動を利用した茶生葉萎凋機の開発

濵 砂　 太 一 機械・情報系コース（F）廃 GFRP を再利用したセラミックスの NOX 及び SOX 吸着性能

原 田　 晟 覇 機械・情報系コース（F）ギャップ比が二平板後方の渦放出に及ぼす影響に関する研究

松 枝　 賢 伸 機械・情報系コース（F）テーパーウェッジ型人工股関節ステムにおける術後の骨リモデリングシミュレーション

宮 川　 侑 子 機械・情報系コース（F）廃 GFRP を再利用したセラミックスの染料吸着性能

宮 坂　 遼 也 機械・情報系コース（F）圧電材料を用いた片持はりによる振動発電の高出力化

宮 野　 俊 亮 機械・情報系コース（F）電動サンダーに生じる振動の発生要因とその低減対策

渡邉　喜一郎 機械・情報系コース（F）Ni-W 電鋳工具の開発に関する研究―攪拌条件の電鋳膜への影響―

冨 永　 圭 佑 機械・情報系コース（G）クラスタリングと深層学習によるクロスカットされた文書画像の再構成

有 馬 　 薫 機械・情報系コース（G）
UML と Java ソースコード間のトレーサビリティをリアルタイムに維持するツール RETUSS
における変換機能の拡張による適用範囲の拡大

岩 井　 晶 頌 機械・情報系コース（G）強化学習を用いた閉鎖環境下での走行軌跡の時間的最適化

釜 坂　 岳 人 機械・情報系コース（G）フラ衣装デザインツールに関する基礎研究

川 畑　 魁 星 機械・情報系コース（G）
遅延リスクを考慮したプロジェクト・スケジュール管理のための意思決定システムに関す
る研究

古井田　健太郎 機械・情報系コース（G）インタラクティブな動画 CAPTCHA に対するフレーム間差分を利用した攻撃手法の分析

兒 玉　 光 平 機械・情報系コース（G）CowFindAR: 牛顔個体識別を用いたモバイル端末向け管理情報提示システム

高 津　 茉 弥 機械・情報系コース（G）HMD を用いた Parks 3 Steps 法による眼位異常検査

宮 本　 滉 大 機械・情報系コース（G）バーチャル技術による小学生向け教育支援に関する基礎的研究

村 中　 弘 樹 機械・情報系コース（G）ブロックチェーンを用いた協調型マルウェア検知システムの開発

森　慎太郎 機械・情報系コース（G）深層学習を用いた遮蔽あり単一画像からの人体３次元形状推定

吉田　耕輔 機械・情報系コース（G）マルコフ連鎖と階層的和音選択による編曲支援法
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   ○ 宮崎大学工学教育研究部学術刊行物規程

平成 年４月１日
制 定

改正 平成 年 月 日 令和３年 月 日

（趣旨）
第１条 この規程は、宮崎大学工学教育研究部が学術刊行物として刊行する宮崎大学工学部紀要（以
下「紀要」という。）の投稿及び編集・刊行に関して、必要な事項を定める。

（目的）
第２条 紀要は、工学部における学術研究の成果並びに活動状況を発表し、学内外との学術交流を
果たすことを目的とする。

（投稿資格）
第３条 投稿代表者は、工学教育研究部の教員とする。

（編集）
第４条 紀要の編集は、宮崎大学工学教育研究部広報・地域連携委員会（以下「広報・地域連携委
員会」という。）が行う。

（刊行）
第５条 紀要は、電子媒体で年１回刊行する。
２ 投稿締切日、電子化経費、その他紀要の刊行に関連する必要事項は、広報・地域連携委員会で
決定するものとする。

（書式等）
第６条 紀要の原稿は、広報・地域連携委員会の指定する様式によるものとする。

（掲載の区分等）
第７条 紀要への投稿物の掲載に当たっては、次に掲げる区分を設ける。

紀要論文
資料

２ 前項第１号への投稿は、和文又は英文を原則とし、未発表論文であるものとする。その掲載に
当たっては、関係教員了承済みのものを原則とする。
３ 第１項第２号への投稿は、調査・実験などで得られた有益な資料などを対象とし、その採否は
広報・地域連携委員会が行う。

（著作権の帰属）
第８条 紀要に掲載された投稿物の著作権は、原則として工学教育研究部に帰属し、工学教育研究
部はそれらの投稿物を「宮崎大学学術情報リポジトリ」に登録できるものとする。

（雑則）
第９条 この規程に定めるもののほか、紀要の投稿及び編集・刊行に関する必要事項は別に定める。

附 則
１ この規程は、平成 年４月１日から施行する。
２ 宮崎大学工学部学術刊行物規程は廃止する。

附 則
この規程は、平成 年 月 日から施行し、平成 年４月１日から適用する。

附 則
この規程は、令和４年４月１日から施行する。
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