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Abstract: In the case of combined loads such as the simultaneous action of cyclic torsion and plane bending acting on the machine 
element, neither the first nor second principal stress amplitude can be detected by the copper electroplating method of stress analysis 
because this method utilizes the phenomenon that grown grains appear when the maximum shearing stress amplitude in the deposited 
layer attains the proper value to the plating. I comment on a unique method adopting copper foil with micro circular holes 
that enables separation and measurement of the first and second principal stresses in the element subjected to combined 
loads. 
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１．はじめに 

 

銅めっき応力測定法[1]は，私の恩師であり，

今は故人となられた名古屋大学名誉教授の大久保 

肇先生が東北大学に在籍中に考案された実験的応

力解析法である．現在使用されている多くの実験

的応力解析法が外国人研究者の発案によるもので

あるのに対し，この方法は数少ない日本人研究者

の手によるものである． 

銅めっき応力測定法に関する数多くの研究論

文があり，その測定原理から応用に関して今は絶

版となっているが，「銅めっき応力測定法」として

朝倉書店より専門書が発刊されていた．この専門

書は旧ソビエト連邦で海賊版が発刊され，私もそ

の一冊を大久保先生から頂戴した覚えがある． 

どのような実験的応力解析法でも長所と短所

があり，現在最も広く使用されている実験的応力

測定法である電気抵抗線ひずみゲージといえども

万能ではない． 

大久保 肇先生は，この方法にない長所をもっ

た応力測定法の開発に腐心され，銅めっき応力測

定法の開発にこぎつけられたと先輩より聞いた覚

えがある．この測定法は，まことにユニークであ

り，どのような構想から考え出されたものかは

大久保先生亡き今となっては知る由もない．ただ

一言，「北岡君，机の前に座っているだけでは駄目

だよ．」とおっしゃられたことを覚えている． 

大久保先生から頂いた学位論文のテーマは，応

力測定法ではなく，「炭素鋼の過小応力効果に関

する研究」であったため，助手，講師，助教授時

代は材料の疲労やその疲労過程において生ずるき

裂を対象とした研究が主であった． 

鳥取大学に赴任する数年前から，自身の好奇心

と博士課程に在籍する学生もいたため，新しいテ

ーマを模索し，銅めっき応力測定法の短所の一つ

を克服する手法を考案するに至った． 

教員生活を締めくくるに当たり，その概要を紹

介させていただく． 

 

２．銅めっき応力測定法の概要 
 

電着（電気めっき）により作成した銅に繰返し

負荷が作用すると，図１に示すような組織変化（結

晶粒子の成長）が生ずる．銅めっき応力測定法は，

この現象を利用して機械要素などに作用する繰返

し応力の大きさを求める実験的応力解析法である． 

実際の応力測定に当たっては，要素に直接銅め

っきを施すかあるいは銅めっき箔を接着する． 
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図１ 電着銅に発生した成長粒子 

 

成長粒子の発生割合（成長粒子発生密度）は，

繰返し数および作用する応力振幅に支配され，繰

返し数の増加および応力振幅の増加はともに発生

密度を増加させる． 

成長粒子の発生を支配するのは，図２のモール

の応力円に示すせん断応力τｐに相当する振幅で

ある．したがって，単軸あるいは純せん断といっ

た限られた応力状態（図２(a),(b)）に対しては最

大主応力σ１を求めることができるが，機械要素

の表面によく現れる二軸応力状態（図３）に対し

ては各主応力σ１，σ２を決定できない． 

機械・構造物の破壊の起点は，殆どの場合要素

あるいは部材表面にあり，破壊原因の大部分を占

める疲労破壊には図３の最大主応力σ１と応力振

幅τｐの両者が関与する．したがって，応力測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (a) 単軸応力(σ１=2τｐ) (b) 純せん断(σ１=τｐ) 

図２ 要素表面の応力状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 二軸応力状態(2τｐ=σ１-σ２) 

法としては，これらを共に測定できる方法がより

望ましい．  

最も広く使用されている電気抵抗線ひずみゲ

ージでは，ひずみロゼットを用いることにより，

これらを測定することが可能になる．しかしなが

ら，この方法ではリード線を必要とするため，回

転体や密閉空間内に置かれた要素には容易に適用

できない．これに対し，銅めっき応力測定法は，

リード線を必要としないため，電気抵抗線ひずみ

ゲージでは測定が困難な要素にも容易に適用でき

る利点がある．  

 

３． ひずみロゼット 

 

銅めっき応力測定法に基づいてσ１，σ２を求める

方法について述べる前に，この方法を思いつくヒ

ントとなったひずみロゼットについて若干述べて

みたい． 

本来，材料表面の伸びや縮み（垂直ひずみ）し

か測定できない電気抵抗線ひずみゲージに，弾性

理論から得られた主ひずみと任意の方向に生ずる

垂直ひずみ，せん断ひずみの間に成り立つ関係式

[2]を応用すれば，三方向の垂直ひずみを利用して

任意の方向のせん断ひずみをも求めることができ

る．この種のゲージはひずみロゼットあるいはロ

ゼットゲージとよばれている． 

測定原理は上述のように，まず任意の三方向の

垂直ひずみεφ，εα＋φ，εα＋β＋φ（図４）を測

定する．さらに，これらの値に基づいてモールの

ひずみ円を求めれば，測定個所のひずみの状態を

完全に決定でき，任意の方向のせん断ひずみを求

めることも可能となる． 

 モールのひずみ円を作成する手順は以下のよう

である．縦軸にγ/2を，横軸に仮のε軸を取る．

測定されたεα＋φを通ってε軸に垂線を立て、垂 

 

図４ ひずみロゼットによる垂直ひずみの測定 
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図５ 垂直ひずみによるモールのひずみ円 

 

線上の任意の点Ｄよりこの垂線に対して図４に示

した角度α，βでそれぞれ直線を引き，εαおよ

びεα＋β＋φを通る垂線との交点をＡ，Ｃとする． 
Ａ，Ｄ，Ｃを通る円が求めるモールのひずみ円と

なる[2]． 
 
４．銅めっき応力測定法による主応力の分離 

 

本題に入る前に，これから紹介する方法とは異な

る方法で銅めっき応力測定法を利用して主応力を

分離する方法も試みたが[3]，測定値を求めるには

煩雑な手順が必要であり，実機への適用という観

点からみれば決して満足のいくものではありませ

んでした． 

垂直ひずみしか測定できない電気抵抗線ひず

みゲージにより，せん断ひずみを求める方法があ

るのであれば，せん断ひずみしか測定できない銅 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 外力を受ける円孔を有する無限平板 

めっき応力測定法により，主ひずみを求める方法

も存在するのではないのだろうか？「逆もまた真

なり」と諺に言われているではないか．本研究の

きっかけは，このような単純な思いつきから始ま

りました．構想を現実のものとするには，何らか

の弾性理論を応用した工夫を銅薄膜に施す必要が

ありそうだという朧気な想いが頭の片隅にありま

した． 

 

４．１ 両端に組合せ負荷を受ける要素 

 

応力集中問題の代表的な例として，円孔を有する
無限平板がσ０とτ０の組合せ応力を受ける問題
がある（図６）．平板内では二軸応力状態となり，
円孔縁において最も応力が高くなる箇所Ａは，負
荷の状態によって一義的に定まることが知られて
いる[2]． 

これを電着銅薄膜に適用すれば，σ１とσ２を求

めることが可能にならないであろうか．  

両端に引張りとねじりを受ける丸軸を考えれ

ば，要素表面の応力状態は図６と同じであり，二

つの主応力はσ１＞０,σ２＜０となり，図３の応

力状態にある．また,成長粒子の発生を支配するの

は，τｐ=(σ１-σ２)/2 である．  

 円孔を有する電着銅薄膜に図６と同様の負荷

が作用すれば，円孔縁において最大応力が発生す

る箇所は第１主応力の作用方向と直交する点Ａと

なり，成長粒子はまずここに発生するはずである．

また，この薄膜を図６と同じ応力状態にある丸軸

に接着した場合にも成長粒子は同じ箇所に発生す

ると考えられる．ここで，図６のように要素の軸

と直交する方向からの偏角をθとすれば，要素に

生ずる各主応力σ１,σ２は以下の式で表される

[4]． 

⎟
⎟
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⎜
⎜
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22 p        (2) 

ただし， 

        θ=β 2tan       (3) 

これより，被測定部に円孔を有する電着銅薄膜

を接着し，円孔縁において成長粒子が発生し始め

る箇所(θ)と薄膜自体に成長粒子が発生を開始す
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る繰返し数から定まるτｐを求めれば，式(1),(2)

によりσ１,σ２を決定できることになる． 

 マイクロドリルで電着銅薄膜に直径 0.3 mm の

微小な円孔を作製し，成長粒子の発生箇所を調査

してこの手法の精度を検証した結果，σ１では最

大１％,σ２では３％以内となり，実用上十分な精

度を有することを明らかにした[4]． 

 

 
図７ 円孔縁に発生した成長粒子 

 

４．２ 二軸応力測定法の一般問題への拡張 

 

前節の方法はθが既知の場合には適用できるが，

機械要素の中には，θが未知となるものも少なく

ない．したがって，このような場合にも適用可能

なより汎用性のある方法を考える必要がある．こ

の方法を思い付くのにもかなりの時間を要したが，

薄膜に円孔を形成する方法に比べれば容易であっ

た．成長粒子の発生を支配する円孔縁の応力集中

率はσ１とσ２の大きさに支配されるから，この点

に着目すれば問題解決につながると考えた[5]． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 単軸引張り      (b) 単軸圧縮  

図８ 円孔縁の点Ａの応力集中 

 図６の組合せ負荷の応力状態は，図８(a)に示す

単軸引張りと図８(b)のこれと直交する単軸圧縮

の重ね合わせである． 

図８(a)の単軸引張りに対する点Ａの応力集中

率をα１，図８(b)の単軸圧縮に対する点Ａの応力

集中率をα２とする． 

 図８(a)の単軸引張りと図６の組合せ負荷にお

いて点Ａの応力が等しくなる条件を求めれば， 

     22111 σα−σα=σα ph    (4) 

ただし，単軸引張応力をσｐｈとする． 

組合せ負荷において作用する最大せん断応力

τｐは 

2
21 σ−σ

=τ p            (5) 

式(4),(5)より 

         
21

21
1

2

α−α

τα−σα
=σ pph

     (6) 

         
21

11
2

2

α−α

τα−σα
=σ pph

     (7) 

右辺のτｐは銅めっき応力測定法により測定でき

るから，α１，α２およびσｐｈが決定できれば，各

主応力σ１,σ２を求めることができることがわか

る． 

図８(a)の応力状態において銅薄膜に成長粒子

が発生する応力振幅と繰返し数の関係，すなわち

成長粒子発生の限界応力曲線（σｐ－Ｎ曲線）と

円孔縁での成長粒子発生の限界応力曲線（σｐｈ－

Ｎ曲線）を実験的に求めれば（図９），点Ａに成長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ α１，α２の決定法 
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粒子が発生する条件は 

php σα=σ 1              (8) 

式(8)より，α１を決定できる．一方，α２は図８

(b)に相当する単軸圧縮試験により求めることは

できない．この場合の最大応力集中箇所は点Ｂと

なり，成長粒子はこの点から発生を開始するから

である．この難点を回避してα２を決定するため

に，以下の方法を採用した． 

図８(a), (b)を重ね合わせて，σ１＝－σ２（＝

τｐｈ）とすれば，これは純せん断となる．この場

合の最大応力集中箇所は点Ａ，Ｂとなり，点Ａも

成長粒子の発生箇所となる．そこで，純せん断に

相当する繰返しねじり試験を実施し，この場合の

円孔縁での成長粒子発生の限界応力曲線（τｐｈ－

Ｎ曲線）を求める（図９）．点Ａに成長粒子が発生

する条件は式(8)と同様に 

php τα+α=σ )( 21      (9) 

1−
τ

σ
=η

ph

ph
とおけば，式(8),(9)より 

η−

ητ−σ
=σ

1

2
1

pph
         (10) 

η−

τ−σ
=σ

1

2
2

pph
          (11) 

ここに，σｐ＝2τｐである．したがって，α１，α２

を定めなくてもσｐｈ，τｐｈを求めればσ１，σ２

を決定できることがわかる． 

 この方法はσ１＞０,σ２＞０となる二軸引張り

状態の応力集中部へも適用できる[7]．  

 

４．３ 円孔縁における成長粒子発生割合の応力

依存性 

 

成長粒子は電着銅の内部ひずみの大きな箇所から

順次発生を開始する[6]．したがって，同一形状の

複数個の円孔を想定した場点，Ａの応力集中率が

同一でも，この点に成長粒子が発生を開始する応

力と繰返し数の関係は個々の円孔によって異なる

ことになる．したがって，主応力σ１，σ２を精度

良く計測するためには，複数個の円孔を対象とし

た統計的測定法が必要となる． 

図１０に示すフォトエッチングにより作製し

た直径約 60μm の微小な円孔を有する電着銅薄膜

を用い，円孔総数を曲げに対しては 160 個，ねじ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

図１０ フォトエッチングによる微小円孔 
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(a) 繰返しねじり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 平面曲げ 

図１１ すべり線発生割合と応力繰返し数の関係 
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りに対しては 80 個とし，繰返し応力と円孔縁にす

べり線が発生する割合ｒの関係を調査した結果を

正規確率紙により図１１に示す[8]．なお，すべり

線が発生した箇所に電解研磨，エッチングを施せ

ば成長粒子が確認される[図１２]． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 円孔縁に発生したすべり線と成長粒子 

 

ここで，成長粒子に代わりすべり線を採用した

のは，上述の処理によって生ずる円孔形状の変化

を防ぐためである．また，すべり線発生割合ｒと

は，対象とした全円孔縁の最大応力集中箇所に対

するすべり線の発生箇所の割合である．図に認め

られるすべり線発生割合ｒの繰返し応力および繰

返し数依存性は，材料の疲労破壊にも認められ[9]，

両者は類似した現象となる．そこで，疲労破壊を

取り扱うのに用いられる確率過程を本現象に対し

ても適用し，ｒが応力および繰返し数のいかなる

関数となるかを検討してみた． 

 

４．４ 円孔縁におけるすべり線発生の確率過程 

 

図１１に基づき，種々の繰返し応力についてすべ

り線発生の認められない割合Ｐ（１－ｒ）（非破 

壊確率）と繰返し数の関係を調査した結果を図１３

に示す．図にみられるように，lnＰとＮの関係は

上に凸の曲線となるから，すべり線発生までの過

程は多状態確率過程であり，すべり線発生以前に

成長粒子の核生成および核成長の過程が先行す

ることから[10]，３過程に分けて遷移確率をμと

おけば，次式が得られる[11]． 

)!1(

)(
)exp()(

13

1 −
μ

Σμ−=
−

= i
NNNP

i

i
   (12) 

ここに，Ｐ(Ｎ)＝１－ｒである． 

図１１の種々の応力の所定のＮに対するＰ(Ｎ) 

（図１１の●印）を式(12)に代入してμを定めれ

ば，表１の値となり，μは繰返し応力の値に依存

することがわかる．このμに基づいて，式(12)に

より各応力に対するＰ(Ｎ)－Ｎ関係を求めれば，

図の実線となり，測定値とよく一致する．  

 Ｐ(Ｎ)を繰返し応力の関数として表示するため

に，μの応力依存性を明らかにする．これに関し

ては種々の実験式が得られており，ここでは次式

を採用し，円孔縁のすべり線発生に対してこの式

の適用の可否を検討してみた．  

)exp(βσα=μ       (13) 

ねじりおよび曲げに対し，それぞれ二種の応力

τｐｈ＝115MPa，130MPa，σｐｈ＝130MPa，145MPa

を選べば，式(13) の，α，βの値が決定できる（表 

 
(a) 繰返しねじり 

 
(b) 平面曲げ 

図１３ 成長粒子の非発生割合と繰返し数の関係 
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表１ 遷移確率と繰返し応力の関係 

(a) 繰返しねじり 

τｐｈ Ｎ（×10５） μ 

115 30 0.060 

120 25 0.095 

125 20 0.138 

130 15 0.195 

 

(b) 平面曲げ 

σｐｈ Ｎ（×10５） μ 

130 30 0.073 

135 25 0.108 

140 20 0.157 

145 15 0.219 

 

表２ 係数α，βの値 

 α β 

繰返しねじり 7.706×10－５ 7.82×10－２ 

平面曲げ 5.312×10－６ 7.34×10－２ 

 

２）．この値により，式(12),(13)からｒ－τｐｈ－

Ｎおよびｒ－σｐｈ－Ｎの関係を求めれば，それぞ

れ図１１の実線となり，測定値とよく一致するこ

とがわかる．したがって，ねじりおよび曲げに対

する円孔縁のすべり線発生割合ｒは次式で表示で

きる． 

)!1(

)(
)exp(1

13

1 −
μ

Σμ−−=
−

= i
NNr

i

i
    (14) 

 以上の結果から，曲げおよびねじりに対しそれ

ぞれ２種類の応力を選び，所定のＮにおけるｒを

測定すれば，任意の応力および繰返し数における

ｒを決定できる． 

 したがって，要素に接着した電着銅薄膜自体に

成長粒子あるいはすべり線が発生を開始する繰返

し数より較正曲線（σｐ－Ｎ曲線）に基づいてσｐ

を決定し，任意の繰返し数におけるｒを測定して

これに対するσｐｈ，τｐｈを式(14)により定めれば，

式(11),(12)により二軸応力状態にある要素の各

主応力を求めることができることがわかる． 

 

４．５ 被測定物の弾性係数の影響 

 

本手法を実際の機械要素に適用する場合を想定す

ると，要素の弾性係数は種々に異なる．しかしな

がら，前節までの主応力分離式には被測定物の弾

性係数の相違が考慮されていない． 

 そこで，被測定物とこれに接着する銅薄膜の弾

性係数の相違を考慮して主応力分離式を修正し，

弾性係数の異なる３種類の材料について平面曲げ

（単軸）と平面曲げ－繰返しねじり組合せ（二軸）

試験を実施して修正式の妥当性を検証してみた． 

 図１４(a),(b)の両場合において円孔縁の点 

における応力が等しくなるとき，銅薄膜と試験片

の界面のひずみの連続性を考慮すると次式が導か

れる[12]． 

)1)((1/ βη−η−β+=σσ Cph      (15) 

ここに， 

Ｃ＝σ２／σ１，β＝(νｃ－νｍ)/(１－νｃνｍ)，

η＝α２／α１であり，νｃ，νｍはそれぞれ銅薄膜

および試験片のポアソン比である．式(15)より，

σｐｈ／σ１はβすなわちνｃとνｍに依存し，ηは

円孔直径と薄膜厚さに依存する定数であり[4]，被 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 単軸応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 二軸応力 

図１４ 試験片に接着した銅薄膜の応力状態 
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表３ σｐｈ／σ１の実験値とη 

 σｐｈ／σ１ η 

チタン合金 1.12～1.13 0.08～0.09

アルミニウム合金 1.09～1.10 0.09～0.10

SUS430 1.02～1.03 0.08～0.09

 

測定物の弾性係数とは無関係に一定値となる． 

 試験片材料としてチタン合金(νｍ＝0.381)，ア

ルミニウム合金(νｍ＝0.338)，SUS430(νｍ＝

0.261)を用い，種々の繰返し数において円孔縁の

すべり線発生割合がｒ＝50％となる応力振幅より

得られたσｐｈ／σ１の値とこの値を式(15)に代入

して計算されるηの値を表３に示す． 

 σｐｈ／σ１の値はνｍにより相違するが，ηは一

定値となり，式(15)の妥当性が裏付けられる． 

詳細は省略するが，被測定物と銅薄膜のポアソ

ン比の相違を考慮して得られた式(15)から導かれ

るσ１，σ２とこの点を考慮しない式(11),(12)に

よるσ１，σ２とを比較した結果，σ１には殆ど相

違がないが，ポアソン比の相違を考慮しない場合

にはσ２は実際よりも 10％程度大きくなることが

明らかになった． 

 

 τｐ   MPa 

Ｃ（＝σ２／σ１） 65 60 55 

0.0437    

-0.145    

-0.528    

-0.782    

-0.985    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 成長粒子発生密度と繰返し数の関係 

４．６ 較正曲線(σｐ－Ｎ曲線)を用いない方法 

 

これまで述べてきたように，σ１とσ２を分離して

計測する本測定法においては要素に作用するσｐ

の値を較正曲線により定めることが必須である． 

 σｐは成長粒子が発生を開始する繰返し数Ｎに

よって求められるが，このＮは応力振幅によって

固有の値となるため，これを決定するには試験を

頻繁に中断する必要がある．したがって，較正曲

線を利用する方法は必ずしも実用的とはいえない． 

これに対し，成長粒子の発生密度はＮとともに増

加し広範なＮに対して測定できる． 

 ここでは，成長粒子の密度を支配する応力成分

を明らかにすることにより，較正曲線に代わって

成長粒子の発生密度を利用する方法を検討する

[13]． 

弾性係数の異なる３種類の材料（チタン合金，

アルミニウム合金，フェレイト系ステンレス合金）

について種々の二軸応力比Ｃに対し，せん断応力

振幅τｐ（＝σ１－σ２）と成長粒子発生密度ｒ＊

および繰返し数Ｎの関係を調査した．一例として

チタン合金に対する測定結果を図１５に示す． 

τｐで整理すれば，Ｃの如何にかかわらず  

ｒ＊－Ｎ関係はほぼ同じとなり，他の材料に対し

ても同じ結果が得られた．これらの結果から，ｒ＊

とその増加速度を支配する主要な因子はせん断応

力振幅τｐであることが明らかとなった． 

 図の直線の傾きは成長粒子発生密度の面積増加

速度Ａであり，その平方根√Ａは粒子成長速度の

尺度になる． 

 τｐと√Ａの関係を詳細に調査した結果，次式

が得られた． 

qApp +=τ log          (16) 

DNr pqp += −τ /)(2* 10        (17) 

ここに，ｐ，ｑは材料に固有の値であり，Ｄはτｐ

に依存しない定数となる．この定数を用いて式

(17)より各τｐに対するｒ＊とＮの関係を求めれ

ば，図１５の破線となり実線とほぼ一致する．し

たがって，任意の繰返し数Ｎにおいてｒ＊を測定

すれば，σ １ ，σ ２ を定めるのに不可欠な式

(10),(11)の材料に作用したせん断応力振幅τｐ

を式(17)により決定できる． 

 

４．７ 周波数と波形の影響 

 

これまでの試験は，いずれも応力周波数は 60Hz
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とし，応力波形には正弦波を用いた．しかしなが

ら，稼働中の実機では，これを構成する要素に作

用する繰返し応力の周波数や波形は様々に異なる．

したがって，本手法を実機に適用するにあたって

は円孔縁のすべり線発生に及ぼすこれらの影響を

明らかにしておく必要がある． 

正弦波形を用いて種々の周波数で得られた円孔

縁のすべり線発生割合ｒとσｐｈの関係を図１６

に示す[14]．周波数の低下とともに同一応力振幅 
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に対するｒが増加し，ひずみ感度が上昇すること

がわかる． 

この結果に基づいて任意の周波数に対するσｐｈ

－ｒ関係を定めるため，ｒが 50％となる応力振幅

σｐｈ０．５を図１６より求め，1/4 サイクル当たり

の平均ひずみ速度４ｎσｐｈ０．５／Ｅ（ｎ；Hz，Ｅ；

使用材料のヤング率）との関係を求めれば，図１７

となる．図より両者の間には次式が成立する 

BEnA phph +σ=σ )/4log( 5.05.0    (18) 

この式を利用すれば，任意の周波数に対するσｐｈ０．５

を予測でき，ｒとσｐｈの関係の傾きが周波数によ

らず等しくなる（図１６）ことを利用して任意の

周波数に対するσｐｈ－ｒ関係が決定できる． 

  図１６の結果に基づいて各応力振幅に対し，ｒ

と繰返し数Ｎの関係を求め，対数正規確率紙によ

り図１８に示す． 

 任意の繰返し数Ｎ０におけるｒ０を測定するこ

とにより，荷重の周波数が既知の被測定物に作用

した応力振幅を図１６および図１８の関係を利用

して求めることができる．図１８においてＮ＝Ｎ０

上にこのｒ０をプロットし，他の直線と平行線を

引く．次いで，この直線上でＮ＝5.0 ×10５ある

いは 3.0×10５におけるｒの値を読みとる．さらに，

図１６におけるσｐｈとｒの関係の傾きが周波数 
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によらず等しいことを利用して，被測定物に作用

する周波数でのσｐｈ－ｒ関係が決定できるので，

図１８で読みとった値から作用したσｐｈを求め

ることができる． 

 種々の応力波形に対し，σｐｈ＝126 MPa，周波

数を4 Hzとして得られたすべり線発生割合ｒと繰

返し数Ｎの関係を図１９に示す．図中の三角波に

おける(a),(b),(c)は負荷速度と徐荷速度を変え

たものである．同一繰返し数に対するｒとｒの増

加速度 dr/dN は矩形波が最も大きく，正弦波，三

角波の順に低下する．また，三角波では負荷速度，

徐荷速度の相違はｒにほとんど影響しない． 

このように，ｒには波形依存性があるから，本

手法で二軸応力を精密に測定するには，被測定物

に作用する繰返し荷重と同じ波形に対するｒ－Ｎ

関係を求めておく必要がある．しかしながら，実

際には作用する波形が把握できない場合も多い．

そこで，矩形波，三角波に対して，正弦波が作用

したものとみなし，測定値がどの程度の誤差を含

むかを検討した[14]．この結果，誤差は４％程度

であり，正弦波が作用したとみなしても殆ど差し

支えないことが 明らかとなった． 

終わりに当たり，本手法を実用化するには，一

年間鳥取大学に助教授として在職された陳建橋氏

（現：華中科技大教授），機械工学科小野勇一助教

をはじめ，当時機械工学科固体力学研究室に在籍

した多くの学生諸君の多大な助力があったことを

付記し，謝意を表する． 
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Abstract: The author was requested by the committee of Reports of the Faculty of Engineering, Tottori university to summarize the 

major researches during the life in the Department of Electrical and Electronic Engineering. With many thanks, the author will 

describe the research activities on the Autonomous Mobile Robots DREAM as follows: 

       In the recent aging society, the burden of the nurses has increased. To reduce the burden even a little, we are developing the 

wheelchair type autonomous mobile robot, called DREAM-3, which will be used in indoor environments of the hospitals and/or 

welfare facilities. The DREAM-3 aims at carrying the passenger from its present place to the destination safely and comfortably. 

Along this line of the safety traveling, we have installed an environmental map to digitalize the information in the corresponding 

traveling environmental. Using the environmental map, suitable traveling route is estimated and a safety autonomous traveling is 

realized. This was proved on the traveling in a general welfare facility near our campus.  

Besides, based on the traveling approach of DREAM-3, a semi-automatic wheelchair robot, called DREAM-4, with a learning 

function has been proposed. A driver operates DREAM-4 by a joystick. And when the wheelchair meets with obstacles and senses 

danger, it travels slowly and avoids obstacles automatically. And DREAM-4 is to learn according to the operational feature of the 

driver, so that to make the steering easy. 

   

Keywords：autonomous mobile robot, environmental map, fuzzy control, an automatic wheelchair robot DREAM-3,  

a semi-automatic wheelchair robot DREAM-4, self-organizing map(SOM). 

 

１．はじめに 
 
 我々の自律移動ロボットの研究は、ファジイ制御理

論の実システムへの応用研究として、1989 年（平成

元年、電気電子工学科誕生の年）にスタートした。当

初、ファジイ制御の研究にあわせて、具体的に何かを

動かしてみたいという単純な動機で、自律移動ロボ

ットの研究に着手した。鳥取大学でも、公開講座がス

タートしてまだ間のないころで、我々の研究グループ

も、参加せよとのお誘いもあり、準備を始めた[1], [2]。
これが呼び水となり、自律移動ロボットを設計、試作

し、「人の前で走らせる」という目標を立て準備を進

めた。恥をかくまいと、懸命に努力し、なんとか切り

抜けた。さらに、走行実験の４輪モデルの例として、

縦列駐車を取り上げた。縦列駐車の制御にファジイ制

御を導入したが、これが思いのほか旨くいき、ある国

際会議（ダブリン、アイルランド、[3]）で発表する

と、興味を持たれた。論文発表のあと、「chairman が

我々のところに来て、ホンダの車に搭載して実現する

のか」と聞かれ驚いたこともあった。当初も今も、ロ

ボットの目として用いている超音波センサの特性改

善が課題で、複数のセンサを搭載したり、対象物体に

向けて、センサシステム本体を動かしたりして、環境

認識の精度を上げる努力をした。我々は、当初、「こ

うもりの超音波による飛行」の事実に着目し、何時の

日にか、距離、速度、形状認識の可能な超音波センサ

システム（我々は、「こうもりセンサ」と呼んでいる

が）を開発し、自律移動ロボットに搭載できることを

夢見た。この研究は、当初、文献もなく手探りでスタ

ートしたが、目下、博士課程後期の学生の博士論文に

なるまで発展している。この自律移動ロボットは、何

時ごろからか、研究室で、DREAM 号と呼ばれるよ

うになり、当初、１号機ということで、DREAM-1
と呼ばれた。卒業研究配属時に、学生諸氏も DREAM
号にかかわり、動かすために、演算制御工学研究室を

希望して、入ってきた。また、研究室のホームページ
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を見て、鳥取大学の電気電子工学科を受験し、演算制

御工学研究室に入ってきた学生も数人いた。インドネ

シアからの留学生が、研究室の制服に ”Realize the 
DREAM !! ” のスローガンを書いていたのを思い出

す。また、ある会社から研究員の方が、このプロジェ

クトに加わり、現在でも、いろんな技術的な助言をい

ただいている。有り難いことである。我々は、このよ

うに、自律移動ロボット DREAM を 15 年以上も、継

続して、研究することになるとは、当初、思ってもみ

なかった。現在のそれは、4 世代目になり、自己組織

化マップの学習機能を応用した DREAM-4 まで世代

交代をしている。あとで触れるが、このプロジェクト

は、現在、自律移動車椅子に応用され、実用化段階に

あり、実用化に向けて、産官学のある研究テーマに選

ばれ、「ちゅうごく産業創造センター」の主催で、さ

らに大きなプロジェクトに発展させるべく DREAM
研究会（「人工知能により操作負担を軽減する次世代

電動車椅子の実用化研究」研究会）が組織されている。

各界から有能な、研究者、企業家も加わり、鋭意、事

業化に向けて努力している。 
 日本でも、いづれ近い将来には、高齢化社会が訪れ

介護者の負担も増加するものと考えられるようにな

るものと、高齢化社会で活用されることを考え、1996
年頃、上記の自律移動ロボット DREAM 号の研究の

方向性を、電動車椅子に決めた。この方針に沿って、

病院や福祉施設等における身体障害者の介護用ロボ

ットとして、電動車椅子をベースとした車椅子型自律

移動ロボット DREAM-2 の開発を行った。DREAM-2
は、外界センサのみで、走行の制御を行った。走行の

安全性と信頼性を意図した DREAM-3 は、全自動走

行方式で、はじめに、タッチパネル等で、目的地地点

を指示してやれば、ロボットが環境を認識して、目的

地地点まで走行する方式である。DREAM-3 には、環

境マップを搭載した。「この環境マップ方式では、あ

らかじめ、走行環境をマップ化して、搭載し、自律移

動電動車椅子が環境を走行する場合に、その車椅子モ

デルも同時に、走行するもので、走行中に障害物が出

現した場合にこれをマップ上に書き込み、車椅子モデ

ルが、走行経路を探索決定し、駆動駆動を実機の駆動

系に伝える」ものであった[4]-[13]。先行技術調査で

出願中の特許を検索したが、このアイデアは、今でも

新しいようで、我々の DREAM-3 号のセールスポイ

ントの一つになっている。（特許検索では、学習機能

について、類似特許を見ない。環境マップに関する類

似特許として以下のものがある：特開 2002-36152 松

下 電 工 、 2003-214887  日 立 製 作 所 、 特 開 平

11-290390 松下電器産業、特開 2003-316439 安川

電機、特開 2003-24391 日立国際電気）。また、2005
年（平成 17 年）3 月 24 日、DREAM-3 号の公開走行

実験を大学の近くの老人健康施設“みやこ苑”で実施、

TV&新聞にも取り上げられた。 
次に、老人健康施設、福祉用具メーカ、車椅子製造

販売メーカの意見をアンケートにより収集し、車椅子

型自律移動ロボットに走行の全部を依存することの

危険性を考慮し、搭乗者の選択の自由を考慮した電動

車椅子を考案した。即ち、自律移動電動車椅子の走行

に学習機能を持たせて、「走るごとに賢くなる機能を

持たせうる走行法」を、自己組織化マップ（SOM）

の学習機能を用いて実現できる技術を考案した。あわ

せて、搭乗者の意思を重視した、行動選択のみで安全

に走行できる、半自動タイプの電動車椅子 DREAM-4
を提案した[14]- [21]。 

DREAM シリーズは、上記のように、自律移動ロ

ボット DREAM-1（初世代機）、自律移動車椅子

DREAM-2（第２世代機、全自動、環境マップ）、

DREAM-3（第３世代機、全自動、環境マップ＋学習

機能付、SOM の活用）、DREAM-4（第４世代機、半

自動＋学習機能付）と研究が進行中であるが、以下に、

DREAM-3 及び DREAM-4 についてその研究の概要

を紹介することにする。 
 
２．全自動自律移動ロボット DREAM-3 
 
全自動自律移動ロボット DREAM-３は、施設内に

おいて介護者の助けを必要とせずに、身障者を乗せて

安全に目的地までの移動を行うことを可能とするこ

とにより、身障者自身の意思の尊重やヘルパーの介護

に費やす負担の軽減等が期待される。DREAM-3 では、

新たに環境マップという地図駆動を搭載することに

した。この環境マップ上において DREAM-3 に搭載

したセンサ駆動を統合することにより、より安定した

自己位置認識,障害物認識を伴った自律走行を可能と

している。 
 
2.1 全自動自律移動ロボット DREAM-3 の構成 

全自動自律移動ロボット DREAM-3 の外形を図 1
に示す。DREAM-3 は市販の電動車椅子をベースとし、

これに各種センサやノート型パーソナルコンピュー

タをホストとするコンピュータシステム（以下、ホス

ト PC と記載）等を搭載した。駆動方式は左右の車

輪を独立して制御する事が可能な二輪独立駆動方式

であり、この駆動輪を用いて車体の方向転換と駆動を

行う。この左右の独立したモータにより、急旋回や真

値回転等の複雑な動作をスムーズに行うことが可能

である。図 2 に DREAM-3 のハードウエア構成図を

示す。DREAM-3 には自律走行を行うためのセンサと

して、周囲の環境認識に用いる超音波センサ[7], [8]、
自己姿勢角認識に用いるジャイロセンサ、ランドマー

ク検出に用いる磁気近接センサ、また、走行用モータ

システムを左右輪独立して搭載している。これらのセ
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ン サ 及 び モ ー タ の 制 御 用 に 16bit マ イ コ ン

H8(3048F)を搭載している。 
 

         
 （a）外形           

      
         （b）調整風景 
図１ 全自動自律移動ロボット DREAM-3 

 
 

超音波センサは車体前方に左右 3 個ずつ 45 度おき

に設置され、周囲の障害物との相対距離を計測する。

ジャイロセンサは角速度を示し、この角速度を H8 に

より 1 サイクルあたりの各変化量に積分し、この値を

出力する。ランドマークリーダ[22]は近接磁気センサ

であり、走行経路上の分岐点などにあらかじめ設置し

ていある金属性のランドマークを検出する。また、

DREAM-3 の走行制御及びシステム管理用に組み込

み型のホスト PC を搭載しており、各制御用 H8 ボー

ドからの駆動は USB を介してこのホスト PC へと送

られる。ホスト PC には、走行する施設内の壁や固定

障害物などの位置を記した地図駆動（環境マップ）[8] 
があらかじめ搭載されている。搭載している各センサ

からの駆動は全てこの環境マップ上に統合される。ホ

スト PC は、このセンサ駆動の統合された環境マップ

駆動を用いて走行パターンの選別及びファジィ推論

を用いての走行制御を行う。ファジィ推論の出力値は

DREAM-3 の目標姿勢角であり、この角度を目標に左

右のモータを PWM 制御する。この処理方法により、

精度の高い走行制御、センサに異常が発生しても他の

センサ駆動により補い走行できるといったロバスト

性の向上などがあげられる。 
 
2.2 環境マップを用いた環境認識 
各種センサの測定値は、誤差を含んでおり、また動

作の安定性も絶対とはいいきれない。そこで、

DREAM-3 では搭載するセンサから得られる駆動を

統括的に取り扱い、個々では誤差の多かったデータの

信頼性を上げるために、図 3 に示す環境マップという

走行環境の状況を書き込んだ地図駆動を DREAM-3 
のナビゲーション信号として使用する。 

 
 

 

図２ ハードウェア構成 

 

 
図 3 環境マップの概念図 

 
2.2.1 環境マップ  
 環境マップとは、ホスト PC 上での１[dot]が実環境

での１[cm]となるよう走行する屋内全体の壁、柱、固

定障害物などのあらかじめ存在する駆動を書き込み、

また絶対位置を DREAM-3 に認識させる境界線(ラン

ドマーク)も書き込んだ地図駆動である。DREAM-3
は、搭乗者から目的地入力が実施された場合に 短経

路探索を行い、その結果の 短経路を 適な間隔で分

割した位置駆動（サブゴール）を算出し、このサブゴ

ールも環境マップ上に書き込む。自律走行時には、こ

のサブゴールの連続した位置関係により現在の行動

パターンを選別する。走行の際は DREAM-3 の自己

位置や超音波センサで検出した未知の障害物を基に

環境マップを常に更新し、サブゴールの位置関係より
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走行パターンを切り替えながら走行制御を行う。図

4(a),(b)に環境マップ上の DREAM-3 モデルの位置と

実環境での DREAM-3 の自己位置との対応関係を示

す。 
 

   
(a)環境マップ上での   (b)実環境での DREAM-3 
 DREAM-3 モデルの   の自己位置 

自己位置 
図 4 環境マップの例 

 
図 4 より環境マップ上の自己位置と実環境での自己

位置は 1 対 1 に対応していることが分かる。また、

DREAM-3 では走行中に得られたセンサ値を用いて

自己位置の決定と未知の障害物の発見を行い,自己位

置と未知の障害物を環境マップに書き込み環境マッ

プを更新する。 
 
2.2.2 DREAM-3 の自己位置認識   

DREAM-3 は、左右輪に搭載しているロータリ・エ

ンコーダ［7］からのパルスより算出した走行距離と、

ジャイロセンサより得た変化角から DREAM-3 の位

置及び姿勢変化量を算出し、図 5 のように環境マップ

上の現在位置を更新する。 
 

2.2.3 DREAM-3 の障害物認識 
DREAM-3 の障害物認識は、前方に取り付けられた

6 個の超音波センサシステムを用いる。各超音波セン

サシステムからの相対距離値を使用し、環境マップ上

に書き込まれている DREAM-3 の現在位置から、 
 

 
図 5 環境マップ上での DREAM-3 

 
DREAM-3 の車体に取り付けられた６個の超音波セ

ンサと同位置となる箇所から、超音波センサの指向性

を考慮し（センサの向いている方向に対して±

23[deg]の広がり）、適切な位置に弧を描くように環境

マップに書き込む。例えば図 6 のように DREAM-3

前方に障害物が存在すると仮定し、前方右の超音波セ

ンサから x[cm]の値を取得したとすると、図 7 に示す

ように環境マップに書き込む。走行は、左壁沿いを基

準とした 短経路探索を用いて実行した。 
 
 

  
図 6 障害物の存在する環境 図 7 超音波センサ値

による環境マップの

更新             

 
ここでは、 短経路問題解決アルゴリズムの一つで

ある A∗ アルゴリズム［7］をベースとし環境マップ

上で経路探索を行うことにより様々な環境に適応し

た経路を生成し、その生成経路に対し複数台使用時に

おいても経路探索の時点で衝突の危険性を回避する

ような左壁沿い経路に 適化する方法を提案した

［10］。また、障害物回避行動におけるメンバシップ

関数は、遺伝的アルゴリズム(GA)により調整した。

DREAM-3 はファジィルールにおける基本行動パタ

ーンを左壁沿い走行、壁に依存しない走行、左折、右

折の 4 種類持っており、自律走行時には常にこの 4
種類の走行パターンから 1 つのパターンを選択し、そ

のファジィルールに従って走行する。しかし、これら

４走行パターンのみでは経路探索時に認識できなか

った未知の障害物を走行中に超音波センサなどのセ

ンサにより認知できても障害物の大きさによっては

回避困難である。そこで障害物を回避するため走行パ

ターンを新たに追加し、その走行パターンのためのメ

ンバシップ関数の構築に GA による 適化の手法を

提案した［11］。さらに、両輪駆動用モータの回転制

御にファジィ制御を導入した。これまでの DREAM-3
におけるモータ制御にはPID制御を用いていた。PID
制御はシンプルな構成でありながら、プロセス制御の

大部分の対象に対して優れた制御能力を持っている。

しかし、PID 制御では、各係数の決定に経験則が要

求される。これまで、DREAM-3 は、この各係数を適

当に決定していたために、速度指令値に対する実際の

走行速度の応答遅れが非常に大きかった。そのために

右左折などで曲がりきれずに衝突するといった問題

が頻発していた。そこでモータの制御システムに、

DREAM-3 の走行ダイナミクス（伝達関数）を考慮す

る必要がないファジィ制御を活用した。また、これま

での DREAM-3 にはブレーキ機能は設置されておら
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ず、従って、ホスト PC からの緊急停止信号や

DRAEM-3 の走行時、突然正面に障害物が出現した

場合や、部屋のドアが開くなどの予想ができない状況

が起こった場合においては、ホスト PC からの速度

指令値に追従することが不可能と考えられた。この問

題に対しては、ブレーキ機能を含んだファジィ制御シ

ステムを導入し、この点の改良もあわせて行った。 
 
2.3 走行実験   
上記のブレーキ機能を含んだファジィ制御システ

ムの有効性を検証するために、従来のブレーキ機能を

持たないモータ制御を用いた走行との比較実験を行

った［10］,［11］。 
実験はDREAM-3の車輪を浮かした卓上実験とし、

本学科 5 階においての環境マップを用いて実験を行

った。図 8 にブレーキを考慮した場合の走行走行、図

9 にブレーキを考慮しないこれまでの走行走行を示

す。 
 

 
図８ ブレーキを考慮した DREMA-3 の走行走行 
 

 
図 9 ブレーキを考慮しない DREMA-3 の走行走行 
 
図 9 の結果では階段前のエリアにおいて、DREAM-3
が速度を落とすことができずに大回りで左折してし

まっている。対して、図 8 の結果においては階段前

の壁が接近してくるにつれてブレーキ機能が働き、速

度を落として小さな移転半径で左折を行っている。ま

た、エレベータホールではブレーキを考慮していない

実験結果の方では、速度を落とすことができず、壁に

衝突してしまっているのに対し、ブレーキ機能を考慮

した場合においては壁に衝突することもなく正確に

目的地である演算制御工学研究室の前まで到達して

いる。以上により、ブレーキ機能を考慮した本手法の

有効性が確認できた。 
 
2.4 老人健康施設での試験走行 
これまで述べてきた実用化を目的としたロバスト

性向上のためのアルゴリズムにより、老人健康施設で

の試験運用を行った。同施設 2 階回廊部において初             
期値及び目的地を任意に設定し、人型の障害物を設置

した走行環境において行った。図 10 に走行実験を行

った老人健康施設の環境マップを示す。 
 

 
図 10 走行実験環境の環境マップ 
 

 

   
(a)                   (b) 

 
 

   
        (c)               (d)            

                  
図 11 大学近くの老人保健施設での公開走行実

験風景(障害物回避時) 
 
 
ここで黄色の長方形がスタート位置、緑の円がゴー

ル位置を示している、また赤の直線はランドマークを

示している。ここで人型の障害物は環境マップ上での

既知の駆動ではなく、走行中に突然出現するものとし

た。次に実際の障害物回避時の走行風景を図 11(a)-(d)
に示す。走行環境においても、未知の障害物を正確に

検出し、その駆動より的確な判断を行うことより障害

物を回避しながら搭乗者が指定した目的地まで安全

な自律走行が可能なことが分かった。前述したが、老

人健康施設“みやこ苑”での走行実験の模様が、

NHK-TV、読売新聞、山陰中央新聞、日本海新聞等

で動道された。実現に対する期待が手紙等で寄せられ

た[23]。 

17



大北正昭：電動車椅子型ロボット DREAM 号の走行制御に関する研究 

 
 
３．学習機能付き半自動車椅子ロボット DREAM-4 
 
3.1 半自動自律移動ロボット DREAM-4 の構成 
ここでは、学習機能付き半自動車椅子ロボット(以

下、半自動 DREAM-4 と記載)を提案する。搭乗者は

ジョイスティックにより操縦を行うが、半自動

DREAM-4 では、危険を感知すると徐行および回避行

動をとり、さらに搭乗者の操作法に合わせて学習を行

うことで、操作を容易にする特徴をもつ。即ち、走行

制御のため、自己組織化マップ(以下、SOM と記載)
を用いる［14］-［17］。SOM の追加学習機能を利用

し、搭乗者の操作の特徴に応じた学習を走行中に逐次

行う。本稿では、ファジイ制御を用いた走行によるデ

ータを用いて SOM の初期学習を行い、さらに SOM
へ追加学習を行う手法を提案する。また、本手法の有

効性を確認するために走行シミュレーションを行い、

検討する。 
 半自動 DREAM-4 は、図 12 に示すようにロータリ

エンコーダや超音波センサおよびノート型パーソナ

ルコンピュータ（以下、PC と記載）を搭載している。 
 

走行補助システム

走行速度の計算

H8(メインボード)
H8(超音波ボード)

超音波センサ

入力座標
(デジタル)

左右モータ
ロータリ

エンコーダ

PWM制御パルス
カウント

回転
ジョイスティック

入力座標
(アナログ)

目標速度パルス
カウント

走行速度

左右輪の
ブレーキ強度

指令速度の計算
指令速度

障害物までの
相対距離

ホストPC

指令速度

障害物までの
相対距離

 
図 12. 半自動 DREAM-4 の信号の流れ 

 
超音波センサを用いて、走行中に障害物との距離を測

定する。超音波センサは正面方向、斜め前方向、横方

向に向けて設置されており、それを左右に 1 組ずつ、

計 6 基が装備されている。超音波センサの位置関係を

図 13 に示す。SL1～SL3および SR1～SR3が超音波セン

サをあらわしている。ジョイスティックから得られる

座標から指令速度を算出し、これに対し超音波センサ

から得られる障害物距離値を考慮し速度調整を行う。

ロータリエンコーダは車椅子の速度を取得するため

に用いる。 
 
 

半自動
DREAM-4

SL1
SR1SL2

SL3

SR2

SR3

半自動
DREAM-4

SL1
SR1SL2

SL3

SR2

SR3

 
図 13. 超音波センサの配置 

 
 
3.2. 走行アシストシステム 
3.2.1 徐行および回避の方法 

ジョイスティックから算出した速度、即ち、左右輪

それぞれの回転数に対し、ブレーキ強度を考慮するこ

とで図 14 のように徐行および回避を行う。 ここで

ブレーキ強度とは左右輪それぞれの回転数を下げる

ための係数である。(a)は正面に障害物があり危険と

考えられるため、両輪のブレーキ強度を強めて徐行す

る。(b)は左方向に障害物があるため、右輪のブレー

キ強度を強め障害物の回避を行う。 
 

障害物

右
輪
に
ブ
レ
ー
キ

障害物

両
輪
に
ブ
レ
ー
キ

超音波センサ半自動
DREAM-4

SL1
SR1SL2

SL3

SR2

SR3

半自動
DREAM-4

SL1
SR1SL2

SL3

SR2

SR3

半自動
DREAM-4

SL1 SR1SL2

SL3

SR2

SR3

半自動
DREAM-4

SL1 SR1SL2

SL3

SR2

SR3

 
(a)徐行             (b)回避 

図 14. 徐行および障害物回避の方法 
 
3.2.2 ファジイ制御による走行補助 

障害物までの距離を前件部とし、出力される制御量

（以下、ブレーキ強度と記載）を後件部とする。走行

時には、指令速度を状況にあわせて調整し、ファジイ

制御器への入力とし、簡略化推論法を用いて走行制御

を行う。 
走行補助システムとしてファジイ制御を行った場

合のフローチャートを図 15 に示す。前件部で超音波

センサの距離値から得られる適合度、後件部はブレー

キ強度のシングルトン変数とし、各ルールのブレーキ

強度の重心を求め 終的なブレーキ強度とする。 
 
3.2.3 SOM による走行補助 

ファジイ制御による走行駆動を SOM に初期学習

させる。走行駆動とは表 1 に示すように、障害物まで

の距離、指令速度、およびブレーキ強度である。 
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start

指令角速度を求め
各超音波センサの重要度を算出

障害物までの距離の取得し
各方向に対する危険度を算出

ファジィ推論による
ブレーキ強度の算出

ファジィルールの生成

end  
図 15. ファジィ制御による片輪に対する 

ブレーキ強度算出手順 
 

 
表 1 . 入力ベクトル 

右輪ｙ方向右方向右斜め前方向右側正面方向

左輪x方向左方向左斜め前方向左側正面方向

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

右輪ｙ方向右方向右斜め前方向右側正面方向

左輪x方向左方向左斜め前方向左側正面方向

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

 
 
 
走行時には、図 16 のフローチャートに示すように障

害物までの距離および指令速度のみを SOM に入力

しマッチングを行い、勝者ユニットの参照ベクトルが

示すブレーキ強度を出力する。ここで、1 サイクル前

と現在の勝者ユニットを比較し、走行中に追加学習条

件を満たしていた場合に、SOM に対して追加学習を

行う。 
本稿では追加学習条件のとして、図 17 に示すよう

に 1 サイクル前の勝者ユニットと現在の勝者ユニッ

トを比較し、これらの二乗誤差が閾値以上である場合

に、これらの参照ベクトルを入力ベクトルとして上書

き学習する。これにより、ファジィ制御に比べてより

スムーズで安全な走行が可能になると考えられる。例

えば、周囲の障害物距離を用いてブレーキ強度を逐次

算出するファジィ制御においては、環境の変化や障害

物が超音波センサの死角に突然隠れた場合、急にブ 
レーキ強度を弱めることが考えられる。これにより、

急加速することが考えられる。逆にブレーキ強度を急

に強めることにより、急減速することも考えられる。

前述した条件により追加学習を行うことで、早いタイ

ミングで徐々にブレーキ強度を変化させるようにな

るため、急減速および急加速を防ぐことが可能になる 
 

start

勝者ユニットの参照ベクトル
が示すブレーキ強度を取得

周囲の障害物距離および指令速度を
SOMに入力し勝者ユニットを決定

end  
図 16. SOM による片輪に対する 

ブレーキ強度算出手順 
 
 

と考えられる。また、走行環境や搭乗者の操作方法に

より追加学習の内容は異なる。ゆえに、その走行環境

および操作方法において早いタイミングで徐々にブ

レーキ強度を変化させることで、学習するにつれ同じ

操作に対してもより安全な経路を走行するようにな

ると思われる。 
 

7080200200180

10050170150100

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

7080200200180

10050170150100

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

25040180190150

100025452030

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

25040180190150

100025452030

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

1サイクル前の勝者ユニットの参照ベクトル 現在の勝者ユニットの参照ベクトル

二乗誤差が
閾値以上の場合

7080200200180

10050170150100

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

7080200200180

10050170150100

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

25040180190150

100025452030

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

25040180190150

100025452030

ブレーキ強度指令速度障害物までの距離

追加学習するベクトル1 追加学習するベクトル2

 
図 17. 追加学習手法 

 
3.3 シミュレーション 
提案法の有効性を確認するため、シミュレーション

を行う。 
 

3.3.1  SOM の初期学習 
 まず、ファジィ制御により SOM の初期学習用デー

タを作成する。図 18 に示す環境にて、手動で任意に

操作する。このとき、ファジィ制御による走行補助を

行う。また、障害物までの距離、指令速度およびブレ

ーキ強度を 200msec 毎に保存する。 
参照ベクトルの各要素の 小値、 大値、および

小値と 大値の差をそれぞれ、表 2、表 3、表 4 に示      

す。ここで、表 4 より、ブレーキ強度の 小値と 大 
値の差が他の要素に比較して大きいことがわかる。 
これは、SOM が形成される際に、ブレーキ強度の 
値に大きく左右されることを意味している。ゆえに、 
各要素の 小値と 大値の差を変更することで、

SOM のクラスタリングの行われ方が変化すると 
考えられる。これにより、走行動作の調整を行うこと 
が可能である。 
 

入力データの調整 
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   図 18. 初期学習用データ作成に用いる環境 

 
表 2 . 参照ベクトルの各要素の 小値 

1-100000

1-100000

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

1-100000

1-100000

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

 
 

表 3 . 参照ベクトルの各要素の 大値 

1200100200200200

1200100200200200

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

1200100200200200

1200100200200200

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

 
 

 
表 4 . 参照ベクトルの各要素の 小値と 大値の差 

1199200200200200

1199200200200200

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

1199200200200200

1199200200200200

ブレーキ強度指令速度障害物までの相対距離

走行時の出力走行時の入力

 
 
本シミュレーションの例では、合計で 75 個のデータ

を用いて SOM へ初期学習を行う。初期学習に用いた

パラメータを表 5 に示す。 
 

表 5 . 初期学習のパラメータ 

0.001打ち切り閾値

15学習半径

0.02学習係数

50000学習回数

gaussian近傍関数

6角形出力層のユニットの形

20*20出力層の大きさ

100入力データ数

10次元数

Torusマップの種類

0.001打ち切り閾値

15学習半径

0.02学習係数

50000学習回数

gaussian近傍関数

6角形出力層のユニットの形

20*20出力層の大きさ

100入力データ数

10次元数

Torusマップの種類

 
 
 

3.3.2 走行シミュレーション 
搭乗者が、早く曲がるという操作の特徴を持つとし、

これを再現するため、ジョイスティックの入力座標が

正面より右に 30 度の状態になるように設定して動作

を検証する。追加学習における学習パラメータを表 6
に示す。 
 

表 6 . 追加学習のパラメータ 
 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(a)走行補助システム無し          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)Fuzzy 制御による走行補助 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 (c) SOM による 1 回目の走行         
 

図 19. シミュレーション結果 
 

0.001打ち切り閾値

15学習半径

0.02学習係数

gaussian近傍関数

0.001打ち切り閾値

15学習半径

0.02学習係数

gaussian近傍関数
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(d)SOM による 2 回目の走行 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
                

(e) SOM による 3 回目の走行             

図 19. シミュレーション結果(続き) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 初期学習後の SOM              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b)追加学習後の SOM 
図 20. シミュレーション結果 

 

シミュレーション結果を図 19 に示す。(a)より走行補

助システムが無い場合は壁に衝突することが分かる。

しかし、(b)に示すようにファジイ制御においては回

避を行う。ただし、走行はいびつな形となっており、

調整が不十分であると考えられる。また、初期学習を

した後の SOM を用いた場合においては、(c)に示すよ

うに壁に接近しているものの、衝突することなく右折

する。ただし、壁に接近している部分があり、危険な

状況があったと考えられる。(d)においては、(c)とは

逆の壁に接近している。これは、１度目の追加学習に

よる補正が強すぎたためと考えられる。3 回目の走行

では、(e)のように壁に接近することなく右折をする。

さらに追加学習を行うと、追加学習条件を満たさなく

なり、(e)に示した走行を繰り返すようになった。こ

の結果から、搭乗者が早く右折操作をしてしまうとい

う癖に対し、より安全に右折するように車椅子が学習

していると考えられる。本来は(c)のように逆の壁に

接近することなく徐々に安全な走行が得られること

が望ましい。そのためには、学習係数を小さくすると

良いと考えられる。 
また、追加学習の前後における SOM のクラスタリ

ングの状態を比較した結果を図 20 に示す。この結果

より、際立った変化は見受けられない。ゆえに、シミ

ュレーションを行った状況以外の環境に対する影響

は少ないと考えられる。さらに、安全な走行補助を実

現するために、右折時以外のさまざまな場合を考慮す

る必要がある。 
 
3.3.3 シミュレーションの評価 
 学習機能付き半自動車椅子ロボットの提案を行っ

た。また、Fuzzy 制御および SOM による制御を行う

プログラムを作成し、シミュレーションにより有効性

を確認した。この後、実機による実験を行う予定であ

る。 
 
４．「人工知能により操作負担を軽減する次世代電

動車椅子の実用化研究」研究会の発足 
 
学習機能付き半自動車椅子ロボットについては、本

研究の実用化を視野に入れた、DREAM 研究会（正

式名称は、「人工知能により操作負担を軽減する次世

代電動車椅子の実用化研究」研究会であるが）が、

2007 年（平成 19 年）4 月より発足している。研究会

は、メンバーは 12 名で、年に 4 回の研究会を経て、

これまで、演算制御工学研究室で培い発展させている

技術を土台にした、予算獲得のための準備委員会であ

る。メンバーは以下のとうりである（敬称略）。大北 正
昭（鳥取大学 工学部 電気電子工学科、教授）、大

木 誠（鳥取大学 工学部 電気電子工学科、准教授）、

岸 明広（キシ・エンジニアリング㈱、専務取締役）、
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徳高 平蔵（㈲ＳＯＭジャパン、代表取締役）、木村 昭
彦（㈱カサタニ 鳥取技術センター、所長）、黒田 正
範（(独)産業技術総合研究所 中国産学官連携センタ

ー、総括主幹）、島筒 博章（(独)科学技術振興機構 研

究成果活用プラザ広島、科学技術コーディネータ）、

内海 盛之（中国経済産業局 医療バイオ担当、推進

１係長）、松尾尊義（鳥取大学、産学･地域連携推進機

構、産学官連携コーディネーター）、村岡諭（臨時講

師、（株）シルバー新聞社, 電動車椅子市場について

の専門家）、大島 時生（(財)ちゅうごく産業創造セン

ター、コーディネーター）、道中 眞典（(財)ちゅうご

く産業創造センター 産業創出部、部長）、田端 主
（(財)ちゅうごく産業創造センター 産業創出部調

査役）及び演算制御工学研究室の学生により構成され

ている。 
 

 

          
 

図 21 DREAM 研究会メンバー 
 

 
 

図 22 研究会での走行実験 
 
 
５．まとめ 
 
我々は、病院や福祉施設等において利用することを

前提とし、施設内において介護者の助けを必要とせず

に、身障者を乗せて安全に目的地までの移動を可能と

する身障者介護用ロボットとして、電動車椅子をベー

スとした車椅子型自律移動ロボット DREAM-3 を開

発している。 
車椅子型自律移動ロボット DREAM-3 の特徴は、

実用化に向けたロバスト性、様々な走行環境に対応す

る柔軟性の向上の目的として、環境マップを搭載して

いる点にある。性能評価のため、老人保健施設におい

て走行実験を実施し、上記の環境マップを含む走行ア

ルゴリズムの実装により実際の走行環境において搭

乗者の安全を意識したロバスト性の高い自律走行を

行うことができることを確認した。 
次に、学習機能付き半自動車椅子ロボット(半自動

DREAM-4)を提案した。半自動 DREAM-4 では、搭

乗者はジョイスティックにより操縦を行うが、危険を

感知すると徐行および回避行動をとり、さらに搭乗者

の操作法に合わせて学習を行うことで、操作を容易に

する特徴がある。また、走行を重ねることで、より賢

い走行が実現できる車椅子の開発とも言える。 
本文で触れたが、現在、上記の半自動 DREAM-4

の実用化研究が、ちゅうごく産業創造センターの協力

を得て、未来型の車椅子の開発が進行中である（図

23 未来型の車椅子の例）。今後の発展を期待される

よう鋭意努力したい。 
 

 
 

図 23 未来型の車椅子の例 
 

6. その他の研究 
 
自律移動車椅子ロボット DREAM シリーズの開発

研究は、前述したように、1989 年（平成元年、電気

電子工学科誕生の年）からスタートした。研究室と 
しては、「自律移動ロボットの走行制御」を、メイン 
テーマとして掲げ、ソフト班、ハード班、超音波班、

画像班に分け、研究分担し、各班にチームリーダ（班

長、大学院生）をおいて進めてきた。そのうち、博士

後期の学生が生まれて、研究に熱を帯びてきた。さら

に、電力用変圧器メーカからも博士後期の学生が入学

してきて、パワー班ができ、徳高平蔵先生（現 鳥取

大学名誉教授）の勧めもあり、自己組織化マップ
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（SOM）の考え方を学ぶことになった。SOM のアル

ゴリズムは、当初、その創始者であるフィンランド、

ヘルシンキ工科大学のコホーネン先生［14］とその

研究グループの開発されたものを使用していたが、

我々の研究室でも、SOM アルゴリズム作成チームを

編成し、所謂、演算 SOM を完成させた。画像処理等

に活用されたが、処理速度に問題があった。演算 SOM
の改善に意欲を燃やして研究室に入ってきた学生が、

このアルゴリズムを改良し、トーラス SOM（Torus 
SOM）を完成させた。Torus SOM は、他の研究室で

も、有効に使用されており、その後に出版された文献

［16］の CD 版により世間に公開されている。図 24 
に同文献に掲載されているプログラム外観を示す。パ

ワー班では、タップによる電力用変圧器の電圧制御、

SOM を用いた電力用変圧器の温度予測、SOM を用

いた電力系統の電圧予測、水道局の配水量予測等の研

究を実施した。超音波班では、「こうもりセンサ」の

研究が光を見出しつつある。結局、2007 年 9 月現在

までで、パワー班で、3 名（杜 紅、乾 正博、馬庭

芳朗）、ソフト班で、大木准教授を含め、2 名（大木 

誠、権田英功）、ハード班で、2 名（宮田仁志、G. 
Nyauma  Nyakoe）, 他２名（高橋信雄、横関一郎）

の博士（工学）を輩出した。現在、超音波班で、1 名

（奥雲正樹）、パワー班で、1 名（Peter Kamita Kihato、
在 Jomo Kenyatta  University,  Kenya）の学生が

博士取得を目指して健闘中である。学科内、学科外の

多くの皆様のご協力に感謝致します。 
 

             
図 24 Torus SOM のプログラム外観 

 
 
７．おわりに 
 
 電気電子工学科が設立されてから着手した「自律移

動ロボットとその制御」の研究について、研究動機、

研究開発の進め方、社会からの反応、現在の研究状況

等を説明した。大学発の研究が、微力でも、社会に役

に立てば幸いである。 
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１．はじめに 

 

 山陰地域は西南日本内帯に位置し、大山、三瓶

山、神鍋山などの第四紀火山が日本海沿岸に沿っ

て点在している。この地域には、特に 19 世紀後半

から 20 世紀にかけて多くの被害地震が発生した。

1872 年の浜田地震(M7.1)、1925 年の北但馬地震

(M6.8)、1927 年の北丹後地震(M7.3)、1943 年の鳥

取地震(M7.2)、そして、2000 年鳥取県西部地震

(M7.3)〔以下「鳥取県西部地震」と略す〕である。

これらの大地震は日本海の海岸に沿って分布して

いる（浜田地震は日本海海底）。しかし、丹後半島

から島根半島に至る日本海沿岸と、島根半島より

西方の日本海沿岸では地震の発生の様子が異なる。

前者には北丹後地震、鳥取地震、鳥取県西部地震

などの大地震が発生している地震多発地域である

のに対し、後者は 1872 年の浜田地震(M7.1)が日本

海海底に発生しているのみでその相違は著しい

（図 1）。 

微小地震の分布も大地震の分布と同様に日本

海沿岸に沿って線状配列をしている。これらの分

布をさらに詳細に見ると、その活動は１つの連続

した活動域ではなく、活動域と空白域が交互に見

られ、線状配列も一律ではない。主な活動域は鳥

取地震が発生した鳥取県東部中部、鳥取－島根県

境付近、三瓶山・広島県北部付近、島根県中部西

部がある。また、空白域としては兵庫県北部、大

山付近と島根県東部地域がある。鳥取県西部地震

は、島根県東部地域の空白域と大山付近の空白域

に挟まれた地域で発生している（図 2）。 

 地表面の活断層に沿った地震活動は、地下断層

系の応力場に起因するとして、地震の発震機構解

析などから解明されている。今まで山崎断層地域

をはじめ、多くの研究がなされ、地殻応力場と活

断層の関連が明らかになって来ている[1][2]。今

までの研究から、山陰地域の応力場は山崎断層系

などの近畿地方の断層系とは少し異なり、鳥取地

震の主応力方向に代表されるように東西方向から

時計回りに少し回転した応力場を示している

[3][4][5]。しかし、鳥取県西部地震の発震機構は、

ほぼ東西主圧力の地殻応力場を示している。 

 ここでは、山陰地域の地震活動の特徴について

まとめた。それぞれの地震群の震源断層の走向や

震源分布、地震活動の移動などについて議論する。 

 
図１ 山陰地域の被害地震 
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２．山陰地域の地震   

 

この地域の地震活動は、880 年の出雲地震

(M7.0)以来、1,100 年以上大地震が発生していな

いこと、山陰海岸に沿った地震活動域で 1874 年の

浜田地震(M7.0)、1943 年の鳥取地震(M7.2)、1927

年の北丹後地震(M7.3)が 19・20 世紀に発生し、島

根県東部で発生していないこと、最近の地震はこ

の地域への地震活動の集中があり、鳥取県内では

1983 年から地震活動域が東から西へ移動した。 

 山陰地方の過去の地震活動の特徴を見てみる。

資料として、宇佐美龍夫がまとめた「日本被害地

震総覧」を基にして、中国地方中東部から近畿地

方北西部を含む、北緯 34度 40分から 36度までと、

東経 133度から 135度 20分までの範囲の地震を抽

出した(図 1)。38 地震が記載されているが、701

年の丹波地震、868 年の播磨地震、880 年の出雲地

震、三つの古い地震以外は江戸時代以降の地震で

ある[6]。この間約 700 年間、この地方には地震の

記載がない。種々の事情によって古文書が消失し

てしまったか、地史などの編纂が行われなかった

ためと地震被害の記載がないために、知ることが

出来ないと考えられる[7][8]（図 1）。 

 日本海沿岸の地震活動では、丹後半島から島根

半島に至る日本海沿岸と島根半島より西方の日本

海沿岸では地震の発生の様子が違う。前者には北

丹後地震、鳥取地震などが発生している地震多発

地域であるのに、後者は 1872 年の浜田地震が日本

海海底に発生しているのみでその相違は著しい。

日本海海底に発生している地震は丹後半島沖の北

丹後地震余震域の延長部に見られる。そして、兵

庫県から鳥取県の沖にも少ないが発生している。

島根県沖には、西南西－東北東走行の地震帯が２

列と存在し、海底下の地震発生が朝鮮半島へと連

なっている状況が見える。 

 

 

図２ 中国地方の地震分布（SEIS-PC より） 

 中国地方で一番高い大山付近は地震活動の少な

い空白地域であるのに、同じ第四紀の火山である

三瓶山から島根ー広島県境は地震活動域である。

三瓶山周辺が活発な理由には定説はないが、地下

の状態を示す温泉分布では、大山の山体内には温

泉はなく外れて米子市の皆生温泉そして東側の関

金温泉、三朝温泉がある。それに対して、三瓶山

には山頂付近に三瓶温泉（志学温泉）があり、周

辺部にも池田温泉、千原温泉、出雲湯村温泉、湯

抱温泉等がある。この地下の状態の相違が地震活

動の相違と考えられる。 

 次に、山陰地方を「地震活動域」に分割して地

震活動の特徴について述べる。 

京都府中部・北部、兵庫県北部では、1925 年、

1927 年の大地震の発生があり、それ以前には大き

な地震は記録されていない。701 年の大宝の地震

は「冠島伝説」が語り継がれているが定かではな

い。宮津では江戸時代何回かの有感地震が記録に

残されている。現在も地震活動が続いている地震

活動域である。 

鳥取県東部・中部では、鳥取県東部・中部地域

で、1943 年の鳥取地震は忘れることはできない。

1,000 人以上の人が亡くなり、鳥取市に壊滅的な

破壊を及ぼしている。この災害の再来を防ぐこと

は、後世の人々に対する今の我々の任務でもある。

この地域では江戸時代に鳥取県中部地域に被害地

震が発生していることは、”地震は再来する”との

言葉通りの結果を示している。ここで注目すべき

点は、地震活動が連続する発生パターンである。

江戸時代の地震では 1710 年（宝永 8 年）10 月 3

日にマグニチュード 6.5 の地震が起こり、約 5 カ

月半後の翌年の 3 月 19 日に 6.0 の地震があった。

1943 年の地震は 3月 3日と 4日にマグニチュード

6 以上の地震活動があり、約半年後にマグニチュ

ード 7.2 の鳥取地震が発生している。江戸時代の

時は活動が北から南へと移動しているのに対して、

鳥取地震の時は 3 月の活動は鳥取市から東側に余

震が集中的に発生し、9 月の時は主な余震は鳥取

市から西側の地域、特に鳥取県中部に多く発生し

ている。又、鳥取地震から約 40 年後の 1983 年 10

月31日にマグニチュード6.2の鳥取県中部の地震

が発生している。これはこの地域の地下に蓄積さ

れる地震エネルギーが６クラスの地震であれば、

いつでも発生する可能性を秘めていることを我々

に再認識させた[9]。 

鳥取－島根県境では，880 年の出雲地震の震央

は以前にはもっと西の出雲大社の付近だとも考え

られていたが、ここでは出雲国府のあった東出雲
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地方と考えた。鳥取―島根県境付近で地震が多く

発生している。古くは米子城に被害を及ぼした地

震が記録に見られる。明治以後でも 1904 年、1914

年の島根県東部の地震、1925 年の美保湾の地震、

1955 年の根雨の地震と発生して、米子市、境港市、

出雲市、松江市、安来市等に被害を与えている。

美保湾の地震については、この時代の観測精度か

ら考えて震源が少し北へずれて決定されていると

の見方もあり、この活動域の地震と推定した。1989

年、1990 年、1991 年、1997 年の鳥取県西部の群

発地震、1991 年の島根県東部の地震と最近地震活

動が活発化し、2000 年鳥取県西部地震へと活動が

継続した。 

島根県・広島県北部では、三瓶山付近から広島

県北部の地震活動が高い地域である。同じ第四紀

火山の大山と違い三瓶山の周辺は微小地震が常時

発生している。しかし、この「活動域」では過去

にマグニチュード 6.1 の地震より大きな地震は発

生していない。大山付近の地震活動との相違の原

因は明確ではないが、温泉地の分布などから三瓶

山の方が現在も活動的であろう。広島県の三次市

付近まで中国山脈下にも地震活動域が存在してい

る。西南西―東北東に並ぶ明瞭な地震帯が存在し

ている。大地震では、1872 年に浜田地震が島根県

の西部に発生し、景勝地として「畳が浦」が海底

から隆起した[10]。 

 

３．それぞれの被害地震 

 

 次に、主な地震についてその概略を述べ、それ

らについての考察を行う。 

 

① 出雲の地震（M7.0） 

 880 年 11 月 23 日（元慶 4 年 10 月 14 日） 

出雲國（東経 133.2 度、北緯 35.4 度、深さ未決定） 

 三代實録には「二七日丁未、出雲國言、今月十

四日、地大震動、境内神社佛寺官舎、及百姓居廬、

或顛倒或傾倚、損傷者衆、其後迄干二十二日、晝

一二度、夜三四度、微震動、猶未休止、」と出雲地

方で寺社や官舎などに大被害を出している。そし

て、類聚國史には、「元慶四年十月一四日甲午、地

大震」と、京都で同じ日に大きな震動があり、京

都で有感であるためには、地震のマグニチュード

を７としたが、幾人かの研究者から、京都で感じ

られた地震は別のもので、大きな地震ではないと

の意見がある。これは出雲から京都への途中の

国々（伯耆、因幡、丹波等）で、もし地動が感じ

られていれば地震の記載があると推定されるのに

ないためである。この論議は荻原尊札著「古地震」

に詳しい。そして、震央の位置も出雲大社の被害

であれば、地震は宍道湖の西であり、国府の位置

では東出雲町になる。「古地震」では木次町の木次

南断層にしている。ここでは、国府の位置を採用

している[8]。 

 

② 宝永の地震（M6.5） 

 1710 年 10 月 3 日（宝永 7 閏年 8 月 11 日） 

伯耆・因幡（東経 133.7 度、北緯 35.5 度、深さ未

決定） 

 鳥取藩史（因府年表）にはその地震の記載が次

のようにある。「十一日未剋 大地震。西の方殊更

強く揺らすと云。河村・久米両郡の間、破損尤多

く、所処山崩れ、民舎を圧潰すと云。倉吉士商家

土蔵を損じ、大地に壱尺程なる割目往往に入り候

由。又八橋町の中六十余字潰家あり。其外津田氏

の茶屋を始め家中やしき破損少なからず。又大山

の六坊震倒せし由、市語す。」 

 鳥取県中部の村々に被害が出ている。この地震

は規模から言えば 1983 年の鳥取県中部地震より

少し大きい程度で余震も少しの間続いたと推定さ

れる。しかし、被害も家屋のみで死者が出ていな

いのは幸いだった。この地震の後、約半年後に近

くに正徳の地震が発生している。 

 

③ 正徳の地震（M6.0） 

 1711 年 3 月 19 日（正徳元年 2 月 1 日） 

伯耆・美作（東経 133.8 度、北緯 35.2 度、深さ未

決定） 前の地震から約半年後に発生している。 

「基凞公記」には 

「寶永八年（正徳元年）二月二日・・（中略）・・

松平越後守領分作州津山、二月二日子刻地震、大

庭郡、眞嶋郡之内、損亡覚、 

一、家敷二百五十九軒、内百十八軒潰家百四十一

軒半家 

一、堂宮十八軒半潰 

一、田畑荒地八ヶ所内 九反六畝十八歩、山崩永

荒、 

一、井溝埋六ヶ所 

一、山崩七十ヶ所 

一、牛馬 四疋被打殺候内 馬２疋、 牛２疋 

右之通、在方損亡、城下家中、別條無御座候、

以上、 

  二月、十一日 

一、因幡、伯耆、去二月一日、地大震、人家三百

八十余ツブル、男女四人死、 

    山崩、田畠所々皆無之由也、」 
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と、津山藩の地震災害の報告が残っている。宇佐

美、理科年表（平成元年度）はこの報告から震央

の位置を鳥取ー岡山県境にしている。しかし、被

害の状況からいえば、因幡・伯耆の方がひどいと

も見える。また、この震央付近には最近の地震観

測の結果から、ほとんど地震が発生していない。

このことから震央の位置は「理科年表（昭和 62

年度まで）」の震央位置のように少し北にあるのが

正しいと考えられる。 

 前の宝永の地震と連発性を「双子型」と言い、

山陰地域の地震発生の特徴とも見られる。 

 

④ 浜田地震（M7.1） 

  1872 年 3 月 14 日（明治 5 年 2 月 6 日） 

石見・出雲（東経 132.1 度、北緯 35.1 度、深さ未

決定） 

 西日本では日本海の海底に発生したマグニチュ

ード７以上の唯一の地震である。被害は全壊

5,000 戸、死者 600 人以上で、島根県西部を中心

に出雲地方、広島県に及んでいる。約 1 週間前か

ら前震活動があり、本震に伴って地殻変動が起き、

著しい海岸の昇降が見られた。そして、地震の後

には名勝地「畳が浦」が出現していた。小津波が

発生したが、被害はなかった[9]。 

 

⑤ 三保湾の地震（M5.8） 

    1925 年 7 月 4 日 4 時 29 分（大正 14 年） 

鳥取県西部（東経 133.3 度、北緯 35.5 度、深さ未

詳）  震度４：米子 

 境港と米子で壁の亀裂、道路・堤防の亀裂、石

垣の破損も多く、地割れからの噴水や細砂の噴出

が見られ、埋没した井戸もあった。これは鳥取平

野と同じ砂地盤特有の液状化現象である。 

 余震は 7 月 4 日 4 時 34 分、8 時 53 分、5 日 23

時 53 分、11 日 17 時 33 分と発生した。これらの

余震の震央は日野川沿いで、本震の美保湾内と大

きく違っている。観測記録もなく詳細は判らない

が、本震の震源位置は美保湾ではなく日野郡では

ないかとも推定されている（浜田）。この地震は境

港と米子で被害が出ているために美保湾が震央に

なったと思われる。 

 

⑥ 北但馬地震（M6.8） 

  1925 年 5 月 23 日 11 時 9 分（大正 14 年） 

  兵庫県北部沿岸（東経 134.8 度、北緯 35.6 度、

深さ未決定） 

 震央は円山川河口付近で、死者 428 人、家屋倒

壊 1,295 戸、焼失家屋 2,180 戸を出す大惨事とな

った。豊岡市と城崎温泉は家屋倒壊と地震後の火

災により壊滅した。田結には２本の平行した地震

断層が出現した。断層の長さはそれぞれ約１．６

キロメートルで、60ー85 センチメートルの西落の

正断層を示す。 

 

⑦ 北丹後地震（M7.3） 

  1927 年 3 月 7 日 18 時 27 分（昭和 2 年） 

（東経 135.15 度、北緯 35.53 度、深さ 0km） 

 京都府北西部の丹後半島に大被害を出した。全

体で 2,925 人が亡くなり、全壊家屋は 1,2584 戸に

達した。被害は近畿地方一円、四国の香川、徳島

にまで及んだ。鳥取市では負傷者 1 名、米子市で

は家屋倒壊 2、破損 2、西伯郡・境港でも被害が

出た。震央地域で２つの地震断層が出現した。郷

村断層は北北西から南南東の走行で長さ 18km、断

層の西側が最大 80cm 隆起し、かつ南へ最大 270cm

移動した。山田断層は郷村断層に直交している。

長さ 7km、北側が最大 70cm 隆起し、かつ東へ最大

80cm 移動した。 

 

⑧ 鳥取沖地震（M6.1） 

  1943 年 3 月 4･5 日 （M6.2、M5.7、M6.2） 

4 日 19 時 13 分にマグニチュード 6.2 の地震が

発生し、22分後の 19時 35分にマグニチュード 5.7

の地震が連続して起こった。その後も余震が続き、

翌日 5日 4時 50分にもほぼ同じ所でマグニチュー

ド 6.2 の地震が発生している。震央は当時の地震

記録と被害分布から鳥取市賀露港沖と推定された。

鳥取市では震度 5 を記録した。地震活動が余震も

含めて鳥取県東部の比較的狭い範囲に集中してい

るため被害は県東部の鳥取市，気高郡，岩美郡，

八頭郡、特に海岸部に集中した。死者はなかった

が軽傷者 11 人、家屋全壊 66 戸、半壊 594 戸であ

った。賀露港の護岸が 3 箇所で崩れたほか、湖山

村で延長 300ｍにわたって崖崩れが発生し、沿岸

に沿った鉄道にも多数の被害が発生した。地震に

伴う現象として、地鳴、噴砂、温泉や井戸水の異

常が各地で発生し、発光現象も報告されている。 

 

⑨ 鳥取地震（M7.2） 

  1943 年 9 月 10 日 17 時 37 分（昭和 18 年） 

（東経 134.08 度、北緯 35.53 度、深さ 0km） 

 鳥取市に壊滅的な被害を与えた。死者は 1,083

人で、全壊家屋は 7,485 戸に達した。鳥取県が 1

年後にまとめた「地震小史」では亡くなった人は

1,200 人以上で、鳥取県が壊滅している[11]。走

行がほぼ東西方向の 2 つの地震断層が出現した。 
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図３ 1943 年鳥取地震の余震分布 

 

吉岡断層は長さ 4.5km、北側が最大 50cm 沈下し、

東方へ最大 90cm 移動した。鹿野断層は長さ約 8km

で、蝶番断層と云われている、南南西翼では北が

南に対して最大 75cm 沈下し東方へ 150cm ずれた

[11]。北北東翼では最大 50cm 隆起し西方へわずか

ずれた。余震は倉吉市の周辺に多く発生した（図

3）。 約半年前の 3月 4･5日の鳥取県沖地震（M6.1）

と双子型であり、山陰地域の地震活動の１つの特

徴である。京都大学が兵庫県の生野鉱山内で観測

していた地面の傾斜を測定する傾斜計が地震の数

時間前から異常変化を示す、前兆現象がみられた。 

 

⑩ 根雨地方の地震 

 1955 年 6 月 23 日（昭和 30 年） 

      22 時 19 分  Ｍ＝4.6 

         22 時 41 分  Ｍ＝5.5（本震） 

         23 時 13 分  Ｍ＝4.3 

 鳥取県西部（東経 133.33 度、北緯 35.23 度、深

さ未詳） 

 日野郡根雨町付近では石垣の破損、落石、橋の

橋脚破損などの小被害が出た。この地域ではこの

地震の前、 5 月 22 日から有感地震の発生が続い

ていた。鳥取県西部の地震活動の特徴である群発

地震型である。 

 

⑪ 三瓶山付近の地震 

1977 年 5 月 2 日 （M5.3）  

1978 年 6 月 4 日 （M6.1） 

（緯度 35 度 04.3、経度 132 度 40.89、深さ 5

ｋｍ） 

島根県東部空白域の西側であるこの地域は、地

震活動が定常的に続いている。この活動の中で、

最大の活動は１９７７年と１９７８年の約１年の

間隔をおいて発生した。双子型地震活動である。

1977 年 5 月 2 日に三瓶山東方にＭ＝5.3 の地震が

発生し、約１年後の 1978 年 6 月 4 日午前 5 時 3

分に三瓶山の南東約 10km で、この地域では最大級

の地震(M6.1)が発生し、多くの余震を伴い、周辺

部の温泉では湧出量の増大など多くの異変が発生

した。各地の震度は広島、呉が震度４で、松江、

米子、浜田、福山、岡山、松山が震度３で、鳥取、

山口などが震度２となっている。地震波動のエネ

ルギーは山陰地方よりも南方向に強く放射された

ことが伺われる。これは地震のメカニズムの特徴

を示すものである。 

２つの地震の相対的な位置は 77 年 5 月の地震

の余震域の南西約２ｋｍである。この地震活動の

時間変化を示す。余震分布の並びも南東－北西の

走行で、ほぼ東西方向の圧縮力と言うこの地域の

地殻応力により発生したと推定される。 

 

⑫ 鳥取県中部の地震（M6.2） 

 1983 年 10 月 31 日 01 時 51 分（M6.2） 

          01 時 54 分（M5.7） 

（東経 133.92 度、北緯 35.41 度、深さ 10km） 

 鳥取県中部地域、三朝町と東郷町の境、波関峠

の地下に、地震が発生した。鳥取は震度４を記録

し、眠っていた人々は飛び起きた。しかも、3 分

半後に約 6km 離れた青谷町で地震が連発した。こ

れらの地震は鳥取地震後 40 年しか経ていないの

に、鳥取地方の地下に地震エネルギーが蓄積され、

油断のできない状況であることを知らしめた。余

震分布は、本震の震源断層に沿って北西から南東

の走行に長さ約 6km の細長い分布と、約 2km 離れ

た所に２つの分離された余震域がある、％型の余

震分布を示した[12]。 

 倉吉市での震度観測がされていなかったが、震

度 6 以上の揺れがあったと推定される。家屋の破

損、がけ崩れ、亀裂など多くの被害が報告されて

いる。倉吉市庁舎のコンクリート柱がひび割れ、

崩壊した。この地域は地盤構造から、異常震域で

地震の揺れが増大された可能性がある。 

 

⑬ 鳥取県西部の群発地震 

 1989 年 10 月 27 日 07 時 41 分（5.3） 

    11 月 1 日 04 時 57 分（5.4） 

 1990 年 11 月 21 日 10 時 44 分（5.1） 

      23 日 19 時 33 分（5.2） 

    12 月 1 日 20 時 23 分（5.1） 

  1991 年 8 月 27 日 23 時 59 分（4.4） 

 日野郡・西伯郡にある鎌倉山南方活断層に直交

する南東から北西方向への断層系の活動、２年半

以上の期間にわたって地震が発生した。米子では
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震度４を記録した。1989 年の地震域は鎌倉山南方

活断層の南側で発生し、1990 年以降は断層の北側

で地震活動が活発化し、1997 年はそれまで活動し

ていた地域全域の地震活動になった。 

                                                   

⑭ 島根県東部の地震（M5.9） 

 1991 年 8 月 28 日 10 時 29 分 

（東経 133.20 度、北緯 35.26 度、深さ 10km） 

 松江市では 1946 年以来 50 年ぶりに震度４を記

録した。米子市でも震度４であった。松江市揖屋

の干拓地で液状化現象が見られた。各地で小被害

が発生した。島根県東部の空白域周辺で最大の地

震ある。2000 年鳥取県西部地震とは直接的な関連

は見られないが、周辺の歪エネルギーが増大した

ことによっている。 

 

⑮ 鳥取県西部の地震 

1997 年 9 月 4 日  （M5.5） 

 1989･1990 年の群発地震と同様に 日野郡・西

伯郡にある鎌倉山南方活断層に直交する南東から

北西方向への断層系の活動である。境港市、西伯

郡で震度４を記録した。地震は前回の活動範囲全

体で発生した。2000 年鳥取県西部地震と同じ地震

断層での活動である。 

  

４．2000 年鳥取県西部地震 

 

 1989 年から日野町の地下で発生した M5 クラス

の群発地震群は、鳥取県西部地震に先行する活動

である。10 月 6 日 13 時 30 分に発生した本震の震

源は、西伯町の地下 10km のところで、マグニチュ

ード 7.3 という規模は日本海沿岸の地震では最大

級である。地震の解析から、震源断層は北北西－

南南東の走向で、長さ約 20km、幅約 10km の左横

ずれ断層である。地震を起こした地殻応力はほぼ

東西方向の圧縮力である(図４)。 

 余震活動は割り算型（÷型）の分布で、1983 年

の鳥取県中部の地震(M6.2)と同じである。多くの

余震は震源断層に沿った細長い帯状の地域に集中

している。しかし詳細に見ると、本震の震源より

南側（西伯町から日野町）では線状配列をしてい

るが、北側（西伯町から島根県伯太町・安来市）

では余震分布が枝分かれをしており複雑である。

誘発された 2 つの地震群は、南西方向に約 10km

離れた島根県横田町から鳥取県日南町の県境付近

と、北東方向に約 15km 離れた大山火山付近から鳥

取県中部にかけての地域である。島根県横田町で

は、10 月 8 日に M5.5 の中地震が発生している。

大山火山付近では M3クラスの小地震である（図4）。 

 鳥取県西部地震が発生してから約 2 ヶ月後に、

兵庫県北部で M3.7 の地震が発生している。この地

震で兵庫県温泉町では震度 1 を記録した。その後、

2001年 1月 12日にM5.4の地震が発生し、温泉町、

美方町をはじめ、但馬地方と鳥取県東部で震度 4

を記録した。これらの地震群と鳥取県西部地震と

の関係は明らかではない。 

 

５．2000 年鳥取県西部地震前後の地震活動 

 

2000 年鳥取県西部地震の周辺地域の地震活動

は、1973 年の鳥取県日南町の地震（M:5.1）があ

り、1977 年(M5.3)と 1978 年(M6.1)に三瓶山周辺

で中地震が発生し、小地域ながら被害を出し、周

辺の温泉の増水・泉温の上昇など異変が記録され

て、地震活動と温泉との関連が明瞭に観測された。

その後、この地域は活発な地震活動が現在も継続

している。1980 年代に発生した鳥取県中部の地震

(1983、M6.2)は 1943 年の鳥取地震以来最大の地震

である。約 3 分半後に隣接して M5.7 の誘発地震が

発生している。以降，1985 年には大山付近の地震

(M4.9)が大山山頂から数 km 東に発生し、火山活動

との関連に関心があったが、震源の深さが約 10km

と深く、直接的な関係は見つけられなかった。そ

して、1989 年からは鳥取県西部地震の震源断層と

同じ断層系での群発地震活動が始まった。1989 年

に M5.3，M5.4，1990 年に M5.1，M5.2，M5.1，1991

年には M4.6、1997 年には 5.4 と頻発している。そ

の間、1991 年に M5.9 の島根県東部の地震が広瀬

町に発生している。 

 1970 年代では、1973 年の鳥取県日南町の地震

(M5.1)、1977 年(M5.3)と 1978 年(M6.1)の三瓶山

付近の地震がある。三瓶山付近の地震では小地域

ながら被害を出し、周辺の温泉の増水・泉温の上

昇などの異変が記録されて、地震活動と温泉との

関連が明瞭に観測された。その後この地域は活発

な地震活動が現在も継続している。 

 1980 年代では、鳥取県中部の地震(1983,M6.2)

（Ｂ）は、この地域では 1943 年の鳥取地震以来最

大の地震で、1983 年 10 月 31 日 01 時 51 分に、三

朝町と東郷町の町境、波関峠の地下 10km に発生し

た。震央近傍の倉吉市で、鉄筋コンクリートの市

役所が一部分破損する被害を受けている。当時、

倉吉市には震度観測がなく、鳥取市で最大震度 4

を記録している。その 3 分半後に東へ約 6km 離れ

た青谷町で M5.7 の地震が発生している。これらの

地震は、鳥取地震(1943,M7.2)の余震域内のほぼ 
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図４ 鳥取県西部地震の余震分布 

   島根県横田町と大山東側に誘発地震 

 

西端に位置している。余震域は、NW-EW の走向の

ほぼ垂直な震源断層周辺の余震群と、少し離れて

孤立した 2 つの余震群をもつ割り算型（÷型）の

分布を示している。このような分布は、断層周辺

部のストレス分布で説明される。11 月 3 日には最

大余震(M4.7)が余震域の北西端に発生している。

鳥取地震の地震断層（余震分布）は ENE-WSW 走向

で、鳥取県中部の地震の本震の震源断層はそれに

共役な断層系である（図 5）。発震機構の解析から、

左横ずれ断層型であることがわかっている。しか

し、最大余震の走向は本震の震源断層に共役な走

向 NE-SW である。また、震源断層に沿って南東か

ら北西方向に余震活動の移動があった。 

 大山火山付近は、鳥取県東部から中部にかけて

の地震活動域の西端に位置し、地震活動の空白域

に隣接している。この地域は他の地域に比べると

活動の低い地域であり、1985 年の大山付近の地震

以外には大きな地震活動は見られない。1985 年 6

月 26日の M3.5の地震から始まり、7月 2日の M4.9

を本震とする活動（Ｃ）が 9 月まで続いた（竹内・

他，1986）。この間、地震活動が休息していた時期

（7 月中旬～8 月中旬）に関金町野添で地鳴りが聞

こえたが、微小地震の発生はなく、8 月末から地

震活動が再発した。主な活動は２期に分割され、

本震は、ほぼ東西方向の主圧力を示している。こ

れは鳥取県中部の地震と同じ地殻応力を示す（図

5）。また、余震活動の発震機構から、地殻応力が

東西方向から時計回りに回転する時間的変化があ

った[13]。鳥取県西部地域では地震活動が活発で

ある。1981 年と 1983 年には、鎌倉山南方活断層 

 

図５ 鳥取地震から鳥取県西部地震へ活動の移動 

A：1943 年鳥取地震、B:1983 年鳥取県中部の地震 

C:1985 年大山付近の地震、D１、D２、D３:鳥取県西

部の地震群（1989､1990､1997 年）、E：1992 年島根県

東部の地震  矢印は地震を起す力の方向を示す 

 

付近に M3 クラスの地震が発生している。そして、

1989 年 10 月 27 日に M5.3、11 月 2 日に M5.4 の地

震を含む群発地震（Ｄ１）が発生した。鎌倉山南

方活断層に直交する地下断層の活動である。さら

に、この地震群の地下断層が北西へ延長する地域

で、1990 年 11 月 20 日に M5.1、11 月 23日に M5.2、

12 月 1 日に M5.1 の地震（Ｄ２）が発生した。ま

た、1991 年 8 月 27 日には M4.7 が発生し、約 10

時間後の 1991 年 8 月 28 日には、西へ約 8km 離れ

た島根県東部に M5.9 の地震（Ｅ）が発生している。

1997 年には 9 月 4 日に M5.5 の地震（Ｄ３）が発

生し、今までの活動した断層系全体で地震活動が

活発化し、2000 年鳥取県西部地震へと発展した。

1989 年からの主な地震(M4 以上)の震央分布は北

西－南東方向へ一直線に並んでおり、これらの地

震の地下断層がこの走向にあることを示している。

また、地殻応力は、地下の震源断層に約４５度の

方向を示し、この地域の地震活動の地殻応力はほ

ぼ東西主圧力であり、地下断層も左横ずれ断層で

ある。鳥取県西部地震の本震も同様の発震機構で

ある。しかし、1943 年鳥取地震とは直交している。 

 1991 年 8 月 28 日に発生した島根県東部の地震

(M5.9)は、約 10 時間前の鳥取県西部の地震(M4.7)

に誘発された形で発生した。しかし、断層系は別

のものである。本震の発震機構は左横ずれ断層で、

東西方向から約 20 度時計回りに回転した主圧力

方向を示す（図５）。 

 

６．地震活動の移動 

 

 山陰地域の地震活動では、しばしば活動域の移
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動や余震の移動が見られる。図６は、1976 年から

2000 年までの地震(M4 以上)の震央分布とその時

系列分布を示している。1976 年から 1980 年代ま

では、M4 クラスの地震は山陰地域の各地で発生し

ている。しかし、1989 年から 1991 年にかけて徐々

に鳥取県西部に震源が集中し始めている。そして、

1991 年以降は M4 以上の地震はすべて鳥取県西部

地域で発生している。このように、島根県側では、

地震の震源が西から東へ移動し、鳥取県側では東

から西へ震源が移動して 2000 年の鳥取県西部地

震の破壊へとつながった。なぜ、鳥取県西部地域

に震源が集中し破壊が起こったのか、地下構造と

あわせて詳細な調査が必要である。 

 1980 年代から 2000 年にかけて、鳥取県西部地

域で発生したいくつかの地震群の余震活動でも移

動や活動域の拡大が見られた。顕著なものは、①

1981・1983 年、②1989・1990 年、③1996・1997・

2000 年の地震活動である（図 6,(ａ)）。1981 年の

地震は M3 クラスの地震が最大規模の比較的小さ

な群発地震である。これらの地震が鎌倉山南方活

断層の南東側に発生した。そして、1983 年には鎌

倉山南方活断層の北西側に最大規模が M4.3 の群

発地震が発生した。1981 年から 1983 年の地震の

活動域の移動の走向は、鳥取県西部地震の余震域

の走向よりもやや西に傾いている。1989 年の地震

も 1981 年の地震と同様に、鎌倉山南方活断層の南

東側で発生した。そして、1990 年の地震活動はそ

の地下断層が北西へ延長する地域（鎌倉山南方活

断層の北西側）で発生している。1989 年と 1990

年の地震群の移動の走向は、鳥取県西部地震の余

震域の走向と完全に一致する。1996・1997・2000

年の活動では、活動域の北西方向への拡大が見ら

れた。1996 年の地震活動は、鎌倉山南方活断層と

共役な走向の活動域をもち、1989・1990 年の移動

の走向や鳥取県西部地震の余震域の走向と一致す

る。1997 年の群発地震は、1996 年の地震と重なる

地域で発生しており、さらにその余震域を北西方

向へ拡大している。2000 年の鳥取県西部地震の余

震域は、これらの地震活動域の走向と完全に重な

り、さらに鳥取県米子市、島根県伯太町・安来市

付近までその活動域を広げている。 

 一連の地震活動の中で震源が移動する現象は、

1983 年の鳥取県中部の地震で報告されている。震

源の移動は本震直後から見られ、南東から北西方

向に移動している。鳥取県西部地震の余震活動で

も、本震発生直後から余震の震源の南東から北西

方向への移動が見られる。このような南東から北

西方向への震源の移動や活動域の拡大は、この地 

 

図６ 地震活動の時系列 （安藤:2004 年より） 

 山陰全域で発生していた地震活動は 10 年ほど前

から鳥取県西部地震の震源域に集中している。 

A：三瓶山付近の地震（1977 年、1978 年） 

 

域の地震活動の特徴のようである[14]。 

 

７．まとめ 

 

 山陰地域では、被害地震と微小地震の震源の分

布が日本海沿岸に沿って線状に配列をしている。

しかし、各地震群の震源断層は（鳥取地震を除い

て）線状配列の走向とは共役な方向で、ほぼ東西

方向の圧縮応力がはたらいている。それぞれの地

震活動では、震源や活動域の移動など特徴的な活

動が見られる。 

 

１）日本海沿岸に沿う地域は西南日本内帯の地震

活動域の１つで,地震活動域が帯状に分布して

いる。５つの大地震の発生、火山分布・温泉分

布などとの関連が見られる。 
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２） 山陰地域の大地震は、同じ地域、または隣接

地域に連続して発生する連鎖型が多い。 

① 宝永の地震(1710 年 10 月 3 日、M6.5) と 

 正徳の地震(1711 年 3 月 19 日、M6.0) 

② 北但馬地震(1925 年、M6.8) と  

北丹後地震(1927 年 3 月 7 日、M7.3) 

③ 鳥取沖地震(1943 年 3 月 4 日、M6.1) と 

 鳥取地震(1943 年 9 月 10 日、M7.2) 

④ 三瓶山付近の地震(1976 年、M5.5) と 

 （1977 年、M6.1） 

⑤ 鳥取県中部の地震(1983 年 10 月 31 日、M6.2) 

と 約 5 分後の青谷町の地震(M5.6)  

⑥ 1989 年鳥取県西部の地震（M5.3,M5.4） 

1990 年鳥取県西部の地震（M5.1,M5.2,M5.1） 

1991 年島根県東部の地震(8 月 28 日、M5.9) 

⑦ 鳥取県西部の地震（1997 年、M5.5） 

 2000 年鳥取県西部地震（10 月 6 日、M7.3） 

 

３） 山陰地域の主な地震の震源断層は、日本海沿

岸に沿った活動域とは共役な走向をもち、左横

ずれ断層型（NW－SE 走行）である。鳥取地震だ

けがほぼ東西走向の右横ずれ断層型である。 

北丹後地震、鳥取県西部地震、鳥取県中部の地

震、三瓶山付近の地震などは地震活動域の走行

に直交する震源断層を示している。 
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付録）鳥取地震の被害について 

 

はじめに 

 

昭和１８年９月１０日に起こった鳥取地震

（Ｍ.7.2）は、鳥取市近郊の吉岡、鹿野断層で発

生し鳥取市では震度 6 を記録した。鳥取市とその

周辺市町村では家屋の倒壊や道路、線路、橋の破

壊、地滑りや崖崩れ等が相次ぎ、交通、通信をは

じめ、農業にも多大な被害を及ぼした。又地震に

伴う火災による被害も大きかった。震災小誌によ

ると死者 1210 人、重軽傷者 3860 人、家屋全壊

13295 戸、半壊 14110 戸、全半焼 299 戸で、被害

総額は当時の金額で 1 億 6000 万円と、山陰地方

で発生した地震では最大級の地震被害を経験した。 

鳥取地震の前年の 8 月には、アメリカ軍がガダ

ルカナル島に上陸し、続いてこの年の 5 月にはア

ッツ島の日本守備隊が玉砕した。地震の 2 日前に

はイタリアが降伏し，ドイツも戦力を落としてい

た。このように、戦局が厳しい状況であったため、

被害状況についての十分な調査はされなかった。

又報道官制も厳しく、戦意喪失を食い止めるため

に、新聞が惨状を生々しく伝える事を禁じ、ラジ

オも通りいっぺんの報道しかされず、地震の全容

は国民には伝わらなかった。さらに、調査された

資料も終戦時に破棄されほとんど現残していない。 

２０世紀の山陰地方は地震の世紀と言えるほ

ど、多くの地震が発生しました。これは山陰地方

の風光明媚な地形を作り出した地下深くに原因が

あります。山陰地方は地質的に最近活動した第四

紀火山が山陰海岸に沿って並んでいます。大地震

と空白域の分布と第４紀火山分布が奇妙に一致し

ています。また、微小地震の分布は山陰海岸に沿

って帯状に分布し、地下深くの地震エネルギーの

蓄積場所がこれらの分布を形成していると考えら

れます。 
 被害地震は２つの型に分類されます。プレート

境界型巨大地震（M８以上）と内陸地震（地殻上

部に発生する M７クラス）で、山陰地方に発生す

る被害地震は後者です。近世の山陰地方の主な大

地震は 1872 年浜田地震(M7.0)、1925 年北但馬地

震(M6.8)と 1927 年北丹後地震(M7.3)、1943 年鳥取

地震(M7.2)、2000 年鳥取県西部地震(M7.3)で、20
～60 年の間隔で発生しています。 

特に、２０世紀に鳥取県は東と西に大地震が発

生しています。鳥取地震は前駆的地震活動として

同じ年の３月に M6.1 の地震が２つ発生していま

す。その地震活動は 7 月にはほとんど終息し、そ

の後 9 月 10 日に本震が発生しています。鳥取県西

部地震では 11 年前の 1989 年から 1990 年 1991 年

1997 年と群発地震が繰返し発生して、2000 年 10
月 6 日の本震に至っています。前駆的地震活動の

位置は本震の震源断層の１部分であることは、地

震発生が同じメカニズムであることを示していま

す。 
山陰地方は活断層が少なく、その長さも短い。

しかし、鳥取地震では鹿野断層・吉岡断層と言う

地震断層が出現している。M7 クラスの内陸型の

大地震では通常の例である、地震を発生させた地

下断層が地表面に顔を出した。鳥取県西部地震の

場合は地表面に地震断層が顔を出していない。こ

れは震源断層の走行が地下の地震を発生させる原

因と直交するためと考えられます。兵庫県の山崎

断層周辺、島根半島南部の地震空白域の存在は今

後も重要な地域あることは変わりがありません。 
 

当時の鳥取市の概況 

 

当時の鳥取市は世帯数約１万戸、人口約５万人

の地方小都市であった。しかし、鳥取県の政治、

交通の要所であり、県下の経済活動の中心地でも

あった。大工場はなかったが、小規模な製紙、醸

造の工場が少数点在していた。元池田氏の城下町

で、下町の繁華街には町屋が立ち並び、久松山付

近には官公庁舎の洋風建築及び一般住宅が多く、

これらは少々敷地の余裕を持って建てられている。

従来から、道路は非常に狭く、建築物は古い木造

であり、鉄筋コンクリート造のビルは極めて少数

であった。又、冬季の積雪対策のため屋根が重く

頑丈であった。大正から昭和初期の度重なる水害

のため、町屋は２階建て家屋が多く基礎も傷んで

いた。商店街では、店の部分を広く使うために柱

の数が少なく、道路に対して細長い構造をしてい

た。これらのことは多数の家屋倒壊の原因にも挙

げられている。当時の鳥取県東部地域の市町村を

付図 1 に示す。 

 

鳥取沖地震と鳥取地震 

 

 昭和 18 年は鳥取県で地震活動が急に活発化し

た時である。３月に鳥取沖地震が発生し、約半年

後の９月に鳥取地震が発生した。この２つは双子

型地震といわれている。鳥取県は江戸時代にも、

宝永の地震（マグニチュード 6.5）が 1710 年 10

月 3 日にあり、約半年後の 1711 年 3 月 17 日に正
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徳の地震（マグニチュード 6.0）が鳥取県中部地

域に発生している。これは１連の地震活動で終息

する性質を、この地域の地下の地震エネルギーで

あると考えられる。 

鳥取沖地震（Ｍ6.2）は昭和 18 年 3 月 4 日、5

日にかけて発生した。まず 4 日 19 時 13 分にマグ

ニチュード 6.2 の地震が発生し、22 分後の 19 時

35分にマグニチュード 5.7の地震が連続して起こ

った。震源の深さはそれぞれ 0km，10km とされて

いる。その後も余震が続き、翌日 5 日 4 時 50 分に

もほぼ同じ所でマグニチュード 6.2 の地震が発生

している。震央は当時の地震記録と被害分布から

鳥取市賀露港沖と推定されたが、その後の詳細な

解析の結果 4 日が鳥取鳥取市南部、5 日が鳥取市

なっており、鳥取市では震度 5 を記録した。地震

活動が余震も含めて鳥取県東部の比較的狭い範囲

に集中しているため被害は県東部の鳥取市，気高

郡，岩美郡，八頭郡、特に海岸部に集中した。死

者はなかったが軽傷者 11 人、家屋全壊 66 戸、半

壊 594 戸であった。特に地盤の弱い海岸地域は被

害が大きく、賀露港の護岸が 3 箇所で崩れたほか、

湖山村で延長 300ｍにわたって崖崩れが発生し、

沿岸に沿った鉄道にも多数の被害が発生した。地

震に伴う現象として、地鳴、噴砂、温泉や井戸水

の異常が各地で発生し、発光現象も報告されてい

る。 

鳥取地震（マグニチュード 7.2）は昭和 18 年 9
月 10 日 17 時 35 分、鳥取市の西南西に発生した。

鳥取市では震度６を記録し、震度５の強震域は岡

山県にまで及び、有感域は関東，北信越，九州地

方にまで及んだ。被害は、千代川の形成した鳥取

平野に被害が集中し、地震動による家屋の倒壊が

多数になり、下敷きとなって多くの人が亡くなっ

た。死者数は旧鳥取市（854 人）、気高群（大正村、

湖山村など 120 人）、岩美郡（56 人）、八頭郡（面

影村など 49 人）です。 
 全壊家屋はそれぞれ 5754 戸、1014 戸、694 戸、

3 戸と八頭郡が少ないのが目につきます。これは

地盤構造の相違、山地と沖積平野の差が歴然とし

ています。沖積平野で地盤構造が地震波を増幅し、

強震動となり倒壊家屋を多く出したことが原因で

す。鳥取平野の詳細な被害分布を作成することは

今となっては難しいのですが。アンケート調査な

どによって、明らかになったことは鳥取市の袋川

の内側と駅周辺で被害が大きく、場所によって違

いがあること、地下の震源断層に近い村落での被

害が大きいことです。 
死者や重軽傷者の例は、人家の込み入った鳥取

市街地に多く、死傷者の大部分は倒壊家屋の下敷

きになったものです。自宅の倒壊はだけでなく、

道路が狭いため通行中倒れてきた家に押しつぶさ

れた例もあった。家屋全壊は 13295 戸、半壊は

14110 戸で、鳥取市，米里村，面影村，大正村で

倒壊率が 50％を超え、次いで千代水村、湖山村，

豊実村が 30％以上であった。 

地震に伴う火災が地震発生数分後に起こり、

299 戸が全半焼（全焼 289 戸，半焼 10 戸）した。

そのうち、鳥取市内 22 箇所で燃え広がった火災は

東品治町 2 区で 22 戸、桶屋町，鍛冶町，若桜町，

職人町で 38 戸、二階町 3 丁目，元魚町 2 丁目で

25 戸と、被害を大きくした。火災が同時多発した

のは地震発生時刻が夕食の準備と重なったためと、

風呂場の火が主な原因である。当時、炊事用の火

気が七輪の炭火とかまどの薪が殆どだったから、

火の始末をする余裕がなかったといえる。 

道路は至る所で路面沈下や亀裂を起こし、山腹

の地滑り，崩れ、土石による埋没，決壊も相当あ

って、鳥取を中心とする主な道路は全て途絶した。

さらに落橋、橋脚や橋の沈下、欄干の倒壊など、

鳥取市付近の橋はほとんど破損し、堤防や護岸の

崩壊も多かった。 

通信も、電柱破損、架線の切断等により、電話

は不通となった。無電もアンテナ架線と電線の切

断で受信も送信も不能となった。只、鉄道電話だ

け鳥取―米子間が被害を免れ、状況報告や救助要

請はこれに頼った。 

農業関係は耕地の陥没，亀裂，隆起や、農道，

水路，畦等の崩壊、倉庫，作業場の崩壊、農機具

の破損にまで及び収穫期を控えていたため被害は

甚大であった。 

 鳥取平野は地下水が豊富な沖積層（砂と粘土の

互層）である軟弱地盤です。地震波によって地盤

の液状化現象が発生し、あちこちで地下水と砂が

噴き出る噴砂現象が見られ、建物や構造物の建っ

ている地盤が崩壊する被害が発生しました。地震

によって家屋が倒壊した内の何割かは、地盤崩壊

により傾き、時間をおいて家が倒れたことと推定

されます。 
鉄道被害は山陰本線と因美線は沿線の至る所

で地盤の陥没、線路の歪、トンネルの崩壊などが

発生し不通となった。しかし、海岸を走る山陰本

線に集中し、盛土で作られた路盤が跡形もなく陥

没している箇所が、岩美から鳥取駅、湖山駅、末

恒駅までそして宝木駅周辺と、海岸線に沿った山

陰本線で河川が形成した平野部に多数記録されて

います。因美線は津ノ井駅まで早く復旧しました。 
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鳥取平野の地盤構造 
 
 鳥取平野での地震災害は地震動による建物被

害・地盤被害が多発していることが言われている。

しかし、沖積平野の地盤構造に起因する液状化現

象による被害がより多く発生していることが、最

近の研究で明らかになってきている。これらの被

害状況を解明するために、鳥取平野の地盤構造に

は、N 値が 50 を越える洪積層を工学基盤とする浅

い地盤構造がある。オーリング調査のデータを解

析して、鳥取大学工学部土木工学科の藤村助教授

により詳細な分布図が作成されている。ここでは、

地震基盤である岩盤までの深さを推定した。 
 地表面からの地質学的考察によって、鳥取平野

の基盤構造が赤木により推定されている。海岸地

域で基盤が浅くなり、鳥取平野中央部に盆地構造

が推定されている。地表面の常時微動（常に地面

が揺れている。この揺れの卓越周期は基盤までの

深さと関連している）を測定して、鳥取平野の基

盤構造は中央部と市の中央部に盆地状の構造が解 
析から求められた。これはアレー観測や重力測定

でも同様の構造が見え、鳥取平野の基盤構造が明

らかになった。鳥取平野の盆地状の構造と久松山 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

への急激な基盤の上昇は、兵庫県南部地震による 
神戸市内の震災の帯、鳥取県西部地震による境港

市の強震域の出現などと同じ構造が鳥取平野の地

盤構造で見ることが出来る（図４,５,６,７）。 
現在、鳥取県では震災対策の見直しを三年計画

で実施している。今後、詳細な鳥取平野の地震動

想定を行い、鳥取平野での震度分布を求め、地震

災害を想定する時ができる。市町村レベルでの取

組みが期待される。 
 

おわりに 
 
 鳥取平野の地盤状況は６５年前となんら変化し

ていない。鳥取市に震度６強の地震動を起こす地

震が発生すれば、鳥取平野は大きな震災に見舞わ

れます。それは都市災害で、建物の倒壊よりも地

盤災害が発生することが、2000 年鳥取県西部地震

の例や、最近の地震被害の例から明らかになって

来た。鳥取平野の地下構造の詳細が明らかになり、

1943 年鳥取地震の地震災害を詳細に考察すると

共に、少しずつでも地震被害を減災するための努

力をすることが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 付図１ 1943 年鳥取地震の詳細な震度分布（野田アンケート調査資料、 田により図示）
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付図２ 市内の建物の被害状況 

 

付表２ 鉄道被害の状況 

    山陰線に被害が集中している 

    液状化現象によって、路盤が 

    沈没・陥没している。 

    （海軍資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表１ 鳥取地震の町村別被害数 

    沿岸域に被害が集中 

    （鳥取地震 震災小史より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図３ 液状化が認知された場所（☆印）、 
実際は平野全域で発生していたと推定される 

（ 田卒業論文より） 
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西田良平：山陰地域の地震活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図４ 第三系基盤の深さ分布(赤木より) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
付図６ 微動のアレー観測による鳥取平野 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図７ 重力探査による鳥取平野の２次元構造 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図５ 微動の卓越周期による鳥取平野の基盤

の深さ分布（野口より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（鳥取平野の地盤断面図）（野口より） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鳥取平野の堆積層の深さ構造（野口より） 
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あとがき と 謝辞 

 

 1969 年 11 月、京都大学防災研究所鳥取微小地

震観測所に赴任し、1974 年 4 月から鳥取大学教養

部に移り、1995 年 4 月から工学部土木工学科に分

属し、現在に至っている。 

 山陰地域の地震研究は、地震予知研究計画が日

本でスタートして以来、京都大学・鳥取大学が共

同で観測研究を実施している。そして、私の研究

の中心課題でもある。 

初期の段階、微小地震観測と鳥取県東部に甚大

な被害を与えた 1943 年鳥取地震（M7.2）の全貌を

明らかにすることであった。鳥取地震の文献調査、

アンケート調査、断層の再調査などを実施し、そ

して微小地震観測のために日本列島を駆け巡った。 

 1983 年の鳥取県中部の地震（M6.2）は鳥取地震

以来の中地震で、観測研究を実施した。詳細な地

震発生のストレス場を解明し、私の博士論文とな

った。その後、1984 年山崎断層の地震（M5.5）、

1985 年大山付近の地震（M4.9）が連続して発生し

た。そして、1989 年から鳥取県西部の地震活動が

10 年以上断続的に発生し、観測研究を継続して、

2000 年鳥取県西部地震が 10 月 6 日に発生した。 

 1995 年に兵庫県南部地震（M7.3）による阪神・

淡路大震災が日本列島に衝撃を与え、次に発生す

る被害地震に注目が集まっていた。鳥取県は 1993

年に「鳥取地震から 50 年」の整備として、震災対

策を見直し、日中韓による国際シンポジウム、東

アジア国際地震学会、日本地震学会などを開催し

た。私もこれらの企画に参画し、地域社会の災害

対策の重要性を再確認した。1995 年阪神淡路大震

災による震災対策の再検討を実施している時に、

工学部土木工学科に配置換えとなり、被災地の地

盤構造解析の研究を始めた。この分野での研究は、

野口竜也博士と共同であるが、彼の業績が大きい。 

 2000 年鳥取県西部地震前は、西部地域で地震活

動が活発化していたので、西部地域と島根県東部

地域の特徴はほとんど熟知していた。 

それまで「鳥取県に被害を与える地震が発生す

る可能性の地域はどこか？」と問われれば、「島根

県東部空白域の地震」と「山崎断層の地震」と２

つの地域を答えていた。2000 年 7 月に鳥取県が米

子市で、防災訓練をするので、想定を「西部地域

で M7.2 の大地震が発生し、米子市で震度 7 の揺れ

で大被害が発生する」とした。約 2 カ月半後、10

月 6日 13時 30分に M7.3の大地震が西部に発生し

た。災害対策本部に参画させたいただき、今まで

研究してきた地震学の知識が地域社会に貢献でき 

 

たことは、学者冥利に尽きることであった。 

 鳥取大学での観測研究は、1943 年鳥取地震の研

究から、1983 年鳥取県中部の地震の観測研究、

2000 年鳥取県西部地震の観測研究と、東から西へ

と移行していった。研究分野は地震予知研究計画

分野で微小地震の研究、活断層と地震活動など地

震活動の研究から、鳥取地震の全貌解析へ、そし

て鳥取県との防災計画策定などに参画することで、

防災学の研究、特に地震工学の地盤構造と地震被

害の関係を観測研究した。鳥取県西部の弓ヶ浜半

島の地下構造を詳細に観測研究し、鳥取県の主要

平野の地盤構造を調査研究している。 

 しかし、どの研究もまだ道半ばである。研究を

すればするほど、新しい知見があり、課題が出て

きている。今後の研究に期待している。 

 2000 年鳥取県西部地震以降、山陰地域の温泉地

で温度・水位を観測する地震予知観測研究が始ま

っている。この地域の特徴を生かして、今後も継

続して行きます。 

 

岸本兆方京都大学名誉教授、故宮腰潤一郎鳥取

大学教授には、人生の師としてご教授･ご指導をい

ただきました。地圏環境工学研究室の塩崎一郎準

教授、野口竜也助教には一緒に研究し、いろいろ

とお世話をお掛けしました。土木工学科の教員・

技術職員・事務職員の方々にお世話になりました。

赤木三郎名誉教授をはじめ地学関係の方々にお世

話になりました。また、京都大学の渡辺邦彦博士、

矢部征氏、中尾節郎氏はじめ他の方々に大変お世

話になりました。深くお礼申し上げます。 

教育学部の卒業生、黒川泰氏、森健彦博士、安

藤和也氏をはじめ皆様にお世話になりました。地

圏環境工学研究室の石賀崇氏、尾崎順一氏、余田

隆史氏をはじめ、多くの修士修了生・卒業生の諸

君にはお世話になりました。お礼申し上げます。 

鳥取県をはじめ、鳥取市、米子市、境港市、倉

吉市、岩美町、青谷町、東郷町、三朝町、関金町、

西伯町、溝口町、江府町、日野町、日南町はじめ

観測や、資料収集でお世話になった方々にお礼申

し上げます。特に、防災関係機関の方々には大変

お世話になりました。深くお礼申し上げます。 

また、地震観測などでお世話になった被災地の

方々、地震アンケート調査に快く答えていただい

た方々、いろいろな情報を提供していただいた

方々等などに深くお礼申し上げます。 

 

(受理 平成 19 年 11 月 19 日) 
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時代と社会の要請に沿った研究を振り返って 

― 経験に基づく研究の進め方 ― 

 
林  農 
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Historical review on research contribution for fulfilling the current needs of the society; 
－Evidence from own experience－ 

 
Tsutomu HAYASHI 

Department of Applied Mathematics and Physics, Faculty of Engineering 
Tottori University, Tottori, 680-8552 Japan 

E-mail: hayashi@damp.tottori-u.ac.jp 
 
Abstract:  I have studied various problems of fluid mechanics and practical fluid machines, especially wind turbines. In my life as a 
researcher and engineer of 47 years long, I devoted myself to obtain right concepts of phenomena, right technologies, and right 
procedures to reveal the truth. Many of my research subjects were determined from the problems confronted in my experience. I 
believe that the research based on the experience in experiments in laboratory and in industry is most important and valuable. I leave 
this note with a hope that it helps junior researchers to promote their future research. 
 
Key Words: Practical fluid machines, Wind turbines, Right concepts, , Right technologies, Researcher and Engineer 
 
 

１．はじめに 

 

 「今や，大学は研究開発を主体とする産業の孵

卵器と見なされるようになり，ようやく工学部の

建学の理念を実現する環境が整い始めたといって

もよい」．これは，鳥取大学がお招きして平成９年

度外部評価委員になっていただいた大橋秀雄委員

（工学院大学学長，現理事長）からの提言である． 
 明治以来，我が国の研究のみならず全ての企業

活動は，先進諸国に追随し，追いつくことに躍起

になってきた時代であった．したがって，大学に

おける研究もまた，外国の模倣からはじめるのが

主流を占め，日本における企業の製品開発と大学

における研究活動が結びつくことが希れであった

ことは止むを得ないことである．しかしながら，

今日，大学における研究活動と企業における製品

開発とが同じベクトルを持つに至り，真の工学研

究者・技術者がその能力を遺憾なく発揮し活躍で

きる時代が到来したのである． 
私は，1961 年から 1966 年まで，ある大手電機

会社において，研究開発部の製造部門と設計部門

でプロとしての実務経験を持つことが出来た．こ

のことはその後の研究者生活を送るために極めて

貴重な経験であって，実験装置を考えたり作った

りするのに大いに役立てることができた．したが

って私の研究は実験装置に大いにこだわった内容

が多い． 
大型外部資金の獲得競争時代に突入したと言

われる一方で，常に配分される研究費は極端に少

額になってきた．これからは，大型研究費を導入

した研究グループが実用化研究に取り組める一方

で，僅かな研究費を創意工夫で乗り切らなければ

ならない研究者達の２極分化する時代に入ったと

みられる．この時代にあって，将来に向かって研

究を進めていく若手研究者が今，何を考えなけれ

ばならないのか．自分で考え，自分でやることの

大切さと面白さを知って頂くために，学術論文に

書かなかった装置のこと，書けなかった研究成果

などを中心に，一研究者の僅かばかりの経験を，

折角与えられた機会であるので，この研究報告に

記しておくことにする．研究の詳細な内容につい

ては巻末に掲載した参考文献を読んで頂ければ幸
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いである．これらの研究には多くの仲間，先輩，

後輩，下支えしてくれた人達の協力があって成り

立っていることに深く感謝している． 
また最近では，大学に求められる条件の一つと

して産学連携や社会貢献が加わってきたので，そ

れらも書いておくので，若い人達にとって将来へ

の方針を模索するための助けにして頂ければ幸い

である． 
 

２．経験に基づく研究の進め方 
 
明治から，少なくとも戦後から 1960 年代頃ま

での，生産第一，経済第一の我が国の工業界では，

技術提携との名の下に研究開発と言えども先進諸

国からの技術の導入に頼らざるを得ない現状に飽

きたらず，大学での研究を夢見て転身入学した者

としての私の考え方・思考形態は，他とは幾分の

違いがあり，研究の進め方にはその経験・知識が

多少なりとも反映されていると思っている．例え

ば，研究課題の設定や研究の進め方には，自分の

経験や思考過程から生まれてくる課題を見つけだ

すよう心がけている．したがって，現在やってい

る研究から派生してくる問題点から研究課題を拾

い上げていくことが多い．また，実験装置や器具

にはかなり心を砕いているので，実験装置の問題

点，疑問点から研究課題を堀り起こしたものも多

い．平成９年に日本機械学会・関西合宿セミナー

の依頼された特別講演の中で，「経験に基づく実

験装置の開発と研究の進め方」と題して私なりの

経験を話した．その中で，研究は夢への挑戦であ

り，流体工学の実験には，①新しい現象の発見，

②精度の良いデータの蓄積，の２通りがあること，

研究課題の設定・提起に当たっては，①学問的興

味，②社会の要請，③研究から派生した課題を取

り上げる, などがあること，①は他人の論文，模

倣から脱するのが難しく，②は企業との共同研究

が期待され，③は自分自身で掘り起こした課題で

あるので，ユニークで，オリジナルな課題になり

易く，実験装置にこだわり，発生する問題を注意

深く洞察することが肝要であると述べた．その時，

取り上げた実例を中心にして，その後の研究につ

いても含めて，とくに論文に書かれていない事柄

に注目してこの研究報告で披露する． 
 

３．流体工学の研究 

 

私は，大学院修士課程及び博士課程から始まっ

た研究生活の中で，偶然の成り行きが重なって流

体工学の自由分子流から連続流までの広い範囲に

わたる実験研究に携わった珍しい経験を持つこと

にいささか誇りを持っている．分子の運動で表せ

ば．平均自由行程と分子直径の比であるクヌッセ

ン数 Kn で区分する次の幅広い範囲である 
 

     10   ＜Kn       自由分子流 
     0.1  ＜Kn＜ 10   遷移流 
     0.01 ＜Kn＜ 0.1   すべり流 
        Kn＜ 0.01   連続流 
 

とくに，連続流領域における研究（Kn＜0.01）

と自由分子流領域における研究（10＜Kn）におけ

る実験的研究に留意して研究した． 
大学院入学以来進めてきた研究の相互関係を

図１に示す．私の研究は時間経過に従って前の研

究から派生した問題を次の研究の課題にするよう

に努めてきたことを示している．  
 

 
 
図 1 今までに進めた研究の相互関係 

 
(1)の分子線を使った気体と固体表面の干渉は 

10＜Kn の自由分子流に属する研究である．後述す

るように，この研究は極めて難しい実験装置の製

作を含んでいた．日本の 1970 年代初め頃は，まだ

真空技術の発達が進んでいなかったこともあり，

かなりの創意工夫が求められた． 
(2)の直線せん断流中の吹き出しを持つ円柱は，

Kn＜0.01 の連続流領域の研究であり，多くの吹き

出し円柱の研究成果を挙げていた職場への移動に

伴って，一様流を直線せん断流に変えた場合の影

響について詳細に調べた研究である．流れに勾配

を持たせた直線せん断流中で流れに垂直に円柱を

置いた場合から派生した研究として，一様流中の

流れに円柱を傾けた場合の違いについて言及した

のが，(3)の傾斜円柱である． 
速度勾配の大きな直線せん断流を風洞の流路

幅一杯に作るために用いた積層格子からは，用い

たストローの配列の違いによる俵積みと碁盤目積

の抵抗の違い，それぞれの積み方が形成する隙間
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の３辺星形管と４辺星形管の流体抵抗，この星形

管内流の研究へと繋がった．この積層格子の長さ

を短くした極限が多孔板であり，多孔板の抵抗係

数の変化と流体騒音の発生の関係を発見したのが

流体騒音の研究へと繋がったのである．その後，

機械工学科から応用数理工学科への移動と時代の

要請に伴って，研究は風力発電・風車の実用化研

究へと移した直後に，科学研究費(地域連携推進)
「砂漠化防止・沙漠緑化に活躍する新技術風車の

研究開発」(6,450 万円) に採択される幸運が舞い

込んで，沙漠環境風洞を購入でき，その後の風車

の研究開発に大いに役立てることができた．また，

その延長上に自然ネルギー利用による砂漠化防

止・沙漠緑化支援技術の研究へと推移した．その

研究成果が 21 世紀 COE プログラム「乾燥地科学

プログラム」への参加に繋がったのである．以上

の研究推移に従って，個々の研究について，もう

少し詳細に述べる． 

突する気体の挙動を知る目的で実験をした『分子

線による気体と固体表面との干渉に関する研究』

である．この研究は我が国においては先駆的研究

であったため，日本機械学会では発表する機会が

なく応用物理学会やアメリカ航空宇宙学会 (AIA 
A)の論文として報告した．1980 年代になって，日

本機械学会でも希薄気体力学の分野で注目を集め

て，分子動力学を駆使した理論計算結果などが報

告されるようになった． 
この気体と固体の干渉現象は広範囲な応用分

野に適用されるに違いないと 1977 年の学位取得

に際して書いたのが図２である．分子線による気

体分子と固体表面の相互作用の実験的研究がどの

ような分野に応用されるかを，その研究の観点，

素過程，測定される項目，実用例に区分している． 
 

 

 
４．分子線による希薄気体と固体の干渉 [1]-[3] 

 

自由分子流領域（10＜Kn）での研究は，主とし

て宇宙空間を飛行する物体や人工衛星の表面で衝 
  
図４ Ni 対する Ar の干渉の温度依存 

 
この実験のために製作したのが図３の分子線

実験装置である．現在ではその応用分野はさらに

広がり．この研究成果は今，フロッピーデスクな

どの微小隙間に於ける流体摩擦の計算などに適用

されて大いに役立っている．この気体と固体の素

過程の解明の実験に際して必要とした真空技術は

特殊な技術であったので，全ての面で創意工夫を

必要とした．後進の人達に参考になると思われる

ので，ここで少し詳細に書きしるすことにする． 
微少な信号を取り出すことと精度よい実験結

果を得るために，実験装置の誤差見積もりの理論

解析からはじめて，実験装置の設計・製作・改良

に役立てた．実験装置の設計・製作で留意した点

を箇条書きにすれば次の通りである． 

図２ 気体分子と固体表面の相互作用の応用範囲 

・分子線，標的，検出器の芯合わせ → 誤差の計

算，同芯設計 
・分子線の数密度を高くし容器内の真空度を高め

る → シリコーン拡散ポンプオイル，ステンレ

ススチール容器，ベーキング，クライオスタッ

ドなどの採用 
・大気中の外界から操作可能 → 覗き窓，回転部

の O リングによるシール 図３ 分子線実験装置 
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・反射粒子検出の高精度化 → 高感度検出器，差

動アンプの設計・製作，三次元回転支持台の開

発 
・高感度パラメーターの設定 → 標的種類の選択，

温度依存性の調査，流束（flux）分布の測定 
この研究の最大の問題は，流体工学の範疇と言

うよりは，物性物理学，材料科学などの分野で研

究されるべき問題を多く含み，少なくとも物性科

学に関する多くの知識と経験を必要とすることで

ある． 
これらの研究成果の内，特筆すべき事柄は，図

４に例を示すように，ニッケル:Ni と白金:Pt に対

するアルゴン:Arと窒素ガス:N2の干渉をはじめて

明らかにしたことである． 
 

５．連続流領域における研究（Kn＜0.01） 
 

５.１ せん断流中の円柱周りの流れ [4]-[8] 
 1977 年から 1995 年まで，主として Kn＜0.01

の連続流の研究を手がけ，西日本乱流研究会の一

員として乱流について勉強する機会を得たことが

その後の研究に大いに役立った． 
 最初の研究は「直線せん断流中に置かれた接線

方向吹出しを持つ円柱の空気力学特性」である．

この研究ではせん断流の効果が小さいことから，

大きな勾配を持つ直線せん断流の制作を必要とし

た．これには，不等間隔丸棒格子では大きな速度

勾配が得られず不向きであったので，ジュースな

どを吸うためのストローを積層する積層格子の制

作を必要とした．市販のストローの元である長さ

が１ｍ程のものを製造元を訪ねて手に入れたもの

で，一本 1 円程度であったことから何本も切り揃

えて強い勾配のせん断流を作るのに費用を心配す

る必要もなかった．この研究の成果からは次の多

くの問題点が発掘でき，後の研究課題へと繋がっ

ていくことになる． 
・円柱の空力特性 → 端の影響が重要な問題であ

ることが判明 
・全幅に亘って一様な直線せん断流の作製が困難 

→ 積層したストローのくずれが原因であり，

配列の違いによって流動抵抗に差があること

が判明した．これは．後に述べる積層格子の研

究へと発展することになった． 

 
５.２ 風洞の設計・製作 

 自ら設計し，大学の工場の助けを借りて製作し

た風洞は３台にものぼる．自製の風洞の一つは乾

燥地研究センターの神近牧男教授と共同で「飛砂

風洞」を製作して，冬の砂丘を丸い石が北風に逆

らって風上の方向に転がる「砂丘転石」と，砂に

突き立てた棒が何故か風上に向かって倒れる現象

の解明に役立てて，これらの原因は石や棒の造る

馬蹄形渦が原因であることを明らかにした．この

研究成果は，一夜にして大きな瓶がひっくり返っ

た内蒙古での現象を解明して．中国から留学して

いた周助教授を大いに喜ばせた． 

 極めて基礎的な二次元円柱と傾斜円柱の実験に

役立てる風洞の製作に際しては，円柱端の条件が

二次元円柱の空力特性を大きく左右することが考

えられたので，次の諸条件を満たす低速風洞を設

計・製作した． 
・風速５～１５ｍ/ｓの流速可変とする． 
・テストセクションは外側大気からアクセス可能

な構造とする． 
・テストセクションは同形２分割，連結により全

長４ｍとする． 
・側壁からの外気の漏洩がない完全な密閉構造と

する． 
・テストセクション内部は一定圧力に調整できる

よう上面壁は可動構造で微調整可能とする． 
以上のように，円柱端からの空気の漏れを極力防

ぐ構造の風洞を製作して，流れに垂直な円柱によ

る空力特性の確認と，密閉流路に設置された傾斜

円柱まわりの流れについて研究した． 

 これらの風洞の設計・製作の経験が．後に世界

にも稀な脈動風や突風，ステップ風を発生できる

「沙漠環境風洞」の開発に役立ったのは言うまで

もない． 

 

５.３ 傾斜円柱まわりの流れ [9]-[14] 
 流れに垂直に置かれた円柱まわりの流れは円柱

端の状態によって左右されることから，円柱空力

の一般特性，とくに二次元特性には注意が必要で

あることが判明した．そこで，円柱端の条件に留

意しながら，軸方向に三次元的な流れを含む傾斜

円柱まわりの流れについて噴流内に設置した傾斜

円柱および側壁に囲まれた流路内での傾斜円柱に

対する実験と直接数値シミュレーションを駆使し

て研究した．この研究からは， 
・円柱前面に衝突する流れは Independence 

Principle に従う 
・円柱背面では円柱軸に沿う強い二次流れが発生 
・傾斜上流側円柱背面に高圧力領域が存在する 
・円柱背面の圧力は傾斜上流側で低く傾斜下流側

で高い 
・円柱背面の時間平均圧力はうねりを生じている 
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・無限長さの円柱まわりの流れは軸方向の周期変

動がある 
の研究成果が基になり，『星形管内流の層流，乱流，

遷移流』の研究へと発展している．また，積層格

子の合成抵抗の考察から，丸穴だけの『円管格子

の流体抵抗』の実験，それから生じた『円管格子

の流体騒音』の研究へと繋がっている． 

・円柱端に生じる馬蹄形渦は傾斜上流側のみ発生

する 
など多くの新しい知見が得られたが．教授昇任に

伴って学科を移動したことも重なって．それ以上

実験を続けられなく惜しいことをしたと思ってい

る．円柱背面の時間平均圧力のうねりの状態を図

５に示して証拠とする． 

 

５.５ 星形管内流の層流，乱流，遷移流 [17] 
 ３辺星形管および４辺星形管内流(図６)の層流

および乱流に関しては全く知られていない．そこ

で，塩化ビニールパイプを束ねて大きな水力直径

を持つ単体の星形管をテストセクションとするダ

クト実験装置を制作して，層流および乱流の時間

平均速度分布と乱れ強さ分布を計測した． 但し，

星形管の節付近の空間は無限小となる特異形状を

成すため，断面内での正確な速度分布は未だ得ら

れていない．また，流速測定は星形管出口直後で

実施したので，図７に示す速度分布が真の分布を

得ているか疑問が残る欠点がある．遷移流におい

ては，乱流スラグの発達状況について興味深い現

象が観察された．層流，乱流の速度分布を正確な

測定と遷移域での乱流スラグの研究がこれからの

課題である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

図５ 傾斜円柱背面の波打つ圧力分布 
 
５.４ 積層格子の流体抵抗 [15][16] 

積層格子の型くずれの予測から，図６に示す俵

積み格子と碁盤目積み格子の抵抗の実測を行った．

この実験からは，格子の流体抵抗は開口比の小さ

い俵積みの方が抵抗が大きいと言う訳ではなく，

配列の違い，長さ，レイノルズ数によって複雑に

変化することが判明した．さらに，薄肉ステンレ

スパイプを用いた実験から，円管間の隙間が作る

３辺星形管および４辺星形管内の層流から乱流へ

の遷移が重要な役割を果たすことが判明した．こ 

       (a)３辺星形菅 

 

 

               (b)４辺星形菅 
図６ 俵積み格子(３辺星型管)と 

図７ 星形菅出口直後の速度分布 
碁盤目積み格子(４辺星型管)  
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６．風力エネルギー利用技術の研究 

 

６.１ 先端技術風車の研究開発 [18]-[20] 

 1995 年，教授に昇任したのを契機に流体工学の

基礎研究から実用化研究に転じた．その年は，文

部省に通産省の大型研究資金が導入された記念す

べき年で，NEDO(新ｴﾈﾙｷﾞ ・ー産業技術総合開発機構)

から提案公募型・最先端分野研究開発の公募が初

めて行われた．それに対して「耐風雪型風車，耐

砂塵型風車の開発研究」で公募に応じたが，中国

地方で採択されたのは皆無で，数ヵ月後にあった

追加採択が岡山大学の稲葉英雄教授ただ一人であ

った．それから３年経過して厳しい評価の後，地

方大学にも採用が増えてきた．これが現在の大型

外部資金獲得競争の前兆であったことを見抜いて

いた大学は，これに備えて逸早く地域共同センタ

ーを中心とする産学連携機能を充実させ，他大学

との差を大きく開くことになった．大学法人化後

の最近では．益々外部資金獲得の実績の差が大き

くなってきたようである． 

 実用化研究として，流体工学の応用分野に取り

組むに丁度よいテーマは風車の研究開発であると

考えて地元の流体機械のメーカー企業と共同研究

を始めた．同時に，賀露おやじの会などのボラン

ティア活動団体等とも交流を始め研究会を持った．

しかし，風車の研究には実験用大型風洞が是非と

も必要であることから，これらの産学・地域社会

連携の経験をもとに公募事業に応募して認められ

たのが，平成 12,13,14 年度・文部科学省・科学研

究費(地域連携推進)「砂漠化防止・沙漠緑化に活

躍する新技術風車の研究開発」(6,450 万円)であ

る．面白いことに，この科研費の採択には，産学

連携の証拠提示が求められた．これが地域連携・

産学連携が強化されていったことと，大型外部資

金導入の競争時代に突入していったことの先駆け

であったことは，後になって分かってきたことで

ある．外部資金導入競争は東京を中心とする首都

圏の大学，東京大学などの旧帝大系の大学が圧倒

的に有利に展開することになって来たが，この頃

から他に先駆けて生き残り策を考えておくべきで

あったと思える． 
 この地域連携推進の科学研究費によって，購入

したのが「沙漠環境風洞」であり，一様流だけで

なく，図８に示すように，脈動流，突風，瞬間流

を作り出すことができる大型風洞である．この風

洞の入手によって初めて，世界初となる風車の過

渡応答性能の実験が可能となった． 
この砂漠環境風洞を使って最初に研究したの

が，変動激しい沙漠環境で作動させる多段式サボ

ニウス風車である．図９に示す３段式サボニウス

風車は軸方向に３段に分割したローターを位相角

120°でずらすことによって，右図の赤線で示すよ

うに静的にも動的にも滑らかなトルクが得られる

特性を持つ風車になることが証明された． 
 
 

図８ 沙漠環境風洞 
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図９ 3 段式サボニウス風車のトルク特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 10 鉛直軸風車の過渡応答特性 

  （負荷トルク一定条件） 
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６.２ 風車の過渡応答特性 [21] （１）30ｍタワーによる風況精査 

 風車に吹付ける風が突然増速するとき，風車の

回転数，発生トルクはどのように変化するかにつ

いては興味ある現象であるが，まだ誰も明らかに

していない．そこで，まず風車に吹付ける風が

10m/s の基準速度から急に 0.5, 1.0, 1.5, 2.0m/s

だけ増速するステップ流を作り出し，直線翼鉛直

軸風車の過渡応答特性を実験的に求めた結果を図

10 に示す．左図は風車に吹付ける一様流の風速 8， 

北条町と大栄町の２カ所・砂防林の陸側 

平成 10 年 6 月～  研究費：800 万円 

鳥取大学の結論：砂防林の影響大 → 再調査 

トーメンの結論：北海道で事業拡大 → 保留 

（２）70ｍタワーによる風況精査 

北条町・砂防林の陸側 

平成 12 年 12 月～  研究費：2,000 万円 

鳥取大学の結論： 

9，10，11，12 m/s に対する静的トルク特性であ

る．右図に示す過渡応答トルク特性は，基準風速

10 m/s の最高効率点から始めて，一定負荷トルク

（TL=0.68Nm）の条件で求めた実効トルクの過渡

応答曲線である． 

大規模風力発電可能大 → 研究成果 

(株)エナテクスの結論： 

ビジネス可能 → 事業化する 

(株)東芝プラントの結論： 
不況により事業縮小 → 保留 

風がステップ的に急上昇するとき，回転数一定
のまま実効トルクは瞬間的に増加し，上昇した風
速の静的特性曲線に届く，次いで回転数が滑らか
に増加しながら，実効トルクは静的トルク曲線に
沿って推移し，最終的に設定した一定の負荷トル
クに届くまで回転数を上昇する過程をたどること
を明らかにした． 

（３）北条町地域エネルギー研究会発足 
平成 14 年 5 月～ 

（４）北条町風力発電事業化推進委員会発足 
平成 15 年 4 月～ 

（５）北条砂丘風力発電所(1,500kW×9 基) 
平成 17 年 11 月竣工 

 
この風力発電所は，現在までのところ順調に稼

動しており，特筆すべきは落雷による故障がない

ことである．これは全国的にも珍しく，その原因

を究明することが日本型風車の研究開発へ繋がる

と期待されている． 

７．風力発電の事業化研究  [22]-[25] 

 

 日本の風力発電事業が本格化し始めたのは, 

1997年(平成9年)12月の地球温暖化防止京都会議

と時がほぼ一致する．その頃，関西を中心として，

時には東京で，講演会に招かれて「風力発電」の

話をする機会が増え続けた．結局，定年を前にし

た今，11 月 9 日に日本機械学会徳島講演会での特

別講演「石油ピークと風力発電」を含めて 80 回を

超えそうである．京都会議の頃の鳥取における講

演で，2010 年までに 30 基から 50 基の風車が鳥取

県内に建つであろうとの私の予想に対して信じる

人は殆どいなかったが，2007 年の現在 41 基の風

力発電が稼働していることは，専門家の先の見通

しの重要さを示す証左と私は思っている． 

写真１の北条砂丘 風力発電所 の発電情報

は北栄町のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（http://www.e-hokuei.net/mkp 
age/hyouzieditor.php?sid=1171&listmode=）に詳し

く説明されている．また，風力発電建設当時，町

民から寄せられた疑問・質問に対して丁寧に答え

て い る 旧 北 条 町 の ﾎ ｰ ﾑ ﾍ ﾟ ｰ ｼ ﾞ

（ http://www.e-hokuei.net/hokuei huuryoku/main. 
htm）を見ると，風力発電に対する知識不足が混 

 

 その頃，幾つかの風力発電事業企業から，鳥取

県内での事業化の共同研究の依頼があった．その

一つが北条砂丘での風況精査とそれに続くウイン

ドファームの事業化であり，初めての産官学連携

の試みであった．これは順調に進めば，北条砂丘

周辺に，第３セクターとしての風力発電維持管理

とコンサルタントの企業の発足，自然エネルギー

研究所や学習館の設立，次世代エネルギーパーク

構想へと続き，やがて一大産業集積地にする計画

であったが，地方特有のいろいろのことがあって

潰れてしまったのは残念でならない． 
写真１ 北条砂丘風力発電所と風況精査塔 

北条砂丘での風力開発の歴史の概要を記せば， 
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乱を引き起こすこと，まだ一般に風力発電の知識

がいきわたっていないことなどがよく分かって面

白い．中国経済産業局が産学連携の成功例として

「北条砂丘における大規模風力発電事業の可能性

調査」を取り上げているのは www. 
chugoku.meti.go.jp/topics/sangakukan/jirei/

である． 

 事業化に関係した学術研究としては，移動式風

況精査システムの開発を試行して可能性のあるこ

とを明らかにした．これは，企業との共同研究と

して「ドップラーソーダによる最適ポイントの選

定方法」の産学連携研究の成果として評価された． 

 

 
 

写真２ 移動式風況精査システム 

 

 

８．21 世紀ＣＯＥ「乾燥地科学プログラム」 

 

 平成 14 年度の文部科学省・21 世紀ＣＯＥ

(Center of Excellent)プログラムは世界の研究拠

点形成を目指して，全国の大学が生き残りをかけ

て競い合い始めた最初の公募型大型研究助成であ

り，地方大学でも Only One の研究テーマさえ持て

ば，大規模大学と競合し得ることを証明した事業

である．第１回の平成 14 年度は５分野の公募があ

り，生命科学 28 件，化学・材料科学 21 件，情報・

電気・電子 20 件，人文科学 20 件，学際・複合・

新領域 24 件，応募総数合計 113 件が採択された．

学際・複合・新領域の分野で採択された鳥取大学

の「乾燥地科学プログラム」は，広島大学の「テ

ラビット情報ナノエレクトロニクス」（分野：情

報・電気・電子分野，専攻：ナノデバイス・シス

テム研究センター）および「21 世紀型高等教育シ

ステム構築と質的保証」（分野：人文科学，専攻：

高等教育研究開発センター），愛媛大学の「沿岸環

境科学研究拠点」（分野：学際・複合・新領域，専

攻：沿岸環境科学研究センター）とともに，中国･

四国で採択された４件の一つである．いずれも，

既に設立されている研究センターが中心となって

組織したものである．国立大学法人化の 10 年ほど

前から始まった研究センター設立ラッシュが，Ｃ

ＯＥプログラムの火付け役を担っていることを考

えると，僅かその５年前に風力発電や自然エネル

ギー研究センター構想を立ち上げられれば，今度

のＣＯＥプログラムに間に合ったかも知れないこ

とを少々後悔している．例えば，海洋温度差発電

の研究から誕生した佐賀大学の海洋エネルギー研

究センターは「海洋エネルギーの先導的利用科学

技術の構築」（分野：学際・複合・新領域）を提案

して採択されたのは，着想と実行が大学の意向と

一致して着実に伸びていった結果と高く評価して

いる． 
 

 
図 11 乾燥地科学プログラムの全体構想 

 
世界の陸地面積の 41％が乾燥地であり，年間に

拡大する砂漠化の速度は九州と四国を合わせた面

積に匹敵し，６億人の人が砂漠化の影響を受けて

いる．このプログラムは乾燥地の砂漠化対処に資

するため，過去 80 年間に蓄積した砂地における環

境計測や植物生産などに関する知見や技術を広く

世界の乾燥地に適応可能なものへと高度化すると

ともに，エネルギー工学や社会医学分野との融合

を目指した，より包括的な乾燥地科学を構築する

ことを目的として，エネルギー工学，農学，社会

医学の分野の研究者が連携して，国際社会から要

請されている科学技術面での貢献を果たそうとす

るもので，具体的には次の５つのグループによっ

て研究が進められた． 

①環境計測グループ 

②環境修復技術グループ 

③植物生産グループ 

④自然エネルギー利用グループ 

⑤社会医学グループ 

 これらのグループの内，自然エネルギー利用を
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グループ長として担当した．事業推進担当者は私

と乾燥地研究センター・乾地気象環境学の神近牧

男教授（現在鳥取環境大学副学長）である． 

発電の砂漠地での利用に関する基礎研究は，平成

11 年度，12 年度の東京電力・受託研究「アリッド

ドームを利用した沙漠環境における太陽光発電の

研究」で一定の研究成果が得られているので，21
世紀 COE では風力発電の研究開発に取り組み，線

織面風車を開発した．黄土高原用の下から吹き上

げる風を効率よく捕まえることが出来る線織面風

車を写真３に示す． 

乾燥地は降雨量が少ないことが特徴であるが，太

陽エネルギーと風力エネルギーは多く，エネルギ

ー資源の宝庫でもある．そこで，豊富な自然エネ

ルギーを利用して水を作り出すこと，水を輸送す

ることを砂漠緑化支援技術にすることにした．鳥

取砂丘に結露石と言われる現象がある．乾燥した

昼間の砂丘も，夜になると温度が低下して相対湿

度は下がり，砂丘に転がった石の裏に露を結ぶ現

象である．この結露石を人工的に作り出すために

ペルチェ素子を利用して低温面を作り出すアイデ

アである．この造水装置の電力は太陽光発電と風

力発電で賄う構想である． 

平成 18 年に中国・科学技術院を訪問して，西

安の北方 800ｋｍの陜西省・楡林市（YULIN 市・

神木県（SIN MU 県）の水土保持研究所試験場の

一角に設置場所を確保した．この地で風車の現地

試験を実施する準備を整えたところである． 

乾燥地で使用するペルチェ素子を利用した造

水装置の実験装置を図 12 に示す．如何に効率よく

水を製造できるか，大型化し実用に供する時に乾

燥地で有用になりうるか，など課題は多い． 

さらに，中国黄土では，高原を切り裂いて流れ

る川には赤茶けた濁流とは言え，豊富な水があり，

内蒙古自治区の毛烏素砂漠では，地下僅か数メー

トルに地下水があるので，ポンプで汲み上げて利

用できる．ポンプへ供給する電力もまた風力と太

陽のエネルギーを利用することを考えた．太陽光 

 造水装置の他に，製氷技術を応用した淡水化装

置の開発，乾燥地での生活用水，医療用水，灌漑

用水の用途別による製造装置の開発など多くの課

題がある． 

   

９．オフショア風力発電の研究 [26]-[28] 

 

日本に風力発電が本格的に導入されてから約

10 年経過した今，陸上での風力発電の適地が少

なくなってきて，天気予報で見られるように強

い風の吹く洋上での風力発電へシフトさせる魅

力が増してきた．さらに加えて，地球温暖化と

石油ピーク到来の現実は風力発電への期待を膨

らませている． 
洋上における風況精査は，一様な風が吹くと

される欧州では鉄塔（タワー）を浅瀬に建設す

る方法で実施され，一地点のデータから広域の

風況を推定している．しかし，我々は土佐湾に

おいて，小型船舶を用いた予備的風況観測を実

施し，図 13 に示すように，海岸近くと沖合 20

～40km先での風向が全く逆である現象を見いだ

した．海洋における風速・風向は，日本近海で

は複雑地形の陸から吹きつける風や，海陸風な

どによってかなり複雑であることが予想される．

したがって，日本近海では洋上の広い範囲にわ

たる年間の風況分布を精度良く測定して，その

結果から最適地点を決定する必要がある． 

写真３ 黄土高原用砂漠環境風車 

 

洋上の広い範囲にわたって，しかも 200m を超える

高層まで風速・風向を計測する方法は未だない．

そこで，広い海域に超音波流速計をマストの先端

に設置したブイ（浮標）を点在させて，海面上高
  図 12 ペルチェ素子による造水装置 
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度 10ｍ付近の風を計る「ブイ式低層風況観測シス

テム」と，ブイでは得られない高層の風速・風向

を，移動可能な船舶にミニドップラーソーダを搭

載して測定する「船舶式高層風況観測システム」

から構成し，洋上に偏在する風の強い地点を探査

して，洋上風力発電の最適地を探査する『洋上風

況精査システム』（図 14）を実用化する研究開発

を提案してきた．この提案は約２億円の研究費を

必要とするので，平成 13 年度補正予算の「地域新

生コンソーシアム研究助成」から応募を始めてい

るが，風力発電の実情が審査員によく知られてい

ないこと，中国地方には産業クラスターが形成さ

れていないことなどから審査員の理解が得られな

かった．そこで，NEDO や経済産業省に直接交渉

して，地球温暖化抑止や石油ピークを迎える時代 

の日本には緊急の課題であることを説明して大型

研究助成の導入を図りつつある．洋上の風況精査

に加えて，風車設置のためには，海底地盤や地形

の情報も収集しなければならず，全体では約４億

円の研究費を必要とする．さらに，試験研究用の

洋上風力発電を１基建てるだけでも数億円の研究

開発費を必要とするので，国家プロジェクトとし

て進められるように，研究組織を構築中である． 
 

１０．「地球温暖化」と「石油ピーク」 

 

 1997 年に京都議定書が決議されて丁度 10 年経

過するが，温暖化防止に対してはどこかよそよそ

しい．自分達がやらなくても誰かがやるだろうと

の感覚と，影響は 100 年先だとの思い違いが大き

いからか一向に実効が上がらない．地球温暖化の

元凶が人口の爆発的増加であることが分かってい

ても，少子化を重要問題として担当大臣まで設け

て人口増加策を練っているのは，自国の経済振興

や産業振興を第一に考えてのことと考えられる． 

 

N

Tosa Bay

10 km 5 m/s

10:54

8:53

9:37

9:56
a

b

Kochi City
10:31

9:00
10:00
11:00
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9:00
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Niyodo River

 

一方，石油ピークはまだ知識としても広く受け

入れられてるわけではないが，一旦理解されるや，

たちどころにパニック状態が発生する事柄である．

今，国会で与野党間の議論の対象となっているテ

ロ特措法の扱いが影を落とすかも知れないが，早

ければ５，６年先にも中東からの石油がストップ

し，日本の社会全体が動かなくなる可能性を含ん

で危機的状態に向かいつつあるとは識者の見解で

ある． 図 13 土佐湾における風況 

  

 １１．「石油ピーク」と「もったいない学会」 
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 今，世界は石油ピークを迎えている．石油の生

産量と消費量が等しくなって，これ以上新しい油

田が発見されない限り減耗する石油資源の生産量

は伸びないのであるから，2010 年辺りに石油ピー

クがやってくると言う提言である．物事のピーク

は過ぎてのち分かるものであって，渦中のその時

は分らないものであり，アメリカは 2004 年に既に

ピークを迎えたとさえ言われているのである． 

 2007 年の今年，三菱重工に 1,000kW の風力発電

800 基の注文がアメリカからあったのは，石油生

産国であるアメリカが石油を温存して，再生可能

エネルギーの活用にシフトしたことの証左である

と見るべきである．石油ピークを迎えた今，原油

価格は高騰を続け，今年８月の 80＄/ﾊﾞﾚﾙが 10 月

に 90＄/ﾊﾞﾚﾙを超えた事実は無視できない．今年

８ 月に開催 されたア イルラン ドでの ASPO

 

図 14 オフショア風力発電ための 

 洋上風況精査システム 
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（Association for the study of peak oil and gas）国際

会議で，1 年以内に 150＄/ﾊﾞﾚﾙに達するとする意

見も出たほどである．エネルギーの 96％を輸入に

頼る日本に見えない危機が迫りくるようである．

脱石油を願うならば，原子力と再生可能エネルギ

ーに頼らざるを得ない．従って，21 世紀は再生可

能エネルギーの徹底活用が求められる． 
 石油ピークは農業ピークであり，文明ピークで

もある．石油に依存した我々の生活のあり方を早

急且つ根本的に変えなければならない．経済優先

で走ってきた人間社会は地球温暖化を引き起こし

た．その原因は，人口爆発と相俟った石油と石炭

の化石燃料の大量消費である．人類の取るべき方

策の一つは脱石油であり脱浪費である．物質を浪

費する現代の生活を改めること，すなわち昔から

我々日本人にとって馴染み深い「もったいない」

の精神こそ重要である．そこで，「石油ピーク」を

唱える石井吉徳東京大学名誉教授を中心として学

問的検証に基づいて情報発信する「もったいない

学会」（http://www.mottainaisociety.org/index.html）
を 2006.8.28 に設立した．石油資源の専門家であ

る芦田譲京都大学名誉教授が副会長となり，

EPR(Energy Profit Ratio)の計算を専門とする天野

治電力中央研究所特別研究員や風力発電の私が理

事となって，地方支部を増やすこと，石油ピーク

の現状認識を広めることを目的として情報発信に

努めている．さらに，北海道大学低温研究所の福

田正己教授は 2007.2.10 に北海道支部を設立し，

2007.3.19 に私達が鳥取支部を設立し，2007.3.21

に芦田譲京大教授が京都支部を設立した．その後，

滋賀支部や九州支部を発足させるなど，全国の大

学教授の注目するところとなりつつある．珍しく

鳥取が他に先駆けて取り組んだことは将来の鳥取

県のあり方を先導するものであると自負している．

なお，福田正己教授は 9 月に北大を辞されて，ア

ラスカ大学国際北極圏研究センターに勤務されて

いるので，「もったいない学会」は国際的に発展す

る勢いである．北海道支部長は北大大崎満教授に

交代した． 
 今後，この「もったいない学会」の思想を中心

として日本の産業・政治・経済が動いていくよう

な予感がする．遅れているから改革が容易といえ

る鳥取県こそ，脱石油・脱浪費の考えに基づく新

しい産業，新しい社会を構築できる環境が整って

いると言える． 
 将来のエネルギー源を選択する指標として今考

えられているのが EPR (Energy Profit Ratio:エネル

ギー利益率) である．生み出すエネルギーと，そ

れを生産するのに要するエネルギーの比を表す指

標である．すなわち，EPR ではエネルギーを生産

する意味はなく，元のエネルギーを直接使えばよ

いことになる．21 世紀のエネルギー生産はこの

EPR を指標として優先順位をつけるべきと考えて

いる．エネルギーだけでなく，すべての物質，行

動や行為ですら，もったいないの観点から現代文

明を見直してみる必要が考えられるので，「もっ

たいない学研究所」の設立を構想中である． 
 

１２．大学発ベンチャーと産学連携 

 

 鳥取大学発ベンチャー企業として「有限会社 

自然エネルギー研究センター」を起業した．定款

は，私の研究発明，特許を基にした研究開発，実

用化・商品化を中心として，次の事業を実施する

ことにしている 

◎オフショア風力発電のための洋上風況精査シス

テムの研究開発 
◎新エネルギービジョン策定，風力発電事業化な

どのコンサルタント 

◎小型風力発電・自然エネルギー利用機器などの

研究開発 

◎乾燥地に於ける砂漠化防止・沙漠緑化支援技術

の研究開発 

◎原子力発電災害防止の放射能影響予測システム

の研究開発 
◎産学官連携のコーディネート，人材育成 など 

 今のところ公的な研究資金の調達ができていな

いので，コンサルタント事業として北栄町・新エ

ネルギービジョン策定事業を入札で獲得したのみ

である．近い将来には，約 11 億円の研究開発費で，

東京大学，気象協会，電力中研，CRC ソリーショ

ンズの事業共同体が獲得した「気象予測に基づく

風力発電量予測システムの開発」のような調査事

業に参入できるように，人材の養成と，事業共同

体への参加を模索している．しかしながら，学内

の環境整備が進まないのでベンチャー企業として

の活動がなかなか捗らないのが実情である． 

わが国の地場産業創出やベンチャービジネス

起業化は，本来のあり方から見れば，全く新しい

ことではない．例えば，後に真珠王と謳われるよ

うになった御木本幸吉は明治 21 年．志摩の海産物

商として広く商いをしていた 30 才の時，東京での

博覧会に天然真珠を出品した．帰途，東京帝国大

学教授・箕作佳吉理学博士に真珠の生態について

教えを乞うた時，理論上は可能であるが誰もやっ

たことのない真珠養殖の挑戦的事業に乗り出すこ
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とを決意したのである，今で言う産学連携の趨り

であり，ベンチャー企業・地場産業創出への挑戦

であった．それから５年，半円真珠の養殖に成功

した幸吉は，さらに 12 年もの研究に没頭した明治

38 年に真円真珠の養殖を完成し，明治 41 年に真

円真珠養殖の特許権を獲得した．今，鳥羽にある

真珠島の御木本幸吉記念館の庭に 97 歳の幸吉翁

の銅像が威風を払って建っている．彼ほどの熱意

があれば現代の我々の産学官連携も成功に導かれ

るに違いない． 

 

１３．西日本乱流研究会 

 

西日本研究会は私が研究を進めるに当たって

大いに支援して頂いた研究会である． 

この西日本研究会は 25 年前に山口大学の斉藤

隆先生，大坂英雄先生，そして今は神戸大学の副

学長をしておられる薄井洋基先生達が中心となっ

て始められた．当初の目的は，地方にあっては研

究のための議論の相手もいなければ，ディスカッ

ションの場もないと言うことから，機械，土木，

化学工学，物理など全ての分野から流体力学の研

究者達が集まって乱流の勉強をしようとのことで

あった． 

 私や西村龍夫先生は後から入れて頂いた．この

中国地域は面積が広過ぎて，研究のための交流が

なかなか持てないが，盛んな時には年４回の研究

会を，その内の１回はシンポジウムとして毎年開

催していた．また，地域としては中国・北九州に

留まらず，四国まで拡大して，中には大阪や神奈

川県の横須賀から参加される人もあった． 

 私達の誇りとするところは研究会を通じて若い

人達を育ててきたところである．４年生，大学院

修士の学生・院生は勿論ですが，一番の値打ちは

博士の学位取得者を数多く育てたことである．お

そらく 20 人は居るのではと思っている．10 数年

前までは，旧帝大以外の大学は学位審査権を持っ

ていなかったので，研究発表の仕方から，論文の

書き方，学位審査のある大学の紹介まで，若手研

究者の育成に随分尽力した． 

 また，この研究会には多くの日本を代表する世

界的な権威の先生方にご支援して頂いた．流体力

学の実験で世界的に著名な東京大学の谷一郎先生，

佐藤浩先生，ドイツからは浜先生にも駆け着けて

頂いた．理論の研究では京都大学の巽友正先生，

東京大学の今井功先生，とくに巽先生には京大を

退官後，京都工芸繊維大学の学長に就任するまで

の間，広島工業大学の教授に就いておられた関係

から，この研究会の特別顧問として導いていただ

いた．当時，東大の航空宇宙研究所で毎年開いて

いました本乱流研究会をこの西日本乱流研究会が

開催することになった時，先生は「蛇が蛙を呑む

と言う話は聞いたことがあるが，これは蛙が蛇を

飲むということや」と言って喜んで頂き，激励し

て頂いたことを昨日のように憶えている． 

  

１４．大型外部研究資金の導入 
 

国立大学に対して産学共同研究の奨励，外部資

金の導入が始まったのが，応用数理工学科の教授

就任と一致する平成７年頃からであり，地方大学

も応用技術の研究，実用化研究を取り入れるよう

になってきた．私の場合，幸い実用化研究に着手

してからは連続して大型の研究助成に採択されて，

資金面で苦労することはなく研究に打ち込めた．

具体的に金額の大きなものから一例を挙げれば， 

（１） 文部省科学研究費（国際学術研究）［共同

研究］「質量，熱，運動量輸送に関する乱

流制御」平成 7 年度，390 万円 

（２） 東京電力・受託研究「アリッドドームを利

用した沙漠環境における太陽光発電の研

究」平成 11,12 年度，1,350 万円 
（３）中国電力技術研究財団・試験研究「先端技

術風車・高揚力回転ブレードの基礎研究」

平成 10 年度，220 万円 

（４） 文部科学省・科学研究費（地域連携推進）

「砂漠化防止・沙漠緑化に活躍する新技術

風車の研究開発」平成 12,13,14 年度，

6,450 万円 

（５）文部科学省 21 世紀ＣＯＥプログラム「乾燥

地科学プログラム」平成 14～18 年度，総

額 5,000 万円 

などである．これらは全てに満足いく成果が得ら

れた訳ではないが，ある程度の方向性は示せたと

思っている． 

 

１５．国際交流 

 

 鳥取大学在任中，外国にも多くの知己を得て，

互いに訪問し合い研究のための意見交換をしたり，

中には国際交流契約を締結して本格的な大学間交

流に発展させた大学もいくつかある．私の定年退

職を契機に中止してしまうのはもったいなく思う

ので，ここに列挙して後進に託して今後の提携の

参考にしてもらいたいので，交流相手大学と担当

教授，その内容などを年代の近いほうから順に列
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挙すれば，  

(1) Ecole Polytechnique de Montreal （カナダ・

Montreal）: 
Prof. Ion Paraschivoiu: 鉛直軸風車の世界的権

威，2004.9-2005.7 研究室に滞在，2005.10 モ

ルドバでの ARA 総会講演会に招待され Wind 
Power in Japan を 講 演， 2005 林が Ecole 
Polytechnique を訪問，教授の著書“Theory and 
Design of Wind Turbine”の日本語版「風車の理

論と設計」を出版． 
(2) 韓国海洋大学校（韓国・釜山）：金充海教授 

元々，本学土木工学科と国際交流していた韓

国海洋大学校から，金充海教授の研究生康 

仁勝君が国費留学生として博士後期課程に入

学したことで，より親密になった大学である．

今年度で留学を終え帰国予定の康君が，始ま

ったばかりの韓国の風力発電を担って行くこ

とを大いに期待している． 

(3) 東北農業大学（中国・ハルピン）：李文哲教授，

李 岩助教授 

従兄同士の教授と助教授は双方鳥取大学の卒

業生である．機械工学科の動力機関講座で学

位取得を果たした教授の勧めで，風力発電の

研究で学位を取得した李岩助教授は，平成 17

年度に帰国して，中国で風車の研究の準備中

である． 

(4) 内蒙古農業大学（中国・内蒙古自治区・フフ

ホト）：王林和副学長，田徳教授 

王副学長は乾燥地研究センターと強い連携を

持ち，高知大学で学位を取得した砂漠緑化の

研究者，田教授は同大学・工程学院で風車の

研究に打ち込んでいる中国を代表する風車研

究の第一人者である． 

(5) Jomo Kenyatta University of Agriculture & 
Technology（ケニア）： Lecture Paul W. Magoha 
風力エネルギー利用に関する研究をするため

に林研究室に２か月滞在した． 

(6) Syracuse 大 学 （ ア メ リ カ ・ New York 州

Syracuse）：Prof. Hiroshi Higuchi 
樋口教授は東京大学出身で，共同研究やアメ

リカの大学制度についての依頼講演のために

たびたび来学し，林研究室の原助教授が留学

した縁もあり，今も交流を続けている． 
(7) Nottingham 大学（イギリス・Nottingham）：

Prof.Kwing-So Choi 
文部省在外派遣研究員として 4 ヶ月滞在した

大学である．Choi（日本名鈴木宏明）教授は

鳥取大学の卒業生であり，Nottingham 大学の

教授として，乱流温度境界層熱伝達研究の欧

米の第一線で活躍中である． 
(8) Houston 大学（アメリカ・Texas 州 Houston）： 

Prof. Hussein 
乱流の研究で世界的に著名である Hussein 教

授はバングラディッシュの貴族出身であり，

アジアからの留学生を多く抱えている．林は

1989 年に 2 か月程滞在した． 
(9) Ruhr-Universitat Bochum（ドイツ Bochum）： 

Prof. K. Gerstain 
在外派遣研究員として，林は４ヶ月滞在した．

乱流境界層の世界的権威である Gerstain 教授

は，林が名古屋大学の院生であった時に名古

屋大学に 1 年程滞在されて以来，交流が続い

た． 
 

１６．おわりに 

 

 長い年月の研究者生活の内に多くの人々にご支

援頂いた．ここに一人一人の名前を記して感謝の

意を表したいが，余りにも多過ぎるのと抜け落ち

る人が出るのを恐れて全て割愛させてもらった． 

 技術者・研究者として過ごした 50 年近くを振り

返ると，大学の研究者になる以前の技術者として

モノづくりに励んだこと，大学の原子力研究室で

学んだこと，社会貢献に関すること，地域共同研

究センターに関することなど書き残すべきことが

まだ多くある．これらは，定年退職の機会に話す

なり，文章にまとめるなりしたいと考えている． 
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ベクトル量子化による小規模規則音声合成器の開発
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Development of Small-scale Speech Synthesizer based on Vector Qantization

Tadaaki SHIMIZU
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Abstract: A new scheme of speech synthesis by rule was presented which could be implemented in ROM 
less than 4M bytes. The features of our scheme are consist in the use of the vector quantization of LSP 
parameters for VCV instance. We proposed two synthesis unit selection methods, 1) selection method by 
using phonemic environmental resemblance score (PER method), and 2) selection method by searching 
minimal connective distortion path (MLD method), for small scale speech synthesis system. PER method 
requires phonemic environmental information for each VCV instance in a VCV unit dictionary. This paper 
investigated experimentally to what extent we can reduce the phonemic environmental information with 
keeping high quality of synthesized speech. We verified that two phonemes frontward and one phoneme 
rearward range to a current VCV instance is enough to synthesize similar quality of speech as five 
phonemes frontward and five phonemes rearward. This result gives an experimental basis on minimizing a 
size of VCV unit dictionary.

Key Words: Speech Synthesis, LSP analysis, Vector Qantization, phonemic environment

１．はじめに

任意の単語や文音声を合成する規則音声合成のか
らくりは至って単純である．一言で言うと，人間が
発話した音声を適当な短い素片に切り刻んだ形で
データーベースに登録しておき，その中から単語や
文を作るために必要な素片を選び出して繋ぐと合成
音声が出来上がるというものだ．アイデアは単純で
あるが，実際に試してみると人間が話すように自然
で高品質な合成音声を作り出すのはなかなか難し
い．

日本語の音声規則合成の研究の初期段階から採用
された方式は，C( 子音 ,Consonant) と V( 母音 ,Vowel)
を組み合わせた CV 単位に基づく合成方式 [1] 〜 [3]
である．CV 単位とは，「か」や「た」など仮名一文
字で書き表せる音節単位であり，日本語の基本単位
としては自然なものである．

確かに，CV 単位で 50 音表の全ての音を一通り
データーベース ( 合成単位辞書 ) に登録しておけば，
どんな日本語も合成できる．しかし，この方法では

自然な音声を合成することは大変難しい．人間の自
然な発声では，文字の上では同じ CV であっても単
語中や文中で微妙に変化して発声される．同じ「か」
や「な」でも，文章中のどこにあるかで微妙に音と
しての性質が変わるのである．この現象を調音結合
と呼んでいる．調音結合の影響を考慮せずに，音声
の素片を繋いだのでは，良質な合成音声は得られな
い．

調音結合の影響を音声合成手法に取り入れる方法
の一つとして，音声合成に用いる素片を長くする
方法がある．実際に，CV-VC 単位を用いる方式 [4]
や，VCV 単位 [5] や CVC 単位 [6] を用いる方式へと，
より長い合成単位を用いる方式が提案されてきた．
さらに，CVCV 単位にまで選択範囲を広げて合成単
位のセットを検討する研究 [7] や，様々な合成単位
を選択的に用いる合成方式の研究 [8] も行われてい
る．このように合成音声の品質向上のために合成単
位を長くする方法では，音素 (C や V) の組み合わせ
により合成単位の種類が爆発的に増加し，ひいては
合成単位辞書に登録しなければならない素片数も膨
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大になるという欠点がある．
一方，合成単位を VCV などの比較的短い単位と

し，同一の合成単位に対して，その前後の音韻の並
び ( 音韻環境と呼ぶ ) が異なる複数の素片を保持す
ることで，合成音声を高品質化する方法もとられて
いる．[9] この方法では，合成単位の種類の数は押
さえられるが，音韻環境の異なる多数の素片を必要
とするという点で，やはり合成単位辞書は大きなも
のになる．

これら合成音声の高品質化を目ざす研究におい
て，合成音声を生成するために合成システムが保持
すべき合成単位辞書の記憶容量は増加してきた．特
に，近年盛んに研究されている波形重畳方式では，
合成単位を音声の分析パラメータではなく，時間波
形の形で記憶するため合成単位辞書の記憶容量は非
常に大きい．小山らによる VCV を基本単位とする
波形規則合成方式 [9] では，合成単位辞書に 60M
バイトの記憶容量を要することが報告されている．

我々は，小規模な応用に対して高品質な合成音声
を与えるために，LSP ベクトル VCV 規則音声合成
方式を提案した．本方式では，合成単位辞書の記録
方法にベクトル量子化を導入することで，様々な音
韻環境から採取した多くの VCV 素片を少ない記憶
容量で記憶できる．これにより，小規模な音声合成
システムでも合成音声の品質を向上できる可能性が
高いのが特長である．

本稿では，LSP ベクトル VCV 規則音声合成方式
について発表した論文の中の４編 [10] 〜 [13] の内
容を，ダイジェストで紹介するとともに，チームと
して一緒に頑張ってくれた学生諸君の苦労なども織
り込んで紹介したい．

２．LSP ベクトル VCV 規則音声合成方式の概要

本論文で提案する LSP ベクトル VCV 規則音声合
成方式は，音声合成の基本単位である VCV 素片の
記録にベクトル量子化された LSP パラメータを用
いることにより合成単位辞書 (VCV unit dictionary)
の記憶容量を小さく抑える手法である．図 1 に示
すように，LSP パラメータの系列として表現された
VCV 素片は，コードブックを用いてベクトル量子
化することにより，代表ベクトルを表すインデック
スの系列として符号化される．従って，本方式では
VCV 素片はベクトル量子化の代表ベクトルのイン
デックスの系列として合成単位辞書に収録される．

本方式による音声合成システムのブロック図を図
2 に示す．合成単位辞書には同一の VCV 合成単位
に属する VCV 素片が多数収録されており，同一の
文章を作成する場合でも，可能な VCV 素片の組み
合わせが多数存在する．高品質な合成音声を得るた
めには，適切な VCV 素片を選択し接続することが
必要である．我々は，素片選択の方法として，音韻
環境を考慮して素片選択を行う PER 選択法と，素
片の接続歪みを最小化する MLD 選択法の２つの手
法を提案し，それらの方法ついて性能の評価を行っ
た．

また，MLD 選択法の改良として，ベクトル量
子化の特徴を生かし，コードブックの代表ベクト
ル間の距離を予め計算して作成した距離テーブ
ル (distance table) を参照することで VCV 素片の
接続歪みの計算を高速化する距離テーブル参照法
(Distance Table Look-up Method: DTL 選択法 ) を提
案した．
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３.　VCV 合成単位
３．１　音韻の取り扱いと VCV 素片

日本語における音韻の種類や数には，諸説がある．
本研究では，音韻の種類と表記に関しては原則的に
斎藤 [14] の分類に従った．外来語音節 ( ウィ，ヴァ
等 ) を取り扱わず，半母音 S(/j/,/w/) を及び，拗音
節を作る CS(/kj/, /sj/ 等 ) を一つの子音として取り
扱った．このため子音数は 26 種である．また，標
準的な日本語 5 母音の他，はつ音 /N/ を母音と同
様に扱ったため，母音は 6 種類となる．

これらの音韻を組み合わせた合成単位としては，
母音で子音を挟む形の VCV 型 570 種類，子音を
挟まない VV 型 35 種類，語頭用の #CV 型 95 種類
と #V 型 5 種類，語尾用の V# 型 6 種類がある．以
後，これらの型の合成単位を総称して VCV 合成単
位 (VCV unit) と呼び，それぞれの VCV 合成単位の
素片データを VCV 素片 (VCV instance) と呼ぶ．

３．２　合成単位辞書と合成単位の収集

研究の開始にあたって最初の課題は音声資料の収
集である．開発グループのゼミでは，「どのような
音声から素片を収集するか」という問題が，まず議
論された．音声の分野では，このような実験のため
に音素がバランスよく含まれた「音素バランス文」
が作られ，その音声データを入手することもでき
る．しかし，小規模で高音質の音声合成を実現する
際には，音素がバランスしているよりも自然な文章
上で生じる偏りがあった方が有利であるとも考えら
れる．両方を試してみれば良いのだが，研究室の人
的資源はそれをゆるさなかった．議論の末，「音素

バランス文」ではなく，ラジオ・ニュースから自前
でデータを収集することになった．

安価に高品質の音声データを得るために，7 日分
の NHK の FM ラジオ・ニュースを合成単位の収集
に用いた．録音したラジオ・ニュースの１日分から，
約 10 分間の同一の男性アナウンサの発話部分だけ
を切り出し，合計 70 分の音声データを得た．合成
単位辞書に収録する VCV 素片は，音声データに視
察で音韻マーキングした資料を用いて，母音部の中
間点で切り出す方法で自動的に生成した．

この音韻マーキング作業は，音声を部分的に再
生して聴覚で確かめながら，ディスプレ上で波形
を確認し，波形上に /a/ や /t/ といった音韻のタグ
を付けていく作業である．大変細かく骨のおれる
仕事である上，マーキング箇所は 70 分間の資料で
40,000 点を越えた．開発チームのメンバーは，目
を真っ赤にしながら，ヘッドフォンをかけてディス
プレイを睨む日々を送った．この大変な作業に不平
も言わずに参加してくれた当時の学生諸君に心から
感謝したい．

表 1 に，音声資料から採取した VCV 合成単位の
種類数と，各々の VCV 合成単位に属する VCV 素片
の数の平均値を示す．音声資料に含まれる VCV 素
片が全ての VCV 合成単位を網羅していないため，
表 1 の VCV 合成単位の種類数は，３．１節で述べた
VCV 合成単位の種類数に達していない．音声合成
時には，合成単位辞書に収録されていない VCV 合
成単位は，子音と後続母音の一致する他の VCV 合
成単位から先行母音の部分を除いて作成される CV
合成単位によって代用する．この際，先行母音部は
補間によって作成する．

音声資料
の長さ

素片
総数総種類

10 341 7.7

可能な種類

VCV型
種類 平均個数

20 400 12.7
30 429 17.2
40 446 21.4
50 455 27.4
60 466 32.7
70 470 38.4

570

(分 ) ( 種 ) ( 個 )

433 4,050
506 7,759
540 10,926
559 13,713
574 18,271
588 22,622
594 26,517
711

(種 ) ( 個 )

29 19.3

VV 型
種類 平均個数

31 36.7
35 48.9
35 61.4
35 81.2
35 98.2
35 177.1
35

(種 ) ( 個 )

52 6.5

#CV 型
種類 平均個数

64 9.7
65 11.0
67 11.6
73 15.6
76 20.2
78 21.5
95

(種 ) ( 個 )

5 20.8

#V 型
種類 平均個数

5 35.8
5 41.6
5 48.2
5 68.6
5 88.6
5 101.2
5

(種 ) ( 個 )

6 73.5

VCV 型
種類 平均個数

6 134.0
6 152.8
6 169.1
6 246.5
6 328.5
6 362.7
6

(種 ) ( 個 )

注１）　＃は無音を表しており，#CV型と #V型は発話開始点に、V#型は発話終了点に用いる．
注２）　音声のサンプリングは，標本化周波数：11.025kHz，量子化数：16ビット
　　　  LSP 分析は，フレーム長：256 点，インターバル：64点，次数：12次

表１　音声資料の長さと採取された VCV 単位の種類数および VCV 素片の数
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４．VCV 素片選択の２つの方法

合成単位辞書から VCV 素片を選択する方法とし
て，素片選択基準が異なる２つの手法を提案した．
第一の VCV 素片選択法は，VCV 素片を収集した際
の音韻環境と合成する文章中における VCV 素片の
音韻環境の類似度を素片選択の基準にする手法であ
る．本研究では簡便性を考慮して，図３に示すよう
に VCV 素片の前後 5 つずつの音韻について，式 (1)
に示す音韻環境類似度 (Phonemic Environmental 
Resemblance Score: PER スコア ) を計算し，音韻環
境の類似度を評価する．

　　　　 PER f(i) + r(i)= 1
2

1
3i–1Σ

i = 1

5 ⎛
⎝

⎞
⎠ 　　　　(1)

ここで，f(i) は VCV 素片に先行する i 番目の音韻
について，VCV 素片を収集した際の音韻と合成す
る文章中での音韻の一致度を表す音韻得点である．
f(i) には，音韻が一致すれば 2 点，母音，摩擦子音，
破裂子音等の音韻種別が一致すれば 1 点を与え，
どちらも一致しない場合には 0 点を与える．r(i) は
VCV 素片の後続する i 番目の音韻についての f(i) と
同様な得点である．音声合成時には，f(i) と r(i) の
重み付き和として式 (1) で定義した PER スコアが
最大となる VCV 素片を選択する．この VCV 素片選
択法を PER 選択法と呼ぶ．

第二の VCV 素片選択法は，VCV 素片の接続部で
生じる接続歪みを最小化する手法である．図４に示
すように，２つの VCV 素片の接続部において先行
する VCV 素片の最終フレームの LSP パラメータを
　　　　　　　　　 ，後続 VCV 素片の先頭フレー
ムの LSP パラメータを　　　　　　　　　　とす
る．このとき，２つの素片の接続点での歪みを，式 (2)
に示す LSP パラメータの距離 (LSP Distance) によっ

て評価する．

　　　　 d(ω f, ωr) = ω f
i + ωr

iΣ
i = 1

p 2⎛
⎝

⎞
⎠ 　　　(2)

接続歪みを最小化する VCV 素片選択は，図５に
示すように VCV 素片の接続可能な経路に対して
式 (2) で計算される接続歪みをコストとして与え
た最小コスト経路探索の問題である．この VCV 素
片選択法を，LSP 距離最小化選択法 (minimal LSP 
distance method: MLD 選択法 ) と呼ぶ．

PER 選択法は，簡単な得点計算により VCV 素片
選択を行えるため処理速度が速いが，VCV 素片に
音韻環境の情報を付加する必要があり，合成単位辞
書の記憶容量が大きくなる．一方，MLD 選択法は，
合成単位辞書に余分な情報を付加する必要がなく記
憶容量の点では有利だが，VCV 素片選択時に経路
探索を行うため，処理速度は遅くなる．どちらの方
法にも一長一短があり，実装するシステムの仕様に
よって使い分けることが必要となる．
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図３　PER スコアによる音韻環境の得点化

図 4　VCV 素片の接続部における LSP 距離

図５　MLD 選択法による VCV 素片の選択
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５．合成単位辞書のサイズと VCV 選択法の比較
５．１　VCV 素片選択実験

適正な合成単位辞書の大きさの検証と VCV 素片
選択法の評価のために，PER 選択法と MLD 選択法
による VCV 素片選択実験を行った．実験には表１
に示した７種類の大きさの合成単位辞書 ( 以後，「合
成単位辞書 (10)」〜「合成単位辞書 (70)」と記載する )
を用いた．また，音声合成の対象には見出しを除く
新聞記事の本文を用いた．実験に用いた新聞記事の
長さは，VCV 合成単位の個数にして 45,269 個分の
長さである．

先に述べたように，合成単位辞書に合成に必要な
VCV 素片が登録されていない場合，他の VCV 素片
から CV 素片を作成して代用する．高品質な合成音
声を得るためには，このような代用が起らないこと
が望ましい．そこで，以下に示す VCV 単位網羅率
と VCV 素片置換率を定義して合成単位辞書の適正
な大きさについて評価した．

VCV 単位網羅率は，音韻の組み合わせで可能な
VCV 合成単位の総数を N，VCV 素片の収集で得ら
れた VCV 合成単位の数を n として，以下のように
定義する．

　　VCV 単位網羅率：g = n / N　　  (3)

VCV 素片置換率は，合成音声中に含まれる VCV
合成単位の総数を M，そのうちで合成の際に CV 素
片に置換された VCV 素片の数を m として，以下の
ように定義する．

　　VCV 素片置換率：r = m / M　　(4)

本実験では，N = 711，M = 45,269 である．
また，実験での VCV 素片選択結果は，合成音声

中の VCV 素片の平均 PER スコアと，合成音声中の
VCV 素片の接続部での平均 LSP 距離で評価した．

図６に，合成単位辞書の規模と VCV 単位網羅率，
VCV 素片置換率の関係を示す．図中の各点は，「合
成単位辞書 (10)」〜「合成単位辞書 (70)」による
VCV 素片選択の結果であり，横軸は合成単位辞書
の規模を収録素片数を表している．

VCV 単位網羅率は，最大規模の「合成単位辞書
(70)」でも 83.5%と高くない．一方，VCV 素片置換
率は，合成単位辞書の VCV 素片の収録数が 14,000
個以上では，1.7%以下と非常に小さくなった．こ
の結果は，VCV 素片の収集でもれた VCV 合成単位
が音声合成時に使用される頻度は非常に小さいこと

を示しており，合成単位辞書の VCV 素片収録数が
14,000 個以上の場合は VCV 単位網羅率の低さが合
成音声の品質低下に与える影響はごく小さいことを
示している．

PER スコアによる選択法と MLD 選択法で選択さ
れた VCV 素片について，平均 PER スコアと平均
LSP 距離を求めた結果を図７に示す．PER スコアに
よる選択方法を用いた場合，合成単位辞書の規模が
大きくなると平均 PER スコアは上昇し，平均 LSP
距離が減少した．LSP 距離最小選択化法を用いた場
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図７　合成単位辞書の規模と選択結果
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合，合成単位辞書の規模が大きくなると平均 LSP
距離は減少し，平均 PER スコアは上昇した．この
結果は，PER スコアによる選択方法は VCV の接続
歪みを小さく抑える傾向があり，LSP 距離最小選択
化法は PER スコアの高い VCV 素片を選択する傾向
があることを示している．

５．２　主観評価実験

VCV 素片選択実験の結果から，本手法では合成
単位辞書の規模は VCV 素片収録数で 14,000 個以
上にすれば良さそうだということが言える．しかし，
最終的な合成音声の品質評価は，実際に合成音声を
作成して被験者を使って聞き取りによる評価 ( 主観
評価 ) を行う必要がある．

主観評価実験は，合成単位辞書の大きさをかえて
合成した一対の合成音声のうち「どちらの合成音声
が聞き取りやすいか」の判定を行う一対比較法に
よって行った．主観評価の方法として，被験者に合
成音声の得点を付けさせる絶対評価法が簡便であ
る．しかし，合成単位辞書の規模を変えたことによ
る合成音声の微妙な差異まで正確に判定するには，
被験者に比較したい合成音声を対にして提示し，ど
ちらが優れているかを判定させる一対比較法の方が
信頼できる．

一対比較法の欠点は，資料の組み合わせにより絶
対評価法に比べて実験の規模が大きくなり被験者の
負担が大きいことである．この面倒な実験には，知
能情報工学科の 3 年生以下の学生諸君に有償の被
験者として協力を願った．研究室配属されていない
学生諸君に被験者をお願いしたのは，音声合成の研
究に従事したことがなく，本実験について事前に知
識を持っていないことを条件としたためである．ま
た，有償の被験者としたのは，大変な実験に参加し
てもらうお礼の意味もあるが，実験に真剣な態度で
臨んでもらうためでもある．研究室のメンバーの友
人などを使って主観評価実験を安くあげると，その
結果の信頼性がどうしても低くなってしまう．人間
を使った実験はどうしても面倒なものである．いず
れにしても，忙しい授業の合間をぬって実験に協力
してくれた多くの学生諸君に心から感謝したい．

主観評価実験には，3 秒程度の 4 つの短文につい
て，「合成単位辞書 (10)」から「合成単位辞書 (70)」
を用いた 7 種類の合成音声を合成して用いた．被
験者には，7 回の練習比較の後，合成単位辞書が異
なる 7 種類の合成音声の組み合わせ 21 対について
順序の入れ替えを含めて 8 回ずつ 168 回の一対比
較を課した．比較対の提示順はランダムとし，練習

比較については，それが練習であることを被験者に
知らせていない．

上記の一対比較実験を，PER スコアによる選択
法と MLD 選択法による合成音声について行った．
PER スコアによる選択法について被験者は健康な
20 代の男女 11 名，MLD 選択法について被験者は
健康な 20 代の男女 10 名で実験を行った．一対比
較実験で得られた判定結果から，Thurstone の比較
判定の法則を用いて，「合成単位辞書 (70)」による
合成音声を基準として，合成音声の品質尺度値を求
めた．

実験の結果として，合成単位辞書の VCV 素片の
収録数と合成音声の品質尺度値の関係を図８に示
す．PER スコアによる選択法を用いた場合，合成
単位辞書に収録する VCV 素片を 14,000 個以上に
増やしても，合成音声の品質尺度値は向上していな
い．また，MLD 選択法を用いた場合，合成単位辞
書に収録する VCV 素片を 8,000 個以上に増やして
も，合成音声の品質尺度値は向上していない．ここ
に述べた 2 つの VCV 素片選択法を用いる場合，多
くても 14,000 個程度の VCV 素片を収録した合成
単位辞書を用いて音声合成システムを構築すれば良
いといえる．
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PER スコアによる選択法と MLD 選択法による合
成音声の品質の比較のために，一対比較による主観
評価実験を行った．実験には，3 秒程度の 4 つの短
文について，「合成単位辞書 (70)」を用いて，２つ
の手法によって合成した合成音声を用いた．被験者
には，10 回の練習比較の後，20 回の一対比較を課
した．練習比較についてはそれが練習であることを
被験者に知らせていない．被験者には，比較対の「ど
ちらの合成音声が聞き取りやすいか」を「同程度で
ある」という評価を許して判定させた．被験者は
健康な 20 代の男女 11 名である．一対比較実験で
より聞き取りやすいと判定された合成音声に 2 点，
他方に 0 点を与え，同程度と判定された場合には
両方の合成音声に 1 点ずつを与えて，被験者の判
定結果を得点化した．

上記の実験の結果，図９に示すように PER ス
コアによる選択法を用いた合成音声の得点率は
53.1%，MLD 選択法を用いた合成音声は 46.9%と
なった．両者の得点について，両側二項検定を行っ
た結果，有意水準 5%で有意な差はみられなかった．
このことから，PER スコアによる選択法による合成
音声と MLD 選択法による合成音声の品質には聴感
上の差はないことが判った．

５．３　PER 選択法とMLD選択法の関係

VCV 素片選択実験と主観評価実験から，PER 選
択法と MLD 選択法には強い関連があることが示唆
される．紙数の関係で省略するが，２つの選択法に
よる選択結果の関係については文献 [12] でより詳
しく調べ，一方の選択法で VCV 素片を最適に選択
すると，他方の選択基準でも準最適な選択になって
いることを詳細に報告している．この結果は，合成
音声の品質上は２つの選択法はどちらを使っても良
いことを示している．つまり，合成単位辞書の記憶
容量と処理速度のトレードオフを考慮して，音声合
成システムを実現するプラットホームの事情にあわ
せてどちらの VCV 素片選択法を使うかを決めれば
良い．

６．VCV 素片のベクトル量子化とDTL 選択法

LSP ベクトル VCV 規則音声合成方式では，合成
単位辞書に格納する VCV 素片に対してベクトル量
子化を適用することにより音声合成システムの規模
を小さくする．ベクトル量子化のコードブックを
作成するために，LBG アルゴリズム [15] と２分割
繰り返しアルゴリズムを用いた．これらのアルゴリ
ズムの詳細は文献 [11] に詳しく紹介した．さらに，
ベクトル量子化の特徴を利用して，MLD 選択法の
改良手法を提案した．

６．１　ベクトル量子化のコードブックサイズ

ベクトル量子化のコードブックサイズを決定する
ために，コードブックサイズ N を様々に変えた場
合の LSP ベクトル VCV 音声合成法による合成音声
の品質を客観評価と主観評価により評価した．コー
ドブックは，合成単位辞書作成に用いた音声資料を
含む約 110 分の同一男性話者の音声資料を用い，
N = 2 から 214 まで 14 種類のサイズで作成した．

客観評価では，各サイズのコードブックを用いて
音声資料を量子化した際の量子化誤差を LPC ケプ
ストラム距離で評価した．図 10 に示す結果による
と，量子化誤差はコードブックサイズ N の増加と
ともに減少している．N が増加すると量子化誤差の
減少率はやや低下するが，最適な N を決める決め
手にはならなかった．

主観評価では，異なるサイズのコードブックを用
いて本手法により合成した一対の合成音声のうち

「どちらの合成音声が聞き取りやすいか」の判定を
行なう一対比較による主観評価実験を行った．実験
には，3秒程度の4つの短文について，サイズ N = 2,8, 
32, 128, 512, 2048 のコードブックを用いて作成した

2
2 22 23 24 25 26 27 28 29 210 211 212 213 214

3
4
5
6
7
8
9

10
11

LP
C 
ケ
プ
ス
ト
ラ
ム
距
離

 (C
D

)

(dB)

VQコードブックサイズ

図９　PER 選択法と MLD 選択法の比較結果 図 10　コードブックサイズと量子化歪み
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6 種類の合成音声の組み合わせ 15 対について順序
の入れ替えを含めて 8 回ずつ 120 回の一対比較を
課した．比較対の提示順はランダムとした．被験者
は健康な 20 代の男女 10 名で実験を行った．一対
比較実験で得られた判定結 から，Thurstone の比
較判定の法則でケース V を適用して，合成音声の
品質尺度値を求めた．

実験の結果得られたコードブックサイズと合成音
声の品質尺度値の関係を図11によれば，コードブッ
クのサイズ N が 32 ないし 128 以上では，品質尺
度値に差がなく，十分な合成音声品質が得られるこ
とが判る．ベクトル 子化のコードブックをこのよ
うに小さくできるのは，音声提供話者を一人に絞っ
たことが大きく関与しているものと考えられる．

合成音声品質の安定性を考慮して，コードブック
サイズを大きめに N =128 とし，本手法の合成単 辞
書を作成した場合の記憶容 は以下のように計算で
きる．実験に用いた合成単 辞書中の VCV 素片は平
均で 20 フレーム程度の長さがあり，VCV 素片の
総数は 14,000 個である．コードブックサイズを N 
=128 とした場合，代表ベクトルのインデックスを
7bit で記録できる．従って，合成単 辞書の大きさは，
7bit × 20 × 14,000 ≒ 256K バイト程度と非常に
小さなものにできる．コードブックにおいて，12
次のベクトルの各要素に 10bit の割り当てを行なう
と，10bit × 12 × 128 ≒ 15K バイト程度の大き
さとなる．また，残差波形辞書には，残差波形を各
母音 6 種類と音節 に分類した子音 95 種類につい
て，平均 2K バイトで記録した．このため，残差波
形辞書は，2K バイト× (6 + 95) ≒ 200K バイト程
度大きさとなる．従って，合成単 辞書とコードブッ
ク，残差波形辞書を合わせても 500K バイト以下で
記録できる．合成単位辞書のサイズに関しては，研
究開始時の目標である１〜４M バイトという目標
に対し十分な結果が得られた．
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６．２　DTL 選択法

先に述べたように，MLD 選択法は VCV 素片の
接続部における LSP 距離を接続歪みの指標として，
ダイナミック・プログラミング (DP) の手法により
VCV 素片選択を行なう．MLD 選択法では，LSP 距
離の計算を多数回行なう必要があり計算時間がかか
ることが欠点である．この欠点を改善するため，ベ
クトル量子化の特徴を利用して，VCV 素片の選択
を高速化する距離テーブル参照法 (Distance Table 
Look-up Method: DTL 選択法 ) を提案した．

DTL 選択法では，ベクトル 子化のコードブック
の代表ベクトル間の LSP 距離を予め計算し，距離
テーブルとして記録しておく．図 12 に示すように，
VCV 素片の選択時には，先行 VCV 素片の最終フレー
ムのインデックスと後続 VCV 素片の先頭フレーム
のインデックスによって距離テーブルを参照し，接
続部における LSP 距離を得ることができる．これ
により計算量の多い距離計算を避けることができ，
VCV 素片選択を高速化できる．

また，DTL 選択法において，記憶容量の削減の
ために距離テーブルに登録する距離情報を制限する
ことができる．距離テーブルに登録された情報のう
ち，VCV 素片選択で特に重要な役割りを果たすの
は距離の値が小さい部分である．これを利用して，
各代表ベクトルに対する距離情報のうち，その値が
小さいものだけを保持し，それ以外は推定値を用い
て素片選択を行う実験を行った．

詳しくは，文献 [11] を参照して頂くことにして
結果だけ紹介すると，距離順位で８位までの情報の
みを使用した場合でも，十分な精度で VCV 素片選
択が可能であることを示すことができた．このとき，
距離テーブルの大きさは，全ての情報を保持する場
合の 1/4 とすることができる．
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0
1

60
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 イ
ン
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ッ
ク
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図 11　コードブックサイズと合成音声品質の関係 図 12　DTL 選択法の概念図
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７．VCV 素片選択時に考慮すべき音韻環境の長さ
７．１　部分 PER スコア

我々が提案した PER 選択法は，前後 5 音韻の長
さの音韻環境を考慮して PER スコアを計算するこ
とにより音韻環境の適合度を評価して VCV 素片を
選択する素片選択法である．PER 選択法の有効性は
５章で示したが，PER 選択法において考慮する音韻
環境の範囲をある程度狭めても，合成音声の品質劣
化はほとんど起こらないのではないかという議論も
行われてきた．本章では，PER 選択法による VCV
素片選択の際に考慮すべき音韻環境の長さを検証し
た．これは，人間の発話過程において物理的な発話
器官の動特性のために生じる調音結合の影響範囲
を，音声合成システムの構築という視点から検証す
ることに相当する．

PER 選択法において考慮すべき音韻環境の長さを
検証するために，先行音韻環境と後続音韻環境の長
さを変えて音韻得点を集計する新たな素片選択基準
を式 (5) で定義する．

　　 PER(F, R) f(i) += 1
3i–1Σ

i = 1

F
r ( j)1

3 j–1Σ
j = 1

R

(5)

式 (5) 中で，F は先行音韻環境として考慮する音
韻の個数であり，R は後続音韻環境として考慮する
音韻の個数である．式 (5) の素片選択基準は図 13
に示すように，基本的には式 (1) で定義した PER
スコアの計算を限定された音韻環境の範囲内で打ち
切ったものである．以後これを，部分 PER スコア
(Restricted PER score) と呼ぶ．
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合成単位辞書内のVCV素片

F=1 R=1
F=0 R=0

F=2 R=2
F=3 R=3
F=4 R=4
F=5 R=5

部分PERスコアの計算範囲

７．２　部分 PER スコアによる VCV 素片選択

PER 選択法において考慮すべき音韻環境の長さ
を検証するために，従来の PER スコアに変えて部
分 PER スコアを素片選択基準として，新聞記事か
ら取得した 100 文について VCV 素片を選択する実
験を行った．前後 5 音韻の長さの音韻環境を考慮
した PER 選択法が VCV 素片選択に有効であること
が示されているため，実験で用いた F の値の範囲
は 0 ≤ F ≤ 5 とし，R の値の範囲は 0 ≤ R ≤ 5 とした．
但し，F = R = 0 では，音韻環境が全く考慮されず，
単に合成単位辞書中での素片登録順に依存した選択
となるので実験条件から除外した．

1 つの合成目的文に対し，部分 PER スコアの計
算時に先行音韻環境として考慮する音韻の個数 F
と，後続音韻環境として考慮する音韻の個数 R を
変えて VCV 素片選択を行い，35 種類の選択結果を
得た．選択結果の比較を行うために平均音韻環境指
標と接続歪み指標を用いた．音韻環境指標は，選択
結果における PER スコアの平均値を標準化した指
標であり，平均接続歪み指標は，選択結果における
接続歪みの平均を標準化した指標である．

部分 PER スコアによる VCV 素片選択実験の結果
の平均音韻環境指標による評価を図 14 に示す．図
14 a) は，先行音韻環境として考慮する音韻の個数
F を固定して，横軸に後続音韻環境として考慮する
音韻の個数 R，縦軸に平均音韻環境指標をとったグ
ラフである．また，図 14 b) は，後続音韻環境とし
て考慮する音韻の個数 R を固定して，横軸に先行
音韻環境として考慮する音韻の個数 F，縦軸に平均
音韻環境指標をとったグラフである．同様の評価を，
平均接続歪み指標によって行った結果を図 15 に示
す．

図 14 と図 15 から，先行音韻環境または後続音
韻環境のどちらか一方を全く考慮しない条件では
(F = 0 または R = 0 )，平均音韻環境指標も平均接続
歪み指標も極端に悪くなることが読み取れる．この
ことは，VCV 素片が，先行音韻と後続音韻のいず
れからも無視できない大きさで調音結合の影響を受
けていることを示している．これは，人間の発話器
官の動作において，前の音の発話の構えから連続的
に推移してくるために現在の音の発話の構えが影響
を受け，同時に次の音の発話の構えの準備のために
その影響を受けるという発声機構上の相互影響の関
係から説明できる結果である．

VCV 素片選択実験の結果の平均音韻環境指標に
よる評価では，図 14 より，先行音韻環境として考
慮する音韻の個数 F と後続音韻環境として考慮す図 13　部分 PER スコア
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る音韻の個数 R が共に 2 以上であれば評価指標の
値はほとんど変わらないことが読み取れる．F = 1 
または R = 1 のとき，評価指標の値が悪化するが，
その程度はわずかである．平均音韻環境指標による
評価では，F = 1, R = 1 でほぼ　十分であるとみて
良い．

一方，VCV 素片選択実験の結果の平均接続歪み
指標による評価では，図 15 より，先行音韻環境と
して考慮する音韻の個数 F = 1 のとき，明らかに評
価指標の値が悪化することが読み取れる．F = 2 で
あれば，後続音韻環境として考慮する音韻の個数 R 
を 1 音韻まで減らしても平均接続歪み指標にあま
り変化が無いことが判る．平均接続歪み指標による
評価は，平均音韻環境指標による評価より厳しいが， 
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F = 2, R = 1 とすれば十分であることを示している．
以上より，PER 選択法を音声合成システムに採用

する場合，平均音韻環境指標による評価と平均接続
歪み指標による評価を良く保つためには，合成単位
辞書に登録する VCV 素片に付加する音韻環境情報
は先行 2 音韻・後続 1 音韻とすれば十分であるこ
とが判った．また，音韻環境の長さをこれ以上に増
やしても，両指標とも向上は見られない．

８．おわりに

我々は，小規模な音声合成システムを実現するた
めに，LSP ベクトル VCV 規則音声合成方式を提案
した．また，提案手法の実現のために，VCV 素片

a) 後続音韻環境の選択結果への影響

b) 先行音韻環境の選択結果への影響
図 14　平均音韻環境指標による選択結果の評価

a) 後続音韻環境の選択結果への影響

b) 先行音韻環境の選択結果への影響
図 15　平均接続歪み指標による選択結果の評価
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選択法やベクトル量子化について検討を行ってき
た．本稿は，これらについて文献 [10] 〜 [13] で報
告した内容をまとめたものである．紙数の関係で省
略した部分もあり，説明を端折り過ぎて読み難い箇
所があるかもしれない．この点，ご容赦願えれば幸
いである．

紙数が足りないと書いておきながら，本稿では通
常の投稿論文では書くことのない研究室での実験の
様子なども少しだが織り込んでみた．本研究の実験
はかなりのマンパワーを必要とし，一緒に頑張って
くれた学生諸君の助力がなければ実行不可能だっ
た．そのことを，本稿を書かせて頂けるというこの
機会に是非記しておきたかったのである．この場を
かりて，彼らに心から感謝したい．

さらに，この研究を進める上で，井須尚紀教授（三
重大学），吉村宏紀助教（鳥取大学），松村寿枝助教（奈
良高専），木本雅也技術職員（鳥取大学）の皆さん
と共同研究できる幸運を得た．特に，井須教授には，
聴覚実験の方法や，そのデータ処理の方法について，
沢山の教えを頂いた．もし，井須教授の教えがなけ
れば，合成音声の品質評価を上手くできなかったか
もしれない．その他の方々も音声合成システムの構
築や実験の実施など様々な面で活躍してくれた．こ
こに感謝の意を記して，本稿を締めくくりたい．
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宮近幸逸 , 小出隆夫 , 小田 哲*1, 本岡直樹*2, 上
本圭一 *3, 松本泰久 *4, 難波千秋 , 馬田秀文 *5, 坪
井 始*1（*1 福山大，*2 住友電工焼結合金，*3 住友

電工，*4 オムロン倉吉，*5 鳥取県金属熱処理協業

組合） 
Solid State Phenomena, Vol.118, pp.381-386, Sep. 
2006. 
 
Contact Fatigue Strength and Wear 
Characteristics of Plasma-Carburized Rollers  
小出隆夫 , 坪倉公治*1, 中谷真之*2, 宮近幸逸 , 矢
壁正樹*3, 難波千秋，小田 哲*4（*1 松江高専，*2

ツバキエマソン，*3 米子高専，*4 福山大） 
Solid State Phenomena, Vol.118, pp.503-508, Sep. 
2006. 
 
Effects of Heating Time, Electric Power and 
Frequency on Bending Fatigue Strength of 
Induction Hardened Gears 
宮近幸逸 , 織田一輝 *1, 片沼秀明 *2, 岩永 淳 *2, 
小田 哲*3,（*1 イシダ，*2 電気興業, *3 福山大） 
Solid State Phenomena, Vol.118, pp.527-532, Sep. 
2006. 
 

Effect of Load Waveforms on Bending Fatigue Life 
of Plastic Gears 
小出隆夫 , 小田 哲*1，川戸辰也*2, 宮近幸逸（*1

福山大，*2 城南衛生管理組合） 
Proceedings of The International Conference on 
Mechanical Transmissions (Chongqing), Vol.2, pp. 
902-907, Sep. 2006. 
 
Effects of Carburized Part, Helix Angle and Face 
Width on Residual Stresses of Case-Carburized 
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Helical Gears 
宮近幸逸 , 薛 衛東*1, 小出隆夫，小田 哲*2（*1

横浜国大，*2 福山大） 
Proceedings of The International Conference on 
Mechanical Transmissions (Chongqing), Vol.2, pp. 
1002-1007, Sep. 2006. 
 
ねじ状工具による焼結鉄系合金歯車の仕上げ転造 

竹増光家*1，三浦秀士*1，二井佑二*1，小出隆夫，

尾崎龍夫*2（*1 九州大，*2 有明高専） 
粉末および粉末冶金, 第53巻, 第9号, pp.718-724,  
2006年9月 
 
Effect of Load Waveforms on Bending Fatigue Life 
of Plastic Gears 
前森隆年*1，小出隆夫, 宮近幸逸（*1 鳥取大・院） 
Proc. of the JSMME 2006, Joint Symposium on 
Materials Engineering between Northeastern Univ. & 
Tottori Univ., pp.128-131, Sep. 2006. 
 
AE Characteristics of Bending Fatigue Failure of 
Sintered Metal Spur Gear Teeth 
牟 猛*1，宮近幸逸，小出隆夫（*1 鳥取大・院） 
Proc. of the JSMME 2006, Joint Symposium on 
Materials Engineering between Northeastern Univ. & 
Tottori Univ., pp.132-135, Sep. 2006. 
 
Friction and Wear Characteristics of Gears under 
Water-Lubrication 
小出隆夫, 醍醐宏典*1，宮近幸逸，小田 哲*2（*1

京セラミタ，*2 福山大） 
Proceedings of The Austrib'06 (No.107 on CD-ROM), 
(6p), Dec. 2006. 
 
Effects of Heating Conditions on Surface 
Durability of Induction Hardened Rollers 
宮近幸逸，矢壁正樹*1，小出隆夫，小田 哲*2，片

沼秀明*3（*1 米子高専，*2 福山大，*3 電気興業） 
Proceedings of The Austrib'06 (No.213 on CD-ROM), 
(6p), Dec. 2006. 
 
Study on Re-Sharpening Technology of Ball End 
Mills 
田中久隆，加藤 明*1，杉山直聡，木村勝世*2，佐

藤昌彦（*1 鳥取県産業技術センター，*2 ビックツ

ール） 
Proceedings of the 8th International Conference on 
Progress of Machining Technology, pp.93-96, Nov. 

2006. 
 
Measurement of Tool-Chip Interface Temperatures 
in the Diamond Cutting of Difficult-to-Cut 
Materials 
佐藤昌彦，宮崎和智，田中久隆 
Proceedings of the 8th International Conference on 
Progress of Machining Technology, pp.293-296, Nov. 
2006. 
 
Feedback Control of an Active Sound Insulation 
Unit 
金森直希，西村正治，三代巧 
JSME International Journal, Series C, Vol.49, No.3, 
pp.663-669, 2006. 
 
Feasibility Study on Active Noise Control for 
Moving Source in the Open Field, Using 
Directional Microphones and Directional Speakers 
西村正治，大西慶三*1，金森直希，梅林由伸（*1

三菱重工） 
Proc. of ACTIVE 2006, CD-ROM, a06_045.pdf, Sep. 
2006. 
 
Basic Research on Active Sound Insulation Unit for 
Floor Impact Noise 
梅林由伸，西村正治，金森直希，古屋敷憲之*1（*1

住友林業）  
Proc. of INTER-NOISE 2006, CD-ROM, in06_567. 
pdf, Dec. 2006. 
 
Study on Reducing Noise from a Small Axial 
Cooling Fan by Using Pile-Fabrics 
西村正治，後藤知伸，伊藤俊始 
Proc. of INTER-NOISE 2006, CD-ROM, in06_388. 
pdf, Dec. 2006. 
 
アクティブノイズコントロール 

西村正治，宇佐川毅*1，伊勢史朗*2（*1 熊本大学，
*2 京都大学） 
日本音響学会編, コロナ社, 2006 年 7 月 
 
Aerodynamic Characteristics of Nonslender 
Flexible Delta Wing in Pitching Motion 
加藤 督，川添博光，岡野 真，松野 隆 
25th International Symposium on Space Technology 
and Science, No.ISTS 2006-e-2, pp.1-6, Jun. 2006. 
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Experimental Study on Shock-Shock Interaction 
Wave-rider  
黒川孝之，川添博光，藤井孝蔵*1，入門朋子*1（*1

宇宙科学研究所） 
25th International Symposium on Space Technology 
and Science, No.ISTS 2006-e-21, pp.1-6, Jun. 2006. 
 
Introduction of Studies in Fluid Mechanics 
Laboratory 
川添博光，松野 隆，岩田 博 
Proc. JSMME 2006 (Joint Symp. on Mechanical and 
Materials Engineering between Northeastaern 
University & Tottori University), pp.80-86, Sep.  
2006. 
 
Experimental Study on Thermal Non-equilibrium 
of Air-Plasma Flow ahead of a Blunt Body and Its 
Effect on Metal Material 
吉田尚史，川添博光，竹田大輔，松野 隆 
Proc. JSMME 2006, pp.120-123, Sep. 2006. 
 
Effects of Leading Edge Separation Vortex of 
Flexible Structure Delta Wing on Its Aerodynamic 
Characteristics 
川添博光，加藤 督 
JSME International Journal, Series B, Vol.49, No.4, 
pp.1049-1055, Nov. 2006. 
 
Viscous Solitons on Film Flows Falling Down a 
Vertical Wall 
大信田丈志，渡辺誠司，川添博光 
Theoritical and Applied Mechanics Japan (edited by 
K.Morisako et al.), Vol.55, pp.221-230, Dec. 2006. 
 

メタノール改質器の触媒反応シミュレーション  

山本征治*1，長野 進*1，浅野高司*1，大澤克幸 
（*1豊田中研） 
日本機械学会論文集(B編), 第72巻, 724号，pp.289
-296，2006年12月 
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知能情報工学科 
 
Logic-Based Mobile Agent Framework with a 
Concept of ``Field'' 
Shinichi Motomura, Takao Kawamura, Kazunori 
Sugahara 
IPSJ Journal, Vol. 47, No. 4, pp. 1230-1238, Apr. 
2006 
 
複数領域抽出のための新しい引力項を持つ動的輪

郭モデルのハードウェア実現について 

三秋 俊雄, 川村 尚生, 菅原 一孔 
情報科学技術レターズ, pp. 261-264, 2006 年 9 月 
 
A Logic-Based Mobile Agent Framework for WEB 
Applications 
Shinichi Motomura, Takao Kawamura, Kazunori 
Sugahara 
Proceedings of the 2nd International Conference on 
Web Information Systems and Technologies, pp. 
121-126, Apr. 2006 
 
Distributed e-Learning System Using P2P 
Technology 
Shinichi Motomura, Ryosuke Nakatani, Takao 
Kawamura, Kazunori Sugahara 
Proceedings of the 2nd International Conference on 
Web Information Systems and Technologies, pp. 
250-255, Apr. 2006 
 
Meeting Arrangement System Based On Mobile 
Agent Technology 
Takao Kawamura, Shinichi Motomura, Kengo 
Kagemoto, Kazunori Sugahara 
Proceedings of the 2nd International Conference on 
Web Information Systems and Technologies, pp. 
117-120, Apr. 2006 
 
Active Contour Models with Splitting 
Characteristics for Multiple Area Extractions and 
its Hardware Realization 
Toshio Miaki, Takao Kawamura, Kazunori Sugahara 
Proceedings of SICE - ICASE International Joint 
Conference 2006, pp. 5723-5726, Aug. 2006 
 
Vowel Recognition System by Lip-Reading Method 
Using Active Contour Models and its Hardware 

Realization 
Satoru Nakamura, Takao Kawamura, Kazunori 
Sugahara 
Proceedings of SICE - ICASE International Joint 
Conference 2006, pp. 1143-1146, Aug. 2006 
 
Panorama Image Generation based on FFT 
Technique and its Hardware Realization 
Ryo Yonemoto, Toru Uesugi, Takao Kawamura, 
Kazunori Sugahara 
Proceedings of SICE - ICASE International Joint 
Conference 2006, pp. 4174-4177, Aug. 2006 
 
Backup and Recovery Mechanism for a Distributed 
e-Learning System 
Takao Kawamura, Syungo Kinoshita, Shinichi 
Motomura, Kazunori Sugahara 
Proceedings of the IASTED International Conference 
on Parallel and Distributed Computing and Systems, 
pp. 546-551, Nov. 2006 
 
Combination of XML-RPC and Mobile Agent 
Technologies 
Shinichi Motomura, Takao Kawamura, Kazunori 
Sugahara 
Proceedings of the IASTED International Conference 
on Parallel and Distributed Computing and Systems, 
pp. 552-557, Nov. 2006 
 
動的輪郭モデルを利用した読唇母音認識システム

の開発について 

中邨 覚, 川村 尚生, 菅原 一孔 
第 5 回情報科学技術フォーラム一般講演論文集, 
pp. 353-356, 2006 年 9 月 
 
FFT を用いたパノラマ映像生成について 

米本 良, 上杉 徹, 川村 尚生, 菅原 一孔 
第 5 回情報科学技術フォーラム一般講演論文集, 
pp. 287-290, 2006 年 9 月 
 
動的輪郭モデルを用いた読唇システムのハードウ

エア実現について 

中邨 覚, 川村 尚生, 菅原 一孔 
電気学会電子回路研究会資料, Vol. ECT-06-120, pp. 
37-41, 2006 年 12 月 
 
パノラマ映像生成機能を持つテレビ会議用ビデオ

カメラの開発に関する研究 
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米本 良, 上杉 徹, 川村 尚生, 菅原 一孔 

電気学会電子回路研究会資料, Vol. ECT-06-119, pp. 
31-35, 2006 年 12 月 
 
Building Carefully Tagged Bi-lingual Corpora to 
Cope with Linguistic Idiosyncrasy 
新田義彦*1，佐良木昌*1，池原悟（*1 日本大学） 
Proc. of LREC06 (5th Conference on Language 
Resources and Evaluation), ELRA2006  (The 
European Language Resource Association), May 
2006 . 
 
言葉の壁を打ち破る－セマンティックタイポロジーに

よる言語の等価変換と生成技術 

池原悟 
JST 主催／高度メディア社会の生活情報技術第５

回公開シンポジウム予稿集，2006 年 10 月． 
 
意味的等価変換方式のための重文複文の統語的意

味的分類体系について 

池原悟 
第 11 回 LACE 研究会，2006 年 12 月． 
 
アクセントを用いた同音異義語の不特定話者音声認

識 

堀田波星夫，村上仁一，池原悟 
電子情報通信学会技術研究報告， SP2005-195 
pp.65-70，2006 年 3 月． 
 
不特定話者における同音異義語音声認識 

堀田波星夫，村上仁一，池原悟 
日本音響学会 2006 年春期研究発表会，2-1-11， 
pp.91-92，2006 年 3 月． 

 
1 本のマイクロフォンを利用した同時発話音声認識 

岡本一輝，村上仁一，池原悟 
日本音響学会 2006 年春期研究発表会，1-P-4， 
pp.151-152，2006 年 3 月． 
 
木 に基 づく状 態 共 有 を利 用 した波 形 接 続 型 音 声   

合成法の検討 

岡本一輝，村上仁一，池原悟 
日本音響学会 2006 年春期研究発表会，1-Q-21 
pp.375-376，2006 年 3 月． 

 
Construction and Evaluation of Text-Dialog 
Corpus with Emotion Tags Focusing on Facial 
Expression in Comics 

徳久雅人，村上仁一，池原悟 
Bogdan Gabrys，Robert J. Howlett，Lakhmi C. Jain 
(Eds.)，Knowledge-Based Intelligent Information and 
Engineering Systems ， Proceedings of 10th 
International Conference，KES 2006，Lecture Notes in 
Artificial Intelligence，Vol.4253，pp.715-724，Spinger，
Oct. 2006. 
 
Pattern Dictionary Development Based on 
Non-compositional Language Model for Japanese 
Compound and Complex Sentences 
池原悟，徳久雅人，村上仁一，佐良木昌*1，宮崎

正弘*2，池田尚志*3（*1 日本大学，*2 新潟大学，*3

岐阜大学） 
Computer Processing of Oriental Languages，Beyond 
the Orient: The Research Challenges Ahead，Lecture 
Notes in Computer Science，Vol.4285，pp.509-519，
Springer，2006. 
 
「ＡのＢ」型名詞句に対する連体修飾節の係り先の決

定 

安井敏，徳久雅人，村上仁一，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.125-128，2006 年 3 月． 
 
単文文型パターンからの言い換えの抽出 

小林和晃，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.200-203，2006 年 3 月． 
 
結合価パターンを用いた日中機械翻訳方式の検討 

楊鵬，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.264-267，2006 年 3 月． 
 

日英機械翻訳における多変量解析を用いた最適パ

ターンの選択 

原真一朗，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.268-271，2006 年 3 月． 
 
日本語文型パターンの縮退方法 

片山慶一郎，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.568-571，2006 年 3 月． 
 
選択記号による文型パターン汎化の効果 

小林和晃，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
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言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.572-575，2006 年 3 月． 
 
用言意味属性を用いた適合文型パターンの絞り込み 
前田春奈，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.576-579，2006 年 3 月． 
 
日英対訳パターンを用いた名詞句翻訳 
吉岡篤志，徳久雅人，村上仁一，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.580-583，2006 年 3 月． 
 
「意味」による文型パターン検索方式の最適化 

中村聡，村上仁一，徳久雅人，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.632-635，2006 年 3 月． 
 
情緒生起情報付き結合価パターン辞書の開発 
田中努，徳久雅人，村上仁一，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.1151-1154，2006 年 3 月． 
 
テキストからの情緒推定のための事象間関係の解析

に向けて 

古塩貴行，徳久雅人，村上仁一，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会発表論文集，

pp.1155-1158，2006 年 3 月． 
 
文頭・文末表現を区別した確率言語モデルに基づく

情緒推定 
徳久雅人，村上仁一，池原悟 
言語処理学会第 12 回年次大会ワークショップ「感

情・評価・態度と言語」論文集，pp.45-48，2006
年 3 月． 
 
漫画における表情に着目した情緒注釈付き対話コー

パスの作成 

徳久雅人，松浦大樹，村上仁一，池原悟 
電子情報通信学会 2006 年総合大会講演論文集，シ

ンポジウム「円滑なコミュニケーション」，AS-4-6，
pp.S-44-45，2006 年 3 月． 
 
情緒タグ付き日記コーパスの作成と評価 
徳久雅人，松浦大樹，村上仁一，池原悟: 
第 5 回情報科学技術フォーラム，一般講演論文集，

第 2 分冊，pp.235-236，2006 年 9 月． 
 

結合価パターン辞書における情緒表現性のある用言

の意味分析 
黒住亜紀子，村上雄弥，徳久雅人，村上仁一，池

原悟 
電子情報通信学会ソサイエティ大会講演論文集，

基礎・境界，p.168，2006 年 9 月． 
 
意味的等価変換方式のための重文複文の統語的意

味的分類体系について 

池原悟，阿部さつき*1，竹内奈央*2，徳久雅人，村

上仁一（*1 NTT アドバンストテクノロジ，*2 フリ

ー言語アナリスト） 
情 報 処 理 学 会 研 究 報 告 ， 自 然 言 語 処 理 ，

2006-NL-176，pp.1-8，2006 年 11 月． 
 
重文・複文文型パターン辞書からの構造照合型文型

パターン検索 
徳久雅人，村上仁一，池原悟 
情 報 処 理 学 会 研 究 報 告 ， 自 然 言 語 処 理 ，

2006-NL-176，pp.9-16，2006 年 11 月． 
 
情緒の生起する原因を表す日本語の用言の分布に

ついて 
徳久雅人，田中努，村上仁一，池原悟 
「言語・認識・表現」第 11 回年次研究会，2006
年 12 月． 
 
遺伝的プログラミング手法に基づくエージェント

ベーストレーダモデル 
松村幸輝，国屋美敬，木村周平 
情報処理学会論文誌，第 47巻，9号，pp.2869-2886，
2006 年 
 
超一様分布列を用いることによる遺伝的アルゴリ

ズムの性能改善 
木村周平，松村幸輝 
計測自動制御学会論文集，第 42巻，6号，pp.659-667，
2006 年 
 
Function Approximation Approach to the 
Inference of Normalized Gaussian Network Models 
of Genetic Networks 
木村周平，園田克樹*1，山根総一郎*1，松村幸輝，

畠山眞里子*2（*1JFE エンジニアリング，*2 理化学

研究所） 
Proc. of the 2006 International Joint Conference on 
Neural Networks, pp.4525-4532, 2006. 
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On Ability of Orthogonal Genetic Algorithms for 
the Mixed Chinese Postman Problem 
H.Masuyama, T.Ichimori, T.Sasama 
Proceedings of the First International Conference on 
Software and Data Technologies, pp39-45, Sep.2006 
 
A Conference Network for Group Communications 
based on Multistage Interconnection Networks 
H.Masuyama, T.Sasama, Y.Nimiya 
Proceedings of 2006 IEEE International Conference 
on Networks, pp.130-136, Sep.2006 
 
人工市場とマイノリティゲーム, 

田中美栄子, 徳岡聖二,  
統 計 数 理 研 究 所 共 同 研 究 リ ポ ー ト vol.187, 
pp.122-129, 2006 年３月 
 
A Memetic Algorithm on the Constrained Portfolie 
Selection Problem, 
Felix Streichert, Mieko Tanaka-Yamawaki, 
統計数理研究所共同研究リポート,187 巻, 
pp.140-149, 2006 年３月 
 
マイノリティーゲームにおける資産分布の現実

化, 

徳岡聖二, 田中美栄子, 
情報処理学会論文誌, 47 巻,  
pp.1443-1450, 2006 年５月 
 
隣接 2 文字の生成偏差と相関次元による人間乱数

における個人差の解析, 

三島雅史, 田中美栄子, 
Technical Report of IEICE NLP2006-14 (2006-6) 
pp.14-19-23, 2006 年 6 月 
 
Minority Game as a Model for the Artificial 
Market, 
Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka, 
Proceedings of IEEE-WCCI: Congress on Evolutional 
Computation,  
pp. 7921-7926, 2006 
 
The Effect of Local Search on the Constrained 
Portfolio Selection Problem, 
Felix Streichert, Mieko Tanaka-Yamawaki, 
Proceedings of IEEE-WCCI: Congress on Evolutional 
Computation, 
pp. 8537-8543, 2006 

Effect of Moving Averages in the Tickwise 
Tradings in the Stock Market, 
Felix Streichert, Mieko Tanaka-Yamawaki, Masayuki 
Iwata,  
Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4253, 
pp.647-654, 2006 
 
A New Scheme for Interactive Multi-Criteria 
Decision Making,  
Felix Streichert, Mieko Tanaka-Yamawaki, 
Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 4253, 
pp.655-662, 2006 
 
Predicting the Tick-wise Price Fluctuations Based 
on Evolutionary Computation, 
Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji tokuoka, 
Econophysics Colloquium 2006 and Third 
Bonzenfreies Colloquium: (Tokyo) Nov. 23-25, 2006 
 
高頻度価格時系列の進化計算による予測, 

徳岡聖二, 田中美栄子, 
第５回情報科学技術フォーラム (FIT2006)講演論

文集（第２分冊：F 分野：人工知能） 
pp.249-252, 2006 年９月 
 
人間乱数を用いた診断の可能性について， 

三島雅史, 田中美栄子, 
第５回情報科学技術フォーラム (FIT2006)講演論

文集（第２分冊：F 分野：人工知能） 
pp.297-300, 2006 年９月 
 
短い人間乱数による診断のために有効な指標, 

三島雅史, 田中美栄子, 
「数理モデル化と問題解決シンポジウム論文集」 
（ISSN1344-0640）IPSJ Symposium 2006-10, 
pp.45-52, 2006 年 10 月 
 
進化計算による tick 価格変動のトレンド予測, 

徳岡聖二, 田中美栄子,  
「数理モデル化と問題解決シンポジウム論文集」

（ISSN1344-0640）IPSJ Symposium 2006-10,  
pp. 53-56, 2006 年 10 月 
 
Binocular Robot Vision System with Shape 
Recognition 
藪田義人，水本 洋，有井士郎 
SICE-ICASE International Joint Conference, 
pp.5002-5005 2006 
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A BINOCULAR ROBOT VISION SYSTEM WITH 
QUADRANGLE RECOGNITION 
藪田義人，水本 洋，有井士郎 
PROGRESS OF MACHINING TECHNOLOGY 
Proceedings of the Eighth International Conference on 
Progress of Machining Technology, pp.197-200 2006 
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電気電子工学科 
 
Nurse Scheduling by Using Cooperative GA with 
Efficient Mutation and Mountain-Climbing 
Operators  
大木 誠, 森本章雄, 三宅宏典 

3rd International IEEE Conference Intelligent 
Systems, pp.164-169, Sep. 2006. 
 
トーラス型自己組織化マップのための追加学習法

の提案および検討 

島崎尚史, 瀬木寛人, 松浦弥三郎, 大木 誠, 大

北正昭 

第 7 回自己組織化マップ（SOM）研究会 2006 講演

論文集, pp.35-38, 2006 年 3 月. 

 

SOM を用いた油入変圧器の経年劣化診断の一手法 

瀬木寛人, 乾 正博, 松浦弥三郎, 島崎尚史, 大

木 誠, 大北正昭 

第 7 回自己組織化マップ（SOM）研究会 2006 講演

論文集, pp.61-64, 2006 年 3 月. 
 
A noise reduction system for wideband and 
sinusoidal noise based on adaptive line enhancer 
and inverse filter 
笹岡直人，角圭介，藤井健作*1，伊藤良生，川村 

新*1（*1兵庫県立大，*2阪大） 

IEICE Trans. Fundamentals, Vol.E89-A, No.2, 
pp.503-510, Feb. 2006. 
 
An Adaptive Algorithm with Variable Step-Size for 
Parallel Notch Filter 
川村 新*，飯國洋二*，伊藤良生（*阪大） 

IEICE Trans. Fundamentals, Vol.E89-A, No.2, 
pp.511-519, Feb. 2006. 
 
適応フィルタに基づいたOFDM変調用 LPF推定法に

関する研究 

團野志保，笹岡直人，木下雅晴，伊藤良生，斉培

恒*（*ローム株式会社） 

信学技報 SIP2005-77，2006 年 1 月. 
 
ステップサイズ制御を用いたシステム同定による

騒音再合成法に関する一検討 

笹岡直人, 渡辺匡哉, 伊藤良生, 藤井健作*（*兵

庫県立大） 

信学技報 SIS2005-77，2006 年 3 月. 

 

全域通過フィルタの出力遅延を用いた適応ノッチ

フィルタ 

小林正樹*, 趙桂玉*, 田中良幸*, 伊藤良生（*中部

大） 

電子情報通信学会 2006 年総合大会講演論文集，

p.112，2006 年 3 月. 

 

適応形 IIR フィルタの一構成法 

小林正樹*, 趙桂玉*, 田中良幸*, 伊藤良生（*中部

大） 

電子情報通信学会 2006 年総合大会講演論文集，

p.113，2006 年 3 月. 

 

ALE 及び NEF を用いた騒音抑圧法の演算量削減に

関する一検討 

宮脇敏洋, 笹岡直人, 伊藤良生, 脇坂契一*, 藤

井健作*（*兵庫県立大） 

電子情報通信学会 2006 年総合大会講演論文集，

p.339，2006 年 3 月. 

 

ALE 及び NEF を用いた騒音抑圧法の演算量削減に

関する一検討 

渡辺匡哉，笹岡直人，伊藤良生，藤井健作*（*兵

庫県立大） 

電子情報通信学会 2006 年総合大会講演論文集，

p.342，2006 年 3 月. 

 

ALE 及び NEF を用いた騒音抑圧法に関する一検討 

宮脇敏洋，笹岡直人，伊藤良生，立木純夫，藤井

健作*（*兵庫県立大） 

信学技報 SIS2006-6，2006 年 6 月. 
 
A study on noise reduction method based on noise 
reconstruction system with step size control 
笹岡直人，渡辺匡哉，伊藤良生，藤井健作*（*兵

庫県立大） 
Proc. of the 49th IEEE International Midwest 
Symposium on Circuit and Systems, 3093 (on 
CD-ROM)，2006 年 8 月. 
 
ALE を用いた正弦波信号の基本周期検出法に関す

る一検討 

宮脇敏洋，笹岡直人，伊藤良生，藤井健作*（*兵

庫県立大） 

信学技報 SIS2006-31，2006 年 9 月. 
 
Smart noise reduction system based on noise 
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reconstruction method with step size control 
笹岡直人，渡辺匡哉，伊藤良生，藤井健作*（*兵

庫県立大） 
Proc. of Joint 3rd International Conference on Soft 
Computing and Intelligent Systems and 7th 
International Symposium on Advanced Intelligent 
Systems (SCIS&ISIS2006), pp654-657，2006 年 9 月. 
 
ALE 及び騒音再合成法のステップサイズ制御法に

関する一検討 

笹岡直人，伊藤良生，藤井健作*（*兵庫県立大） 

電子情報通信学会 2006 年基礎・境界ソサイエティ

大会講演論文集，p.261，2006 年 9 月. 
 
A study on noise reduction method based on LPEF 
and system identification with step size control 
笹岡直人，渡辺匡哉，伊藤良生，藤井健作*（*兵

庫県立大） 

Proc. of IEEE 12th Digital Signal Processing 
Workshop, pp576-579，2006 年 9 月. 
 
A study on pitch period detection based on ALE for 
sinusoidal noise 
笹岡直人，宮脇敏洋，伊藤良生，藤井健作*，副井

裕（*兵庫県立大） 

Proc. of International Symposium on Communications 
and Information Technologies 2006 (ISCIT2006), 
W3A-2(on CD-ROM)，2006 年 10 月. 
 
可変ステップサイズを用いたシステム同定による

騒音再合成法に関する一検討 

笹岡直人，渡辺匡哉，伊藤良生，藤井健作*，立木

純夫（*兵庫県立大） 

信学技報 SIS2006-56, 2006 年 11 月. 
 
A study on step size control for noise 
reconstruction system with ALE 
笹岡直人，渡辺匡哉，伊藤良生，藤井健作*（*兵

庫県立大） 

Proc. of 2006 International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS2006), pp.307-310，2006 年 12 月. 
 
A study on pitch period detection based on ALE for 
sinusoidal noise 
宮脇敏洋，笹岡直人，伊藤良生，藤井健作*，立木

純夫，副井裕（*兵庫県立大） 

Proc. of 2006 International Symposium on Intelligent 

Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS2006), pp.311-314，2006 年 12 月. 
 
Multi-matcher On-line Signature 
Verification System in DWT Domain 
中西功，坂本大征，西口直登，伊藤良生，副

井裕 

IEICE Trans. Fundamentals, vol.E89-A, no.1, 
pp.178-185, Jan. 2006. 
 
Speech Noise Reduction System Based on 
Frequency Domain ALE Using Windowed 
Modified DFT Pair 
中西功，永田雄大，浅倉健徳，伊藤良生，副井裕 
IEICE Trans. Fundamentals, vol.E89-A, no.4, 
pp.950-959, Apr. 2006. 
 
DWT Domain On-Line Signature Verification 
Using the Pen-Movement Vector 
中西功，坂本大征，西口直登，伊藤良生，副

井裕 

IEICE Trans. Fundamentals, vol.E89-A, no.4, 
pp.1129-1131, Apr. 2006. 
 
Single-Channel Speech Enhancement Based on 
Frequency Domain ALE 
中西功，永田雄大，浅倉健徳，伊藤良生，副井裕 
Proc. of IEEE 2006 International Symposium on 
Circuits and Systems (ISCAS2006), pp.2541-2544, 
May 2006. 
 
Performance Improvement of Noise Reduction 
System Using Modified DFT Pair 
永田雄大，中西功，伊藤良生，副井裕 
Proc. of International Technical Conference on 
Circuits/Systems, Computers and Communications 
(ITC-CSCC2006), pp.365-368, Jul. 2006. 
 
Speech Noise Reduction System Using MDFT Pair 
- Formulation of Noise Subtraction Coefficient - 
中西功，永田雄大，伊藤良生，副井裕 
Proc. of IEEE International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS 2006), pp.299-303, Dec. 2006. 
 
Multi-Modal Biometrics Authentication Using 
On-Line Signature and Voice Pitch 
中川武彦，中西功，伊藤良生，副井裕 
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Proc. of IEEE International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS 2006), pp.399-402, Dec. 2006. 
 
Parameter Fusion in DWT Domain On-Line 
Signature Verification 
中西功，原秀樹，坂本大征，伊藤良生，副井裕 

Proc. of IEEE International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS 2006), pp.395-398, Dec. 2006. 
 
自己組織化マップを用いた健康診断システムの開

発と改良 

山村 進，石井浩太，田中淳，徳高 平蔵(*1)，馬

庭 芳朗(*2)，藤村 喜久郎，副井 裕 

*1)有限会社 SOM ジャパン 

*2)倉敷リバーサイド病院 健康管理センター  

第 7回自己組織化マップ研究会 2006 講演論文集, 

pp.31--34, 2006 年 3 月 7 日 
 
球面 SOM を用いたクラスタ分析 

能宗 伸明，徳高 平蔵(*1)，藤村 喜久郎，大北正

昭，副井 裕 

*1)有限会社 SOM ジャパン 

第 7回自己組織化マップ研究会 2006 講演論文集, 

pp.45--50, 2006 年 3 月 7 日 

 

自己組織化マップにおける位相近傍の多次元化に

関する一考察 

藤村 喜久郎，増田 和広，副井 裕 

第 22 回ファジィシステムシンポジウム講演論文

集, 講演番号 6B1-3, p.67--70, 2006 年 9 月 

 

 

球面 SOM を用いたクラスタ分析 

徳高平蔵(*1)，藤村喜久郎，大北正昭 

*1)有限会社 SOM ジャパン 

バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 

Vol.8, No.1, pp. 29 -- 39, 2006 年 10 月． 
 
Classification of Acceleration Plethysmogram 
Using Self-Organizing Map 
能宗伸明, 浦瀬新也, 馬庭芳朗(*1), 藤村喜久郎, 

副井裕 

*1)倉敷リバーサイド病院 健康管理センター 
Proceedings(Compact Disk) of 2006 International 
Symposium on Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems (ISPACS2006) at Yonago, 

TPM1-6-4 , December 2006. 
 
A Consideration on the Multi-Dimensional 
Topology in Self-Organizing Maps 
藤村喜久郎, 増田和広, 副井裕 

Proceedings (Compact Disk) of 2006 International 
Symposium on Intelligent Signal Processing and 
Communication Systems (ISPACS2006) at Yonago, 
FAM1-1-5 ,  December 2006. 
 
面接触型氷温センサの測定面積の大型化， 

山本英樹*1，雑賀憲昭*1，西守克己（*1米子高専） 

氷温科学，第 9 巻 1 号，pp.15-19，2006 年 3 月. 
 
果樹への静電農薬散布の基礎実験 

西川友也，西尾和也，西村 亮，西守克己，石原

永伯 

静電気学会講演論文集’06(2006)，pp.67-70，2006

年９月. 

 

正方形領域における複数のマイクロ風力発電機

の遺伝的アルゴリズムによる最大発電電力配置

決定法 

西村 亮，金岡真徳，西守克己，石原永伯 

太陽／風力エネルギー講演論文集(2006)，pp. 

183-186，2006 年 10 月. 

 
電気・電子工学テキストシリーズ２ 電気機器 

山下英生*1，井上賢治*1，船曳繁之*2，西村 亮 (*1

広島工業大学，*2島根大学) 

朝倉書店，pp.11-32，2006 年. 

 
オプティカルフロー分布を利用した Mean Shift 法

による追跡 

大島直也，齊藤剛史，小西亮介 

信学技報 PRMU2005-168，2006 年 1 月. 

 

ビデオ画像と熱画像による読唇 

齊藤剛史，小西亮介 

信学技報 PRMU2005-175，2006 年 1 月. 
 
テレビ会議のための発言者自動検出 
齊藤剛史，小林隼人，小西亮介 

信学技報 PRMU2006-5，2006 年 5 月. 
 
回転可動カメラによるリアルタイム人物位置推

定システム 
大島直也，齊藤剛史，小西亮介 
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電気学会論文誌 C，Vol.126，No.8，pp.957-962，

2006 年 8 月. 
 
A Real-time Footstep Tracking for Monitoring 
System 
齊藤剛史，小谷哲也，小西亮介 
IASTED International Conference on Signal and 
Image Processing (SIP2006), pp.403-408, Aug. 2006. 
 
ビデオ画像と熱画像を用いた単語読唇 
齊藤剛史，小西 亮介 

第 5 回情報科学技術フォーラム，pp.97-100，2006

年 9 月. 
 
Real Time Mean Shift Tracking using Optical Flow 
Distribution 
大島直也，齊藤剛史，小西亮介 
SICE-ICASE International Joint Conference 2006 
(SICE-ICCAS2006), pp.4316-4320, Oct. 2006. 
 
Lip Reading using Video and Thermal Images 
齊藤剛史，小西亮介 
SICE-ICASE International Joint Conference 2006 
(SICE-ICCAS2006), pp.5011-5015, Oct. 2006. 
 
Monocular Autonomy Following Vehicle 
齊藤剛史，尾崎知幸，小西亮介 
SICE-ICASE International Joint Conference 2006 
(SICE-ICCAS2006), pp.5963-5966, Oct. 2006. 
 
Analysis of Efficient Feature for Japanese Vowel 
Recognition 
久木貢，齊藤剛史，小西亮介 
2006 IEEE International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS 2006), pp.33-36, Dec. 2006. 
 
Word Recognition based on Two Dimensional Lip 
Motion Trajectory 
齊藤剛史，小西亮介 
2006 IEEE International Symposium on Intelligent 
Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS 2006), pp.287-290, Dec. 2006. 
 
Automatic Moving Object Detection and Tracking 
with Mean Shift for Surveillance System 
大島直也，齊藤剛史，小西亮介 
2006 IEEE International Symposium on Intelligent 

Signal Processing and Communication Systems 
(ISPACS 2006), pp.578-581, Dec. 2006. 
 
ポリマーペーパーバックライトの実用化に関する

研究 

北川雅彦 
経済産業省、地域新生コンソーシアム研究開発推

進事業(16S6018) （平成１６〜１７年度）研究報

告書、2006 年 3 月 25 日. 
 
Composition control of Bi2Sr2Can-1CunOy 
superconducting thin films by rf magnetron 
sputtering method 
山根 知也，岸田 悟，田中博美，吉川英樹 
Proc. XXIInd Internaional Symposium on Discharges 
and Electrical Insulation in Vacuum 2006, IEEE 
Catalog Number : 06CH37774C. 
 
Bi2Sr2CaCu2Oy single crystal growth in 
Bridgman-Stockbarger method using different 
oxygen partial pressure 
越前裕次，田中博美，足立聡，石崖達也，岸田 悟 
Physica C, Vol.445-448, pp,455-458, 2006. 
 
Fabrication of Bi2Sr2Can-1CunOy/Al2O3-particles on 
MgO films by rf magnetron sputtering method 
山根 知也，岸田 悟，田中博美，吉川英樹, 今尾

浩也 

Advances in Science and Technology, Vol.47, 
pp.159-164, 2006. 
 
Preparation of Bi2Sr2Can-1CunOy tapes on various 
metals by chemical solution deposition 
前橋俊介, 村上協司, 中村卓誉, 岸田悟 
Physica C, Vol.445-448, pp.730-732, 2006. 
 
Preprocessing Method of Fingerprint Images in 
Layered Neural Networks for Individual 
Identification 
長谷川弘, 田中章浩, 西村晃一, 岸田悟 
2006 Int. Symposium on Intelligent Signal Processing 
and Communication System (ISPACS2006), 
pp.267-270. 
 
Luminescent Properties of Tb-Activated 
Rare-Earth Oxyapatite Silicate MLn4Si3O13 
(M=Ca,Sr,Ln=La,Gd) 
山根明, 國本崇*1, 大観光徳, 本間徹生*2, 小林
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洋志*1（*1徳島文理大学、*2高輝度光科学研究セン

ター） 

phys. stat. sol. (c), Vol.3, Issue 8, pp.2705-2708, 
2006. 
 
Improvement in Crystallographic and 
Luminescent Characteristics of Ba2SiS4:Ce Thin 
Film Electroluminescent Devices Prepared by 
Post-Deposition Annealing with H2S Supply  

宮崎靖守, 大観光徳, 小林洋志*1 （*1 徳島文理大

学） 

Proc. 13th International Workshop on Inorganic and 
Organic Electroluminescence & 2004 International 
Conference on the Science and Technology of 
Emissive Displays and Lighting, pp.440-443, 2006. 
 
XANES Study of Eu Centers in CaAl2O4:Eu 
Phosphor Thin Films Prepared by Pulsed Laser 
Deposition 
國本崇*1, 本間徹生*2, 山根明, 邵彦林, 大観光

徳,小林洋志*1  （*1 徳島文理大学、*2 高輝度光科

学研究センター） 

Proc.13th Int. Display Workshops, pp.365-368 , 2006.  
 
Electroluminescent and Aging Characteristics of 
TFEL Devices Employing Spin-Coated (Ba,Sr)TiO3 
Insulating Layers 
山崎倫敬，尾内由香里，辻和明，大観光徳，小林

洋志*1（*1徳島文理大学） 
Proc. 13th Int. Display Workshops, pp.405-408, 2006. 
 
Study of Local Structere of Luminescent Centers in 
MeLn4Si3O13:Tb (Me=Ca, Sr, Ln=La, Gd) Green 
VUV Phosphor by XAFS  
本間徹生*1, 國本崇*2,山根明, 折田真也, 中島康

裕, 大観光徳, 小林洋志*2（*1高輝度光科学研究セ

ンター、*2徳島文理大学） 
Proc. 13th Int. Display Workshops, pp.1239-1242,  
2006. 
 
Synthesis of  (Ca,Sr) MgSi2O6:Eu Phosphors and 
Their Luminescent Characteristics under VUV 
Excitation  
國本崇*1, 大観光徳, 小林洋志*1, 久世智*2, 宮崎

進*2（*1徳島文理大学、*2住友化学工業(株)） 

Proc. 13th Int. Display Workshops, pp.1229-1230, 
2006. 
 

Ba2ZnS3:Mn 赤色薄膜 EL 素子の作製と評価 

原勝彦, 山崎倫敬, 尾内由香里, 大観光徳, 小林

洋志*1（*1徳島文理大学） 

電子情報通信学会技術研究報告, Vol.EID2005-61, 

pp. 13-16, 2006. 

 

青色蛍光体(Sr,Ba)3MgSi2O8:Eu
2+の励起発光特性 

邵彦林, 國本崇*1, 山根明, 大観光徳, 小林洋志
*1（*1徳島文理大学） 

電子情報通信学会技術研究報告, Vol.EID2005-71, 

pp. 53-56, 2006. 

 

Ba2SiS4:Ce 薄膜 EL 素子の H2S アニールによる結晶

性ならびに発光特性の改善 

宮崎靖守, 大観光徳, 小林洋志*1 （*1 徳島文理大

学） 

日本学術振興会光電相互変換第 125 委員会・本委

員会第 193 回・EL 分科会第 31 回合同研究会資料

pp. 4–7, 2006. 
 

Influence of Residual Oxygen Impurity in 
Quaternary InAlGaN Multiple-Quantum-Well 
Active Layers on Emission Efficiency of Ultraviolet 
Light-Emitting Diodes on GaN Substrates 
京野孝史*, 平山秀樹**, 秋田勝史*, 中村孝夫*, 

足立真寛, 安東孝止 (*住友電気工業, **理化学

研究所) 

J. Appl. Phys., vol.99, no.11, pp.114509-114516, 
2006. 
 
Slow-mode degradation mechanism and its control 
in new bright and long-lived ZnSe white LEDs 
足立真寛, 安東孝止, 阿部友紀, 井上昇, 浦田

章紘, 堤泰之, 橋本裕, 笠田洋文, 片山浩二*, 

中村孝夫* (*住友電気工業) 

phys. stat. sol. (b), vol.243, no.4, pp.943-949, 2006. 
 
High sensitive ultraviolet PIN photodiodes of 
ZnSSe n+-i-p structure / p+-GaAs substrate grown 
by MBE 
三木耕平, 阿部友紀, 成瀬純次, 井汲克之, 山口

隆, 笠田洋文, 安東孝止 

phys. stat. sol. (b), vol.243, no.4, pp.950-954, 2006. 
 
Development of high efficient green LEDs of 
ZnSSe:Te-ZnMgSSe DH structure on p-GaAs and 
its degradation mechanism 
阿部友紀, 牧本圭史, 足立真寛, 谷川巧, 井上昇, 
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西永努, 笠田洋文, 安東孝止 

phys. stat. sol. (c), vol.3, no.4, pp.1152-1155, 2006. 
 
High efficiency blue-violet optical modulators of 
ZnSe/ZnMgSSe asymmetric coupled quantum 
wells 
阿部友紀, 吉田徹, 山根典嗣, 西口俊史, 笠田洋

文, 安東孝止 

phys. stat. sol. (c), vol.3, no.4, pp.1209-1212, 2006. 
 
Cu K edge X-ray magnetic circular dichroism of 
amorphous Gd68Cu32 
中井生央，田中秀樹，北畠史基，山田真司，福岡

淳，大西直幸 
J. Magn. Magn. Mater. Vol. 310, pp. 1868-1870, 2007. 
 
Feature of Fluorescence Spectra of Polyethylene 
2-6-Naphthalate Films 
大内伊助*1，中井生央，小野光政*2，木村真一*3 （*1

徳島文理大，*2帝人デュポンフィルム，*3分子研） 
J. Appl. Polym. Sci. Vol. 105, pp. 114-121, 2007. 
 
Molecular beam epitaxy and structural properties 
of ZnCrS 
市野邦男, 森本康治,小林洋志*1（*1徳島文理大学） 
Proc. The 12th Int. Conf. on II-VI Compounds, 
Warsaw, Poland, Sep. 12-16, 2005, 
Physica Status Solidi (c), Vol. 3, No. 4, pp. 776-779, 
Mar., 2006. 
 
Blue-green Emitting ZnS:Cu,Cl Thin-film 
Phosphor for LED Lighting 
市野邦男, 笠井大至, 吉田裕史, 大観光徳, 小林

洋志*1（*1徳島文理大学） 
Technical Digests of 13th Int. Workshop on Inorganic 
and Organic Electroluminescence, and 2006 Int. Conf. 
on the Science and Technology of Emissive Displays 
and Lighting, Jeju, Korea, pp. 345-346, Sep. 18-22, 
2006. 
 
照明用発光ダイオードへの応用を目指した青緑色

発光 ZnS:Cu,Cl 薄膜蛍光体の作製 

市野邦男, 笠井大至, 酒井勇一郎, 吉田裕史, 大

観光徳,小林洋志*1（*1徳島文理大学） 

日本学術振興会光電相互変換第 125 委員会・本委

員会第 193 回・EL 分科会第 31 回合同研究会資料

pp. 12–13, 2006 年 7 月. 
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物質工学科 
 
Activity and Acidity of Nb2O5-MoO3 and 
Nb2O5-WO3 in the Friedel-Crafts Alkylation 
山下克彦，平野美穂，奥村 和，丹羽 幹 
Catal. Today, Vol. 118, pp. 385-391, 2006. 
 
Pd Loaded on High Silica Beta Support Active for 
the Total Oxidation of Diluted Methane in the 
Presence of Water Vapor 
奥村 和，篠原英志，丹羽 幹 
Catal. Today, Vol. 117, pp. 577-583, 2006. 
 
Strong Inhibition Effect of Sulfur Impurities in 
Alumina Supports on the Catalytic Activity of Rh 
in the CH4-CO2 Reforming Reaction 
横田 滋，奥村 和，丹羽 幹 
Appl. Catal., A: General, Vol. 310, pp. 122-126, 2006. 
 
Identification and Measurements of Strong 
Brønsted Acid Site in Ultra-Stable Y (USY) Zeolite 
丹羽 幹, 鈴木克生，諌本佳寿代，片田直伸 
J. Phys. Chem. B, Vol. 110, pp. 264-269, 2006. 
 
A Theoretical Study on Brønsted Acidity of WO3 
Clusters Supported on Metal Oxide Supports by 
"Paired Interacting Orbitals" (PIO) Analysis 
志賀昭信＊，片田直伸，丹羽 幹（＊ルモックス技

研） 
Catal. Today, Vol. 111, pp. 333 - 337, 2006. 
 
固体酸性質測定における最近の進歩 

片田直伸，丹羽 幹 
触媒, Vol. 48, pp. 9-14, 2006. 
 
Speciation of iodine in solid environmental samples 
by iodine K-edge XANES: application to soils and 
ferromanganese oxides 
児玉小百合＊, 高橋嘉夫＊, 奥村 和, 宇留賀朋哉
＊＊（＊広島大学，＊＊JASRI） 
Science of the Total Environment, Vol. 363, pp. 
275-284, 2006. 
 
Oxidative steam reforming of methane under 
atmospheric and pressurized conditions over 
Pd/NiO–MgO 
Mohammad Nurunnabi, 向中野侑哉＊, 角 茂＊, 宮
澤朋久＊ , 奥村 和 , 宮尾敏広＊＊ , 内藤周弌＊＊ , 

鈴木公人＊, 藤本健一郎＊, 国森公夫＊, 富重圭一＊

（＊筑波大学，＊＊神奈川大学） 
Appl. Catal. A, Vol. 308, pp. 1-12, 2006. 
 
Development of Ni catalysts for tar removal by 
steamgasification of biomass 
木村豪夫＊, 宮澤朋久＊, 西川 仁＊, 角 茂＊, 奥
村 和 , 宮尾敏広＊＊ , 内藤周弌＊＊ , 国森公夫＊＊ , 
富重圭一＊（＊筑波大学，＊＊神奈川大学） 
Appl. Catal. B, Vol. 68, pp. 160–170, 2006. 
 
ゼオライト担持貴金属触媒の XAFS による活性種

形成過程解析 

奥村 和，丹羽 幹 
SPring-8 の高輝度放射光を利用した先端触媒開

発，エヌ・ティー・エス，pp.224-233, 2006. 
 
A Simple Synthesis of 4H-1,3-Benzodioxin-2-one 
Derivatives by Iodocyclization of t-Butyl 
o-Vinylphenyl Carbonate Derivatives 
小林和裕，中村大藏，宮本和奈，森川 修，小西

久俊 
Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol.79, No.3, pp. 489–491, 
Mar. 2006. 
 
A facile synthesis of 9-dialkylamino-9H- 
pyrrolo[1,2-a]indoles via iminium salts generated 
from 2-(pyrrol-1-yl)benzaldehydes and secondary 
amine hydrochlorides in the presence of 
NaI/TMSCl/Et3N 
小林和裕，鷹觜 篤，橋本健一，森川 修，小西

久俊 
Tetrahedron, Vol. 62, No. 13, pp. 3158–3161, Mar. 
2006. 
 
A New Synthesis of 4H-1,4-Benzothiazine 
Derivatives Based on Ring Closure of 
EWG-stabilized (2-Isocyanophenylthio)methyl 
Anions 
小林和裕，林 一貴，飯塚大輔，森川 修，小西

久俊 
Synthesis, No. 7, pp. 1077–1082, Apr. 2006. 
 
New Synthesis of Isoquinoline and 3,4- 
Dihydroisoquinoline Derivatives 
小林和裕，塩川太陽，表 弘樹，橋本健一，森川 

修，小西久俊 
Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 79, No. 7, pp. 1126–1132, 
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Jul. 2006. 
 
Synthesis of 3,3-Disubstituted Isoindolin-1-ones via 
Iodoamination of α -Substituted Secondary 2- 
Vinylbenzamides 
小林和裕，長谷昌範，橋本健一，藤田誠樹、丹松

美由紀、森川 修，小西久俊 
Synthesis, No. 15, pp. 2493–2496, Aug. 2006. 
 
Synthesis of Benzo[2,1-b:3,4-b’]dithiophene-4,5- 
dione Derivatives 
小林和裕，小方俊和、中村大藏，森川 修，小西

久俊 
Heterocycles, Vol. 68, No. 8, pp. 1709–1714, Aug. 
2006. 
 
A Convenient Synthesis of 1,4-Disubstituted 
Isoquinolines by Reactions of α–Substituted 2- 
Lithio-β-methoxystyrenes with Nitriles 
小林和裕，林 一貴、宮本和奈，森川 修，小西

久俊 
Synthesis, No. 17, pp. 2934–2938, Sep. 2006. 
 
Synthesis of 4,5-diaminopyrrolo[1,2-a]quinoline 
derivatives by annulation of N,N-dialkyl[2-(pyrrol- 
1-yl)benzylidene]ammonium salts in the presence 
of an isocyanide 
小林和裕，鷹觜 篤，橋本健一，森川 修，小西

久俊 
Tetrahedron, Vol. 62, No. 44, pp. 10379–10383, Oct. 
2006. 
 
Synthesis of 1-Aryl-1H-indole Derivatives by 
Iodine-mediated Cyclization of 2- 
(Arylamino)styrene Derivatives 
小林和裕，宮本和奈，山瀬 徹，中村大藏，森川 

修，小西久俊 
Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 79, No. 10, pp. 1580–1584, 
Oct. 2006. 
 
Synthesis of 4-Aryl-2-sulfenyl-2H-1- 
benzothiopyran Derivatives by Cyclization of 
[2-(1-Aryl-2-methoxyvinyl)phenylthio][methyl(or 
phenyl)thio]methyllithiums 
小林和裕，堀内麻衣、宮本和奈，森川 修，小西

久俊 
Bull. Chem. Soc. Jpn., Vol. 79, No. 12, pp. 1977–1979, 
Dec. 2006. 

ネットワークを利用した講義室管理プログラム 
榊原正明，福井裕暁 
大学教育年報，第 11 巻，pp.41-45，2006 年 3 月 
 
多様化の情報リテラシの試み 

榊原正明，西本倫子 
大学教育年報，第 11 巻，pp.46-48，2006 年 3 月 
 
e-Learning システム(CEAS)を用いた Web 型自己学

習の実施 
榊原正明，加納 大輔 
大学教育年報，第 11 巻，pp.49-56，2006 年 3 月 
 
共通教育棟の教育用情報ネットワークの整備（第

2 報） 

榊原正明，石川雅雄＊，小林昌博＊（*大教総セン

ター） 

大学教育年報，第 11 巻，pp.57-62，2006 年 3 月 
 
Solid State Metal Hydride Secondary Batteries 
Using Heteropolyacid Hydrate as an Electrolyte 
坂口裕樹 , 畠山恵介 , 山口  拓 , 井上博史*, 岩倉

千秋*, 江坂享男（*大阪府立大学） 
Res. Chem. Intermediates, Vol.32, No.5-6, pp.483-490, 
2006. 
 
Solid State Metal Hydride Batteries Using 
ZrO2•nH2O as an Electrolyte 
坂口裕樹, 畠山恵介, 藤井幹雄, 井上博史*, 岩倉

千秋*, 江坂享男（*大阪府立大学） 
Res. Chem. Intermediates, Vol.32, No.5-6, pp.473-481, 
2006. 
 
Mechanically Lithiated SnO as an Anode Material 
for Secondary Battery 
坂口裕樹, 長尾恭孝, 江坂享男 
Electrochem., Vol.74, No.6, pp.463-466, 2006. 
 
Absorption and Desorption of Carbon Dioxide in 
the Rare Earth Oxide-doped Bi2O3 Powder 
江坂享男, 本池紘一 
J. Alloys Comp., Vol.408-412, pp.480-483, 2006. 
 
Investigation of the Localized Oxide Ion 
Interstitials of PbWO4-based Oxide Ion 
Conductors by Means of Impedance Spectroscopy 
高井茂臣, 足立 徹, 江坂享男 
Mater. Res. Bull., Vol.41, No.11, pp.2088-2093, 2006. 
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環境材料としての炭酸ガス吸収材開発を目指した

酸化物のガス吸着-脱離特性に関する基礎的研究 

江坂享男 
財団法人 JFE21 世紀財団 2005 年度助成技術研究

報告書, pp.71-78, 2006. 
 
燃料電池・蓄電池に使用されるイオン伝導体の特

性試験方法の標準化調査-鳥取大学における試験

結果 

江坂享男 
平成 17 年度独立行政法人新エネルギー・産業技術

総合開発機構新発電システム等調査研究報告書 , 
pp.37-42, 2006. 
 
中性子ラジオグラフィーによるリチウムイオン伝

導性酸化物の拡散係数測定 

高井茂臣，川端祐司，江坂享男 
波紋 (中性子科学会誌 ),Vol.16, No.3, pp.168-173, 
2006. 
 
イオン液体を反応媒体に用いるリパーゼ触媒反応 

伊藤敏幸 
イオン液体 II-驚異的な進歩と多彩な近未来-，大

野弘幸編，CMC 出版，東京，第 14 章, pp.146-153,  
2006. 
 
Synthesis of novel gem-difluorinatedcyclopropane 
hybrids: Applications for material and medicinal 
sciences 
伊藤敏幸 
“Current Fluoroorganic Chemistry. New Synthetic 
Directions, Technologies, Materials and Biological 
Applications”, ACS Symposium Series #949, Eds, V. 
A. Soloshonok, K. Mikami, T. Yamazaki, J. T. Welch, 
and J. Honek, Oxford University Press/ American 
Chemical Society: Washington DC, Chapter 21, pp. 
352-362, 2006. 
 
イオン液体を反応媒体に用いる酵素触媒反応 

伊藤敏幸 
酵素開発・利用の最新技術，監修：今中忠行，CMC
出版，東京，第 4 編第 1 章，pp.153-167, 2006. 
 
Synthesis of novel gem-difluorinatedcyclopropane 
hybrids: applications for DNA cleavage agents 
switched by photo irradiation 
二宮啓子*1，谷本薫彦，石田奈々絵，堀井大輔，

宍戸昌彦*1，伊藤敏幸（*1 岡山大学） 
J. Fluorine Chem., Vol. 127, pp. 651-656, 2006. 
 
Preparation of Novel Hydrophobic 
Fluorine-substituted-alkyl sulfate Ionic Liquids 

and Application as an Efficient Reaction Medium 
for Lipase-catalyzed Reaction 
塚田泰弘*1，岩本和久，古谷浩行*1，松下雄一，安

倍良和，松本 恵，門田慧史，早瀬修一，川面 基，

伊藤敏幸（*1 カネカ（株）） 
Tetrahedron Lett., Vol. 48, pp. 1801-1804, 2006. 
 
A Novel 1,4-Addition Type Reaction of β-Keto 
Esters with Vinyl Ketones Catalyzed by 
Iron(II)tetrafluoroborate in an Ionic Liquid 
Solvent System 
上原弘幸，野村 俊，早瀬修一，川面 基，伊藤

敏幸  
Electrochemistry, Vol. 74, pp. 635-638, 2006. 
 
Palladium-catalyzed Regioselective Allylic 
Alkylation of 1-Aryl-2,3,3-trifluoroallyl Acetates 
川面基，和田祥平，早瀬修一，伊藤敏幸 

SYNLETT.  pp. 2483-2485, 2006. 
 
Enhanced Enantioselectivity and Remarkable 
Acceleration of Lipase-Catalyzed 
Transesterification Using an Imizadolium 
PEG-alkyl Sulfate Ionic Liquid  
伊藤敏幸，松下雄一，安倍良和，早瀬修一，川面 基，

高井茂臣，森本 稔，広瀬芳彦*1（*1アマノエンザ

イム）  

Chem. Eur. J. Vol. 12，pp.9228-9237, 2006. 
 
Lactosylated Chitosan for DNA Delivery into 
Hepatocytes: The Effect of Lactosylation on the 
Physicochemical Properties and Intracellular 
Trafficking of pDNA/Chitosan Complexes 
橋本真由*1，森本 稔*2，斎本博之，重政好弘，佐

藤智典*1（*1 慶応大理工，*2 鳥大生命機能セ） 
Bioconjug. Chem., Vol.17, No.2, pp.309-316, Apr. 
2006. 
 
Basic Study of Novel UV-curable Chitosan 
Derivatives for Veterinary Medical Applications  
蓮佛映子*1，弘瀬 勝*1，大村善彦*1，岡村泰彦*2，

岡本芳晴*2，斎本博之，重政好弘，南 三郎*2（*1

大村塗料，*2 鳥大農） 
Ad. Chitin Sci. Technol., ed. by Kim S.-K. et al., 
Hanrimwon Print, Seoul, pp.297-299, 2006. 
 
Gene Transfer by DNA/mannosylated Chitosan 
Complexes into Mouse Peritoneal Macrophages 
橋本真由*1，森本 稔*2，斎本博之，重政好弘，佐

藤智典*1（*1 慶応大理工，*2 鳥大生命機能セ） 
Biotechnol. Lett., Vol.28, No.11, pp.815-821, Jun. 
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2006. 
 
Biomedical Materials from Chitin and Chitosan 
森本 稔*1，斎本博之，重政好弘，岡本芳晴*2，南 

三郎*2（*1 鳥大生命機能セ，*2 鳥大農） 
Material Science of Chitin and Chitosan ed. by T. 
Uragami and S. Tokura, KODANSHA, Tokyo, pp. 
191-218, 2006. 
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生物応用工学科 
 
 
Crystal Structure and Desulfurization Mechanism 
of 2’-Hydroxybiphenyl-2-Sulfinic Acid Desulfinase 
李 愚哲*，大城 隆，松原俊之，和泉好計，田之

倉優*（*東京大学） 
J. Biol. Chem., Vol.281, No.43, pp.32534-32539, Aug. 
2006.  
 
A Novel ATP/ADP Hydrolysis Activity of 
Hyperthermostable Group II Chaperonin in the 
Presence of Cobalt or Manganese Ion 
本郷邦広，平井秀憲，上村知聖, 小野周二郎，常

深淳二郎，日暮卓志，溝端知宏，河田康志 
FEBS Letters, Vol.580, pp.34-40 Jan. 2006. 
 
Multiple Structural Transitions of the GroEL 
Subunit Are Sensitive to Intermolecular 
Interactions with Cochaperonin and Refolding 
Polypeptide 
吉見達成，本郷邦広，溝端知宏，河田康志 
J. Biochem., Vol.139, No.3, pp.407-419, Mar. 2006. 
 
書評「タンパク質の構造と機能」 

河田康志 
生化学，第 78 巻，7 号，pp.701-702，2006 年 7 月 
 
Electroreductive Intramolecular Coupling of 
Aromatic Imino Esters: Four-membered 
Cyclization is Much More Favorable Than 
Six-membered Cyclization? 
木瀬直樹，平野裕貴，田中 義 
Org. Lett., Vol.8, No.7, pp.1323-1325, Mar. 2006. 
 
Density Functional Theory Study of 
Electroreductive Hydrocoupling of 
α,β-Unsaturated Carbonyl Compounds 
木瀬直樹 
J. Org. Chem., Vol.71, No.24, pp.9203-9207, Nov. 
2006. 
 
The impact of Self-assembly in Medicine and 
Pharmacology. 
Mahnaz Derakhshan*1, Hamid Reza Ansarian*1，櫻井

敏彦，高藤誠*1，伊原博隆*1 （*1 熊本大学） 
Current Pharmaceutical Analysis, Vol.2, pp.1-6, 2006. 

 
Structure of Dioctadecyl L-glutamide-derived 
Lipid Self-assembled Monolayers on Au(111) 
surface. 
櫻井敏彦，堀川真希*1，Md S. Chowdhury*1，高藤

誠*1，鉢迫博*2，久保敦*1，谷口功*1，伊原博隆*1

（*1 熊本大学，*2 崇城大学） 
Applied Surface Science, Vol.253, 869-873, 2006. 
 
ペプチド会合構造の制御 

櫻井敏彦 
生物工学会誌，第 84 巻，10 号，pp.401-403，2006
年 10 月 
 
Purification and characterization of Extracellular 
1,2-α-L-fucosidase from Bacillus cereus 
三浦豊和、岡本賢治、簗瀬英司 
J. Biosci. Bioeng., Vol.99, No.6, pp.625-635, June 
2006.  
 
Chracterization of arylsufatase formed by 
derepressed synthesis in Citrobacter brakii, 
三浦豊和、岡本賢治、簗瀬英司 
Biosci. Biotechnol. Biochem., Vol. 70, No.6, pp. 
1509-1512, June 2006 
 
乾燥・分離乾燥操作関連物性 

古田 武 
食品工学ハンドブック, pp. 249-28, pp.621-624, 朝
倉書店, 東京, 2006. 
 
噴霧乾燥 

吉井英文 
食品工学ハンドブック , pp. 2273-274, 朝倉書店 , 
東京, 2006. 
 
Kinetic analysis of autoxidative 
docasahexaenoate triglyceride in the presence 
of rosemary extract with oxygen sensor 
吉井英文, 古田 武 
 “Omega 3 Fatty Acid Research” ed. by M. C. Teale 
pp. 109-118, Nova Science Publishers, New York, 
2006. 
 
Enzyme encapsulation with crystal transformation 
of anhydrous maltose or ahhydrous trehalose  
吉井英文, 大橋哲也, 古田 武, P. Linko*（*ヘルシ

ンキ工科大学）  
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J. Appl. Glycosci., Vol. 53, pp. 99-103, 2006. 
 
Encapsulation and release characteristics of 
carbon dioxide in β-cyclodextrin 
T-L. Neoh, 吉井英文, 古田 武  
J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem., Vol. 56, pp. 
125-133, 2006. 
 
Inclusion and release of hinokitiol into/from 
MCT-β-CD fixed on Japanese washi paper  
古田 武 , 楠屋陽子 , T-L. Neoh, L. Rehmann, 白 

鮮和, 吉井英文  
J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem., Vol. 56, pp. 
107-111, 2006. 
 
Release behavior of flavor encapsulated CD in 
slurry solution under boiling conditions  
吉井英文, T-L. Neho, 白 鮮和, 古田 武  
J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem., Vol. 56, pp. 
113-116, 2006. 
 
Release characteristics of iodine encapsulated in 
cyclodextrins  
T-L. Neoh, 野田明弘, 吉井英文, 古田 武  
J. Incl. Phenom. Macrocyclic Chem., Vol. 56, pp. 
117-123, 2006. 
 
食品工学および粉末化工学に関する研究 

古田 武  
日本食品工学会誌, Vol. 7, pp. 153-161, 2006. 
 
噴霧乾燥による液状食品の粉末化技術 

古田 武 
粉体と工業, Vol. 38, pp. 30-40, 2006. 
 
Microencapsulation of food flavor and oil by 
cyclodextrin  
古 田  武 , T.L. Neoh, 白  鮮 和 , 吉 井 英 文  
International Symposium on Current Technology for 
Quality Control in the Food Industry, pp. 30-39, IIsan, 
Korea, March 22, 2006. 
 
Enhanced effect of RM-beta-cyclodextrin on 
biodegradation of toluene in waste water by 
activated sludge  
古田 武 , 池冨士修一 , 篤永晃次郎 , T. L. Neoh, 
吉井英文  
Proceedings of the 13th International Cyclodextrin 

Symposium, Torino, May 14-17, 4-P10-0, 2006. 
 
Inclusion complexation of 1-methylcyclopropene 
with α-cyclodextrins 
T.L. Neoh, 吉井英文, 古田 武  
Proceedings of the 13th International Cyclodextrin 
Symposium, 3-P67, Torino, May 14-17, 2006. 
 
Inclusion of flavors in various modified 
cyclodextrins and their release  
白 鮮和 , T.L.Neoh, 谷本貴弘 , 吉井英文 , 古田 

武  
Proceedings of the 13th International Cyclodextrin 
Symposium, 4-P03-0, Torino, May 14-17, 2006. 
 
Release kinetics of menthol from chewing gum  
吉井英文 , 坂根 綾 , 河村大輔 , T.L. Neoh, 古田 

武  
Proceedings of the 13th International Cyclodextrin 
Symposium, 6-P02, Torino, May 14-17, 2006, 2006. 
 
 
Formation of Micropore in the Anhydrous 
Trehalose Crystal  
大橋哲也, 吉井英文, 古田 武  
International Symposium on Zeolites and 
Microporous Crystals, Yonago, Tottori, P1109, July 
30 - Aug 2, 2006. 
 
Encapsulation of ADH enzyme in trehalose/protein 
matrices by spray drying 
吉井英文, F. Buche, 竹内奈緒美, 大川原正明, 古
田 武 
Proceedings of 15th international Drying Symposium 
(IDS 2006), pp. 1139-1142, Budapest, Hungary, 
August 20-23, 2006. 
 
Crystal transformation of trehalose by dehydration 
大橋哲也, 吉井英文, 古田 武 
Proceedings of 15th international Drying Symposium 
(IDS 2006), pp. 1287-1292, Budapest, Hungary, 
August 20-23, 2006。 
 
Effect of additives on the formation of hollow 
particles in spray-dried powders 
吉井英文, A. Sootintantawatt, 飯田圭子, 大川原正

明, 古田 武 
Proceedings of 15th international Drying Symposium 
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(IDS 2006), pp. 1339-1344, Budapest, Hungary, 
August 20-23, 2006。 
 
The releasing of encapsulated flavor from the 
spray dried powder 
A. Sootintantawatt, 山本孝幸, 大森隆夫, 中岩 勇, 
吉井英文, 古田 武 
Proceedings of 15th international Drying Symposium 
(IDS 2006), pp. 1356-1360, Budapest, Hungary, 
August 20-23, 2006。 
 
Inclusion complexation of 10-undecyn-1-ol with 
modified cyclodextrins  
T.L. Neoh, 谷本貴弘 , 白 鮮和  吉井英文 , 古田 

武  
Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering 
Congress, PaperID-576, Kuala Lumpur, Malaysia, 
August 27-30, 2006. 
 
Innovative multi-layer coating method for 
preparation of gradient refractive index lens  
小田正昭  久保田直樹 , 北橋憲和 , 菅原直樹 , 菅 

真一郎, 吉井英文, 古田 武 
Asian Pacific Confederation of Chemical Engineering 
Congress, PaperID-119, Kuala Lumpur, Malaysia, 
August 27-30, 2006. 
 
Crystal transformation of trehalose by dehydration 
大橋哲也, 吉井英文, 古田 武  
Proceedings of CHISA 2006, P1.253, August, 2006. 
 
Effect of protein on retention of ADH enzyme 
activity encapsulated in trehalose matrices by 
spray drying 
吉井英文, F. Buche, 竹内奈緒美, 大河原正明*, 古
田 武  
Proceedings of CHISA 2006, P1.281, August, 2006. 
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土木工学科 
 
Study on Design Method of Fenders system for 
Large Size Container Ship with big Flare 
山瀬晴義*，上田 茂（*㈱ブリヂストン） 
Proc. of the 31st PIANC Congress, Vol.31 No.3 
pp.794-801, 2005  
 
Berthing velocity and flare angle: Their relations 
with marine fender system design 
Tan P.K*1, B.T. S. Lee*1, 山瀬晴義 *2, 上田 茂

（*1Bridgestone Global Engineering Consultant，*2㈱

ブリヂストン） 
Conference on Maritime Engineering, Association of 
Consulting Engineers Malaysia，Vol.1，No.1，pp.1-50, 
2006 
 
Berthing Energy Absorption for Large Container 
Vessels 
山瀬晴義*，上田 茂（*㈱ブリヂストン） 
Proc. of the 16th(2006) ISOPE, Vol.16 No.3, 
pp.689-894, 2006 
 
Governing equations of motion of walking 
behavior of unanchored flat-bottom cylindrical 
shell tanks subjected to horizontal sinusoidal 
ground motion 
谷口朋代，今井康二 
PVP, Seismic Engineering, ASME, Paper No.  
PVP2006-ICPVT11-93539, Jul. 2006. 
 
Numerical investigation into significant reduction 
of coefficient of restitution of rocking motion of 
unanchored flat-bottom cylindrical shell tanks 
谷口朋代，中島照浩*，安藤嘉紀（*JIP テクノサイ

エンス） 
PVP, Seismic Engineering, ASME, Paper No.  
PVP2006-ICPVT11-93540, Jul. 2006. 
 
Study on the Rainwater Outflow of Small Basin in 
Loess Plateau 
檜谷 治，黄 金柏，安田 裕，Zhang Xinchang*

（*中国科学院水利部水土保持研究所） 
8th International Conference on Development in 
Drylands, Feb. 2006.  
 
選択取水方式がダム貯水池の長期・短期の水質保

全に与える影響に関する研究 

矢島 啓，吉川 栄*，石黒 潤*（*西谷技術コン

サルタント） 
水工学論文集，第 50 巻，pp.1375-1380，2006 年 2
月． 
 
A New Method of Analysis for Relative 
Displacements of Slopes under Earthquakes 
榎 明潔，  Luong Xuan Binh*（ * University of 
Transport and Communication at Hanoi） 
Proc. 8th Vietnam National Conf. on Deformed Solid 
Mechanics，pp.100-110，Aug. 2006. 
 
Generalized Limit Equilibrium Method for 
Analysis of Stability and Motion of Geotechnical 
Engineering Structures under Earthquakes 
榎 明潔，  Luong Xuan Binh*（ * University of 
Transport and Communication at Hanoi） 
Proc. 8th Vietnam National Conf. on Deformed Solid 
Mechanics，pp.111-123，Aug. 2006. 
 
Effects of Drainage Conditions on the Shear 
Strength of Unsaturated Soil 
清水正喜，坂本 創，西岡龍二 
Unsaturated Soils, Geotechnical Special Publication 
No.147, Ame. Soc. Civil Engineers, Vol.1, 
pp.1223-1234, Apr. 2006. 
 
Suction and its Effects on Shear Strength of 
Unsaturated Undisturbed Samples of a Volcanic 
Pumiceous Soi 
清水正喜，山本大輔，田原志典 
Unsaturated Soils, Geotechnical Special Publication 
No.147, Ame. Soc. Civil Engineers, Vol.1, 
pp.1235-1246, Apr. 2006. 
 
定圧一面せん断試験に基づく砂の強度特性 

清水正喜，山本大輔*，逧 博則（*ウエスコ） 
地盤と建設，第 24 巻，1 号，pp.97-100，2006 年

12 月 
 
コンクリート診断士合格必携 2006 年度版 

笠井芳夫*1，田澤榮一*2，井上正一他（*1 日本大学

名誉教授，*2 広島大学名誉教授） 
技術書院，2006 年 4 月 
 
専門科目における技術者倫理演習 

吉野 公 
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平成 18 年度工学・工業教育研究講演会講演論文集，

pp.18-19，2006 年 7 月 
 
NaOH 溶液に浸漬したコンクリートの ASR 膨張特性 

黒田 保，井上正一，吉野 公，西林新蔵*（*中

研コンサルタント） 
コンクリート工学年次論文集，第 28 巻，第 1 号，

pp.83-88，2006 年 7 月 
 
コンクリートの ASR 膨張に与える促進養生条件の

影響 

黒田 保，井上正一，吉野 公，西林新蔵*（*中

研コンサルタント） 
コンクリート構造物の補修，補強，アップグレー

ド論文報告集，第 6 巻，pp.109-116，2006 年 10 月 
 
アルカリ骨材反応による膨張がコンクリートの力

学的性能に与える影響 

久保善司*1，上田隆雄*2，黒田 保，野村倫一*3

（*1 金沢大学，*2 徳島大学，*3 西日本旅客鉄道） 
コンクリート工学年次論文集，第 28 巻，第 1 号，

pp.1691-1696，2006 年 7 月 
 

中新世の普含寺泥岩層風化土の安定処理 

藤村 尚，坂口雅範*1，新 任修*2（㈱NIPPO コー

ポレーション*1，㈱シンワ技研コンサルタント*2） 

日本材料学会第７回地盤改良シンポジウム，

pp.205-208，2006 年 11 月 
 

鳥取県岩石データベースの作成に関する研究 

－現場計測について－ 

藤村 尚，今村直人 *1，伊藤 徹*2，新 任修*3

（㈱荒谷建設コンサルタント*1，㈱ウエスコ*2,㈱

シンワ技研コンサルタント*3） 

地盤工学会中国支部地盤と建設, Vol.24, No.1, 
pp.44-50，2006 年 12 月 
 

がけ崩れにおける警戒避難基準雨量に関する研究 
吉永大介，藤村 尚 
地盤工学会降雨時の斜面モニタリング技術とリア

ルタイム崩壊予測に関するシンポジウム，

pp.149-154，2006 年 11 月 
 

3 次元落石運動解析における入力値の設定法に関

する考察 
西村 強，木山英郎，谷口洋二*（*サンイン技術

コンサルタント） 
第 35 回岩盤力学シンポジウム講演論文集，第 35

巻，pp.97-102，2006.1 
 
岩盤崩壊のリスク評価に向けてーリスク評価のた

めの解析の役割，その現状と課題（Why,How）ー， 

西村  強 

第 35 回岩盤力学シンポジウム講演論文集，第 35
巻，pp.419-424，2006.1 
 
Elasto-plastic numerical simulation of deep 
circular tunnel subjected to non-hydrostatic 
loading 
西村 強，福田 毅*，木山英郎（*地層科学研究

所） 
Proceedings of the 4th Asian Rock Mechanics 
Symposium, CD-ROM, 2006.11 
 
計測震度の分析による鳥取県の地盤震動特性と地

盤構造の関係 

野口竜也，西原正典*，西田良平（*日鉄鉱業株式

会社） 
第 29 回土木学会地震工学論文集，CD-ROM，206，
2007 年 8 月 
 
島根県出雲平野の常時微動から推定される地盤構

造 

足立正夫*1，野口竜也，西田良平，元木健太郎*2，

瀬尾和大*2（*1 米子工業高校，*2 東京工業大学） 
第 29 回土木学会地震工学論文集，CD-ROM，220，
2007 年 8 月 
 
A Quasi Three-dimensional Coastal Area Model 
with Shoreline Change for Mixed-size Sands 
黒岩正光，口石孝幸*1，松原雄平，野田英明*2（*1

いであ株式会社，*2 鳥取環境大学） 
Proceedings of 30th International Conference on 
Coastal Engineering, Vol.3, pp.3142-3154, 2006. 
 
Three Dimensional Numerical Simulations of 
Wetting and Drying Bed Due to Tidal Currents 
using Fractional Step Method 
Mazen Abualtayef, 黒岩正光，田中健太郎*1，松原

雄平，中平順一*2（*1 鳥取ガス，*2 八千代エンジニ

ヤリング） 
Proceedings of 30th International Conference on 
Coastal Engineering, Vol.1, pp.959-971, 2006. 
 
Three Dimensional Numerical Modeling of Tidal 
Currents in Inter-tidal Zone 
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Mazen Abualtayef, 黒岩正光，田中健太郎*1，松原

雄平，中平順一*2（*1 鳥取ガス，*2 八千代エンジニ

ヤリング） 
The Proceedings of the 16th International Offshore 
and Polar Engineering Conference, pp.592-599,2006. 
 
Prediction System of 3D Beach Evolution with 2DH 
and Q3D Hydrodynamic Modes 
黒岩正光，口石孝幸*，松原雄平，加藤憲一*（*い

であ株式会社） 
The Proceedings of the 16th International Offshore 
and Polar Engineering Conference, pp.751-757,2006. 
 
平面 2 次元と準 3 次元海浜流モデルによるハイブ

リッド型 3 次元海浜変形予測システム 

黒岩正光，口石孝幸*，松原雄平（*いであ株式会

社） 
海岸工学論文集，第 53 巻，pp.486-490，2006 年 
 

鳥取沿岸の侵食実態と総合的な土砂管理の検討

―千代川右岸流砂系の例― 

安本善征*1，宇多高明*2，松原雄平（*1 鳥取県，*2

（財）土木研究センター） 
海岸工学論文集，第 53 巻，pp.641-645，2006 年 
 

鳥取沿岸の総合的な土砂管理ガイドラインの策定

と実施 

安本善征*1，宇多高明*2，松原雄平，佐藤愼司*3（*1

鳥取県，*2（財）土木研究センター，*3 東京大学） 
海洋開発論文集，第 22 巻，pp.415-420，2006 年 
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社会開発システム工学科 
 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, , 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, 
pp.1-390. 
Hoang Pham*，山田茂（*Rutgers University） 
 
An experimental study of human factors in 
software reliability based on a quality engineering 
approach 
山田茂 
Springer Handbook of Engineering Statistics, H. 
Pham, Ed., Chapter 26, Part C, pp. 497-506, 
Springer-Verlag, London, May 2006. 
 
Optimal checkpointing interval for task 
duplication with spare processing 
中川さより*1，奥田好弘*2，山田茂（*1 金城学院大

学，*2 愛知工業大学） 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization, H. 
Pham, Ed., Chapter2, pp. 29-41, World Scientific, 
Singapore, June 2006. 
 
A quality engineering approach to human factors 
in design-review process for software reliability 
improvement 
山田茂，松田僚太郎 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization, H. 
Pham, Ed., Chapter2, pp. 183-199, World Scientific, 
Singapore, June 2006. 
 
Software process improvement activities based on 
CMM 
藤原隆次*，山田茂（*富士通周辺機（株）） 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization, H. 
Pahm, Ed., Chapter 12, pp. 273-288, World Scientific, 
Singapore, June 2006. 
 
Software reliability analysis and optimal release 
problem based on a flexible stochastic differential 
equation model in distributed development 
environment 
内田雅也，田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization, H. 
Pahm, Ed., Chapter 15, pp. 339-356, World Scientific, 
Singapore, June 2006. 

An extended delayed S-shaped software reliability 
growth model based on infinite server queueing 
theory 
井上真二，山田茂 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization, H. 
Pahm, Ed., Chapter 16, pp. 357-372, World Scientific, 
Singapore, June 2006. 
 
Dissappointment probability based on the number 
of debuggings for operational software availability 
measurement 
齋藤豊，得能貢一，山田茂 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization, H. 
Pham, Ed., Chapter 17, pp. 373-391, World Scientific, 
Singapore, June 2006. 
 
情報システムのための情報技術辞典（第４部門 

情報技術基礎 B「コンピュータとネットワーク」（ソ

フトウェア品質，ソフトウェア信頼性モデル）） 

山田茂 
情 報 シ ス テ ム の た め の 情 報 技 術 辞 典 ， pp. 
4-188-4-189, pp. 4-181-4-182，情報システムのため

の情報技術辞典編集委員会偏，培風館，2006 年 5
月． 
 
A framework for discrete software reliability 
modeling with program size and its applications 
井上真二，山田茂 
Recent Advances in Stochastic Operations Research, 
T. Dohi, S. Osaki, and S. Sawaki, Eds., Chapter1, pp. 
63-78, World Scientific, Singapore, 2007 
 
A flexible stochastic differential equation model in 
distributed development environment 
田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
European Journal of Operational Research, Vol. 168, 
No. 1, pp. 143-152, January 2006. 
 
Discrete software reliability assessment with 
discretized NHPP models 
井上真二，山田茂 
Computers & Mathematics with Applications: An 
International Journal, Vol. 51, No. 2, pp. 161-170, 
January 2006. 
 
Comparison of software reliability assessment 
methods for open source software and reliability 
assessment tool 
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田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
Journal of Computer Science, Vol. 2, No. 6, pp. 
489-495, June 2006. 
 
A human factor analysis for software reliability in 
design-review process 
山田茂 
International Journal of Performability Engineering, 
Vol. 2, No. 3, pp. 223-232, July 2006. 
 
Testing-management policies by using software 
reliability assessment tool 
藤原隆次*，山田茂（*富士通周辺機（株）） 
プロジェクトマネジメント学会誌（Journal of the 
Society of Project Management）, Vol. 8, No. 3, pp. 
38-43, 2006 年 6 月． 
 
プロジェクトリスクを軽減するリスク・マネジメ

ントと定量化分析 

福島利彦*，山田茂（*（株）日新システムズ） 
プロジェクトマネジメント学会誌，Vol. 8, No. 4, 
pp. 31-36, 2006 年 8 月． 
 
A reliability assessment tool for distributed 
software development environment based on Java 
and J/Link 
田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
European Journal of Operational Research, Vol. 75, 
No. 1, pp. 435-445, November 2006. 
 
Stochastic performance evaluation for multi-task 
processing system with software availability model 
得能貢一，山田茂 
Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 
12, No. 4, pp. 412-424, 2006. 
 
Software reliability modeling in distributed 
development environment 
田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
Journal of Quality in Maintenance Engineering, Vol. 
12, No. 4, pp. 425-432, 2006. 
 
高品質ソフトウェア開発のためのリスク管理とそ

の定量的評価 

福島利彦*，春日君夫*，山田茂（*（株）日新シス

テムズ） 
ソ フ ト ウ ェ ア テ ス ト シ ン ポ ジ ウ ム 2006
（JaSST’06）論文集，2006 年 5 月 11 日～12 日，

大阪，pp. 52-59． 
 
オープンソースソフトウェアに対するユーザ指向

の信頼性評価ツールの開発 

田村慶信*1，肌附康司，山田茂，木村光宏*2（*1 広

島工業大学，*2 法政大学） 
Linux Conference 2006 抄録集第 4 巻，CP-07, 2006
年 5 月 31 日～6 月 1 日，東京，pp. 1-10. 
 
Software reliability growth modeling with discrete 
Weibull software failure-occurrence times 
distribution 
井上真二，山田茂 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
42-46. 
 
A user-oriented reliability assessment tool for open 
source software development 
肌附康司，田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
47-51. 
 
Evaluation method of real-time property for 
software system with a Markovian availability 
model 
福田雅允，得能貢一，山田茂 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
52-56. 
 
Statistical analysis for early-stage software product 
quality prediction based on process measurement 
data 
山田茂，原元雅史，福島利彦*，福田篤（*（株）

日新システムズ） 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
57-61. 
 
A study on appearance quality improvement of 
sponge corner material for automotive products 
山田茂，高橋賢次 
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Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
353-357. 
 
Extended software reliability growth modeling 
based on components’ characteristics 
藤原隆次*，山田茂，井上真二（*富士通周辺機（株）） 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
363-367. 
 
A performance evaluation of user-oriented 
reliability assessment method for an open source 
software 
田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
368-372. 
 
Risk management techniques for quality software 
development and its quantitative evaluation 
福島利彦*，山田茂（*（株）日新システムズ） 
Proceedings of the Twelfth ISSAT International 
Conference on Reliability and Quality in Design, 
Chicago, Illinois, U.S.A., August 3-5, 2006, pp. 
379-383. 
 
Simulation methods for parameter estimation of 
inflection S-shaped software reliability growth 
model 
Hee Soo Kim*1，Dong Ho Park*2，山田茂（*1Chosun 
Univeristy，*2Hallym University） 
Proceedings of the Second Asian International 
Workshop on Advanced Reliability Modeling 
(AIWARM 2006), Busan, Korea, August 24-26, 2006, 
pp. 411-418. 
 
A user-oriented reliability assessment method for 
open source software 
田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the Second Asian International 
Workshop on Advanced Reliability Modeling 
(AIWARM 2006), Busan, Korea, August 24-26, 2006, 
pp. 459-466. 
 

Performance analysis for software system with 
processing time limit based on reliability growth 
model 
得能貢一，山田茂 
Proceedings of the Second Asian International 
Workshop on Advanced Reliability Modeling 
(AIWARM 2006), Busan, Korea, August 24-26, 2006, 
pp. 467-474. 
 
実践的なソフトウェアプロセス監視活動の取り組

み 

春日君夫*，福島利彦*，山田茂（*（株）日新シス

テムズ） 
第 25 回ソフトウェア品質シンポジウム発表報文

集，2006 年 9 月 14 日～15 日，東京，pp. 319-326. 
 
Early-stage product quality prediction and 
discrimination by using multivariate analysis 
based on software process data 
福田篤，山田茂，福島利彦*（*（株）日新システ

ムズ） 
Proceedings of the Eighth International Conference on 
Industrial Management (ICIM 2006), Qingdao, China, 
September 20-22, 2006, pp. 15-21. 
 
Flexible software reliability growth modeling 
井上真二，山田茂 
Proceedings of the Eighth International Conference on 
Industrial Management (ICIM 2006), Qingdao, China, 
September 20-22, 2006, pp. 861-866. 
 
Comparison of software reliability assessment 
methods based on ANP and SRGM’s for an open 
source project 
田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the Eighth International Conference on 
Industrial Management (ICIM 2006), Qingdao, China, 
September 20-22, 2006, pp. 867-872. 
 
Operational software availability measurement 
with environmental factors 
得能貢一，山田茂 
Proceedings of the Eighth International Conference on 
Industrial Management (ICIM 2006), Qingdao, China, 
September 20-22, 2006, pp. 873-878. 
Project progress control using the quantified 
improvement effect and EVM information 
藤原隆次*，山田茂（*富士通周辺機（株）） 
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Proceedings of the 3rd International Conference on 
Project Management, Sydney, Australia, September 
27-29, 2006, CD-ROM 6pp. 
 
A user-oriented reliability assessment tool for open 
source project 
田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the 3rd International Conference on 
Project Management, Sydney, Australia, September 
27-29, 2006, CD-ROM 6pp. 
 
A method of use-oriented reliability assessment for 
open source software and its application 
田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the 2006 IEEE Conference on Systems, 
Man, and Cybernetics, Taipei, Taiwan, October 8-11, 
2006, pp. 2185-2190. 
 
Imperfect debugging modeling for software 
reliability assessment 
井上真二，山田茂 
Proceedings of the International Workshop on Recent 
Advances in Stochastic Operational Research II (2007 
RASOR Nanzan), Nagoya, Japan, March 5-6, 2007, 
pp. 89-96. 
 
Stochastic differential equation modeling for 
reliability assessment of open source software 
田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
Proceedings of the International Workshop on Recent 
Advances in Stochastic Operational Research II (2007 
RASOR Nanzan), Nagoya, Japan, March 5-6, 2007, 
pp. 302-309. 
 
Software performance evaluation with two kinds of 
restoration scenarios 
得能貢一，山田茂 
Proceedings of the International Workshop on Recent 
Advances in Stochastic Operational Research II (2007 
RASOR Nanzan), Nagoya, Japan, March 5-6, 2007, 
pp. 310-317. 
 

オープンソースソフトウェア開発における信頼性

評価：モデルと応用 

田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
鳥取環境大学紀要，Vol. 4, pp. 129-137, 2006 年 2
月． 
 

マルコフモデルに基づくソフトウェアの運用信頼

性評価法と最適リリース問題への応用 

得能貢一，山田茂 
統計数理研究所共同研究レポート 191「最適化：

モデリングとアルゴリズム 19」，pp. 16-27，2006
年 3 月． 
 
順序統計量に基づく離散型ソフトウェア信頼度成

長モデルと最適リリース問題への応用 

井上真二，山田茂 
統計数理研究所共同研究レポート 191「最適化：

モデリングとアルゴリズム 19」，pp. 28-33，2006
年 3 月． 
 
オープンソースソフトウェアのバージョンアップ

時期の決定に関する一考察 

田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
統計数理研究所共同研究レポート 191「最適化：

モデリングとアルゴリズム 19」，pp. 97-105，2006
年 3 月． 
 
OSS に対する ANP と SRGM に基づく最適バージョン

アップ時期の推定問題に関する一考察 

田村慶信*，山田茂（*鳥取環境大学） 
京都大学数理解析研究所講究録 1477「不確実性の

下での意思決定と数理モデル」，pp. 199-207，2006
年 3 月． 
 
離散型ワイブル分布をもつソフトウェア信頼性モ

デルと最適リリース問題 

井上真二，山田茂 
統計数理研究所共同研究レポート 203「最適化：

モデリングとアルゴリズム 20」，pp. 135-140，2007
年 3 月． 
 
環境係数を導入したソフトウェア可用性評価法と

最適リリース問題 

得能貢一，山田茂 
統計数理研究所共同研究レポート 203「最適化：

モデリングとアルゴリズム 20」，pp. 255-265，2007
年 3 月． 
 
オープンソース・ソフトウェアの最適メジャー・

バージョンアップ時期の推定 

田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
統計数理研究所共同研究レポート 203「最適化：

モデリングとアルゴリズム 20」，pp. 266-274，2007
年 3 月． 
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早期ソフトウェア品質予測のための統計的プロセ

スデータ分析に関する研究 

原元雅史，福田篤，高橋賢次，福島利彦*，山田茂

（*（株）日新システムズ） 
第 8 回 IEEE 広島支部学生シンポジウム（HISS）
論文集，2006 年 11 月，広島市，pp. 175-176. 
 
オープンソースソフトウェアに対する信頼性評価

ツールとその性能評価 

肌附康司，田村慶信*，山田茂（*広島工業大学） 
第 8 回 IEEE 広島支部学生シンポジウム（HISS）
論文集，2006 年 11 月，広島市，pp. 177-178. 
 
処理時間制約を考慮したソフトウェアの動的性能

解析モデル 

福田雅允，得能貢一，山田茂 
第 8 回 IEEE 広島支部学生シンポジウム（HISS）
論文集，2006 年 11 月，広島市，pp. 179-180. 
 
プログラムパスの複雑性を考慮したソフトウェア

信頼性モデル 

岡村苑英，井上真二，山田茂 
第 8 回 IEEE 広島支部学生シンポジウム（HISS）
論文集，2006 年 11 月，広島市，pp. 239-240. 
 
２種の期日遅れコストをもつ待ちを伴う仕事の最

適処理政策 

小柳淳二，河合一 
数理解析研究所講究録 1477，pp.217-222，2006 年

3 月 
 
Age-Dependent Failure Interaction 
趙清，佐藤毅，河合一 
Reliability Modeling, Analysis and Optimization,    
Vol.9, pp.45--483, 2006． 
 
Therapeutic Decision Making for Uncertainty 
Averse Patient Age-Dependent Failure Interaction, 
佐藤毅，河合一 
Advanced Reliability Modeling II, Reliability Testing 
and Improvement, pp.76--767, 2006. 
 
Inspection Thresholds under Imperfect Inspection, 
佐藤毅，河合一 
Proceedings of 12th International Conference on 
Reliability and Quality in Design, pp.163--166, 2006. 
 

Hit and Target Models for DNA Damage with 
Indirect Action, 
佐藤毅，河合一 
Computers & Mathematics with Applications, 
pp.257--268, 2006. 
 
不確実性回避的患者の治療戦略について 

佐藤毅，河合一 
京都大学数理解析研究所講究録，第 1504 巻，情報

決定過程論の展開，pp.59--66, 2006 ７月． 
 
製品回収公表時期に関する考察 

柏木厚人，佐藤毅，河合一 
京都大学数理解析研究所講究録，第 1504 巻， 情
報決定過程論展開，pp.52--58，2006 年 7 月． 
 
不完全情報に基づく逐次点検方策について 

佐藤毅，河合一 
京都大学数理解析研究所講究録，第 1477 巻，不確

実性の下での意思決定と数理モデル，pp.193-198，
2006 年 3 月． 
 
防災のための社会資本の情報の取得 

谷本圭志 
総合防災学への道（亀田弘行監修，萩原良巳，岡

田憲夫，多々納裕一編集），京都大学学術出版会，

2006 年 3 月 
 
Accessibility for Bus Transportation Planning in 
Rural Areas 
谷本圭志，喜多秀行 
Proc. of the 11th International Conference on Travel 
Behaviour Research, CD-ROM, 2006.8. 
 
Information Basis for Public Transportation 
Planning in Rural Areas 
谷本圭志，牧修平，喜多秀行 
Proc. of the 2006 IEEE Int. Conf. on Systems, Man 
and Cybernetics, CD-ROM, pp.5246-5251, 2006.10. 
 
活動ニーズの形成と公共交通サービス水準の関係

に関する考察 －青森県平賀町における循環バス

の社会実験から－ 

谷本圭志，宮崎耕輔*1，喜多秀行，菊池武弘*2（*1

金沢大学大学院，*2 青森県自動車団体連合会） 
第 26 回 交 通 工 学 研 究 発 表 会 論 文 報 告 集 , 
pp.261-264, 2006 年 10 月 
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公共交通不便地域におけるバス交通サービス改善

効果計測に関する一考察 

宮崎耕輔*1，谷本圭志，高山純一*1，菊池武弘*2（*1

金沢大学大学院，*2 青森県自動車団体連合会） 
第 26 回 交 通 工 学 研 究 発 表 会 論 文 報 告 集 , 
pp.265-268, 2006.10. 
 
中心地区への距離と外出頻度の関係に関するモデ

ル分析 

喜多秀行，月岡修一*，谷本圭志（*オリエンタル

コンサルタンツ） 
第 26 回 交 通 工 学 研 究 発 表 会 論 文 報 告 集 , 
pp.269-272, 2006 年 10 月 
 
バスサービスハンドブック 

喜多秀行（編集代表），谷本圭志（編集幹事）ほか 
土木学会，2006 年 11 月 
 
地方における公共交通計画に関する一考察 －活

動ニーズの充足のみに着目することへの批判的検

討－ 

谷本圭志，喜多秀行 
土木計画学研究・論文集，No.23, pp.599-608, 2006
年 11 月 
 
Regional conflict and cooperation on inter-regional 
infrastructure: A general equilibrium approach 
福山敬，田村正文*（*東京農業大学） 
Proceedings of the 2006 IEEE International 
Conference on Systems, Man and Cybernetics, IEEE 
Catalogue No. 06CH37755C, pp. 948-956, Oct. 2006. 
 
地域連携による地域間道路の整備制度に関する一

般均衡分析 

田村正文*1, 福山敬, 佐々木公明*2（*1 東京農業大

学，*2 東北大学） 
交通学研究，第 49 巻, pp.61-70，2006 年 3 月 
 
鳥取海岸における海底地形の短期変化について 
木村 晃，大野賢一 
海岸工学論文集，第 53 巻，pp.571-575，2006 年

10 月 
 
Irregular wave transformation over deforming 
submerged breakwater 
太田隆夫，小林信久*，木村 晃（*デラウェア大学） 
Proc. of 30th International Conference on Coastal 
Engineering, pp.4945-4956, 2006 年 9 月 

 
傾斜堤体の被災変形に伴う消波性能変化について 

太田隆夫，松見吉晴，木村 晃 
海岸工学論文集，第 53 巻，pp.711-715，2006 年

10 月 
 
浄水場におけるヒューマンエラー低減に関する研

究 

武市久仁彦*，細井由彦（*兵庫県企業庁） 
水道協会雑誌，75 巻，4 号，pp.8-19，2006 年 4 月 
 
人口低密地域における一般廃棄物の分別 が収集

過程のコストに及ぼす影響 

岡崎誠*，増田貴則，細井由彦，河野嘉範（*鳥取

環境大学） 
環境システム研究論文集，pp.413-422,34，2006 年

10 月 
 
点検頻度の異なる水道施設が分 散して存在する

事業体における維持管理作業の効率化 

細井由彦，増田貴則，Dagnachew AKLOG，小林啓

太*（*富士ソフト株式会社） 
土木学会論文集 G， Vol.62, No.4, pp.369-376, 2006
年 10 月 
 
廃ガラスを再生した発泡ガラスの重 金属類の溶

出と抑制 

門木秀幸*，山村祐里枝*，岸本孝則*，細井由彦（*

鳥取県衛生環境研究所） 
環境工学研究論文集，第 43 巻，pp.289-298,2006
年 11 月 
 
小都市における地域経済を支える地場産 業が集

中する地区の汚水処理方法に関する検討 

細井由彦，灘英樹*，小池淳司，増田貴則（*境港

市） 
環境工学研究論文集，第 43 巻， pp.359-366,2006
年 11 月 
 
地域の特性を考慮した市町村単位の自動車 CO2 削

減対策に関する 研究 

岡崎誠*，細井由彦（*鳥取環境大学） 
環境工学研究論文集，第 43 巻，pp.653-660,2006
年 11 月 
 
Characteristics of Nitrogen and Phosphorus 
Runoff from Paddy Fields during the Irrigation 
Period 
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Sooyoung Shim*1， Seunghwan Sa*2， 増田貴則，

細井由彦，Bomchul Kim*2（*1 春川市水道局，*2 江

原大学） 
Proc. of 10th International Specialized Conference on 
Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, 
C-121, 2006 年 9 月 
 
The influence of pH and temperature on products 
in L-lactate batch fermentation of garbage without 
sterile condition 
赤尾聡史，津野洋*，堀江匠*，森修一*（*京大院工） 
Proc. of the 15th Joint KAIST-KYOTO-NTU-NUS 
Symposium on Environ. Eng., pp.94-100, Jun. 2006. 
 
植種を伴う非滅菌高温 L-乳酸発酵における培養

温度と pH の影響 

赤尾聡史，津野洋*，堀江匠*（*京大院工） 
環境工学論文集. 第 43 巻, pp.39-46, 2006 年 11 月 
 
高温 L-乳酸発酵におけるバナナ果皮の基質化とそ

の特性 

赤尾聡史，宮井公太郎*，堀江匠*，津野洋*（*京大

院工） 
第 43 回環境工学研究フォーラム講演集. pp.74-76, 
2006 年 11 月 
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応用数理工学科 
 
A Data Correction Method for the Dynamic 
Measurements by the Optical Lever AFM (Effect 
for Concentrated Mass and Spring at the 
Cantilever End) 
須山恵明，松岡広成，福井茂寿 
Proc. of the Third Asia International Conference on 
Tribology, Kanazawa, JAPAN, pp. 489 – 490, October 
16 – 19, 2006. 
 
Time Evolution Analyses of Ultra-thin Liquid Film 
Surface by the Long Wave Equation (Influences by 
Initial / Boundary Configurations and Physical 
Parameters of the Liquid Surface) 
清水宗一，山根清美（松江高専），松岡広成，福井

茂寿 
Proc. of the Third Asia International Conference on 
Tribology, Kanazawa, JAPAN, pp. 595 – 596, October 
16 – 19, 2006. 
 
Experimental Study on Vibration Transfer 
Characteristics of a Liquid Meniscus Bridge 
稲田一樹，松岡広成，福井茂寿 
Proc. of the Third Asia International Conference on 
Tribology, Kanazawa, JAPAN, pp. 597 – 598, October 
16 – 19, 2006. 
 
Molecular Gas-film Lubrication Analyses under 
Fixed Finite-width Slider - A Comparison between 
the CIP Method and Linearized Analysis 
金丸隆之，山根清美（松江高専），松岡広成，福井

茂寿 
Proc. of the Third Asia International Conference on 
Tribology, Kanazawa, JAPAN, pp. 607 – 608, October 
16 – 19, 2006. 
 
Linearized Analyses of Deformation of the 
Ultra-thin Lubricant Films under Gas Pressures by 
the Long Wave Equation 
福井茂寿，清水宗一，山根清美（松江高専），松岡

広成 
Proc. of ASME/JSME Joint Conference on 
Micromechatronics for Information and Precision 
Equipment (MIPE 2006), Santa Clara, USA, June 21 – 
23, 2006. 
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不飽和土の三軸圧縮強度特性における試験条件の影響 

 

清水 正喜・寺方 淳治 
鳥取大学工学部土木工学科 

 
Effects of Testing Conditions on Triaxial Shear Strength Characteristics of Unsaturated Soil  

 
Masayoshi SHIMIZU and Junji TERAKATA 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering 
Tottori University, Tottori, 680-8552 Japan 

E-mail: mshimizu@cv.tottori-u.ac.jp 
 
 
Abstract: This study aims to examine effects of testing conditions on shear strength characteristics of unsaturated soil. 
Triaxial compression tests were conducted on a silt sample under three conditions: 1) undrained water and constant 
volume, 2) undrained water and undrained air, and 3) drained water and drained air. Results showed that the Fredlund et 
al.’s equation for the shear strength would not be successfully applied to explain the results from triaxial tests; and 
therefore the equation was modified by replacing the net normal stress, σnet, with Bishop’s effective stress. The modified 
equation gave an explanation why the cohesion intercept in the τ-σnet diagram is not a linear function of the suction. 
 
Key Words: Unsaturated soil, Shear strength, Suction, Triaxial compression tests 
 
１．はじめに 
 

著者らは，不飽和土供試体に対して，排水およ

び非排水条件で三軸圧縮試験を行い，強度特性に

おける試験条件の影響を調べている[1]-[5]．本

研究では，非排水・定体積及び非排水・非排気の

条件で試験を行い，変形挙動と強度に対する試験

条件の影響についてさらに検討した．また，今回

実施した試験の結果と過去の結果[2][3]とを用い

て，三軸圧縮強度特性を検討した． 
尚，本論文は第二著者の土木工学科卒業研究の

成果に基づいている． 
 
２．試料及び供試体作製方法 
 

試験装置は従来の研究[1]-[5]で使用したもの

と同じである（図 1）．排水量は二重管ビュレッ

ト内水位，体積変化量はセル内水位の変化量を測

定することで算定できる．Y リング装着型載荷棒

を用いてセル水がセル外に蒸発するのを防いだ． 
試料は非塑性シルトである DL クレー（ρs＝

2.697g/cm3，シルト分 83%，粘土分 17%）を用い

た． 
供試体は三軸セル内で一次元的に予圧密して作

成した[2]．まず，試料を含水比 60%で十分に練

り返し，モールドに入れ，49.2kPa まで段階的に

1 次元圧密し，5.7kPa まで除荷した．次に，サク

ション 30kPa を作用させて供試体を不飽和化した．

予圧密終了後，モールドを取り外し，ゴムスリー

 

 
図１ 試験装置（三軸圧縮試験時） 
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ブを被せた後，三軸圧縮試験を行った． 
 
３．試験方法 
 

三軸圧縮試験は等方圧縮過程と軸方向圧縮過程

から成る（表 1）． 
等 方 圧 縮 過 程 で は 所 定 の 正 味 の 拘 束 圧

σ3net=σ3netc とサクション s=sc を作用させた．ここ

に 

σ3net=σ3-ua 

s=ua-uw 

ua：間隙空気圧，uw：間隙水圧である．また，添

え字 c は等方圧縮時の値であることを意味する． 
軸方向圧縮は，排水（D）または非排水の条件

で行った．非排水試験は，非排気（Uair）と定体

積（CV）の 2 通りの条件で行った．どの試験も

セル圧 σ3 を一定に保った．軸圧縮速度は, 排水試

験 で 0.0051%/min ， 非 排 水 試 験 で は ， 
0.0244%/min である． 

 
表１ 試験条件（単位：kPa） 

等方圧縮過程 
軸方向圧縮

過程 
破壊時 

σ3netc sc 試験条件 σ3netf sf qf 

D 51  78 112 

Uair 57  60 172 50kPa 

CV 43  54 150 

150kPa 

80kPa 

CV 192  0  261 

注：上面はすべて排水で，底面は，D 試験で

は排水、Uair 及び CV 試験では非排水であ

る． 

 

 

４．試験結果及び考察 
 
４．１ 定体積試験 
 

図 2 に定体積試験（σ3netc=150kPa）の結果を示

す．定体積試験は，体積を一定にするために ua

を操作する．せん断初期に，体積が減少傾向を見

せたので ua を増加（σ3net を減少）させた．その後，

徐々に体積が膨張傾向に転じたので ua を減少

（σ3net を増加）させた． 

ua の変化に伴って uw が変化している．従って s
も変化している．ただし，uw は軸ひずみ 10%以

降はほとんど変化していない．一方，ua は，定体

積を維持するために下げ続ける必要があったため，

軸ひずみ 13.8%以降で s が負になってしまってい

る．しかし，負の値は非常に小さく測定誤差の影

響と考えられる．q の挙動をみると，軸ひずみ

1.5%以降は，σ3net の挙動と似ている．これは，定

体積を維持するために，σ3net を上昇させたことに

より，q も上昇したためと考えられる． 
図３に体積ひずみの挙動を示す．比較のため，

その他の試験の結果も併せて示した．定体積試験

でも，±0.25%程度の体積ひずみが生じているが，

その他の試験の体積ひずみと比較すると十分小さ

いことが分かる．定体積の条件をほぼ満たしてい

ると言える． 
 

４．２ 非排気試験 
 

非排気試験の結果を図 4 に示す．この試験では，

間隙空気の出入りを遮断しているので，ua が変化

する．したがって σ3net も変化する．uaの変化挙動

は，供試体の体積の変化に関係する．せん断初期

(1) 

(2) 
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図２ 定体積試験( σ3netc=150kPa)結果 
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図３ 軸ひずみと体積ひずみの関係 
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に体積圧縮が起こり，その後膨張に転じている．

体積が減少すると間隙空気が圧縮されて ua は上

昇し，体積が増加すると間隙空気が膨張して ua

は低下した． 
間隙水圧 uw の挙動は必ずしも ua の挙動から類

推できるものではない．即ち，体積圧縮から膨張

に転じたとき ua は増加から減少に転じたが，uw

は体積膨張後もしばらく増加し，軸ひずみ 5%以

降ほとんど変化しなかった． 
 

４．３ せん断強度 
 

せん断強度は s と σ3net の影響を受ける． 
試験条件が同じであれば，s よりも σ3net の影響

をより強く受ける[2]．実際，2 つの定体積試験

を比べると，破壊時のサクション（sf）が 0 にな

った σ3netc=150kPa の試験の方が，sf=54kPa であっ

た σ3netc=50kPa の試験よりも強度が高くなった

（表 1 参照）． 
次に，σ3netc=50kPa で行った 3 つの試験を比べ

る．排水試験は，破壊時の σ3net が特に低いとい

うわけでもなく，s が他の試験より高い値を示し

たが，強度が最も低いという結果になった．定体

積試験と非排気試験では，破壊時の σ3net，s とも

に非排気試験の方が高く，強度も高くなった．こ

のように，せん断開始時の応力状態が同じであっ

ても，試験条件によってせん断強度が異なる． 
全ての試験の応力経路を図 5 にまとめた．縦軸

に 

( )
2

31 σ+σ
=q  

を，横軸には Bishop の有効応力[6]に基づくパラ

メータ 

( ) sSup ⋅+−
σ+σ

= ra
31

B 2
 

をとっている．  

図より，強度 qf（q の最大値）は，pB が大きい

ほど大きくなっていることがわかる．このように，

特殊な試験条件下の強度も pB で説明できるよう

である．これは，これまでの研究[5]の結果と矛

盾しない．ただし，本研究の結果では pB と qf の

関係は直線的でない． 
 
５．強度特性の評価 
 

清水ら[2][3]の結果と今回の研究で行った試験

の結果を用いて不飽和土の強度特性について再度

検討する． 
強度評価の方法として清水ら[3]は二つの方法

を検討している．ひとつは，Fredlund のせん断強

度式による方法であり，他は，Bishop の有効応

力を用いた方法である． 
 
５．１ Fredlund のせん断強度式による強度評

価 

 

Fredlund ら[7]の提案しているせん断強度式は，

次のように示される． 

cs b ′+′= +φφστ tantan fnetff  

ここに，τf はせん断強度，φ'はせん断抵抗角，φb

はサクションによる強度増加を表すパラメーター，

c'は見かけの粘着力である． 
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図４ 非排気試験の結果 
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図５ 応力経路比較図 
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縦軸にτf，横軸にσnetをとり，モールの応

力円を考える（図6）．破壊時のモールの応力

円が式(5)に接するという条件より，qfと平均有

効応力pnetfの関係は次のようになる． 

φ′+φ′= cossin Fnetff bpq  

ここに， 

csb ′+φ= b
fF tan  

であり，モールの応力円（図 6）で破壊線の切片

を表す．φb や c'が一定であればサクションの一次

関数となる．しかし，パラメーターφb が一定でな

いことを示す結果[4]が示されている．つまり，

パラメーターφb の値を決めることが無理であるの

で，式(6)より 

φ′
φ′−

=
cos

sinnetff
F

pqb  

と変形し，この式(8)で bF を評価した． 
図 7 にこれまでの研究と本研究で行った全ての

試験の bF と sf の関係を示した．図の bB について

は後述する．図より bF と sf の間に線形性が認め

られないことが分かる． 
 
５．２ Bishop の有効応力を用いた強度評価 

 

せん断抵抗に寄与する粒子間垂直応力として，

外力に釣り合うものと，外力が作用しなくても存

在するもの（内力）がある[5]． 
Bishop の有効応力はその導出過程から明らか

なように外力に釣り合う粒子間力を表していると

考えられる．一方，サクションは外力が作用しな

くても存在する．内力としてのサクションの効果

を現段階では具体的に表すことができない[5]の

で，本論文では内力としてのサクションを粒子間

力に考慮しない．  
Bishop の有効応力 σ´B は次式で定義される[6]． 

sχ+σ=σ′ netB  

パラメータ χ は飽和度 Sr と見なすことができる． 
Fredlund らのせん断強度式におけるσnetf を σ´Bf

に置き換えると， 

'tantan BfBff cs b ++′′= φφστ  

c'とφ'は，Fredlund らの式で用いられたものと同

じであるが，サクションの効果を表すパラメータ

ーφb は異なるもの（φb
B）として扱っている． 

式(10)を変形すると 

Bnetff tan b+′= φστ  

ここに， 

( ) cSsb b ′++′= BfrfB tantan φφ  

式(11)を qf および pnetf で表すと， 

φφ ′+′= cossin Bnetff bpq  

式(6)と式(13)を比べると 

bF =bB 

であることが分かる．即ち，bB も図 6 の破壊包

絡線の切片である．しかし，式(12)より bB は sf 
のみでなく Srf の関数でもある．このことは，先

に指摘した bF と sf の間の非線形性の一因を説明

している． 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 

 
図６ モールの応力円 
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６．結論 
 
（１）正味の拘束圧を調節することにより，不飽

和土の定体積三軸試験が可能である．しかし，体

積の変動を完全に抑えることができず，±0.25%
程度の体積ひずみが生じた． 
（２）定体積試験及び非排気試験のような特殊な

試験条件下でのせん断強度を Bishop の有効応力

パラメータ pB を用いて評価することを試みた．

その結果，せん断強度と pB に良好な相関が見ら

れた．pB は特殊な条件下でのせん断強度を説明

し得ることがわかった． 
（３）Fredlund らの式において，σnet を Bishop
の有効応力 σ´B に置き換えて強度特性を調べた．

その結果，破壊包絡線の切片（bF）がサクション

の一次関数にならないという試験結果を説明でき

る可能性があることが分かった． 
今後の課題を挙げる． 

（１）本研究では，定体積試験と非排気試験の試

験数が少なく，このような特殊な試験条件下での

特性を十分に把握できたとは言えず，今後さらに

検討する必要がある 
（２）強度特性は圧密履歴の影響を受けると考え

られる．本論文に示した試験では Uua 履歴試験

のみ過圧密の履歴を受けている（ただし，圧密履

歴を表現する応力として Bishop の有効応力を用

いた）．Uua 履歴試験の結果を除いても本論文の

結論は変わらないので，本論文の考察には過圧密

の影響は含まれていないと考えられる．今後，強

度特性に対する過圧密の影響について明らかにし

ていく必要があると考えている． 
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半空間蒸発流に対する擬定常解の存在とその構成について

大西 善元
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On the construction of pseudo-steady state solutions
to half-space evaporation or source flows

Yoshimoto ONISHI
Department of Applied Mathematics and Physics, Faculty of Engineering,

Tottori University, Tottori 680-8552, Japan
E-mail: onishi@damp.tottori-u.ac.jp

Abstract: In dimensionally degenerate source flow problems in an infinite space such as half-space evaporation
flows or source flows, the steady state solutions which satisfy the specified conditions at the boundary surface
and at infinity do not exist. This is a well known fact. So far, the common understanding of this phenomenon
of solution non-existent would be that the flow field of such kind never attains the steady state because the
shock wave, which is produced at the same time with the onset of the evaporation process or source flow at
the surface of the boundary, still remains and keeps propagating in an infinitely far field even after an elapse
of infinitely large times. Of course, the transient or unsteady solution, in a strict sense, should surely exist.
However, with the consideration of only the existence of shosk wave at infinity, the transient solution after
an elapse of infinitely large times, which is called here the pseudo-steady state solution, can not be properly
constructed. The present study reveals that, in addition to the shock wave, the contact region (contact surface
in Euler terms, i.e., inviscid flows) also plays an important role in the formation of the flow field at all times.
The contact region and the shock wave initially produced at the same time with the onset of the flow keep
moving and propagating indefinitely in time and space, persisting forever at infinity. With the persistently
existing contact region following the shock wave properly taken into account at infinity, one can construct a
set of solutions, which might be considered to be the one for its virtually steady state. This is what the present
study is concerned with.

Key words: Nonexistence of the steady state solutions, Construction of pseudo-steady state solutions, Half-
space evaporation or source flows, Fluid Dynamic Formulation, Phase changes

1. はじめに

半空間における蒸発流 (例えば、平面凝縮相あるいは
円筒状凝縮相界面での蒸発過程により形成される半無
限または無限空間への 1次元蒸発流)に対しては、凝
縮相界面での条件と無限遠での条件を同時に満足する
定常解は存在しない。
このよく知られた事実は、流れ場の形成時、つまり、

ある初期状態からの流れ場の形成時に生成された衝撃
波が無限時間経過後でも無限遠方領域を伝播し続けて
いるからであると説明されている。これに基づけば、
無限遠方での衝撃波の存在を考慮すれば、無限時間
経過後の流れ場に対する支配系の解、此れを擬定常解
(pseudo-steady solutions)と呼ぶことにするが、を構
成できるはずである。しかしながら、衝撃波の存在だ
けでは、無限時間経過後の流れ場に対する擬定常解の
構成はできない。というのは、境界面 (凝縮相界面)上
と無限遠での与えられた状態に対して、衝撃波のみが
存在すると考えた場合、境界面から衝撃波に至る広大

な流れ場領域、つまり、衝撃波背後の領域であるが、
これを、一応、領域 (2’)とすると、領域 (2’)そのもの
は時間と共に拡大するものの、支配系の解として得ら
れる領域 (2’)での流体力学的諸量は空間的には一様と
なり、衝撃波背後の状態 (圧力 P2、速度 u2、温度 T2)
と境界面上での与えられた条件を、一般的には、満足
できるとは限らないからである。例えば、平面凝縮相
からの 1次元蒸発流の場合、衝撃波背後の状態を規定
する諸量の 1つ、例えば、圧力P2が何らかの方法で与
えられたとしたならば、そこでの速度 u2 および温度
T2は、境界面上での与えられた条件から、一意的に決
まってしまう。また、与えられたこの同じ圧力 P2 に
対して、u2と T2は、与えられた無限遠での条件の下
に、Rankine-Hugoniotの条件として知られる衝撃波
条件 (Liepmann-Roshko [1]参照)からも一意的に決ま
る。異なる条件から定められた衝撃波背後の状態 (圧
力 P2、速度 u2、温度 T2)は、当然ながら、圧力 P2を
除けば一般的には一致することはない。したがって、
境界面上と無限遠点での与えられた状態に対して、衝
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撃波背後の状態と境界面上での状態を繋ぐ架け橋とな
る領域が存在しなくてはならない。この領域が接触領
域 (非粘性流体の場合においては接触面と呼ばれてい
る)なのである。接触領域は、前述の流れ場領域 (2’)
を、境界面から接触領域までの領域 (3)と接触領域か
ら衝撃波までの領域 (2)とに分ける。つまり、流れ場
の初期形成と同時に生成された衝撃波とそれに追随し
てその背後に形成される接触領域もが、無限の時間経
過後でも、消滅することなく無限遠領域を伝播し続け
ていると考えるべきなのである。この状況を模式的に
表わすとすれば Fig. 1のようになろう。衝撃波の存在

C.R. S.W.

P0

T0

u = 0u2

T2

P2

u3

T3

P3 Us

infinity

Fig. 1: A schematic view of an evaporation flow field

in a half-space at infinitely large times. The shock wave

(S.W.) and the contact region (C.R.) are at infinity in

the order drawn. The specified conditions at infinity are

that P = P0, T = T0 and u = 0.

というこれまでの認識に加えて、この接触領域の存在
を考慮すれば、無限時間経過後の流れ場に対する解は
一意的に決まる。ここでは、前述の半空間における蒸
発流に対する擬定常解の構築を考えてみた。相変化は
系の強い非平衡性に起因するため、相変化に伴うこの
種の流れ問題は本来は気体論方程式 (例えば、BGK方
程式 [3])に基づくべきである。しかし、ここで用いた
支配系はOnishi et.al. [2]によって提案された蒸発・凝
縮問題に対する「流体力学的定式化」である。この流
体力学的定式化は、相変化に伴うこの種の問題に対し
て、気体論方程式に基づく結果と同等の結果を与え、
かつ、通常の流体力学的レベルで取り扱い可能として
いる点が大きなメリットとなっている支配系である。
ここでの同じ問題を、ある静止平衡状態を初期条件と
する初期値問題として、流体力学的定式化に基づいて
数値シミュレーションを行ってみた。その結果と擬定
常解との比較も行ってある。この擬定常解は、厳密な
意味での定常解ではもちろんないが、無限時間経過後
の全流れ場領域を記述する解で、定常解に準じる解と
考えてよいであろう。何故ならば、無限時間経過後の
流れ場の様子は、凝縮相 (あるいは物体)から無限遠
点の手前までの広大な領域において、時間的には最早
変化しない状態となるからである。もちろん、この領
域は、その内部の流れ場の一様性を保持しつつ、時間
と共にいつまでも膨張し続けているのである。

2. 問題の定式化

ここでは、蒸気とその凝縮相からなる 1次元の単一気
体 2相系を考える。気相領域を x > 0、凝縮相は平面
形状をもつとしてその領域を x < 0とする。x は凝
縮相界面上に原点をもつ座標である。初期に、この 2
相系は温度 T0で静止平衡にあり、その状態での気相
の圧力および密度を、それぞれ、P0 および ρ0 とし
ておく。ある瞬間 t = 0で、凝縮相の温度を急に TW

へと上昇させたとする。これによって、凝縮相界面で
蒸発過程が生じ、同時に生成された衝撃波およびそれ
に追随する接触領域が、それらの伝播過程を通して、
気相中に非定常な流れ場を形成していく。無限時間経
過後には、無限遠点を除く全領域で気体の運動は実質
的には定常と見做せるような振る舞いを呈するであろ
う。ここでは、このような流れ場を蒸発・凝縮相問題
に対する支配方程式系としての流体力学的定式化 [2]
に基づいて調べる。その定式化によれば、前述のよう
な無限時間経過後の流れ場に対して、方程式は

∂u

∂x
= 0

u
∂u

∂x
= − ∂P

∂x
+ ν

∂2u

∂x2

u
∂T

∂x
= κ

∂2T

∂x2


(1)

そして、凝縮相界面 ( x = 0 )と無限遠 (x → ∞ )での
境界条件は、それぞれ

P − PW

PW
= C∗

4

u

(2RTW )1/2

T − TW

TW
= d∗

4

u

(2RTW )1/2

 at x = 0 (2)

および

P −→ P0

T −→ T0

u −→ U0 = 0

 as x → ∞ (3)

で与えられる。ここで、C∗
4 = −2.132039、 d∗4 =

−0.446749 で、そして、u、P、T は、それぞれ、気体
の速度、圧力、温度である。ν は気体の動粘性係数、κ
は温度拡散係数で、共に、一定としておく。(2)式にお
ける TW は凝縮相の温度、PW はその温度に対する飽
和蒸気圧力で、これら 2つは次のClapeyron-Clausius
の関係式

PW

P0
= exp

{
−Γ

(
T0

TW
− 1

)}
, Γ ≡ hL

R T0
(4)

で結ばれている。ここで、hL は単位質量当たりの潜
熱で、Γ は Γ ≡ hL/(R T0) で定義される無次元パラ
メーター (潜熱パラメーターと呼ばれている)である。
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3. 擬定常解の構成

さて、支配方程式系 (1)から、その一般解として、直
ちに

u = U∗
0 = const.

P = P ∗
0 = const.

T = T ∗
0 + C exp

(
U∗

0 x

κ

)


(5)

が得られる。ここで、U∗
0 、P ∗

0 、T ∗
0 および C は任

意定数で、凝縮相界面での条件 (2)と無限遠での条件
(3)から、当然ながら、定められるべきものである。注
意すべきことは、ここで考える蒸発流に対しては、任
意定数 U∗

0 は正、つまり、U∗
0 > 0 でなければならな

い。したがって、任意定数の C は、解の発散を抑え
るために C = 0でなければならない。したがって、蒸
発流に対しては、(1)の解は

u = U∗
0

P = P ∗
0

T = T ∗
0

 (6)

で与えられることになる。しかしながら、(6)で与え
られた蒸発流に対する解は、明らかに、指定された境
界条件 (2)と (3)を同時に満足することはできない。
しかしながら、もし、実質的に無限遠と見做せる遥

か遠方での条件が、仮に

P −→ P3

T −→ T3

u −→ U3 (U3 > 0)

 as x → ∞

(7)
で、しかも、P3、T3 および U3 が次の関係式

P3

PW
= 1 + C∗

4

U3

(2RTW )1/2

T3

TW
= 1 + d∗

4

U3

(2RTW )1/2

 (8)

を満たすような定数であったとすれば、蒸発流に対す
る所望の解は、(6)より

u = U∗
0 = U3

P = P ∗
0 = P3

T = T ∗
0 = T3

 (9)

で与えられることになる。つまり、後述する 1つの問
題を除いて、与えられた境界条件 (2) と (3)を満たす
支配方程式系 (1)の解となろう。この問題とは、P3、
T3および U3 と無限遠で与えられた実際の条件 (3)で
の諸量 P0、T0 および U0 (= 0) との間に物理的に合
理的な関係が存在するか否かということである。無限
遠領域において衝撃波のみが存在すると仮定した場合

には、これらの P3、T3および U3 は衝撃波背後の諸
量と考えてよい。そうすると、これらの諸量は

P3

P0
= 1 +

2 γ

γ + 1
(M2

s − 1 )

U3

c0
=

2
γ + 1

(
Ms −

1
Ms

)
T3

T0
=

{
1 +

2γ

γ + 1
(M2

s − 1)
}

2 + (γ − 1)M2
s

(γ + 1) M2
s


(10)

なるRankine-Hugoniotの関係式 (衝撃波関係式)を満
足せねばならない (Liepmann-Roshko [1]参照)。ここ
で、Ms は Ms ≡ Us/c0 で定義される衝撃波 Mach
数で、Us と c0 は、それぞれ、衝撃波の伝播スピード
と無限遠での状態での気体の音速である。音速 c0 の
定義は c0 ≡ (γRT0)1/2 で与えられる。しかし、この
仮定の下では、未定な P3、T3 および U3 に加えて、
さらなる未知量である衝撃波Mach数 Ms の 4個に
対し、それらが満たすべき関係式が、(8)と (10)式よ
り、5個存在することになり、条件過剰となる。つま
り、衝撃波の存在のみでは擬定常解の構築はできない
ことが分かる。
そこで、同じ無限遠にはあるものの、衝撃波の遥か

後方に接触領域が存在すると仮定し、P3、T3および
U3 を (8)式を満たす諸量で、かつ、接触領域の背後
の状態に対応する流体力学的諸量であるとすれば、こ
れらの諸量と衝撃波背後の諸量 P2、T2および U2 と
の間には

P3 = P2

U3 = U2

}
(11)

なる関係式が成り立ち (一般的には、T3 = T2 は成
り立たない)、同時に、P2、T2 および U2 は、次の
Rankine-Hugoniotの関係式

P2

P0
= 1 +

2 γ

γ + 1
(M2

s − 1 )

U2

c0
=

2
γ + 1

(
Ms −

1
Ms

)
T2

T0
=

{
1 +

2 γ

γ + 1
( M2

s − 1 )
}

2 + (γ − 1) M2
s

(γ + 1) M2
s


(12)

で、衝撃波 Mach数 Ms を通して、無限遠での指定
された状態 (3)と結ばれていることになる。このよう
に、衝撃波に加えて接触領域の存在を仮定した場合に
は、(8)、(11)および (12)式より、P3、T3、U3、P2、
T2、U2 および衝撃波Mach数 Ms の 7個に対して、
同数の関係式が存在し、これら 7個の未定の定数は、
境界面上と無限遠で与えられた実際の条件 (2)と (3)
の下に、一意的に確定する。

次に、これらを確定させてみよう。まづ、(11)式を
考慮して、(8)と (12)式から、与えられた界面の温度
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比 TW /T0 とその飽和蒸気圧力比 PW /P0 に対して

P3

P0
=

PW

P0

{
1 + C∗

4

(γ

2

)1/2
(

T0

TW

)1/2
U3

c0

}
P3

P0
= 1 +

2 γ

γ + 1
(M2

s − 1 )

U3

c0
=

2
γ + 1

(
Ms −

1
Ms

)


(13)

を得る。上の (13)式の第 3番目の関係式から、Ms を
U3/c0 でもって

Ms =
γ + 1

4
U3

c0
+

√(
γ + 1

4

)2 (
U3

c0

)2

+ 1 (14a)

あるいは

Ms = α̃ +
√

α̃2 + 1 with α̃ ≡ γ + 1
4

U3

c0
(14b)

のように表わし、(13)式の第 1と第 2の関係式に代
入して、それらの同等性を考慮すれば、α̃ に対する次
の代数方程式

1 +
2 γ

γ + 1
2 α̃

(
α̃ +

√
α̃2 + 1

)
=

PW

P0

{
1 + C∗

4

(γ

2

)1/2 4
γ + 1

(
T0

TW

)1/2

α̃

}
(15)

が得られる。これより、与えられた TW /T0と Γ (あ
るいは、PW /P0 )に対して、 α̃ すなわち U3/c0 が一
意的に決まる。この U3/c0 の値でもって、(8)、(11)お
よび (12)式より、所望のその他の諸量 P3、T3、U3、
P2 (= P3)、T2、U2 (= U3) および Ms の値が一意的
に決まることになる。結局、ここでの問題の無限時間
経過後 ( t/τ0 → ∞ )の流れ場に対する擬定常解は

u = U3

P = P3

T = U3

 for 0 ≤ x

L
≤

(γ

2

)1/2 U3

c0

t

τ0
(16)

u = U2

P = P2

T = T2

 for
(γ

2

)1/2 U3

c0

t

τ0
≤ x

L
≤

(γ

2

)1/2 Us

c0

t

τ0

(17)

u = 0

P = P0

T = T0

 for
(γ

2

)1/2 Us

c0

t

τ0
≤ x

L
(18)

で与えられることになる。ここで、L は L ≡
(
√

π/2) l0 で定義される長さのスケールで、τ0 は τ0 ≡
L/(2RT0)1/2 = l0/(8RT0/π)1/2 で定義された時間ス
ケールである。 l0 は無限遠の状態 (あるいは、ある初

Table 1: Results obtained for the values of P3 (=
P2), U3 (= U2), T3, T2 and Ms ≡ Us/c0 for various
given values of TW /T0 with Γ ≡ hL/(R T0) = 11.

TW /T0 PW /P0 P3/P0 U3/c0 T3/T0 T2/T0 Ms

1.01 1.115 1.051 0.030 0.998 1.020 1.020
1.02 1.241 1.101 0.058 0.996 1.039 1.040
1.03 1.378 1.151 0.086 0.995 1.058 1.059
1.04 1.527 1.201 0.112 0.994 1.076 1.077
1.05 1.688 1.250 0.137 0.993 1.094 1.095
1.06 1.864 1.298 0.160 0.993 1.110 1.113
1.08 2.259 1.392 0.205 0.993 1.143 1.146
1.10 2.718 1.482 0.245 0.995 1.172 1.177

期状態としてもよい)における気体分子の平均自由行
路で、その定義は l0 = (µ0/P0) ( 8RT0/π )1/2 で与え
られる。したがって、長さのスケールLは気体分子の
平均自由行路の程度となっており、時間スケール τ0は
分子間の衝突に要する時間の程度となっている。つい
でながら、l0 ∼ 0.1µmで、c0 ∼ 300m/s程度であれば、
τ0 ∼ 0.3 × 10−3µs程度の極めて小さい値となる。以
上の解に加えて、Ms の値より、衝撃波の伝播スピー
ドも Us = Ms c0 として決まる。衝撃波はこの伝播ス
ピード Us で、無限遠をさらに無限遠へといつまでも
伝播し続けているのである。接触領域は、全体として、
流れと共にそのスピード U3 ( = U2 )でゆっくりと無
限遠へ向け、拡散によってその領域を広げつつ、動き
続ける。さて、一例ではあるが、(16) – (18)式におけ
る諸量の値を表にしたものをTable 1に載せた。代数
方程式 (15)を単に数値的に解いて得たものである。例
えば、TW /T0 = 1.03、Γ = 11 ( PW /P0 = 1.378)の
場合の流れ場では、無限時間経過後でも衝撃波は無限
遠を Us = 1.059 c0 なるスピードで伝播し続けている
ことが分かる。このときの流れ場および接触領域の速
さは u = 0.086 c0 程度となっている (次節の Figs. 2
と 3も併せて参照)。

4. 数値シミュレーション解析

擬定常解のチェックのため、この問題を、ある一様な
初期条件から出発する初期値問題として、流体力学的
定式化 [2] に基づき、シミュレーション解析を行い、
形成された流れ場の時間的推移過程を追ってみた。具
体的には、初期条件として、(3)で指定した無限遠で
の条件と同じものをとってある。この初期値問題に対
しては、支配系としての流体力学的定式化は、本来の
形である非定常な圧縮性 Navier-Stokes方程式と気体
論解析から導かれた凝縮相界面での適切な条件 [4]か
ら成る。この適切な条件とは (2)式と同じものである。
この流れ場における流体力学的諸量は、次の無次元特
性パラメーター

TW

T0
(凝縮相界面温度比)

Γ (潜熱パラメーター)

 (19)
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Fig. 2: Temperature distribution T/T0 of an evapo-
ration flow from the plane condensed phase at times
t/τ0 = 10000 (dashed lines) and 20000 (solid
lines). TW /T0 = 1.03, Γ = 11.0 ( PW /P0 = 1.378).
These results are calculated based on the fluid dy-
namic formulation [2] starting from a uniform initial
state corresponding to the one given in Eq.(3). The
symbols S.W. and C.R. indicate the shock wave and
the contact region, respectively. The symbol (2) in-
dicates region (2) between the shock wave and the
contact region and the temperature in the region is
T2. The symbol (3) also indictes region (3) between
the contact region and the boundary surface and its
temperature there is T3. Graph below: enlarged
graph of the region 0 ≤ x/L ≤ 4000.

を与えれば、無次元時間 t/τ0 と無次元座標 x/L の関
数として一意的に決まる。潜熱パラメーター Γ の代わ
りに、温度比 TW /T0に対する飽和蒸気圧力比 PW /P0

0 10000 20000
1.0

1.1

P
P0

x/L

S.W.

(2)

0 10000 20000

0.00

0.05

0.10
u
c0

x/L

S.W.

(2)

Fig. 3: Pressure P/P0 and velocity u/c0 distribu-
tions of an evaporation flow from the plane con-
densed phase at times t/τ0 = 10000 (dashed lines)
and 20000 (solid lines). TW /T0 = 1.03, Γ = 11.0
( PW /P0 = 1.378). Note that the pressure and the
velocity do not recognize the existence of the contact
region.

を指定してもよい。Figure 2にかなりの時間経過後の
温度分布を示す。この図から推察できるように、時間
経過と共に無限遠 (x/L → ∞)へ向け、衝撃波 (S.W.)
が伝播していき、それに追随する形で接触領域 (C.R.)
も流れと共に動いていくことにより、凝縮相界面と接
触領域 (C.R.)との間の一様領域 (3)と接触領域 (C.R.)
と衝撃波 (S.W.)との間の一様領域 (2) が時間と共に
拡大していく。しかし、これら 2 つの領域が時間的
に、それぞれ、一様な割合で拡大していくことを除け
ば、時間経過と共に、温度分布は (その他の諸量も同
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じであるが)基本的には同じような形状をとるであろ
うことが見て取れる。このような 1 次元問題におい
ては、生成された衝撃波は界面からのエネルギー補給
により、減衰することなく無限遠へ向かって伝播し続
けるのである。因みに、この計算結果における衝撃波
Mach数の値は Ms = 1.0587 で、Table 1での理論結
果 Ms = 1.058 と非常によく一致していることも分か
る。接触領域は、流れ場の速度で動くため (流される
ため)、その運動中に拡散機構が顕在化し、領域自身の
時間的拡大を伴いつつ、衝撃波に比べれば非常にゆっ
くりとした速さで無限遠へ向かって運動を続ける。し
かし、温度分布のグラフからも推察できるように、接
触領域も、衝撃波と同様、無限時間経過後でも消滅す
ることはない。これは、接触領域を「押し流す流れの
力」の方が接触領域のもつ拡散能力 (接触領域の先端
部分では流れの方向へ、その後端部分では流とは逆方
向へ拡散する) よりも勝っているためである。因みに、
この「押し流し」の速度は、接触領域全体としてもっ
ている速度であるが、今の場合、 u = 0.0857 c0 の程
度となっている (Table 1および Fig. 3参照)。同じ流
れ場を圧力分布と速度分布を通して見たのがFig. 3で
ある。圧力場と速度場は接触領域を認識できないため、
それらの図では接触領域 (C.R.)は当然ながら現れて
いない。
さて、擬定常解の構築過程からも分かるように、

(16)–(18)で与えられた解は、無限時間経過後の解に
限定されたものではない。流れ場中に接触領域と衝撃
波が存在している限り、有限の時間に対しても成り立
つ。異なる点は、接触領域と衝撃波それぞれの位置と
互いの位置関係および接触領域の (広がり)幅である。
そして、接触領域は衝撃波背後の状態と凝縮相界面近
傍の状態とを適切に繋ぐ領域として、通常は、必ず存
在する (「Taylor condition」と呼ばれる条件を満たす
特別な状況下では陽には現れないが)。有限時間のと
きには、当然ながら、接触領域と衝撃波は凝縮相界面
から有限の距離にあり、それらを温度分布を通してみ
たものを、一例として、Fig. 4に示した。この図は、
かなりの時間経過後 (無次元時間 t/τ0 = 20000)のと
きの接触領域 (C.R.)と衝撃波 (S.W.)の凝縮相界面か
らの位置を示すと同時に擬定常解 (実線)とこの節で
の数値解 (破線)との比較も併せて示したものである。
どのような有限の時間においても、この図で示したよ
うな擬定常解と数値解との良い一致が見られる。つい
でながら、ここでの擬定常解においては、接触領域お
よび衝撃波の厚さ (あるいは幅)は、当然ながら、考
慮していない。それらが「存在する」という事実だけ
を考慮しているのである。

5. おわりに

ここで考えた蒸発流の場合と同様、例えば、一定温度
の平面壁からの吹き出し流の場合においても事情は同
じで、定常解は存在しない。吹き出し流の場合には、
無限遠では (3)と同じ条件であるが、境界面上での条
件は、(2)に代わって、次のように指定することにな

0 10000 20000

1.00

1.05

T
T0

x/L

S.W.C.R.

(2)

(3)

0 2000 4000

1.00

1.05

T
T0

x/L

C.R.

(2)

(3)

Fig. 4: Temperature distributions T/T0 of an evapo-
ration flow of a vapor from its plane condensed phase
at a fairly large time t/τ0 = 20000. TW /T0 = 1.03,
Γ = 11.0 ( PW /P0 = 1.378). Graph below: en-
larged graph of the region 0 ≤ x/L ≤ 4000. Solid
lines: present pseudo-steady state solution given by
Eqs. (16) – (18). Dashed lines: present numerical
analysis starting from a uniform initial state corre-
sponding to the one given in Eq.(3).

ろう:
u = U∗, T = T∗ (20)

ここで、U∗ と T∗ は、それぞれ、境界面上での流体
の吹き出し速度 (U∗ > 0 )と境界面の温度である。こ
の場合においても、無限遠で衝撃波のみの存在だけで
は、擬定常解の構成はできない。未知定数の個数 4個
に対して 5個の関係式が存在することになるからであ
る。無限遠において、衝撃波に加えてその背後に接触
領域の存在を考慮する必要があるのである。そうすれ
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ば、蒸発流の場合と同様、擬定常解が一意的に構成で
きることが分かる。

この研究に対して、宇宙科学研究所情報解析セン
ターの支援を受けた。
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