














【別紙様式 7】  

注：課題番号を記入してください。  

－  

】 平成21年度 学術研究助  金実績報告書  

平成22年4月28日  

日 本 大 学 総 長  殿  

氏  名  

所属・資格  

下記のとおり報告いたします。  

圭 ／十般研究（共同研究）／総合研究  注：該当する種目を○で囲んでください。  1 種 目  

2 研究課題  

トルコのEU加盟問題に関する経済的考察  

題は、政治的見地からのものでしかなかった0本研究は、経済的見地からトルコの加  

＿   

においてなされなかった、経済的側面からの分析・考察することを最大の目的とした  

4研究概要  

行なった0  

③日本EU学会に参加し、情報交換を行なゎた。  
④海外および国内で収集した情報は、PCを  用し、管理・保存した。  

⑤研究結果の一部は、既に、論文として完   させており、学会誌など｛の投稿を予定している  

5 研究組織（共同研究・総合研究のみ該当します）  

・研究代表者  

・研究分担者（役割分担）   

※ホームページ等での公開の（㊥・否）い†…れかを○で臥でください。  理由書を添付して下さい。   



［実績報告書7－2］  

氏名：大 淵 三 洋  部科校名：国際関係学部  

6 研究結果（総合研究の研究代表者は．4，000字以上記入してください。）   

本研究者は、既に、『欧州連合の深化と拡大に関する若干の考察一経済的側面を中心にして－』を『国  

際関係研究』第30巻第1号、日本大学関係学部国際関係研究所、2009年10月30日発行に発表済みで  

ある。本研究は、その後半部分を進化させて研究したものである。   

本研究者は、過去のトルコの欧州連合加盟問題の議論は、欧州連合が、経済的組織であるにもかかわ  

らず、必ずしも、経済的側面からなされてはいないとの見解である。本研究者は、2009年9月、トルコ  

市を訪問し、経済状況を視察、情報収集を行なった。  

結果は、トルコを経済的側面から分析し、欧州連合加盟の条件を十分に満たしているという事  
である。   

本研究結果の一部は、『欧州連合のトルコ加盟問題に関する若干の考察一経済的側面を中心にして－』  

と題し、『国際関係研究』第31巻第1号に、既に、投稿済みである。また、研究成果は、「ヨーロッパ  

の経済」の授業においても詳細に紹介する予定である。   



【別紙様式 7】  

注：課題番号を記入してください。  

平成21年度 学術研究助  金実績報告書  

平成 22 年 4 月 8 日  
日 本 大 学 総 長  殿  

佐藤 マサ子  

所属・資格  国際関係学部・教授  

下記のとおり報告いたします。  

i いずれかを○で囲んでください。雫の場合は，理由書を添付して下さい。  ※ホームページ等での公開の（¢否）   



［実績報告書7－2］  

氏名： 佐藤 マサ子  部科校名：国際関係学部  

6 研究結果（総合研究の研究代表者は，4，000字以上記入してください。）   

A）研究の背景と成果  

ヨーロッパでは、近年、新たな問題意識や方法に基づいたMarchen研究（神話／昔話の研究）が活発に  

行われてきている。この背景には、欧州諸国での民俗学の盛んな研究活動とその成果の蓄積、国際交流  

による研究の広域化がある。欧州域内はもとより、域外、就中、イスラム教圏との交流の活発化により、  

学生や研究者の交流が日常化し、それによって共通の学術基盤の形成が進み、各分野での個別成果が深  

化すると共に、それらの間に相互に緊密な連絡が進む状況が展開している。従ってMarchenを対象に、  

広域に亘る精度の高い文化比較や文化交流史研究が進展しているのは、ヨーロッパ社会の現状と緊密に  

結びついている。  

これと相侯っているのが、方法論としてのテキスト相互研究（テキスト連鎖Intertextぬ1itat研究）の盛行  

である。この方法上に、精度の高い文化の比較研究と交流史研究の成果が斎されている。こうした状況  

下、日本の事例の紹介は、翻訳紹介例が少ない事情もあって、特に求められている。視点を変えるなら  

ば、国外で進展する比較研究の共通基盤の上に日本の事例を載せる事で、多くの類例の中で日本文化の  

意味を問い直す好機が到来しているといっても過言ではない。  

報告者は、嘗てドイツ日本研究の「学史」の研究に従事し博士論文を執筆した経緯から、ドイツの各  

種研究プロジェクトに参加し、ヨーロッパに於ける日本研究の研究史や日本観の形成史、日本理解の変  

遷過程等を考察する多くの機会を得てきた。それによって、「日本を対象とする研究」ではあっても、  

問題意識の立脚点にはヨーロッパに於ける「学問的関心傾向」が強く反映する実情を多々経験してきた。  

他方、近年、海外に於ける日本文化への関心や、それに呼応した形で進展する海外への日本文化紹介  

や発信の中心は、アニメや漫画に集中する傾向がある。この様な現代大衆文化の紹介や研究が、日本の  

伝統文化との相互関連性を解明する事と組み合わせて進展するならば、在外日本研究の蓄積との相乗効  

果をも生み、より確かな日本文化理解や日本理解に効果的に結びつき、持続的展開への好機になると考  

えられる。現今の状況ではこの点が必ずしも充分ではなく、従って現時点で必要な事は、在外の関心に  

も呼応し得る配慮に基づく日本古典文化研究を基盤とした研究成果の発信の活性化と各種企画の工夫、  

これらの地道な蓄積と推進であると考えられる。この半世紀に於ける日本の前近代史研究と古典日本文  

学のテキスト研究はこれに必要な充分な基礎を形成している。  

今回の学術研究助成金により、海外の提携大学（Johannes－GutenbergUmiversitatMainz－ドイツ／マインツ  

大学）の東洋研究者（hstitut飽rIndologie一印度学研究所KonradMeisig教授を中心とする）との間で、従来、  

この目的の為に計画し、一部実行してきたMarchenを対象にした比較研究を基盤とする生命倫理に関  

する共同研究を大きく推進することができた。特に当該大学の学生や、関心を持つ市民の参加をも得た  

ワークショップの開催が可能となった事により、これ迄の研究成果の発表を行う事ができたのみなら  

ず、今後の展開への多くの協力支援や研究発展への示唆を得る事ができた。この点を第一に報告し、日  

本大学学術研究助成金の趣旨と今回の助成の機会に対し多謝したい。  

Meisig教授は、ドイツ学術振興会PFG）の支援を得て、「ヨーロッパに於けるアジアの影響」に関する  

国際共同研究を計画遂行し、申請者もこの研究に招かれたことが、当該研究への発展の基礎となった。  

この研究計画の趣旨は「国際社会における日本文化理解」と緊密に関係するので、日本側からの研究発  

展への貢献を願って、科学研究費やその他外部研究助成金に申請を続けてきたが、採択には時間を要し  

てきた。この様な状況下で本助成を賜った事により、今後の発展への大事な階梯が与えられたと共に、  

本助成を賜った事が実績となって、外部資金助成の獲得の契機となり、今後長期的に民間外部資金によ  

るこの国際共同研究推進が可能になった事を付言させて戴きたい。   



［実績報告書7－3］  

部科校名： 国際関係学部  氏名： 佐藤 マサ子  

研究結果（つづき）           J B）叫究の意義と成果  

古代神話以来、「動物変身・変容轟」（AnimalT，anSformdi⊥nモチづ，は物語モチづとして、多くの  
子芝霊芸警雪ざ言霊覧詣孟苦驚芸云孟畠雷警  

に従って、その時々の時代の思潮物語に織り込みつ、物語モチづは姿や形を変えながら、し  

かし絶える事なく継承されつつ今矧に至っている。  

科学技術発展後の世界では、特咤映像や音響を動員する事によって、マルチメディア的に変容と発展  

．．‥、．…＿．．＿」 三  

ト  

を超えた普遍性に由来している。A）で述べたように、「テキスト相互研究」が欧州で盛況な現在、日本 L  
の例を翻訳によって国際的共通研究基盤上に載せる事は、現在極めて必要な状況にある。   

吉芸霊言警羞霊雲這≡                                                                             】  

神                                                                                 】  

し、ドイツ語訳を基礎に事例を報鎖して、ドイツ東洋学の研究成果やヨーロッパの各種Marchen研究  

素）の構造的特色の分析                                         1  

r   

これによって以下の成果が導かれた。  

（a）物語例は殆どが初めての翻訳であり   

事が可能になった。  

多くの比較対象事に日本の例を加えた構造分析の結果を導く  

仲）日本の古典文字史（資）料は詳細な内容を持ち、且つ豊富な事例を擁している為、Intertexttialitat研究の  

方法適用により、諸資料の関連性と意味の重層性を導き由す事が可能であった。  
（c）このモチーフは「円環的」世界観や生命観を基盤とする価値観と緊密に関連する事が導かれた。  

2010年1月4，5日に開催されたマインツ大学での「AnimalTransformation」ワークショップに於いて、  
報告者は「Das Erzahlmotiv des S抽1angenprinzenin der  

dr 
olle，β以Cゐv∂椚カブ椚椚Jf∫C如〃ノ以〃ge〃Prf〃Ze〃  

Ame－Waka－hiko”ausdemjapanischenh4ittelalter」（神話／説話／絵萄を中心とする蛇の変容諸に基づく構造分析）を  

発表したo発表内容を基に、ヨーロッパMarchen諸例との  が活発に討議された  

二 

＝‾  

時的にも共時的にも普遍性を持つ内容である事、特に大衆化のコンテクストの中に普遍的位置を持つ  

実情が多方面から確認された。  

】  

し妾                               ＝  

への貢献に繋げていきたいと考えている。  化の相互交流の意味を考察し、「国膵社会に於ける日本理   

注：必要に応じて，このページを軍使用ください。   



【別紙様式 7】  

注：課題番号を記入してください。  

1  

平成21庫度  

平成 22 年 4 月 8 日  
日 本 大 学 総 長  殿  

氏  名 吉 本 隆 昭  

所属・資格  国際関係学部 教授  

下記のとおり報告いたします。  

1種目l毎由究個人研痘＞；   ⊥般研究（共同研究）／ぬ合研究  
注＝該当する種目を○で囲んでください。   

2研究課題   

政軍関係論⊥ドイツ    国を事例として－  

3研究目的  

ドイツ第三帝国を事例として  

造解明の重要な手段である政軍  

4研究概要   ドイツ第三帝国期の政軍関係 入手して分析し 

、その関係の実  

軍にとっても最大の軍事行動と  

での具体的関係を分析し、その際、軍指揮官のみならず、政治組織の各級指揮官の人物像について   
も、新たに入手した新史料を使って、分析を進めた。   

5研究組織（共同研究・総合研究の  

・研究代表者  

・研究分担者（役割分担）  

1  

】 ※ホ‾ムペ‾ジ等での公開の（㊦’否）いず仙を○で囲んでください。の場合は・理由書を添付して下さい。  
1  【i   



［実績報告書7－2］  

氏名：吉 本 隆 昭  部科校名：国際関係学部  

6 研究結果（総合研究の研究代表者は，4，000字以上記入してください。）   

学術研究助成金により購入することができたマイクロフィルムリーダーを使って、購入済みの軍の  

マイクロフィルム史料と今回新たにマイクロフィルムで購入、入手できた旧ベルリン・ドキュメント  

センター所蔵ナチ親衛隊将校人事記録を分析して次の事項を解明することができた。  

里軍司令部の作戦日誌を分析して、作戦軍のどの部門が、作戦地域内で行動したナチ政治組織であ  

るSS特別行動隊との窓口になっていたか。そこを通じてどのような連絡、通報態勢が確立されて   

いたか。実際にどのような共同行動、作戦が実施されていたか。またその際の指揮関係はどうなっ   

ていたか。  

2）SS将校人事記録を元に、SS特別行動隊の隊長、及び中隊長の出自、経歴、原隊の所属を明ら   

かにすることができ、それによって、どのような人物がどのような理由でロシアでの政治任務に参   

加することになったのかを明らかにする端緒を得ることができた。  

3）軍の作戦後方地域の支援部隊（軍集団後方地域司令官、軍後方地域司令官）、及び軍政実施部隊   

（地区司令部等）に関する史料の所在を確認できた。   

平成21年度に得られた上記の成果を元に、今後は、1）については、軍側から見た関係の全体像  

の構築、2）については、政治組織側から見た関係の全体像を構築し、両者を対照、比較検証するこ  

とによって、より精微な関係の解明する進めることができると考える。3）については、当該史料の  

内、政軍関係に関する史料の収集を開始する予定である。   



【別紙様式 7】  

注：課題番号を記入してください。  

平成21年度 学術研究助  金実績報告書  

平成22年4月10 日  
日 本 大 学 総 長  殿  

ホロウェル ジェイソン  

国際関係学部 准教授   



［実績報告書7－2］  

氏名：ホロウェル ジェイソン  部科校名：国際関係学部  

6 研究結果（総合研究の研究代表者は，4，000字以上記入してください。）   

従来のカリキュラム研究は、科目別など教育内容からの発想を主点に論じ研究されてきた。  

そこでは大学すなわち研究・教育機関全体の中でカリキュラム位置づけ、教職員や学生などの  

人とカリキュラムの関係を視点とした研究はほとんどない。そこで、本研究では、これまでに  
潤し）独創的な視点として、教育管理ソフトのあり方と運用などを基軸として、カリキュラムと I  

棒D（ファカルテイ・デベロップメント）、SD（スタッフ・デベロップメント）の観点から研  
究を進め、オープンソースオンライン教育管理と講座管理システムの開発、構築までを試みた。   

学習者の視点から考えるとカリキュラムは知識を得られる為に設置されています。しかし、  

従来のカリキュラム設置方法は知識を得る為の機会を設置しているというより、取り組むべき  

教育内容であり、進むべき方向と到達点である。つまり飛び越えなければならない条件であり  

壁である。   

そこで、本研究では、社会構成主義を元に構成されている教材管理システム、Moodle、の  

開発によってカリキュラム管理システムヘの展開進展を始めました。その意義は学習者に、よ   

り自ら学びたい学習という実際の学習現場の構築を可能にすることにありました。   

今後は、Moodloのカスタマイズパッケージ（アッドオン）をもとに開発計画書を作成し業者  

に開発依頼する。さらに、このシステムの開発と試験運用を行い、本学部の英語プログラム内  
において本システムが有効的であると確認が取れ次第、2011度からはシステム利用を大幅に広  

げる計画を立てている。   

これまでには、教務課教職員と英語関連科目一担当教員の協力を得て、英語関連科目の履修登  

録を本システムで使用する計画を設置し、その後英語教育プログラムの開講講座を本システム  

内で使用した。本システムの評価アンケートの実施、そしてフィードバック、学生の英語能力  

判定や進級状況などの分析を行った。英語能力判定試験問題を作成し、学期末に行う予定であ  

る。英語教育プログラム関連の情報伝達や共同開発（FD）をシステム内で常に行い、このシ  

ステムをMoodleMootM；shima（2010年6月に国際関係学部にて開催予定）で発表予定である。   

また、本研究の結果をまとめた著書（タイトル：“Moodle as a CIMS”）を、2010年度にイギ  

リスPa c k t社から出版予定である。   



【別紙様式 7】  

注：課題番号を記入してください。  

平成21年度 学術研究助成金実績報告書  

平成22年4月10日  
日 本 大 学 稔 長  殿  

氏  名   陳  文 挙  

下記のとおり報告いたします。  

般研究（共同研究）／轟合研究  
注‥該当する種目を○で囲んでください0   

2研究課題  

中国経済成長と産業高度化   

3 研究目的  
中国経済は1978年の改革開放から 

界第2位になると予測されている。⊥方、中国の経済構造、とりわけ産業構造は高度成長に伴い大きく変化し 
た。特に経済の重心は農業から工業へ  

は中国の産業構造の高度化に注目し、  
域の産業構造の変化状況の究明を狙っ   

4研究概要 本研究はいくつの段階に分けて進め 放以来の中国のマクロ統計資料や産業  

労した。特に、地域別産業別統計資料  
みた。特に産業特化指数（血dexofiム  

域産業構造の変化について計測してみ  

使って構造変化の要因を捉えたい。最  
成長し続く中、今後中国の産業構造帯   

5研究組織（共同研究・稔合研究の  

・研究代表者   

・研究分担者▲（役割分担）  

＼  1  

※ホームページ等での公開の㊥否）いずれ力、を。で囲んでください・。否わ場合は，理由書を添付して下さい。   
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部科校名：国際関係学部  氏名：陳 文挙  

6 研究結果（総合研究の研究代表者軋4，000字以上記入してください。）   

中国の経済発展は改革開放の1978年から始まり、今日まですでに30年以上を経った。この30年の間に中  

国の経済成長率は年平均にして9％以上も達し、中国の経済規模は大きく変わってきた。2008年の中国のGDP  

総額は300，670億元に達し、当時の為替レートでは約4．4兆ドル（1ドル＝6．8346元）であった。中国の経済  

規模は現在アメリカ、日本に次そ世界第3位になったが、2010年に日本を抜いて世界第2位になると予測さ  

れているム   

2008年に世界金融危機が発生し、投資拡大や国際貿易の促進による中国の経済成長パターンは限界に見え  

てきた。アメリカをはじめ先進国における労働集約的製品の需要が急速に縮小したため、それまで低価格低  

付加価値の加工貿易品輸出に依存してきた中国の輸出は大きく減速した。2009年の国際貿易総額は前年より  

13％以上落ち込み、中でも加工貿易が14％減少した。それによって2009年の中国の経済成長率が8．7％までに  

低下し、2004年以来の低水準となった。   

中国政府は経済危機の打開政策として2009年に4兆元の財政投融資を拠出し、それまで外需依存の経済成  

長パターンを内需拡大へ転換しようとした。特に産業構造の転換および産業高度化に関して政策的支援とい  

う内容が組み込まれている。要は、中国の労働集約的低付加価値加工貿易構造を資本集約的、情報知識集約  

的産業構造に転換し、より高度な経済産業構造を目指すことである。   

本研究は、改革開放後の中国の経済発展と産業構造変化に注目し、特に産業構造とその変化要因を統計的  

に究明したいと考えている。2009年度は本研究の基礎とする統計資料の収集と既存研究のサーベイを行って  

きた。すでにデータ入力、整理した統計資料について一部の統計分析を行ってみた。また、一部の研究成果  

について2009年11月に中国河南大学経済学院が主催する国際シンポジウムで発表し、中国国内の研究者に  

意見を求めた。以下は、一部の研究成果をまとめたものである   

1、中国地域産業構造の変動についての検証：3次産業   

3次産業により産業構造の考察はもっとも一般的な手法である。本研究は、まず3次産業について「地  

域産業特化指数」（hdexofindustrialspecialization）を用いて検証してみたい。ここでの地域は中国省、  

自治区、直轄市を指し、全部で31に数える。省レベルの地域指標は中国の地域研究にもっともよく使  

われる指標の1つである。年次は1995年、1997年、2002年および2002年の4つの年を選んだ。   

検証の結果について紙幅の関係でここでは内陸部を代表する地域の河南省と沿海部を代表する地域  

の上海市の結果を比べながら説明する。河南省の3次産業構造は1995年、1997年、加02年および2002  

年においては概ね（平均にして）他の地域の産業構造と平準化（類似性が強いこと）してきた。また、  

同じような現象は上海市においても言える。しかし、結果全体を見てみると、地域の間や期間において  

ばらつきが大きく、一部の結果について簡単に説明しきれない点もあった。おそらく一国の産業構造が  

複雑し過ぎで、3次産業の構造に集約して説明するのはできないと思われる。以下2，3節は、産業をさ  

らに細分し、15の産業データおよび工業だけ（37－27の分類）につし＼て検証をしてみた。   



［実績報告書7－3］  
、  

部科校名：国際関係学部  氏名：陳 文挙  

研究結果（つづき）  

2、 

いて南省と上海市に限る河南省の産業構造は199翻ら2。。7年ま  

で全国平均に近づいたものの、上感市はやはり全国平均よらその産業構造が異なった。上海市の産業構  
1 んでおり、第1、第2産業よりサ‾ビス業が中心とする第3次産  

3、工業の産業構造についての検証喜（37－27分類）：  

工業は一国の経済にとって重要産業椚と位置づけられ宣お。、特に中国のような発展途上国にとっ  
ては工業化の発展状況や地域間の工業化格差は重要な研究森題である。工業の産業構造の検証結果によ  
ると、地域間の工業構造は1995年から2007年までの間に大きく変化したことがわかる。産業特化指数  
の平均からみると、それは1995年の0．361から0．412、0．459、そして2007年に0．468まで拡大した。中  
では内陸部の河南省や沿海部の上海市は他地域に比べ、そ  の 

小 

て
 
草
－
 
産
 

業部門において中国の地域間では生産の特化現象が起き   

期にも起った現象であり、中国の工業産業構造の変化は工  

も理解できる。  

化過程の1つのキャッチアップ現象として  

4、 

構造を表すっの重要な指標である本研究はH。。，e一指数を用い、入手した統  

計資料を元に1995年から2007年までの産業集積の状況を姦証してみた。  
を  （1）、1995年から2002年までの15産業分類の計算結果   みると、Hoover指数の平均値は1995年の  

0．232から2002年の0．254まで拡大したので、全体として産業の集積が進んだことを示していることが  

分かる。、しかし、国民経済の重要な工業部門はこの間に0．29から0．30まで0．01ポイントしか変化しな  

。  

、   

1997年、2002年および2007年の4カ年の結果をみている限り、Hoover指数の値が高く、それぞれ0・607、  
0．587、0．589、0．612にも達しているら1960年代日本高度経姦成長期において、一般機械や電気機械、精   
密機械の産業集積が高いと言われていたが、そのHoove一指がそれぞれ0・41、0・58、0・65であった01960  ≡三：≡ニご≡二；  
おけ‘る産業集積が早く、・ある程度の産業高度化が起こってる0   

今後、中国政府の産業高度化政策の下、中国の産業高度化はさらに進んでいくと思われ、研究の残り  
の課題として産業構造の変化を検証し、要因分析を行う  と考えている。   

























































































































【別紙様式 7 】
課題番号 個 09-082

注:課題番号を記入してください.

平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

平成 22 年4月 5日

日本大学 総長殿

氏 名 久保田正広 選動
所属・資格 生産工学部・教授

下記のとおり報告いたします。

l 種目 10 般研究(個人研究[)/一般研究供同問 /総合研究

2 研究課題

l注:該当する種目をOで囲んでください。

粉末冶金法による高機能性生体材料の開発

3 研究目的

本研究では，高強度を維持しつつ人体骨に限りなく近いヤング率を有し，生体適応性が高いチタン系生

体材料の開発の基礎的知見を得ることを目的としている.すなわち，純チタン粉末に人体骨の主要成分で

あるハイドロキシアパタイト粉末を粉末冶金法により複合化する.得られた複合粉末を放電プラズマ焼結法

により最終形状に近い nearnet shape材の作製を試みる.作製する混合粉末および nearnet shape材の力

学的特性と製造プロセスのパラメータの関係を評価し最適値を見出すことを目的とする.

4 研究概要

純 Ti 粉末をメカニカルミリング(MM)法と放電プラズマ焼結(SPS)法により作製し，その特性を評価する.

次に生体適応性が優れているハイドロキシアパタイト粉末の添加量を種々変化させ，純 Ti 粉末と共に機械

的に混合処理(MA:Mechanical Alloying)する.得られた混合粉末に対してX線回折を行い，添加したハイドロ

キシアパタイトの構造を調べる.また，同時に混合粉末の機械的性質を硬さ試験で評価する.最適条件下

で創製された混合粉末を放電プラズマ焼結(SPS:Spark Plasma Sintering) 装置を用いて nearnet shape材

の作製を試みる.

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

.※ホームページ等での公開の@・否) いずれかをOで囲んでくださいi の場合は，理由書を添付して下さい.
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は. 4.000 字以上記入してください。)

-粉末作製条件の検討

純チタン粉末に対してステアリン酸の添加量.MM 処理時間および MM 雰囲気の違いによる粉末の硬さを調

べた.MM4hO.50g 以外の条件で， Air 雰囲気の方が 15% 組支硬さは高かった.また， SEM 観察から得られた粉

末の平均粒子径は，全ての条件でAir 雰囲気の方が27 弘以上の微細化が認められたしたがって.Air 雰囲気の

J・方が粉末により多くの加工ひずみが導入され，加工硬化していることが示唆された.しかし， MM 4 h 0.50 g で

iぷAir 雰囲気の方が低い値を示した.原因は不明だが， Air 雰囲気の MM 処理においても， MM 4 h 0.50 g粉末

n ほ，他の条件と比較して半分以下の値を示した.

MM4hO お g粉末の構成相におよぽす MM 雰囲気の景簿を調べた.MM 雰囲気を変えても，異なる化合物の

生成やピークの極端なブロード化は認められなかった.また，この結果は他の条件の粉末でも問機であった.

以上のことから，硬さの増加は，化合物による分散強化や固溶強化ではなく， MM 処理中のひずみの導入によ

る加工硬化が支配的であるといえる.さらに，粉末表面に形成している酸化被膜(Ti0 2)の粉砕に伴うTi0 2のそ

の場合成による分散強化も寄与していると考えられる.すなわち，Air 雰囲気で MM 処理を施すことにより， Ti0 2 

の生成と粉砕が繰り返し行われ.Ti0 2粒子の微細分散によって強化されたと推察した.また，チタン表面に形成

されるTi0 2は，結品性が低く厚さが 5nm 以下であるため， X線回折では検出されなかったと考えられる.MM 処

理時間の増加による硬さの増加は， Ar 雰囲気で MM 処理した既報と同様にα-Ti， TiH2に加え，TiC が生成した

ことによる分散強化が寄与したためと考えられる.

-，勺レク材の特性

雰囲気の異なる純チタン粉末から作製した SPS 材の硬さと相対密度を調べた.MM4hO.50g 以外の条件で，

Air 雰囲気の方が 13 %以上高い硬さが得られた.SPS 材では，ArおよびAir 雰囲気とも!こ MM 4 h 0.50 gで最も

高い硬さが認められ，それぞれ 933 HVおよび 923 HVを示した.さらに， Air 雰囲気で MM 処理した粉末から作

製した SPS 材においても，同様に全ての条件で SPS 材の方が MM 粉末より高い値を示した.

MM 4hO.25g 粉末から作製した SPS 材の MM 雰囲気による構成相の変化を調べたんir 雰囲気 SPS 材の構

成相は，Ar雰囲気 SPS 材と同様にαーTi に加え， TiC およびω-Tiが生成した.他の条件で作製した Air 雰囲気

SPS 材においても， αーTi ，TiC に加え， ω-Tiまたは s-Tiが認められた.MM 処理をしていない粉末から作製し

たSPS 材ではTiC の回折ピークは同定されなかったことから， TiCの生成は，ステアリン酸に含まれる炭素と純

チタンが MM 処理中に均一に混合され， SPS 焼結中の加熱によって，固相反応が誘起され生成したと考えられ

る一方， ω-Tiおよび s-Ti の生成は認められなかったことから， SPS 焼結中の昇温速度や保持時間に影響さ

れると考えられる.以上のことからパJレク材の硬さの増加は，粉末と同様に酸化被膜の破砕により生成したTi0 2

粒子の分散強化が寄与していると推察した.
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平成 21 年度学術研究助成金実績報告書

平成 22 年 4 月 8 日

日本大学総長殿

氏 名 盆山竜一
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所属・資格 生産工学部電気電子工学科・殺事委

下記のとおり報告いたします。

1 種目 I~慨個人側Y 一般概供同捌/総合概
2 研究課題

位相差スペクトルイメージによる音源の 3 次元位置検出

|注:該当する種目をOで囲んでください。

3 研究目的

視覚障害者でも，両耳聴によって到来する音の前後や方向および音源までの概略の距離を推定できる

ことが知られている.人が，異なる 2 箇所の音圧値から音環境の 3 次元構造を認知，認識するメカニズ

ムは，脳の聴覚中枢機能に深く関わるものと考えられる.本研究では、脳そのものを直接観察してその

機能を推定するのではなく、コンビュータを用いて異なる 2 箇所の音圧値から音環境の 3 次元構造が構

築される方法について検討する。音圧値のどのような情報を処理することで 3 次元構造が構築されるか

が分かれば、聴覚による空間認識に関する聴覚中枢機能の一端が解明できると考えるからである。

4 研究概要

本研究では，両耳に相当する位置にマイクロホンが内蔵された上半身の人体モデルを使用して，音源

までの距離や水平角，仰角方向の定位に関する両耳聴によるメカニズムを模擬する.音源の位置を表示

し，人の両耳聴機能との類似点について比較検討する。

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

・研究代表者

-研究分担者(役割分担)

※ホームページ等での公聞の⑪・否) いずれかをOで囲んでください。否の場合は.理白書を添付して下さい。
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1~~ : 霜山竜一

6 研究結果(総合研究の研究代表者は， 4，000 字以上記入してください。)

音源の 3 次元位置はマイクロホンからみた音源までの距離と音源の水平角，仰角が分かれば一義的に決定

される.まず近接して設置した 2本のマイクロホンで距離と水平角を推定した結果、音源の 2 次元位置が推

定できることが分かったo 次に両耳に相当する位置にマイクロホンを装着した 2種類のヘッドトルソ(人体

モデルA，B)を用いて音源位置を推定した。スピーカの位置を変えて音源の 2 次元位置を推定した結果，音源

が人体モデルから遠ざかり 2m 前方を横切る様子が確認できた.左右が対称または非対称な 2種類のヘッド

トルソによる実験結果を比較したところ、人体モデルの非対称性が音源の仰角検出に有効なことを確認した。

(2本のマイクロホンを用いた場合)

近接した 2 箇所の音圧値から音源の 2 次元位置が推定可能かどうかを検討した。室内の中央部でスピーカ

から広帯域ノイズを連続的に発生させ，同じ向きに近接して設置した l対の無指向性マイクロホンで音圧波

形を同時収録した.波形聞の位相差スペクトルを求め位相差値から幾何学的に音源の方向を算出した。床や

天井、壁からの反響音の無視できない環境では位相差スペクトルは不連続的にばらつく傾向がみられる。こ

のばらつきは音源とマイクロホン聞の距離に依存することが分かったロぱらつきを標準偏差値で評価し、特

定の周波数範囲における標準偏差の平均値が距離とほぼ線形関係にあることを明らかにした。位相差スベク

トルのばらつきは音源の方向にも依存するため、音源の方向と距離に応じて標準偏差の平均値を予め測定し

ておき、これらの値を補間することにより音源の方向に関わらず、距離を推定する方法を提案した。距離と

水平角を同時に求めた結果、音源の 2 次元位置が推定できることが分かつた白マイクロホンを固定した状態

で、スピーカの位置を移動させつつ音源の位置を推定したところ、音源が遠ざかり、 2m前方を横切る様子が

確認できた。音源が有する指向性が距離の推定に影響を与えることが分かつた。 2 本のマイクロホンだけで

は仰角は原理上検出できない。

(人体モデルAを用いた場合)

上半身を似せた人体モデル A を用いて音源の 2次元位置を推定した。人体モデ、ルにはB&K製、 Type4128-C

型のヘッドトルソシミュレータを採用した。両耳に相当する位置に模擬的な外耳があり、外耳道奥にマイク

ロホンが内蔵されている。モデノレの形状は左右対称である o 前述した 2 本のマイクロホンを用いた場合と同

様のアルゴリズムで音源の水平方向と距離を推定した。内蔵マイクロホン聞の距離を 13cm として音源の方向

を求めたところ、人体モデル正面に対し約:t50
0

の範囲で音源方向が推定できた。音源の方向が 500
を越え

る場合は方向推定値の再現性が劣化した。音源、までの距離はヘッドトルソ正面では 3m まで推定可能であるこ

とを確認したが、音源の方向が正面からずれると推定距離の誤差も増大した白人体モデルを用いた場合でも

位相差スベクトル分布の標準偏差の平均値は音源の方向と距離に依存することを明らかにした。人体モデ、ルA

を固定しスピーカの位置を移動すると、 2 本のマイクロホンを用いた場合と同様に音源が遠ざかり、 2m前方

を横切る様子が確認できた。逆に音源位置を固定し人体モデルを前後に傾けたところ位相差スベクトノレ分布

にほとんど変化がみられなかった。左右対称な形状の人体モデ、ルでは音源の仰角方向の検出は難しいことが

分かつた。

(人体モデル B を用いた場合)

左右が非対称な人体モデル Bを用いて音源の位置推定が可能かどうかを検討した。人体モデ、ルは CPR訓練

用人形(WEK-6) を採用した。両耳に相当する部位にパイノーラルマイクロホン(B紙製， Type410 1)を固定し直立

させて測定した。外耳は模擬されているが人体モデ、ル Aほど立体的ではなく、マイクロホンの先端部は人体

モデ、ノレの外側に突き出ている。人体モデル Aと同様のアルゴリズムを用いて音源の水平方向と距離が推定で

きた。人体モデルAの場合と異なり、方向が 50
0

を越えても比較的高精度に音源の方向が推定でき、音源ま

での距離も 2 本のマイクロホンを用いた場合と同様の誤差で推定できた。人体モデル Bを固定した状態でス

ピーカの位置を移動した場合には閉じように音源が遠ざかり、 2 m前方を横切る様子が確認できた。さらに、

スピーカの位置を固定した状態で人体モデル Bを前傾あるいは後傾させると位相差スペクトル分布が変化す

ることが分かった。この傾向を利用すれば音源の仰角方向の推定できる可能性がある。左右が非対称な人体

モデ、ルを用いた音源の仰角方向の推定についてはさらに定量的な検討を行う必要がある。
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研究結果(つづき)

(人の両耳聴による空間認識との比較)

本研究ではマイクロホンの内蔵された人体モデル Aを用いて音源の 2 次元位置を推定した。また音源の仰

角方向の推定方法についても述べた。それらの推定結呆を人の両耳聴による空間認識と比較する。

音源の方向については、正面に対し水平方向に:1:50
0

以内で約 4
0

の誤差で推定可能であった。人は後方

を含め:1:90
0 の範囲で音源方向を数度の誤差で認識できるため、推定可能な角度の範囲の狭い点は改良の余

地がある。ステレオスピーカのように、同時に異なる 2か所から同じ音圧レベルの音が発生した場合には中

央に音源が定位した。この特徴は人の聴覚による空間認識と同様である。

音源までの距離については、音源が正面にある場合より、正面にない場合の方が推定距離の誤差が大きか

ったo 部屋の反響の程度に応じて推定距離は変わりライブな部屋ほど遠く推定された。人も部屋の反響の程

度に応じて距離感が 50cm程度変わるという報告がある。

移動する音源の 2 次元位置が推定できた。音の情報だけで音源が遠ざかり 2 m 前方を横切る様子が確認

できた。聴覚障害者でも両耳聴により音源の方向だけでなく距離まで認識できることが知られている。

本研究では音源、としてスピーカから放射される連続的な広帯域ノイズを用いた。実環境では、非定常で様々

な種類の音源が対象となるため、今後はこのような音源に対する空間的位置推定が必要である。また聴覚障

害者への支援器具等への応用についても検討する予定である。

注:必要に応じて，このページをご使用ください。
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課題番号 個 09-084

注:探題番号を飽入してください。

平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

日本大学総長殿

氏 名

所属・資格

下記のとおり報告いたします。

1 種目戸抑制個人雨量T/ 一般研究供同研掲/総合研究

2 研究課題

平成 22 年 4 月 1 日

秋葉正 選参
生産工学部・教授

|注:餓当する種目をOで囲んでください。

乳化剤を不要とするアスフアルト乳剤の簡易製造方法の開発

3 研究目的

近年アスフアルト舗装において， ∞2 発生量の抑制策のーっとして，また省エネルギーあるいはコスト低

減などの面で優位な材料として常温混合物を用いた舗装の構築が注目され，耐久性の高い常温混合物の開発

が進められている。アスフアルト乳剤は常温でのアスフアルトと骨材との混合を容易にするために考案され

たもので，通常ストレートアスフアルトに乳化剤を混合して製造される。本研究は乳化剤を使用せずに，高

温・高圧水を用いてアスフアルトの粘性低下を図ることを目的としたものである。

4 研究概要

本手法によるアスフアルト乳剤の開発に当たっては，環境問題を考慮し，新規のアスフアルトを使用する

ことなく，アスフアルト舗装廃材から高温・高圧水を用いて抽出されたアスフアルトを再利用することを考

慮した。このため，まず既存のアスフアルト混合物からアスフアルトを抽出し，このアスフアルトの物理性

状を確認する。つぎに，超臨界水を用いてアスフアルトと水を反応させた場合，アスフアルトの手M包の確認

し，得られた生成物のアスフアルト乳剤としての性能を明らかにする。

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

来ホ4 ページ等での公聞の@否) 吋れかをO咽んでください。否の場合肱理白書を添付同さ仇
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1~~: 秋葉正一

6 研究結果(総合研究の研究代表者は.4.000 字以上記入してください。)

本研究では，内容積が 1000cc の密閉可能な反応容器と，バンドヒーターによる反応容器の加熱が可能な装

置を試作し，高温・高圧水によるアスフアルトの抽出性能に関する検討を行った。供試体は，最大骨材粒径

13mm の密粒度アスフアルト混合物に対してポリマー改質アスフアルトH 型を重量比で 6%被膜させたもの

を使用した.

実験では上記供試体を反応装置に 500g 投入し，簡便性及び安全性を考慮し，臨界点以下の飽和水蒸気圧下

となる水を加え， 350t で反応させた。その結果を以下にまとめる。

(1)反応後にほぼ 100% のアスフアルトを回収することができた。

(2)回収されたアスフアルトの物理性状を調べた結果，ポリマー改質アスフアルトはストレートアスフアルト

に類似した性状に変質していた。

(3)回収アスフアルトは若干の水分が含まれていた。

以上より，アスフアルト舗装廃材からアスフアルトと骨材を分別回収することの可能性を本研究により確信

することができた。特にアスフアルトは多少含まれている水分を除去することで，再利用可能であることが

今後のアスフアルトのリサイクルを考える上で大きな成果と言える。

つぎに，超臨界水によるアスフアルトの乳化の有無を確認した。このため，前述の反応容器を用いて，回

収したアスフアルトを 374.2t ・22.lMPa 以上の温度圧力状態の水(超臨界水)により反応させ，アスフア

ルトを乳化する温度・圧力条件を検討した。その結果，超臨界領域において安定した乳化状態を可能とする

温度・圧力条件を見いだすまでに至らなかったが，反応後のアスフアルトには水が確実に分散し乳化してい

ることが確認できた。

今後は，この乳化したアスフアルトの常温において水分の蒸発を確認するとともに，エングラ一度，ふる

い残留分，付着度，骨材皮膜度，蒸発残留分および蒸発残留分に対する針入度などアスフアルト乳剤の規格

値に対する検討実験を実施する必要がある。またこれの性状から，表面処理用，安定処理用あるいは骨材混

合用など，本生成手法により得られたアスフアルト乳剤の用途について検討し，用途ごとの規格値を満足し

たアスフアルト乳剤について，実際に骨材と混合するなどその供用性状について確認実験を実施する必要が

ある。

最後に，これまでアスフアルト舗装廃材からアスフアルトを回収しリサイクルする研究は行われてなかっ

たが，本研究を通してそれが可能となりアスフアルト乳剤のみならず一般のアスフアルトとしても再利用の

可能性を示唆できたことは大きな成果と考えられる。
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課題番号 個 09-085

注:課題番号を記入してください。

平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

平成 2 2 年 4 月 9 日

日本大学総長殿

氏 名 塩川博義 ⑨
 所属・資格 生産工学部建築工学科・准教授

下記のとおり報告いたします。

/~ 
1 種目 |メ般研究(個人研空会/一般研究(共同研知 /総合研究

2 研究課題』

l注:該当する種目をOで囲んでください。

インドネシア・パリ島のサウンドスケープに関する研究

3 研究目的

インドネシア・パリ島のサウンドスケープ(音風景)は、音響心理学的にとても興味ある特徴があり、建

築、絵画および音楽などの芸術文化に大きく影響を与えて、パリ島の人々の生活環境にも大きな影響を与え

ている。特に、パリ島の人々にとって、ガムラン音楽は生活の一部であり、日常の音風景には欠かせないもので

ある。ゆえに、その音響的構造を知ることは、パリ島の人々の音に対する好みやその考え方を知ることでもある。

本研究は、パリ島の人々へのインタビューおよびガムランの音響的構造を明らかにして、最終的にパリ島

のサウンドスケープを分析することを研究目的としている。

4 研究概要

インドネシア・パリ島のガムランには、儀礼や舞踊の種類などによりさまざまな編成あるいは楽器が存在す

る。大きな特徴として、どの編成においても楽器 2 台が一組を成しており、西洋音楽と異なり、それらはう

なりが生じるように調律されている。しかしながら、どのようなうなりが生じているか定かではなく、その

音響的構造は明らかにされていない。本研究はインドネシア・パリ島のガムラン・ゴング・クピヤールにおけ

る鍵盤楽器の音響的構造を明らかにして、そのうなり周波数と音程について分析している。また、演奏者や

調律師に対してインタビューも行い、その変遷について考察する。

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

業ホームページ等での公開の可否) いずれかをOで囲んで〈問、。否の場合は理白書棚寸し市仇
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|部科校名:生産工学部建築工学科 I~f，: 塩川 博義 | 
6 研究結果(総合研究の研究代表者は， 4，000 字以上記入してください。)

インドネシア・パリ島のガムランとは、多数の青銅製打楽器のアンサンプノレであり、儀礼や舞踊

の種類などによりさまざまな編成あるいは楽器が存在する。大きな特徴として、どの編成において

も楽器 2 台が一組を成しており、西洋音楽と異なり、それらはうなりが生じるように調律されてい

る。また、ガムランは、閉じ編成の楽器でも、その音程や音高は地域や村によって異なっているo

しかし、それらの音響的構造はほとんど研究されていない。ガムランの音響的解析を行うことによ

って、ガムラン演奏者や楽器製作者などへのインタビューからだけでなく、客観的にガムランの音

の響きの変化や地域による相違を考察できる。

本研究は、現在、バリ島でいちばん一般的な青銅製打楽器編成のガムランであるガムラン・ゴン

グ・クビヤールを中心に解析を行っている。ゴング・クピヤールの楽器は、主に鍵盤楽器と銅鍵系の

楽器で構成されている。鍵盤楽器は、各鍵盤の下に鍵盤が持つ基本周波数に合わせた共鳴管があるので、

音律の研究をするには、倍音成分が多い銅線系の楽器を用いるよりも、鍵盤楽器を研究対象にしたほう

がやりやすい。ゴング・クビヤーノレの鍵盤楽器は主に、 5鍵盤 (1 オクターブ)のジェゴガン(jegogan)

およびジュブラーグ(Jublag) 、10 鍵盤 (2オクターブ)のウガール(uga l)、プマデ(pemade) およびカ

ンテイラン(kantilan) で構成され、 4 オクターブの音域を持つ。本研究では、これら鍵盤楽器における

4 オクターブ分の音高および音程を求めて分析を行っている。

①ガムランの測定解析結果

調査はまず、圏内にあるガムランについて測定を行ったo また、インドネシア・パリ島では、中部タ

パナン県および北部ブレレン県を中心にいくつかガムランの測定を行った。最終的にゴング・クピヤー

ノレを中心に 20 セット近くのガムランを測定し、音響解析を行っている。その結果、大体、ガムランの

うなり周波数は 5 から 10Hz の聞で調律されていることがわかってきた。また、ゴング・クピヤールの

音高および音程も測定し、 1950 年代以前の古いゴング・クビヤールには、低音域ではその音高や音程に

はあまり違いはないが、中音域以上では 1オクターブの音程を狭く調律しているものがあることを解析

結果から明らかにした。そして、 SMKI (音楽高校)で 1962 年に製造されたゴング・クピヤールを測定

した結果、上記の 1950 年代以前に製作されたものより、全体的に約 2 音分、音が高いことを確認した。

また、 2000 年に製作された現在パリで標準的なゴング・クピヤールも、上記の 1950 年代以前に製作さ

れたものより全体的に約 1音分、音が高いことを確認した白このことはガムランの調律における地域性

や時代による相違があることを示しているとともに、パリ島の人々が聴く音の好みも時代によって変化
していることが考えられる。

②インタビュー結果

ノ〈リ島タパナン県トウンジュク村において、ブンの集会場にあるガムラン・ゴング・クピヤールの測

定のときに、村の演奏家へのインタビューから 1960 年代まで、このゴング・クピヤールのガンサは 9

鍵であったこと、同じくトウンジュク村北部の集会場にあるゴング・クピヤールのガンサも、グループ

のリーダーへのインタビューから、 1996 年まで 9鍵であったことを確認した。現在のゴング・クピヤー

ルのガンサの鍵盤の数は、 10 枚として製作される。パリ島北部のシンガラジャで 1915 年に初めて行わ

れたゴング・フェスティパルでは、ガンサ・プマデは 7鍵であったという記録が残っている。ゴング・

クピヤールより古いゴング・グデやプレゴンガンのサロンやガンサは 5鍵であるので、ゴング・クピヤ

ールの前身であったガムランのガンサも、もともとすべて 5鍵で、 19 世紀の中ごろから徐々にプマデの

鍵盤の枚数が増えていき、現在の 10 枚になった可能性がある。そして、パリ島北部ブレレン県のムン

ドゥック村およびリンドィキット村のゴング・クピヤールは、村の演奏者のインタビューによれば 1928

年および 1912 年に製作されたもので、いずれもジェゴガンが6鍵、ジュブラーグは8鍵であった。現

在の一般的なゴング・クピヤールのジェゴガンおよびジュブラーグはいずれも 5鍵である。また、いず

れの村のプマデとカンテイランは皮ひもで吊っていなく、じかに木枠の上に置いてある。このように時

代や地域によってガムランの楽器形態が異なると、音の響き方や演奏方法も異なり、作曲される曲にも
影響を与えているものと考えられる。
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注:課題番号を記入してください。

平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

日本大学総長殿

氏名

所属・資格

下記のとおり報告いたします。

平成 22 年 4 月 1 5 日

岡 田 昌樹同僚う
建注工事ts ¥f;ブ

応用分子化学科・専任講師

1 種目 ζ辰研究(個人研蒐>一般研究(共同研剣 /総合研究

2 研究課題

l注:該当する種目をOで囲んでください。

放電プラズマ中での炭化水素転換に関する研究

3 研究目的

放電プラズマ中での炭化水素の反応メカニズムについて明らかにすることで，工業的利用を指向した装置

設計，および放電状態も含めた反応条件の最適化を行う。当該研究では，特に炭化水素の炭素鎖成長と脱水

素過程に注目し，様々な操作因子が生成物分布に与える影響を明らかとする。さらにクエンチャーの導入に

よる生成物分布の変化や発光スペクトル測定の結果から，反応場に形成される活性種の質や量に関する知見

をえて，素過程の妥当性の評価を行う。

4 研究概要

積層型放電板を有する誘電体バリア放電装置を用い，メタンを 1 ポットで C3以上の炭化水素類へと変換す

ることを検討した。放電板の積層は，逐次的炭素鎖成長の進行に寄与することが考えられることから，放電

板枚数の変化が生成物分布に洗える影響を検討した。また，積層型誘電体ノ《リア放電装置を用いたメタン転

換反応の反応モデルの構築を行なった。

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

※ホームページ等での公聞の@・否) いずれかをOで囲んでください。否の場合はE 白書を添付して下さい。
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は， 4，000 字以上記入してください。)

L 放電板の積層構造が生成物分布に与える影響

1-1 放電板枚数

放電板積層型誘電体バリア放電装置特有の操作因子である放電板枚数の変化が反応におよぽす影響を検討

した。放電板枚数の増加にともないメタン転化率は直線的に増加する傾向を示し，放電板枚数 40 枚では転化

率約 10 覧に達した。このとき， C2炭化水素類に対する収率もまた増加する傾向を示したが，選択率に顕著な

変化は確認されなかった。これらの結果は，転化率が 10 略程度の範囲では，生成物の 2 次的な反応はあまり

起こっておらず，放電板枚数の増加は原料として供給したメタンの活性化頻度の増加，言換えれば，メタン

の消費のみに影響を与えることが明らかとなった。

1-2 放電板間隔

放電板積層型誘電体バリア放電装置では，放電板枚数とともにその積層間隔が特有の操作因子としてあげ

られる。そこで，放電板の枚数を一定として設置間隔を変化させ，反応におよぽす非放電空間の影響を検討

した。メタン転化率は放電板間隔(距離)の影響を受けることなくほぼ一定の値を示した。このことは，非

放電場において原料メタンやメタンから形成されたラジカル種の消費が起こっていないことを示唆してい

る。一方，生成した C2炭化水素類の内訳に注目すると，積層間隔の増加に伴い，エタンに対する選択率は向

上し，エチレンやアセチレンに対する選択率は低下する傾向を示した。放電板枚数変化において各生成物に

対する選択率に顕著な変化が確認できなかったことを合わせて考慮すると，積層間隔の増加にともなう生成

物分布の変化は非放電空間における化学反応の進行を示唆している。具体的には，生成物分布の変化から，

放電場で形成された水素ラジカルが不飽和結合に付加することによる水素化反応が進行していると推測され

る。尾上らはマイクロ波プラズマ場の後段，非放電場に白金担持アルミナ触媒を充填することで，不飽和結

合を有する炭化水素類の水素化反応が進行すること，反応の進行度は放電場から触媒の充填位置までの距離

の影響を受けることを報告している。放電条件やガス圧などの条件は異なるものの，本系においても同様の

反応が進行し，非放電場でのラジカル分子反応の結果，生成物分布が飽和な炭化水素側へとシフトしたと推

測される。

2. ラジカルー分子反応を用いたら炭化水素類からの選択的 C4炭化水素類の合成
放電場で形成された Hラジカルが非放電場で起こすラジカルー分子反応を利用して，制御されたプラズマ反

応プロセスの構築を考えた。被放電ガスとして水素ガスを，ラジカル付加を受ける分子状炭化水素としてエ

チレンを用いて検討を行ったところ n-ブタンの有意な生成を確認することができた。これは非放電場にお

いて，エチレンに対する水素ラジカルの付加反応が起こり，形成されたエチルラジカル間のカップリング反

応により nーブ、タンが生成したと推測される(式1)。一方，副生成物として大量のエタンならびにメタンの生

成が確認された。エタンは過度な水素化の進行が，メタンはエチレンの水素化生成物であるエタンからの反

応熱の除去が十分ではなく自己解離(式 2) の進行により生成したと推測される。

2C 2H5*→ n-C1HIO 式 1)

C2H6 → 2CH 3* 式 2)

一連の結果から，非放電場でのラジカルー分子反応の構築には，過度な反応の抑制ならびに反応熱の除去を

目的とした第 3 媒体の導入が必要であることが明らかとなった。

3. 放電板積層型誘電体バリア放電装置でのメタン転換反応の反応モデ、ル

放電板積層型誘電体バリア放電装置内で、の炭素鎖成長過程の反応モデ、ルの検討を行った。反応モデ、ルとし

て，シュルツ=フローリ一分布(式 3) を用いることを考え，活性化率 (α)，炭素鎖成長確率 (s) を実験

データに基づいて設定した。そこで，放電板枚数変化で得られた実験結果の評価を行ったところ，概ね良好

な相関が得られ，極めてシンプルなモデルで反応を表現できる可能性があることが示唆された。

[Cn] =α s n-l [Cd 式 3)
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平成 21 年度学術研究助成金実績報告書

平成 2 2 年 4月 9日
日本大学総長殿

氏名 大津紘 ;盆
所属・資格 生産工学部 教授

下記のとおり報告いたします。

1 種目|何研究(個人研按/一般研究供同研殉/総合概

2 研究課題

l注:骸当する種目をOで囲んでください。

鉄スクラップの高度リサイクルに関する研究

3 研究目的

冷延鋼板の製造に際し発生する CO2 排出量削減のため、鉄スクラップのリサイクルにより自動車や家電

製品に再使用できる冷延鋼板の製造技術の構築が望まれるが、市中スクラップと称される鉄スクラップに

は Cu ，Sn が多く含まれているため、冷延鋼板を製造する際に連続鋳造性、熱間加工性などの製造性や機械

的性質、集合組織、そして塗装下地として施される化成処理の際の化成処理性などの品質特性に好ましく

ない影響を及ぼしている。そこで、鉄スクラップの高度なリサイクルを促進することを目的として、蒸気

の用途に使用される冷延鋼板が具備すべき諸特性のうち、まだ十分に解明されていない化成処理性に注目

し、冷延鋼板の燐酸亜鉛化成処理性と表面特性への Cu ，Sn 含有量の影響を明らかにするため、本研究を実

施する。

4 研究概要

Cu 含有量を O.02--0.52wt% 、Sn 含有量を O.002--0.052wt% の範囲で変化させた 7種類の低炭素冷延鋼

板について、家電製品や建材製品に使用されるスプレー型燐酸亜鉛化成処における化成処理性を調査し、

既に調査されている自動車用に用いられるディップ型燐酸亜鉛化成処理における化成処理性と比較しなが

ら、燐酸亜鉛化成処理性に及ぼす Cu ，Sn の影響を解析した。また、 Sn の含有量の多い冷延鋼板では焼鈍

後に表面に Sn が濃化し、化成処理性を低下させると考えられることから、焼鈍過程における Sn の表面濃

化挙動をオージェ分光分析装置により分析し、 Sn の表面濃化のメカニズムと焼鈍条件により Sn の表面濃

化が抑制できるかどうかの可能性を考察した。

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

※ホームページ等での公開の@・吾) いずれかをOで囲んでくださいi の場合は，理由書を添付して下さい.
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は.4.000 字以上記入してください。)

実験室溶解により Cu 含有量を O.02--0.52wt% 、Sn 含有量を O.002--0.052wt% の範囲で変化させ 7種類の

低炭素鋼を熱閑圧延後冷問圧延して、冷延板サンプルを作成し、次いで、このサンプルを N2+3%H2 雰囲気

で再結晶焼鈍し、焼鈍板サンプルを作成した。そして、焼鈍板サンプルを使用し、家電製品や建材製品に使

用されるスプレー型燐酸亜鉛化成処理を施して、化成処理性に及ぼす Cu ，Sn の影響を調査した。なお、化成

処理絵は X線分析よる燐酸亜鉛付着量と SEM による燐酸亜鉛結晶の形成状況から評価した。さらに、これ

ま;の自動車用に用いられるディップ型燐酸亜鉛化成処理についての研究から、 Sn の含有量の多い冷延鋼板

では焼鈍中に表面に Sn が濃化し、化成処理性を低下させると考えられることから、 700t までの焼鈍過程に

おける Sn の表面濃化挙動をオージェ分光分析装置により分析し、 Sn の表面濃化のメカニズムと焼鈍条件に

より Sn の表面濃化が抑制できるかどうかの可能性を考察した。

研究の結果、冷延鋼板の化成処理性に及ぼす Cu とSn の影響については、スプレータイプの化成処理では、

Cu 、Sn ともに含有量が増えるに従い、化成処理性が低下する。一方、これまでの知見として、ディップタイ

プの化成処理では、Cu 含有量が0.01--0.52% の範囲ではCu の影響はほとんどないのに対し、 Sn 含有量が0.011%

程度までは化成処理性への Sn の影響は小さいが、それ以上の Sn 含有量では化成処理性が著しく低下するこ

とが分っており、これとスプレータイプの化成処理と比較すると、スプレータイプの化成処理の方が冷延鋼

板の化成処理性に及ぼす Cu と Sn の悪影響が大きいことが分かつた。

また、冷延鋼板の化成処理性へは Cu に比べて Sn の影響が顕著であったが、このメカニズムとしては、焼

鈍により鋼板表面へ Sn が濃化して、鋼板表面の化学反応性が低下し、その結果、スプレータイプ、ディップ

タイプ共にリン酸亜鉛結晶の核発生頻度が低下することが原因と考えられた。そこで、 Sn 含有量が 0.052%

の冷延板を焼鈍温度である 700t まで加熱する過程での、各温度における表面への種々の元素の濃化挙動を

オージエ分光分析により調査した。その結果、冷延板を加熱すると、 500t--650t では S の表面濃化が著し

く高濃度で表面に偏析しているが、 550t 以上では Sn の表面濃化が顕著となり、 700t では Sn が S に替わっ

て表面に高濃度で偏析するようになることが確認された。 700t に加熱後一度表面に偏析した Sn は冷却過程

で変化しないことも分った。また、冷延板を 700t までの種々の温度で加熱した後、硬さとミクロ組織の変

化から、再結品温度は 550t 前後であったが、上記結果と合わせて考えると、 Sn 含有量の多い冷延板を再結

品温度以上で焼鈍すると、表面への Sn の濃化は避けられないことが判明した。

これらの結果から、 Cu ，Sn 含有量の多い市中スクラップと称される一般的な鉄スクラップのリサイクルに

より冷延鋼板を製造する場合には、 Cu および Sn の含有量、特に Sn の含有量の上限管理が必要であると言

える。本研究により、冷延鋼板の化成処理性に及ぼす Cu および Sn の影響が明らかとなった。しかし、これ

は実験室レベルでの結果であり、実用的なレベルでの Cu および Sn 含有量の限界値を把握するには、冷延鋼

板の現場試作による調査が必要であるが、今回の研究結果や過去の知見から、良好なプレス成形性や化成処

理性の得られる冷延鋼板の Cu 含有量の上限は約 0.10% 、Sn 含有量の上限は約 0.01% 程度と予想される。こ

の程度の Cu および Sn の含有量であれば、熱問脆性による割れや表面庇が問題とならないことから、それぞ

れの上限値以下に成分を管理すれば鉄スクラップリサイクルによる冷延鋼板の製造は可能となろう。

そして、この研究結果をベースに鉄スクラップのリサイクルによる冷延鋼板を製造した場合、どのように

CO2排出量削減に効果があるかについて、高炉一転炉法をベースに鉄スクラップの配合率を変える方法により

試算した。
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平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

平成 22 年 4月 9日

日本大学 総 長 殿

氏名 細川利典

主委主エぎ却
⑧ 

所属・資格 整壁

下記のとおり報告いたします。

1 種目q一般研究(個人研妨J/一般研究(共同研知/総合研究
2 研究課題、ー

|注:該当する種目をOで囲んでください。

システム LSI の高品質テスト生成に関する研究

3 研究目的

システム LSI について，オーバーテストでもなく，アンダーテストでもない高品質なテスト方法を提案し，

市場不良率の低減と歩留り向上を図る.また， LSI の高品質なテストを適正なコストで実行するためのテス

ト容易化設計法やテスト圧縮向けのドントケア抽出法を提案する.

4 研究概要

システム LSI のスキャンテストにおいて， k サイクル問順序回路を動作させて縮退故障テストのテスト不可

能故障の同定を行う kサイクルキャプチャテスト生成とテスト不可能故障の検出を抑制するためのテスト実

行法を提案し，実装・評価を行う.さらに遷移故障モデルに対して， 2 サイクル問順序回路を動作させる 2

サイクルキャンプチャテストパターン数を削減するためテスト容易化設計である制御ポイント挿入法を提案

する.また LSI の低コスト化を目指し，テストデータ量を削減するためのテスト圧縮向けのドントケア抽出

技術を提案し，実装・評価を行う.

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

来ホームページ等での公聞の⑪否) いずれかをOで囲んでください。否の場合肱理白書を添付して下さい。
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は， 4，000 字以上記入してください。)

( 1 ) k サイクノレキャンプチャテスト生成

システム LSI のスキャンテストにおいて， k サイクル間順序回路を動作させて縮退故障テストのテスト不可

能故障の同定を行う k サイクルキャプチャテスト生成とテスト不可能故障の検出を抑制するためのテスト実

行法の提案と評価実験を行った.研究成果を電子情報通信学会VLSI 設計技術研究会において， rテスト不可

能故障の検出数の削減のためのスキャンテスト生成法j というタイトノレで) 2009 年 5 月 13 日に学会発表を

行った.

(2) 遷移テスト圧縮のための制御ポイント挿入

遷移故障モデ、ノレに対して， 2 サイクノレ問順序回路を動作させる 2 サイクノレキャンプチャテストパターン数を

削減するためテスト容易化設計である制御ポイント挿入法を提案と評価実験を行った.研究成果を電子情報

通信学会ディペンタゃブルコンビューティング研究会において選移故障テスト圧縮指向制御ポイント挿入

法」というタイトノレで， 2010 年 2 月 15 日に学会発表を行った.

(3) テスト圧縮向けドントケア抽出

LSI の低コスト化を目指し，テストデータ量を削減するためのテスト圧縮向けのドントケア抽出技術の提案

と評価実験を行った.研究成果を電子情報通信学会デ、イベンダブノレコンビューティング研究会において， rテ
スト圧縮指向ドントケア抽出法Jというタイトルで， 2009 年 12 月 4 日に学会発表を行った.
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平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

平成 22 年 4 月 9 日

日本大学総長殿

氏名 南海宏明 ⑧ 
所属・資格生産工学部教授

下記のとおり報告いたします。

1 種目卜蜘究姻人基拘/一般研究(共同研掲/総合研究

2 研究課題

|注:該当する種目をOで囲んでください。

新規な環境調和型材料による重金属類の濃縮分離に関する研究

3 研究目的

本研究ではアルギン酸ビーズなどの環境調和型材料に化学修飾を施した高性能な環境汚染物質の分離濃縮
剤の開発を行うとともに、これらのICP やAAS における予備濃縮材としての可能性についても検討し，より高
感度なモニタリング法の開発を主たる目的とする。

4 研究概要

海草類に含まれるアルギン酸の塩であるアルギン酸ナトリウムを塩化カノレシウム水溶液に添加するとゲノレ

が成される。このゲルビーズの希土類金属の吸着能について検討を行った。また、ゲルビーズに化学修飾を

施した新規なアルギン酸ビーズを調製し，枇素などの有害物質の吸脱着挙動について詳細な検討を行った白

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者

-研究分担者(役割分担)

※ホームページ等での公開の@・否) いずれかをOで囲んでください。否の場合はE 白書を添付して下さい。
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は， 4，000 字以上記入してください。)

0) アルギン酸ビーズによる金属類の分離濃縮:2 %アルギン酸ナトリウム溶液をピュレットを用いて
0.5% 塩化カルシウム溶液に滴下した。 24h マグネチックスクーラーを用いて架橋反応を行い、アルギン酸
ビーズを得た。これを純水で洗浄後、 70 tで24h 乾燥させたものをアルギン酸ビーズとして実験を行った。
吸着実験はpH を調製した1.0ppm 金属標準溶液10 ml に調製したアルギン酸ビーズ0.02g 添加して30 分浸透さ
せた後、 24 時間放置させ、その後、デカンテーションにより液相と固相を分離し、液相における金属の残留
濃度をICP-AES により測定して行った。溶離実験は金属を吸着したアノレギン酸ビーズを各種溶離液10ml に入
れて所定時開放置し、デカンテーションにより得られた液相の残留濃度をICP 岨 Sにより測定して行ったo

具体的にはその優れた特性から様々な分野で注目されている希土類金属について実験を行った。希土類金属
はpH6.0 の条件でほぼ100 %近くアルギン酸ビーズに吸着され、溶離液に0.1M-EDTA 溶液を用いことで、ア
ルギン酸ビーズに吸着された希土類金属を100% の溶離できることがわかった。

同様に、アルギン酸ビーズを用いて枇素の吸着について検討したところ、吸着は認められなかったが、枇
素と錯体を形成するキレート剤の一つであるDDTC をビーズに添加したところ、 pH2.0 において90 %近く批
素が吸着されることがわかったo 次に、種々の溶離液を用いてDDTC 含有アルギン酸ビーズからの枇素の溶離
率について検討したが、 0.1M ・EDTA 、1M-NaOH 、1M-HCl 、1M-l 王N03、などのどの溶離液を用いても30% 程度
の溶離しか認められなかったo

(2) キレート繊維を固相抽出剤とするSb の分離濃縮およびICP-AES による定量方について検討を行ったo キ
レート繊維はイミノジ酢酸や8-キノリノーノレなどのキレート試薬でセルロースを処理し，高分子化して調製
したものであり、本研究ではカノレボン酸型のキレート繊維(キレート繊維GRY)を使用した。 Sb は水相のpH3.0
-7.0 の範囲で良好にキレート繊維GRYに吸着された。キレート繊維GRYに吸着されたSb はメンプランプイ
ノレターで水相から分離した後， 1M 硝酸と 1M 酒石酸の混合溶液(1:1 )10.0cm 3を用いることで固相から溶離され
る。この溶離液中のSb の発光強度をICP-AES で定量する。試料溶液1000cm 3を用いた際の本法による検量線
は1.50ppb 以下で直線関係を示した。本法は水試料1000cm 3から溶離液10cm 3への分離濃縮が可能である(濃
縮率100 倍) 0 本法を水試料中の微量Sb の定量に応用したところ、水道水1000cm 3中の2.0.μgのSb を測定する
ことが出来た (2.0ppb) 。これは，本研究で使用したICP-AES の検出下限以下であり，キレート繊維GRYを
用いた固相抽出法をIα-AES における予備濃縮操作とすることで，機器のみの分析では定量出来ないような
極微量金属の濃縮・定量が可能になった。
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平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

平成� 2 2 年� 5 月� 10 日

日本大学 総 長 殿

名彰園義�  ⑫ 
所属・資格 工学部・准教授

ド記のとおり報告いたします。� 

氏

1 種 目 |卜般研究(個人研矧/一般研究嗣醐/総合研究  |注:該当する種目をOで囲んでください。� 

2 研究課題

ウォータージェッ卜による高速度キャビテーション気泡流の数値解析法の確立

3 研究目的

本研究は，水中に高速で水のジェットを噴射する「水中ウォータージェット」を研究対象として，それに

よる加工や処理の主要機構であるキャビテーションについて，キャビテーション気泡の発生およびキャビテ

ーション気泡群の挙動を予測できる高速キャビテーション気泡流の数値解析法を確立し，流れ場の最適化解

析により性能の良いジェット噴射ノズル開発をすることを目的とする.� 

4 研究概要

高速キャビテーション気泡流は，気泡クラスターの高速膨張・圧縮によって局所的に強し 1圧縮性を示す.

このような複雑な流れ現象の実用的な数値流体力学解法を開発するために，本研究では，気泡・液体聞の相

互作用の評価手法を考案し，下記のテーマを中心に研究を行った.� 

( 1 )圧縮性混合流モデルの定式化および検証 

(2) 激しいキャビテーションを伴う高速度水中ウォータージェット流れ数値解析法の確立� 

(3) 数値シミュレーションによりジェット噴射ノズ、ル構造の影響の解析� 

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)


-研究代表者


-研究分担者(役割分担)

※ホームページ等での公開の(固・否) いずれかをOで囲んでください。否の場合は，理白書を添付して下さい。
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は，� 4，000 字以上記入してください。)

本研究では，激しいキャビテーションを伴う水中ウォータージェ ットの最適化解析に用いられる実用的な� 

CFO 解法を開発するために，三圧力気泡キャビテーションモデ、ルに基づ、く圧縮性混合流気泡キャビテーショ ン

モデ、ルを提案し，改良� CIP-CUP 法を用いてその数値解法を確立した.その上，高速度水中ウォータージェッ

トによく使われているオリフイスノズ、ノレとベンチューリノズルによるキャビテーション噴流の数値解析を行

った.以下に主な内容を記す. 

¥} )キヤヒ Cテーション流れを低圧縮性の液体と高速で膨張・収縮するキヤビテーシ ョン気泡の混合流と見

なして圧縮性混合流気泡キャビテーションモデルを提案し，液体と気体の状態方程式から気液混合流の圧力

と密度を関係付けて圧縮性混合流モデノレによる� CFO 解析法を確立した.CIP-CUP 法に基づく予測子修正子分離

解法を採用することにより，ほとんど非圧縮性液体と高圧縮性のキャビテーション気泡流を同時に計算する

ド

困難を克服した.さらに，実用的な� k-ε モデルを導入して乱流の効果を考慮、し，高速度キャビテーション流

れの実用的な� CFO 解法を開発した.� 

( 2 )高速度水中ウォータージェットによく使われているベンチューリノズルの噴流特性に着目し，物体適

合座標系で複雑領域におけるキャビテーション流れの計算コードを開発し， ベンチューリノズルにおけるキ

ヤビテーション流れのシミュレーションを行った.キャビテーション気泡の影響で局所圧力の変動は激しく

なり，流量係数の低減が確認された.� 

( 3 )提案された圧縮性混合流気泡キャビテーションモデ、ルをベンチューリノズルによるキャビテーション

噴流に適用し，実験結果との比較により数値計算の妥当性を検証した.� 

(4)様々な噴流条件の下でキャビテーション噴流の数値解析を行い，ノズル幾何形状および噴流パラメー

ターの影響を調べた. しかし，キャビテーション流れは，気相が多数の気泡からなり，個々の気泡の膨張・

収縮運動の代表時間と流れの代表時間は桁違いに異なるため，激しいキャビテーション流れの取り扱いは非

常に難しいと認識されている.本研究で提案された圧縮性混合流気泡キャビテーションモデルは，キャビテ

ーション数が小さくなると気泡の収縮・膨張は激しくなり 気泡の急激な収縮・膨張によって計算が発散す

る難点が課題として残っており，今後，キャビテーション気泡収縮・膨張の計算を改善し，圧縮性混合流気

泡キャビテーションモデルを発展させてジェット噴流ノズ、ルの最適化を展開する予定である.

上記研究成果をまとめた論文を下記にリストする.� 

(1) G.Peng ，S. Fujikawa ，and S. Shimizu “Numerical Simulation of Turbulent Cavitating Water Jets Issued 

from a Submerged Orifice Nozzle ヘS. Shimizu &G.Peng Eds.: Water Jetting Techno10gy for LOHAS ，pp. 

139-144. 

(2) H. Ito，T.Aoyama ，G.Peng ，and S. Shimizu ，“Observation of Cavitating Jets lssuing from a Sheathed 

Nozzle ぺS. Shimizu &G.Peng Eds.: Water Jetting Technology for LOHAS ，pp. 97-100. 

(3) G.Peng ，S. Simizu ，and S. Fujikawa ，“Numerical Simulation of High-Speed Water Jet Flow with Cavitation 

by a Compressible Mixture Flow Model" ，Proceedings of the 2009 American WJTA Conference and Expo ， 

Houston ，U.S.A ，Aug. 18-20 ，2009 (CD-ROM Paper 4-C). 

(4) S. Shimizu ，T.Ishikawa ，A. Saito ，and G.Peng ，“Pulsation of Abrasive Water-Jet" ，Proceedings ofthe 2009 

American WJTA Conference and Expo ，Houston ，U.S.A ，Aug. 18-20 ，2009 (CD-ROM Paper 2・H). 

http:U.S.A，
http:U.S.A，
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平成 21 年度 学術研究助成金実績報告書

平成� 2 2 年� 4 月� 24 日

日本大学総長殿

氏 名児玉大輔 J且

所属・資格工学部・准教授

下記のとおり報告いたします。� 

1 種固 定長研究(個人弱5 |注:該当する種目をOで囲んでください。)1 一般研究(共同研知/総合研究� 

2 研究課題

イオン液体のガス吸収特性の解明と応用� 

3 研究目的

地球温暖化対策技術のーっとして、大規模固定発生源の排ガスに含まれる二酸化炭素を大気中に拡散

させることなく分離回収し、地中や海洋に貯留隔離する技術開発が世界各国で進められている。このよ

うな大規模技術を実現するためには、分離回収コストの大幅な低減が重要な課題である。現在、アルカ

ノールアミン類などを用いる化学吸収法が商用プラントとして一部稼動しているが、吸収液の再生コス

トが� 50% を占め、エネルギー消費が著しい問題がある。したがって、コスト削減のため、室温程度で駆

動可能な低エネルギ一再生型吸収液の開発が望まれている。

本研究では、地球温暖化ガスである二酸化炭素のイオン液体に対する吸収特性について解明し、ガス

吸収特性に優れたイオン液体の開発を目指す。またイオン液体と分子性液体からなる多成分系の混合液

体にガスを作用させることで起こるマクロ相分離が、分離・精製や晶析技術に展開可能であるかどうか

検証する。� 

4 研究概要

・イオン液体に対する二酸化炭素の溶解特性と輸送物性

イミダゾール系イオン液体と比較し安価な酸一塩基型イオン液体を新規に合成し、二酸化炭素共存下

におけるイオン液体の pVT 、密度、モル体積、溶解度などを測定する。また、他の酸性ガスである� SOx

や� NOx のイオン液体に対する溶解性や選択性についても比較検討する。

-イオン液体多成分混合液体を利用した分離精製と微粒子創製

イオン液体のガス吸収特性は、イオン液体自身が持つナノメートルオーダーのドメイン構造と密接に

関連があるものと考えられる。本研究では、イオン液体一二酸化炭素混合系におけるミロ相分離とマク

ロ相分離挙動の関係を解明する。� 

5 研究組織(共同研究・総合研究のみ該当します)

-研究代表者


児玉大輔 


-研究分担者(役割分担)


※ホームページ等での公開の(@>・否) いずれかをOで囲んでください。否の場合は，理白書を添付して下さい。
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6 研究結果(総合研究の研究代表者は，� 4，000 字以上記入してください。)

.イオン液体に対する二酸化炭素の溶解特性

今まで、高圧下における不揮発性液体に対するガス溶解度測定を長年実施してきた。しかしながら、

測定装置のセル最大容積が約� 300 cm 3であるため平衡到達までに時間を要し、高価な試料を取り扱うの

は困難であった。そこで、今までの溶解度測定実績を活かし、従来の測定装置と比較し小容量の体積可

変セルを有し、� pVT や溶解度データを精密に測定可能な装置を作製(平成� 20 年度日本大学工学部研究費

区分(1)[研究用機械・装置費]にて)した。実験装置及び実験方法の健全性を確認するため、べンタデカ

ンに対する二酸化炭素の溶解度を� 313.15 K において測定した。さらに、イオン液体のカチオン選定基礎

資料として、ジェチレングリコールジメチルエーテル(ジグライム)、 トリエチレングリコールジメチ

ルエーテル(トリグライム)、テトラエチレングリコールジメチルエーテノレ(テトラグライム)に対す

る二酸化炭素の溶解度を� 313.15 Kにおいて測定した。

実験装置は、� Anton Paar 社製の振動管式密度計と� Ruska 社製の精密圧力計(差圧計・空気式死荷重圧

力計)を備え、可視窓を有した容積可変セル� (112""'-'161 cm 3
) で相変化を観察できる口

ガス溶解度Xは、液体成分を不揮発と仮定し、物質収支より以下の(1)式で決定した。
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L は液相容積、 VT はセルの全容積である。

先に我々の研究グループロが報告したべンタデ

A

aなお、(1)式中の� WA は二酸化炭素仕込み重量、 凶
�
 

mwカンに対する二酸化炭素溶解度データ(既往文

献)と本実験装置による実験データは良好に一 2 f

致し、実験装置及び実験方法の健全性を確認し

た。また、図� 1 に示すようにグライム類に対す 2 

る二酸化炭素の溶解度は、分子鎖長の相違によ

る差異はほとんど見られず、圧力増加に伴い増

加した。一方、単位モル体積あたりの二酸化炭 0 
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 

素吸収量は、分子量の小さい方が有利であるこ Mole Fraction of Carbon Oioxide 
とを確認、した。 図 1 二酸化炭素溶解特性と飽和密度挙動
現在、本実験データに基づき、カチオンとア 【溶解度】

ニオンの組み合わせやデザインを考慮したイオ .:ジグライム， .:トリグライム， .:テトラグライム

ン液体の合成と二酸化炭素溶解特性の解明を進 【飽和密度】

めている。 企:ジグライム， 企:トリグライム， .A.:テトラグライム 

-イオン液体に対する二酸化炭素の輸送特性

工業的にイオン液体を利用するにあたり高圧下における粘度データは必要不可欠であるが、その報告

例は少ない。そこで、現有設備である転落球式高圧粘度測定装置を利用し、四級ホスホニウム型イオン

液体の粘度を� 30 ""'-'60
o
C において測定した。

四級ホスホニウム型イオン液体の粘度は、圧力上昇に伴い増加し、温度上昇に伴い減少した。一方、

高圧密度は、圧力上昇に伴いリニアに増加し、温度上昇に伴い減少した。現在、カチオン分子構造の相

違が粘度に及ぼす影響について検討を進めている。� 

※本研究の成果の一部は、� 3 月� 20 日に鹿児島大学で開催された化学工学会第� 75 年会で発表した。また、� 

5 月に中国・蘇州で開催される� PPEPPD2010 、6 月に明治大学で開催される分離技術会年会� 2010 にて発

表予定である。本研究に対する研究助成に深謝し 1たします。
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