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木更津高専テクノセンターへのお誘い

木更津工業高等専門学校長 小田島 章

あなたは今新しい技術が必要と感じていませんか。あるいはなかなか良いことを思い

ついたが、実用化には専門家のアドバイスが欲しいと思っていませんか。そういう時は

わが校のテクノセンターにお任せ下さい。わが校には機械、電気、電子、制御、情報、

環境、土木の専門の教授陣がそろっています。あなたのニーズに合わせて、これらの専

門家との共同研究、受託試験（公的機関の試験 、技術相談等をプロモートするのが私ど）

も の役目です。木更津高専テクノセンター

今までの地域の企業の皆さんとの共同研究などの実例を紹介しますと、例えば、環境

都市工学科では計測専門のコンサルタント会社と共同で、吊り橋等に使われている鋼製

ケーブルに実際にどの程度の力がかかってるか測定する装置の開発に成功しました。既

存構造物の安全性が叫ばれている今日、社会的にも大変有意義な共同研究といえます。

他にも公的機関としての受託試験や各種技術相談も受け付けております。本校に直接

お出でいただいてもよろしいですし、東葛テクノプラザ、木更津駅前アインスビルで実

施しておりますテレワークセミナー等に出かけての出張相談にも応じています。

また、企業向けだけではなく、一般市民の皆さんにも参加していただける市民公開講

座も用意しています。メニューの例を挙げると 「誰でも出来るＩＴ講習会 「お母さ、 」、

んの算数教室 「字幕なしで映画をみるためのリスニング講座」等々です。いずれも面」、

白くためになる講座です。こちらにもわが高専の多彩な知恵と知識を惜しみなくつぎ込

んでおります。どうぞ、ふるってご参加下さい。こちらのアレンジメントも我がテクノ

センターでおこなっております。

言うまでもなく、我が高専は５年間の一貫教育によって、一流の工業系の技術者を育

てる事を使命とした国立の高等教育機関です。そして、一流の技術者を育てるために、

わが校の教授陣は教育だけでなく、日夜研究にも励んでいます。その知的ストックを地

域の企業の皆様にお使いいただき、また地域の企業の皆さんと共同研究することによっ

て更に研究の水準を高めたいと思っています。

教育と研究と産学共同とはいわば車の三輪です。教育を前輪に、研究と産学共同を左

右の後輪にして、木更津高専号は更に前進したいと思っています。是非、お力をお貸し

下さい。
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木更津高専研究者紹介

機械工学科
非接触計測なら光におまかせ！！

講師 小田 功

私の研究室では，光を用いた新規的な応用技術を開発しております。現在，工業分野

においては，さまざまな物理量の計測が，既存の測定器やセンサを用いておこなわれて

おります。 しかしながら，機械的な計測法や電気的な計測法には，限界があります。そ

こで当研究室では，光技術や画像技術の可能性に注目し，光を用いた新規的な計測装置

の開発を中心に研究を進めております。この場をお借りして，当研究室で現在開発中の

計測装置をいくつかご紹介いたしましょう。

「回折パターンを利用した工具欠損計測装置」レーザ光のようなコヒーレント光が，

細いすき間を通過するとき，光は大きく回折します。この回折光をスクリーンなどに照

射すると，干渉による回折パターンを観察することができま

す。我々はこの現象を応用して，ドリルや旋盤用スローアウ

ェイ・チップなど，工具の欠損を非接触で計測できる装置を

開発中です。右の写真はスローアウェイ・チップの顕微鏡写

， 。真ですが ○印の部分に大きさ 程度の欠損があります100 mµ

このような欠損は肉眼で観察することが困難で，加工物の仕

上がりにも悪影響を及ぼします。我々の計測装置では，チップをホルダに置くだけで簡

単に欠損の有無が判定できます。

「モアレ方式三次元形状計測装置」現在，工業分野だけでなく医療や芸術分野において

も，精密な形状計測をおこないたいという要求があ

ります。このような分野では，非接触での計測をす

る必要があります。そこで私の研究室では，モアレ

現象を応用した形状計測装置を提案しております。

当研究室で開発中の形状計測システムは，実体格子

型モアレ･トポグラフィ法に，計測精度を向上させる

ための位相シフト法を適用しております。現在のと

ころ，計測精度は 程度です。右の図は10円玉10 mµ

1[mm] 
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の一部を計測した結果ですが，計測した部分はどのあたりか分かりますか？手元に10円

玉があれば探し出してみてください。

「格子パターン投影方式高速三次元形状計測装置」格子パターン投影法は非接触形状

計測法の一種です。この手法を用いると，計測に必要な画像データは一枚のみなので，

静止している物体だけでなく動いている物体の形状

。 ，計測も可能です 我々が開発中の計測システムでは

空間的な位相シフト法を適用することで計測精度を

向上させており， 程度の凹凸が計測できま100 mµ

す。非接触で高速な形状計測が可能なことから，人

体形状の計測に最適な計測装置だと考えられます。

右の写真は，11月に幕張メッセで開催された産業メ

ッセ2002に出展したときの模様で，会場では大きな反響を呼んでいました。

この他にも 「人間の視覚に基づいた質感評価装置 「光駆動マシン 「透明物体の， 」， 」，

微小傷検出装置 「白色干渉法による形状計測装置 「フォトリフラクティブ効果によ」， 」，

URL:る能動型振動計」 の開発も進行中です。開発状況はホームページ（

）で定期的に更新しておりますので，是非ごhttp://www.kisarazu.ac.jp/~mecha/lab/meas.html

覧ください。我々の研究成果にご期待ください。

計測できなくてお困りの物がございます場合は，是非ご連絡ください。試料の持ち込

み計測も大歓迎です。私の研究室での対応が難しい場合は，お客様に最適な大学研究室

や企業をご紹介いたします （この記事に関する問合せ先， ，。 TEL:0438-30-4083

）E-mail:oda@maple.m.kisarazu.ac.jp

電気電子工学科

助教授 上原 正啓

私は、電気電子工学科では電気回路と自動制御の授業を担当しており、専攻科では磁

性材料工学、電磁波工学、特別演習 電気磁気学演習 、特別実験電磁界のシミュレーシ( ) (

ョン を担当しています。専門分野は、電磁界理論と電磁波・静磁波工学で、研究テーマ)

は「電磁波の散乱問題」と「静磁波の伝搬特性」です。

「静磁波」という見慣れない言葉が出てきましたが、これは磁場をかけた磁性体の中
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を伝わる電磁波の一種です。静磁波は普通の電磁波よりも速度が遅く、磁場の強さや向

きを変えると、いろいろな性質が変化するし、波の伝わる方向を変えても、波の性質が

変化する、ちょっと面白い波です。この性質を利用して、遅延素子 信号の伝わる速度を(

わざと遅らせます 、非可逆素子 信号を一方通行させます 、フィルタ ある周波数の波だ) ( ) (

けを通過したり遮断したりします 、共振器 ある周波数の波だけを増幅します などが作) ( )

られています。磁場の強さを変えると、通過する周波数や共振する周波数が変化するの

で、周波数の調整ができて便利です。とは言え、磁場をつくるのが面倒ですし、温度特

性が悪く 温度が変わると性質が変化します 、分散特性も悪い 信号がひずみますなど、( ) ( )

いいことばかりでもありませんが。

もう一つの研究テーマである「電磁波の散乱問題」ですが、簡単に言えば、電磁波の

通る所に物を置いたときに、電磁波が反射したり曲がったり透過したりする様子を調べ

る研究です。私の研究では特に、磁場をかけた磁性体によって電磁波がどのように散乱

されるのかを、理論解析しています。これも、磁場の強さや方向によって、散乱の様子

が変化するのが面白いところです。今は、磁性体の上に金属格子がある場合の散乱問題

を研究中です。磁場の強さを変えることによって、電磁波の反射率や反射角が変わるの

で、何かに応用できないものかと考えています。

ちょっと堅苦しい研究の話になってしまいましたが、冒頭に書きましたように、電気

電子の基礎科目である電気回路や電気磁気学の授業や演習も担当していますので、こち

らの方でも、何か御相談がありましたらお手伝いいたします。

電子制御工学科
講師 大橋太郎

私の実験室では主に計測と制御についての研究を行っております。ここでは計測につ

いての研究例を１つ紹介します。それは市販の加速度センサを用いた応用計測です。使

用している加速度センサはＸ軸・Ｙ軸方向の２方向の加速度が測定できる商品で数千円

で購入できるものです。センサ自身は 化されており，１センチ角となっています。ノIC

イズフィルタを取り付けても数センチ角程度の大きさに収まる小さなものです。使い方

はその加速度センサを動く物体に取り付ければ，動いた物体の加速度が容易にアナログ

出力されるものです。加速度信号と微少計測時間から，速度や移動量も計算で求めるこ
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とができます。

センサを下肢に数カ所取り付け歩行をすると，歩行時の加速度が計測でき，その結果

を使うことで下肢の運動方程式から床にかかる床反力が計算によって求めることができ

ます。同時に計算によって，歩行時の各関節角も求めることができます。関節角を計測

する方法としては，ゴニオメータやポテンショメータを各関節に取り付ける方法があり

ますが，関節を拘束してしまうため，この方法では完全には正確に計測できない欠点が

あります。しかし加速度センサの方法では，計測ノイズを完全に除去できれば，歩行時

に装着違和感や拘束感もなく，十分な関節角度を測定することができます。

先の話の中にでてきた，床反力は歩行時に床が受ける力のことを言います。静止時は

体重分がかかることになります。簡単に言えば精度の良い体重計です。動作（歩行）時

の鉛直方向・進行方向・左右方向と３次元的に床反力が発生し，それを測定する装置が

床反力計です。市販の装置は４０センチ×６０センチ程度の大きさで数百万円する高価

な装置です。簡易的な床反力計を作っている研究者もいますが，装置をおくスペースが

必要で，あまり実用的ではありません。そこで，加速度センサから床反力を推定するこ

とを研究しています。ニューラルネットワークの技術を用いて信号処理を行うことで，

個人を特定した場合においては，その加速度信号から正常歩行時の床反力が推定するこ

とが分かりました。今後は，個人ではなく，万人に適用した場合，どこまで推定できる

かを検証する必要があり，多くの実験データを取得する必要があります。また，歩行時

の始まりは上手く推定できないため，この推定方法も研究課題であります。

加速度センサを使った商品で最もポピュラーなものは万歩計です。私が使っている万

歩計は小型で身体のどこ装着しても構わず，また持ち歩くカバンの中でも問題なく，歩

行計測してくれる便利な商品です。歩行計測だけでなく，消費カロリー，歩行距離が表

USB PC示されます。７日分のデータがメモリに保存され，付属ソフトウエアにより で

管理でき，健康状態をグラフで確認できる便利な商品です。時計機能があるので，時計

と併用して使っています。

研究成果が万歩計のように商品化ができ，世の中の人に役に立つようになればと日々

研究をしております。
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情報工学科
助手 齋藤康之

顔は，誰であるかという人物判定だけでなく，年齢，性別，人種など多種の属性を表

します。また，顔には表情が現れ，表情からどのような感情であるかを「推定」するこ

とができます（ 特定」ではなく「推定」としているのは，感情と表情が一致していない「

場合もありうるからです 。）

コンピュータの発達した現在では，シーン内の顔領域を抽出したり，その顔が誰であ

るかという人物判定が行えるようになりつつあります。また，無表情の顔画像から表情

顔画像を合成することもできます。私自身は，顔画像内の眼鏡フレーム領域を抽出・除

去する研究に取り組んでいます。眼鏡は顔の一部を隠してしまうため，顔画像の解析や

処理を妨げる要因となります。例えば，ひげも解析や処理に支障をきたしますが，子供

や女性にはひげがありませんし，男性でもひげを剃ることは日常的に行われています。

一方，コンタクトレンズが普及している現在でも，人口の約 ％以上が眼鏡使用者で60

あると言われているため，眼鏡顔をレアケースとして除外することはできないといえま

す。そこで，顔画像内の眼鏡フレーム領域を抽出・除去します。一般的な眼鏡形状をモ

デル化し，顔画像内でそのモデルにマッチする部分を抽出し，その周囲の肌の色を用い

て眼鏡フレーム領域内を埋めていくと，眼鏡のない顔画像を得ることができます。 顔

はヒューマンコミュニケーションを支える重要な要因であり，最近ではカメラ付き携帯

電話によって，遠隔地間でも顔を見ながら対話を行うことができるようになってきまし

た。アメリカの心理学者， ． 博士の研究によると，感情の ％は顔の表情A Mehrabian 55

に現れるそうです。

逆に，手紙，電報，ファクシミリなど，文字だけでのコミュニケーションも古くから

行われており，最近では電子メールや 上の掲示板などが盛んに使われていまWeb page

す。これら文字によるコミュニケーションを円滑に行うにはどのようにすればよいのか

ということについても少しずつ研究しています。最近， サーバを立ち上げ，文NetNews

字コミュニケーションについての模索を開始しました。現在では使用対象者を研究・教

育機関に限定していますが，近い将来に日本国内の企業を対象としたサーバを別途立ち

上げるとともに，新しいコミュニケーションシステムを開発する予定です。
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環境都市工学科

水の中の魚よ，電子の川を泳げ！

水工研究室 助教授 石川雅朗

前世紀のアニメーションの二十一世紀の世界は科学技術が駆使された機械的でまるで

宇宙ステーションのような都市空間が描かれていました。誰もがそうなると思っていま

したし，新世紀になりその一部は確かに現実のものとなっています。しかし、私たちが

選択すべき未来はそのような世界なのでしょうか。どうも違うように私は感じます。私

たちが真に求めるべきものは，かつてここにあった，誰もが懐かしいと感じる風景では

ないでしょうか。一見，昔と同じような風景ではあるが，自然に守られながらも自然の

脅威に対しては科学技術によって守られている健全で安全な環境ではないでしょうか。

マサチューセッツ工科大学コンピュータ科学研究所・前所長故 氏がMichael Dertouzas

「われわれは300年前，テクノロジーとヒューマニズムを分離するという大きな過ちを犯

した」という言葉を残しています。私たちが取り組まなくてはならない新しい世代の科

学技術はその過ちをあがなうものでなければなりません。

水工研究室では河川における生態環境の保全・改善の研究に取り組んでいます。それ

は水産学と河川工学の境界にある学際的な問題のひとつです。改善・保全の第一歩はど

のようなものが良くて，何が悪いのかを知ることです。そこで，個体ベースモデルと呼

ばれる魚群行動モデルを適用して，魚類生息場の良し悪しを評価する技術の開発に取り

組んでいます。

魚の群れの動きは複雑です 『メダカの学校』の唄にあるようにどの魚がリーダーなの。

かわかりません。流れに向かって泳いでいた魚が，次の瞬間には反対の方向に向かうこ

ともあります。いつどの方向に向きを変えるかは予測することができません。とても長

い時間，魚の群れを観察していますが，魚同士がぶつかって互いに痛がっている光景は

見たことがありません。雑踏の中の人の動きも同じです。人の場合は時々ぶつかりあっ

て喧嘩をしている人もいますが，たいていは他の人と取り得る範囲で適度な間隔を保っ

て雑踏の中を歩いてゆきます。

個体ベースモデルの｢個体｣はひとつひとつの生物を意味しています。周りの環境に制

限された規則性の中で，個体は他の個体と適度な間隔を保つようにするというのが個体

ベースモデルの基本的な考え方です。私たちの開発したモデルでは個体の動きを制限す

る規則すべてにランダム性を与えた点が特徴です。規則に従うこともあるし，従わない
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こともあるということです。そうすることでより生物らしい動きが再現できることを確

認しました。

どのような生息場が魚にとってよいのか魚に聞けばわかりますが，実際の魚と話をす

ることはできません。コンピュータの仮想空間の中で再現された魚となら数字という言

葉で話すことができます。河口堰など河川横断構造物を建設したときにどの位置に魚道

を設置したらより多くの魚が遡上できるのか，洪水時の魚の避難場をどのような形状に

したら魚が安全に避難できるのかといった，今までは専門家の経験や勘に頼って決めて

いたことについてモデルを使って客観的に設計することが可能になります。

水工研究室は第２研究棟の１階北側にあります。クジラのイラストが目印です。こう

書くとお立ち寄り下さいと続くのが常ですが来室はお勧めいたしません。来ても面白く

ないです。黙々と撮影した魚の画像をクリックしているだけですから。その代わりに私

たちの研究成果はインターネットで公開しています。こちらを是非御覧下さい。ＵＲＬ

は下記のとおりです。

環境都市・水工研：

http://chaos.kisarazu.ac.jp/~ishikawa/index-j.html

http://chaos.kisarazu.ac.jp/~ishikawa/English/

仮想生息場法（個体ベースモデル ：）

http://chaos.kisarazu.ac.jp/~ishikawa/VHS-Fish/

それでは。

基礎学系
私の研究－観察しないのに生物の研究－

講師 大塚 浩史

「粘菌」という生物をご存知でしょうか。散り散りに動いていた（粘菌アメーバ）と

思ったら、えさが少なくなると集団でまとまって（集合体）移動し（移動体 、さらには）

それが固まって（子実体 、胞子を飛ばして増殖する、という動物と植物の中間のような）

次の図は弘前大学農学生命科学部応用生命工学科細胞工学講座によるホームページ生き物です （。

「粘菌生活」 から引用しました ）http://nature.cc.hirosaki-u.ac.jp/lab/2/celltech/nenkin/index.html 。
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現在の私の研究対象は、この「粘菌」

です。

これ以前は、水や空気を表す「非圧縮

性完全流体 、次世代新幹線（リニアモー」

ターカー）にも使われる「超伝導体 、核」

「 」 、融合炉の中でうごめく プラズマ など

工学にも関連する様々なものに取り組ん

できました。但し、観察、実験をしたわ

けではなく（粘菌を飼ってはいません 、）

これらの「方程式」を研究してきました。

私は数学を専攻しています。特に 「生物の動きはこれで説明できる 「物理現象は、 」、

これで説明できる」などと考えられ作られた「微分方程式」に関心があります。

具体的に「粘菌」では何を研究しているかというと、上図の「集合体」を形成する様

子の解明です。生物学者により、①粘菌アメーバはお互い離れていたい、②しかし、他

の粘菌アメーバを引き寄せる分泌物を出して、お互い近寄ろうともする、といった拮抗

する性質が観察され、このバランスにより、集合体が形成されるという説明がされてい

ます。この性質は微分方程式で表されています（ケラー・シーゲル モデル）が、この式

を詳しく調べていたら 「ある一定量のアメーバが集合体を形成するときのみ子実体の形、

成に至る」と思えるような結論が得られました。さらに、粘菌が子実体を作りやすい場

。 、 「 」 、所も分かってきました 注意したいのは これらのことは 粘菌 を観察することなく

その「微分方程式」から分かったのです。

、 、 、何が起こるのか知りたい といったとき 適切な法則から推察することになりますが

そんな時、微分方程式を解く必要が出てくるようです。ただ、一般に微分方程式と呼ば

れるものは非常に広汎であり、その全てに対して共通の解き方を求めるのは難しそうで

す。私は 「非圧縮性完全流体 「超伝導体 「プラズマ」など、一見ばらばらに見え、 」、 」、

るものに取り組んできたかに見えますが、実は「微分方程式」の世界では「粘菌」を含

め大変似通ったところがあり、自然の流れにしたがって（と自分では信じて）研究して

きました。

テクノセンターで私ができることは自分では未知数ですが、微分方程式の扱いや複雑に

見える数式の解読など（あわよくば「粘菌」に関連する次のものに出会えないかと期待

しつつ）協力させていただきたいと思っております。よろしくお願い致します。
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人文学系
講師 坂田 洋満

私は人文学系（体育科）に所属し、主に陸上競技についてのバイオメカニクス的な研

究、特に高校生や大学生のスプリントフォームの動作解析を行っています。

昨年から、全天候舗装の２段階傾斜走路の開発とその走路における疾走動作（ダウン

） 、 。ヒルランニング の分析を 長野高専の内山助教授らとの共同研究により行っています

ダウンヒルランニングは最高スピードを高める目的で良く実施されるトレーニングです

が、全天候舗装路でスパイクを履き競技会と同条件で実施できる施設は、学校現場では

予算的になかなか作ることができません。今回開発した２段階傾斜走路は、比較的低予

算で制作でき、角度も調節できる上に移動することも可能です。この走路上を疾走した

ときのフォームが通常の全力疾走とどのように異なるのか、またどういった斜面（角度

） 。や距離の条件 が最大スピードを高めるのに効果的なのかということを現在研究中です

この結果をトレーニングに取り入れることによって、自力で出せる最大スピード以上の

スピードを体感し、神経系に刺激を与えることで最大スピードを高めることができると

考えています。より早く走るということはアスリートの夢ですが、それを叶えるための

一つの手段を提供できればと思い、今後も研究を続けていきたいと思います。

研究以外では、地域協力活動の一環として毎週木曜日午後７時３０分から本校第一体

育館において、近隣の社会人の方々とともにバドミントンを行っています。一昨年の６

月にはじめて以来、口コミでメンバーが増え、現在参加者が平均して１５名位、多いと

きは２０名を超えることもあります。ここでは、主に基礎練習とダブルスのゲームを行

っています。私自身、バドミントンの競技歴はありませんが、初心者の方には簡単な技

術指導もしています。バドミントンは

エアロビクス的な要素が多く含まれた

運動ですし、自分のレベルに併せて無

理なく運動できるので健康の保持増進

にも非常に有効です。健康のため日頃

のストレス解消のために、多くの方々

に参加して頂き、楽しんで頂けたらと

思っています。ご興味をお持ちの方は

是非参加してみてください。
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新任教官紹介

電気電子工学科 新任教官

助手 飯田 聡子

(MI私の専門分野は磁気工学です。特に磁気インピーダンス効果を用いた磁気センサ

センサ の高感度化とインピーダンス構造解析を研究しています。磁気インピーダンス効)

果とは高周波電流を通電した薄膜やワイヤ状の磁性体に磁界が印加された場合、磁性体

のインピーダンスが変化する現象です。

センサは現在磁気センサ、方位センサ、変位センサ、応力センサなど様々な物理MI

量測定に用いられています。近年では、耐環境性にすぐれ検出感度の高い小型低消費電

力の車載用磁気センサとしての研究開発も進んでいます。

このような センサは単層薄膜やワイヤで構成されるセンサ 単層センサ と磁性体、MI ( )

／絶縁体／非磁性導体／絶縁体／磁性体の 層構造をもつセンササンドウィッチセン5 (

サ の 種類が主に研究されています。私の研究ではこの タイプの特徴を併せ持つ構造) 2 2

の センサを研究してきました。センサ構造を磁性体／絶縁体／磁性体の 層構造にMI 3

することにより、単層センサやサンドウィッチセンサよりも高感度な特性をもたせるこ

。 、 、 、とに成功しました さらにこの構造と磁性体の特性を活かし 変位センサ 温度センサ

応力センサ等の機能を併せ持つ多機能センサを目指し、インピーダンス解析や各物理量

に対する磁気特性などを研究していきたいと考えております。

もう つの センサの高感度化の手法として二次高調波検出を研究しています。サ1 MI

ンドウィッチセンサの非磁性導体に高周波電流を通電し外部磁界が印加されたとき、電

流の倍周波の信号が発生する現象を用いたものです。二次高調波は外部磁界が印加され

ない場合は出力されないため、基本波出力を外部磁界検出に用いた場合の約 倍と非10

常に高感度な特性を持っています。これは磁性体がヒステリシスループという磁界に対

して非線形特性があるためと考えられます。今後は前述した単層構造及び磁性体／絶縁

体／磁性体構造の センサにおける二次高調波検出を試み、そのインピーダンス構造MI

を明らかにしていきたいと考えております。

磁気工学は古くから研究されておりますが、今でも活気ある研究分野、市場分野であ

ります。ご紹介させていただいた私の研究分野に少しでもご興味をお持ちいただければ
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幸いです。

電子制御工学科 新任教官

助手 岡本峰基

近年、建築物は土地の有効利用を目的に超高層化、軽量化、大スパン化を目指して建

設され、地震や風といった自然外乱に対する影響を大きく受けやすくなっています。さ

らに、都心におけるオフィスビルや住宅密集地では、建築物の外部に存在する道路交通

の増加、鉄道や新幹線といった軌道交通網の発達、工場施設、建設工事といった振動発

生源にかこまれています。また、建物の内部にも空調設備機器や配管ダクト、エレベー

タ、人間の歩行といった振動発生源が存在します。そのため、このような環境下では振

動によって建物の安全性や建物内における快適性と作業性が損なわれるといった問題が

発生しています。

このような問題を改善するために、これまで建築物の免震・制振に関して多くの研究

が行われてきましたが、その大半が建築物全体を対象とするため、装置が大規模になり

既存の建物に対して設置が困難です。また、地震および強風による建築物の水平方向の

振動を低減することによる快適性の保全を目的とした研究は多く行われてきましたが、

上下方向の振動抑制に関する研究はあまり行われていません。しかし、軌道および道路

に隣接している建物や居住空間の有効利用を目的とした長いスパンを持つ床等では、快

適性の保全にとって上下方向の振動を抑えることは重要であります。

このような背景のもとに私は、建築物内における快適性の保全のため上下方向の振動

抑制効果を持ち、既存の建物に対しても容易に適用可能であり、運用性に優れた制振装

置に関する研究を行ってきました。具体的には、制振装置にアクティブマスダンパを選

択し、制振対象を建物内の床に限定することによって装置のコンパクト化を図り、従来

の制振装置にはない高い運用性を備えた装置の開発です。

マスダンパ（動吸振器）とは、質量、ばね、ダンパからなる単純な１質点系から構成

され、振動制御の対象(建築物内の床)となる主系に付加されるもので、構造物の固有振

動数での振動増幅(共振)を抑制する装置です。主系にマスダンパを取り付けることによ

って主系とマスダンパの連成減衰により、あたかも主系の減衰が大きくなるような効果
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が得られ、主系の振動を抑えることができます。しかし、マスダンパは質量の大きさに

よって振動抑制性能が決まってしまい、高い振動抑制効果を実現するためには、マスダ

ンパの質量を大きくしなければならないため、装置自体が大きくなってしまいます。そ

、 、 、こで マスダンパにアクチュエータを取り付け 外部からエネルギーを供給することで

小さな質量でも高い振動抑制性能を実現するアクティブマスダンパという装置が考えら

れてきました。しかし、マスダンパにアクチュエータを取り付けるだけでは性能は良く

なりません。取り付けたアクチュエータを効果的に制御してやらなければならないので

す。

現在、私の研究のメインはこの部分になります。今後も、より高性能で効率の良い装

置を実現することができる制御システムに関する研究を行いたいと考えています。

環境都市工学科 新任教官

助手 青木優介

私の専門は、コンクリート工学です。特に、コンクリートの乾燥収縮ひび割れ予測に

。 、 、 、 、関する研究を行ってきました 水 セメント 砂 砂利の混合物であるコンクリートは

内部の水分が乾燥することに伴い、その体積を収縮させる性質を持っています。この収

縮が、鉄筋や部材間の接合等により外的に拘束されると、コンクリートには引張応力が

導入され、しばしばひび割れが発生します。これが乾燥収縮ひび割れであり、コンクリ

ートのひび割れの中でも、最も一般的なひび割れの一つです。

ひび割れは、構造物の美観を貶めるだけでなく、コンクリートが保持すべき物質遮蔽

性を低下させることから、構造物の耐久性を劣化させる要因となります。したがって、

構造物の耐用年数を制御するためには、いつ、どこに、どのようなひび割れが発生する

のかを予測することが重要となります。例えば、コンクリートの温度応力ひび割れにつ

いては、既に合理的な予測システムが実用化されています。しかし、乾燥収縮ひび割れ

については、未だ合理的な予測システムは開発されていません。

、 、システム開発の課題は 乾燥収縮ひび割れ現象を構成するコンクリートの特性である

、 、 、コンクリート中の水分移動特性 水分－収縮の関係 クリープを含む応力－ひずみ関係

ひび割れ発生条件に関する一般的事実を明らかにし、それらを数学的に表現した材料モ

デルを構築することにあります。私はこのうち、クリープを含む応力－ひずみ関係、ひ
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び割れ発生条件に主眼を置き、これらに関する一般的事実を明らかにすることを研究の

目的としました。

研究のメインは、乾燥条件と載荷速度を系統的に変化させたコンクリートの一軸引張

試験を行い、乾燥収縮ひび割れ現象の

特徴である「乾燥と緩慢な引張載荷の

同時作用」が、応力－ひずみ関係とひ

び割れ発生条件に及ぼす影響を明らか

にしたことです。一軸引張試験につい

ては、有効な試験方法が確立されてい

なかったので、試行錯誤の末、構造物

の耐震補強に用いられる連続繊維シートを応用した試験方法を開発しました （右写真）。

他にも、コンクリートの一軸拘束収縮試験を行い、養生中の自己収縮応力の影響や部

材寸法の影響に関する検討を加えました。最後に、これらの実験結果を一般化したコン

クリートの応力－ひずみ関係とひび割れ発生条件の実験式を導出し、両式を用いた解析

により、実際に一軸拘束されたコンクリートの乾燥収縮ひび割れの発生をおおよそ予測

できることを証明しました。

本校においても、上記の研究をさらに進展させながら、他の問題について研究の視野

を広げていきたいと考えております。また、研究やその他の活動を通じて、少しでも地

域の皆様のお役に立てればと考えております。若輩者の私ですが、どうぞよろしくお願

いいたします。

連続繊維シートを応用したコンクリートの一軸引張試

験供試体（中央で破断）
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千葉日報での研究紹介記事
、 、地域共同テクノセンターでは これからも木更津高専のユニークな研究を広く紹介し

共同研究の端緒となるよう活動していきます。

（平成１４年度９月１４日付け 千葉日報）
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（２）千葉日報、平成１４年１１月５日掲載の記事
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（３）千葉日報、平成１５年１月１３日掲載の記事
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（４）千葉日報、平成１５年２月７日掲載の記事
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