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大場 司*・林信太郎**・鈴木真悟***・近藤 梓*・葛巻貴大*・緒方武幸**** 

 
Chemical analysis of rock-forming minerals at Akita University: Consistency of 

quantitative analytical results between SEM-EDX of Faculty of Education & 
Human Studies and WD-EPMA of Faculty of Engineering & Resource Science 

 
 Tsukasa Ohba*, Shintaro Hayashi**, Shingo Suzuki***, Azusa Kondo*,  

Takahiro Kuzumaki*, Takeyuki Ogata**** 
 

Abstract 
 Analytical consistency of rock-forming minerals between SEM-EDX installed at Faculty of 
Education and Human Studies and WD-EPMA at Faculty of Engineering and Resource Science were 
examined. When WD-EPMA data of natural minerals were used as standard materials, analytical results of 
EDX-SEM were consistent with that of WD-EPMA, whereas SEM-EDX analyses with pure-material 
standards produced small analytical differences. The consistency was confirmed for olivine, plagioclase, and 
pyroxenes, and their consequent stoichiometric coefficients were accurate.   
 

1. はじめに 

 1地球科学には｢地球物質科学｣と呼ばれる研究領域がある．旧

来の岩石学，鉱物学，鉱床学の総称である．秋田大学は，国内

有数の地球物質科学研究拠点の一つとして知られている．資源

学研究の一部として岩石，鉱物，鉱床が長い間継続的かつ重点

的に研究されてきたという歴史が背景にある．同時にこの分野

は，小学校，中学校（第二分野），高等学校（地学）の教科理科

と密接に関係する．そのため，教育文化学部においても地球物

質科学的研究が継続的に行われてきた．これらの背景により，

本学における地球物質科学的な研究は，しばしば学部等の組織

を超えて行われている．現在，工学資源学部と教育文化学部を

                                                  
1 2011 年 9 月 1 日 
*秋田大学工学資源学研究科地球資源学専攻, Department of 
Earth Science and Technology, Faculty of Engineering and 
Resource Science, Akita University 
**秋田大学教育文化学部人間環境課程, Program in 
Environmental and Mathematical Sciences, Faculty of 
Education and Human Studies, Akita University 
***:奥山ボーリング株式会社（地球資源学専攻前期課程修了）, 
Okuyama Boring Co., Ltd., (Graduated Master’s course of 
Graduated School of Engineering and Resource Science. 
****:秋田大学国際資源学教育研究センター, International 
Center for Research and Education on Mineral and Energy 
Resources, Akita University 

軸とした盤石の研究協力体制が整っており，教育文化学部人間

環境課程，工学資源学部地球資源学科，環境資源学研究センタ

ー，鉱業博物館が関わっている．さらに，2009 年度の設置直後

より，国際資源学教育研究センターが協力関係に参画し，中心

的な役割を担っている． 
 電子線マイクロアナライザ(electron probe microanalyser, 
略称 EPMA)は，地球物質科学に欠かせない設備である．走査

型電子顕微鏡（scanning electron microscope, 略称 SEM）に，

X 線スペクトル測定用分光器を搭載したものである．分光器に

は，波長分散型（wavelength dispersive X-ray spectrometer, 略
称 WDX またはWDS）とエネルギー分散型(energy dispersive 
X-ray spectrometer, 略称EDXまたはEDS) の二種類が用いら

れる．WDX 搭載型を EPMA，EDX 搭載型を SEM-EDX また

はSEM-EDS と呼ぶことが多い．本報告ではWDX を搭載した

ものを WD-EPMA，EDX を搭載したものを SEM-EDX，両者

を総称してEPMA と呼ぶ． 
 2009 年度に，本学教育文化学部に SEM-EDX が，同工学資

源学部地球資源学科に WD-EPMA がそれぞれ設置され，設置

直後よりともに研究教育活動に大いに活用され，その稼働率は

高い．本論文では，これら二つの装置のデータ整合性の検討結

果を報告する．この報告が装置利用者への助けになることを期

待する． 

秋田大学における造岩鉱物化学組成分析 

－教育文化学部SEM-EDXと工学資源学部WD-EPMAの定量

分析値整合性について－

研究報告 

秋田大学大学院工学資源学研究科研究報告，第32号，2011年10月
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2. 地球科学におけるEPMA分析 

 地球科学では，鉱物や天然ガラスの化学組成定量分析のため

にEPMA が用いられる．鉱物・岩石・鉱石を扱う分野では，鉱

物の定量分析に主に WD-EPMA が用いられる．一方，火山灰

層序学での火山ガラス分析には SEM-EDX が多く用いられる．

WD-EPMA は ppm オーダーの微量元素まで測定できるという

特徴がある．SEM-EDX は，短時間で多数のデータを得られる，

試料の表面状態の影響が少ない，試料のダメージが小さいとい

った特徴がある． 
 それぞれの特徴を生かして使い分けるべきであるが，その特

徴が良く理解されていないことがある．しばしばある誤解は，

EDX がWDX よりも定量性が劣り，定性分析にのみ用いられる

というものである．EDX では微量成分分析ができないこと，エ

ネルギー分解能が WDX よりも低いといった理由もあるだろう．

また，適切な標準試料測定を行わず，工場出荷時に登録されて

いる標準試料測定値を用いた場合には，良い測定結果が得られ

ない．標準試料を用いないスタンダードレス半定量分析法が開

発されたこともあり，装置製造者がユーザーに対して適切な標

準試料測定を勧めることは少なく，これも定量性に対する信頼

性を損なう原因となっているだろう．SEM-EDX は定性分析専

用と考えられがちである． 
 地球科学，特に地球物質科学分野における鉱物化学組成分析

では，主成分の化学量論係数が重要である．例えば，Mg2SiO4

（鉱物名フォルステライト）の分析を行った場合，その分析結

果はMg : Si が正確に 2 : 1 であることが要求される．そのよう

に化学量論係数が保証された上で，分析値を使った様々な議論

が可能となる．しかし，化学量論係数そのものについて議論さ

れることは少なく，一般に，それ以外の分析値が注目される．

多くの鉱物は固溶体を成し，その固溶体組成は鉱物が生成した

ときの温度，圧力，環境（熱水やマグマ）の化学組成などを反

映している．そのため固溶体組成が興味の的となることが多い． 
 例として，火山岩の主要造岩鉱物であるかんらん石について

考える．かんらん石は単純化すると Mg2SiO4（フォルステライ

ト）と F e 2 S i O 4（ファヤライト）の固溶体（以下， 
(Mg, Fe)2SiO4と表す）と見なすことができる．かんらん石の分

析を行うと，Si : (Mg + Fe) はほぼ 1 : 2 となるはずである．た

だし，天然のかんらん石には微量のCa, Mn, Ni が酸化物として

含まれている．これらを考慮すると，Si : (Mg + Fe + Ca + Mn + 
Ni) = 1 : 2 となる．EPMA 分析においては，この比が正確であ

る必要がある．かんらん石は，生成条件（周辺環境の化学組成

や酸素の存在状態）に応じて幅広く Fe とMg の比が変化する．

そのため，かんらん石のMg / Fe 比が問題となることが多い．

一方，微量成分であるCa やNi の組成もしばしば生成環境推定

などに利用される．そこで，研究の目的に応じて WD-EPMA
とSEM-EDX の使い分けを行うと良い．ある岩石中のかんらん

石のMg/Fe 比の頻度分布を調べたい場合には，多数の主成分分

析値を必要とするため，SEM-EDX の利用が効果的である．一

方，かんらん石中の Mg/Fe 比と Ni 含有量の相関関係を調べた

い場合などには，WD-EPMA が適している．これは他の鉱物で

も同様である．斜長石のNa/Ca 比のデータを多数得たい場合に

はSEM-EDX が，斜長石中のMg 含有量を正確に調べたい場合

にはWD-EPMA がそれぞれ適している． 
 このように SEM-EDX と WD-EPMA は得意分野が異なって

いるが，微量成分を除き，基本的には同じ鉱物化学組成データ

が得られるはずである．同一試料に対し，目的に応じて二つの

装置を用いることもあり得るが，その際には，装置間のデータ

整合性が保証されなければならない．我々は火山岩に含まれる

代表的な造岩鉱物に関し，工学資源学部の WD-EPMA と教育

文化学部のSEM-EDXの間でのデータ整合性の検討を行うとと

もに， SEM-EDX を用いた適切な定量分析法の検討も行った． 
 

3. 使用装置と試料 

3.1. SEM-EDX 

 用いたSEM-EDX は，教育文化学部 3 号館に設置された日本

電子株式会社製 SEM（JEOL JSM-6610LV）に Oxford 社製

EDX（INCA X-act）を装着したシステムである．SEM はW
フィラメントが用いられており，分析は高真空モードで行う．

ワーキングディスタンス（対物レンズと試料の距離：WD）は

10mm，加速電圧 15kV，測定時間 70 秒で測定を行った．電流

値については後述する．定量分析値の算出には，Windows XP
上の解析ソフトウェアに標準搭載されたφ（ρz）計算法が用い

られている．かんらん石についてはSi, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, 
Ni，斜長石についてはSi, Ti, Al, Fe, Mg, Ca, Na, K, 輝石につ

いてはSi, Ti, Al, Fe, Mn, Mg, Ca, Naを測定元素とした． 
3.2. WD-EPMA 

 検討に用いた WD-EPMA は，工学資源学部２号館（地球資

源学科棟）に設置された日本電子株式会社製 JEOL Superprobe 
JXA-8800R である．電子銃は W を用い，分光部には 3 チャン

ネル 6 分光結晶（LiF, TAP, PET）を搭載する．Unix workstation
上の EPMA コントロールソフトにより，操作，分析条件設定，

未知試料定量分析が行われる．定量値の計算には酸化物ZAF 法

を用いた．かんらん石は加速電圧 20kV，電流値は 2.5nA で測

定した．斜長石や輝石を含む一般的な珪酸塩鉱物は加速電圧

15kV，電流値は 2.0nA，ビーム径 5μm で測定した．それぞれ

の測定元素，使用した分光結晶および測定時間は Shukuno1)に

従った． 
3.3.  試料 

 検討に用いた試料は，鳥海山産の安山岩（猿穴溶岩），倶多楽

火山産灰長石単結晶，大仙市大曲西方姫神山産安山岩および尾

開山凝灰岩中の軽石である．鳥海山の安山岩については，斑晶

として含まれるかんらん石を検討対象とし，尾開山凝灰岩中の

軽石については，斑晶として含まれる斜長石と輝石，姫神山産

安山岩については斑晶の輝石をそれぞれ検討対象とした．それ
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表 1. 電流値を変動させ，同一かんらん石を繰り返し分析した結果 

ぞれ研磨薄片を作製し，教育文化学部 3 号館の炭素蒸着装置を

用い，厚さ約 20nm の炭素蒸着を行った． 
 

4．SEM-EDX分析における分析値規格化の検討 

4.1．規格化の意義 

 WD-EPMA 定量分析では，特性X 線強度から元素濃度を個別

に決定し，各元素濃度の合計がほぼ 100%に近い値であれば適

切な分析であると判断されることが多い（含水鉱物等を除く）．

そのためには照射電流を標準試料時と未知試料測定時で一定と

する必要があり，工学資源学部の WD-EPMA の場合，通常の

造岩鉱物分析では電流値を 20nA で一定にしている．教育文化

学部のSEM-EDX の場合，現在の設定では，電流値を 2.2nA に

保つことによってほぼ濃度合計が 100％に近い値となるが，装

置条件のわずかな変化によって簡単に±5％程度は変動する．電

流値を厳密にコントロールして濃度合計を 100％に近づける作

業は容易ではなく，簡便性・迅速性を重視するSEM-EDX 分析

では重荷となる．SEM-EDX による鉱物化学組成分析の場合，

微量成分分析は行わないため，各元素濃度の合計が 100％から

ずれていても，主成分の相対比率が正確であれば大きな問題は

無い．そこで，本学の SEM-EDX 鉱物分析では，濃度合計を

100％に規格化する方式を採用している．本研究では電流値の違

いがどの程度分析値に変動をもたらすかについて検討した．検

討には，鳥海山猿穴溶岩の安山岩試料に含まれるかんらん石斑

晶を用いた． 
4.2. 測定方法と結果 

 電流値を 1.1 nA, 2.2nA, 3.25nA の 3 段階に変化させ，各条件

において同一のかんらん石斑晶の 5 回繰り返し分析を行った．

標準試料としてOxford 社製標準試料セットを用い，Si, Ti, Al, 
Fe, Mn, Mg, Ca, Ni の測定を行った．その結果を表１に示す．

データは酸化物重量％で出力され，表には，出力値の他，規格

化値およびかんらん石の化学量論係数に基づく酸素数４を仮定

した場合の陽イオン数を示す．出直値の合計％は，1.1nA では

51.1- 51.7 %, 2.2nA では 102.0 – 103.7%, 3.25nA では

150.3-151.7%であった．一方，電流値が変化しても規格化値，

陽イオン数ともに大きな変化は無いようにみえる．そこで，表

2 には繰り返し分析の検討結果をまとめた． 
 分析の際にはX 線計数の統計変動に基づく分析誤差σが算出

されるが，電流値が小さい場合にはX 線強度も小さくなるため，

誤差の値が大きくなる．たとえば Si(陽イオン)のσは 1.1nA で

は 0.008, 2.2nA では 0.006, 3.25nA では 0.005 である．しかし

ながら，繰り返し測定による標準偏差は，電流値に対して系統

的ではなく，かつ十分小さい（表２. Si(O=4)の標準偏差）．電流

値の大小にかかわらず，ほぼ安定した分析値が得られていると

いえる． M2+（Mg, Fe, Mn, Ca, Ni）とMg 値[Mg / (Mg +Fe2+)
×100]についても電流値変化に伴う相違は認められなかった．

結果として，大きな電流値の変化により生分析値が±50％変動

しても，規格化分析値及び陽イオンの相対比には大きな違いが

生じないことが分かった． 
  

5.  SEM-EDXとWD-EPMA定量分析値の比較 

 SEM-EDX 分析値には電流値の変動が影響しないことが分か

ったが，分析値の変動には他の様々な要因が関係していると考

えられる．一般に表面状態や炭素蒸着の厚さが分析値の精確度

に影響するが 2)，本研究ではすべて鏡面研磨した試料に 20nm
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表 2. 繰り返し分析結果（表１）の検討結果 

表 3. WD-EPMA とSEM-EDX のかんらん石分析値の比較．分

析試料は鳥海山猿穴溶岩かんらん石． 

表 4. 斜長石の分析結果 

の炭素蒸着を施すように統一しているので，これらを考慮する

必要はない．定量補正計算（ZAF 法とφ（ρz）法）に起因す

る差はここでは検討しない．経験的に定量値は標準試料に大き

く依存することが分かっているため，ここでは主に標準試料に

よる分析値の違いに注目しながら，WD-EPMA との比較を行う． 

5.1. かんらん石 

 前章で検討を行ったかんらん石のWD-EPMA分析結果を表3
第1列に示す．WD-EPMAの分析結果が真の値とは言えないが，

（1）化学量論係数が精確であること(Si : M2+ = 1.000 : 2.000) 
と，(2)地球科学では SEM－EDX と比べて WD-EPMA 分析値

が信頼されているという二つの理由により，ここでは

WD-EPMA 分析値を真の値に近いものと仮定する．その上で

SEM-EDX 分析結果の比較を行い，WD-EPMA 分析値に近けれ

ば良好な分析結果であると見なす．表 3 第 2 列には，Oxford 製

標準試料を用いた表１の分析値全体から算出した平均組成と標

準偏差を示した．Si とM2+はそれぞれ 1.005±0.003 と 1.985±
0.006 である． 
 これらの値は，理想的な化学量論係数および WD-EPMA 分

析値とはわずかに異なっているが，地球科学的な研究で問題と

される差ではない． 一方，Mg 値は WD-EPMA では 86.92±
0.11，SEM-EDX では 85.72±0.14 と，平均値が 1 以上異なっ

ており，この差は地球科学ではしばしば無視できない． 
 そこで，この鳥海山のかんらん石をSEM-EDX の標準試料と

し，その標準値として WD-EPMA の分析値を用い，同じかん

らん石を SEM-EDX によって再度測定した（表３第３列）．た

だし，標準値として用いることができるのは含有量の高い元素

のみ（概ね 10%以上）であるため，Si, Mg, Fe についてのみこ

のかんらん石を標準試料とし，他の元素は WD-EPMA 分析に

用いたものと同じ JEOL製標準試料セットを用いた．その結果，

Si とM2+はそれぞれ 1.002±0.003 と 1.993±0.007 となり，理

想的な化学量論係数に近づいた．また，Mg 値は 87.00±0.16
であり，WD-EPMA の結果と一致していると見なせる．未知試

料と標準試料が同一組成の同一物質であれば，良好な結果が得

られるようである．一般には両装置ともに純物質を標準試料と

するが 3)，WD-EPMA 分析値を真の組成と見なしてSEM-EDX
分析の標準試料とする方法が実用的といえる．  
 
5.2. 斜長石 

 次に斜長石について検討を行った．斜長石は NaAlSi3O8（ア

ルバイト）とCaAl2Si2O8（アノーサイト）の完全固溶体である． 
ただし，Na とCa は少量のK, Fe2+, Mg と置換し，Si とAl は 
少量のTi, Fe3+と置換する．そのため，酸素数を 8 と仮定した場 

合，化学量論係数はNa + Ca + K + Fe2+ + Mg = 1（表４中のM
サイト）, Al + Si + Fe3+ + Ti = 4（表４中のT サイト）となる．

ただし，EPMA 分析では Fe3+と Fe2+の区別ができないため，

分析値は全鉄を表示する．その際，Fe3+(酸化物表示ではFe2O3)
として表現されることが多い 4)． 
 かんらん石への検討で，未知試料と標準試料が同一であれば

良好な結果が得られることが明らかとなったため，斜長石につ
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いても，WD-EPMA 分析値を標準値とし，同じ試料に対して

SEM-EDX 分析を行った．斜長石は固溶体組成が広いため，Ca
に乏しい青森県尾開山凝灰岩中の軽石の産斜長石と Ca に富む

北海道倶多楽湖産斜長石の２種類について検討した．その結果

を表４に示す． 
 化学量論係数は，T : M ＝ 4 : 1 が理想である．表４より，

SEM-EDX 分析値は WD-EPMA と同程度に理想値に近いこと

が分かる．この表では鉄を全てFe3+としているが，実際にはFe2+

も含まれていると考えられ，それによる理想値からのずれもあ

ると考えられる．しかし，鉄は微量であるため，理想値からの

ずれを基に Fe3+／Fe2+比を求めることはできない．地球科学で

はAn%[Ca/(Ca + Na + K)×100 またはCa/(Na + Ca)×100]が
問題となるが，その値も WD-EPMA と SEM-EDX 間で大きく

異なることはない．An に乏しい斜長石のずれが若干大きめだが

（0.76%），繰り返し分析による標準偏差がそのずれと同程度

(0.59%)であり，問題となる差ではない． 

図１. 輝石の分析結果．丸は WD-EPMA による分析値．十字は SEM-EDS による分析値．斜方輝石と普通輝石について検討

した．それぞれ同一の結晶に対し，両装置を用いて繰り返し分析を行っている．輝石台形上では点が集中するため，それぞれ

について上下に拡大図を示した． 
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5. 3. 輝石 

 上記のかんらん石と斜長石の測定では，未知試料と標準試料 
の化学組成と鉱物種が同一であった．実用的であるためには，

異なる組成の異なる鉱物種の分析が精確である必要がある．そ

こで，上記のかんらん石と斜長石を標準試料とし，輝石分析値

の検討を行った．Fe, Mg, Si については鳥海山のかんらん石を，

Al, Ca については倶多楽湖産斜長石を標準試料とし，他の元素

については JEOL 製標準試料を用いた．検討に用いたのは，姫

神山山安山岩中の斜方輝石と普通輝石である． 火成岩中の輝

石にはCa に富む輝石（普通輝石など）とCa に乏しい輝石（斜

方輝石，ピジョン輝石）があり，いずれも Mg2Si2O6(En), 
Fe2Si2O6(Fs), CaMgSi2O6(Di), CaFeSi2O6(Hd)の４成分の固溶

体であり，その固溶体組成は温度とマグマの組成を顕著に反映

して変化する．その組成は，一般に輝石台形を用いて表現され

る（図１）． 
 図１は，SEM-EDX と WD-EPMA を用いた姫神山産輝石の

分析結果を輝石台形にプロットしたものである．斜方輝石（台

形下部および下の三角形中のプロット）と普通輝石（台形上部

および上の三角形中のプロット）について，それぞれ同一結晶

について両装置を用いて繰り返し分析を行った．SEM-EDX の

分析値（十字）と WD-EPMA の分析値（丸）のプロット範囲

は完全に一致している．この図には示されないが，化学量論係

数も両装置とも精確であり，Si, Al 等の分析値も一致している． 
  

6. まとめと結論 

 主要な造岩鉱物であるかんらん石，斜長石，輝石について，

工学資源学部地球資源学科の WD-EPMA と教育文化学部の

SEM-EDX の間の化学分析値整合性について検討を行った．そ

の結果，適切な標準試料を用いることにより，整合的かつ精確

な分析値が得られることが分かった．未知試料と標準試料が同

一の場合に極めて確度の高い結果が得られたことから，ここで

の適切な標準試料とは，未知試料に類似した化学組成を持つ標

準物質といえる．天然のかんらん石と斜長石を標準試料とした

場合に，組成の異なる輝石でも SEM-EDX と WD-EPMA の分

析値は整合性が良いことから，広く珪酸塩造岩鉱物に応用でき

るものと考えられる．その他の主要な珪酸塩造岩鉱物として，

角閃石，黒雲母，アルカリ長石が挙げられるが，角閃石は普通

輝石に類似した鉱物なので，今回と同様の標準試料で良い結果

が得られると期待できる．黒雲母とアルカリ長石については，

主成分であるKについて適切な標準試料を用いる必要があるだ

ろう． 
 本研究では，SEM-EDX 分析値への電流値変化の影響につい

ても検討した．その結果，電流値が大きく変化しても各主要元

素の相対比には影響がないことが分かった．そのため， 教育文

化学部の SEM-EDX は，100%規格化した値を分析結果として

出力するように設定している． 
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Abstract 

This paper explores whether English language teaching and learning is natural, neutral and beneficial in Japan. The paper 
discusses English Language Teaching (ELT) practices as cultural practices. It describes how the teaching practices 
themselves represent particular visions of the world and thus make the English language classroom a site of cultural politics, 
and a place where different versions of how the world is and should be are struggled over. It did not stop, therefore, with an 
analysis of the wide cultural gaps between North American or European approaches to language teaching and those in Japan. 
Rather, we explore the understanding of these in relationship to one particular aspect of the discourse of English as an 
International Language (EIL), namely the view of English language teaching as development aid, a view which often carries 
with it an unquestioned belief in the innate superiority of Western teaching practices and the innate inferiority of local 
practices such as the practices in Japan. 

 
 

1.  Introduction 

    Due to the geographical expansion of the British Empire 

in the past and the predominance of the USA in the present, 

English has acquired the status of a world language (1). 

English is an international language in both a global and a 

local sense. An international language is one which serves 

for wider communication, used by native speakers of other 

languages, and in this sense “English is the international 

language par excellence” (2). The discourse of English as an 

International Language (EIL) is the discussion of the social, 

economic, and political ramifications of the spread of 

English throughout the world, as well as the pedagogical 

discussion of English in its various contexts of use.  

    According to Pennycook (3), the spread of English is 

largely “considered to be natural, neutral and beneficial”. 

‘Natural’ in the sense that its spread is “seen as a result of 

inevitable global forces”; ‘neutral’ from the assumption that 

“once English has in some sense become detached from its 

original cultural contexts (particularly England and 
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America), it is now a neutral and transparent medium of 

communication”; and ‘beneficial’ for those who have 

English language ability, though arguably not beneficial for 

those who have a lower level of proficiency, and cannot 

gain access to the career paths and social positions available 

to English speakers  (4).  

     It is the question of whether EIL is natural, neutral and 

beneficial or not that will be examined here, in the context 

of English in Japan. According to Kachru’s categorization 

of countries in which English is used, Japan is situated 

among the ‘Expanding Circle’ countries (5). In Kachru’s 

model, countries in which English is used are categorized 

as either ‘Inner Circle’, being countries where English is 

the native language, ‘Outer Circle’, where English is the 

second language, or ‘Expanding     Circle’ where English 

is primarily learned as a foreign language. Being in the 

‘Expanding Circle’ tells us that in the Japanese context the 

English language is a foreign language. We will begin by 

looking at the English language policy in Japan; its 

connected discourses and consider them against 

Pennycook’s “natural, neutral and beneficial” suggestion (6).  
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2. The English Language Policy in Japan 

     In the tradition of the Meiji era (1868-1912), English 

has been taught in Japan as a classical language (like 

Greek and Latin) , viewed as a source of valuable 

information and perceived as a one way channel for the 

reception of western thought, not a two-way channel 

transmitting Japanese ideas back to the world (7). In the 

post-war era, efforts towards making education more 

egalitarian encouraged the teaching of English as a set of 

formal rules to be mastered and memorised. Law (8) 

argues that these ideologies have resulted in “a set of 

teaching priorities and procedures which over time have 

become stiff and inflexible, and which now create 

considerable resistance to the introduction of new 

purposes and methods.  

     However, according to Riley(9) there have been many 

calls since the 1980s from within Japan for changes in 

the Japanese educational system in general, and in the 

teaching of English in particular. English language 

teaching in Japan traditionally has been based on a 

teacher-centred approach with the term Yakudoku used to 

describe the particular grammar-translation method 

widely employed in Japanese schools.  

     As a result of the continued calls for educational 

reform, the Japanese Ministry of Education (MOE) put 

into effect changes in the teaching of English in junior 

high schools in 1993 and high schools in 1994. The 

changes were based on a 1989 revision of MOE 

guidelines (10) and included the adding of a new high 

school subject, Oral Communication, consisting of 

courses in listening, speaking and discussion (11).  

     Then in 2002, the newly named Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science and Technology 

(MEXT) produced a document entitled “Developing a 

strategic plan to cultivate ‘Japanese with English 

abilities’” (12). The plan calls for greater emphasis to be 

placed on “the cultivation of fundamental and practical 

communication abilities”. It lays out communicative 

attainment targets for school students, which range from 

an ability to hold ‘simple conversations’ at junior high 

school level, and an ability to hold ‘normal 

conversations’ at senior high school level, to graduates 

leaving university with an ability to effectively function 

in their chosen occupational field in English (13). 

     These changes were aimed at promoting oral 

communication as the primary goal for English 

education. A term which has been commonly adopted for 

the new courses, and the new approach to English 

teaching now encouraged in Japan, is ‘communicative 

language teaching’ (CLT) (14). 

     There is an assumption inherent in the CLT method that 

the goal of students of ESL/EFL is the ability to 

communicate in English with a high proficiency. This 

simply is not true in most Outer and Expanding Circle 

contexts. In Japan, proficiency in English communication is 

just not necessary for daily life and survival in Japanese 

society (although, ironically perhaps, CLT has been 

adopted by Japanese educators). McKay notes context as 

being CLT’s biggest challenge to worldwide adoption, as 

“teachers outside of the Inner Circle […] question the 
appropriateness of the approach for their particular teaching 

context” (15). The adoption of CLT in Japan is natural in the 

sense that it was implemented by the Japanese government 

of their own free will. It is not entirely neutral, since it is a 

method developed in the Inner Circle countries rather than 

developed in Japan, although it is neutral also because it is 

only a method of teaching, and instructors still have the 

freedom to interpret it as they wish, and also use other 

methods alongside it in their classrooms. As for beneficial, 

CLT’s benefit to the student goes hand-in-hand with the 

benefits of learning English in Japan, and the language’s 

place in Japanese society and business.  For Japan as a 

whole, the focus on communicative language skills 

prepares “students to interact with the international 

community, which has obvious economic and political 

benefits” (16). English language ability is beneficial for a 

small number of Japanese, who choose to study or work 

abroad, or work in Japan in jobs which specifically require 

the use of English. For the rest, English may not necessarily 

be a benefit, but neither is it a negative ability to have.   
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3. The EFL Teachers and Culture Materials in Japan 

Since English is an international language used for 

wider international communication, it is natural to combine 

English lessons with teaching about different world cultures, 

such as where English is used as an L1 and an L2. When 

choosing culture materials for class, the teacher has a 

choice between materials based on the target culture, the 

source culture or on international culture. According to 

McKay ‘Target culture materials’ “use the culture of a 

country where English is spoken as a first language” such 

as the US, UK or Australia; ‘Source culture materials’ use 

the learners’ own culture to inspire its content; and 

‘international target culture materials’ use “a great variety 

of cultures in English- and non-English speaking countries 

around the world” (17). 

     In Japan, “textbooks have become more culturally 

diverse in content and illustrations”, covering many global 

topics and introducing students to countries and cultures 

other than those of the Inner Circle (18). This is beneficial to 

students, who will learn more about the world and the 

international contexts in which EIL is used; but “students 

may be uninterested or puzzled” by what is presented to 

them since it is unrelated to their own context, and it also 

presents a problem for teachers who, according to McKay, 

“may not have access to additional information needed to 

explain some of the cultural references” (19).  

     Furthermore, the textbooks may be based on 

international culture, but the listening materials connected 

to such textbooks are “conventionally recorded in North 

American Standard English”, creating a conflict between 

the cultural content – “a Korean boy and his Japanese host 

mother” – and language teaching, as they “are conversing 

in ‘perfect’ American English” (20). So, despite an attempt at 

neutrality in a cultural sense, ELT textbooks rely on the 

standardized forms of English, promoting Inner Circle 

varieties of the language, and grasp to the assumptions of 

the ‘superiority’ of native speakers of English.  

     Muroi (21) investigated how English textbooks used in 

Japan raise students’ social awareness by examining 

nationalities of characters that appear in ten textbooks. She 

found that there are only a few instances where non-native 

speakers of English appear in the textbooks; about 90 

percent of the characters are from Inner Circle countries. 

She also points out that there is not a proper balance in terms 

of characters’ religious and regional variation, arguing that 

more emphasis should be placed on Asian countries and 

cultures. Thus, in the Japanese EFL context, much emphasis 

is put on “native speaker” and “native culture”, and even 

though more communication in English is taking place 

between non-native speakers (22), greater attention of 

students is drawn to communication between native and 

non-native speakers. 

     However, there is also a positive attempt that tries to 

incorporate source culture information and material into 

English teaching in Japan. The newest Course of Study 

published in 2003 states that in English classes, students are 

expected to learn and produce information that is about 

Japanese culture, language, society, etc. Hyde (23) argues that 

dealing with source culture materials and information could 

be a good alternative to using target culture materials and 

information. 

     In this sense, English textbooks used in Japan contain 

well-balanced materials in terms of cultural variety. For 

instance, in the Crown English Series II published by 

Sanseido, one of the most widely used textbooks, includes 

ten passages: five are about universal topics, two are about 

Japan; two are about interculturalism; and only one passage 

is from an Inner Circle country. The two passages on 

interculturalism are about Singlish and perceptive 

differences between Eastern and Western people. Also, 

according to Sanseido’s comments on the textbook, it is 

intended to raise students’ sociolinguistic and social 

awareness by introducing culture from non-native English 

speaking community and non-native speakers of English 

from Egypt or Korea (24). 

     It can be said, therefore, that although any specific 

national guideline for culture teaching, materials, and their 

implementation is absent, MEXT clearly attempts to 

encourage interculturality and to reflect it in English 

classrooms. Also, materials used in schools are culturally 
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sensitive enough to conduct English classes interculturally. 

The last aspect that should be mentioned is English teachers, 

who actually apply and implement what has been discussed 

so far. 

     Nearly everything about English teaching – whether or 

not students will become interested in English; whether or 

not they will succeed in English learning; or whether or not 

they will be culturally and socially competent users of 

International English – is dependent upon teachers. The 

discussions so far have pointed out that the fundamental soil 

for teaching culture sensitively has already been cultivated, 

and it is waiting for teachers to plant the seeds, grow them, 

and harvest crops. In order to succeed in this long-range 

project, there is a need for teachers themselves to become 

culturally sensitive, knowing what they need to do and what 

they should not do. 

     The first point that should be mentioned is teacher’s 

qualification programs in Japan. All school teachers are 

required to have the national qualification, which can be 

acquired by taking undergraduate credits. During the teacher 

hiring process for public schools, for example, the 

undergraduate courses that applicants have taken are hardly 

taken into consideration for deciding which applicants to 

hire. As a result, one can be hired without having taken any 

course that deals with culture, such as cultural anthropology 

or sociolinguistics. Fundamental knowledge about culture 

can be learned through those academic disciplines, and are 

highly recommended to prospective teachers. 

     As for incumbent teachers, they need to recognize the 

universal aspects of human cultures. We, humans, share 

many universal values which are actually taken for granted 

and are sometimes ignored. Also, Leveridge (25) argues that 

teachers should not compare cultural differences but 

contrast them so that students do not make value judgement. 

Of course, in order for students to contrast them, teachers 

need to provide them ample and not-simplified information 

about various cultures.  

     The perceived superiority of natively spoken English is 

certainly not confined to textbooks. English teachers and 

ALTs from Western/Inner Circle countries are plentiful in 

Japanese high schools and in specialized private language 

schools across Japan. These teachers invariably bring with 

them ‘cultural baggage’ into the classroom, effectively 

cancelling out any neutrality which the English language 

may have as a standalone entity, or the arguable neutrality 

of textbooks aimed at ‘international target culture materials’.  

     According to McKay, when given a choice between a 

bilingual teacher of English (for whom English is their 

second language {L2}) and a ‘native speaker’, it is the 

latter who is “invariably… given preference” by employers 
(26). Sadly, even a qualified English teacher will often lose 

out to a completely untrained individual, simply because for 

the untrained individual English is their first language {L1}, 

their native language. In the spread of English in the 

context of Japan, cultural materials and ‘cultural baggage’ 

of ALTs in the classroom do not completely satisfy the 

‘neutral’ definition – ELT in Japan is not culturally neutral; 

and the selection of EFL teachers by schools is not ‘natural’, 

due to their preferential hiring of largely untrained native 

speakers, over bilingual teachers of English. The fact is that 

language schools can “charge more if they advertise they 

have native English speakers as teachers” (27), indicating the 

influence of the business of EIL on language teaching in 

Japan, and illustrating a lack of the ‘natural’ and ‘neutral’. 

This leads us onto the business of ELT in Japan.  

 

4. The Business of ELT in Japan 

ELT is big business around the world, with EFL/ESL being 

the “sixth highest source of invisible exports for the UK in 

1985” according to Pennycook (28), with many companies in 

the industry either teaching English, or providing the 

materials (textbooks, guides, etc.) and examinations 

(TOEFL, TOEIC, etc.) to accompany the teaching. The 

ELT market has many levels of support, such as the 

standardized examinations, which have “spawned a whole 

series of schools and publications dedicated to training 

people specifically” for scoring highly in TOEFL and 

TOEIC (29).  

     English language schools can be found almost 

everywhere in Japan, catering to high school students in 
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juku (cram school) style contexts in order to pass English 

exams, to those wishing to score highly on TOEFL/TOEIC 

examinations, as well as learners of English who have their 

own purposes and goals for study. Many hire Japanese 

people, who have the experience of learning English and of 

scoring highly in the standardized examinations as teachers. 
Many other English language schools, usually those which 

are widely recognized such as Nova, Geos and Berlitz 

schools, hire native speakers from America, Australia and 

Britain as teachers. It does not matter where from, so long 

as they are ‘native speakers’ of English, since “many 

Japanese English learners do not actually make a qualitative 

distinction between American English and British English”, 

according to Miyagi, Sato and Crump (30). These schools 

can necessarily charge more, and have a higher reputation, 

thanks to the presence of native speakers, because as 

previously mentioned language schools can charge more if 

they advertise they have native English speakers as teachers.  

     These native speakers will often be almost completely 

untrained in teaching. The same can be said of ALTs, such 

as those on the government sponsored JET program, who 

are “mostly untrained as teachers” (31). Certainly, being 

trained is not a requirement for being hired, so it is lucky 

happenstance for students who do get a trained ALT in their 

classroom.  

     The main benefit for students is the contact with a 

foreigner, which broadens their experience with people of 

other cultures. Perhaps this has been recognized by the JET 

organizers, who have in recent years been hiring ALTs 

from Outer Circle countries, such as India, which can only 

help to broaden understanding of international cultures, as 

well as recognition of other varieties of EIL rather than just 

the standardized – and idealized – varieties from Britain 

and America (32).  

     In a dynamic where Japanese people are paying to learn 

English, it cannot be said of EIL that its spread is ‘natural’, 

since it is ‘forced’ via the ‘service provider – customer’ 

relationship; nor can it be said to be ‘neutral’, since ALTs 

in the JET program and in the language schools inevitably 

bring culture into the classroom. As for ‘beneficial’, while 

there are benefits of the business of ELT, such as those 

discussed above where ALTs with other non-‘standard’ 

varieties of English are hired, and also economic benefits, 

the nature of the ‘service provider – customer’ relationship 

predisposes the spread of English to benefit one group more 

than the other (namely the English language schools over 

the students), and so does not fit Pennycook’s criteria of 

being on “a cooperative and equitable footing” (33).  

 

5. Conclusion 

     In an attempt to analyse the extent to which the spread 

and use of EIL in the Japanese context is natural, neutral 

and beneficial, we have examined the areas where Japan 

enters the EIL discourse.  

     Considering the spread of EIL to Japan as ‘natural’, to 

some extent English has spread naturally to Japan. It was 

not forced upon Japan by colonial powers, but rather 

adopted freely by Japan in order to strengthen the country’s 

global position, hence its initial spread to Japan can be seen 

like Pennycook does “as a result of inevitable global 

forces” (34), and therefore ‘natural’. On the other hand, the 

current spread of EIL in Japan is certainly not natural, 

mired as it is by the business of ELT and the inequalities 

inherent within the hiring practices – giving preference to 

untrained ‘native speakers’ over experienced bilingual 

teachers – and pressure upon high school students to learn 

English in order to pass exams, ‘forcing’ the language upon 

them.  

     With regard to the neutrality of EIL in the Japanese 

context, English is not “detached from its original cultural 

contexts”, as native speaker ALTs and target culture 

materials/textbooks bring Inner Circle culture into the 

classroom. It is very difficult, if not impossible, to 

completely divorce culture from language, so perhaps in 

any teaching context, Japan or any other country, English is 

not culturally ‘neutral’.  

     Neither is it “now a neutral and transparent medium of 

communication”, due to the appropriation of standardized 

English examination scores by companies as a means of 

selecting job applicants (35), (36). This final development 
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within the last five to ten years is alarming, not because it 

indicates the continued spread of English in Japanese 

society, but because of the conscious use of English in 

order to create divisions in society between those who have 

English proficiency and those who do not – harking back to 

the initial spread and use of English by the British Empire 

within its colonies.  

     Finally, the ‘beneficial’ nature of the spread of EIL in 

the Japanese context can be summed up by the English 

language’s role in international relations, politics and 

commerce. Repeated earlier but worth repeating again, 

English education prepares “students to interact with the 

international community, which has obvious economic and 

political benefits” (37) – the ability to communicate in 

English is a necessity in the modern globalised world.  

     For those Japanese who go on to careers that use English, 

it is beneficial to have studied the language, but for most 

Japanese who never need to use English at a high level, 

English is not so ‘beneficial’. In Japan, such as it is in many 

other contexts, the ‘beneficial’ nature of the spread of EIL 

is dependent on the individual’s proficiency in the 

language: those with a high proficiency in English can reap 

the benefits, while those with a low proficiency or no 

English ability at all are left without access to the same 

career paths and opportunities. This situation may not be so 

pronounced in Japan, with the majority of jobs and 

interactions in society requiring very little or no English, 

but with the worrying trend for companies to use English 

proficiency as a litmus test for hard work, commitment and 

other desirable employee traits, irrespective of the need for 

English in the workplace. In the future more and more may 

feel the ‘beneficial’ spread of EIL – while yet more would 

disagree with the theory of the spread of EIL as ‘beneficial’ 

in the Japanese context.  
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1. はじめに 

 欧州連合加盟 27 カ国において，人びとの所得（表 1）
が中ほどに位置するスペインは，近年，経済が急速に

悪化し，失業問題が深刻さを増している．スペイン統

計局によれば，2011 年 1月 1 日現在の人口は 47,150,819
人であり，そのうちの 12.2％に当たる 5,730,667 人がス

ペインに滞在する外国人である（2）．総人口に占める失

業者数は，2011 年第 1 四半期（1～3 月）において

4,910,200 人に昇り，失業率は 21.29％となった（2）．こ

れは先の四半期の失業率20.33％から1ポイント増加し

ており，先進国においては最も悪い水準である（2）． 

スペインには住民登録をしている滞在外国人とは別

に，不法移民が数多く滞在しているため，実際の人口  

は統計よりかなり多いこととなる．人口統計と同様に， 
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失業者数にも不法移民は加算されていないため，さら 

に多くの失業者が存在していることとなる． 

こうした状況を背景に，スペインにおいても貧困削 
減のひとつの方法としてマイクロクレジットが注目を

集め，貧困層を対象とした無担保の事業向け少額融資

が実施されている．しかしながら，ほとんどのマイク

ロクレジット機関は貧困層に少額融資の支援を提供す

るにとどまり，彼らに自信と尊厳を取り戻すための総

合的な支援を行うことができずにいる（3）．したがって，

総合的支援の際の有効な手法である貧困層の組織化の

動きもほとんど見られない（3）． 
 2009 年，スペインにおいて，社会から排除されてい

る貧困層を社会に包摂するために彼らを組織化し，融

資を含む総合的な支援を実施する，欧州連合で唯一の

取り組みが，あるマイクロクレジット機関により開始

された．それが，スペイン金融公庫基金マイクロクレ

ジット・パイロット・プロジェクト（Foundation ICO 
Microcredit Pilot Project）である． 

貧困層の社会的包摂に取り組む 

スペインのマイクロクレジット 

坪井ひろみ** 

 

Microcredit to Include the Poor among the Community in Spain 
Hiromi Tsuboi** 

Abstract 

    The Spanish National Statistics Institute reported that the total number of residents in Spain as of January 1, 2011 was 

47,150,819 inhabitants, and out of them 5,730,667 were foreign nationals, representing 12.2% of the total number 

registered. It also reported that in the first quarter of 2011, the number of unemployed persons stood up 4,910,200 and the 

unemployment rate reached 21.29% which was the highest in the European Union. Apart from the registered population, it 

is said that a large number of illegal immigrants live in Spain, looking for decent jobs.  

Under the current situation, a lot of microcredit institutions have provided the poor with small-uncollateralized loans 

to alleviate poverty. Their strategies are focused mainly on the limited financial support. In 2009, one microcredit 

institution launched upon a new project which organized the poor and adopted an integrated approach that both financial 

supports and non-financial ones were implemented. 

This paper examines how this project tries to include the poor among the community, with a focus on financial 

supports and non-financial ones. First, it provides a general overview of this project. Then, it describes the relationship 

between the project side and the project’s group members. Finally, it suggests that this project is a social business which 

contributes to social inclusion. 
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本稿は，このスペイン金融公庫基金マイクロクレジ

ット・パイロット・プロジェクトを取り上げ，まず，

プロジェクトの現状を概観する．次に，プロジェクト

の哲学，対象者，事業内容の概要を示す．さらに，調

査から明らかとなったプロジェクト実施者とプロジェ

クト参加者とのかかわりを述べる．最後に，本プロジ

ェクトが社会的企業として，貧困層の社会的包摂に寄

与していることを指摘する． 
 本プロジェクトの取り組みは，欧州連合のマスメデ

ィアによって度々取り上げられているものの，プロジ

ェクト側はプロジェクト参加者への直接的なインタビ

ューをこれまで認めていなかった．2011 年 3 月，初め

てのケースとして，筆者が現地に入ることが許された．

本稿は，その際に筆者により実施された資料収集およ

び観察に基づいている．  
 
表 1   可処分所得の平均値と中央値（2007）（1）． 
 平均値 

（€） 

平均値 

（購買力

平均） 

中央値 

（€） 

中央値 

（購買力

平均） 

ルクセンブルグ 34213 33539 29881 29292

英国 24625 22262 20954 18943

キプロス 18500 21100 15984 18230

アイルランド 26043 20978 22152 17843

オーストリア 20302 20280 18153 18133

オランダ 20753 20196 18207 17718

ドイツ 20208 19787 17707 17338

デンマーク 25113 18245 23341 16958

ベルギー 19129 18217 17563 16726

フランス 18481 17411 16563 15604

スウェーデン 19869 17101 18554 15968

フィンランド 20587 17099 18507 15372

イタリア 17213 16725 15005 14580

スペイン 13613 14753 12005 13011

スロヴェニア 10719 14388 9907 13298

ギリシャ 12126 13763 10200 11577

マルタ 9954 13714 9125 12572

ポルトガル 9918 11699 7573 8933

チェコ 6139 10098 5419 8913

エストニア 5304 8069 4447 6765

スロヴァキア 4376 7592 3971 6888

ハンガリー 4374 7369 3936 6631

リトアニア 3939 7037 3276 5854

ラトビア 4086 6823 3350 5594

ポーランド 4149 6756 3502 5704

 
2. プロジェクトの現状（4） 

スペイン金融公庫基金マイクロクレジット・パイロ

ット・プロジェクトは，2009 年，カカソル基金

（Foundation Cajasol）との共同の下，アンダルシア州

の州都セビリアにおいて開始された．このプロジェク

トは，欧州連合に数多くあるマイクロクレジット・プ

ロジェクトとは異なり，個別にリクルートした人びと

を組織し，グループ化する点に特徴がある． 
本プロジェクトの基礎となるグループの第 1 号は，

アル・アルバ基金（Foundation Al Alba）との連携によ

り 2009 年 5 月 5 日に結成された．グループメンバーは

全員が，売春を生業としている人あるいは生業として

いた人である．同時期に，ジェナス基金（Genous 
Foundation）との連携により第 2 グループが結成され，

家庭内暴力の被害に遭った女性によって構成されてい

る。その後，NGO Valdocco との連携により同州のウエ

ルバにおいて，さらに CAN 基金（Foundation CAN）と

の連携によりカタルーニャ州の州都バルセロナ，ナバ

ーラ州の州都パンプローナおよびブルラダにおいてグ

ループが結成される等，より広範囲にわたりプロジェ

クトが展開されている． 
 2011 年 3 月現在，グループ数は 12（表 2），メンバ

ー総数は 188 名であり，後述の定例カウンセリング・

ミーティングは 165 回実施されている．図 1 にプロジ

ェクトの実施地を示す． 
 

 
図 1   プロジェクト実施地（4）． 

 
 
 

 

パンプローナ 

セビリア

ウエルバ

ブルラダ 
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3. プロジェクトの概要（4） 

3.1 プロジェクトの基本的な哲学 

 本プロジェクトの取り組み姿勢の根本をなす基本的

な哲学は，バングラデシュにあるグラミン銀行の哲学

を基に，スペインにおける貧困層の状況を鑑みた上で

編み出された．基本的な哲学は以下の通りである． 
（1）プロジェクトの目指すところは，事業そのものの

利益の最大化より，貧しい人びとの福祉の最大化で

ある． 
（2）プロジェクトの対象者として，社会的および金融

的に排除されている最も貧しい人びとに焦点を当て

る．なかでも，零細規模の自営業者より，社会との

積極的なかかわりをもつことができず，基礎的な技

術を身につけていない人びとを優先する． 
（3）プロジェクトの事業内容として，金融支援および

非金融支援を並行して実施するものの，非金融支援

（定例カウンセリング・ミーティング，ワークショ

ップ，社会訓練，職業訓練等）をより重要視する． 
（4）すべての人びとには生得的な能力があるという信

念のもと，プロジェクトが提供する少額融資を，貧

しい人びとが自分自身の人生に責任をもち，率先し

て自らの能力を開花させる手段となるものであると

捉える． 
（5）融資に際しては，相互信頼関係に重きを置くため，

担保および保証人を必要としない． 
3.2 プロジェクトの対象者 
本プロジェクトは，スペインの社会において底辺に

位置する人びとを対象とする．彼らの多くは，自発的

に何かを行おうとする意志が弱く，自尊心も失いかけ

ている状況にある．社会的，経済的，金融的に疎外さ

れており，通常の銀行にアクセスできない，あるいは

極めて弱い人的ネットワークしかもたないという脆弱

な立場に置かれている．具体的には以下のような人び

とである。 
（1）ドメスティック・バイオレンスの女性被害者 
（2）長期にわたり職がなく，基本的な技術を身につ

けていない人 
（3）わずかな時間だけ低賃金で働いている人 
（4）一時的にシェルターに身を寄せている人 
（5）在留資格のある移民および不法移民．とりわけ，

社会的，文化的にスペインの社会に馴染むことが難

しい人 
（6）母子家庭 
（7）売春婦 
（8）ロマ人 
（9）元受刑者 
（10）手間職人 
3.3 プロジェクトの事業内容 

 本プロジェクトの事業内容は，金融支援および非金

融支援の 2 つに分類される． 
3.3.1 金融支援 

 金融支援として，メンバー個人に少額融資を提供す

る．少額融資には信用ローン，個人ローン，自営業者

ローンの 3 種類がある．これらのローンの概要を表 3
に整理する．なお，表 3 に記載されている利子率は，

商業銀行の年利（6～8％）よりも低く設定されている．  
融資の手続きとしては，まず，融資を希望するメン

バーは定例カウンセリング・ミーティングの場におい

てその旨を話す．融資に際し，融資希望メンバーは担

保も保証人も求められない．その替わりとして，グル

ープメンバーの同意が必要とされる．同意を得た後に，

プロジェクト担当者およびアドバイザー（グラミン銀

行から派遣された経験豊富な行員）による融資に関す

る審査が行われる．審査に通った時点で，当該メンバ

ーは正式な融資申請書類を作成し，プロジェクト側に

それを提出する．自営業者ローンを希望するメンバー

は，別途事業計画書の提出が求められる．事業計画書

は，プロジェクト担当者および連携 NGO の支援によ

り作成される． 
融資の手続きは通常 15 日で完了する．その間に融資

を申請したメンバーは全員，特定の銀行に口座を開設

しなければならない．融資額はこの口座に振り込まれ

る．（欧州連合加盟 15 カ国（ベルギー，フランス，オ

ーストリア，デンマーク，アイルランド，ポルトガル，

ドイツ，イタリア，フィンランド，ギリシャ，ルクセ

ンブルク，スウェーデン，スペイン，オランダ，英国）

においては成人の 10 人に 2 人が，欧州連合加盟 10 カ

国（チェコ，キプロス，エストニア，ハンガリー，ラ

トビア，リトアニア，マルタ，ポーランド，スロヴェ

ニア，スロヴァキア）においては半数（47％）が銀行

口座をもっていない（5）．本プロジェクトは銀行口座開

設支援という側面を併せ持っている）．2011 年 3 月 23

表 2   プロジェクトのグループ数（4）． 
アンダルシア州  セビリア 5 
アンダルシア州  ウエルバ 1 
カタールニャ州  バルセロナ 3 
ナバーラ州    パンプローナ 2 
ナバーラ州    ブルラダ 1 
計 12 
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日現在，61 件の融資があり（表 4），平均融資額は 1,120
ユーロ，返済率は 98.25％である． 
 
表 3   3 種類の少額ローン（4）． 
 信用 

ローン 
個人 
ローン 

自営業者 
ローン 

融資の 
目的 

緊急に資金

が必要とな

った場合 

緊急時以外

の個人的な 
使途のため 

自営業を開

始するため

 
融資の 
上限 

600 
ユーロ 

300～3,000
ユーロ 

15,000 
ユーロ 

融資の 
返済方法 

毎月払い 
支払日は借

り手が決定 

毎月払い 
支払日は借

り手が決定 

毎月払い 
支払日は借

り手が決定

融資の 
返済期間 

最長 1 年 最長 2 年 
 

支払猶予期

間 6 カ月を

含む最長 5
年 

利子率 年利 4.5％ 年利 4.5％ 年利 4.5％
融資の 
使途例 
 
 
 

銀行口座開

設費用，在

留資格申請

費用 

冷蔵庫，テ

レビ，コン

ピ ュ ー タ

ー，家具，

ミシンの購

入費用 

パンおよび

ケーキの製

造・販売の

ための資金

（図 2 参

照） 
 

 

図 2   自営業者ローンでパンとケーキを製造・販売す

るビジネスを行っている女性とそれを手伝う夫と娘． 
 
 
 
 
 

表 4   融資の件数（4）． 
信用ローン 19 
個人ローン 26 
自営業者ローン 16 
計 61 

 
 
3.3.2 非金融支援 

 非金融支援として，定例カウンセリング・ミーティ

ング，ワークショップおよび講習会，社会訓練および

職業訓練の 3 種類の支援がある． 
 第 1 の定例カウンセリング・ミーティングは，社会

的包摂を促進するための根幹を成すものであり，2 週

に 1 度の割合で定時に開催される．プロジェクト担当

者は，①プロジェクトの哲学をメンバーに繰り返し説

明し，メンバー自身が置かれている立場に気付かせ，

そこから脱却するように促す，②メンバー間の信頼関

係構築を促進する，③メンバーが相互に支え合う関係

となるように支援する，④メンバーが自信と尊厳を取

り戻せるようにサポートする，⑤メンバーが抱える問

題およびニーズを把握し，適切な解決方法を見出す，

といった内容を定例カウンセリング・ミーティングに

おいて実施している． 
メンバーはこのミーティングに出席することを義務

付けられている．会場は本プロジェクトの連携機関に

より提供され，この場においてメンバーは，①顔見知

りとなり友達をつくる，②グループ長を互選により定

める，③悩み事を話し合う，④専門家による講和を受

講する，⑤融資を申し出る，といったことを行ってい

る． 
 第 2 のワークショップおよび講習会は，各グループ

のニーズを反映した内容となっている．主なテーマと

して，自営業，市民権，住民登録，労働者の権利，家

計，金融，応急手当，経理，銀行口座とクレジットカ

ード等が挙げられる． 
 第 3 の社会訓練および職業訓練は，連携機関により

メンバーに提供されている．メンバーが一緒に行う娯

楽を兼ねた社会訓練，簡単な経理を習得するための職

業訓練等，どれもがそれぞれのグループのニーズに応

えるものである． 
 
4. グループメンバーとプロジェクトとのかかわり 

 ここでは，2011 年 3 月に行った筆者による調査から，

グループメンバーとプロジェクトがどのようなかかわ

りを築いているかについて，6 つのグループにおける 
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定例カウンセリング・ミーティングの様子および 1 件

の融資審査の模様を述べる． 
4.1 定例カウンセリング・ミーティング 

 先に示したように，定例カウンセリング・ミーティ

ングは社会の底辺に暮らす人びとの社会的包摂を促進

するうえで，最も重要なグループ活動として位置づけ

られている．グループは，連携機関からの働きかけに

より主として見知らぬ人同士で結成され，1 グループ

の人数を 20 人程度としている．ミーティング時間は概

ね 1 時間である．下記の 4.1.1～4.1.5 のグループはセビ

リアにおいて，4.1.6 のグループはウエルバにおいて活

動している（表 1，図 1 参照）． 
4.1.1 売春婦・元売春婦グループの定例カウンセリン

グ・ミーティング 

 連携機関であるアル・アルバ基金が提供する集会所

において開催されたミーティングには，18 人の女性た

ちが定刻の 16 時 30 分に集合した．彼女たちは売春を

生業としている，あるいは生業としていた人びとであ

る．彼女たちの出身国はナイジェリア，カメルーン，

ベネズエラ，コロンビア，イエメン，セネガル，スペ

インと多様である．2 人のメンバーが幼い子どもを連

れていた．グループ長はベネズエラ出身の女性（戸籍

上は男性）であり，彼女はグループの全員に近況を話

すように促していた． 
その後，特別講師として招かれた弁護士による，市

民権を取得するための手続きに関する講話があった．

講話内容は，不法移民である大半のグループメンバー

にとっての大きな関心事であった．プロジェクト側が

120 ユーロの講師料を払い，この講話を実施した（図 3）． 
 

 
図 3   弁護士による講話に聞き入る売春婦・元売春婦

の女性たち． 
 
 
 

4.1.2 女性グループの定例カウンセリング・ミーティ

ング 

 定刻の 18 時 30 分に 13 人の女性たちが集まり，ミ

ーティングが開始された．ここは連携機関である

NGO Sevilla Acoje が提供した集会の場である． 
当日の話題は，メンバーのナイジェリア人女性が

親の手術代を母国に送金する必要に迫られたため

1,000 ユーロの融資を希望しており，グループメンバ

ーが彼女の融資申請に同意するか否かというもので

あった．現在，彼女は小さな店を経営しており，そ

こからの収益でなんとか返済できる見込みであるこ

とが説明され，その後，グループ長の女性がメンバ

ーの意向を聞き，全員から同意を取り付けた．帰り

際に，全員が交通費として 5 ユーロを受け取ってい

た． 
4.1.3 セネガル人男性グループの定例カウンセリン

グ・ミーティング 

 上述（4.1.2）の女性グループと入れ替わりに，セネ

ガル人男性が 15 人集合した．当日の話題は，もっぱら

東日本大震災についてであった．1 時間のミーティン

グ後の 20 時 30 分から，飲み物とクッキーを囲んでの

茶話会が始まった．これは，一人ひとりがばらばらだ

った彼らをまとめる意図で計画されたものである． 
 彼らは，これまでに行政からも他の NGO 等からも

サポートを一切受けていなかった．スペインの社会に

おいて友だちをつくることも難しく，社会の一員とし

ての振舞い方を学ぶ機会にもまったく恵まれていなか

った．プロジェクト担当者はこうした現状を改善する

ために，茶話会のみならず，グループの絆を一層強く

するための社会見学として，バスケットボールの観戦

を企画した．人数分のチケットが購入され，次週，彼

らはスタジアムに行く予定である． 
4.1.4 14 カ国の出身者から成る男女混合グループの

定例カウンセリング・ミーティング 

 赤十字社との連携により結成されたこのグループは

17人から構成され，出身国はコロンビア，ルーマニア，

エクアドル，マリ，モロッコ，アルジェリア，ナイジ

ェリア，スペイン等，14 カ国に及ぶ．かなりのメンバ

ーが赤十字社の提供する住宅で暮らしている． 
ミーティングは 17 時に始まり，中心的な話題は新た

に加わったコロンビア人女性とエクアドル人女性をグ

ループメンバーに紹介することであった．2 人の女性

は，メンバー紹介とグループ活動の説明を受けた後，

融資に大きな関心を示していた．グループ長のアルジ

ェリア出身の女性が，融資よりもグループ内で友だち

をつくりことの重要性を説いていた．ミーティングが
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終了する少し前に，全員に交通費として 5 ユーロが

支給された． 
4.1.5 ドメスティック・バイオレンスの被害女性グル

ープの定例カウンセリング・ミーティング 

 ジェナス基金との連携により結成されたこのグルー

プの集会には，ドメスティック・バイオレンスにより

心身ともに深く傷ついた 9人の女性たちが 19時に集ま

った．彼女たちは着飾り，敢えて陽気に振る舞ってい

た．ブラジル出身の女性が被害に遭った経験を語り始

めると場は静かになり，他の女性たちが話を黙って聞

いていた．話の終盤に差し掛かると，彼女は自身が作

ったデコレーションケーキの写真を取り出し，今後は

ケーキづくりで自活すると決意を述べた． 
 その後，グループ長の選出があった．皆で話し合い，

サンドイッチとケーキを製造・販売している女性が選

ばれた．彼女は夫からの暴力により数カ月も入院を余

儀なくされた経験をもつ．離婚が成立した現在は，女

性と生活を共にしている．このグループにも，交通費

の 5 ユーロが手渡された（図 4）． 
 

 
図 4   グループ長を選出しているドメスティック・バ

イオレンスの被害女性たち． 
 
4.1.6 3 カ国の出身者から成る男女混合グループの

定例カウンセリング・ミーティング 

 連携機関である NGO Valdocco に案内されて行った

先は，レストランであった．通常は NGO が用意した

集会場においてミーティングが開催されている．レス

トランが選ばれた理由は，他の多くの人びととの交流

をより深める機会を提供するためである．プロジェク

ト担当者は，食事を共にする意味は栄養摂取にとどま

らないという認識のもと，年に数回こうした行事を実

施している． 
 14 時 30 分から始まった食事会には，元受刑者，不

法移民，元ドラッグ常習者，ロマ人等の 16～65 歳の男

女 13 人が集まった．彼らの国籍はセネガル，モロッコ，

そしてスペインである．このなかの 4 人は平均 1,000
ユーロの融資を受けている．使途は，歯の治療費，家

の修理費，フラメンコの衣装を作るための生地購入費

等である．この地域には多くのロマ人が暮らしており，

フラメンコの衣装は良く売れる商品の一つである． 
 グループ長は 2 年半の刑期を終えた男性である．彼

は 6 年の刑期を終えた妻と共に食事会を取り仕切って

いた．彼らがミーティングを欠席したことは 1 度もな

く，他のメンバーと打ち解ける努力をしていることが

見て取れた．グループ長が近況を話すように促し，参

加者全員が語った．こうしたことは毎回実施されてお

り，人前で話す訓練を兼ねるものである．食事会は 2
時間続き，ここでも交通費 5 ユーロが最後に手渡され

た（図 5）． 
 

 
図 5   元受刑者，不法移民，元ドラッグ常習者，ロマ

人等，多様な背景をもつ人びとが一堂に会した食事会． 
 
4.2 融資の審査 
 プロジェクト担当者は融資希望者の生活状況を把握

するため，必ず住まいを訪ねている． 
今回の融資希望者は，4.1.2 で示したミーティングに

参加していたマミヤさんである．彼女はセネガル出身

の 35 歳で，19 歳を筆頭に 4 人の子どもをもつ母親で

ある．5 年程前に単身でスペインに不法に入国し，メ

イドをしながら 3 年を費やして市民権を得た．その後，

メイドは不要という理由で解雇されたために一旦は帰

国したものの，3 人の子どもたちを母国に残し，生後 2
カ月になる娘だけを連れて，再びスペインに戻ってき

た． 
彼女は 1 カ月前から，ある NGO がシェルターとし

て借り上げた高層アパートの 1 室に住んでいる．そこ

には 3 つの部屋と台所，バス，トイレ等があり，3 部

屋はロシア人男性，エクアドル人男性そして彼女の 3
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人にそれぞれ提供されている．台所，バス，トイレ等

は共同使用である． 
彼女は NGO から毎月 200 ユーロの支給を受けてお

り，シェルターに住んでいる間はその支給が続く．し

かしながら，シェルター入居期間は残り 5 カ月である

ため，その後の生活の備えとして，娘を抱きかかえな

がら路上で財布等を販売している． 
彼女はより多くの収入を得るために品ぞろえを充実

させたいと考え，商品の仕入れ資金として 600 ユーロ

の融資を希望した．プロジェクト担当者は彼女に対し

インタビュー審査を実施し，その結果，融資が決定と

なった．次回の定例カウンセリング・ミーティングの

場において，彼女は資金を手にする予定である（図 6）． 
 

 
図 6   融資の審査を受けているマミヤさんと生後 2 カ 
月の娘． 
 

5. おわりに 

 本稿は，緒に就いたばかりのスペイン金融公庫基金

マイクロクレジット・パイロット・プロジェクトが社

会的企業として，貧困と社会的排除という問題を抱え

ている人びとをどのように組織化し，どのように社会

に包摂しようとするのか，その過程を金融的側面と非

金融的側面から筆者の調査に基づき明らかにした． 
本稿が示した社会的包摂過程は，社会的弱者の労働

と社会的包摂という観点から（6）欧州連合加盟各国が目

指す雇用重視の社会的包摂政策（7）より複線的に，社会

から排除されている貧しい人びとを社会に組み込む一

助となっていることを示唆している．また，欧州連合

加盟 27 カ国の企業（金融サービス分野，農業，行政お

よび非営利機関のサービスを除く）のうち 92％は雇用

者数が 10 人未満の零細企業であり，これら零細企業は

27 カ国において 30％（自営業者を含む）を雇用し，ス

ペインにおいてはおよそ 40％（27 カ国のなかで 6 番目

に高い）である（8）（表 5）ということは，スペインに

おけるマイクロクレジットの潜在的ニーズの大きさを

示唆するものである． 
 
表 5   欧州連合加盟 27 カ国における企業数，雇用

者数，雇用率（2005）（8）． 
 
 
 
 

 

（千） 

全企業に占める 

雇用率   （％）

企業数＊

 
雇用者数 零細企業

(1--9 人)

小企業

(10-49 人)

EU27 19647 126700 29.6 20.6

ギリシャ 821 2492 56.5 15.8

イタリア 3822 14987 47.1 21.7

ポルトガル 850 3276 42.7 22.9

キプロス 43 211 40.2 25.4

ポーランド 1407 7576 39.2 12.0

スペイン 2545 13387 38.6 25.7

ハンガリー 557 2520 35.8 18.9

チェコ 880 3573 31.8 18.4

ベルギー 396 2407 29.8 21.2

オランダ 494 4679 29.2 21.1

ブルガリア 240 1816 28.4 22.0

スロヴェニア 89 572 28.2 17.8

オーストリア 274 2367 25.2 23.3

スウェーデン 524 2638 24.9 20.4

ラトビア 62 623 24.0 26.2

フランス 2279 14388 23.9 21.0

エストニア 38 397 23.5 28.0

フィンランド 190 1230 22.1 18.5

アイルランド 86 975 21.5 21.9

英国 1589 11811 21.4 17.7

リトアニア 107 875 20.8 25.6

25.3デンマーク 202 1714 20.2

ルーマニア 412 4038 20.1 18.5

ルクセンブルグ 23 205 20.0 24.9

ドイツ 1665 20672 18.9 22.1

スロヴァキア 42 929 13.0 17.5

マルタ － － － －

＊ 金融サービス分野，農業，行政および非営利機関のサービスを

除く 

 

現在，本プロジェクトは欧州連合において唯一貧困

層を組織化するマイクロクレジット機関である．貧困

層の組織化を可能にしているのは，グラミン銀行の哲

学とノウハウを取り入れていることに大きく起因する
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と考えられる．今後，社会的包摂に取り組む本プロジ

ェクトには，①社会がもつ価値観，道徳観を受容する

といった文化的側面，②経済的に自立するといった経

済的側面，③社会に溶け込んで暮らすことを容易にす

るための友人，隣人とのネットワーク構築といった社

会的側面，④場合によっては法的あるいは政治的擁護

といった側面からの支援の一層の充実が期待される． 
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研究報告

鋼板挿入集成材梁のせん断補正係数の推定方法についての検討

大黒屋 信英 ∗ ・川原 将 ∗ ・後藤 文彦 ∗∗ ・長谷部 薫 ∗∗

Consideration about estimation methods of shear coefficient for
steel-plate-inserted glulam beams

Masahide Daikokuya∗, Masashi Kawahara∗, Humihiko Gotou∗∗, Kaoru Hasebe∗∗

Abstract
Shear stiffness of glulam beams is very small compared with it’s bending stiffness. While hybridization of

glulam beams by inserted steel plates improve the bending stiffness, it does not so improve the shear stiffness.

As a result ratio of shear deformation to bending deformation is greater in the steel-plate-inserted glulam

beams than even in glulam-only beams. Therefore it is very important to estimate shear coefficient for the

steel-plate-inserted glulam beams. In this study we analytically, numerically and experimentally estimate the

shear coefficient of the aluminum-plate-inserted acrylic beams instead of steel-plate-inserted glulam beams,

since we can easily know the shear modulus for the isotropic materials aluminum and acrylic. We discuss the

validity and accuracy of each estimation method.

1 まえがき

集成材はせん断剛性が小さい材料で，例えば面内曲げに

よるせん断変形に対するせん断弾性係数は面外曲げヤン

グ率の 1/12 ∼ 1/16 程度 (1) である．近年，集成材に鋼

板を挿入して補強したハイブリッド型の車道橋も作られ

るようになってきたが，このような鋼板挿入集成材梁では

曲げ剛性は大きく改善されるものの，せん断剛性はそれほ

ど改善されない．その結果，曲げ変形に対するせん断変形

の比率は，集成材のみの梁よりもむしろ大きくなってしま

い，条件によってはせん断破壊の危険性が高くなる場合も

あり得る．よって，鋼板挿入集成材梁では，せん断変形の

程度をティモシェンコ梁理論などで見積もることが重要

となるが，そのためには，鋼板挿入された合成断面に対し

てせん断補正係数が適切に算定される必要がある．せん

断補正係数は，等方性材料に対しては 3次元弾性論から解

析的に導くことができるが，集成材などの異方性材料や鋼

板と集成材の合成断面に対して解析的に導くのは簡単で

はない．これまでに著者らは，文献 (2) では，鋼板のヤン

グ率を木材に換算した寸法や断面定数を用いて断面 1 次

関数を積分することで合成断面のせん断補正係数を算定

したり，文献 (3),(4),(5) では，立体要素でモデル化した有

2011年 7月 22日受理
∗ 株式会社　長大，CHODAI CO., LTD.
∗∗ 秋田大学 大学院工学資源学研究科，Graduate School of

Engineering and Resource Science, Akita University

限要素解の荷重とたわみの関係から異方性材料のせん断

補正係数を逆算するといったことを試みてきた．せん断

補正係数はせん断剛性を補正する値であるが，集成材では

せん断弾性係数の測定がせん断補正係数の値に左右され

るため (6),(1)，各種の方法で算定されたせん断補正係数自

体の妥当性をせん断弾性係数の妥当性から独立に判断す

ることが難しい．

そこで本研究では，せん断弾性係数がせん断補正係数に

左右されずに引張試験から測定できる等方性材料 (アルミ

とアクリル)を組み合わせた合成梁のモデルに対して，各

種の方法でせん断補正係数を求めて比較し，それぞれの方

法の妥当性について考察する．

2 解析モデル

板厚 5mm および 1mm のアクリル板と板厚 1mm の

アルミ板を組み合わせて，図 1 のような幅 11mm× 桁高
30mm×梁長 600mm のアルミ板挿入アクリル梁 3種と，

アクリルのみの梁 1 種を作成する．上下に鉛直に挿入さ

れたアルミ板の深さは，桁高の 20%(6mm) ずつのもの，

40%(12mm) ずつのもの，上から下まで突き抜けている

50% のものの 3 種である．アクリルどうしの接着にはア

クリルサンデー接着剤 (成分: 二酸化メチレン)を用い，ア

クリルとアルミの接着には，セメダイン ハイスーパー 30

(成分: A剤: エポキシ樹脂，B剤: ポリチオール) を用い

る．なお，解析上は接着剤層は考慮しない．

引張試験を行ったところ，アクリル板のヤング率は

3.14GPa, ポアソン比は 0.470であり，アルミ板のヤング

率は 73.2GPa, ポアソン比は 0.327である．
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２．解析モデル
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図 1 解析モデル．

3 せん断補正係数

中央に集中荷重 P を受ける単純支持梁の中央のたわみ

v は，ティモシェンコ梁理論では，次式のように表される
(7),(6)．

v =
Pℓ3

48EI
+

Pℓ

4kGA
(1)

ここに，ℓは梁の軸長，E はヤング率，I は断面 2次モー

メント，kはせん断補正係数，Gはせん断弾性係数，Aは

断面積である．さて，集成材梁に鋼板を挿入して補剛され

た合成断面の場合，補剛される側の相対的にやわらかい材

料の諸元に添字 w を，補剛する側の相対的に固い材料の諸

元に添字 s をつけて表すことにすると，合成断面としての

曲げ剛性 EI は，EwIw+EsIsのようにそれぞれの材料部

分の曲げ剛性の和として表せるが，せん断剛性GAは，そ

れぞれの材料部分の和としては表せない．立体要素を用

いた有限要素解析 (4) と比較した考察から，鋼板挿入集成

材梁のせん断剛性は，挿入鋼板が極端に深くない限りは，

集成材部分と鋼板部分のせん断剛性の和 (GwAw +GsAs)

よりも，集成材のみの梁としたせん断剛性 (GwA)に近い

ことが分かっている．つまり，これは，鋼板挿入によって

EI の方は大きくなるのに対して，GAの方はあまり大き

くならないということを意味しており，たわみ vに占める

せん断項の割合が補剛のせいでむしろ大きくなることを

示している．

せん断補正係数 k の値は，せん断剛性 GA をどのよう

に定義するかに依存するので，ここではティモシェンコ梁

理論による合成梁のたわみの式において，せん断剛性を

GwAとした場合のせん断補正係数 kw と，GwAw+GsAs

とした場合のせん断補正係数 kn とを次式のように定義し

ておく．

kw =
Pℓ

4(GwA){v − Pℓ3

48(EwIw + EsIs)
}

(2)

kn =
Pℓ

4(GwAw +GsAs){v −
Pℓ3

48(EwIw + EsIs)
}
(3)

4 換算断面諸元からの算定

等方性材料からなる開断面部材のせん断補正係数は，次

式で与えられる (7)．

k =
t2I2

A
∫
A
Q(y)2dA

(4)

ここに，t は部材板厚 (ここでは桁幅)，Q(y) は Q(y) =∫ y

ye
ytdy で定義される断面 1 次関数で，ye は図心を通る

水平軸から桁縁部までの距離である．

ts
b

y

h 2

y w
h
s

x

図 2 鋼板挿入断面．

この式を用いて，図 2のような鋼板挿入集成材梁のせん

断補正係数を求めてみる．集成材に対する鋼板のヤング

率の比率を n = Es

Ew
とおき，集成材換算断面 2 次モーメ

ントを次式で定義する．

In =
EwIw + EsIs

Ew
= Iw + nIs (5)

また、集成材換算断面積を次式で定義する．

An =
EwAw + EsAs

Ew
= Aw + nAs (6)

上式を次式のように書き換えることで，鋼板が挿入されて

いる部分の集成材換算幅 bn を定義する．

An =
Ew(b− ts)hs + Estshs

Ew
(7)

= {(b− ts) + nts}hs

= bnhs

３．せん断補正係数

４．換算断面諸元からの算定
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桁上部の鋼板挿入部分 (−h
2 < y < −yw) の断面 1次関数

Qs(y)は次式で与えられる．

Qs(y) =

∫ y

−h
2

ybndy (8)

= bn[
y2

2
]y−h

2

=
bn
2
(y2 − h2

4
)

図心 (y = 0)よりも桁上部 (−yw < y < 0)の鋼板のない

部分の断面 1次関数 Qw(y)は次式で与えられる．

Qw(y) = Qs(−yw) +

∫ y

−yw

ybdy (9)

=
bn
2
(y2w − h2

4
) +

b

2
(y2 − y2w)

合成断面のせん断補正係数を次式で与える．

k =
b2I2n

Ā
∫
A
Q(y)2dA

(10)

=
b2I2n

2Ā(
∫ −yw

−h
2

Q2
s(y)b̄dy +

∫ 0

−yw
Qw(y)2bdy)

Āと b̄をどのように設定するかは，合成断面の考え方で変

わってくるが，ここでは，Āに An, Aw, Aのいずれかを，

b̄に bn または b − ts を代入して値を比較してみる．この

bn = b− ts というのは，式 (10)の積分項において，挿入

鋼板を無視した場合に相当する．式 (10)の断面 1次関数

の積分の具体的な結果を以下に記しておく．

∫ −yw

−h
2

Q2
s(y)b̄dy =

b2nb̄

4
(−y5w

5
+

h2

6
y3w − h4

16
yw +

h5

60
)

∫ 0

−yw

Qw(y)
2bdy =

b2nb

4
(y5w − h2

2
y3w +

h4

16
yw)

− bnb
2

3
(y2w − h2

4
)y3w +

2

15
b3y5w (11)

図のアルミ板挿入アクリル梁の諸元に対して，式 (10)か

ら求めたせん断補正係数を表 1に示す．

表 1 せん断補正係数 (括弧内は逆数)．

hs

h (%)

b̄ Ā 0 20 40 50

An 0.833 0.360 0.138 0.0909

(1.20) (2.78) (7.24) (11.0)

Aw 0.833 0.677 0.391 0.303

bn (1.20) (1.48) (2.56) (3.30)

A 0.833 0.653 0.362 0.275

(1.20) (1.53) (2.76) (3.63)

Ew = Es 0.833 0.833 0.833 0.833

(An = A) (1.20) (1.20) (1.20) (1.20)

An 0.833 0.484 0.338 0.303

(1.20) (2.05) (2.96) (3.30)

Aw 0.833 0.919 0.957 1.01

b− ts (1.20) (1.09) (1.05) (0.992)

A 0.833 0.885 0.887 0.917

(1.20) (1.13) (1.13) (1.09)

Ew = Es 0.833 0.842 0.884 0.917

(An = A) (1.20) (1.19) (1.13) (1.09)

アルミ板深さ hs

h が 0 つまり単一材料の場合，b̄ と Ā

に何を用いてもせん断補正係数は 5
6 = 0.833 となる．

b̄ = bn の場合，アルミ板とアクリルのヤング率を等しく

すれば，アルミ板の深さにかかわらず，せん断補正係数

は 5
6 = 0.833となる．ちなみに文献 (2) では，挿入鋼板部

のせん断応力とひずみは小さく無視できるという理由で

b̄ = b− ts を用い，Āには An を用いている．b̄ = bn を用

いた場合は，Āに An, Aw, Aのいずれを用いてもアルミ

板の挿入深さが深くなるほどせん断補正係数は小さくな

るのに対して，b̄ = b− ts を用いた場合は，Āを Aw また

は A とするとアルミ板の挿入深さが深くなるほどせん断

補正係数が大きくなっている．

5 実験からの算定

2 章の解析モデルを作成し，図 3 のように中央集中荷

重を受ける単純梁として 3 点曲げ試験を行う．スパンは

45cm, 50cm, 55cmの 3ケースとし，挿入アルミ板の深さ

が 0%, 20%, 40%, 50%のそれぞれのモデルに対して，最

大荷重 102N まで重りを載荷して中央部のたわみを測定

する．実験から得られた荷重 P とたわみ v を式 (2)と式

(3) に代入して求まるせん断補正係数 kw と kn を表 2 に

示す．

５．実験からの算定
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図 3 3点曲げ試験．

表 2 せん断補正係数．

hs

h (%)

スパン (cm) 0 20 40 50

45 0.128 0.438 0.346 0.436

kw 50 0.165 0.299 0.291 0.562

55 0.0716 0.508 0.146 0.450

45 0.128 0.234 0.127 0.137

kn 50 0.165 0.160 0.106 0.176

55 0.0716 0.271 0.0535 0.141

いずれの値も 5
6 よりもかなり小さめに算定されている．

スパンの大小やアルミ板深さに対して，単調な増減の関係

が特に認められないので，誤差によるばらつきが大きいも

のと思われる．断面定数などは製作誤差を含めた実寸寸

法から求めたが，すべての値が一律に低めだということ

は，材料定数の測定誤差が反映されているせいかも知れ

ない．

6 有限要素法からの算定

ここでは，解析モデルの梁を 8節点アイソパラメトリッ

ク直方体要素を用いてモデル化して，有限要素解析により

曲げ解析を行い，得られた荷重とたわみを式 (2), 式 (3) に

代入することで (3),(4) せん断補正係数 kw, kn を求める．

解析には，GPLライセンスのフリーの有限要素解析ツー

ル CalculiX(8) を用いて文献 (9),(5) と同様に，対称条件か

ら単純梁の 1
4 を取り出した図 4 のような片持ち梁を解い

ている．境界条件は，固定端断面 (xy 面）上にある節点

の z 方向変位を拘束，固定端 x軸上にある節点の y 方向

変位を拘束，対称面（yz 面）上にある節点の x 方向変位

を拘束する．載荷は，中央集中荷重 P を受ける単純梁の

支点反力の半分 P
4 を

1
4 梁の自由端に分散させて載荷する

ものとする (9)．

まず，それぞれの梁がどの程度のせん断変形を生じる

かを確認するため，式 (1)のせん断項を無視した初等梁の

x

y

z
b
2

h

ℓ
2

O

図 4 有限要素モデル．

たわみに対する有限要素解のたわみの相対誤差を図 5 に

示す．

12
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図 5 初等梁のたわみに対する FEM解の相対誤差．

5章の実験値も併記したが，やはり実験値は誤差とばら

つきが大きいことが分かる．有限要素解析の結果からは

アルミ板を深さ 20%や 40%で補剛した梁では，アクリル

のみの梁 (0%)よりもたわみに占めるせん断たわみの比率

が大きくなっていることが分かる．これは 3 章でも述べ

たように，挿入アルミ板は，曲げ剛性を改善するものの，

せん断剛性の方はそれほど改善しないためである．但し，

アルミ板を完全に突き通した梁 (50%) では，せん断剛性

もある程度 改善されるため，アクリルのみの梁 (0%) よ

りもたわみの相対誤差がやや小さくなっている．

式 (2)に有限要素解の荷重とたわみを代入して求めたせ

ん断補正係数 kw を図 6に示す．アクリルのみの梁 (0%)

やアルミ板深さ 20% の梁は，スパン/桁高-比 ℓ
h = 10 の

辺りでは kw は 5
6 に近い値を取っていて，

ℓ
h が大きくな

るにつれて，kw も増加しているが，アルミ板深さ 40%の

梁では，やや高め，アルミ板を突き通した梁 (50%) では

更に高めに kw が算定されている．これは，アルミ板が

６．有限要素法からの算定
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図 6 FEMから算定したせん断補正係数 kw.

50% に近くなると，せん断剛性に補剛の効果が現れてく

るためと思われる．

そこで次に，式 (3)に有限要素解の荷重とたわみを代入

して求めたせん断補正係数 kn を図 7に示す．

 0
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 0.4

 0.5

 0.6

 0.7

 0.8

 4  6  8  10  12  14  16

k
n

0%

35%

25%15%

ℓ
h

図 7 FEMから算定したせん断補正係数 kn.

今度は，アクリルのみの梁 (0%)とアルミ板を突き通し

た梁 (50%) が， ℓ
h = 10 で 5

6 に近い kn を取り，アルミ

板深さ 20% と 40% の梁は 5
6 よりも低めの kn となって

いる．つまり，アルミ板を突き通した梁ではせん断剛性を

GwAw + GsAs で評価した方が，せん断補正係数は 5
6 に

近い値が得られるものの，アルミ板が浅い梁では，せん断

剛性は GwAに近いため，小さめの kn が算定されてしま

うということだろう．kw も kn も ℓ
h の増加に伴って大き

くなってくるが，これは有限要素解析の桁落ちが影響して

いる可能性が疑われる．式 (2)や式 (3)の分母に有限要素

解のたわみと初等梁のたわみの差を取る項があるが，図 5

に示されるように ℓ
h が大きくなって梁が細長くなるほど

せん断変形の影響は小さくなってくるので，有限要素解の

たわみと初等梁のたわみの値が接近し桁落ちの影響を受

けやすくなってくる．今回は，アクリルを母材とした等方

性材料を解析対象としたため，図 5で確認される初等梁に

対するせん断変形の影響が数 %のオーダーしかなく，せ

ん断弾性係数が面外曲げヤング率の 1
12 ∼ 1

16 程度しかな

い集成材を母材としたモデル (3),(5),(4) と比べてせん断変

形の影響が弱く，桁落ちなどの誤差の影響を受けやすいの

かも知れない．

最後に，アルミ板の深さとせん断剛性の関係を確認

するため，1) 初等梁のたわみ，2) せん断剛性に GwA

を用いたティモシェンコ梁のたわみ，3) せん断剛性に

GwAw +GsAs を用いたティモシェンコ梁のたわみ，のそ

れぞれに対する有限要素解のたわみの相対誤差をアルミ

板深さを横軸に取って図 8に示す．
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図 8 アルミ板深さとせん断剛性の関係．

初等梁のたわみに対する有限要素解の相対誤差とせん

断剛性に GwAw + GsAs を用いたティモシェンコ梁のた

わみに対する有限要素解の相対誤差とは，ほぼ重なり，ア

ルミ板深さ 25%付近で誤差が最大になる．つまり、アル

ミ板の補剛のせいでたわみに占めるせん断変形の比率が

大きくなる影響は、アルミ板深さが 25%付近で最大にな

るということである。

せん断剛性に GwAを用いたティモシェンコ梁のたわみ

に対する有限要素解の相対誤差は，アルミ板深さが 25%程

度よりも浅い領域では，有限要素解との相対誤差が 1%以

下程度に収まっており，この領域では，GwAがせん断剛

性の良い近似になっていると考えられる．但し，アルミ板

深さが 50%に近付くにつれて，誤差は大きくなっていく．

同様の挙動は鋼板挿入集成材梁の解析についても認めら

れる (10)．

7 まとめ

鋼板挿入集成材梁のせん断補正係数の推定方法の妥当

性を比較するため，等方性材料であることによりせん断弾

性係数の測定が容易なアルミ板とアクリル材を組み合わ

せた合成梁のモデルに対して，各種の方法によりせん断補

７．まとめ
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正係数を算定した．それぞれの算定方法について考察さ

れることを以下に列記する．

7.1 換算断面諸元からの算定

断面 1次関数を積分する際に，挿入鋼板の幅を無視しな

い換算幅を用いる手法では，2種の材料のヤング率を等し

くした際にせん断補正係数の値が 1 種の材料の場合の値

( 56 )に一致するので，この換算幅を用いる手法の方が妥当

であると思われる．この手法においては，挿入鋼板が深く

なるほどせん断補正係数の値が小さくなる．

7.2 実験からの算定

今回は，せん断弾性係数が引張試験で測定できるという

理由で等方性材料からなるアルミとアクリルを組み合わ

せた合成梁を用いたが，等方性材料はせん断弾性係数がヤ

ング率と近いオーダーであり，合成梁にしたとしても，集

成材梁に比べるとせん断変形の影響が極端に大きい訳で

はない．そのため，比較的 小さいせん断変形量を測定す

ることとなり，結果的に誤差の影響を強く受けたと考えら

れる．挿入鋼板の深さによる変化の傾向を調べるには，せ

ん断弾性係数が明確にはわからないとしても，やはり集成

材梁による実験を行いたい．

7.3 有限要素法からの算定

アルミ板を 20%や 40%の深さで挿入した場合には，ア

クリルのみの梁よりもたわみに占めるせん断たわみの比

率が大きくなることが分かった．また，アルミ板の挿入深

さが桁高の 25%に満たない場合，面内曲げに対するせん

断剛性は，母材のみの梁のせん断剛性とほとんど変わらな

い．その結果，アルミ板深さ 20%の梁では，せん断剛性

をアクリルのみで計算したせん断補正係数が 5
6 に近い値

を示すのに対して，アルミ板を突き通した梁では，せん断

剛性をアルミとアクリルの面積比で平均化したせん断剛

性を用いた方が 5
6 に近い値を示す．なお，せん断剛性を

アクリルのみで計算したせん断補正係数は，アルミ板深

さが深くなるほど大きくなっているが，これは，アルミ板

深さが深くなるほどアクリルのみで計算したせん断剛性

が過小評価となるせいだろう．また，算定されたせん断補

正係数は，スパン/桁高-比が大きくなり細長い梁となるほ

ど，5
6 よりも大きい値になっていくが，これは，有限要素

解析のたわみの値と初等梁のたわみの値とが近づいてく

ることによる桁落ちの影響が考えられる．

以上から，換算断面諸元からせん断補正係数を算定する

方法は，挿入板の幅を無視しない換算幅を用いる手法に関

しては，一定の妥当性があると思われるものの，それを実

験や有限要素法から裏付けるには至っていない．

等方性材料を用いた実験は，せん断弾性係数を測定しや

すいなどの利点はあるものの，せん断変形の絶対量が木材

に比べて小さくなってしまい，必要な実験精度を確保する

のが難しい．

有限要素解析は，桁落ちなどの数値誤差の影響を受け

やすいものの，挿入板深さとせん断剛性の関係などを一

定の精度で説明づけることができるので，せん断変形量

が大きくなるように適切に条件設定すれば，一定の予測

が行えそうである．スパン/桁高-比が 10程度のせん断変

形の影響の大きい梁に関する限り，有限要素解析から算

定されるせん断補正係数は，合成梁でも 5
6 に近い．
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「応用地球科学教室雑誌会」の歴史と活動について 
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Abstract 
We have weekly meeting of introducing latest researches in the course of Applied Earth Sciences, department of Earth 

Science and Technology, faculty of Engineering and Resource Science, Akita University. Regular participants are students 

and university staff (professor, associate professor, assistant professor and technician) belonging to the laboratories in the 

Applied Earth Science course. So the attendant students are fourth grade of undergraduates and graduates. Students usually 

introduce latest paper in the field of geosciences published in specialized journals. University staff members introduce their 

own research or report their visits associated with research activities. Presentations are done on the front of the audience. 

We call the meeting as “Zasshikai” which literally means “journal meeting” in Japanese. The meeting is regularly held in 

the evening of Monday during the first and second semesters and very good training place of presentation especially for 

students. Here I intend to introduce the activity of this meeting. 

１． はじめに1 
応用地球科学講座では 3 年生の終わりに卒業研究

をするための研究室にそれぞれ配属され，4 年生が

始まると同時に卒業研究を始めることができる体制

となっている．秋田大学工学資源学部の地球資源学

科はさらに応用地球科学講座と地球システム工学講

座というコースに分けられており，普段はそれぞれ

を A コース，B コースと呼んで区別している．応用

地球科学講座は秋田大学の前身である秋田鉱山専門

学校以来の鉱山地質の流れを汲み，現在は地質学系

と地球物理学（物理探査）系の計 5 研究室で構成さ

れている．秋田大学大学院工学資源研究科地球資源

学専攻の地質学系・地球物理学系の大学院生も学部

4 年生と同組織の研究室内で研究活動を行っている．   

                                                  
2011 年 9 月 29 日受理 
**秋田大学大学院工学資源学研究科地球資源学専攻．

Department of Earth Science and Technology, Gradu-
ate School of Engineering and Resource Science, Akita 
University. 

応用地球科学講座の特徴は学生の研究をフィール

ド調査中心に行うことにあるが，その他，学生の学

習・プレゼンテーションなどの室内トレーニングメ

ニューとして，「朝ゼミ」と「応用地球科学教室雑誌

会（以下，単に「雑誌会」と表記）」も特色あるもの

である．朝ゼミは 4 月から夏休みまで平日の毎朝 8
時過ぎより，研究室ごとにゼミを行うのが伝統とな

っている．雑誌会は前期・後期を通じて毎週月曜日

の 16:15 より応用地球科学教室全体で行う勉強会の

ことである．対象となる学生は研究室に配属された

学生で，4 年生と大学院博士前期課程，後期課程の

学生，研究生が含まれる．雑誌会には学生だけでは

なく，応用地球科学講座を構成する研究室に関連す

る教職員（教授・准教授・助教・技術職員）も参加

する．応用地球科学講座の研究室だけでなく，平成

21 年に新たに開設された秋田大学国際資源教育研

究センターや附属鉱業博物館，環境資源学研究セン

ターといった地球科学関連分野の教職員やそれら教

職員の指導を受ける学生も雑誌会に参加するのが恒

資料 
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例である．学生は自分の卒業研究に関連する，でき

るだけ新しい英語論文を参加者の前で発表すること

になっており，教職員は通常，自分の研究テーマや

研究活動を通した体験談などを話す． 
ここではこの「雑誌会」の活動について紹介する． 
 

２． 応用地球科学教室雑誌会の歴史 

応用地球科学教室で毎週月曜日の夕方に開催され

るが，毎回総開催回数をカウントアップしている．

平成 23（2011）年 7 月 25 日に開催された雑誌会は

実に 1291 回となった．少なくともここ 10 年来，年

間 20～30 回開催されているが，雑誌会が始まった頃

は不定期開催であったらしい． 
本講座岩石学・災害科学研究室の教授を平成 18

年度をもって退職の，自身も卒業生の 1 人でもある

丸山孝彦の鉱山地質学教室の卒業生への聞き取り調

査によると，雑誌会が始まったのは昭和 35（1960）
年であることが判明している(1)．本講座金属鉱床学

研究室教授であった石川洋平が学部 4 年生，附属素

材資源システム研究施設（現在の環境資源学研究セ

ンター）教授であった大口健志が学部 3 年生の年で

あったという．当時は秋田大学の地質系には大学院

（修士課程ならびに博士課程）がなかったため，雑

誌会参加の学生は 3 年生と 4 年生のみであった．丸

山孝彦が学部 3 年生のときに初めて雑誌会で発表し

た昭和 39（1964）年の時点で，開催回数は 50 回を

超えたくらいと記憶しているという．雑誌会が始ま

った初期は 4 年で 50 回程度の回数だとすると，年平

均 12，3 回ということになり，現在の開催回数より

少なかったことになる． 
現在確かな雑誌会の総回数をさかのぼれるのは，

平成 10（1998）年度が終わった時点での 947 回であ

る．昭和 40 年頃から平成 10 年までの約 35 年間で約

900 回開催されたので，この間，年平均の開催回数

は 25 回程度となり，比較的早い時期から現在と同じ

ペースで開催されていたことが推測される． 
最近では雑誌会の総開催回数が 100 回を数える毎

に，普段の雑誌会メンバー外の講師を招いて記念講

演を行っている．平成 23 年度は 1300 回を迎えるこ

とになり，1300 回記念講演は本講座卒業生で，現在

は産業技術総合研究所で研究活動を行っている宮城

磯治氏に来ていただくことが決定している．100 回

ごとの記念講演は 3，4年に 1度めぐってくるが，1200
回は産業総合技術研究所の小笠原正継氏，1100 回は

国立極地研究所教授の小島秀康教氏，1000 回は元本

学附属素材資源システム研究施設教授の本多朔郎氏

が講師を務めた．100 回記念講演は普段より大きな

教室（100 人程度収容）を用い，研究室配属の学生

だけでなく，まだ研究室に配属していない本講座の

学部生や，他の分野の学生，また卒業生などにも記

念講演の開催を周知している． 
1980 年代になり，本講座の狐崎長琅教授などが中

心となり，雑誌会活動を活発にするためにテコ入れ

を行ったようである．現在は雑誌会発表本番の前の

週には発表内容の要旨を関係する学生や教職員に配

布しているが，要旨を準備するようになったのはこ

の頃のようである． 
また，雑誌会は博士前期課程 1 年次の大学院生が

中心になって運営しているが，雑誌会係主催の「突

コン（フィールド突入コンパ）」を授業が夏休みとな

るフィールド調査期間直前の 7 月に開催することに

なっている．応用地球科学講座では現在でも年に 3
回，学部 2 年生から大学院生，教職員全員が参加し

てよい懇親会を行っている．本講座として重要なフ

ィールド調査に「突入」するために前もって学生を

鼓舞する「突コン」も他の講座合同コンパに劣らず

重要である．この突コンもどうやら 1980 年代はじめ

のこの時期に始まったらしい． 
 

３． 応用地球科学教室雑誌会の活動内容 

 雑誌会は毎月曜日の夕方開催していると述べたが，

開催期間は夏休みや冬休み，春休みなどの授業が長

期休講する時期には開催されない．従って，雑誌会

の開催時期は毎年 4 月から 7 月，10 月から冬休みを

はさんで 2 月までである． 
 発表者は本講座に関係する研究室配属の学生と教

職員であるが，1 回の開催につき，2～3 人が聴衆の

前で発表を行う．構成員は年に 1 回，必ず発表を義

務付けられている．雑誌会は講座の学生にとって事

実上必修であるため，教員によっては，開講時間の

決められていない必修科目「研究プロポーザル」の

単位認定として見なすこともある．全員が 1 回ずつ

発表を終えれば，その年度の雑誌会は終了となる． 
 まず学生は自分の研究分野に近い，できるだけ新

しい英文（日本語以外）の論文を自分で探すなり，

指導教員と相談して選ぶなりして準備する．多くの

研究室では，研究室ごとに独自のゼミを行い，雑誌

会での発表練習をおこなっている．研究室によって

は「朝ゼミ」を雑誌会発表の準備にあてているよう

である．学生の発表時間は 15 分と決められており，

10 分に 1 鈴，15 分に 2 鈴が鳴らされる．発表後は学

生や教員からの質問に答える時間も準備されており，



31地球資源学科における「応用地球科学教室雑誌会」の歴史と活動について

このときの質問時間については決められていないの

で，質問がなくなるまで質問が続くケースもありう

る．教職員の発表時間については特に取り決めがな

いため，ほとんどの教職員は 1 時間程度発表時間に

費やすことが多い． 
 また，発表の前の週までに，発表者は学生も教職

員も A4 用紙 1 枚に発表要旨（アブストラクト）を

書いて配布することになっている．学生は論文紹介

をすることになるが，要旨の書き方のインストラク

ションも準備されている．発表要旨の書式のインス

トラクションを付録 A に示す．雑誌会の終了前に次

回の雑誌会発表者が短い予告を聴衆の前にでて行う

ため，現在はその時点で要旨が配布されることにな

っている． 
 また，発表前週の要旨の準備に加え，発表当日は

図表も含めたもう少し詳しいレジメを準備して聴衆

1 人 1 人に配布することが推奨されている． 
 前の節でも少し触れたが，雑誌会は博士前期課程

（修士課程）1 年生（M1）の大学院生が雑誌会係と

して共同・分担して運営する．雑誌会担当の教員を

1 人置くが，普段の運営は学生だけでできるように

毎年新たに大学院生になる学年に仕事内容が引き継

がれていく． 
 現在は雑誌会係の学生は毎回当番を決めて，要旨

の受取と印刷，雑誌会の進行，発表時間経過を知ら

せる鈴（ベル）を鳴らす役をこなしている． 
 平成 11（1999）年度頃より，インターネット環境

が普及し始めたことに関連し，雑誌会の要旨をネッ

ト上で雑誌会のホームページに掲載する試みが始ま

った．このことにより，雑誌会で発表された内容が

ファイルされてしっかりと残しやすくなった．雑誌

会のホームページの URL は 
http://dips11.akita-u.ac.jp/OYOchikyu/zassikai/zassi.ht
ml 
であり，誰でも参照することができる．ページへの

コンテンツのアップもやはり大学院生の雑誌会係に

より行われている． 
 雑誌会のページにはそれぞれの発表の要旨に加え，

年間の発表予定も掲載される．また，雑誌会で発表

したり，参加したりするに臨んでのいわゆる「雑誌

会の心得」なるものも掲載されている．その内容は

以下のとおりである（実際のページの内容を改行せ

ずに表記）． 
・【雑誌会心得】 

応用地球科学教室雑誌会は主として 4 年生，大学

院生，教官から成ります．学会の最新の情報や現状

に関する洋書，ならびに日頃の研究成果を互いに紹

介 することにより情報交換を行う場所です．毎週月

曜日に工学資源学部 2 号館 G-217 教室において午後

4 時 15 分から行う予定です．参加は自由です．他機

関からの飛び入りも歓迎します． 
・【発表者心得】  

学生の発表時間は，発表時間 15 分(一鈴 10 分，二

鈴 15 分)，質疑応答 15 分です．教官の講演時間は常

識の範囲内で無制限です．雑誌会で紹介する材料に

ついては，指導教官と充分相談してから決めて下さ

い．発表者は，発表要旨を発表の 10 日前までに各講

座の大学院修士 1 年生に提出して下さい．またその

際，要旨には必ず「key words(簡単な説明を含む)」
を添えて下さい．発表要旨の配布は発表予定の 1 回

前の雑誌会で行います．その際，次回の発表予定者

は OHP等を使って紹介する論文の宣伝を 1分程度で

行って下さい．最新の論文を発表することが望まし

いのですが，各自の研究に必要な論文であれば，基

礎的なことを取り上げている論文やテキストを紹介

することができます．発表者は聞き手がわかりやす

いように充分予習をしておきましょう．「warning」
学生の発表は教官・司会者が不十分と判断した場合

に再発表となることがあります． 
・【参加者心得】 

雑誌会は自分の専門以外の知識を深めるチャンス

です．積極的に参加し，質問をするように心がけま

しょう．また，事前に配布される要旨に目を通して

から参加するようにしましょう．発表中の教室の出

入りは発表者に多大な迷惑をかけます．極力避ける

ようにしてください．発表中の私語は厳禁です．携

帯電話、PHS の電源は必ず OFF にして参加しましょ

う． 
４． 評価シートの導入 

近年，研究の分野でもビジネスの分野でも，個人

の聴衆の前でのプレゼンテーション能力が重要視さ

れている．雑誌会ホームページ運用が始まって間も

ない時期に，現環境資源学研究センター教授の石山

大三の発案により，学生の雑誌会での発表について

は，発表の内容についての評価シートを用い，発表

を聞いた聴衆全員が発表者を評価するシステムを導

入することになった．評価シートの原案は本講座助

教の坂中伸也が原案を作り，2002 年度から運用を始

めた．評価項目は 10 項目からなり，それぞれの項目

を 5 段階で評価する形のものが準備された．その後，

この評価シートが現在まで使用されている．評価シ

ートを付録 B に掲載する． 
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 本講座には，外国人留学生も比較的多く，研究室

に所属するため，外国人留学生も雑誌会での発表を

年 1 回義務付けられている．外国人留学生によって

は，日本語研修を行う時間的余裕のないまま研究室

での活動を始める人も多いこともあり，英文の評価

シートも 2005 年頃作製された．英文の評価シートは

当時の教員の雑誌会担当であった筒井智樹准教授が

準備したものである．英文評価シートを付録 C に掲

載する．英文評価シートの内容はほぼ日本語の評価

シートに準じている． 
 評価シートは 10項目を 5段回評価するものである

が，評価が視覚的に一目でわかるよう，レーダーグ

ラフに評価結果を記入できるようになっている． 
 また，数行程度であるが，発表者へのコメントを

書く欄も設けられている． 
 評価シートは，評価する側ができるだけ無責任な

書き方をしないよう，評価される人の名前だけでな

く，評価する人の名前も記入する形式とした． 
 評価シートは雑誌会の発表終了後，雑誌会係が集

めて発表者に手渡される． 
 

５． 応用地球科学教室雑誌会の今後 

現在雑誌会は，大学院初年次生を中心にシステム

化され，ほぼ自動的に運営されている．うまく機能

している部分も多いが，少しずつ見直していけるよ

うな要素を取り入れるのが理想である． 
 本原稿ではもともと評価シートを解析し，評価シ

ートの内容がこのままでよいかどうか吟味すること

がテーマであったため，主成分分析などを用いて解

析する予定であった．解析するための時間は十分に

あったが，現在のところ，解釈しやすい結果を得る

ことができていない．このことに関しては，別の角

度から検討してみたい． 
 現在，学会発表でも卒業論文の発表でも，パワー

ポイントなどのプレゼンテーションソフトを用い，

きれいな図を使いながら発表するのが学生にとって

も普通のことになっている．しかし，評価シートが

導入された 2002 年度は，まだほとんどの学生がパソ

コン上のプレゼンテーションソフトを使用するので

はなく，OHP（オーバーヘッドプロジェクター）を

用いて発表を行っていた．当時はまだ現在ほどプレ

ゼンテーションの重要性が浸透してなかったことも

あり，全体的には現在の学生の方が以前よりも聴衆

にわかりやすく発表できているように思われる． 
 現在はプレゼンテーションソフトを用いると比較

的楽に，しかもきれいに発表用スライドを作成する

ことができる．以前は OHP シートを作成することに

も学生にとっては労力がかかっていたものと推測さ

れる．現在はその分，紹介する論文の内容を理解す

るための時間をとりやすくなっているのかもしれな

い．以前は発表内容がわかりにくい学生が多かった

が，最近はそのような学生が減っているようだ． 
 評価シートを導入した当初は，発表を聞いて評価

する側の学生も 5 段階評価以外にもコメントを評価

シートに丁寧に書く学生が多かったが，最近は評価

シートは形式だけのものとみなす学生も増えて，コ

メントまで記す学生の数が減りつつある． 
 当初は雑誌会係が評価シートを発表者に渡すとと

もに，評価シートのコピーを雑誌会係でも保管する

ようにしていた．そのうちに，雑誌会係で評価シー

トの 5 段階評価をエクセルなどの表計算ソフトに記

入し，保存する形式にしたようである．しかしなが

ら，雑誌会係でも年々，評価シートに対する認識が

下がり，去年度（平成 22 年度）の雑誌会係は評価シ

ートの内容を全く残していないようである． 
 このように評価シートの運用についても見直しが

必要な時期に来ているようである．本稿ではその部

分まで到達しなかったが，ともかく現状を紹介した． 
 学生にとっての評価シートへの認識は年々下がっ

ているようではあるが，彼らのプレゼンテーション

能力が平均的に上がっているのを見れば，評価項目

を繰り返し見ることにより，自らの発表を客観的に

見るきっかけになっているのは確かであると思われ

る．  
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Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM2010) (Atlanta, U.S.A.), p.149. 

 
Fukumoto, M., Yokota, T., Hara, M. and Toshio, N. (2010) : Formation of Ni aluminide coating containing reactive 

elements by simultaneous electrodeposition and cyclic oxidation resistance, International Symposium 
on High-temperature Oxidation and Corrosion 2010 (Zushi, Japan), p.35. 

 
Sato, N., Kaneta, T., Fukumoto, M. and Hara, M. (2010) : High temperature corrosion resistance of siliconized 

stainless steel under continuous deposition of salt, International Symposium on High-temperature 
Oxidation and Corrosion 2010 (Zushi, Japan), p.100. 

 
 

エネルギー材料学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Nino, A., Tanaka, A., Sugiyama, S. and Taimatsu, H. (2010) : Indentation size effect for the hardness of refractory 
carbides, Materials Transactions, Vol.51, p.1621-6. 

 
Taguchi, M., Nakayama J., Itou, K. and Nagai, N. (2010) : Methanol oxidation activities of Pt oxide thin films 

prepared by reactive sputtering, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resor., Vol.17, p.15-9. 
 
Lu, X.Y., Yi, D., Chen, H., Nagata, A. and Sugawara, K. (2010) : Microstructure and superconducting properties of 

Bi-2223/Ag tapes fabricated in the pressing-melting-sintering process, Physica C, Vol.470, p.1388-91. 
 

「研究機関報告等」 

Lu, X.Y., Sugawara, K., Watanabe, K. and Nojima, T. (2010) : Effect of the magnetic fields on microstructure and 
critical current properties of the Bi-2223 tapes, Annual Report on High Field Laboratory for 
Superconducting Materials, Institute for Materials Research, Tohoku University, p.43-5. 

 
「国際会議報告集等」 

Lu, X.Y., Yi, D., Chen, H., Nagata, A. and Sugawara, K. (2010) : Effect of the variation-temperature-sintering on 
microstructure and superconducting properties of Bi-2223/Ag tapes in high magnetic fields, 23nd 
International Symposium on Superconductivity (Tsukuba, Japan), p.234. 
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材料開発工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Himemiya, T., Ohsasa, K. and Saga, T. (2010) : Eutectic growth model using cell-automaton method, Materials 
Transactions,Vol.51, No.1, p.110-5. 

 
Wei, L.L. and Ohsasa, K. (2010) : Supercooling and solidification behavior of phase change material, ISIJ 

International, Vol.49, No.9, p.1265-9. 
 
Ohguchi, K. and Sasaki, K. (2010) : Investigation of effect of creep strain on low-cycle fatigue of lead-free solder by 

cyclic loading using stepped ramp waves, Transactions of ASME, Journal of Electronic Packaging, 
Vol.132, p.041010-1-7. 

 
Ohguchi, K. and Sasaki, K. (2010) : Time-independent and time-dependent inelastic strain analysis of lead-free 

solder by cyclic loading test using stepped ramp waves, Transactions of ASME, Journal of Electronic 
Packaging, Vol.132, p.041003-1-7. 

 
大口健一，多田英司，三浦裕太，八木輝明，井口 裕 (2010)：電解めっき銅箔の非弾性変形におけるク

リープ変形の効果，日本機械学会論文集 A 編，76 巻，770 号，1351-8 頁．  
 
大口健一 (2010)：はんだ接続部の変形解析用ソルバの開発，溶接学会誌，79 巻，3 号，215-9 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Aso, S., Ike, H., Ohguchi, K., Komatsu, Y. and Konishi, N. (2010) : Bending strength of cast materials reinforced 
with hard particles, Proceedings of the Science and Processing of Cast Iron IX (SPCI-9) (Luxor, Egypt), 
p.404-9. 
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情報工学科 

 
人間情報工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

景山陽一，東海林佳昭，西田 眞 (2010)：NOAA-AVHRR データにおける地上基準点自動抽出アルゴリズ

ム，映像情報メディア学会誌，64 巻，1 号，124-7 頁． 
 
佐藤慶幸，成田純一，景山陽一，西田 眞 (2010)：口唇の形状情報を用いた口唇領域自動抽出処理の改

善，電気学会論文誌 C，130 巻，5 号，873-81 頁． 
 
景山陽一，高野亜惟，西田 眞 (2010)：情景画像の特徴を考慮した円形道路標識の抽出アルゴリズム，

電気学会論文誌 C，130 巻，10 号，1865-72 頁． 
 
石沢千佳子，安藤 優，西田 眞 (2010)：ディレクトリの変更履歴およびハッシュ値に基づいた残留フ

ァイルの検出手法，電気学会論文誌 C，130 巻，11 号，2074-83 頁． 
 
藤原克哉，藤原秀雄，オビエン・マリー・エンジェリン，玉本英夫 (2010)：セキュアスキャン設計のた

めのシフトレジスタ等価回路の列挙と合成，電子情報通信学会論文誌 D-I，J93-D 巻，11 号，

2426-36 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Kageyama, Y., Shibata, C. and Nishida, M. (2010) : Detection and feature analysis of groundwater discharge points 
in coastal regions around Mt. Chokaisan, Japan by Using ALOS AVNIR-2 Data, Remote Sensing and 
Hydrology 2010 Sympo. (Jackson Hole, U.S.A), P-22. 

 
Fujiwara, K., Fujiwara, H., Obien, M.E.J. and Tamamoto, H. (2010) : SREEP: shift register equivalents enumeration 

and synthesis program for secure scan design, Proceedings of the 13th IEEE International Symposium 
on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (Vienna, Austria), p.193-6. 

 
Fujiwara, K., Fujiwara, H. and Tamamoto, H. (2010) : SREEP-2: SR-equivalent generator for secure and testable 

scan design, Proceedings of the 11th IEEE Workshop on RTL and High Level Testing (Shanghai, China), 
p.7-12. 

 
Yokoyama, H., Saluja, K.K. and Tamamoto, H. (2010) : Controlling peak power consumption for scan based 

multiple weighted random BIST, Proc. of ATS2010, The Nineteenth IEEE Asian Test Symposium 
(Shanghai, China), p.147-52. 
 

「学術関係誌」 

Ishii, M. and Nishida, M. (2010) : Generation of emotional feature space for facial expression recognition using 
self-mapping, Self-Organizing Maps, p.289-305. 

 
景山陽一，西田 眞 (2010)：NOAA-AVHRR データにおける地上基準点の自動抽出～ランレングス行列お
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よび近傍領域の特徴利用～，画像ラボ，21 巻，8 号，27-32 頁． 
 
 

産業情報工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Kawakami, H. and Tsuchiya, M. (2010) : Uniqueness in shape identification of a time-varying domain and related 
parabolic equations on non-cylindrical domains, Inverse Problems, Vol.26, 125007, 34 pages, 
doi:10.1088/0266-5611/26/12/125007. 

 

Takahashi, A., Igarashi, R., Ueda, H., Iwaya, Y. and Kinoshita, T. (2010) : Network anomaly detection based on R/S 
pox diagram, International Journal of the Society of Materials Engineering for Resources, Vol.17, 
No.2, p.186-92. 
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機械工学科 

 
機械物理工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Uegaki, E. and Abe, Y. (2010) : Resonances of nuclear molecule 28Si-28Si, Nucl. Phys. A, Vol.834, p.796c-8c. 
 
Shibuya, Y. and Sekine, H. (2010) : Multi-scale analysis of viscoelastic behavior of laminated composite structures, 

Key Engineering Materials, Vol.430, p.115-32. 
 

Muraoka, M. and Sanada, S. (2010) : Displacement amplifier for piezoelectric actuator based on honeycomb link 
mechanism, Sens. Actuator A: Physical, Vol.157, p.84-90. 

 

Toku, Y. and Muraoka, M. (2010) : Helical formation of coated nanowires by viscous flow of core material, Nanosci. 
Nanotechnol. Lett., Vol.2, No.3, p.197-202. 

 
出水康仁，梅原徳次，村岡幹夫，今井 潤，赤上陽一，神田慎吾 (2010)：二酸化チタン含有ポリカーボ

ネート基板へのイオンビーム照射による DNA 付着強度向上，日本機械学会論文集 C 編，76 巻，

768 号，2142-7 頁． 

 

「研究機関報告等」 

左近拓男，長塩仁志，遠藤慶太，鹿又 武 (2010)：高機能遷移金属磁性材料の強磁場磁性の研究，東北

大学金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター平成 21 年度年次報告書，84-6 頁． 
 
左近拓男 (2010)：磁場誘起型新規マルテンサイト合金の探索と磁性の研究 "定常強磁場科学における日

本の展望"，物質・材料研究機構，東北大学金属材料研究所，169-70 頁． 
 
「国際会議報告集等」 

Toku, Y. and Muraoka, M. (2010) : Enhanced bending of coated nanowires using viscous flow of core material: 
production of nanoinductance, Proc. 12th Int. Conf. Elect. Mater. Pack. (Singapore), 4 pages 
(CD-ROM). 

 
 

機械ダイナミクス工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Nakamura, M., Ishimi, Y., Tamura, O. and Sugiyama, W. (2010) : Numerical study on the influence of the oscillating 
surface oxygen concentration on the bioconvection in a two-dimensional deep chamber, Journal of 
Fluid Science and Technology, Vol.5, No.2, p.247-58. 

 
中村雅英，吉原未紗，田村オリエ，杉山 渉 (2010)：誘導場による感性の評価（視線の集中に関する考

察），日本機械学会論文集 C 編，76 巻，767 号，1728-34 頁. 

 
Nakamura, M. (2010) : Study on the generating mechanism of the intermittency by using the feedback linearization, 
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Journal of System Design and Dynamics, Vol.4, No.5, p.754-64. 
 

Hasegawa, H. and Kumagai, S. (2010) : Active boundary layer control system using vortex generating jets and 
operating by the detection of precursor of flow separation, International Journal of Flow Control, Vol.2, 
No.3, p.155-67. 

 
長谷川裕晃，三瀬 陽，松内一雄 (2010)：泳者の手を模擬した三次元振動翼における渦の生成とその挙

動，ながれ，29 巻，5 号，373-82 頁． 
 
Hasegawa, H., Watanabe, J. and Matsuuchi, K. (2010) : Effect of 3-dimensional airfoil shape on unsteady fluid 

forces in pitching motion, Journal of Fluid Science and Technology, Vol.5, No.2, p.270-80. 
 
足立高弘，佐藤直也，小針直人，堀紀 弘 (2010)：回転円すい体の外表面を上昇する液膜流れ，日本機

械学会論文集Ｂ編，76 巻，761 号，161-3 頁． 
 
Adachi, T., Sato, N., Kobari, N. and Hori, T (2010) : Liquid film flow rising along the outer surface of the rotating 

cone, Heat Transfer-Asian Research, Vol.39, p.492-6. 
 
足立高弘，新井晶大 (2010)：回転円すいの外表面を上昇する液膜流れ，[特集] 注目研究 in 年会 2010，な

がれ，29 巻，6 号，451-3 頁． 
 

「研究機関報告等」 

Adachi, T. (2010) : Heat transfer characteristics of condensate film flow along vertical plate with microscopic 
grooves, Activity Report 2009 of Supercomputer Center, Institute for Solid State Physics, University of  
Tokyo, p.189-90. 

 
「国際会議報告集等」 

Hasegawa, H. and Otsu, S. (2010) : Experimental study on behavior of microbubbles with different ζ-potentials and 
its application to seawater desalination, Proc. of the 5th International Symposium on Advanced Science 
and Technology in Experimental Mechanics (Kyoto, Japan) (CD-ROM). 

 
Kitta, S., Hasegawa, H., Obayashi, S. and Murakami, M. (2010) : Shuttlecock aerodynamics and dynamic behavior 

just after Impact, Proc. of the 7th International Conference on Flow Dynamics (Miyagi, Japan) 
(CD-ROM). 

 
Hasegawa, H. and Takahashi, K. (2010) : Effect of excitation frequency of synthetic jet on generation of longitudinal 

vortex, Proc. of the 3rd International Conference on Jets, Wakes, and Separated Flows (Cincinnati, 
USA) (CD-ROM). 

 
Hasegawa, H. and Nakagawa, K. (2010) : Dynamic behavior of vortex shedding from an oscillating 

three-dimensional airfoil, Proc. of the 27thCongress of the International Council of the Aeronautical 
Sciences (Nice, France) (CD-ROM). 
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システム設計講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Tanaka, M. and Kato, R. (2010) : Fractal analysis of fracture surfaces in materials crept at high temperatures or 
fatigued by repeated bending (S.N.), ISIJ International, Vol.50, No.5, p.774-6. 

 
Tanaka, M. and Kato, R. (2010) : The effect of heat treatments on the creep-rupture properties of a wrought Ni-Cr 

heat-resistant alloy at 973 K, Journal of Materials Science, Vol.45, No.15, p.4029-35. 
 
Miura, K. (2010) : Reflection response of the transient wave from a finite plane crack lying in elastic half-space 

subjected to SH periodic impact load, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., Vol.17, No.2, p.141-6.  
 
Miyano, Y., Fujii, H., Sun, Y., Katada, Y., Kuroda, S. and Kamiya, O. (2010) : Mechanical properties of friction stir 

butt welds of high nitrogen-containing austenitic stainless steel, Materials Science and Engineering A, 
Vol.528, p.2917-21. 

 
Kamiya, O., Miyano, Y., Takahashi, M., Kawase, H., Sekiguchi, K., Oga, Y. and Suto, M. (2010) : Development of 

new wire bonded with diamond grains using metal solder, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., Vol.17, No.2, 
p.182-5. 

 
Miyano, Y., Fujii, H., Sun, Y., Ieko, K., Katada, Y. and Kamiya, O. (2010) : The possibility of friction stir welding of 

high nitrogen-containing austenitic stainless steel, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., Vol.17, No.2, 
p.197-200. 

 
久保内達郎，神谷 修 (2010)：アルミニウム電解コンデンサのリード線溶接における接合界面のミクロ

構造に及ぼす Sn メッキの影響，素材物性学雑誌，23 巻，1 号，13-8 頁． 
 
高橋 護，佐々木祐一，斎藤絃次，神谷 修，大好 直 (2010)：高純度アセチレンガスを用いた燃焼炎

法 によるダイヤモンド皮膜合成に対する N2添加の影響，日本機械学会論文集 A 編，76 巻，

772 号，1748-55 頁． 
 
小松喜美，菅原征洋，久保淳司，藤田 忠 (2010)：円筒容器内で回転する水平氷円柱の温度・濃度複合

融解，日本機械学会論文集 B 編，76 巻，768 号，1265-72 頁． 
 
Sugawara, M., Komatsu, Y., Makabe, T. and Beer, H. (2010) : Three dimensional freezing around a coolant-carrying 

tube, Heat and Mass Transfer, Vol.46, No.11-12, p.1307-14. 
 

「著書」 

Tanaka, M. and Kato, R. (2010) : Control of microstructures by heat treatments and high-temperature properties in 
high-tungsten cobalt-base superalloys, Handbook of Materials Science Research, edited by Charles 
René and Eugene Turcotte, Nova Science Publishers, New York, Chapter 13, p.445-58, 
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ISBN:978-1-60741-798-9. 
 

 

ロボティクス・福祉工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Mori, S., Sato, Y., Sakurada, A., Naganawa, A., Shibuya, Y. and Obinata, G. (2010) : 2D nano-motion actuator for 
precise track following, Journal of Advanced Mechanical Design, Systems, and Manufacturing, Vol.4, 
No.1, p.301-14. 

 
関 健史，長縄明大，岡 潔，芳野純治 (2010)：イレウスチューブを用いた小腸全域検査のためのバル

ーン内圧制御，日本コンピュータ外科学会，12 巻，1 号，33-42 頁． 
 
関 健史，長縄明大，岡 潔，千葉敏雄 (2010)：双胎間輸血症候群における胎児鏡レーザー照射制御

―In vivo 実験による血流遮断の検証―，計測自動制御学会産業論文集，9 巻，10 号，70-5
頁． 

 
Oka, K., Seki, T., Naganawa, A., Yamashita, H. and Chiba, T. (2010) : The development of composite-type optical 

fiberscope system for fetoscopic laser photocoagulation of chorinic plate anastomosing vessels (FLPC), 
Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies, Vol.19, No.2, p.94-9. 

 
関 健史，長縄明大，岡 潔，石川信治，芳野純治 (2010)：シリンジを用いたイレウスチューブのバル

ーン内圧制御，日本機械学会論文集 C 編，76 巻，766 号，1645-7 頁． 
 
長縄明大，山尾拓也，佐藤生馬，岡 正人，田中幹也，正宗 賢 (2010)：MRI 対応穿刺治療ナビゲーシ

ョンロボットの高精度制御，日本 AEM 学会誌，18 巻，2 号，79-85 頁． 
 
長縄明大，古谷将人，森 英季，櫻田 陽，渋谷 嗣，大日方五郎 (2010)：高速高精度な位置決めを実

現するナノモーションアクチュエータ，日本 AEM 学会誌，18 巻，2 号，86-92 頁． 
 
Seki, T., Oka, K., Naganawa, A., Yamashita, H., Kim, K. and Chiba, T. (2010) : Laser distance measurement using a 

newly developed composite-type optical fiberscope for fetoscopic laser surgery, Optics and Lasers in 
Engineering, Vol.48, p.974-7. 

 
廣瀬 圭，土岐 仁 (2010)：スノーボード･ターンの運動計測と解析に関する研究，スキー研究，7 巻，1

号，27-34 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Ito, M., Naganawa, A., Oka, K. and Sunakoda, K. (2010) : Development of a laser processing head to inspect and 
repair the damage inside of a half inch pipe, 2010 IEEE/SICE International Symposium on System 
Integration, p.126-31 (CD-ROM). 

 

「学術関係誌」 
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長縄明大，佐藤生馬，岡 正人，正宗 賢 (2010)：オープン MRI 下穿刺治療ナビゲーションロボットの

制御，ライフサポート，22 巻，2 号，13-8 頁． 
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電気電子工学科 

 
電気エネルギー工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Rahman M.M., Mitobe, K., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2010) : Analysis of finger movements of a pianist using 
magnetic motion capture system with six dimensional position sensors, Trans. Virtual. Real. Soc. Jp., 
Vol.15, No.2, p.243-50. 

 
Kabir, M., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2010) : Reduction of excess activated sludge by ferrite particles: methods for 

practical use, Int. J.Soc. Mater. Engg. Resour., Vol.17, No.2, p.120-5. 
 

「学術関係誌」 

小野田勝 (2010)：量子輸送現象における幾何学的位相の効果，物性研究，93 巻，6 号，715-52 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Zhang, H., Mitobe, K., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2010) : Continuous wave terahertz imaging method for ion 
migration detection, International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2010 
(CMD2010), Proceedings of CMD 2010 Tokyo (Tokyo, Japan), Vol.2, p.770-3. 

 
Kabir, M., Suzuki, M., Yoshimura, N., Shiozawa, K., Ogishima, M. and Andoh, H. (2010) : Study on electrical 

characteristics of ZnO micro particles used in air bushings, International Conference on Condition 
Monitoring and Diagnosis 2010 (CMD2010), Proceedings of CMD 2010 Tokyo (Tokyo, Japan), Vol.1, 
p.562-5. 

 
Mitobe, K., Saitoh, M. and Yoshimura, N. (2010) : Analysis of dexterous finger movements for writing using a hand 

motion capture system, International Conference on Virtual Environments, Human-Computer 
Interfaces and Measurement Systems (VECIMS2010) (Taranto, Italy), p.60-3. 

 
Mitobe, K., Kodama, J., Miura, T., Tamamoto, H., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2010) : Developments of the 

learning assist system for dexterous finger movements, ACM SIGGRAPH ASIA 2010 (Seoul, Korea) 
(CD-ROM). 

 
Soga, M., Ishihara, S., Ota, S., Majima, Y., Maekawa, Y., Mitobe, K. and Hirokazu, T. (2010) : Analysis of erhu 

playing and design of learning environment for novice erhu player, Proceedings of the 9th international 
conference on ITHET'10 (Cappadocia, Turkey), p.297-304. 

 
Seki, Y., Iwaya, Y., Chiba, T., Yairi, S., Otani, M., Oh-uchi, M., Munekata, T., Mitobe, K. and Honda, A. (2010) :  

Auditory orientation training system developed for blind people using PC-based wide-range 3-D sound 
technology, Exteneded paper of IWPASH 2009 (in press). 

 
「著書」 

Mitobe, K., (2010) : Business opportunities in personal transportation -Traffic safety for older adults, The Silver 
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Market Phenomenon -Second Edition-, edited by Kohlbacher, F. and Herstatt, C., Springer, Heidelberg, 
p.371-81. 

 

 

光・電子デバイス工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Sato, Y., Hatori, H., Igarashi, S., Arai, M., Ito, K. and Kikuchi, S. (2010) : Vacuum evaporation of CdTe thin films on 
Ni, Mo, Ti and TiN-deposited sapphire single-crystal substrates, Current Applied Physics, Vol.10, 
p.S499-501. 

 
Sato, Y., Otake, F. and Hatori, H. (2010) : A dependence of crystallinity of In2O3 thin films by a two-step heat 

treatment of indium films on the heating atmosphere, J. Mod. Phys., Vol.1, p.360-3. 
 
Sato, Y., Kodate, T. and Arai, M. (2010) : Thin film depositions of CdTe semiconductors on amorphous and single 

crystal substrates and comparisons of their properties, Materials Science Forum, Vol.638-42, 
p.2909-14. 

 
Matsumura, T. and Sato, Y. (2010) : A theoretical study on van der Pauw measurement values of inhomogeneous 

compound semiconductor thin films, J. Mod. Phys., Vol.1, p.340-7. 
 
松村 透，佐藤祐一 (2010)：有限要素シミュレーションによる不均質半導体の van der Pauw測定における

異常値の発現と緩和に関する検討，電子情報通信学会論文誌 C，J93-C 巻，8 号，256-63 頁． 
 
松村 透，佐藤祐一 (2010)：半導体の van der Pauw測定における不均質領域の影響の有限要素法によるシ

ミュレーション，日本材料科学会誌，47 巻，1 号，36-41 頁． 
 
Yamaguchi, R. and Sato, S. (2010) : Liquid crystal material dependence on rubbed PVCi alignment properties, 

Molecular Crystals and Liquid crystals, Vol.516, p.32-7. 
 
Yamaguchi, R. and Xiong, L. (2010) : Reverse mode liquid crystal gels with twisted orientation, Japanese Journal of 

Applied Physics, Vol.49, p.06023-1-3. 
 
Kawamura, M., Goto, H. and Yumoto, E. (2010) : Improvement of negative lens property of liquid crystal device, 

Japanese Journal of Applied Physics, Vol.49, No.11, p.118002-1-2. 
 
Honma, M., Nose, T., Yanase, S., Yamaguchi, R. and Sato, S. (2010) : Liquid-crystal blazed gratings with spatially 

distributed pretilt angle, Japanese Journal of Applied Physics, Vol.49, p.06023-1-3. 
 

「研究機関報告等」 

河村希典，山田潤一，斎藤和敬，佐藤正人，甲本亮太，柴田 理 (2010)：発光ダイオードを用いた種苗

生産における稚魚の蝟集，秋田大学工学資源学部研究報告，31 号，1-8 頁． 
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「国際会議報告集等」 

Horiguchi, S. (2010) : Theoretical investigation of ultra-thin SOI MOSFET and single electron transistor, IEEE 
Special Open Lectures on 'Beyond CMOS' (Aizu, Japan), F-2 (Invited). 

 
Horiguchi, S. (2010) : Characteristics of Si nanodevices (ultra-thin SOI MOSFET and single-electron transistor), 

2010 Workshop on Semiconductor Nanodevices (Beijing, China), p.1-6 (Invited). 
 
Sato, Y., Otake, F. and Hatori, H. (2010) : Crystallinity of In2O3 thin films on sapphire substrates obtained by a 

two-step heat treatment of metal indium thin films, The 16th International Conference on Crystal 
Growth (Beijing, China), PA186, p.109. 

 
Matsumura, T. and Sato, Y. (2010) : Apparent increase in hall mobility of inhomogeneous compound semiconductor 

thin films by the van der Pauw method, The 16th International Conference on Crystal Growth (Beijing, 
China), PA173, p.108. 

 
Arai, M., Ito, K., Hatori, H., Igarashi, S. and Sato, Y. (2010) : Properties of CdS and CdTe thin films vacuum 

evaporated on several epitaxially grown under layers, 5th World Conference on Photovoltaic Energy 
Conversion (Valencia, Spain), 3BV.2.135, p.154. 

 
Yamaguchi, R. (2010) : Numerical analysis of threshold anchoring strength in twist -homogeneous oriented liquid 

crystal grating, The 22nd International Liquid Crystal Conference (Krakow, Poland), P-2.43, p.384. 
 
Yamaguchi, R. (2010) : Change of alignment surface by photo-excited liquid crystal molecules, The 22nd 

International Liquid Crystal Conference (Krakow, Poland), P-1.136, p.198. 
 
Yamaguchi, R. (2010) : Selection of easy axis by liquid crystal on rubbed PVCi surface, 17th International Display 

Workshops (Fukuoka, Japan), LCTp2-10L, p.107-8. 
 
Kawamura, M. and Toshima, K. (2010) : Shape measurements by using a liquid crystal lens, Abstracts of The 23rd 

International Liquid Crystal Conference (Krakow, Poland), P-2.161 (502). 
 
Kawamura, M. and Ito, Y. (2010) : Liquid crystal lens with double circularly hole-patterned electrodes, Abstracts of 

The 23rd International Liquid Crystal Conference (Krakow, Poland), P-2.162 (503). 
 
Kawamura, M. and Goto, H (2010) : Liquid crystal lens with two divided and double circularly hole-patterned 

electrodes, ISOT 2010 International Symposium on Optomechatronic Technologies (Toronto, Canada), 
PS-5, p.1-5 (CD-ROM).  

 
Ohzono, T., Monobe, H., Yamaguchi, R., Shimizu, Y. and Yokoyama, H. (2010) : Nematic liquid crystal on 

dynamically tunable microwrinkles, The 22nd International Liquid Crystal Conference (Krakow, 
Poland), Oral 14(2), p.32. 



63

 
 

知能情報通信工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Inoue, H., Miura, H., Kayano, Y. and Miyanaga, K. (2010) : Current noise up to GHz band generated by slowly 
breaking silver-compound contacts with external DC magnetic field, European Physical Journal 
Applied Physics, Vol.49, No.2, 22908, p.1-8. 

 
Komakine, T., Kurosawa, K. and Inoue, H. (2010) : A nobel estimation method of electric field measurement by 

using spherical dielectric scatterer, 電気学会論文誌 A，130 巻，5 号，462-6 頁． 
 
Yanagisawa, R., Kayano, Y. and Inoue, H. (2010) : Left hand mode transmission line characteristics made by F-SIR 

structure on PCB, IEICE Transaction on Communications, Vol.E93-B, No.7, p.1855-7. 
 
Miyanaga, K., Kayano, Y., Takagi, T. and Inoue, H. (2010) : Effect of holder heat capacity on bridge shape at low 

speed breaking contact, IEICE Transaction on Electronics, Vol.E93-C, No.9, p.1456-9. 
 
Kayano, Y. and Inoue, H. (2010) : Identifying EM radiation from a printed circuit board driven by 

differential-signaling, Transactions of The Japan Institute of Electronics Packaging, Vol.3, No.1, 
p.24-30. 

 
Fukuda, M. and Imano, K. (2010) : A novel double-layered piezoelectric transducer for detecting second harmonic 

ultrasonic pulse waves, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., Vol.17, No.1, p.73-7.  
 
今野和彦 (2010)：非線形超音波成分検出による固体接合部の一評価法，素材物性学雑誌，23 巻，1 号，

19-24 頁． 
 
Imano, K. (2010) : Experimental study on the mode conversion of Lamb wave in a metal plate of stepped thickness 

using optical detection, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., Vol.17, No.2, p.201-4. 
 

「学術関係誌」 

萓野良樹，井上 浩 (2010)：情報機器筺体の EMC 設計，電磁環境工学情報 EMC，261 巻，67-79 頁. 
 
萓野良樹，井上 浩 (2010)：SX-8i による大規模電磁界シミュレーション，秋田大学総合情報処理センタ

ー広報，13 号，3-13 頁． 
 
今野和彦，福田 誠 (2010)：二層型圧電振動子を用いた非線形超音波検出 ＝閉じた亀裂から発生する

Lamb 波の 2 次高調波の検出＝，超音波 TECHNO，22 巻，3 号，72-4 頁． 
 
今野和彦，福田 誠 (2010)：超音波を用いた新しいボルト締結状態評価法の提案，検査技術，15巻，6号，

1-6 頁． 
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福田 誠，今野和彦 (2010)：二層型圧電振動子を用いた非線形超音波検出法とその応用，非破壊検査，

59 巻，11 号，567-72 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Zhou, F., Wu, S., Pommerenke, D., Fan, J., Kayano, Y., Inoue, H. and Tan, K. (2010) : Measuring IC switching 
current waveforms using a GMI probe for power integrity studies, Proceedings of Asia-Pacific 
Symposium on Electromagnetic Compatibility (2010APEMC) (Beijing, China), TU-PM-F1-2, p.321-4. 

 
Kayano, Y., Yanagisawa, R. and Inoue, H. (2010) : Negative group delay circuit fabricated in an integrated circuit 

chip, Proceedings of Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility (2010APEMC) 
(Beijing, China), TH-AM-E2-5, p.1126-9. 

 
Kayano, Y., Hashiya, Y. and Inoue, H. (2010) : The correlation between imbalance current and EM radiation from a 

printed circuit board driven by differential-signaling, Proceedings of International Conference on 
Electrical Packaging 2010 (ICEP2010) (Sapporo, Japan), FB4-3, p.608-13 (CD-ROM). 

 
Yanagisawa, R., Kayano, Y. and Inoue, H. (2010) : Equivalent circuit analysis of F-SIR structure with negative 

group time delay, Proceedings of Pan-Pacific EMC Joint Meeting’10 (Sendai, Japan), TH-AM2-1, 
p.31-4. 

 
Hayashi, Y., Sugawara, T., Kayano, K., Homma, N., Mizuki, T., Satoh, A., Aoki, T., Minegishi, M., Sone, S. and 

Inoue, H. (2010) : Information leakage from cryptographic hardware via common-mode current, 
Proceedings of IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility (Fort Lauderdale, USA), p.109-14 
(CD-ROM). 

 
Zhou, F., Wu, S., Pommerenke, D., Kayano, K., Inoue, H., Tan, K. and Fan, J. (2010) : Improvements in GMI probe 

design for time-domain transient current measurements, Proceedings of IEEE Symposium on 
Electromagnetic Compatibility (Fort Lauderdale, USA), p.340-3 (CD-ROM). 

 
Kayano, Y. and Inoue, H. (2010) : Predicting CM radiation from strip line structure by equivalent circuit model, 

Proceedings of IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility (Fort Lauderdale, USA), p.748-53 
(CD-ROM). 

 
Kayano, Y., Miyanaga, K. and Inoue, H. (2010) : Voltage fluctuation of short-time arc at slowly separating 

silver-based contacts, Proceedings of Joint Meeting 25th International Conference on Electrical 
Contacts (ICEC2010) and 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts (Charleston, USA), 
No.1-3, p.18-23. 

 
Miyanaga, K., Kayano, Y., Takagi, T. and Inoue, H. (2010) : The contribution of heat conduction to bridge length 

and diameter, Proceedings of Joint Meeting 25th International Conference on Electrical Contacts 
(ICEC2010) and 56th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts (Charleston, USA), No.2, 
p.153-7. 
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Miyanaga, K., Kayano, K., Inoue, H. and Takagi, T. (2010) : A study on generation and break of bridge at different 

material contact pairs, Proceedings of 10th International Session on Electro-Mechanical Devices 
(IS-EMD2010) (Xi’an, China), IEICE Technical Report EMD2010-112, p.189-92. 

 
Ozawa, S., Miyanaga, K., Kayano, Y. and Inoue, H. (2010) : A measurement of waveform at slowly separating 

silver-based contacts with heated holder, Proceedings of 10th International Session on 
Electro-Mechanical Devices (IS-EMD2010) (Xi’an, China), IEICE Technical Report EMD2010-112, 
p.193-6. 

 
Komakine, T., Kurosawa, T. and Inoue, H. (2010) : A novel measurement method of permittivity by using scattering 

wave, Proceedings of the 2010 Asia-Pacific Radio Science Conference (AP-RASC'10) (Toyama, Japan), 
B5a-1. 

 
Kayano, Y. and Inoue, H. (2010) : A study on characteristics of EM radiation from strip line structure, Proceedings of 

the 2010 Asia-Pacific Radio Science Conference (AP-RASC’10) (Toyama, Japan), E2-1. 
 
Fukuda, M., Yonai, O., Yoshida, K. and Imano, K. (2010) : Second harmonic ultrasonic pulse waves generated from 

bolts fastened with nuts at various axial forces, The International Conference on Experimental 
Mechanics 2010 (ICEM2010) (Kuala Lumpur, Malaysia), P2.7, p.157.  

 
「著書」 

井上 浩 (2010)： EMC 原理と技術，EMI/EMC 測定の電磁気と回路，高木相監修，三松株式会社出版事

業部 (分担執筆)． 
 
 

制御システム工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

田島克文，佐藤 忠 (2010)：磁気抵抗回路網解析を用いたコンデンサモータの一損失推定法，日本磁気

学会誌，34 巻，3 号，367-73 頁． 
 
田島克文，佐藤 忠，坂本禎智 (2010)：磁気抵抗回路網解析におけるパラメトリックモータの解析精度

向上の検討，日本磁気学会誌，34 巻，4 号，543-7 頁． 
 
Miura, T., Mitobe, K., Yukawa, T., Kaiga, T., Taniguchi, T. and Tamamoto, H. (2010) : Extraction of motion 

characteristics in dances by statistical analysis of joint motions, Journal of Information Processing, 
Vol.18, p.49-62. 

 
Miura, T., Mitobe, K., Yukawa, T., Kaiga, T., Taniguchi, T. and Tamamoto, H. (2010) : Adaptation of grouping 

structure analysis in GTTM to hierarchical segmentation of dance motion, Journal of Information 
Processing, Vol.18, p.263-83. 
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「学術関係誌」 

田島克文 (2010)：パワーマグネティックス，解析技術Ⅱ（磁気回路法による解析），まぐね，日本磁気学

会，5 巻，8 号，390-7 頁 (分担執筆)． 
 

「国際会議報告集等」 

Tajima, K. (2010) : Reluctance network analysis of a linear parametric induction motor, The 2nd International 
Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (Sendai, Japan), QF-18. 

 
Miura, T., Mitobe, K., Kaiga, T., Yukawa, T., Taniguchi, T., Tamamoto, H. and Yoshimura, N. (2010) : Multi-level 

segmentation of dance motion by piecewise regression, ACM SIGGRAPH 2010 (Los Angeles, USA), 
Posters, Article No.14. 

 
Miura, T., Mitobe, K., Kaiga, T., Yukawa, T., Tajima, K. and Tamamoto, H. (2010) : Derivation of dance similarity 

from balance characteristics, ACM SIGGRAPH ASIA 2010 (Seoul, S. Korea), Technical Sketches, 
Article No.31. 

 
「著書」 

田島克文 (2010)：磁気応用におけるシミュレーション技術，6.2 RNA によるパラメトリックモータの解析，

7.1 SPICE による非線形リアクトルの解析，電気学会技術報告第 1201 号，磁気応用における

シミュレーション技術調査専門委員会編，47-50 頁，54-7 頁 (分担執筆)． 
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土木環境工学科 

 
福祉環境工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

田口秀男，木村一裕，日野 智 (2010)：観光ボランティアガイドによる対話型情報提供の意義とその評

価，土木計画学研究・論文集，27 巻，2 号，249-56 頁． 
 
Hagiwara, T., Hamaoka, H., Tabata, Y. and Morishita, M. (2010) : Effect of headlight swivel-angle on driver's 

avoidance behavior of conflict with pedestrians approaching from the right, Journal of Transportation 
Research Board, No.2138, p.102-11. 

 
Hagita, K., Shimamura, M., Hashimoto, H., Hagiwara, T. and Hamaoka, H. (2010) : Evaluation of traffic fatality 

countermeasures implemented in Japan from 1992 to 2007, Asian Transport Studies, Vol.1, Issue 2, 
p.122-36. 

 
Hamaoka, H., Nakamura, Y., and Suzuki, T. (2010) : Evaluating safety based on driver decisions upon acquiring 

signal change information, Asian Transport Studies, Vol.1, Issue 2, p.153-64. 
 
Hagiwara, T., Tabata, Y., Hamaoka, H., Nakabayashi, S., Hamaguchi, M. and Suzuki, K. (2010) : Data transmission 

performance of DSRC (5.8GHz) typed pedestrian-vehicle communication to avoid conflict between 
right-turn vehicles and pedestrians, Technical Papers of the Conference of Intelligent Transport Systems, 
Vol.17, 11 pages (CD-ROM). 

 
「国際会議報告集等」 

Hamaoka, H. and Sasaki, M. (2010) : Design of shared-use sidewalks to avoid crossing conflicts between bicycles 
and motor vehicles at small intersection, Proceedings of the World Conference on Transportation 
Research (Lisbon, Portugal), (CD-ROM). 

 
環境構造工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

松岡 智，川上 洵，綾野克紀 (2010)：プレキャストコンクリート製品に適用する高炉スラグを用いた

耐硫酸性セメント硬化体の力学的特性，材料，59 巻，10 号，757-62 頁． 
 
松岡 智，竹村和晃，川上 洵 (2010)：定点繰返し荷重を受ける無鉄筋コンクリート床版の強度特性に

関する研究，セメント・コンクリート論文集，63 号，515-22 頁． 
 
池谷純一，塚越英夫，川上 洵 (2010)：炭素繊維シートと CF アンカーを用いた耐震補強工法における

CF アンカー扇部の接着耐力および耐久性，コンクリートの補修，補強，アップグレードに関

する論文報告集，10 巻，43-50 頁． 
 
松岡 智，細谷多慶，綾野克紀，川上 洵 (2010)：高炉水砕スラグを用いたセメント硬化体のプレキャ

スト製品への実用化に関する研究，コンクリートの補修，補強，アップグレードに関する論
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文報告集，10 巻，221-8 頁． 
 
城門義嗣，加賀谷誠，布施陽介，齋藤憲寿 (2010)：ニオイセンサにより評価したコンクリートの養生効

果と長期強度の関係，コンクリート工学年次論文集，32 巻，1 号，557-62 頁 (CD-ROM)． 
 
Kagaya, M., Shirokado, Y., Saito, N. and Sato, J. (2010) : Experimental studies on evaluation of curing effect of 

blast-furnace slag cement concrete by odor sensor, Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., Vol.17, No.2, 
p.147-51. 

 
徳重英信，木村哲士，篠村篤史，川上 洵 (2010)：秋田県沿岸部の飛来塩分に及ぼす風波の影響と 10 年

間暴露した供試体の塩分浸透，コンクリート工学年次論文集，32 巻，809-14 頁． 
 
徳重英信，古村 崇，川上 洵 (2010)：酸化チタン粉末混和高強度モルタルの付着特性に関する研究，

セメント・コンクリート論文集，63 号，142-7 頁． 
 
亀島博之，徳重英信，川上 洵，鈴木弘美 (2010)：天然ゼオライトを骨材および混和材として用いたポ

ーラスコンクリートの強度特性に関する研究，セメント・コンクリート論文集，63 号，261-7
頁． 

 
古村 崇，徳重英信，川上 洵 (2010)：酸化チタン混和高強度セメントモルタルの窒素酸化物除去機能

とその機構，土木学会論文集 E，66 巻，3 号，301-10 頁． 
 
千田知弘，佐々木貴信，薄木征三，後藤文彦，篠原義則，豊田 淳 (2010)：歩道橋用木製防護柵の基礎

的研究，構造工学論文集，56A，858-67 頁 (CD-ROM)． 
 
城門義嗣，加賀谷誠，布施陽介，齋藤憲寿 (2010)：ニオイセンサにより評価したコンクリートの養生効

果と長期強度の関係，コンクリート工学年次論文集，32 巻，1 号，557-62 頁 (CD-ROM)． 
 

「学術関係誌」 

川上 洵 (2010)：海外におけるプレキャストコンクリートの事例，コンクリートテクノ，29 巻，2 号，

15-23 頁． 
 
加賀谷誠 (2010)：秋田産火山礫の使用によるコンクリートへの環境調和特性の付与，コンクリート工学，

48 巻，1 号，62-4 頁． 
 
加賀谷誠（2010）：超硬練りコンクリートの凍結融解抵抗性，建設機械，46 巻，10 号，24-7 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Kawakami, M., Omata, F. and Matsuoka, S. (2010) : Advanced seismic countermeasures for concrete bridges by 
using polymer in Japan, Proceedings of the 13th International Congress on Polymers in Concrete 
(Funchal-Madeira, Portugal), p.635-42. 
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Okuyama, Y., Kawakami, M. and Matsuoka, S. (2010) : Strength of steel free concrete slabs using ultra high strength 
fiber reinforced mortar and stainless steel plate or carbon reinforced polymers as strap, Proceedings of 
the 6th CCC Congress, MARIANSKE LAZNE 2010 (Marianske Lazne, Czech), p.103-9. 

 
Iketani, J., Tsukagoshi, H. and Kawakami, M. (2010) : Seismic strengthening of I-shaped cross section pier with 

carbon fiber reinforced polymer, Proceedings of the 13th International Congress on Polymers in 
Concrete (Funchal-Madeira, Portugal), p.673-80.  

 
Kagaya, M. and Shirokado, Y. (2010) : Environmental friendly material characteristics of concrete using lapilli and 

its application for a check dam construction in cold region, Proc.of ISCORD (Yakutsk, R.of Sakha), 
p.27-31. 

 
Gotou, H., Daikokuya, M., Sasaki, T. and Hasebe K. (2010) : Shear characteristics of steel-plate-inserted glulam 

beams, WCTE 2010, Conference Proceedings, 10th World Conference on Timber Engineering 
(CD-ROM). 

 
 

地域環境工学講座 

「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

三田地利之，山添誠隆，林 宏親，荻野俊寛 (2010)：泥炭性軟弱地盤の変形解析への各種構成モデル・

解析手法の適用性，土木学会論文集 C，66 巻，1 号，1-20 頁． 
 
Ogino, T., Mitachi, T., Oikawa, H., Takahashi, T. and Tsushima, M. (2010) : Frequency response characteristics of 

bender element test system identified by frequency-swept signal input - influence on accuracy of 
received waveform reconstruction -, Soils and Foundations, Vol.50, No.5, p.717-25. 

 
松冨英夫，原田賢治 (2010)：建物周りの津波痕跡分布とその活用－2009 年サモア地震津波を例に－，土

木学会論文集 B2（海岸工学），B2-66 巻，1 号，271-5 頁． 
 
Matsutomi, H. and Okamoto, K. (2010) : Inundation flow velocity of tsunami on land, Island Arc, Vol.19, Issue 3, 

p.443-57. 
 

「研究機関報告」 

松冨英夫，原田賢治 (2010)：建物周りの津波痕跡分布とその活用，秋田大学工学資源学部附属地域防災

力研究センター報告，4 号，12-8 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Tsushima, M., Komatsu, J., Oikawa, H. and Ogino, T. (2009) : Ground improvement material obtained by mixing 
waste melting slag and rock muck with slaked lime, The 20th International Offshore and Polar 
Engineering Conference 2010. 
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附属環境資源学研究センター 

 
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」 

Boomeri, M., Ishiyama, D., Mizuta, T., Matsubaya, O. and Lentz, D.R. (2010) : Carbon and oxygen isotopic 
systematics in calcite and dolomite from the Sangan Iron skarn deposit, Northeastern Iran, Journal of 
Sciences, Islamic Republic of Iran, Vol.21, No.3, p.213-24. 

 
Lu, W., Li, Z., Hatakeyama, K., Egawa, G., Yoshimura, S. and Saito, H. (2010) : High resolution magnetic imaging 
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「学術関係誌」 
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化学工業，61 巻，7 号，1-6 頁． 
 

「国際会議報告集等」 

Ohira, T. and Yamamoto, O. (2010) : Antibacterial characteristics of ZnO-doped MgO ceramics having visible-light 
sensitivity, Proceedings, The Tenth Asian BioCeramics Symposium (ABC2010) (Yogyakarta, Indonesia), 
p.126-9. 
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坪井ひろみ (2010)：Safe drinking -water for the poor: initiative of Grameen veolia water Ltd，秋田大学工学資

源学部研究報告，31 号，21-7 頁． 
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平成 22 年度博士論文題目リスト 

 

資源学専攻 

 

ラバト ジャン パナ：Application of Physical Separation and Hydrometallurgical Mineral Processes for 

Treatment of Rare Earth Magnetic Sludge Waste and Mine Tailings for Metals Recovery （レ

アアース磁石廃材および選鉱尾鉱からの金属回収を目的とした物理選別・湿式鉱物処

理プロセスの適用） 

 

機能物質工学専攻 

 

李  華 ：近赤外分光法を用いるプラスチック，ビール及び薬草の判別分析に関する研究 

田口 隆信 ：日本酒発酵濾液及び酒粕の癌細胞増殖に及ぼす影響 

中村 貴司 ：超音波を用いた懸濁液の固液分離処理ならびに有害物質の浄化に関する研究 

石田 竜一 ：分子シャペロン HSP90 及び HSP60 の分子メカニズムについて 

伊藤 慎一 ：含イオウ大環状化合物を基礎とする超分子形成とその機能 

 

生産・建設工学専攻 

 

廣瀬 圭 ：慣性センサ・地磁気センサを用いたスノースポーツの運動解析に関する研究 

田口 秀男 ：地域課題解決における社会関係資本の意義と活用に関する研究 

関  健史 ：複合型光ファイバスコープを用いた低侵襲レーザーシステムに関する研究 

池谷 純一 ：炭素繊維シートと炭素繊維ストランドを用いたコンクリート構造物の耐震補強に関す

る研究 

 

電気電子情報システム工学専攻 

 

ラーマン モハッマド モスタフィズル：Study of Dexterous Finger Movements using Electromagnetic 

Hand Motion Capture System（磁気式手指用モーションキャプチャーシステムによる巧

緻動作の解析に関する研究） 

駒木根隆士 ：雑音の評価手法に関する研究 

松村 透 ：不均質な半導体薄膜の van der Pauw 測定に関する研究 
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平成 22 年度修士論文題目リスト 

 

地球資源学専攻 

植竹 良崇 ：新潟県南長岡ガス田における珪長質火山岩類の変質作用と酸素同位体比の特徴 

大本 将行 ：高密度電位測定法の開発 

小野 寛広 ：CO2-N2 混合ガス圧入によるコールベッドメタンガス増産効果に関する研究 

河内 航 ：関東平野の地下水に含まれる塩化物イオンの起源に関する研究 

木部 勉 ：六郷扇状地における地下水の水質化学特性に関する研究 

河野 輝樹 ：白岩焼窯跡の 3 次元構造解析 

小澤 宏子 ：コールベッドメタンガス生産に伴う石炭層の動的な浸透率変化に関する研究 

澤  駿介 ：秋田県由利油帯に分布する女川層の岩相と推積環境 

柴田 悟史 ：埼玉県秩父スカルン鉱床の形成に関連した花崗岩類の特徴：特に CL 像による花崗岩

中の石英の産状について 

末吉 翔太 ：北総地区水溶性天然ガス田の新規開発に関する研究 

鈴木 真悟 ：東北日本弧，後期中新世姫神山安山岩の層序と岩石学的特徴及び Sr 同位体比 

丹野 望 ：かん水中のヨウ素イオン成分のモデル化による還元水の水溶性天然ガス貯留層内挙動

に関する研究 

馬場 将行 ：岩石破砕における粉塵発生量の予測と制御 

深井 勇年 ：東北日本，鳥海栗駒地域における中新世後期から鮮新世の火山活動とその変遷－百宅

火山岩類の地質と岩石－ 

福島 正人 ：タイ国 Chatree 浅熱水石英脈金銀鉱床における A-East 探鉱地域の鉱化作用と地球化学

的特徴 

山科 起行 ：秋田県男鹿半島に分布する西黒沢層の岩相と石灰質ナンノ化石層序 
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環境物質工学専攻 

浅沼 直弥 ：新規 upper rim 修飾チアカリックス[n]アーレン誘導体の合成研究 

阿部 晃聡 ：アパタイト型ケイ酸塩担持貴金属触媒の NOX 浄化特性に対する担体組成の影響 

泉  幸奈 ：RNA 干渉法を用いた分子シャペロンと癌原性キナーゼの関連の解析 

于  雪 ：新規温度応答性吸着剤の合成とその陰イオン交換特性 

内田 大介 ：AB2 型マクロモノマーの自己重縮合による長鎖分離ポリエーテルスルホンの合成 

太田代雄司 ：ジフェニルホルスフィン装飾チアカリックス[4]アーレン誘導体の合成及びその前駆物

質の X 線構造解析 

大矢 和子 ：浮遊選鉱法を用いた高不純物含有銅鉱石の分離条件の検討 

小原 晃一 ：層状ペロブスカイト型化合物から合成した Nb 含有メソポーラスマテリアルの酸特性

と液相酸化触媒活性の相関 

甲斐 拓也 ：自己重縮合によるスルホン化ポリスルホンの合成 

加藤 準二 ：高温高圧酸化浸出プロセスを利用した廃基板等からのレアメタル回収プロセスの検討 

工藤 陽太 ：降水 pH 測定用イオン液体型参照電極の開発 

國廣 陽平 ：Nb をドープした SrTiO3/TiO2 複相複合体の合成と熱電特性 

佐久間 昴 ：玉川温泉下流域における鉄イオンの環境動態と水質浄化機能 

佐藤健太郎 ：金ナノ粒子の共焦点光散乱イメージングによる癌細胞 EGFR 可視化の検討 

鈴木 聖 ：デラフォサイト型銅酸化物の酸素吸蔵能と構造安定性 

鈴木 暢 ：二置換ピレン修飾β-シクロデキストリンの DNA との相互作用 

竹村 卓也 ：Co/SBA-15 触媒の FTS 活性に及ぼす含浸溶液の影響 

谷江 卓紀 ：同じ空気塊が韓国と日本で降水をもたらした場合における日本の降水・PM 中の酸性

化成分の洗浄効果 

丹  希望 ：家族性筋萎縮性側索硬化症を引き起こす変異型 SOD1 の分解機構の研究 

辻  典子 ：分子シャペロン HSP90 による Aryl hydrocarbon Receptor(AhR)の活性化機構の解析 

對馬 裕之 ：不活性担体を用いた芳香族ポリアミドデンドロンの合成 

中野 駿介 ：Androgen Receptor と HSP90 の相互作用解析 

中野 知佑 ：アルカリ金属イオン交換クリノプチロライトを用いたクマリン類の合成 

中村あさみ ：分子シャペロン特異的阻害剤による癌細胞増殖抑制作用の研究 

星野 基 ：四級塩液相が形成される多相系での相状態と界面張力の関係 

堀内 宏佑 ：K2NbO3F コロイド溶液を出発原料とした新規メソポーラスマテリアルの合成 

松浦 由依 ：分枝した二置換ピレン修飾γ-シクロデキストリンの合成研究 

南  宏幸 ：亜鉛電解採取用 Pb-Ag アノードのβ-PbO2 形成過程に関する基礎的研究 

矢田部暁彦 ：筋萎縮性側索硬化症の治療標的タンパク質の検索 

齋藤 晋 ：ザンビア共和国ルサカ市の環境問題への取組と住民の環境意識に関する調査研究 

佐藤 幸保 ：身近な化学物質の危険性の調査研究－家庭用洗剤について－ 

猿田 眞司 ：秋田県における温泉の熱エネルギーおよび希少金属資源活用に関する調査研究 

鈴木 秀紀 ：永久磁石の資源問題に関する調査研究 

渡部 紀子 ：わが国における耕作放棄地の現状と有効活用策に関する調査研究 
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材料工学専攻 

浦川 遼 ：Fe-Ga-M(M=B,N)/AIN 積層膜の作製と電気磁気効果を利用した磁場センサへの応用 

大宮 翔吾 ：垂直磁気異方性制御した L10 型 Fe(Pd,Pt)系合金を用いた磁気ランダムアクセスメモリ

用積層膜の作製 

小栗 史裕 ：TiO2,Al2O3 粒子の電気泳動共堆積 

川﨑 拓美 ：溶融塩電析法による Ir 膜の作製と Ir のアルミナイジング 

川端 泰弘 ：部分還元した Pt 酸化物粉末の DMFC 用アノード触媒としての特性 

菊谷 史人 ：V8C7 を添加したバインダーレス WC の微細組織および機械的性質 

草水 亮太 ：電気泳動堆積法を用いた天然ゼオライト固定化モジュールの作製－シリカゾル添加の

影響－ 

小林 雄太 ：[Co/Pd]系多層膜を用いたドットパターンの作製と磁気特性 

小松 元是 ：WC-MoC 系硬質セラミックスの合成とその機械的性質 

清水 良太 ：中性水溶液中における亜鉛の腐食挙動と不働態皮膜の化学的安定性 

菅原 諒介 ：Phase-field 法による多成分系合金の凝固組織および透過率の予測 

関根 崇 ：WC-SiC 系硬質セラミックスの機械的性質と熱伝導性 

仙葉 聡 ：塩化物水溶液中における鋭敏化 304 ステンレス鋼のき裂発生・進展におよぼす応力の

影響 

滝上 元気 ：希土類リン酸塩における自己束縛励起子の発光と Gd3+へのエネルギー移動：ダイナミ

クスと温度依存 

中村 昌敬 ：電気泳動浸透法によるゼオライト含有ガラス多孔体の作製 

成澤 貴大 ：酸化物添加・急速加熱法による L1o-FePt 薄膜の作製と規則化・配向機構 

白  賢君 ：TiC-SiC-Ti3SiC2 系硬質セラミックスの合成とその機械的性質 

長谷川博章 ：セラミックス作製における新規な S&R(ストック＆リムーバル)法の試み 

畠山 広大 ：磁気力顕微鏡を用いた磁気記録ヘッドの交流磁場イメージング 

藤  雅彦 ：Nb-W 合金への Ni アルミナイド/Ni 2 層コーティングと耐酸化性 

三浦 佑介 ：Zn 系表面処理鋼板の腐食過程における水素侵入機構の検討 

三浦 佑也 ：[Co/Pd]/Ru/[Co/Pd]膜の層間反強磁性相互作用と磁区構造 

武者 岳 ：電解銅めっき薄膜の変形・疲労特性におよぼす電析条件の影響 

森文 猛 ：電気泳動堆積法によるガラスフリット絶縁層の作製 

渡・ 傑 ：WB 硬質セラミックスの合成とその諸性質 

 
邉
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情報工学専攻 

石崎 拓 ：複数のコストを用いたメトリックベースの TE 実現法の検討 

加賀谷侑子 ：ウェブブラウザベースのボランティアコンピューティングシステムにおける組合せ最

適化問題の適用手法 

北川 皓大 ：可視化によるオブジェクト指向プログラムの動作の理解支援 

齋藤 龍一 ：モーションキャプチャを用いた民俗芸能の舞踊習得支援システムの開発 

佐藤 康平 ：マルチパスルーチングネットワークにおけるパケット廃棄率特性とその改善方法に関

する検討 

高橋 茜 ：人物画像における背景差し替えを目的とした色温度特徴の検討 

高橋 良太 ：ネットワークリソースの利用効率を考慮した IP 網高速故障復旧方法に関する検討 

バートル バイガルマー：中継ノードの間欠動作を考慮したセンサネットワークのスケーラビリテ

ィに関する検討 

三浦 健一 ：ALOS AVNIR-2 による宝仙湖を対象とした水質状況の推定に関する検討 

茂木 謙典 ：コマンド識別を目的とした口唇の動きによる特徴空間生成に関する検討 

 



78 平成22年度修士論文題目リスト

機械工学専攻 

家子 浩一 ：高窒素 Ni フリーオーステナイトステンレス綱を対象とした摩擦攪拌接合技術の開発

～機械的特性に及ぼす冷却効果の検討～ 

石川 信治 ：レーザー治療における血管収縮・血液凝固シュミレーションに関する研究 

泉  雄介 ：回転物体によるマイクロバブルの生成 

伊東真実子 ：1/2 インチ配管内を検査補修するためのファイバヘッドの開発 

大高 稿兵 ：体幹 3 次元筋骨格モデルの検証および脊柱後湾変形に関する研究 

大津 里実 ：マイクロバブルの特性が海水淡水化技術に及ぼす影響 

雄鹿 裕一 ：溶着ダイヤモンドワイヤーの加工特性 

小河原拓哉 ：生物対流のカオス的性質－リアプノフ指数の評価－ 

奥山 義晶 ：単一室内センサを用いたセキュリティシステムに関する基礎研究 

金澤 偉士 ：柔軟アーチ構造による感度増幅圧電フィルム心拍・呼吸センサの設計 

京野 成利 ：多様な模型製作におけるものづくりの創造設計方法に関する研究 

榊田 智実 ：冷却条件変化によるウィスカー発生状況の変化と抑制 

作田 光 ：螺旋管型地中熱交換器方式の採熱性能評価 

佐々木 譲 ：座位におけるバランス能力評価・訓練装置の開発 

菅原 将高 ：燃焼炎法による金属素材表面へのナノ結晶ダイヤモンド皮膜の合成 

髙木 健次 ：超低速逆作動時におけるボールねじの摩擦特性及びモデル化 

高橋 和也 ：シンセティックジェット各位相での流れ場測定による非定常渦構造 

津田 仁志 ：慣性センサを用いた手指関節角度計測に関する研究 

徳  悠葵 ：コア流動法による自己変形型ナノコイル形成に関する基礎研究 

中川 健一 ：三次元振動翼に作用する力と渦の関係 

長塩 仁志 ：新規ホイスラー合金の磁気物性の研究 

藤田 天 ：水分子モデルと水・氷の構造変化の分子動力学 

本郷 博邦 ：サボニウス風車を用いた水質改善システムの実風況下試験 

本庄 郁朗 ：スピンスタンド用 PZT アクチュエーターの高速高精度位置決めに関する研究 

平井 健之 ：新規バイオアッセイを用いた銅の抗菌機能解明に関する研究 

船木 肇 ：GPS 機器を用いたモビリティ・マネジメント促進ツールの開発に関する研究 
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青沼 遼 ：動電処理区間切り替え方式における汚染土壌からの重金属回収に関する研究 

安達 直樹 ：人工心臓弁磁場を用いた非侵襲モニタリング技術の基礎的研究 

荒井 学 ：下地導電層を有するサファイア基板への CdS 薄膜の作製に関する研究 

五十嵐 傑 ：サファイア基板上 A1 薄膜の固相エピタキシャル成長に関する研究 

池田 亮 ：固体プラズマ材料を含む三層構造誘導体線路のサブリミ波伝搬特性 

石塚 直樹 ：超音波計測時の固体接触部からの高調波検出に関する研究 

今野 祐介 ：IP ネットワークを介した小形 DC モータの遠隔制御法に関する研究 

王    維 ：テラヘルツイメージングによる水トリー劣化程度の評価に関する研究 

大矢 直人 ：配向分割液晶セルにおけるねじれ角の数値解析に関する研究 

小笠原 勝 ：ゲート電界誘起型 Si 単電子トランジスタの動作原理とその電流-電圧特性の伝導方向

依存性に関する研究 

小舘 雄気 ：異なる化学構造を有する混合液晶の青紫半導体レーザー照射による耐光特性に関する

研究 

児玉 純一 ：手指用モーションキャプチャーを用いた手指巧緻動作の継承技術の研究 

後藤 久志 ：補助及び分割円形パターン電極を有する液晶レンズのレンズ特性向上に関する研究 

佐々木 澄 ：厚み分布型圧電板動子の超音波音場に関する研究 

佐藤 博仁 ：振動速度検出による超音波イメージングに関する研究 

佐藤 浩幸 ：VR 技術を利用した IADL 評価システムの開発と粗大・巧緻動作の解析 

髙橋 幸次 ：パルス点灯 LED 照明下におけるヒトの目の感じる明るさの評価 

中島 恵子 ：ERP による画像評価のための課題に関する実験的研究 

塙  真吾 ：銀接点低速開離時の電圧波形に関する実験的研究 

細野 寛 ：ニューラルネットワークを用いたステッピングモータの慣性負荷推定システムに関す

る研究 

増村 崇大 ：固体プラズマを挿入したサブミリ波帯結合イメージ線路の伝搬特性 

宮下 滋 ：固体プラズマを装荷したサブミリ波帯 Y 型分岐回路素子に関する研究 

森  康真 ：交流磁界中の導体に生じる誘導電流の電磁界解析に関する研究 

栁澤 良介 ：負の群遅延特性を持つ IC 内伝送線路に関する研究 

吉田 和博 ：ボルト締結状態の超音波による検出に関する研究 

米屋 貴人 ：手指用モーションキャプチャを用いた書字動作の解析と特徴の抽出 
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五十嵐 玄 ：間隙水圧および軸応力の変化による複合的な圧密応力履歴を受けた高有機質土の強

度・変形特性に関する研究 

小野寺紀裕 ：配合要因を変えたコンクリートの材料分離低減によるかぶり部の耐凍害性改善に関す

る研究 

関  徳慧 ：堅固な構造物による洪水の減勢効果に関する水理実験と数値解析 

木内 瞳 ：交通サービスの違いが利用者の QOL に及ぼす影響 

佐々木泰平 ：高炉スラグ混和セメント系固化体の物理的性質と高温酸性水浸漬試験 

下田 良平 ：コンクリート構造物の補強用炭素繊維シートの接着及び定着に関する研究 

相馬 崇志 ：移動床での漂流物を伴う氾濫流に関する研究 

山崎 昇 ：コンクリートカヌーに用いる繊維補強ポリマーセメントモルタルの力学的特性 
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