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研究報告

バングラデシュにおける
日系企業によるソーシャルビジネス
― グラミンユニクロを事例として ―
坪井ひろみ**

Social Businesses by Japanese Companies in Bangladesh
― A Case Study of Grameen Uniqlo Ltd.―
Hiromi Tsuboi**
Abstract
The laureate of the Nobel Peace Prize for 2006, Muhammad Yunus, mentioned that social business is a
business to solve social and economic problems in his Nobel Lecture on December 10, 2006. Since then, his idea
of social business has drawn the attention of global business leaders, researchers as well as academics. Some
global companies have already used his idea to launch social businesses.
This paper takes up social businesses practiced by four Japanese companies in Bangladesh. First it provides a
general overview of these four Japanese companies. Then, it focuses on Grameen Uniqlo Ltd. which is one of the
four Japanese companies, and examines its activities based on the author’s fieldwork. Finally, this paper discusses
the feasibility of the improvement in people’s quality of life through the author’s findings.

1. はじめに
2006 年 12 月，その年のノーベル平和賞受賞者で
あるムハマド・ユヌス博士（バングラデシュにある
グラミン銀行の創設者）は，受賞記念講演において，
ビジネスには，①利益の最大化を図る利己的なビジ
ネス，②人びとのために良いことを行う利他的なビ
ジネス，の 2 つのタイプがあり，②のタイプをソー
シャルビジネスと呼び，その新たな可能性に言及し
た （ 1）．
彼が唱えるソーシャルビジネスとは，社会的課題
をビジネスの手法を用いて解決しようとするもので
あり，企業の持続性の観点から通常の企業のように
損失を出さないように利益を求めるものの（彼はこ
のことを「損失なし」と呼ぶ），利益はビジネスの拡
大および社会的課題のさらなる解決のために再投資
するという（彼はこのことを「配当なし」と呼ぶ），
2012 年 7 月 2 日受理
**秋田大学大学院工学資源学研究科，Graduate School of
Engineering and Resource Science, Akita University

利他的なビジネス形態である （ 1）．これは“タイプⅠ
のソーシャルビジネス”と呼ばれている （ 1 ）．営利企
業であっても貧困層が所有し，利益が貧困緩和に活
用される場合は“タイプⅡのソーシャルビジネス”
と呼ばれ，代表例としてグラミン銀行が挙げられて
いる （ 1 ）．タイプⅠのソーシャルビジネスには，30
社近くあるグラミン銀行のファミリー企業がすべて
該当する．代表格は，再生可能なエネルギーをバン
グラデシュの農村部に提供するグラミン・シャクテ
ィである．1996 年設立のグラミン・シャクティは，
2011 年 11 月現在，64 ある県のすべてにおいて活動
しており，74 万基のソーラーパネル，41 万基の改良
かまどを設置している （ 2）．
ユヌス博士が唱道するこうしたソーシャルビジネ
スは，ノーベル平和賞の受賞後，多くの共感を集め，
グラミン側との連携によるソーシャルビジネスが開
始されている．すでに，ダノンとのヨーグルト事業，
ヴェオリアとの水事業，BASF との防虫蚊帳および
微量栄養素入り粉末パック事業などが展開中であり
（ 3）
，日本の企業もソーシャルビジネスに取り組み始
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ミン・クリシ財団が 2 万 5 千米ドル（25％），株式会
社雪国まいたけが 7 万 5 千米ドル（75％）である．
合弁会社は，合意から 9 カ月後の 2011 年 7 月に設立
された（設立時期については，2011 年 12 月 21 日に
バングラデシュの首都ダッカで筆者により実施され
た株式会社雪国まいたけ事業開発部諸澤慎二氏への
インタビューによる）．
設立目的は，もやしの原料である緑豆をバングラ
デシュにおいて栽培することにより，①わが国にお
ける供給リスクを軽減すること（緑豆のほとんどは
中国から輸入されている），②バングラデシュにおい
ては，雇用機会の創出（緑豆栽培，種子選別作業な
ど）および栄養改善などを通して，生活水準を向上
2. 日系企業によるソーシャルビジネスの現状
2.1 グラミンユニクロ株式会社
させることである．
ここでは，参考文献（4），（5）に基づき，現状を
第 1 回目の栽培として，2010 年 10 月，バングラ
述べる．
デシュの首都ダッカの北東 350km にあるロングプ
株式会社ファーストリテイリングとグラミン・ヘ ルにおいて 13 エーカー（約 5.4 ヘクタール）に播種
ルスケア・トラスト（保健医療サービスの充実を目 し，12 月に約 10kg の緑豆を収穫した．翌 2011 年 1
指すグラミン銀行のファミリー非営利組織）は，2010 月には雪国まいたけ研究施設において，収穫した緑
年 7 月，合弁会社「グラミンユニクロ株式会社」設 豆における食用ならびに商業用の可能性を確認して
立の覚書を交わした．同年 12 月に，株式会社ファー いる．2012 年 3 月より，3,000 以上の農家に栽培を
ストリテイリングの子会社であるユニクロソーシャ 委託し，3,500 人以上の種子選別者を雇用して，本
ルビジネスバングラデシュ株式会社とグラミン・ヘ 格的な栽培を開始する予定である（2012 年 3 月以降
ルスケア・トラストとの間において，合弁会社設立 の事業計画については，2011 年 12 月 21 日に首都ダ
の合意書が交わされ，その後，合弁会社は 2011 年 8 ッカで筆者により実施された株式会社雪国まいたけ
月に設立された．資本金は 10 万米ドルで，出資比率 事業開発部諸澤慎二氏へのインタビューによる）．
はユニクロソーシャルビジネスバングラデシュ株式
これまでの過程において，グラミン・クシリ財団
会社が 99％，グラミン・ヘルスケア・トラストが 1％ は栽培を担当する農家の確保および栽培指導を担当
である．
し，九州大学はソーシャルビジネスに関する助言を
設立目的は，バングラデシュが抱える貧困，保健 するなど，協力関係を構築している．その他の協力
衛生，教育などに関する社会的な問題を緩和するた 者として，栽培・選別等の指導を実施する専門家（三
めに，貧困層でも購入可能な高品質の衣料品を提供 冨 実 業 株 式 会 社 ）， 農 業 大 学 （ Bangaldesh Sheikh
することにより，生活の質の向上を促進することで Mujibur Rahman 農業大学），学術的なアドバイス提
ある．同社は目標として，3 年後に 100 万点の生産・ 供機関（農業生物資源ジーンバンク）が加わってい
販売を達成し，販売員（グラミンレディと呼ばれる る．
グラミン銀行の借り手女性）を 1,500 人まで増やす
グラミン・ユキグニマイタケは収穫した緑豆の
ことを掲げている．詳細については，第 3 節および 70％を雪国まいたけに販売し，残りの 30％（日本で
第 4 節において後述する．
は規格外の小さい豆：3.5mm～4.0mm 以下）はバン
2.2 グラミン・ユキグニマイタケ株式会社
グラデシュにおいて栄養価の高い豆として低価格で
参考文献（6），
（7），
（8）に基づき，以下に現状を 販売する予定である．日本に輸出された緑豆は通常
述べる．
のビジネスの対象であり，バングラデシュにおいて
2010 年 10 月，グラミン・クリシ財団（農業技術 販売される豆はソーシャルビジネスの対象となる．
と生産の向上を目指すグラミン銀行のファミリー財 バングラデシュにおいて得た利益は，バングラデシ
団）と株式会社雪国まいたけ，九州大学は，合弁会 ュにおけるソーシャルビジネスの推進，貧困層の福
社「グラミン・ユキグニマイタケ株式会社」を設立 祉，奨学金などに活用される．
することに合意した．資本金は 10 万米ドルで，グラ
めた．
本稿は，ユヌス博士が唱道するタイプⅠのソーシ
ャルビジネスに取り組む日系企業を取り上げ，まず，
日系企業によるソーシャルビジネスの現状を概観す
る．次に，日系企業の一つであるグラミンユニクロ
に焦点を当て，その概要を示す．さらに，2011 年 12
月に筆者により実施された現地調査を基に，ダッカ
におけるグラミンユニクロによるプロジェクトの現
状を述べる．最後に，グラミンユニクロが人びと，
とりわけ女性にもたらす生活の質の向上についての
可能性を考察する．

バングラデシュにおける日系企業によるソーシャルビジネス

2.3 グラミン・フェリシモ・プロジェクト
ここでは，参考文献（9），（10），（11）に基づき，
現状を述べる．
2011 年 2 月，ユヌス博士が代表を務めるユヌスセ
ンターは株式会社フェリシモとの間で，共同プロジ
ェクト「グラミン・フェリシモ（Grameen Felissimo）」
を立ち上げた．
プロジェクトの設立目的は，バングラデシュの生
産者と社会貢献の志をもつ世界中のデザイナーとを
結びつけるプラットフォームを築き，優れたデザイ
ンの商品を企画･販売することにより，バングラデシ
ュの人びと，とりわけ貧困層および社会的弱者に対
する雇用の機会を生み出すことである．
グラミン・フェリシモ・プロジェクトは，バング
ラデシュにおいて伝統的に伝わる手織りのチェック
柄木綿布に注目し，2011 年 3 月，チェック柄のデザ
イン公募を開始し，5 月にデザインを決定した．チ
ェック生地の生産はグラミン・シャモグリ（農村製
品を扱うグラミン銀行のファミリー企業）が担当し，
生地を生産する現地の人びとをサポートしている
（グラミン・シャモグリについては，2012 年 1 月 13
日に提供されたフェリシモ側運営責任者宮本孝一氏
からの情報よる）．生地は日本に輸出され，日本（一
部は中国）において商品化されている（商品化につ
いては，2012 年 1 月 13 日に筆者に対して提供され
たフェリシモ側運営責任者宮本孝一氏からの情報よ
る）．2011 年 12 月より，「グラミン・フェリシモ」
というブランド名を付された商品が，日本国内にお
いて通信販売された．
グラミン・フェリシモ商品の売り上げの 3％は株
式会社フェリシモが設立したインフィニット・ホー
プ基金に贈られ，バングラデシュの社会インフラの
改善に活用される．第 1 回目として，安全な飲料水
を確保するために，電気を必要としない浄水器付き
自転車を提供する．
2.4 ワタミ・ソーシャルビジネス株式会社
参考文献（12），（13）に基づき，以下に現状を述
べる．
ワタミ株式会社とユヌスセンターは，2011 年 12
月，バングラデシュにおけるレストラン事業のため
の合弁会社を設立することに合意した．社名は「ワ
タミ・ソーシャルビジネス株式会社（仮称）」とし，
資本金は 1 万米ドルである。資本金の出資比率はワ
タミ株式会社が 90％，ユヌスセンターが 10％となっ
ている．
設立の目的は，バングラデシュの社会的課題（貧

－グラミンユニクロを事例として－
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困，衛生，教育など）を「食」に関連する事業を通
して解決することである．具体的には，これまでワ
タミが蓄積してきた外食産業のノウハウをバングラ
デシュにおいて活用することにより，外食産業を担
う人材の育成，飲食チェーン経営およびフランチャ
イズ事業を展開し，これにより，雇用の創出，ヘル
シーな料理の提供，接客技術の向上などをもたらす
ことである．
レストラン部門では，低所得者層および中間所得
者層でも利用可能なメニュー，サービスなどを開発
する予定であり，さらに国内外で活躍が期待できる
シェフを養成するための学校も開校予定である．
合弁会社は 2012 年に設立予定であり，2014 年を
目処に 1 号店の開業を目指している．
3. グラミンユニクロの概要
ここでは，参考文献（14），
（15），
（16）に基づき，
概要を述べる．
グラミンユニクロのソーシャルビジネスの仕組み
は，衣料の企画から生産，販売までをバングラデシ
ュにおいて一貫して行う，というものである．図 1
はビジネスの流れを示している．
先述（2.1）したように，グラミンユニクロが掲げ
る目標の一つである雇用創出については，図 1 の 03
においては間接的な雇用の創出が見込まれ，一方，
04 においては直接的な雇用を創出している．04 にお
ける商品の販売員は，販売地域にあるグラミン銀行
の支店から推薦されたグラミン銀行の借り手である．
彼らの大半は女性であり，グラミンレディと呼ばれ
ている．販売員は，販売員としてのトレーニング（①
販売員としての心構え（笑顔で接客），②商品の説明
（商品名，価格），③在庫管理（シールを貼って判別）
など）および保健衛生に関する教育を受け，訪問販
売を中心に，時には自宅あるいはハット（毎週ある
いは隔週に開催される市場）において販売している．
販売時に用いる黒い鞄は貸与されている．商品は委
託販売されており，手数料は 1 着につき十数パーセ
ントである．2 週間ごとに代金の回収および販売手
数料の支払いが行われる．その折に，補充する商品
が渡され，顧客のニーズおよび販売員の要望なども
聴取される．
グラミンユニクロは，販売促進活動として農村部
の女性たちを集めたお茶会を開催し，衛生的な生活
に関する啓発活動（母親に対し，
「 自分は下着を付け，
子どもには服を着せましょう」といったスローガン
を用いるなど）を行い，意識向上に取り組んできた．
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2011 年 12 月現在，当初 30 人であった販売員はお
よそ 70 人となった．販売地域は，タンガイル，マニ
クガンジ，ガジプールである（図 2）．
タンガイル

利益の再投資

ガジプール

マニクガンジ

01：商品の企画

図2

グラミンユニクロの販売地域．

（現地のニーズに合った商品を企画する）

02：素材調達
（バングラデシュ市場および取引先工場から調達す
る）

03：現地パートナー工場での生産
（ソーシャルビジネスの理念に賛同した工場に生産
を委託する）

04：販売
（販売員としての教育・トレーニングを受けたグラ
ミンレディが対面販売をする）

05：買う・着る
（品質の良さ，丈夫であることを納得して購入して
もらい，着ることにより品質の違いを実感してもら
う）

06：利益の再投資
（利益はソーシャルビジネスに再投資される）

図1

ソーシャルビジネスの仕組み （ 14 ）．

4. ダッカにおけるグラミンユニクロ・プロジェク
トの現状
農村部において活動するグラミンレディとは別
に，首都ダッカにおいても販売員のグループが組織
されている．以下では，2011 年 12 月に実施した筆
者による調査から，ダッカにおけるグラミンユニク
ロ・プロジェクトの現状を紹介しよう．
4.1 ダッカにおける販売員の組織化
ダッカにおける販売員の組織化は，グラミン銀行
に多年にわたり勤務していたバングラデシュ人の社
員の発案によるものであり，販売活動は 2 カ月前か
ら開始されている．5 人の販売員を 1 つのグループ
とし，その中からグループ長を決め，グループ長を

通して必要不可欠な情報を伝達する，という仕組み
が導入されている．
2011 年 12 月現在，グループメンバーは 4 人であ
り（図 3），全員がグラミン銀行本店のすぐ近くにあ
るミルプール地域のスラム（トイレおよび井戸は共
同使用）に住んでいる（図 4）．4 人は，販売員とし
てリクルートされた際の印象として，①これは良い
ビジネス機会である，②ユニクロの名は知らないも
のの，グラミンが社名に付いているため信用できる，
③ユニクロが日本の企業であるため商品に間違いが
なく，すなわち品質が良く，安心して販売できる，
を挙げている．
販売員のうち 3 人は女性である．彼女たちの夫は，
販売員になりたいと彼女たちが語った折に，快く賛
成している．新たな仕事の機会であること，品質が
良いことが賛成の大きな理由であった．
4.2 販売活動
販売員には黒色のバッグ（ロゴマークは付いてい
ない）が貸与され，彼らはバッグの中に商品を入れ
て売り歩く．委託販売方式が取り入れているため，
販売員が買い取る必要はない．地元の女性たちがサ
リーに関心を示すため，グラミンユニクロはサリー
を現地で購入し，販売員にそれを販売ツール（会話
の糸口）として扱わせている．委託販売手数料は
12％，サリーについては 1 枚につき 30 タカ（1 タカ：
約 1 円）の手数料となっている．
それでは，4 人の活動を紹介しよう．ビティさん
は，グラミンユニクロの販売員になる前に，2 年間
の行商を経験している．彼女は戸別に訪問し，先月
60 着を販売して，販売手数料として 2,000 タカの収
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入を得た．アクリマさんも 2 年間の行商経験がある．
彼女の先月の戸別訪問販売数は 50 着で，1,500 タカ
を得た．ムニルさんは店舗を構える男性（図 5）で，
グループ長を務めている．これまで 5 年間の販売経
験がある．先月は 80 着を販売し，収入は 5,000 タカ
であった．最後のサマルさんは 11 年間の行商経験を
もつベテランである．先月の販売数は 100 着であり，
収入は 4,000 タカであった．彼女は家賃として月に
2,500 タカを支払っている．彼女の収入が，家計に
大いに貢献していることが窺われる．
女性販売員は，生理用品が充実していないバング
ラデシュにおいて，洗濯の利く布製の生理用ナプキ
ンを販売している．彼女たちは，女性の客に保健衛
生面における生理用品の役割を説明した上で購入を 図 3
勧めている．先月は 3 人で計 17 枚販売した．
販売員は，グラミンユニクロの衣類を定価で販売
している．定価販売についてはこれまでのところ，
問題は生じていない．彼らはバングラデシュ製とグ
ラミンユニクロ製の両方を客に示し，どちらが優れ
ているかを客に説明しながら販売している．客は，
値段は少々高めではあるものの，着心地が良い，見
た目が良い，長持ちするといった点を評価して購入
している．
最後に，販売手数料の使途について見てみよう．
先月，4 人は全員，家族のためにグラミンユニクロ
の商品を購入している．家族の優先順位については，
通常，多くのバングラデシュの女性がそうであるよ
うに，アクリマさんもサルマさんも（ビディさん，
ムニルさんには子どもはいない）子どもを最優先し
ている．先月は，3 人の女性販売員が夫のために冬
ものを購入している．男性が主に買い物の役割を果
たす （ 17 ） というバングラデシュの状況下において，
アクリマさんの夫が妻からプレゼントされた襟付き
長袖の衣類を誇らしげに身につけていたことは，自
ら稼ぐ貧困女性の家庭内における地位向上を示唆す
る出来事と言えよう．
衣類の購入以外では，3 人が商業銀行に貯金して
いる．その他の使途としては，娘の教育費および店
舗への投資が挙げられている．これらの活動を表 1
に整理した．
4.3 販売の際の課題
バングラデシュの人びとは，衣類についての好み
がやかましい（衣類の好みについては，2011 年 12
月 20 日にバングラデシュの首都ダッカで筆者によ
り実施されたグラミンユニクロ統括責任者山口忠洋
氏へのインタビューによる）．この点に関する問題点

－グラミンユニクロを事例として－
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4 人のグループメンバー（左から ビティさん
アクリマさん，ムニルさん，サルマさん）．

図4

図5

ミルプール地域のスラム．

ムニルさんの店舗．
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として，もっと豊富な色（赤，黄，緑，青，ピンク，
オレンジといった明るい色）をそろえて欲しい，現
在ある 3 種類のサイズ（S，M，L）をもっと増やし
て欲しいといった客からの要望に，販売員は応える
ことができないという現状が指摘されている．
表1
性別

販売員の活動状況．（2011 年 12 月現在）
ビティ

アクリマ

ムニル

サルマ

女性

女性

男性

女性

2年

2年

5年

11 年

戸別訪

戸別訪問

店舗での

戸別訪

問販売

販売

販売

問販売

5. おわりに
本稿は，ユヌス博士が唱道するソーシャルビジネ
スを展開する日系企業，とりわけグラミンユニクロ
に焦点を当て，現状を述べた．グラミンユニクロは，
現在パイロット段階にあるものの，今回の調査にお
いて，人びとの生活の質の向上を示唆する多くのこ
とが見受けられた．表 2 にそれらを列挙し，生活の
質の向上の可能性について，女性を中心に考察する．

販売員と
なる以前
の販売経
験歴
販売方法

男性
顧客

女性

女性

（90％）

女性

女性
（10％）
3～4 時

3～4 時間

11 ～ 12

5～6 時

時間

間

1 日の

間

販売時間

（1 日に

（1 日に

12 世 帯

10 ～ 15

訪問）

世 帯 訪
問）

先月の

60 着

50 着

80 着

100 着

先月の販

2,000

1,500

5,000

4,000

売手数料

タカ

タカ

タカ

タカ

5枚

10 枚

0枚

2枚

商業銀行

商 業 銀

販売数

先月の生
理用布ナ
プキン販
売数

販売手数

商 業 銀

娘の教育

に貯金，

行 に 貯

行 に 貯

費

店舗への

金，娘の

金

投資

教育費

夫 の た

夫のため

妻のため

員 の た

め に セ

に長袖シ

にスウェ

め に T

ー タ ー

ャツを購

ットパン

シャツ，

入した

ツを購入

セ ー タ

した

ー な ど

料の使途

家 族 全

を 購 入
した

を 購 入
した

表2
生活の質の向上の可能性．
女性の購入者
・客である女性たちは自分で衣類を選んでいる．
子どものものを最優先し，夫のものまでも選ん
で購入している．買物における主たる主体は男
性であるというバングラデシュにおける買い
物習慣を鑑みれば，外出することが難しい女性
たちのもとに商品を運び，彼女たちが選べるよ
うにする仕組みが，衣類を通して女性に物事を
決定させるという機会を提供している．家庭内
という限定的な範囲であったとしても，客であ
る女性たちのエンパワーメントは向上してい
く可能性が高い．
・生理用布ナプキンを使用している女性は，保健
衛生に関する知識が増えるのみならず，社会的
行動（学校を休まなくなった，仕事を休まなく
なった，外出が苦痛ではなくなったなど）が促
進され，教育，就労，その他の社会的参加の機
会が拡大している可能性がある．
・女性たちは，体を保護するという服がもつ本来
の機能以上のこと（服を選ぶ楽しさ，服をだれ
かのために選び買う楽しさ，服を着たときに感
じる自信，気持ちが引き締まる思い，わくわく
する感じなど）を味わいつつある．服がもたら
す生活の豊かさを実感している可能性がある．
女性の販売者
・商品は委託販売であり，仕入れ資金を必要とし
ないため，金銭的なリスクはないものの，販売
手数料の多寡が家計に及ぼす影響に関連して
いる．女性の販売者は自身で収入を得ているた
め，家計に対する貢献が高まり，さらには経済
的に自立する女性が出現する可能性もある．
・ビジネス上の知識およびスキルが向上する可能
性がある．
・時間のやりくりが上達する可能性がある．
・商品を通して，保健衛生に関する意識（手洗い，
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洗濯，生理などに関する意識）が向上する可能
性がある．
・ビジネスを通して構築される社会関係資本（信
頼，ネットワークなど）が拡大される可能性が
ある．
女性の生産者
・雇用が増える可能性がある．
・スキルが向上する可能性がある．
ソーシャルビジネスは，企業が取り組む社会的課
題がどの程度解決されたのか，その達成度により評
価されるものである．今回は，調査期間の都合によ
り，グラミンレディからの聞き取りができなかった
ため，農村部における人びとの暮らしの変化につい
て述べることはできない．しかしながら，ダッカに
おいて展開されている非グラミンメンバーによる販
売の様子の観察，および販売員に対するインタビュ
ーを通して，表 2 に示したような生活の質の向上が
農村部にもたらされている可能性は高いと考えられ
る．今後，一層の実証研究が必要である．
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研究報告

秋田大学工学資源学部ＡＯ入試
― 10 年目に向けて ―
坪井ひろみ**

Admission Office-Managed Entrance Examinations
in the Faculty of Engineering and Resource Science, Akita University
― Toward its 10th Implementation ―
Hiromi Tsuboi**

Abstract
Admission office-managed entrance examination (AO) was introduced to Japan in 1990. In 2003, after 13 years of
its introduction, the Faculty of Engineering and Resource Science of Akita University also started the process. By the
autumn of 2012, the 10th AO will have been implemented by the Faculty.
This paper first provides a general overview of the state of university entrance examinations in Japan. Then, it
describes how AO has been implemented. Finally, it discusses the problems encountered by the Faculty in the process
of implementing AO.

1. はじめに
秋田大学工学資源学部は，①少子化による受験生
の減少，②受験競争の緩和により，明確な入学動機
および目的を持ちあわせていない学生の増加，③大
学独自のアドミッション・ポリシーに基づく多様な
選抜方式に対する社会からの要請，の 3 点を背景に，
平成 12 年 5 月 25 日に「学部 AO 入試等検討委員会」
を発足し，3 年間の審議を経て平成 15 年に AO 入試
を導入した （ 1）．
第 1 回目である平成 16 年度 AO 入試においては 3
学科が参加し，その 4 年後に当たる平成 20 年度入試
では全 8 学科の参加を得たことにより，AO 入試は
工学資源学部における特徴のある入試として成長し
た．全 8 学科体制はそれ以降も継続されており，平
成 24 年実施の平成 25 年度 AO 入試は導入後 10 年目
を迎える．
本稿は，工学資源学部 AO 入試実施 10 年目に向け
て，まず，本学部に AO 入試が導入され今日に至る
2012 年 7 月 2 日受理
**秋田大学大学院工学資源学研究科，Graduate School of
Engineering and Resource Science, Akita University

までのわが国の大学入学状況を整理し，本学部 AO
入試がどのような状況下で実施されてきたかを概観
する．次に，わが国の AO 入試を概観しつつ，工学
資源学部 AO 入試のこれまでの取り組み状況を述べ
る．最後に，工学資源学部 AO 入試における今後の
課題を検討する．
2. わが国の大学入学状況
わが国は，第二次ベビーブーム世代（団塊ジュニ
ア世代：昭和 47～49 年生まれ）の後に 18 歳人口が
急速に減少し，少子化が加速している．表 1 および
図 1 に示すように，高校卒業者は，平成 4 年 3 月の
卒業者（平成 3 年度卒業者）が 1,807,000 人とピー
クに達し，それ以降は減少し続けている．直近の平
成 22 年度卒業者は 1,061,000 人であり，ピーク時よ
り 75 万人（40％）も減少している．高校進学率が現
在ほど高くない昭和 39 年度高校卒業者数と比較し
てみても，10 万人少ない．
一方，大学入学者数は，昭和 40 年度入学者数の
25 万人から平成 14 年度のピーク時に至るまで増加
し続け，およそ 2.5 倍の 609,000 人となった．その
後，減少に転じ，平成 23 年度には 50 万人となって
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大学入学者と大学進学率の推移 （ 2）～（ 10）．

表1
大学

前年度

大学入学者

大学進学率

大学

前年度

大学入学者

大学進学率

入学年度

高校卒業者

（千人）

（％）

入学年度

高校卒業者

（千人）

（％）

（千人）

（千人）

S 40

1,160

250

12.8

H3

1,803

522

25.5

S 45

1,403

333

17.1

H4

1,807

542

26.4

S 46

1,360

358

19.4

H5

1,755

555

28.0

S 47

1,319

376

21.6

H6

1,659

561

30.2

1,591

569

32.1

S 48

1,326

390

23.0

H7

S 49

1,337

408

24.7

H8

1,555

579

33.5

S 50

1,327

424

26.7

H9

1,504

587

34.9

S 51

1,325

421

27.3

H 10

1,441

591

36.4

S 52

1,403

428

26.4

H 11

1,363

590

38.2

S 53

1,392

426

26.9

H 12

1,329

600

39.7

S 54

1,384

408

26.1

H 13

1,327

604

39.9

S 55

1,399

412

26.1

H 14

1,315

609

40.5

S 56

1,424

413

25.7

H 15

1,282

605

41.3

S 57

1,449

415

25.3

H 16

1,235

598

42.4

S 58

1,519

420

24.4

H 17

1,203

604

44.2

S 59

1,482

416

24.8

H 18

1,172

490

45.5

S 60

1,374

412

26.5

H 19

1,147
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大学全体の入学志願者延数を見ると，高校卒業者が
減少し続けている状況下にあっても平成 19 年より
再び漸増しており，このことは私立大学の貢献によ
るところが大きい．さらに，表 2 および図 3 からわ
かる志願倍率においても，私立大学は国公立大学よ
り高く，7 倍となっている。私立大学には，限られ
た数の国公立大学では対応しきれない社会の多様な
ニーズが反映されていると捉えることができるであ
ろう．

いる．
こうした現状（高校卒業者数および大学入学者数
の減少）にあっても，大学進学率は昭和 40 年度の
12.8％から堅調に上昇し，大学設置の緩和による後
押しもあり，平成 3 年度からは一度も下降すること
なく上昇し続け，平成 21 年度にはついに 50％を超
えるに至った．高等教育におけるエリート段階から
大衆化段階，そしてユニバーサル段階への移行はこ
こに明らかとなった．
このユニバーサル段階に大きく貢献しているのは
私立大学である．表 2 および図 2 に示したように，

表2

入学志願者数と志願倍率の推移 （ 2）～（ 9），（ 11）～（ 15）．

国立大学
実施

入学志願者

年度

延数（人）

公立大学

志願倍率
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入学志願者

私立大学

志願倍率

延数（人）

入学志願者

大学全体

志願倍率

延数（人）

入学志願者

志願倍率

延数（人）

H 12

471,281

4.8

137,225

6.6

2,800,102

6.8

3,408,608

6.4

H 13

462,541

4.8

139,614

6.4

2,859,436

6.8

3,461,591

6.4

H 14

468,907

4.8

145,815

6.6

3,038,423

7.2

3,653,145

6.7

H 15

468,140

4.8

151,431

6.8

3,143,622

7.4

3,763,193

6.9

H 16

448,038

4.6

139,936

6.2

3,050,799

7.2

3,638,773

6.7

H 17

423,929

4.4

137,621

5.8

2,995,676

7.0

3,557,226

6.5

H 18

425,001

4.4

138,279

5.6

2,930,710

6.7

3,493,987

6.3

H 19

413,870

4.3

135,143

5.4

3,021,217

6.8

3,570,230

6.3

H 20

411,476

4.3

137,463

5.4

3,058,646

6.9

3,607,585

6.4

H 21

398,255

4.1

147,332

5.6

3,103,684

7.0

3,649,271

6.4

H 22

407,616

4.2

156,151

5.7

3,179,848

7.1

3,743,615

6.6

H 23

416,681

4.3

157,611

5.7

3,220,309

7.2

3,794,601

6.6

（千人）

（倍）

4,000

8
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7

3,000
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1,000
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1
0

0
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（ 11 ）～（ 15 ）
国公私立大学入学志願者延数（ 2）～（ 9），
．
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図3

国公私立大学入学志願倍率 （ 2）～（ 9），（ 11）
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3. わが国のＡＯ入試状況
わが国の AO 入試は，平成 2 年度に慶応義塾大学
湘南藤沢キャンパスにおいて，新たな入試として初
めて導入された．以降，AO 入試という名称は国内
において広く知られることとなるものの，アメリカ
で実施されている AO 入試とは共通点が少なく，名
称借用の感は否めない．
平成 12 年度において 4 つの国公立大学（東北大，
筑波大，九州大，岩手県立大）が AO 入試を実施し
たことにより AO 入試はとりわけ注目を集め，AO
入試実施大学は増加し続けている．表 3 および図 4
において明らかなように，平成 23 年度における AO
入試実施状況は，国立大学では 5 校に 3 校，公立大
学では 3 校に 1 校，私立大学においては 5 校に 4 校
となった．但し，図 5 に示したように，AO 入試入
学者数の全体入学者数に占める割合は，国立大学が
1％から 2.7％へ，公立大学が 0.2％から 1.8％へ，そ
して私立大学が 4.3％から 10.4％へと上昇している
ものの，全体から見るとそれほど高いとは言えない
状況にある．実質倍率については，微減傾向にある
と推察される（表 3）．
国立大学における AO 入試の先駆けである東北大
学は，導入当初より学力重視の AO 入試を掲げてお
り （ 16），九州大学においても学力は現在でも AO 入
試の前提となっている．平成 13 年度に導入した北海
道大学でも，学業成績が良好であることおよび大学
院に進学すること （ 17） を掲げているように，AO 入
試における学力は前提条件であり学力不問と捉えら
れていたわけではない．
しかしながら，慶応義塾大学湘南藤沢キャンパス
の選抜方法，すなわち「書類審査」および「面接」
による選考，が唯一の手本として多くの大学に取り
入れられ （ 16），また，平成 12 年度における大学審議
会も「AO 入試には法令上の定義はなく，その具体
的な内容は各大学の創意工夫にゆだねられており，
一般的に言えば，アドミッション・オフィスなる機
関が行う入試というよりは，学力検査に偏ることな
く，詳細な書類審査と時間を掛けた丁寧な面接等を
組み合わせることによって，受験生の能力・適正や
学習に対する意欲，目的意識等を総合的に判定しよ
うとするきめ細かな選抜方法として受け止められて
いる」（ 16），（ 18） との見解を示した．こうして，AO 入
試は「学力不問」の「書類審査」および「面接」に
よる選考と捉えられる傾向の強い入試となっていっ
た．
文部科学省は，平成 20 年度文部科学省白書におい

て，
「いわゆる大学全入時代を迎え，総じて大学入試
の選抜機能が低下し，入試によって大学進学希望者
の学力の水準を担保することが困難な状況になりつ
つある」との認識を示し，AO 入試を「詳細な書類
審査と時間をかけた丁寧な面接を組み合わせること
によって，受験生の能力・適正や学修に対する意欲，
目的意識等を総合的に判定する選抜方式」とした上
で，
「現在，アドミッション・オフィス入試や推薦入
試は，受験者は一定の学力を有しているとの前提の
下，必ずしも学力を課さない形態で普及しており，
学力の担保を課題とする大学もある」との懸念を表
明している （ 19）．
その後，対応策として，文部科学省は，平成 23
年度大学入学者選抜実施要項において，大学教育を
受けるために必要な基礎学力の状況を把握するため
に，AO 入試に関しては①各大学が実施する検査（筆
記，実技，面接等）による検査の成績を合否判定に
用いる，②大学入試センター試験の成績を出願要件
（出願の目安）や合否判定に用いる，③資格・検定
試験などの成績を出願要件（出願の目安）や合否判
定に用いる，④高等学校の教科の評定平均値を出願
要件（出願の目安）や合否判定に用いる，のうち少
なくとも一つを行い，募集要項に明記すること（ 20），
と各大学に通知した．これにより，各大学は学力の
把握に努めることとなった．
4. 工学資源学部のＡＯ入試状況
冒頭で述べたように，工学資源学部は平成 15 年度
において 3 学科に AO 入試を導入した．国立大学に
初めて AO 入試が導入された年から 3 年後であった．
平成 19 年度には全 8 学科に導入されており，募集人
員は入学定員（460 人）の 6.5～7.4％である（表 4）．
本学部の AO 入試は，
「学力」に偏ることなく，
「個
性」「意欲」「積極性」なども含めて総合的に合否を
判定する入試と位置づけられている．AO 入試の前
に，1 日を費やすスクーリングが実施されている．
スクーリングは，スクーリングの受講生に学部をよ
く知ってもらうことを目的とし，大学で学ぶ基礎科
目に関する講義・実験等を行っている．スクーリン
グの受講生は，その後，AO 入試を受験すると決め
た場合のみ出願する．試験では提出書類および口頭
試問を含む丁寧な面接が実施されている．上述の平
成 23 年度大学入学者選抜実施要項において通達さ
れた基礎学力の把握に関する 4 項目は，AO 入試実
施当初より，2 項目目を除くすべてが取り入れられ
ている．
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表3

AO 入試の推移 （ 2）～（ 9） ,

国立大学
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（ 11 ）～（ 15 ）

．

公立大学

私立大学

実施

実施

実施

志願

合格

推計

実施

実施

志願

合格

推計

実施

実施

志願

合格

推計

年度

大学

学部

者数

者数

実質

大学

学部

者数

者数

実質

大学

学部

者数

者数

実質

数

数

(人)

(人)

倍率

数

数

(人)

(人)

倍率

数

数

(人)

(人)

倍率

H 12

3

8

1,289

319

4.0

1

4

188

26

7.2

71

148

15,017

8,496

1.8

H 13

5

23

2,036

521

3.9

3

6

289

57

5.1

199

369

25,948

15,944

1.6

H 14

12

51

3,777

983

3.8

4

7

329

49

6.7

270

504

35,586

21,219

1.7

(13%)

(13%)

(6%)

(4%)

(53%)

(39%)

17

66

5,017

1,214

4.1

4

7

251

54

4.6

316

612

41,624

24,801

1.7

(18%)

(17%)

(5%)

(4%)

(61%)

(46%)

22

75

7

11

346

716

51,816

29,018

1.8

(27%)

(19%)

(10%)

(7%)

(65%)

(52%)

25

82

12

18

364

788

62,604

33,011

1.9

(30%)

(21%)

(10%)

(12%)

(67%)

(56%)
65,667

34,838

1.9

71,364

41,557

1.7

81,464

47,278

1.7

83,216

49,420

1.7

87,454

52,356

1.7

85,837

50,985

1.7

H 15
H 16
H 17
H 18

30

93

(35%)

(24%)

35

105

(42%)

(28%)

H 19
H 20

41

119

(50%)

(32%)

43

131

(52%)

(33%)

H 21
H 22

45

134

(56%)

(36%)

47

135

(58%)

(36%)

H 23
（注 1）（

5,036

1,277

3.9

5,584

1,475

3.8

7,752
9,836
10,100
9,673
10,287

9,680

2,108
2,302
2,545
2,574
2,605

2,720

3.7
4.3
4.0
3.8
3.9

3.6

15

28

(22%)

(18%)

17

30

(24%)

(19%)

18

34

(26%)

(22%)

22

41

(28%)

(23%)

22

38

(28%)

(21%)

22

38

(28%)

(22%)

507

94

5.4

1,027

227

4.5

1,410

323

1,427

373

1,713

460

1,971

531

2,269

688

2,048

544

4.4
3.8
3.7
3.7
3.3

3.8

380

833

(69%)

(57%)

402

912

(72%)

(61%)

439

1,037

(77%)

(67%)

458

1,105

(80%)

(70%)

464

1,118

(81%)

(70%)

463

1,126

(81%)

(70%)

）は大学数・学部数の全体数に対する割合である．

（注 2）志願者数と受験者数との差異は大きくはないとの前提の下で，志願者数と合格者数を用いて算出した倍率を筆者が推定実質
倍率とした．
(%)
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図4

AO 入試実施大学数・学部数の
全体数に占める割合 （ 11）～（ 15）．

図5

AO 入試入学者数の
全体入学者数に占める割合 （ 11）～（ 15）．
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表4

AO 入試の募集定員の推移
（人）

実施

H

H

H

H

H

H

H

H

H

年度

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

4

5

8

8

8

8

8

7

10

12

21

34

34

31

31

30

－

－

－

－

7.4

7.4

6.7

6.7

6.5

％

％

％

％

％

募集
学科
募集
定員
募集
定員
/入
学定
員

AO 入試による入学者の学力について，文部科学
省が白書において不足を懸念していることは，先に
示した通りである．本学部では，入試区分別（AO，
推薦Ⅰ，推薦Ⅱ，前期，後期）入学後の学力追跡調
査において，AO 入試による入学者がとりわけ学力
不足であるという結果は，現時点では出ていない．
5. おわりに
AO 入試を実施している全国の国公私立大学を対
象としたアンケート（平成 12～19 年度）を分析した
結果によれば，①大学ランクが下がれば下がるほど，
小論文等の出題をしていないこと，②大学ランクが
上位では，AO 入試の開始当初から業務量負担への
教員不満が大きかったこと，③大学ランクが中位の
大学では，AO 入試の開始当初のみ，個性的で意欲
の高い学生を選抜できたこと，④その後，続々と AO
入試に参加した中位から下位までの大学では，個性
的で意欲の高い学生の選抜には全く該当しなかった
こと，が明らかとなった （ 21）．
この分析結果を踏まえつつ，本学部における AO
入試の課題を 3 つに整理し，以下に検討する．
・本学部の AO 入試の特徴であるスクーリングは，
時間を掛けて準備されており，教員の負担は大きい
と思われる．今後は，学科毎に行っているスクーリ
ングを複数の学科が共同で実施する可能性を検討す
る．
・本学部の AO 入試における学力の把握は，主とし
て教科の評定平均値および口頭試問により行われて
いるものの，この方法のみで十分かを検討する．
・本学部の AO 入試は，
「学力」に偏ることなく，
「個
性」「意欲」「積極性」なども含めて総合的に合否を

判定する入試である．したがって，AO 入試による
入学者は単に学業成績をもって評価されるべきでは
なく，彼らの意欲，積極性などを評価対象とするこ
とも重要な視点となる．そのための指標づくり（例
えば，高い自主性と意欲が必要とされる卒業研究に
おける指導教員による評価，大学院進学の実績など
の多面的評価）（ 22） は喫緊の検討課題であろう．
今後，本学の AO 入試に向けて，一層の努力が望
まれる．
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－ The Communicative Approach to Language Teaching －
Some Strengths and Weaknesses
Kolawole Waziri Olagboyega**
Abstract
This paper is a contribution to a continued exploration of what Communicative Language Teaching has to offer the
language teacher and learner. The paper explores the adoption of CLT in Japan; and examines the effectiveness of the
method in an EFL context such as Japan. The real forte of communicative language teaching lies in the fact that it is a
versatile approach, which permits teachers to draw on its critical strengths without needing to adopt an all-or-nothing
view of it or abandoning the structurally-inclined syllabuses that instructors may feel bound to. Even if grammatical
competence alone is the goal of the learner, CLT is doubtless one valuable means of achieving it. The problems that do
exist with it – few of which are lethal – are in a sense diminished in light of this broad range of application it has, and the
fact that it fills what was once a ‘communicative vacuum’ in pedagogy. While it may not provide the answer to all
aspects of language teaching, its contribution nevertheless justifies its current prevalence.

1. Introduction: Communicative Language
Teaching

a. Grammatical Competence – Mastery of the structural
properties of language (Chomsky’s “competence”);

Today, almost any language methodology reflects an

b. Sociolinguistic Competence – the understanding of

awareness of the principles of communicative language

social context and rules of appropriacy upon which

teaching (CLT). Paramount among these is the notion of

successful communication is based;

language as communication and not merely mastery of

c. Discourse Competence – the interpretation of speech/text

linguistic structures, a realization that has fostered a more

in terms of its relationship to the discourse as a whole and

functional view of language, complementing but not

according to inferencing skills based on an understanding for

superseding the structural view. What ‘language as

principles of coherence / cohesion;

communication’ means has come to be based largely on

d. Strategic Competence – the ability to compensate for

(1)

models of “communicative competence” . Communicative

obstacles to performance and to initiate, maintain, repair and

competence has been described as “the ability to function in

redirect communication.

a truly communicative setting – that is, in a dynamic

Communicative competence theory has provided the main

exchange in which linguistic competence must adapt itself

theoretical impetus for CLT by specifying the requirements

to the total informational input, both linguistic and

for successful communication and implicitly prescribing a

(2)

paralinguistic, of one or more interlocutors” . What this

view of learning through communication that is authentic in

“ability” involves has been elucidated by Canale and

the constraints (social, grammatical, discoursal, and temporal)

Swain

(3)

in a model which recognizes 4 areas of

proficiency:

it places on the learner. Other factors, however, have also
contributed to the ascent of functionalism:
a. Previous approaches to language teaching frequently left

Received July 20, 2012
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of Global Communication and Language of Akita International
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students unable to communicate, despite their control of the
formal aspects of language.
b. The growing role of English in the international community
fuelled demand for techniques equipping learners with the
means to function in the language and participate usefully and
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directly in social, educational, commercial and political

that first and second language acquisition are not identical

activities (a demand that spawned a simultaneous growth in

processes.

ESP programmes).

- Language is a means to an end, not an end in itself, and,

c. Philosophical developments within Austin’s Speech Act

provided the speaker/writer is successfully conveying his

Theory (ref. Searle’s ‘indirect speech acts’ and Grice’s

message, errors – phonological or structural – are consequently

‘politeness principles’) emphasised the “performative” aspect

de-emphasized.

of language and the importance of context, appropriacy and

- As active participants in the learning process, learners should

deep-structure meaning.

be given rein- what Morrow(9) calls “choice” – to be creative

d. An increased focus on discourse analysis and such notions

with language and express their personalities and cultural

as

identities.

shared

reaffirmed

knowledge,
the

role

presupposition

of

context

and

and

inference,

pragmatics

in

- Teachers work to develop a communicative environment,
analyze student needs, counsel students, and facilitate with

communication.
(4)

and

e. SLA research – particularly interlanguage studies
(5)

error analysis work

– served to de-emphasize accuracy

tasks.
- The students’ L1 is used judiciously, although, emphasis is

(form) in the interests of fluency (meaning) and promote the

on maximizing use of the L2.

“semantic and communicative dimension rather than merely

- Objectives should reflect learner needs/interests and give

(6)

the grammatical characteristics of language” . Finally,

learners the functional skills/knowledge to meet those needs.

greater emphasis on the learner – the cause and consequence

- All 4 skills are given prominence, but form is always

of a surge in affective research – promoted humanistic

subordinate to content and process. Integration of the skills

techniques such as the silent way, suggestopedia and

is central, for in real communication they rarely function in

community language learning which fed into the somewhat

isolation.

eclectic communicative approach.

The activity types these precepts translate to include pre-

Communicative Language Teaching is the pedagogical

communicative

activities

for

communicative

skills

realization of these various trends each of which is

development, information-gap / problem-solving / chart-

represented

completion tasks, pair work and group work activities,

in

the

following

general

principles

characterizing the approach:

games, role-plays, simulations, skits and drama, debates /

- Language is a system for expressing meaning; its primary

discussions, improvisations, listening exercises and analysis

function is interaction and communication. Activities should

of authentic video.

reflect this by promoting communication at the discourse

Finally, what constitutes the ‘communicative syllabus’

level, being authentic and task-based, and involving learners

has been controversial. Many believe CLT to be

in the processes of information-sharing, the negotiation of

synonymous with a semantically-based (notional-functional)

meaning and interaction. Language for communication is

syllabus; others(10),(11) rightly wish to draw a distinction

thus necessarily achieved through communication in as

between syllabus and methodology based on the idea that

naturalistic an environment and as early as possible, thereby

even a purely structural syllabus may be realized

replicating first language acquisition. (While this might

communicatively, for the syllabus itself is “an inert abstract

(7)

terms the strong version of

object …. What learners do is not directly determined by the

the communicative approach in which language is acquired

syllabus but is a consequence of how the syllabus is

appear to support what Howatt

(8)

–

methodologically mediated by the teacher in the pursuit of

this need not be the case. ‘Language learning through

his own course of instruction”(10). Whereas certain

communication’ is a necessary but likely not a sufficient

methodologies do tend to be bound to a particular type of

condition for complete communicative competence; as such

syllabus, CLT could be said to transcend this, and perhaps

it is a notion compatible with the more realistic weak

that constitutes the main warrant for its being termed an

communicative approach that allows recognition of the fact

‘approach’.

solely through using it – as in the ‘Natural Approach’
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2. Communicative Language Teaching in Japan

for school students, which range from an ability to hold

In Japan, the practice of CLT and its explicit adoption

‘simple conversations’ at junior high school level, and an

by the policy makers is a fairly recent phenomenon even

ability to hold ‘normal conversations’ at senior high

though the concept had been known by most language

school level, to graduates leaving university with an

teachers for a very long time. Riley

(12)

provides a

comprehensive history of the development of English

ability

to

effectively

function

in

occupational field in English language

(16)

their

chosen

.

Education policy in Japan and how Japan moved towards

These changes were aimed at promoting oral

CLT. He maintains that English used to be taught in

communication as the primary goal for English education.

Japan as a classical language (e.g. Latin or Greek),

A term which has been commonly adopted for the new

“viewed as a source of valuable information and

courses, and the new approach to English teaching now

perceived as a one way channel for the reception of

encouraged in Japan, is ‘communicative language

western thought, not a two-way channel transmitting

teaching’ (CLT)(16).

Japanese ideas back to the world”(12). In the post-war era,

There is an assumption inherent in the CLT method that

efforts towards making education more egalitarian

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

encouraged the teaching of English as a set of formal

communicate in English with a high proficiency. This

(13)

argues that

simply is not true in most Outer and Expanding Circle

these ideologies have resulted in “a set of teaching

contexts. In Japan, proficiency in English communication is

priorities and procedures which over time have become

just not necessary for daily life and survival in Japanese

stiff and inflexible, and which now create considerable

society (although, CLT has been adopted by MEXT and

resistance to the introduction of new purposes and

Japanese

methods”.

implementation of CLT has been challenging for Japanese

rules to be mastered and memorised. Law

However, Riley

(12)

maintains that there have been

many calls since the 1980s from within Japan for

educators).

More

importantly,

“the

English teachers”(17),(18). The question then is what CLT
offers the language teachers and learners.

changes in the Japanese educational system in general,
and in the teaching of English in particular. “English

3. What Communicative Language Teaching Offers the

language teaching in Japan traditionally has been based

Language Teachers/Learners

on a teacher-centred approach with the term Yakudoku

Authenticity – In attempting to create an authentic

used to describe the particular grammar-translation

environment, CLT exposes learners to the realities of

method widely employed in Japanese schools”. As a

near-‘genuine’ communication, thereby familiarizing them

result of the continued calls for educational reform, the

with

Japanese Ministry of Education (MOE) put into effect

communication’ entails. This has a number of potential

changes in the teaching of English in junior high schools

benefits:

in 1993 and high schools in 1994. The changes were

(i) Students acquire for themselves a sense of direction in

based on a 1989 revision of MOE guidelines

(13)

and

the

nature

of

the

constraints

‘real-world

their learning; of what it is they are striving for and why.

included the adding of a new high school subject, Oral

This has implications for motivation (below).

Communication, consisting of courses in listening,

(ii) In learning to cope with linguistic and paralinguistic

speaking and discussion

(14)

.

constraints of ‘the communicative situation’ (lack of

Then in 2002, the newly named Ministry of Education,

vocabulary, ‘noise’, etc.,), students naturally develop for

Culture, Sports, Science and Technology (MEXT)

themselves

produced a document entitled “Developing a strategic

integration, favoured by the communicative approach,

plan to cultivate ‘Japanese with English abilities’”

(15)

.

strategies for overcoming

these.

Skills

serves as one such strategy whereby the exercise of one

The plan calls for greater emphasis to be placed on “the

skill facilitates the operation and development of others.

cultivation of fundamental and practical communication

Affect – By giving them a functional grasp of language,

abilities”. It lays out communicative attainment targets

CLT develops in learners a sense of confidence, an
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awareness of their ability to perform in real settings. This

(i) There is a need for cultural sensitivity, particularly

helps dispel the view of language learning as an academic

where classroom etiquette is such that teaching/learning

activity providing them with knowledge utilizable only

is very structured and formal, learners expected to be

within

as

passive ‘sponges’ and most activity teacher-centred. In

for

this situation, typical of many Asian classrooms, learners

communicative interaction help students “integrate the

– and sometimes the institutions – need training in the

foreign language with their own personality and thus …

approach, the rationale and the expectations underlying

formal,

Littlewood

educational

notes,

contexts.

opportunities

feel more emotionally secure with it”
Secondly,

motivation

within

(19)

CLT

.

games etc. in the classroom. Not all institutions are

bolstered

and

learning

prepared to accept such ‘untraditional’ changes. If they

geared

to

learners’

are, teachers may then be faced with other cultural

needs/interests and the scope given for teacher and student

realities; in Japan, for example, separation of the sexes is

creativity and expression. In particular, the utilization of

forbidden amongst adolescents, and getting boys and

authentic materials/realia that are in themselves inherently

girls interacting can be both difficult and counter-

interesting, spurs student interests, helps them relate their

productive.

learning to the outside world and encourages them to see

(ii) Teachers need to be sensitive to the level,

language as a means to an end.

personalities and interpersonal relationships of their

increased

through

is

Further,

content

Lastly, elements of the approach serve to lessen student

students if they are to be interacting so closely together.

anxiety: (i) the humanistic nature of the student-teacher

Failing to do so can result in bad feeling and stunted

relationship

learning.

where

the

teacher

is

more
(20)

a

than an

(iii) CLT is not for everyone, and non-native and/or

omniscient figure, allows for a better classroom rapport.

untrained instructors may lack the confidence to break

So too does the cooperative nature of student-student

away from more ‘controlled’ and immediately operable

relationships that emerges from interactive activities; (ii)

methods of teaching. Related is the fact that CLT

the focus on message and tolerance of errors is more

arguably requires greater teacher preparation, creativity,

conducive to risk-taking as is the fluid, dynamic nature of

stamina and thus ability and motivation if it is to

communicative tasks that do not demand flawless form,

function successfully.

but

the

Control – Beyond a certain class size, teaching

development of a capacity to maximize one’s performance

communicatively raises the problem of control. In classes of

with whatever means one has available.

above 30 students (typical high school classes in Japan), it

counsellor/colleague or “co-communicator”

support

creativity,

hypothesis-testing

and

In light of Dulay, Burt and Krashen’s claim that

becomes increasingly difficult, without the benefit of

“attitudinal and motivational factors have more to do with

assistant teachers, to work with and assist students, as well

the successful attainment of communicative skills in a

as keep check on levels of participation and L2 use.

(21)

,

Authenticity – Not only is the classroom an inherently

the affective domain represents an area of significant

artificial environment, but most authentic materials require

contribution from CLT. McKay notes context as being

a certain level of linguistic proficiency below which they

CLT’s biggest challenge to worldwide adoption, as

fail to promote learning; this raises the question of how the

“teachers outside of the Inner Circle … question the

approach can follow through its ideals with beginner

appropriateness of the approach for their particular teaching

students.

second language than metalinguistic awareness does”

context”

(22)

.

Strategies, Errors & Fossilization – In answering to the
demands of realistic communication, students – especially

4. Some Demands and Inadequacies of the Approach

lower-level students and those lacking motivation – may so

Demands on the Teacher – CLT places demands on

develop and refine their strategies that, not being able to

teachers that may not or cannot always be met:

function adequately in the target language, they lose the
incentive to improve upon their performance. In the case of
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L1 acquisition this incentive is continually present as a

Japan, especially in high schools, two issues arise with

“social or identity-marking function, which makes him/her

respect to having real ‘communicative’ activities in the

aspire to the same level of accuracy as is represented by

classroom. First, “various concerns and anxieties exist

; in the L2 this is

among school teachers”24. In my observations of English

unlikely to be the case and the threat of fossilization arises.

language classes in high schools in Japan, the teachers have

This threat is exacerbated by the belief in CLT that errors

in most cases resorted to teaching English through the

should be viewed positively as a natural part of the learning

grammar translation method (Yakudoku) rather than take

process in which learners test hypotheses about the target

chances with their levels of English, which by most

language and receive, at most, indirect correction. Under

parameters can be sufficient for what is needed by their

these conditions, one has to question whether learners are

students. The second issue is that “the need to use foreign

(i) getting enough of the right kind of feedback from

language (English language) is not felt by students to be

teacher and peers to confirm/disconfirm their hypotheses,

pressing”25. They will study English to pass the entrance

and (ii) correctly interpreting the feedback they do get; for

examinations required to get admitted into tertiary

an approach that stresses message over form, teachers may

institutions in Japan. For the students and for the teachers,

frequently give positive feedback based on successful

grammatical competence seems to be the goal. Even if

communication

of

grammatical competence alone is the goal of the learner,

utterances. Learners may interpret such feedback as

CLT is doubtless one valuable means of achieving it. The

confirmation of their hypotheses, a misconstrued notion that

problems that do exist with it – few of which are lethal – are

may reinforce erroneous structures.

in a sense diminished in light of this broad range of

Evaluation – Evaluating communicative competence

application it has, and the fact that it fills what was once a

objectively is problematical, for the construction of a model

‘communicative vacuum’ in pedagogy. While it may not

that simultaneously allows for the testing of all areas of

provide the answer to all aspects of language teaching, its

competence is as yet elusive. Individual areas may be tested

contribution nevertheless justifies its current prevalence.

separately via a mixture of discrete-point and integrative

The introduction of English classes at elementary schools in

tests such as cloze, but this is not ideal given the

Japan from 2011, with specific focus on listening and

authenticity principle underlying CLT. Having two or three

speaking26, is a very good opportunity to embrace the CLT

testers evaluating pairs of students has been viewed as a

approaches early. If properly implemented, it will not be too

solution, however the dynamics and ability/personality

long before the Japanese students can match the proficiency

differences among group members could lead to bias, and

levels of their counterparts in Korea, China and some other

there still remains the problem of raters rating consistently.

Asian countries. It is therefore my view that CLT should be

adult speakers in his environment”

regardless

of

(23)

the

ill-formedness

actively encouraged in all English classrooms in Japan.
5. Conclusion
Most scholars agree that the aim of language teaching is
to

achieve

communicative

competence.

And,

communicative language teaching is a versatile approach
which permits teachers to draw on its critical strengths
without needing to adopt an all-or-nothing view of it or
abandon structurally-inclined syllabuses that instructors
may feel bound to. As a professor of English language
teaching (ELT) at the graduate school of Akita International
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- コミュニカティブ言語教授法へのアプローチ –
その利点と欠点
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－The Communicative Approach to Language Teaching− Some Strengths and Weaknesses

要

旨

コミュニカティブ言語教授法（CLT）が指導者や学習者に何を提供すべきかということについて
はこれまでも研究されて来たが, 本稿は, それらの研究に貢献する目的で書かれた. 本稿は, 日本
での CLT の普及状況を概観し, 日本のような EFL コンテクストでの CLT の効果を検証する. コミュ
ニカティブ言語教授法の真の強みは, それが融通のきくアプローチであるという事実である. 言い
換えれば, CLT の決め手となる長所を引き出すために, 教師はオール・オア・ナッシングの立場を
取る必要がない. また, 指導者によっては, 文法構造を重視したシラバスを必ず使用しなくてはい
けないと思っているかもしれないが, そのようなシラバスを放棄する必要もない. たとえ学習者の
目標が文法的能力の習得だけだとしても, CLT がその達成に有効な手段の一つであることは疑いな
い. CLT に問題点は存在するものの, 致命的な問題は数少ない. CLT は幅広いアプリケーションで
あり, また, かつての教授法におけるコミュニケーションの不在を補填しているという事実がある.
それらの事実を考慮すれば, 現存する CLT の問題は, ある意味取るに足らない物である. CLT は言
語教育のすべての局面における問題を解決できる訳ではないかも知れない. しかし, CLT がもたら
した成果は, CLT が現在広く行き渡っていることを正当化するものである.

________________________

** 国際教養大学専門職大学院英語教育実践分野准教授コー
ラ・ワジリ・オラグボイエガ（秋田大学大学院工学資源学
研究科非常勤講師）

23

24

大黒屋信英・川原

将・後藤文彦・長谷部薫

秋田大学大学院工学資源学研究科研究報告，第33号，2012年10月

25

26

和田考平・宗像健三・秋元佑介・武田晴輝・中道勝・金宰煥・米原和男・若井大介

プラズマ焼結法で製造されたBe12Ti の耐酸化性

27

28

和田考平・宗像健三・秋元佑介・武田晴輝・中道勝・金宰煥・米原和男・若井大介

プラズマ焼結法で製造されたBe12Ti の耐酸化性

29

30

和田考平・宗像健三・秋元佑介・武田晴輝・中道勝・金宰煥・米原和男・若井大介

プラズマ焼結法で製造されたBe12Ti の耐酸化性

31

32

和田考平・宗像健三・秋元佑介・武田晴輝・中道勝・金宰煥・米原和男・若井大介

33

秋田大学大学院工学資源学研究科研究報告，第33号，2012年10月

研究報告

CaCl2 水溶液による氷の融解挙動に関する
数値シミュレーション
鎌田秀将＊＊・田子真＊＊・小松喜美＊＊・赤田拡丈＊＊

Numerical Simulation on Melting Behavior of Ice Covered with CaCl2 Solution
Shuusuke Kamada＊＊, Makoto Tago＊＊, Yoshimi Komatsu＊＊ and Hirotake Akata＊＊
Abstract
In this paper, a numerical simulation has been performed to clarify the melting behavior of ice covered with a CaCl 2
solution in a rectangular cavity. First, the numerical results computed for the present study have been compared with the
experimental results obtained by another researcher in order to verify the effectiveness of the present numerical calculation
method. As a result, the present numerical calculation results for the melting rate of ice with a CaCl 2 solution are shown to be
in good agreement with the experimental ones previously obtained by another researcher. Next, the influence of the inclination
angle of a rectangular cavity on the ice melting rate has been examined. From the present computed results, it was found that
the melting rate of ice with a CaCl2 solution almost increased by increasing the inclination angle of a rectangular cavity.

も 数 値 解 析 的 に も 多 く の 研 究 (2) ～ (6) が 行 わ れ て き た ．

1. はじめに
東 北 ， 北 海 道 の 積 雪 寒 冷地 で は ， 路 面 の 凍 結 に よ
る 交 通 の ト ラ ブ ル を 回 避 す る た め ，様 々 な 方 法 に よ

し か し な が ら ，こ れ ら の 数 値 解 析 的 な 研 究 で は ，氷
の融解に伴う融解面の移動が考慮されていない．

り 除 雪 ・ 融 雪 が 行 わ れ て い る 。 例 え ば ， 電 熱 線 や温

本 研 究 で は ， 矩 形 容 器 内 の CaCl 2 水 溶 液 に よ る 氷

水を循環させたパイプにより路面を加熱するロー

の 融 解 を 明 ら か に す る た め ，融 解 面 の 移 動 を 考 慮し

(1)

が，周知のように

た 数 値 計 算 を 行 っ た ． こ れ に よ り ， CaCl 2 水 溶 液 内

現 在 一 般 に 広 く 用 い ら れ て い る ． し か し な が ら ，融

に生じる対流および矩形容器の傾斜角度が氷の融

雪 装 置 ・ 機 器 の 設 置 や 維持 管 理 に か か る コ ス ト が 高

解挙動に及ぼす影響について検討した．

ドヒーティングによる融雪装置

い こ と も あ り ，主 要 な 場 所 に 限 ら れ て い る よ う で あ
る ．こ の よ う な 融 雪 装 置 を 用 い た 方 式 よ り 経 済 的 な

主な記号

融 雪 手 段 と し て ，融 雪 剤 を 散 布 す る 方 法 が 挙 げ ら れ

c ： 濃度

[wt%]

る ． 融 雪 剤 に は ， 安 価 に入 手 可 能 な 塩 化 カ ル シ ウ ム

Cp ： 定圧比熱

[J/(kg･K)]

(CaCl 2 )を 使 用 す る こ と が 多 く ，散 布 す る た め の 特 別

D ： 拡散係数

[ m2/s ]

な 器 材 を 必 要 と し な い こ と か ら ，今 な お 多 く の 自 治

f ： 液相率

[-]

体で利用されている．

g ： 重力加速度

[ m/s2 ]

hL ： 融解潜熱

[ J/kg ]

要としない点である．凍結路面上に散布された

t ： 時間

[ sec ]

CaCl 2 は 空 気 中 ， も し く は 路 面 上 の 水 分 に 溶 解 し て

T ： 温度

[ ℃ ]

CaCl 2 水 溶 液 と な る ． CaCl 2 水 溶 液 と 路 面 上 の 雪 氷

u ： x 方向速度

[ m/s ]

と の 界 面 に で き る 濃 度 差 に よ り ，雪 氷 は 自 発 的 に 融

v ： y 方向速度

[ m/s ]

解する．

ギリシャ文字

CaCl 2 に よ る 融 雪 の 特 徴 は ， 周 囲 か ら の 加 熱 を 必

水 溶 液 の 凍 結 ・ 融 解 に つい て ， こ れ ま で 実 験 的 に
2012 年 7 月 23 日受理
＊＊
秋田大学大学院工学資源学研究科機械工学専攻．
Department of Mechanical Engineering, Graduate School
of Engineering and Resource Science, Akita University.

c ： 濃度体膨脹係数

[(kg/kg)-1]

T ： 温度体膨脹係数

[K-1]

 ： 熱伝導率

[W/(m･K) ]

 ： 密度

[ kg/m3 ]

 ： 氷の融解厚さ

[m]
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  v     uv     vv 
t
x
y

添え字
F ： 融解面
i ： 初期値



s ： 固相

p   v    v 
    
y x  x  y  y 

(3)

  g cos   T T  Ti    c  c  ci  

l ： 液相


 C pT   x  C puT   y  C pvT 
t

2. 計算モデル
本 研 究 で 用 い た 計 算 モ デ ル を 図 1 に 示 す ．本 モ デ
ル で は ， 高 さ 25mm， 幅 15mm の 周 囲 が 断 熱 面 で 囲
わ れ た 二 次 元 矩 形 容 器 内 に ， 厚 さ 15mm の CaCl 2 水
溶液層と厚さ 10mm の氷層が上下に配置されている．
容 器 内 の 初 期 温 度 T i は CaCl 2 水 溶 液 層 と 氷 層 と も に



(4)

  T    T 
f
   s hL

  
x  x  y  y 
t

c 

  c    c 
  uc    vc    D    D 
t x
y
x  x  y  y 

(5)

-5℃ と し ， CaCl 2 水 溶 液 の 初 期 濃 度 c i は 20wt%と し

ま た ，固 相 と 液 相 と の 間を つ な ぐ 結 合 条 件 と し て

た ．ま た ，水 溶 液 層 か ら壁 面 お よ び 氷 層 へ の 物 質 移

以 下 の 2 式 を 適 用 し た ．式 (6)は エ ネ ル ギ ー バ ラ ン ス

動 は な い も の と す る ．な お ，矩 形 容 器 の 傾 斜 角 度 θ

式 を ， 式 (7)は 質 量 バ ラ ン ス 式 を 示 し て い る ．

は鉛直方向からの角度を表わしている．

s hL

Solution
Soluti
TTii =on
-5℃
-5℃

(7)

ここで，n は法線方向を表わしている．
4. 融解面移動の取り扱い

ccii = 20wt%
=
Ice 20wt%

本 研 究 に お い て ，計 算 領 域 は コ ン ト ロ ー ル・ボ リ
ュ ー ム に 分 割 さ れ ，そ れら は 固 相 ，固 液 共 存 相 ，液

Ti = -5℃

y

(6)

 n 1 c
 D
t cF n

Insulate
Insulat
ed

θ

n
T
T
 l l  s s
t
n
n

相の 3 つに分けて考えている．
図 2 は ，任 意 の コ ン ト ロ ー ル・ボ リ ュ ー ム の 状 態
を模式的に示したものである． f はコントロール・

x

ボリュームの液相率を表わしている．コントロー
Fig.1

Computational model.

ル・ボリュームの状態は液相率 f によって判定され，
液相率 f が 0 であれば固相，液相率 f が 0 より大き
く ， 1 よ り 小 さ け れ ば 固液 共 存 相 ， 液 相 率 f が 1 と

3. 基礎式

な れ ば 液 相 と な る ．ま た ，固 相 お よ び 液 相 に は ，そ

本 研 究 に 用 い た 基 礎 式 (1)~(5)を 以 下 に 示 す ．そ れ

れ ぞ れ ， 氷 お よ び CaCl 2 水 溶 液 の 物 性 値 を 与 え て お

ぞれ，連続の式，x 方向運動方程式，y 方向運動方

り ，固 液 共 存 相 の 物 性 値 に つ い て は ，固 相 と 液 相 の

程 式 ，エ ネ ル ギ ー 保 存 式 ， な ら び に CaCl 2 水 溶 液 の

割合を考慮し，液相率 f を用いて以下の式により算

質量保存式である．

定した．



 u     v   0
x
y

(1)




  u     uu     uv 
t
x
y


p   u    u 
    
x x  x  y  y 
  g sin   T T  Ti    c  c  ci  



1

(8)

 (1.0  f ) s  f l 
f=0

0<f <1

f=1

Solid and Liquid

liquid

(2)
Solid

Fig.2

Definition of liquid rate.
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  1.0  f   s  f  l

(9)

の 融 解 が 完 了 し ，液 相 とな っ た と き の 状 態 を 示 し た
も の で あ る ． P コ ン ト ロー ル ・ ボ リ ュ ー ム の 融 解 完

C p  1.0  f   C p s  f  C p l

(10)

了 後 に ， P コ ン ト ロ ー ル・ ボ リ ュ ー ム に 隣 接 す る 固
相 の コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム (W お よ び S コ ント

こ こ で ， λ， ρ， お よ び C p は ， そ れ ぞ れ ， 熱 伝 導 率 ，
密度，および定圧比熱である．

ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム )が 次 の 固 液 共 存 相 と な る ． そ
の た め ，融 解 面 を 示 す 太 い 実 線 は ，図 3 に 示 さ れ る

図 3 は ，右 上 (北 東 )か ら 左 下 (南 西 )に 向 か っ て 融

それまでの位置から図 4 に示される新たな固液共存

解 が 進 行 し て い る 固 液 共 存 相 の コ ン ト ロ ー ル・ボリ

相 (W お よ び S コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム )と 液 相 (P

ュ ー ム (P コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム )を 中 心 に ， そ

コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム )の 間 の 位 置 に 移 動 す る ．

の 周 り に 隣 接 す る 固 相 (W お よ び S コ ン ト ロ ール ・

こ の 様 に ，本 数 値 計 算 方 法 で は ，固 液 共 存 相 は 融

ボ リ ュ ー ム )と 液 相 (E お よ び N コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ

解 が 完 了 し て い な い 状 態 と 判 定 し て い る が ，固 液共

ュ ー ム )の コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム を 示 し た も の

存 相 で は ， 液 相 率 f の 分だ け 融 解 が 進 行 し て い る ．

で あ る ．図 に お い て ，太 い 実 線 が 融 解 面 を 表 わ し て

そ の た め ， 融 解 量 を 算 出 す る 際 に は ， 液 相 率 f を用

い る ．固 液 共 存 相 の コ ン ト ロ ー ル・ボ リ ュ ー ム は 融

いて，固液共存相 の融解量を合わせて算出している．

解 完 了 (f = 1)ま で 氷 の 状 態 に あ る も の と し て 計 算 を
5. CaCl2 水溶液による氷の融解の仕組み

行 っ た の で ，氷 と 水 溶 液 の 界 面 で あ る 融 解 面 は ，常
に固液共存相と液相の間に位置づけられる．なお，

本 研 究 で は ，初 期 温 度 -5℃ の 氷 を ，初 期 温 度 -5℃ ，

融 解 進 行 中 の 固 液 共 存 相 の コ ン ト ロ ー ル・ボ リ ュ ー

お よ び 初 期 濃 度 20wt%の CaCl 2 水 溶 液 で 融 解 す る 場

ム の 物 性 値 に つ い て は ， 先 述 し た よ う に 式 (8)~(10)

合について数値計算を行った．この場合を例に，

を用いて計算した．

CaCl 2 水 溶 液 に よ る 氷 の 融 解 の 仕 組 み を 説 明 す る ．

ま た ，図 4 は ，図 3 に 示 し た 固 液 共 存 相 の コ ン ト
ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム (P コ ン ト ロ ー ル ・ ボ リ ュ ー ム )

図 5 に CaCl 2 水 溶 液 の 相 平 衡 状 態 図 (7) を 示 す ． 固
液 界 面 で あ る 融 解 面 で は ，温 度 と 濃 度 は 平 衡 状 態に
あ り ， 本 研 究 で は CaCl 2 水 溶 液 お よ び 氷 の 初 期 温 度
が -5℃ で あ る た め ， 融 解 面 濃 度 は 図 よ り 約 9wt%と
な る ．水 溶 液 の 初 期 濃 度 は ，融 解 面 濃 度 よ り も 高 い
20wt%で あ る の で ， 融 解 面 に は 濃 度 勾 配 が 現 れ る ．
こ の 融 解 面 の 濃 度 勾 配 か ら ，式 (7)に よ り 氷 の 融 解厚
さ が 求 め ら れ る ． こ の と き 氷 の 融 解 に 必 要 と な る
潜熱は周囲から吸収され，その量は氷の融解厚さ
か ら 式 (6)で 求 め ら れ る ．潜 熱 の 吸 収 に よ り 融 解 面 温
度 は 低 下 し て い く た め ，融 解 面 濃 度 は 図 に 示 し た 液
相線に沿って増加していく．さらに， 融解が進む
と，融解水により水溶液の濃度が低下していくため，

Fig.3

Typical control-volume with melting.

融 解 面 の 濃 度 勾 配 も 低 下 し ，式 (7)で 求 め ら れ る 氷の
0.0

Initial condition

Temperature (℃)

-10.0

-20.0

-30.0

Liquidus line
-40.0

Fig.4

Typical control-volume after melting.

0

Fig.5

10

20

Concentration (wt%)

30

Equilibrium phase diagram of CaCl2 solution.
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0.40

水 溶 液 に よ る 氷 の 融 解 で は ，温 度 お よ び 濃 度 が 互い

0.35

に関係し合い，融解が進行していく．

0.30

2

Melting mass (kg/m )

融 解 厚 さ も 小 さ く な っ て い く ． こ の よ う に ， CaCl 2

6. 結果および考察
6.1 本数値計算方法の妥当性の検討
融解面の移動を考慮した本数値計算方法の妥当

Angle
-30°
-30°
-60°
-90°

0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

性 を 検 討 す る た め ，菅 原に よ る 実 験 結 果 お よ び 数 値

0.00

計 算 結 果 (2) と の 比 較 を 行 っ た ．

0

れ ぞ れ ，菅 原 に よ る 数 値計 算 結 果 お よ び 実 験 結 果 を
表 わ し て い る ．図 よ り ，融 解 が 始 ま っ て か ら 600 秒

約 0.7mm と な り ，極 め て 小 さ い と い え る ．し た がっ

100

120

0.41

Melting mass (kg/m2)

菅 原 が 実 験 で 求 め た 融 解 厚 さ と の 差 は 600 秒 後 でも

80

0.42

間 に お い て ，本 数 値 計 算 結 果 は ，菅 原 の 数 値 計 算 結

向 の 融 解 厚 さ と し て 換 算 す る と ，本 数 値 計 算 結 果と

60

Fig.7 Time variation of melting mass for
different inclination angles.

計 算 結 果 を 示 し て お り ，破 線 お よ び プ ロ ッ ト が ，そ

が小さくなっている．しかしながら，融解量を y 方

40
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図 6 に ，融 解 量 の 時 間 変 化 を 示 す ．実 線 が 本 数 値

果 よ り 融 解 量 が 大 き く ，菅 原 の 実 験 結 果 よ り 融 解 量
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て ，本 数 値 計 算 方 法 は 妥当 で あ る と 考 え て 差 し 支 え
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ないと思われる．
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6.2 融解挙動に及ぼす容器傾斜角度の影響
図 7 に ， 矩 形 容 器 の 傾斜 角 度 が ， 0°， 30°， 60°，

Fig.8 Melting mass for different inclination
angles at 120sec.

お よ び 90°に お け る 融 解 量 の 時 間 変 化 を 示 す ． 図 よ
り ，す べ て の 角 度 に お い て ，時 間 の 経 過 に 伴 っ て 融
解 量 が 増 え て い る こ と が わ か る ．ま た ，融 解 開 始か

よ っ て 融 解 量 が 異 な る 理 由 に つ い て は ， CaCl 2 水 溶

ら 120 秒 間 を 通 し て の 0°の 融 解 量 に 対 し て ， 30°，

液 層 に 生 じ る 流 れ ，お よび 容 器 内 の 温 度 分 布 を 用 い

60°，お よ び 90°の 融 解 量が 大 き く な っ て い る こ と が

て以下に検討する．
図 9 に ， 融 解 開 始 か ら 120 秒 後 の 傾 斜 角 度 (a)0°，

わかる．
図 8 に ，融 解 開 始 か ら 120 秒 後 の ，容 器 の 傾 斜 角

(b)30°， (c)60°， お よ び (d)90°に お け る 容 器 内 の 流 線

度 が 融 解 量 に 及 ぼ す 影 響 を 示 す ．図 か ら ，傾 斜 角度

分 布 を ， ま た ， 図 10 に 温 度 分 布 を 示 す ． 図 9 お よ

の増加とともに融解量もほぼ増加する傾向にあり，

び 図 10 に 示 し た 実 線 は ，融 解 面 の 平 均 位 置 で あ り ，

そ の 差 は わ ず か で あ る も の の ，詳 細 に 数 値 を 見 ると

この実線を境に氷層と水溶液層に分けられる．

60°の 融 解 量 が わ ず か に 大 き く ， 次 い で ， 90°， 30°

ま ず ，融 解 量 の 最 も 小 さ い 傾 斜 角 度 0°の 結 果 を見

と な っ て い る ．こ の よ う に ，矩 形 容 器 の 傾 斜 角 度 に

て み る と ，図 9 (a)よ り ，水 溶 液 層 に は 無 秩 序 な 流 れ
が 生 じ て い る こ と が わ か る ．こ れ は ，濃 度 の 小 さい

Melting mass (kg/m2)

2.0

Sugawara
Experimental
Numerical
Present
Numerical

1.5

融解水が濃度差浮力により上昇してできた流れで
あ る ．こ の 無 秩 序 な 流 れ は ，水 溶 液 層 下 部 で は 強 い
ものの，水溶液層上部では弱くなっている．
傾 斜 角 度 0°の 図 10(a)の 温 度 分 布 か ら ， 対 流 の 強

1.0

い 水 溶 液 層 の 下 部 に 比 べ て ，対 流 の 弱 い 水 溶 液 層 の
上部では温度はほとんど変化していないことがわ

0.5

かる．
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Fig.6

Time variation of melting mass.
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次 に ， 傾 斜 角 度 30°の 結 果 を 観 察 す る と ， 図 9(b)
の 流 線 分 布 よ り ，水 溶 液層 内 に は 大 き な 二 つ の 流 れ
が 存 在 し て い る ．一 つ は ，水 溶 液 層 上 部 に お け る 濃
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度差浮力で上昇した融解水によって生じる右回り

溶 液 層 上 部 の 比 較 的 温 か い 水 溶 液 が 運 ば れ ，熱 が融

の 流 れ で あ り ，も う 一 つ は ，水 溶 液 層 下 部 に お け る ，

解面に供給されることで温度勾配が大きくなって

温度低下に伴い融解面近傍で密度の小さくなった

い る ． こ こ で ， 再 び 傾 斜 角 度 30°の 図 9(b)の 流 線分

水溶液の下降流によって生じる左回りの流れであ

布 を 見 る と ，二 つ の 流 れは 融 解 面 に 対 し て ほ ぼ 並 行

る ． ま た ， 傾 斜 角 度 30°の 図 10(b)の 温 度 分 布 よ り ，

に 並 ん で い る ．こ れ に 対 し て ，図 9(c)の 傾 斜 角 度 60°

矢印の位置で温度勾配が大きくなっていることが

で は ，二 つ の 流 れ の 並 行 性 は 崩 れ ，水 溶 液 層 下 部 の

わ か る ．こ れ は ，上 述 した 二 つ の 大 き な 流 れ に よ っ

流 れ が 大 き く な っ て い る ．流 れ が 融 解 面 に 対 し て並

て ，水 溶 液 層 上 部 の 比 較的 温 か い 水 溶 液 が 水 溶 液 層

行 で あ る と ，水 溶 液 層 上部 の 熱 を 融 解 面 へ 運 び に く

下 部 へ 送 ら れ ，融 解 面 に熱 を 供 給 し て い る た め と 考

い た め ，傾 斜 角 度 60°に 比 べ て 30°の 場 合 融 解 量が 小

えられる．

さくなったと考えられる．

さ ら に 角 度 が 増 加 し ，傾 斜 角 度 60°の 場 合 ，図 9(c)

傾 斜 角 度 90°で は ， 図 9(d)の 流 線 分 布 よ り ， 温 度

の 流 線 分 布 よ り ，水 溶 液層 下 部 に は 融 解 面 近 傍 で 冷

の低い融解面近傍の下降流による左回りの流れが

却された水溶液による左回りの大きな流れが生じ

支 配 的 で あ る ．こ れ は ，傾 斜 角 度 30°お よ び 60°で は ，

て い る ．水 溶 液 層 上 部 に は ，融 解 水 に よ っ て 生 じ る

融解面近傍の下降流は氷層に衝突するように流れ

右 回 り の 流 れ も あ る も の の ，左 回 り の 流 れ に 比 べて

る の に 対 し て ， 90°で は ， 鉛 直 下 向 き に 流 れ る こ と

小 さ い ．傾 斜 角 度 60°の 図 10(c)の 温 度 分 布 よ り ，先

で よ り 流 れ や す く な っ てい る た め と 考 え ら れ る ．ま

の 図 10(b)に も 見 ら れ た よ う に ， 流 れ に よ っ て ， 水

た ，傾 斜 角 度 60°と 90°の 温 度 分 布 ( 図 10(c)，(d) ) を

(m)

(m)

(a) 0°

(b) 30°

(c) 60°

(d) 90°
Fig.9

Streamlines for different inclination angles at 120 sec.
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比 較 す る と ，温 度 分 布 は ほ ぼ 同 様 で あ る が ，傾 斜 角

秒後の 方が 60 秒後よりも氷が 融解しているた め，そ

度 90°で は ， 融 解 面 近 傍 の 下 降 流 が 強 い た め ， 水 溶

の 分 ，融 解 水 に よ っ て 水 溶 液 の 濃 度 は 低 下 し ，90 秒

液 層 上 部 か ら 融 解 面 へ 供 給 さ れ る 熱 は 60°の 場 合 よ

後 で は 水 溶 液 層 上 部 に 低濃 度 の 水 溶 液 が 溜 ま っ てい

りも少ないと考えられる．

る ．そ の 結 果 ，水 溶 液 層上 部 で は 濃 度 差 浮 力 が 低 下

6.3 流線，温度，および濃度分布の非定常挙動

し た た め ，水 溶 液 層 全 体の 流 れ が 弱 く な っ た と 考 え

容 器 に 傾 斜 角 度 が な い 場 合 (傾 斜 角 度 0°)と 傾 斜

ら れ る ．ま た ，温 度 分 布 を 見 る と ，融 解 面 近 傍 の 温

角 度 が あ る 場 合 (傾 斜 角 度 30°) の 流 線 ， 温 度 ， お

度 勾 配 は 90 秒 後 の 方 が 60 秒 後 よ り も 小 さ く な っ て

よび濃度分布の非定常挙動について検討した．

い る の が わ か る ． こ れ は ， 60 秒 後 の 方 が 90 秒 後よ

図 11 に ， 容 器 の 傾 斜 角度 が 0°の 場 合 に お け る ，

り も 流 れ が 強 く ，融 解 面へ の 熱 伝 達 が 強 い た め と 考

融 解 開 始 か ら (a)60 秒 後 ， お よ び (b)90 秒 後 の 流線 分

え ら れ る ．以 上 の こ と か ら ，容 器 に 傾 斜 角 度 が な い

布 ，温 度 分 布 ，お よ び 濃 度 分 布 を 示 す ．融 解 開 始 か

場 合 に お い て ，時 間 の 経過 に 伴 っ て 水 溶 液 層 の 流 れ

ら 60 秒 後 の 流 線 分 布 より ， 濃 度 差 浮 力 に よ り 上 昇

が 弱 く な っ て い く こ と で ， 水 溶 液 層 か ら の 融 解 面へ

し た 融 解 水 に よ る 流 れ が ，水 溶 液 層 内 全 体 に 広 がっ

の 熱 伝 達 に よ っ て 熱 を 供給 す る 働 き は 小 さ く な ると

て い る の が わ か る ．し か し な が ら ，90 秒 後 の 流 線 分

考えられる．

布 を 見 る と ，水 溶 液 層 の上 部 の 流 れ が 弱 く な っ て い
る ．こ れ は ， 60 秒 後 と 90 秒 後 の 濃 度 分 布 よ り ，90

図 12 に ， 容 器 の 傾 斜角 度 が 30°の 場 合 に お け る ，
同 じ く 融 解 開 始 か ら (a)60 秒 後 ， お よ び (b)90 秒 後 の

(m)

(m)

(a) 0°

(b) 30°

(c) 60°

(d) 90°
Fig.10

Isotherms for different inclination angles at 120 sec.
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流 線 分 布 ， 温 度 分 布 ， お よ び 濃 度 分 布 を 示 す ． 60

いようである．ただし，さらに時間が経過すると，

秒 後 お よ び 90 秒 後 の 流 線 分 布 を 比 較 す る と ， 流 れ

水 溶 液 層 上 部 に 溜 ま る 低 濃 度 の 水 溶 液 に よ っ て ，流

の 様 子 は そ れ ほ ど 変 わ っ て い な い よ う で あ る ．温 度

れ の 様 子 に 変 化 が 現 れ る こ と が 考 え ら れ ，こ れ につ

分 布 か ら も ，融 解 面 近 傍 で の 温 度 勾 配 に 大 き な 差 は

いては，今後の検討課題である．

見 ら れ な い ．し か し な が ら ，濃 度 分 布 を 見 る と ，60
秒 後 よ り も 90 秒 後 の 方 が ， 水 溶 液 層 上 部 に お い て
融解水によって低濃度となった水溶液の領域が大

7. まとめ
CaCl 2 水 溶 液 に よ る 氷 の 融 解 挙 動 を 明 ら か に す る

きくなっている．容器に傾斜角度のない場合では，

た め ，数 値 計 算 に よ り 検 討 を 行 っ た ．本 数 値 計 算 方

水溶液層上部に低濃度の水溶液が溜まることで流

法 に よ り 得 ら れ た 結 果 を ，他 の 研 究 者 に よ る 実 験結

れ を 弱 く す る 働 き が 図 11 (b)に 確 認 さ れ た が ， 容 器

果 お よ び 数 値 計 算 結 果 と 比 較 し た ．そ の 結 果 ，本数

に 傾 斜 角 度 の あ る 場 合 で は ，90 秒 の 時 点 で は ，低 濃

値 計 算 方 法 は 妥 当 で あ る こ と が 確 認 さ れ た ．本 研究

度の水 溶液の領域が流 れに与え る影響は ほとん ど な

より得られた結果を要約すると以下のようになる．
(m)

(m)

Streamline

(m)

(m)
(m)

(m)

Temperature

(m)

(m)
(m)

(m)

Concentration

(m)

(m)

(a) 60 sec
Fig.11

(b) 90 sec

Time variations of streamlines, isotherms and concentration isopleths for 0° inclination angle.
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Streamline

Temperature

Concentration

(a) 60 sec
Fig.12

(b) 90 sec

Time variations of streamlines, isotherms and concentration isopleths for 30° inclination angle.

矩 形 容 器 内 の CaCl 2 に よ る 氷 の 融 解 量 は ， 矩 形 容
器 の 傾 斜 角 度 に よ っ て 変 化 し ，傾 斜 角 度 が 大 き くな
る ほ ど 融 解 量 は 概 ね 増 加 す る 傾 向 に あ る ．ま た ，傾
斜 角 度 が な い 場 合 は ，水溶 液 層 か ら の 融 解 面 へ の 熱
伝 達 に よ る 熱 の 供 給 は ，時 間 の 経 過 と と も に 小 さ く
なる．
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Geochemical Characteristics of Mine Drainage Water
and River Water in the Bor Mining Area, Serbia:
Results of Study in 2011
Daizo Ishiyama**, Hiroshi Kawaraya**, Hinako Sato***,
Ljubisa Obradovic****, Branko Blagojević****, Jelena Petrovic****,
Vojka Gardic****, Zoran Stevanovic****, Atsushi Shibayama*****,
Nobuyuki Masuda****** and Yasushi Takasaki******
Abstract

Investigation was carried out in the region from the Bor mining area through Timok River to the Danube to
evaluate the usefulness of a handy-type chromometer for chemical analyses in the field in environmental study and to
understand the environmental impact caused by mining activities in the Bor mining area.
The handy-type chromometer is useful for chemical analyses in the field because (1) it is possible to obtain data for
environmental evaluation even if there is not enough advanced apparatus for chemical analyses and (2) planned sampling
points before the field survey can be changed easily to optimize sampling points for the survey according to the progress
of investigation.
Variation in the chemical composition of river water containing mine drainage water is large at some points in the
Bor mining area. The variation is thought to have been caused by the development plan for exploitation at the open pit.
River water from the Bor mining area to a point (P-15) of the lower reach of Bela River (approximately 25 km) contains
high copper and iron contents. The copper content of river water in the lower reach of Timok River was lower than that
of the water quality standard, suggesting that the impact of mine drainage water from the Bor mining area on the
environment of the lower reach of Timok River was small and that the effect on quality of river water of the Danube was
also small in August 2011.

1. Introduction
Iron hydroxide and aluminum hydroxide are important
because these speices absorb heavy metals and harmful
elements in river and lake waters and precipitate with these
elements at the bottom of rivers and lakes(1). As a result
of this mechanism, purity of water is improved in the
natural environment. When properties of heavy metals
Received July 23, 2012
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and harmful elements are examined to evaluate the
environmental impact in a natural system such as mine
drainage water and river water around a mine, data on the
chemical compositions of iron and aluminum are necessary.
Recently, a handy-type chromometer has been improved
due to developments in electronics.
As a result,
measurements of the concentrations of some chemical
species such as total Fe, Fe2+ and Al in the field have been
easy. These improvements also allow us to conduct a
preliminary study on environmental evaluation in countries
in which there is not sufficient equipment such as atomic
absorption spectroscopy (AAS), inductively-coupled
plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) and
inductively-coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS)
for chemical analyses. The aims of this study are to
determine the validity of a handy-type chromometer in the
field for environmental study and to clarify the present
impact of mine drainage water from overburden and
wastewater from mining facilities on the natural
environment in the region from the Bor mining area to the
Danube.
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Fig. 1 Map showing the river system and sampling sites from the Bor mining area to the Danube. The
enlarged illustration in Fig. 1 is a map shown in the report of Waterpackage 4(2). The long axis of Bor open pit is
approximately 1 km.
2. Area studied and samples
The Bor mining area is one of the important
copper-producing areas in Serbia (Fig. 1). The ore
deposits in the mining area are porphyry copper deposits.
Mine drainage water and wastewater from mining
development can affect the human and natural
environments around a mining area. Investigation was
carried out in the region from the Bor mining area through
Timok River to the Danube from August 10 to 24 in 2011.
Surveys and sampling were carried out at 20 sites in total
(Fig. 1). Samples collected at each site were solutions for
chemical analyses of cations and anions (mine drainage
water, wastewater from mineral processing plants, urban
wastewater and river water), residues of the solution
trapped on a 0.45-m filter and sediments on the riverbed.
Mine drainage water from the Bor mine and overburden,
wastewater from the smelter, and urban wastewater from
Bor City were collected around the Bor mine. Other
samples in this study were river water collected from Bor
River, Veliki Krivelj River, Bela River, Timok River and
the Danube.

Table 1 Chemical compositions of mine drainage
water determined by the chromometer and ICP-OES.

3. Analytical procedure
Color, flow rate, temperature, pH, value of
oxidation/reduction potential (Eh), and concentration of
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Fig. 2
Field survey in the field in the Bor mining area. (a) Sampling of river water from Bor River. (b)
Chemical analyses by the chromometer (white arrows) in the field along the Danube. (c) Large tailing at P-15
along Bela River. (d) Tailing (light brown part similar to sand) and tailing covered by vegetation at P-20
(Brusnik) along Timok River.
dissolved oxygen in the solutions in this study were
determined in the field (Fig. 2). Samples for chemical
analyses were collected up to a depth of 30 cm from surface.
The samples were filtered by a 0.45-m filter. Containers
for sample solution (cells for chromometer and plastic
bottles) were washed with filtrated solution three times.
Cu, Fe2+, total Fe (T-Fe), Mn, Si and Al contents in the
solutions were also measured using a chromometer (HACH
Company, DR-890) after filtration in the field (Fig. 2b).
Detection limits of concentrations of those elements
determined by the chromometer were 1 ppm for Si and 30
ppb for Al, T-Fe, Mn, Cu and Mo. Concentrations of
impurities in a blank solution were examined by ICP-MS of
Actlabs in Canada. The concentrations of Si, Al, T-Fe,
Mn, Cu, Mo and As in the blank solution were < 0.2 ppm, 3
ppb, 10 ppb, < 0.1 ppb, < 0.2 ppb, < 0.1 ppb and < 0.03 ppb,
respectively.
Those concentrations were below the
detection limit, and effect of contamination from the
container was negligible for chemical analyses determined
by the chromometer. Fe3+ content was calculated by
subtracting Fe2+ content from T-Fe content. Arsenic

content was also measured in the field using a test kit
produced by LaMotte Company. The detection limit was
4 ppb. When concentration in water samples were
measured using the chromometer in the field, samples were
diluted with distilled water 10 to 1000 times to obtain a
suitable range of concentrations and suitable pH (around 4)
for the measurements, especially in acidic solutions.
Accuracy of results of chemical analyses using the
chromometer was examined on the basis of comparison of
the results obtained by the chromometer and ICP-OES
(SPECTRO Ciros Vision made in Germany) in the Mining
and Metallurgy Institute of Bor for samples P-6-1 (pH=1.6),
P-11 (pH=2.6) and P-9 (pH=6.4) (Table 1). The most
reliable data are thought to be data obtained by the standard
addition method of ICP-OES in the comparison. Al, Cu
and Fe concentrations determined by the chromometer were
similar to the concentrations of those elements determined
by the ICP-OES. Although there were small differences
between the concentrations determined by ICP-OES and
the chromometer, the differences are thought to have been
caused by inaccuracy of dilution carried out by use of a
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Table 2
Danube.

Chemical compositions of mine drainage water, wastewater and river water from the Bor mining area to the

Fig. 3 Diagram showing relations between pH and flow rate of mine drainage water, wastewater and river water in the
Bor mining area.

measuring cylinder in the field and interference caused by
other elements coexisting with a sample solution.

The handy-type chromometer is useful in the field
because (1) it is possible to obtain data for environmental
evaluation even if there is no advanced apparatus for
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Table 2

chemical analyses and (2) planned sampling points before
the field survey can be changed easily to optimize sampling
points for the survey according to the progress of
investigation.
4. Results
Characteristics of mine drainage water and
wastewater around the Bor mine
Water in the Bor mining area that has an impact on the
environment is divided into four types: mine drainage water
flowing out from the Bor underground mine and
overburden, wastewater from the smelter, municipal water
from Bor City, and mine drainage water-bearing river water.
The chemical compositions of waters are summarized in
Table 2. Acidic waters related to mining activity in the
Bor mining area are water of P-11 (Robule Lake), P-3
(mine drainage water from the underground of the Bor
mine), P-2 (Saraka Stream, overburden), P-6-1 (wastewater
from the smelter) and P-6-2 (overburden south of Bor City)
in the Bor mining area (Figs. 1 & 3). Water from the
smelter (P-6-1) has low pH, high Fe and Cu contents and
large flow rate (Fig. 4). Loss of Cu through wastewater
from the smelter is estimated to be over 1,000 g/min (525
tons/year). The water from the smelter also has a large
environmental impact on the river system from Bor River
4.1
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(continued)

to Bela River because of the low pH value, high copper
content and large flow rate.
Flow rate and pH value of river water in the Bor
mining area range from 5,900 to 58,000 L/min and from 3.6
to 8.2, respectively (Fig. 4). The pH value of river water
of Veliki Krivelj River at P-10 (approximately 13 km
downstream from the Veliki Krivelj open pit) became acidic
from 6.7 on August 14 to 3.6 on August 22, suggesting that
the pH value of Veliki Krivelj River at P-10 changed
according to the development plan for exploitation at the
open pit (Figs. 3 & 4).
Total Fe content in the mine drainage water and
wastewater (smelter) related to mining development ranges
from 132 to 850 ppm (Fig. 4). Total Fe content in river
water in the Bor mining area varies from 0.03 to 118 ppm.
Water having both large flow rate and high Fe
concentration is wastewater from the smelter (P-6-1) and
mine drainage water from overburden (P-2) (Fig. 4). The
river water at P-1 containing mine drainage water from the
Veliki Krivelj open pit also has a large flow rate and high
Fe content.
Copper content in water flowing out from the mine
drainage water and wastewater ranges from 11.5 to 138
ppm (Fig. 4c). The range of Cu content of river water in
the Bor mining area is 0.1 to 31.1 ppm. Water having
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Fig. 4
Diagrams showing degree of environmental impact caused by mine drainage water, wastewater and river
water in the Bor mining area. (a) Relation between total Fe and pH. Solid marks in Fig. 4a are data shown in
the report of Workpackage 4(2). (b) Relation between total Fe and flow rate. Thin dashed lines show amount of
Fe transported per unit time by water. The thick dashed line with arrows shows degree of environmental impact.
(c) Relation between Cu and pH. Solid marks in Fig. 4c are data shown in the report of Workpackage 4(2). (d)
Relation between Cu and flow rate. Thin dashed lines show amount of Cu transported per unit time by water.
The thick dashed line with arrows shows degree of environmental impact.

both large flow rate and high Cu concentration is
wastewater from the smelter (P-6-1) and mine drainage
water from overburden (P-2) (Fig. 4d). The river water at
P-1, P-4, P-5 and P-10 (sampling sites along Veliki Krivelj
River) also has a large flow rate and high Cu content.
Presence of As was confirmed in wastewater from the
smelter, mine drainage water from the Bor underground
mine and overburden of P-6-3, and river water of Bor River

at P-9 (Table 2). The As content of wastewater from the
smelter was high (1480 ppb). The origin of As in the Bor
River water is thought to be wastewater. As was not
detected in river water at points downstream of P-9.
There is a possibility that arsenic is absorbed on the surface
of iron hydroxide (III) suspended in river water and is
removed from the river water.
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Fig. 5
(a) Diagram showing variation in pH of
river water from the Bor mining area to the Danube.
(b) Diagram showing variation in copper content of
river water from the Bor mining area to the Danube.

4.2

Characteristics of river water containing mine
drainage water and wastewater from the Bor
mining area to the Danube
The pH values of river water without effects of mine
drainage water of the Bor mining area are around 8 (P-8
(pH=7.9): intermediate point between the Cervo open pit
(no operation in August 2011) and the Veliki Krivelj open
pit of Veliki Krivelj River, P-12 (pH=8.2): Ravna River)
(Fig. 5a). The river water of Veliki Krivelj River
containing mine drainage water has acidic pH ranging from
3.6 to 5.6. The pH at P-10 of Veliki Krivelj River before
the confluence of Veliki Krivelj River and Bor River
changed from 6.7 on August 14 to 3.6 on August 22 as
stated in the previous section. The river water of Bor
River also has an acidic pH value. The wastewater
(pH=2.1, flow rate=10,000 L/min) from the smelter has an
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impact on the quality of river water of Bor River. The pH
value of river water of Bela River is around 5.6 (P-13
(upper stream): 5.5, P-15 (lower stream): 5.6) (Fig. 5a).
The pH value of river water (P-14) of Timok River
before the confluence to Bela River was 7.6. The river
water of Bela River merges with the river water of Timok
River at a point 400 meters downstream of P-15 near
Zajecar (Fig. 5a). The pH values of river water of Timok
River containing mine drainage water from Bela River are
7.5, 8.1 and 7.9 at points near Gradskovo (P-16), Brusnik
(P-20) and Mokranje (P-23), respectively (Fig. 5a). The
impact of mine drainage water from the Bor mining area is
greatly reduced in the middle to lower reaches of the Timok
River as a result of the mixing of a large amount of
neutral-pH river water from Timok River with mine
drainage water-bearing river water of Bela River. The pH
value of river water of the Danube before confluence with
Timok River is 8.4. The pH values of Timok River
measured in this study are close to pH=8 and similar to the
pH value of river water of the Danube (Fig. 5a).
Total Fe content of river water at P-4, P-5 and P-10
along Veliki Krivelj River shows variation from 44 to 16.4
ppm except for 0.05 ppm at P-10 on August 14 (Table 2).
T-Fe contents of river water at P-9 of Bor River were 31.7
ppm on August 14 and 29.2 ppm on August 22. T-Fe
content of river water of Bela River, which is a river after
the confluence of Veliki Krivelj River and Bor River,
decreased from the upper stream (P-13: 24.8 ppm) to
downstream (P-15: 5.7 ppm). The river water of Bela
River merges into the river water of Timok River. Total
Fe content of the river water of Timok River ranges from
0.07 ppm to a concentration below the detection limit (0.03
ppm) of the chromometer. Presence of ferrous iron was
confirmed in river waters of Veliki Krivelj River, Bor River
and Bela River. Total Fe content of river water of the
Danube was a concentration below the detection limit (0.03
ppm) of the chromometer (Table 2).
Copper content of river water at P-4, P-5 and P-10
along Veliki Krivelj River shows variation from 31.1 to
22.6 ppm except for 0.5 ppm at P-10 on August 14
(Fig. 5b). Copper contents of river water at P-9 of Bor
River were 5 ppm on August 14 and 6.3 ppm on August 22.
Copper contents of river water of Bela River were 4 ppm at
P-13 (upper stream: after confluence of Veliki Krivelj River
and Bor River) on August 17 and 10.5 ppm at P-15
(downstream: before confluence of Bela River and Timok
River) on August 18. Copper content of river water of
Bela River was 15 ppm at a point of Vrazogrnac settlement
about 2 km upstream of P-15. The copper content of Bela
River at P-15 is high, although P-15 is located about 25 km
downstream from the Bor mining area (Fig. 5b). The
reasons for the high Cu content in river water of Bela River
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are thought to be 1) dissolution of Cu-rich precipitate on
the riverbed of Bela River and 2) discharge of Cu-rich
groundwater from the tailing along Bela River. It is
necessary to clarify the mechanisms controlling high Cu
content in the river water to prevent impact on the
environment.
Copper content of the river water of Timok River
(Gradskovo (P-16), Brusnik (P-20) and Mokranje (P-23))
ranges from 0.15 ppm to 0.08 ppm, suggesting that the
environmental impact of Cu in mine drainage water is small
in Timok River. Copper content of river water of the
Danube was 0.11 ppm. Presence of mine tailings from the
Bor mine was confirmed along the banks of Timok River
near Brusnik (P-20) and Mokranje (P-23) in this study (Fig.
2). Copper contents of river water of Timok River at P-20
and P-23 were close to or below the Serbia water
quality-based limitation (Fig. 5b). The effect of Cu
dissolution from mine tailings along the banks of Timok
River is thought to be small.
5. Summary
1. A handy-type chromometer is useful in the field because
(1) it is possible to obtain data for environmental
evaluation even if there is no advanced apparatus for
chemical analyses and (2) planned sampling points
before the field survey can be changed easily to
optimize sampling points for the survey according to the
progress of investigation.
2. The Cu content of river water in the lower reach of
Timok River was lower than that of the water quality
standard in August 2011, suggesting that the impact of
mine drainage water from the Bor mining area on the
environment was small and that the effect on quality of
river water of the Danube was also small in August
2011.
3. Variation of the chemical composition of river water
containing mine drainage water is large at some points

in the Bor mining area. The variation is thought to
have been caused by the development plan for
exploitation at the open pit. Systematic control of the
discharge of mine drainage water would reduce the
impact on the environment.
4. River water from the Bor mining area to a point (P-15)
of the lower reach of Bela River (approximately 25 km)
contains high Cu and Fe contents. The cause of these
high Cu and Fe contents must be clarified to reduce the
environmental impact on Bela River basin.
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セルビア国ボール鉱山地域の鉱山廃水と河川水の地球化学的特徴
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要

旨

野外での携帯型比色計を用いた化学分析の有効性の検討とボール鉱山地域の鉱山活動に伴う環境への影響
を知るために，ボール鉱山地域からティモック川，ドナウ川にかけての地域の調査が実施された．携帯型比色
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計を用いた化学分析では，十分な機材がない地域でも環境影響評価が可能であること，調査前に計画された調
査地点を調査の進行に伴い変更し最適化できることが確認され，本分析法は有効であると考えられる．
ボール鉱山地域の鉱山廃水を含む河川水の化学組成は，いくつかの地点で採取日時が異なると大きく変化す
る．この変化は，露天掘りでの採掘計画の進捗に依存していると思われる．ボール鉱山地域から下流 25 km
のベラ川下流地点（P-15）の河川水の銅・鉄濃度は高い．ベラ川が合流するティモック川下流域では，河川水
の銅含有量は水質基準より低く，ボール鉱山からの鉱山廃水によるティモック川下流域の環境への影響は小さ
く，2011 年 8 月におけるドナウ川の河川水への影響も小さいと考えられる．
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潟上市を対象とした住民の防災意識と避難に関する調査
**
***
・
・
水田敏彦**，鎌滝孝信
，中田真一

Investigation on Awareness about Disaster Prevention and Evacuation in Katagami City
Toshihiko Mizuta**, Takanobu Kamataki** and Shinichi Nakata***
Abstract
The coastal area of Akita prefecture had big earthquake and Tsunami that caused of serious amounts of loss of
life. In The Great East Japan Earthquake, judgment and action for the post-quake evacuation made a huge
difference on casualties. In February, 2012, Katagami city made tsunami hazard map and evacuation spot
available to the public. Katagami city is also working hard to diffuse cognition of disaster prevention by
practicing tsunami drill, and had questionnaire investigation on May 26th, 2012. We explain current detail
situation of evacuation activity of inhabitants in Katagami based on their result of the investigation. We also
figure out how the information transferred and if evacuation spot has any problems to make basic data that studies
disaster prevention measure against tsunami in the future.

１．はじめに

和 58 年）日本海中部地震による災害を経験してきた．

秋田県の沿岸部では，過去大きな地震・津波に襲

また，八郎潟の湖南地域であり，地形的には図１に

われ，それによって多くの人命が失われてきた．ま

示すように，平坦地が広く分布している．2005 年平

た，東日本大震災では地震後の行動・判断に違いに

成の大合併により天王町，飯田川町，昭和町が合併

よって人的被害に大きな差が生じた．潟上市では，

し，総面積 98km2 の現在の潟上市域が形成されている．

2012 年 2 月に津波浸水予測区域や避難場所などを記

ちなみに，2010 年国勢調査によれば，潟上市は人口

載した『潟上市津波ハザードマップ』を公表してい

34 千人，人口密度は 347 人／km2 である．

る．同年 5 月 26 日には津波避難訓練が実施され，避

潟上市では，2012 年 2 月に津波浸水予測区域（東

難時における住民の避難行動に関するアンケート調

北地方太平洋沖地震発生前に想定した暫定版）や避

査が併せて行われている．本報告は，潟上市が実施

難場所など記載した津波ハザードマップを公表して

したアンケート調査に基づいて，住民がどのような

いるほか，防災訓練の実施や防災講演会の開催など，

避難行動を行ったのか，その実態を明らかにする．

防災に関わる知識の普及に取り組んでいる．

また，避難情報の伝達方法や避難所の設置場所につ
いての課題も把握し，今後の津波災害などへの防災
対策を検討するための基礎資料とする．
２．対象地域と調査の概要
2.1

潟上市の概要

対象地域である潟上市は，秋田県のほぼ中央の沿
岸部に位置し，過去に地震による被害を被っている．
近年では 1939 年（昭和 14 年）男鹿地震，1983 年（昭
2012 年 7 月 23 日受理
**
秋 田 大 学 地 域 創 生 セ ン タ ー ， Center for Regional
Development, Akita University
***
秋田大学大学院工学資源学研究科環境応用化学専攻，
Department of Applied Chemistry, Graduate School of
Engineering and Resource Science, Akita University

図１

潟上市の標高および津波避難場所の分布

(□～5m ■～10m ■～20m ■～30m ■～40m ■～100m ■100m 以上)
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2.2
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避難訓練および調査の概要

性別（N=660）

津波避難訓練（2012 年 5 月 26 日土曜日）は，全市
民を対象として行われた．訓練のタイムテーブルは 8

図２

回答者の属性

時 27 分地震発生，8 時 30 分の大津波警報発令で始ま
り，避難訓練に加えて道路封鎖・給水・水防・消火
男性
47%

訓練も併せて行われ，大きな混乱もなく訓練は終了
した．調査対象者は津波避難訓練に参加した住民と

女性
53%

し，調査方法は避難所にて調査表を配布，現地で記
入を依頼し回収した．アンケート調査については，
以下に示す 8 項目の質問を行った．
問１

今回の訓練は何で知りましたか？

問２

津波避難情報は何で知りましたか？

問３

訓練放送は聞こえましたか？

問４

避難場所までの避難時間はどれくらいでした

８
０
歳
以
上
5%

１０歳 年齢（N=665）
１０代
未満
7%
2%
３０代
4%

か？
問５

避難する際の交通手段は何でしたか？

問６

訓練参加の形態について，どなたと参加され

２０代
1%

４０代
6%

７０代
26%
５０代
12%

ましたか？
問７

津波避難訓練に参加して，どのようなことを
６０代
37%

感じましたか？
問８

１９８３年日本海中部地震について，体験し
ているか？体験談を聞いたことがあるか？

なお，回収数は 682 票であったが，各選択項目で

梅の里
0%

無回答が含まれており，本報告の集計では除外した．

新道
農村
公園
5%

避難所区分（N=678）

図２は，回答者の属性を取り纏めたものである．男

八郎潟
ハイツ
15%

女別では女性の方が避難した人の割合がやや高かっ
た．年代別では 60 歳以上の層が多く，全体の約 70％
を占める．また，避難所別の参加者については東湖

天王南中
14%

天王小学校
16%

元木山公園
10%

小学校の人数が最も多い．一方，梅の里は『潟上市
津波ハザードマップ』で津波避難場所となっている
が今回の訓練では避難した住民はいなかった．表１

東湖小学校
19%

羽城中学校
10%

に避難所別の性別および年齢構成を示す．
図２

表１
避難場所
選択項目
性別

年齢別

男性
女性
１０歳未満
１０代
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代
７０代
８０歳以上

出戸小学校
4%
追分小学校
7%

回答者の属性

避難所別の性別および年齢構成

総計
天王南中
天王小
出戸小
追分小
八郎潟ﾊｲﾂ 新道農村公園
梅の里
東湖小
羽城中
元木山公園
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
310 47.0%
49 52.1%
45 44.1%
7 33.3%
27 55.1%
69 54.3%
26 39.4%
31 45.6%
39 39.8%
17 48.6%
0
0.0%
350 53.0%
45 47.9%
57 55.9%
14 66.7%
22 44.9%
58 45.7%
40 60.6%
37 54.4%
59 60.2%
18 51.4%
0
0.0%
13
2.0%
1
1.1%
5
4.9%
1
4.3%
0
0.0%
3
2.4%
1
1.5%
0
0.0%
2
2.0%
0
0.0%
0
0.0%
45
6.8%
22 23.9%
9
8.7%
5 21.7%
0
0.0%
4
3.2%
2
3.0%
1
1.4%
2
2.0%
0
0.0%
0
0.0%
9
1.4%
1
1.1%
2
1.9%
1
4.3%
1
2.1%
1
0.8%
0
0.0%
1
1.4%
2
2.0%
0
0.0%
0
0.0%
24
3.6%
2
2.2%
1
1.0%
5 21.7%
5 10.4%
5
4.0%
3
4.5%
0
0.0%
2
2.0%
1
2.8%
0
0.0%
42
6.3%
10 10.9%
7
6.8%
4 17.4%
5 10.4%
5
4.0%
2
3.0%
3
4.3%
5
5.0%
1
2.8%
0
0.0%
76 11.4%
16 17.4%
6
5.8%
1
4.3%
3
6.3%
22 17.5%
9 13.4%
7 10.1%
9
8.9%
3
8.3%
0
0.0%
245 36.8%
24 26.1%
48 46.6%
5 21.7%
16 33.3%
43 34.1%
22 32.8%
28 40.6%
40 39.6%
19 52.8%
0
0.0%
175 26.3%
14 15.2%
24 23.3%
1
4.3%
11 22.9%
38 30.2%
25 37.3%
26 37.7%
27 26.7%
9 25.0%
0
0.0%
36
5.4%
2
2.2%
1
1.0%
0
0.0%
7 14.6%
5
4.0%
3
4.5%
3
4.3%
12 11.9%
3
8.3%
0
0.0%
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潟上市を対象とした住民の防災意識と避難に関する調査

３． 調査結果
3.1

アンケート調査からみる避難行動の実態

図３にアンケート調査の結果を示す．避難訓練実

２１ Q 避難場所までの避難時間はどれくらいでしたか（N=666）
～３
０分
6% １６～２０分
9%

施の情報源としては，自治会等のチラシを挙げた人

３１
分以
上
1%

５分以内
24%

が最も多く，続いて市広報誌，防災行政無線や有線
放送の順に情報を得たと回答している．訓練当日の
１１～１５分
25%

津波避難情報収集の手段としては，防災行政無線が
最も多く 8 割近くの人が野外スピーカーから情報を

６～１０分
35%

得ていたことになる．津波からの避難については，
「徒歩」によることが原則であるが，今回の調査で
は 8 割以の住民が徒歩で避難したと回答している．
その他自転車が 13％，少数ながら 4％の住民が車で
避難所へ移動している．避難訓練の参加形態につい

自動車
4%

Q 避難する際の交通手段は何でしたか（N=662）

ては，家族での避難が 40％と多く，それ以外の参加
形態のよる大きな差はみられないが，ひとりでの避

自転車
13%

難が 24％，隣人 20％，友人・知人とがやや低く 16％
であった．その他

Q 今回の訓練は何で知りましたか（N=849）

1%

徒歩
83%

市広報誌
31%

自治会等のチ
ラシ
42%

Q 訓練参加の形態について、どなたと参加されましたか
（N=634）

防災行政無線
や有線放送
26%

その他
1%

友人・知人
16%

Q 津波避難情報は何で知りましたか（N=636）

消防団の広報
車
5%

ひとり
24%

隣人
20%

近所の
呼びか
け
15%

家族
40%
防災行政無線
や有線放送
79%

Q

津波避難訓練に参加して、どのようなことを感じまし
たか（N=1348）
避難施設まで思った
より早く到着できた
体力的に疲れた

Q 訓練放送は聞こえましたか（N=656）

避難施設まで思った
より時間がかかった
実際の体験をしてよ
かった
避難施設の道のりを
確認できた
独りでの避難に不安
を感じた
災害時の行動につい
て知る機会となった
何をして良いかわか
らなかった
今後もこのような訓
練に参加したい

内容まで
聞き取れ
ない
20%
いいえ
7%

はい
73%

図３

アンケート調査の結果
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Q 1983年に発生した日本海中部地震について（N=575）

表２

体験談を聞い
たことがある
8%

選択項目

体験していな
い
20%

体験している
72%

図４

各避難所と避難放送はきこえましたかの関係

天王南中
天王小学校
出戸小学校
追分小学校
東湖小学校
羽城中学校
元木山公園
八郎潟ハイツ
新道農村公園

内容まで聞き取れない
はい
いいえ
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
50 53.8%
6
6.5%
37
39.8%
82 79.6%
9
8.7%
12
11.7%
21 91.3%
0
0.0%
2
8.7%
28 59.6%
3
6.4%
16
34.0%
112 86.8%
2
1.6%
15
11.6%
40 64.5%
5
8.1%
17
27.4%
38 55.1%
17 24.6%
14
20.3%
78 80.4%
3
3.1%
16
16.5%
32 97.0%
0
0.0%
1
3.0%

日本海中部地震の経験について

また，図４に避難者の日本海中部地震の経験の有
無についてのアンケート調査結果を示す．60 歳以上
の避難者が多いこともあってか，全体の 72％が地震
を体験したことがあると回答している．
3.2

避難状況の分布

地域間の避難状況の比較を目的として，避難所毎
にアンケート調査結果の集計を行った．表２は避難
放送の聞こえ方を纏めたものである．また，図５は
表２によって求められた各避難所における避難放送
が聞こえた人の構成比の分布図である．全体的に避

図５

避難放送が聞こえた人の構成比分布

難放送が聞こえた住民の比率は高いが，元木山公園
表３

周辺では避難放送が聞こえなかった住民が 25％程度
と多く，天王南中，追分小学校については，30％以
上の人が内容まで聞き取れないと答えている．表３
は各避難所と避難時間との関係である．図６は表３
によって求められた 10 分以内に避難できた人の構成
比分布図である．避難所要時間については，地域間
でばらつきがあり東湖小学校では早く，出戸小学校
では半数以上の人が 20 分以上の時間を要している．

５分以内
選択項目
人数 構成比
天王南中
13 13.8%
天王小学校
24 22.9%
出戸小学校
6 26.1%
追分小学校
4 8.2%
東湖小学校
55 42.6%
羽城中学校
13 19.7%
元木山公園
11 16.2%
八郎潟ハイツ 16 16.7%
新道農村公園 16 44.4%

各避難所と避難時間の関係
６～１０分 １１～１５分 １６～２０分 ２１～３０分 ３１分以上
人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比
29 30.9% 32 34.0% 17 18.1% 3 3.2% 0 0.0%
34 32.4% 14 13.3% 20 19.0% 13 12.4% 0 0.0%
3 13.0% 1 4.3% 0 0.0% 10 43.5% 3 13.0%
25 51.0% 18 36.7% 2 4.1% 0 0.0% 0 0.0%
53 41.1% 15 11.6% 2 1.6% 1 0.8% 3 2.3%
21 31.8% 24 36.4% 5 7.6% 3 4.5% 0 0.0%
26 38.2% 17 25.0% 9 13.2% 4 5.9% 1 1.5%
34 35.4% 35 36.5% 7 7.3% 3 3.1% 1 1.0%
10 27.8% 10 27.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

４．おわりに
本報告では，潟上市において，2012 年 5 月 26 日の
津波避難訓練時に行われた住民のアンケート調査を
事例に，住民の避難行動に関する現状を取り纏めた．
秋田県の地域防災への取り組みはまだ始まったばか
りであり，今後更なる調査・検討を行い，得られた
知見を踏まえた上で，効果的かつ具体的な災害危険
度評価及び防災教育手法の開発と実践を行いたい．
謝辞
本報告で使用したアンケート調査については，潟
上市役所市民生活部生活環境課の佐々木渉氏にご提
供戴いた．ここに記して深甚なる謝意を表します．

図６

10 分以内に避難できた人の構成比分布
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秋田県沿岸部における古津波痕跡調査計画
鎌滝孝信**・水田敏彦**・中田真一***

A study Plan of Paleo-Tsunami along the Coastal area of Akita Prefecture, north-eastern
Japan
Takanobu Kamataki**, Toshihiko Mizuta** and Shinichi Nakata***
Abstract
Tsunami is the most destructive natural disaster on the coastal area. North-eastern Japan along the Japan Sea
has been suffered by tsunamis, such as the 1833 Shonai-oki, the 1983 Nihonkai Chubu and the 1993 Hokkaido
Nansei-oki tsunamis. Recently, tsunami deposits have been reported from various areas and environments in Japan.
We report a study plan of paleo-tsunami on the Japan Sea coast of Akita Prefecture.

１．はじめに

平洋沖地震の発生を踏まえて地震被害想定の見直し

平成 23 年 3 月 11 日に発生した 2011 年東北地方太

を進めており，秋田県でも平成 23 年度から「秋田県

平洋沖地震（Mw 9.0）は，地震調査研究推進本部等

地震被害想定調査」が実施されている．その中では，

によりこの地域に想定されていたものよりもはるか

日本海東縁部の海域で発生する地震について，複数

に規模が大きい超巨大地震であった．また，その地

の震源領域が破壊する｢連動地震｣の検討がなされる

震により引き起こされた巨大津波は，東北地方から

ことになっている．秋田県沿岸に関しては，1983 年

関東地方にかけての太平洋沿岸各地に甚大な被害を

日本海中部地震が発生し，県内だけでも 79 人が津波

もたらした．一方，今回の地震津波とほぼ同じ規模

で犠牲になった．しかしながらそれ以前の津波に関

の津波が同地域で西暦 869 年に発生していたことが，

する情報は知られておらず，また日本海東縁部にお

歴史学的記録（古文書等に残された文書記録）と地

いて過去に連動地震が発生していたという証拠も得

質学的記録（津波堆積物等）によって徐々に明らか

られていない．そこで，それら古津波に関する物的

にされていた

(1), (2), (3)

．さらには仙台平野などでは，

証拠を収集し，将来の地震被害予測に資する情報を

そのような地震が数百年～千年程度の間隔で繰り返

整備することを目的として，秋田県沿岸域における

して発生していたこともわかってきていた．いわば

古地震学的研究を開始した．本稿では，秋田県沿岸

今回の津波災害は，推測されていた場所で推測され

域における津波堆積物調査の計画を中心とした古地

ていた規模の津波が発生したと言うこともできる．

震学的な研究の概要について紹介する．

しかしながらそれらの研究成果が社会一般に広く認
知される前に今回の地震が発生したため，数百年～

２．古津波痕跡調査について

千年程度の再来間隔を持った超巨大地震に対する行

古津波の痕跡，すなわち津波堆積物を使って海溝型

政や住民の備えは十分でなかったといえる．このよ

巨大地震の再来間隔を推定し，その発生時期や影響

うな事実は，
「津波堆積物」調査・研究の重要性を社

範囲および被害に関する将来予測を試みる研究は国

会に広く認識させるものとなった．

内外で数多くなされている(4), (5), (6), (7), (8), (9) ．国内

国や全国の各地方自治体では，2011 年東北地方太

において津波堆積物は，千島海溝沿岸域 (8) ，日本海
溝沿岸域 (9) ，相模トラフ沿岸域 (7),

2012 年 7 月 26 日受理
**
秋田大学地域創生センター地域防災部門, Center for
Regional Development, Akita University
***
秋田大学大学院工学資源学研究科環境応用化学専攻,
Department of Applied Chemistry, Graduate School
of Engineering and Resource Science, Akita
University

トラフ沿岸域

(11), (12), (13)

(10)

，駿河～南海

などから報告されているが，

我が国における研究例のほとんどが太平洋側のもの
で，日本海側からの報告は箕浦ほか (6) などわずかに
みられるのみである．また，秋田県沿岸に関しては
皆無である．
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関しては，津波の発生年代を推定するための年代測
３．秋田県沿岸域における調査の概要
３．１

目的

将来の津波被害を精度良く予測するためには，そ
の地域で過去に発生した最大規模の津波を想定する

定等を実施するとともに，津波に浸水範囲を復元す
るために面的な調査をおこなう．以上の調査結果か
ら，秋田県沿岸域における詳細な津波履歴を明らか
にしたい．

ことが必要である．過去に発生した津波の浸水域等
の規模を推定する方法は，古文書等の歴史記録から

４．おわりに

推定する方法と，津波堆積物の分布から推定する方

現時点では予備掘削作業をおこなっている段階で

法が考えられる．歴史記録は地域によってその量・

あるが，今後調査を進め，秋田県沿岸域における津

質ともに偏りがあるという問題点もある．ここでは

波履歴の詳細を検討し，日本海側における津波ポテ

最大規模の津波浸水範囲を推定することを目的とす

ンシャルの解明をおこなってゆきたい．また，本研

るため，可能な限り長期間の津波記録を明らかにす

究の進展や成果については随時学内外に発信し，広

ることが期待される，地層に残された津波痕跡を中

く議論の場を設けさせていただきたい．

心に調べることとした．
３．２

調査手順
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Fujiwara, K., Fujiwara, H. and Tamamoto, H. (2011) : Differential Behavior Equivalent Classes of Shift Register
Equivalents for Secure and Testable Scan Design, IEICE Transactions on Information and Systems,
Vol.E94-D, No.7, p.1430-9.
「国際会議報告集等」
Kageyama, Y., Shirai, H. and Nishida, M. (2011) : Feature Analysis of Groundwater Discharge Points in Coastal
Regions Around Mt. Chokaisan, Japan by Using ALOS PALSAR data, 2011 IEEE Inter. Geoscience &
Remote Sensing Sympo.(Vancouver, Canada), DVD-ROM.
Kageyama, Y., Miura, K., Nishida, M. and Ishiyama, D. (2011) : Analysis of Water Surface Conditions in Lake
Hosenko, JAPAN Using ALOS AVNIR-2 data, The 32nd Asian Conf. on Remote Sensing for Green Asia
(Taipei, Taiwan), CD-ROM.
Ishizawa, C., Sato, R. and Nishida, M. (2011) : Obtaining Logs of Copy Operations by Monitoring Clipboard
Processing, IEEE 22nd International Symposium on Software Reliability Engineering (Hiroshima, Japan),
CD-ROM.
Fujiwara, H., Fujiwara, K. and Tamamoto, H. (2011) : Secure Scan Design Using Shift Register Equivalents against
Differential Behavior Attack, Proceedings of the 16th Asia and South Pacific Design Automation
Conference (Yokohama, Japan), p.818-23.
Fujiwara, K., Fujiwara, H. and Tamamoto, H. (2011) : SR-Quasi-Equivalents: Yet Another Approach to Secure and
Testable Scan Design, Proceedings of the IEEE 12th Workshop on RTL and High Level Testing (Jaipur,
India), p.77-82.
「学術関係誌」
景山陽一，西田

眞 (2011)：形状情報を用いた口唇領域の自動抽出～発話に伴う口唇の時系列的な動き情

報の活用～，画像ラボ，22 巻，1 号，1-8 頁．
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景山陽一，西田

眞 (2011)：情景画像の特徴を考慮した円形道路標識の抽出～明度情報の活用としきい値

の自動設定～，画像ラボ，22 巻，5 号，8-14 頁．
産業情報工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
Hashimoto, M. and Oki, E. (2011) : A Simplified Delay-Guaranteed Traffic Engineering Method, Cyber Journals:
Multidisciplinary Journals in Science and Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications
(JSAT), p.1-8.
Hashimoto, M. and Sasamura, K. (2011) : Traffic Engineering for Peer Model Multilayer Network and Its
Application to Topology Simplification, Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and
Technology, Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), p.44-9.
Hashimoto, M. and Fukuda, A. (2011) : A Partial Traffic Engineering over Cost Metric Network and Analysis on Its
Oversubscription Capability, Cyber Journals: Multidisciplinary Journals in Science and Technology,
Journal of Selected Areas in Telecommunications (JSAT), p.9-14.

75

機械工学科
機械物理工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
Shibuya, Y., Mori, S., Naganawa, A., Sakurada, A. and Sunakoda, K. (2011) : Finite element viscoelastic model
based on fractional derivative and its application to nano-motion actuator, Nonlinear Studies, Vol.18,
No.4, p.655-64.
Yamaoka, T., Tsujikawa, H., Hirose, R., Ito, A., Kawamura, H. and Sakon, T. (2011) : In-situ thermal
demagnetization observation of Nd-Fe-B magnets with high coercivity MFM probe, Journal of the
Magnetics Society of Japan, Vol.35, No.2, p.60-6.
Sakon, T., Nagashio, H., Sasaki, K., Susuga, S., Endo, K., Nojiri, H. and Kanomata, T. (2011) : Thermal expansion
and magnetization studies of novel ferromagnetic shape memory alloys Ni52Mn12.5Fe12.5Ga23 and
Ni2Mn0.75Cu0.25Ga, Materials Transactions, Vol.52, No.6, p.1142-7.
Sakon. T., Nagashio, H., Sasaki, K., Susuga, S., Numakura, D., Abe, M., Endo, K., Nojiri, H. and Kanomata, T.
(2011) : Thermal expansion and magnetization studies of the novel ferromagnetic shape memory alloy
Ni2MnGa0.88Cu0.12 in a magnetic field, Physica Scripta, Vol.84, No.4, p045603-8.
「国際会議報告集等」
Shibuya, Y. (2011) : Viscoelastic homogenization approach for damping properties of polymer composites using
fractional calculus, Proceedings of the ASME 2011 Conference on Smart Materials, Adaptive Structures
and Intelligent Systems (Scottsdale, USA), SMASIS2011-4928, p.1-5 (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., Kamada, Y., Sato, A., Tamura, O. and Sugiyama, W. (2011) : Numerical study on the mass transfer in
a two-dimensional channel with the transversely oscillating wall, Journal of Fluid Science and
Technology, Vol.6, No.6, p.989-99.
Hasegawa, H. and Kumagai, S. (2011) : Experimental investigation of the generation of a longitudinal vortex in a
transverse synthetic jet with different excitation frequencies, Journal of Fluid Science and Technology,
Vol.6, No.4, p.412-24.
長谷川裕晃，大津里実 (2011)：マイクロバブルによる逆浸透膜脱塩処理方法の向上，日本機械学会論文集
(B 編)，77 巻，783 号，2049-57 頁．
小松喜美，田子

真，菅原征洋，佐藤将史 (2011)：二成分系水溶液で満たされた傾斜円筒容器内で回転す

る氷円柱の融解，日本機械学会論文集 B 編，77 巻，775 号，904-8 頁．
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小松喜美，菅原征洋，田子

真，小野寺大輔，真壁卓也 (2011)：積層した銅箔を用いた蓄熱促進実験，日

本冷凍空調学会論文集，28 巻，1 号，31-41 頁．
小松喜美，菅原征洋，田子

真 (2011)：さめ肌形状を模擬した氷板融解面近傍の流れ場の観察，雪氷，73

巻，6 号，393-403 頁．
Sugawara, M., Komatsu, Y. and Beer, H. (2011) : Three-dimensional melting of ice around a liquid-carrying tube,
Heat and Mass Transfer, Vol.47, No.2, p.139-45.
Sugawara, M., Komatsu, Y., Takahashi, Y. and Beer, H. (2011) : Freezing enhancement around a horizontal tube
using copper foil disks, Heat and Mass Transfer, Vol.47, No.12, p.1691-8.
「研究機関報告等」
Adachi, T. (2011) : Heat transfer characteristics of condensate film flow along vertical plate with microscopic
grooves, Activity Report 2010 of Supercomputer Center, Institute for Solid State Physics, University of
Tokyo, p.172-3.
「国際会議報告集等」
Ubukata, Y., Hasegawa, H. and Matsuuchi, K. (2011) : Stereo PIV measurements of the vortical field around
three-dimensional airfoil oscillating at high reduced frequency, Proc. of the 11th International
Conference on Fluid Control, FLUCOME2011 (Keelung, Taiwan) (CD-ROM).
Shimakawa, T., Hasegawa, H. and Matsuuchi, K. (2011) : Transient aerodynamic characteristics of a
three-dimensional airfoil with impulsive change of incidence, Proc. of the 11th International Conference
on Fluid Control, FLUCOME2011 (Keelung, Taiwan) (CD-ROM).
Kitta, S., Hasegawa, H., Murakami, M. and Obayashi, S. (2011) : Aerodynamic properties of a shuttlecock with spin
at high Reynolds number, Proc. of the 5th Asia-Pacific Congress on Sports Technology (Melbourne,
Australia) (CD-ROM).
Nakagawa, K. and Hasegawa, H. (2011) : Three-dimensional vortex structure in the wake of an oscillating discoid
airfoil, Proc. of the ASME-JSME-KSME Joint Fluids Engineering Conference (Shizuoka, Japan)
(CD-ROM).
Kitta, S., Hasegawa, H., Murakami, M. and Obayashi, S. (2011) : Aerodynamic characteristics of a badminton
shuttlecock at high Reynolds numbers, Proc. of the 8th International Conference on Flow Dynamics
(Miyagi, Japan) (CD-ROM).
Adachi, T. and Arai, A. (2011) : Mist type purifier using pumping-up mechanism generated by thin film flow, 24th
European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (Estoril, Portugal) (CD-ROM).
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Adachi, T., Sambasivam, R., Durst, F. and Filmonov, D. (2011) : Analytical treatments of micro-channel and
micro-capillary flows, 3rd Micro and Nano Flows Conference (Thessaloniki, Greece) (CD-ROM).
Komatsu, Y., Tago, M. and Sato, M. (2011) : Melting behavior of a rotating ice cylinder inside an inclined cylindrical
cavity filled with a binary aqueous solution, The 6th International Symposium on Advanced Science and
Technology in Experimental Mechanics (Osaka, Japan), 5 pages (CD-ROM).
「著書」
長谷川裕晃 (2011)：風の事典，丸善出版社，12 章，240 頁．
システム設計講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
Tanaka, M., Kato, R., Fujita, T. and Yoda, R. (2011) : Microstructures of cutting chips of SUS430 and SUS304 steels,
and NCF 750 and 6061-T6 alloys, ISIJ International, Vol.51, No.7, p.1142-50.
Miyano, Y., Fujii, H., Yufeng S., Katada, Y., Kuroda, S. and Kamiya, O. (2011) : Mechanical properties of friction
stir butt welds of high nitrogen containing austenitic stainless steel, Material Science and Engineering A,
Vol.528, p.2917-21.
Takahashi, M., Kamiya, O. and Ohyoshi, T. (2011) : Step synthesis method for diamond films on tungsten carbide
substrate surface by combustion flame, International Journal of the Society of Materials Engineering for
Resources, Vol.18, No.1, p.18-23.
Takahashi, M., Sasaki, Y., Saito, G., Kamiya, O. and Ohyoshi, T. (2011) : Effect of Nitrogen addition on delamination
of Synthesized diamond films by flame combustion method using high-purity acetylene，高温学会誌，
37 巻，4 号，212-9 頁．
「国際会議報告集等」
Kamiya, O., Miyano, Y., Takahashi, M., Oga, Y., Zhan, W. C. and Funaoka, K. (2011) : Soldering process and cutting
performance of micro saw wire bonded with diamond grains, Program and Abstract Book for
AMDP2011 International Conference on Advanced Materials Development and Performance, p.131-2.
Takahashi, M., Sugawara, M., Kamiya, O. and Ohyoshi, T. (2011) : Synthesis of nanocrystalline diamond films on
molybdenum substrate by flame combustion method, 6th International Conference on Advanced
Materials Development and Performance 2011 (Tokushima, Japan), F-306.
「著書」
Tanaka, M. and Kato, R. (2011) : Control of microstructures by heat treatments and high-temperature properties in
high-tungsten cobalt-base superalloys (Chapter 6), Superalloys: Production, Properties and

Applications, edited by Jeremy E. Watson, Nova Science Publishers, New York, p.97-113, ISBN:
978-1-61209-536-3.
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ロボティクス・福祉工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
Oka, K., Seki, T., Naganawa, A., Kim, K. and Chiba, T. (2011) : A novel ultra small composite-type optical
fiberscope, Surgical Endoscopy, Vol.25, No.7, p.2368-71.
伊東真実子，長縄明大 (2011)：定在波型超音波アクチュエータの低速駆動法，日本機械学会論文集 C 編，
77 巻，775 号，1086-89 頁．
関

健史，長縄明大，岡

潔，芳野純治 (2011)：イレウスチューブバルーン内圧のセルフチューニング制

御，計測自動制御学会産業論文集，10 巻，2 号，7-16 頁．
Miyawaki, K., Mori, S., Sakurada, A., Naganawa, A., Kimura, Y., Shibuya, Y. and Obinata, G. (2011) : Precise
positioning control of an elastic support mechanism with voice coil motor, Journal of System Design and
Dynamics, Vol.5, No.4, p.513-22.
Sunakoda, K., Sakurada, A., Naganawa, A., Mori, S. and Shibuya, Y. (2011) : Application of fractional calculus
method to nano-motion actuator, Nonlinear Studies, Vol.18, No.4, p.647-54.
廣瀬

圭，土岐

仁，小田紳介，永作

清 (2011)：拡張カルマンフィルタを用いたスキー・ターンの運動

計測と力学解析に関する研究，日本機械学会論文集 C 編，第 77 巻，第 774 号，470-80 項．
Hirose, K. and Doki, H. (2011)：A proposal for the motion analysis method of skiing turn by measurement of
orientation and gliding trajectory, The impact of technology on sport Ⅳ, p.17-22
廣瀬

圭，土岐

仁 (2011)：スキーヤーの姿勢・滑走軌跡計測を用いたスキー・ターンの運動解析に関す

る研究，8 巻，1 号，21-27 頁．

79

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」
水戸部一孝，鈴木雅史，吉村

昇 (2011)：車道横断体験用シミュレータによる高齢歩行者交通事故の誘発

要因の検討，生体医工学，49 巻，1 号，108-15 頁．
Rahman, Md., M., Mitobe, K., Suzuki, M., Takano, C. and Yoshimura, N. (2011) : Analysis of Dexterous Finger
Movement for Piano Education Using Motion Capture System, Inter. J. Sci. Technol. Ed. Research, Vol.2,
No.2, p.22-31.
Rahman, Md., M., Mitobe, K., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2011) : Application of Hand Motion Capture System
for Piano Education, Trans. Virtual. Real. Soc. Jp., Vol.16, No.1, p.83-92.
熊谷誠治 (2011)：熱プロセスを経由するもみ殻の有効利用法，木質炭化学会誌，8 巻，1 号，10-7 頁．
「学術関係誌」
佐藤正志 (2011)：スマートグリッドについて，秋田の自然エネルギー，第 36 号，22-7 頁．
小野田勝 (2011)：電子スピン輸送現象の実空間シミュレーション —スピン Hall 効果への応用—，TEXNE，
87 巻，66-75 頁．
水戸部一孝 (2011)：高齢歩行者交通事故防止と車道横断体験用シミュレータ，交通工学，43 巻, 3 号, 18-23
頁．
「国際会議報告集等」
Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2011) : Three-Dimensional Equivalent Circuit Analysis of Water Tree, International
Conference on Power and Energy Systems (ICPS– 2011), (Chennai, India).
Mitobe, K., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2011) : Analysis of the Dendrite on Printed Wiring Board by Soft X-ray
Microscope and THz Imaging, International Conference on Power and Energy Systems (ICPS– 2011),
(Chennai, India).
Zhang, H., Mitobe, K., Suzuki, M., Mitobe, Y., Habuchi T. and Yoshimura, N. (2011) : Single Frequency Continuous
Wave Terahertz Imaging of DNA Marker and Protein Marker on Membrane, International Conference on
Advanced Electro materials (ICAE 2011), ICAE 2011 CD, (Jeju, Korea).
Kabir, M., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2011) : Analysis of ZnO Microvaristors with Equivalent Circuit
Simulation, 2011 Electrical Insulation Conference (EIC2011), Proceedings of EIC 2011, p.125-8 (Maryland,
USA).
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Kabir, M., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2011) : Analysis of ZnO Microvaristors in Insulation Materials with
Circuit Simulator, International Conference on Advanced Electro materials (ICAE 2011), ICAE 2011 CD,
(Jeju, Korea).
Mishima, D., Kishita, T., Tashima, D., Otsubo, M. and Kumagai, S. (2011) : Electrical Properties of Nano Carbon
Produced from Organic Waste, IEEE Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena
(Cancun, Mexico), No.2B-3, p.113-6.
「著書」
Rahman, Md., M., Mitobe, K. and Suzuki, M. (2011) : Dexterous Finger Movement Analysis Using EM Motion
Capture System, ISBN: 978-8454-2810-9.
Seki, Y., Iwaya, Y., Chiba, T., Yairi, S., Otani, M., Oh-Uchi, M., Munekata, T., Mitobe, K. and Honda, A. (2011) :
Principles and Applications of Spatial Hearing, edited by Suzuki, Y., Brungart, D., Iwaya, Y., Iida, K.,
Cabrera, D. and Kato, H., World Scientific, p.452-562, ISBN: 978-9814313872.
Kabir, M., Suzuki, M. and Yoshimura, N. (2011) : Waste Water Treatment and Reutilization, edited by Einschlag F. S.
G., Intech, p.133-50, ISBN: 978-953-307-249-4.
光・電子デバイス工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
堀口誠二 (2011)：実空間における固体のエネルギーバンド構造について，応用物理，80 巻，3 号，236-40
頁．
Sato, Y. and Ito, K. (2011) : Effect of In2O3 Underlayer on Crystallinity of Hexagonal InN and InGaN Thin Films
Grown on c-Face Sapphire Substrates, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.50, p.108004-1-2.
Tomylkoa, S., Kovalchuk, O., Yaroshchuka, O., Maschkeb, U. and Yamaguchi, R. (2011) : Dielectric and
Electro-Optical Properties of Liquid Crystals Doped with Diamond Nanoparticles, Molecular Crystals
and Liquid crystals, Vol.541, p.35-43.
Kawamura, M. and Ito, Y. (2011) : Liquid Crystal Device with a Variable Focal Length by Using Two Different Ring
Electrodes, The institute of Electrical Engineers of Japan, Vol.131, No.1/Sec.E, p.53-8.
Kawamura, M. and Goto, H. (2011) : Elliptical Light Distribution Control by Using Liquid Crystal Device,
International Journal of Optomechatronics, Vol.5, p.15-29.
Kawamura, M. and Ito, Y. (2011) : Liquid Crystal Lens with Double Circularly Hole-Patterned Electrodes,
Molecular Crystals and Liquid Crystals, Vol.542, p.176/[698]-181/[703].
Kawamura, M. and Toshima, K. (2011) : Shape Measurements by Using a Liquid Crystal Lens, Molecular Crystals
and Liquid Crystals, Vol.542, p.190[712]-5[7].
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Yodokawa, S., Fujieda, Y. and Obunai, T. (2011) : Nonreciprocal Propagation Characteristics of 2.5 THz
Submillimeter Wave in Two-layer Parallel-plate Waveguide Containing n-InSb Slab at Room
Temperature, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.50, p.048001-1-2.
「国際会議報告集等」
Horiguchi, S. and Fujiwara, A. (2011) : Fluctuation of Average Position of Electrons in Coulomb Island in Si
Single-Electron Transistor, 7th International Conference on Si Epitaxy and Heterostructures (ICSI-7),
(Leuven, Belgium), p.1169.
Sato, Y. (2011) : Thin Film Growths of Compound Semiconductors on Heteroepitaxial Underlayers and Their
Properties (Invited), International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Material
(THERMEC’2011) (Quebec City, Canada), p.209.
Ito, K., Funaki, K., Takemoto, H., Iwaki, M. and Sato, Y. (2011) : Investigation of In2O3 Underlayer for Nitride
Semiconductor Thin Film Growth on Sapphire Substrate, The 21st International Photovoltaic Science
and Engineering Conference (Fukuoka, Japan), 2D-4P-15.
Yamaguchi, R. (2011) : Relationship between Liquid Crystal Materials and in-plane Easy Axes on Rubbed Polymer
Surfaces (invited paper), The 14th Topical Meeting on the Optics of Liquid Crystals (Yerevan, Armenia),
I-26.
Yamaguchi, R., Goto, H. and Yaroshchuk, O. (2011) : Polarizer Free Reverse Mode Liquid Crystal Gels with Super
Twisted Orientation (invited paper), The 11th International Meeting on Information Display (Seoul,
Korea) 12-1, p.86-7.
Tomylkoa, S., Gvozdovskyy, I., O., Yaroshchuka, O. and Yamaguchi, R. (2011) : Photo-switchable Electro-optic
Memory of Liquid Crystals with a Minute Amount of Carbon Nanotubes, The 14th Topical Meeting on
the Optics of Liquid Crystals (Yerevan, Armenia), P-43.
Tomylkoa, S., Kovalchuk, O., Yaroshchuka, O., Maschkeb, U. and Yamaguchi, R. (2011) : Effect of Diamond
Nanoparticles on Electro-optic Response of the Layers of LC and PDLCs, The 14th Topical Meeting on
the Optics of Liquid Crystals (Yerevan, Armenia), P-14.
Tomylkoa, S., Gvozdovskyy, I., O., Yaroshchuka, O. and Yamaguchi, R. (2011) : Two-mode Photo-switchable LCD
on the Base of Liquid Crystals with a Minute Amount of Carbon Nanotubes, The 11th International
Meeting on Information Display (Seoul, Korea) P1-72, p.681-2.
Kawamura, M., Yumoto, E. and Goto, H. (2011) : Microscope System by Using a Liquid Crystal Lens with a
Variable Focal Length Function, Technical Digest of ISOT 2011 International Symposium on
Optomechatronic Technologies (Hong Kong, China), 4 pages.
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知能情報通信工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
Komakine, T., Kurosawa, T., Miyanaga, K. and Inoue, H. (2011) : A Novel Estimation Method of Dielectric
Permittivity by Using Scattered Waves, IEEJ Transactions on Fundamentals and Materials, Vol.131,
No.4, p.277-82.
田中元志，本間智大，井上

浩，新山喜嗣，高橋

徹，熊谷昌則，秋山美展 (2011)：食品の好み評価時の

事象関連電位に関する実験的検討，電気学会論文誌 C，131 巻，1 号，96-101 頁．
田中元志，本間智大，井上

浩，新山喜嗣，高橋

徹，熊谷昌則，秋山美展 (2011)：瓶を例にした食品の

外観の好み評価時の ERP 計測（研究速報），電気学会論文誌 C，131 巻，6 号，1271-2 頁．
田中元志，中島恵子，井上

浩，新山喜嗣 (2011)：事象関連電位による画像品質評価のための課題に関す

る実験的検討（その３）
（研究速報）
，映像情報メディア学会誌，65 巻，6 号，857-9 頁．
Kayano, Y. and Inoue, H. (2011) : A Study on Characteristics of EM Radiation from Strip Line Structure, Radio
Science, Vol.46, RS0F06, p.1-8.
Kayano, Y., Mimura, K. and Inoue, H. (2011) : Evaluation of Imbalance Component and EM Radiation Generated by
an Asymmetrical Differential-paired Lines Structure, Transactions of The Japan Institute of Electronics
Packaging, Vol.4, No.1, p.6-16.
Miyanaga, K., Kayano, Y., Komakine, T., Inoue, H. and Takagi, T. (2011) : Effect of Heat Conductivity on Bridge
Break at Different Material Contact Pairs, IEICE Transactions on Electronics, Vol.E94-C, No.9,
p.1431-4.
Hayashi, Y., Kayano, Y., Mizuki, T., Sone, H. and Inoue, H. (2011) : On Contact Conditions in Connectors that
Cause Common Mode Radiation, IEICE Transactions on Electronics, Vol.E94-C, No.9, p.1369-74.
Fukuda, M., Imano, K., Yamagishi, H. and Sasaki, K. (2011) : Detection of the Second-harmonic of Lamb Waves in
Fatigue Magnesium Plates, Acoust. Sci. & Tech., Vol.32, No.6, p.271-5.
Tsuchie, H., Fukata, C., Takahashi, K., Miyakoshi, N., Kobayashi, A., Kasukawa, Y., Shimada, Y. and Inoue, H.
(2011) : Impact of Lumber Kyphosis on Gastric Myoelectrical Activity and Heart Rate Variability in a
Model Using Flexion Posture in Healthy Young Adults, Biomedical Research, Vol.32, No.4, p.271-8.
「学術関係誌」
今野和彦 (2011)：MHz 帯空中超音波を用いたパイプ中でのガイド波の発生および検出，超音波 TECHNO，
23 巻，4 号，41-6 頁．
今野和彦 (2011)：Lamb 波を用いた板状試料の探傷の一方法，超音波 TECHNO，23 巻，6 号，10-6 頁．
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福田

誠，今野和彦 (2011)：二層型圧電振動子を用いた 2 次高調波超音波の検出とその応用，検査技術，
16 巻，9 号，1-8 頁．
「国際会議報告集等」

Inoue, H., Kayano, Y. and Miyanaga, K. (2011) : EMC Problem Caused by Arc Discharge at Slowly Separating
Silver-based Contact, Proceedings of Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility
(2011APEMC) (Jeju Island, Korea), S-We5-5 (CD-ROM)
Tanaka, M., Inoue, H. and Niiyama, Y. (2011) : Experimental Study on Subjective Evaluation for Visual Information
by Event-related Potential ―Evaluation of Food and its Appearance―, 12th International Multisensory
Research Forum (IMRF2011) (Fukuoka, Japan), p.78.
Kayano, Y., Mimura, K. and Inoue, H. (2011) : The Correlation between Imbalance Component and EM Radiation
from a Differential-paired Line with Different Length, Proceedings of International Conference on
Electrical Packaging 2011 (ICEP2011) (Nara, Japan), WB2-1, p.103-8 (CD-ROM).
Kayano, Y. and Inoue, H. (2011) : Prediction of EM Radiation at GHz Frequency from a PCB Driven by a
Connected Feed Cable, Proceedings of Asia-Pacific Symposium on Electromagnetic Compatibility
(2011APEMC) (Jeju Island, Korea), S-Tu2-5 (CD-ROM).
Kayano, Y. and Inoue, H. (2011) : Electromagnetic Radiation Resulting from Strip Line Structure Driven by a Feed
Cable, Proceedings of IEEE Symposium on Electromagnetic Compatibility (Long Beach, USA), p.161-6
(CD-ROM).
Miyanaga, K., Kayano, K. and Inoue, H. (2011) : Arc Discharge Affected by Pressure in Relay Housing,
Proceedings of 11th International Session on Electro-Mechanical Devices (IS-EMD2011) (Akita, Japan),
EMD2011-104.
Miyanaga, K., Kayano, K. and Inoue, H. (2011) : Voltage Fluctuation of Arc Discharge Affect by Pressure in Relay
Housing, Proceedings of 11th International Session on Electro-Mechanical Devices (IS-EMD2011)
(Akita, Japan), EMD2011-105.
Fukuda, M., Imano, K., Yamagishi, H. and Sasaki, K. (2011) : The Detection of Second Harmonic Components of
Lamb Waves Generated from Fatigue Plate Using a Double-layered Piezoelectric Transducer, The
Society of Instrument and Control Engineerings Annual Conference 2011 (SICE2011) (Tokyo, Japan),
Paper No.FrC02-03, Proceedings of SICE 2011 (DVD-ROM), p.1966-71.
Fukuda, M., Imano, K., Yamagishi, H. and Sasaki, K. (2011) : Detection of Second Harmonic Components of Lamb
Waves Passed through Fatigue Tested Magnesium Plate, 2011 IEEE International Ultrasonics
Symposium (2011IUS) (Orlando, USA), Paper No.P2B-8, Proceedings of 2011 International Ultrasonics
Symposium (DVD-ROM), p.767-70.
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Takahashi, K., Kobayashi, A. and Inoue, H. (2011) : A Quantitative Study of Gastric Activity on Feeding Low and
High Viscosity Meals, Proceedings of International Federation for Medical and Biological Engineering
(IFMBE) (Kuala Lumpur, Malaysia), Vol.35, p.249-52.
「著書」
Fukuda, Ｍ. and Imano, K. (2011) : Second Harmonic Detection Generated from Fastened Bolt, Acoustical Imaging
Vol.30, Springer Science + Business Media B. V., p.163-8 (分担執筆).
制御システム工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
松本奈緒，三浦

武，海賀孝明，柴田

傑，齋藤龍一，桂

博章，玉本英夫 (2011)：秋田の盆踊りの学習

におけるデジタルコンテンツを用いた学習支援の効果と限界－モーションキャプチャ技術を応
用した学習支援装置作成の試み－，舞踊學，34 号，1-10 頁．
「国際会議報告集等」
Tanuma, Y. and Tanaka, Y. (2011) : Theoretical Study on Tunneling Spectroscopy of Topological Superconductor
Junctions, Topological Quantum Phenomena in Condensed Matter with Broken Symmetries (FY2011),
The Second Annual Meeting (Okayama, Japan), PA-23, p.75.
Miura, T., Kaiga, T., Matsumoto, N., Katsura, H., Tajima, K. and Tamamoto, H. (2011) : Application of the Bayesian
Information Criterion to Keyframe Extraction from Motion Capture Data, ACM SIGGRAPH Asia 2011
(Hong Kong, China), Posters, Article No.36.
Matsuo, K., Imano, Y., Miura, T. and Tajima, K. (2011) : A Gain Scheduling Speed Control of a Small DC Motor
through IP Network, International Conference on Electrical Machines and Systems 2011 (Beijing, China),
PS-PE-45.
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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」
内海泰輔，浜岡秀勝，中村英樹 (2011)：往復分離 2 車線自専道の速度性能曲線の定式化，土木学会論文集
D3（土木計画学），67 巻，3 号，261-9 頁．
Hamaoka, H., Yoneyama, Y., Oguchi, T., Nakamura, H. and Takase, T. (2011) : Safety analysis towards introducing
roundabouts in Japan, Peer Reviewed Papers for 3rd International Roundabouts Conference, 13pages
(Web Journal).
Hagiwara, T., Uchibori, D., Hamaoka, H., Hirano, R., Hamaguchi, M., Nakabayashi, S., Munehiro, K., Takemoto, A.
and Suzuki, K. (2011) : Data Transmission Performance of DSRC (5.8GHz) Typed Pedestrian-Vehicle
Communication to Avoid Conflict between Right-Turn Vehicles and Pedestrians, Part 2, Scientific Papers
of the Conference of Intelligent Transport Systems, Vol.18, 12pages (CDROM).
Hamaoka, H. and Suzuki, T. (2011) : Analysis of Avoid Entering Dilemma Zone by Acquiring Information on Signal
Change Timing, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.9, p.1747-62.
「著書」
木村一裕 (2011)：八郎潟干拓地新農村集落計画，60 プロジェクトによむ日本の都市づくり，日本都市計画
学会編，朝倉書店，16-7 頁(分担執筆)．
環境構造工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
齋藤憲寿，小野寺紀裕，加賀谷誠 (2011)：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，コンクリート工学年次論文集，33 巻，1 号，641-6 頁．
齋藤憲寿，加賀谷誠 (2011)：細骨材率を増加したコンクリートの間隙通過試験による締固め性能評価，土
木学会コンクリート技術シリーズ，94 号，23-8 頁．
千田知弘，佐々木貴信，薄木征三，後藤文彦 (2011)：支間中央に継手を持つハイブリッド木桁の性能試験
及び FEM 解析，土木学会論文集 A1（構造・地震工学），67 巻，1 号，108-20 頁．
千田知弘，中村

昇，佐々木貴信，後藤文彦 (2011)：テーパー木桁の割裂破壊試験に関する FEM 解析，

構造工学論文集，57A，881-9 頁．
「学術関係誌」
ブイ ジュ ハイ，後藤文彦，薄木征三，佐々木貴信，安部隆一 (2011)：プレストレス木床版と鋼トラスを
用いたハイブリッド木橋，木材利用研究論文報告集 10，19-24 頁．
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佐々木貴信，後藤文彦，千田知弘，渡辺

浩，安部隆一，熊谷誠喜 (2011)：オンサイト生産システムを用

いた木製土木施設の施工，木材利用研究論文報告集 10，56-61 頁．
「国際会議報告集等」
Kagaya, M., Shirokado, Y. and Saito, N. (2011) : Evaluation of Curing Effect of Blast-Furnace Slag Concrete by
Using Odor Sensor, Nordic Concrete Research, No.43, p.327-30.
地域環境工学講座
「学会論文集 (誌) ・学協会誌」
小松順一，及川

洋，村岡

洋，和賀征樹，佐藤直行，阿部真郎 (2011)：軟岩不連続面のせん断強さの測

定を目的とした一面せん断試験機の試作と測定結果，地盤工学ジャーナル，6 巻，2 号，351-60
頁．
The 2011 Tohoku Earthquake Tsunami Joint Survey Group (2011) : NATIONWIDE FIELD SURVEY OF THE 2011
OFF THE PACIFIC COAST OF TOHOKU EARTHQUAKE TSUNAMI, Journal of Japan Society of
Civil Engineers, Ser. B2 (Coastal Engineering), Vol.67, No.1, p.63-6.
松冨英夫 (2011)：隆起後に白化した岩礁の白化上端位－隆起量の簡易現地推定法－，土木学会論文集 B2
（海岸工学）
，67 巻，1 号，67-71 頁．
松冨英夫，原田賢治，小笠原敏記，片岡俊一 (2011)：2010 年チリ地震津波の諸相，土木学会論文集 B2（海
岸工学），67 巻，2 号，291-5 頁．
松冨英夫，原田賢治，Widagdo, A. B. and Diposaptono, S. (2011)：Casuarina の倒伏・抜根条件と 2010 年 Mentawai
地震津波でのその検証，土木学会論文集 B2（海岸工学），67 巻，2 号，301-5 頁．
相馬崇志，東

美樹，松冨英夫 (2011)：移動床下の漂流物を伴う氾濫流，土木学会論文集 B2（海岸工学），

67 巻，2 号，311-5 頁．
富田孝史，有川太郎，熊谷兼太郎，松冨英夫，原田賢治，Diposaptono, S. (2011)：2010 年 Mentawai 地震津
波の現地調査，土木学会論文集 B2（海岸工学）
，67 巻，2 号，1281-5 頁．
「研究機関報告」
松冨英夫，原田賢治，小笠原敏記，片岡俊一 (2011)：2010 年チリ地震津波の諸相，秋田大学大学院工学資
源学研究科附属地域防災力研究センター報告，5 号，7-12 頁．
松冨英夫，原田賢治，Widagdo, A. B. (2011)：海岸樹木の倒伏，抜根，折損に関する現地試験－インドネシ
アの Casuarina を例に－，秋田大学大学院工学資源学研究科附属地域防災力研究センター報告，
5 号，13-9 頁．
松冨英夫，原田賢治，Diposaptono, S. (2011)：2010 年 Mentawai 地震津波と海岸樹木の被害形態，秋田大学
大学院工学資源学研究科附属地域防災力研究センター報告，5 号，20-5 頁．
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松冨英夫，原田賢治，小笠原敏記，片岡俊一 (2011)：2010 年チリ地震津波の諸相，津波工学研究報告，28
号，29-34 頁．
松冨英夫，原田賢治，Diposaptono, S. (2011)：2010 年 Mentawai 地震津波と海岸樹木の被害形態，津波工学
研究報告，28 号，35-40 頁．
東北地方太平洋沖地震津波合同調査グループ (2011)：2011 年東北地方太平洋沖地震津波に関する合同現地
調査の報告，津波工学研究報告，28 号，129-33 頁．
「学術関係誌」
松冨英夫 (2011)：津波と鉄筋コンクリート造建築物の被災，日本地震工学会誌，14 号，46-9 頁．
「国際会議報告集等」
Komatsu, J., Oikawa, H., Ogino, T. Tsushima, M. and Igarashi, M. (2011) : Ring Shear Test on Peat, Proceedings of
the 20th International Offshore and Polar Engineering Conference (Hawaii, USA), p.393-6.
Tsushima, M., Oikawa, H., Ogino, T. and Komatsu, J. (2011) : Unconfined Compressive Strength Characteristics of
Remolded and Undisturbed Peat Consolidated under Cyclic Loading, Proceedings of the 20th
International Offshore and Polar Engineering Conference (Hawaii, USA), p.415-20.
Matsutomi, H., Okamoto, K. and Harada, K. (2011) : Inundation flow velocity of tsunami on land and its practical
use, Proc. of Intl. Conf. on Coastal Eng., No.32, Shanghai, China, Paper #: currents.5. Retrieved from
http://journals.tdl.org/ICCE/
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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」
Ishiyama, D., Miyata, M., Shibata, S., Satoh, H., Mizuta, T. Fukuyama, M. and Ogasawara, M. (2011) : Geochemical
characteristics of Miocene Fe–Cu–Pb–Zn granitoids associated mineralization in the Chichibu skarn
deposit (central Japan): evidence for magmatic fluids generation coexisting with granitic melt,
Geological Society, London, Special Publications, Vol.350, p.69-88.
Hammond, N. Q., Robb, L. J., Foya, S. and Ishiyama D. (2011) : Mineralogical, fluid inclusion and stable isotope
characteristics of Birimian orogenic gold mineralization at the Morila Mine, Mali, West Africa. Ore
Geology Reviews, Vol.39, p.218-29.
Mao, J., Xie, G., Duan, C., Pirajno, F., Ishiyama, D. and Chen, Y. (2011) : A tectono-genetic model for
porphyry-skarn-stratabound Cu-Au-Mo-Fe and magnetite-apatite deposits along the Middle-Lower
Yangtze River Valley, East China, Ore Geology Reviews, Vol.43, p.294-314.
Mao, J., Zhang, J., Pirajno, F., Ishiyama, D., Su., H. Guo, C. and Chen, Y. (2011) : Porphyry Cu-Au-Mo-epithermal
Ag-Pb-Zn-distal hydrothermal Au deposits in the Dexing area, Jiangxi Province, East China – A linked
ore system, Ore Geology Reviews, Vol.43, p.203-16.
村上浩康，佐藤比奈子，石山大三，石原舜三 (2011)：難溶性高品位希土類元素鉱石の分析方法の検討：オ
ーストラリア，ノーランズボア（Nolans Bore）REE-P-U 鉱床の場合．資源地質，61 巻，129-37
頁．
Yoshimura, S., Egawa, G., Miyazawa, T., Li, Z., Saito, H., Bai, J. and Li, G. (2011) : MFM analysis of magnetic
inhomogeneity in recorded area for perpendicular magnetic recording media by simultaneous imaging of
perpendicular and in-plane magnetic field gradient, Journal of Physics: Conference Series, Vol.266, No.1,
p.012065.
Yoshimura, S., Omiya, S., Egawa, G., Saito, H. and Bai, J. (2011) : Control of magnetic anisotropy field of (001)
oriented L10-Fe(PdxPt1-x) films for MRAM application, Journal of Physics: Conference Series, Vol.266,
No.1, p.012114.
Liu, M. F., Song, X. C., Lv, H., Zhang, L. R., Bai, J. M., Wei, F. L., Yoshimura, S. and Saito, H. (2011) : Linearity of
Giant Hall resistivity versus magnetic field in Fe/Pt/[CoFe/Pt]n/Fe/Pt multilayers, Journal of Physics:
Conference Series, Vol.266, No.1, p.012003.
Li, Y. B., Lv, H., Bai, J. M., Wei, F. L., Yoshimura, S. and Saito, H. (2011) : Investigation of magnetic field effect on
L10 FePt films during two-step tempering process, Journal of Physics: Conference Series, Vol.266, No.1,
p.012017.

89

Xiang, H., Jiang, D. M., Yao, J. C., Zheng, Y. P., Lu, W., Li, G. Q., Saito, H., Ishio, S., Tan, X. W. and Lin, Y. Q.
(2011) : Micromagnetic simulations of magnetization reversal of iron nanowire, Journal of Physics:
Conference Series, Vol.266, No.1, p.012022.
Mo, X. J., Xiang, H., Lu, W., Zheng, Y. P., Li, G. Q., Saito, H., Ishio, S., Jiang, D. M., Tan, X. W. and Lin, Y. Q.
(2011) : Continuity of perpendicular FePt film with a compositional gradient design, Journal of Physics:
Conference Series, Vol.266, No.1, p.012040.
Xiang, H., Zhang, Y., Yao, J. C., Mo, X. J., Li, G. Q. and Saito, H. (2011) : Magnetic properties of iron films on
anodized aluminum underlayer, Journal of Physics: Conference Series, Vol.266, No.1, p.012048.
Saito, H., Ito, R., Egawa, G., Li, Z. and Yoshimura, S. (2011) : Direction detectable static magnetic field imaging by
frequency-modulated magnetic force microscopy with an AC magnetic field driven soft magnetic tip,
Journal of Applied Physics, Vol.109, p.07E330.
Li, Z., Xie, H., Liu, X., Bai, J., Wei, F., Wei, D., Yoshimura, S., Saito, H. and Liu, X. (2011) : The role of
symmetry-breaking-induced interface anisotropy in [Fe/Pt]n multilayer films, Journal of Applied Physics,
Vol.109, p.07D343.
Yoshimura, S., Kobayashi, H., Egawa, G., Saito, H. and Ishida, S. (2011) : Acceleration of ordering transformation of
a new Fe2(Mn,Cr)Si Heusler-alloy film by VHF plasma irradiation process during RF sputter deposition,
Journal of Applied Physics, Vol.109, p.07B751.
Li, Z., Egawa, G., Yoshimura, S., Saito, H., Li, G. and Asano, H. (2011) : Simultaneous MFM imaging of
perpendicular and in-plane magnetic field gradient on La0.7Sr0.3MnO3 granular film with in-plane
magnetization, Journal of Applied Physics, Vol.109, p.07D334.
Yoshimura, S., Omiya, S., Egawa, G. and Saito, H. (2011) : Fabrication of (001) oriented TMR film with highly
ordered L10-Fe(Pd,Pt) alloy films by using a very thin Fe underlayer, IEEE Transactions on Magnetics,
Vol.47, No.10, p.4417-20.
福留高明 (2011)：もったいない”文化のルーツを探る――先人たちの環境資源観とその論理構造，エント
ロピー学会誌，71 号，18-26 頁．
Ohira, T. and Yamamoto, O. (2011) : Correlation between antibacterial activity and crystallite size on ceramics,
Chemical Engineering Science, doi: 10.1016/j.ces.2011.09.043.
「国際会議報告集等」
Maslennikov, V. V., Ishiyama, D., Maslennikova, S. P., Danyushevsky, L. V. and Large, L. L. (2011) : Chimneys in
the

Hokuroku

group

of

massive

sulfide

deposits,

GAC/AGC-MAC/AMC-SEG-SGA, (Ottawa, Canada), CD-ROM.

Japan.

Joint

Annual

Meeting

of
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「研究機関報告等」
藤岡信成，石山大三，水田敏夫，世良耕一郎，Maslennikov, V. V. (2011)：ロシア南部－中部ウラル地域、シ
ルル－デボン系火山性塊状硫化物鉱床の鉱物組合せと鉱石化学組成の特徴，NMCC（仁科記念
サイクロトロンセンター）共同利用研究成果報文集，16 巻，54-61 頁（in Japanese with English
Abstract）．
Zhang, J. D., Ishiyama, D., Mizuta, T., Allen, R. L. and Sera, K. (2011) : Geochemical characteristics of gold-bearing
ores of Boliden deposit, Skellefte district, Sweden, NMCC Annual Report, No.16, p.62-8.
Tangwattananukul, L., Ishiyama, D., Matsubaya, O., Mizuta, T., Charusiri, P. and Sera, K. (2011) : Gold
mineralization of Q prospect at Chatree deposit, central Thailand, NMCC Annual Report, No.16, p.69-75.
川原谷浩，石山大三，世良耕一郎 (2011)：秋田平野主要河川の主化学成分と微量成分の特徴，NMCC（仁
科記念サイクロトロンセンター）共同利用研究成果報文集，16 巻，76-85 頁．
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専攻共通
「研究機関報告等」
坪井ひろみ (2011)：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，秋田大学大学院工学
資源学研究科研究報告，第 32 号，15-22 頁．
「書評」
坪井ひろみ (2011 年 2 月 13 日付)：宗教と開発：対立か協力か？（ジェフリー・ハインズ著），秋田さきが
け新聞．

92

研究論文目録（2010）

93

平成 23 年度博士論文題目リスト

資源学専攻

梅田

久義：湿式分離プロセスを用いた低品位貴金属スクラップおよび強酸性廃液からの
貴金属回収法に関する研究

ア ド マ コ ア ン サ コ フ ィ ： Mineralogical and Geochemical Characteristics of Gold
Mineralization at the Blue Dot BIF-Hosted Gold Deposit in the Amalia
Greenstone Belt,South Africa（南アフリカアマリア・グリーンストーン帯
中のブルードット鉱床の縞状鉄鉱層に胚胎する金鉱化作用の鉱物学的・地球
化学的特徴）
ミルザム

アブドラクマン：Geology and Petrology of Quaternary Papandayan Volcano and
Genetic Relationship of Volcanic Rocks from the Triangular Volcanic
Complex around Bandung Basin, West Java Indonesia（インドネシア，西ジ
ャワ，第四紀パパンダヤン火山の地質学的・岩石学的研究および Triangular
Volcanic Complex に産する火山岩の成因関係）

ゲディキレ

ハ リ ソ ン ： A study on Geology and Mineralization at the Gold Ridge
epithermal Au deposit,Guadalcanal,Solomon Islands（ソロモン諸島ガダル
カナル島ゴールドリッジ浅熱水金鉱床における地質と鉱化作用に関する研
究）

西

祐司：自然電位法を利用した地下流体挙動の解明の研究

機能物質工学専攻

佐藤

洋：厚膜積層型電子素子の新規調製プロセス開発に関する研究

田名邉雅子： The ATPase activity of molecular chaperone HSP60 is inhibited by
immunosuppressant Mizoribine（分子シャペロン HSP60 の ATPase 活性は免疫
抑制剤 Mizoribine によって抑制される）

生産・建設工学専攻

荒川

亮：機械構造の衝撃応答を用いた損傷検出に関する研究

松岡

智：特殊プレキャストコンクリート製品の構造特性
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電気電子情報システム工学専攻

淀川

信一：固体プラズマ材料を用いたサブミリ波帯伝送線路の非可逆伝搬特性に関する
研究

ラジ

イクバル：A Research on Intelligent Transportation Systems Using Zigbee as a
Communication Medium（ジグビー技術を用いた高度道路交通システムの研究）

柴田

傑：舞踊動作のＣＧ表示のためのカメラワーク自動生成手法の開発とその応用に
関する研究
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地球資源学専攻
栗澤

伸光：秋田県増田町吉乃黒鉱鉱床地域に分布する酸性火山岩類の地球化学的特徴と
ケモストラティグラフィー

アメ
今井

タトゥ

セレペン：秋田県北東部花岡鉱山での黒鉱鉱床の電磁探査

遼：コッコリスサイズと Discoaster 産出量からみた太平洋・インド洋の新生代後
期古海洋変動

今村

宏暁：磁気探査による地下構造モデルの解析法と黒鉱地域への適用

角

桂介：茂原型水溶性天然ガス田を構成する泥岩のガス吸着特性の解明

掛川

高名：連続ろ過処理法を用いた酸性水浄化システムの基礎特性

葛巻

貴大：栗駒火山地域、鮮新世～中期更新世火砕堆積物の層序

小峰

佑介：Mineralization characteristics of the White-hill volcanogenic massive
sulfide deposit, Bayankhongor Province, southwestern Mongolia（モンゴ
ル国南西部バヤンホンゴル県、ホワイト・ヒル火山性塊状硫化物鉱床におけ
る鉱化作用の特徴）

齊藤

翔太：男鹿半島生鼻崎に分布する第四系北浦層の堆積相

笹森

涼介：マイクロバブルおよび微小液泡を用いた油の掃攻効果の検討

佐藤

祐也：水平二層型地中熱交換器の熱交換性能の評価と効果的な設置条件に関する研
究

杉本

貴至：高ガス水比の生産挙動に対する吸着ガス寄与量の生産シミュレーションによ
る評価

タンワッタナヌクン

ラダー：Characteristic features of gold mineralization at the

Chatree deposit, Central Thailand（タイ国中部チャットリー鉱床の金鉱化
作用の特徴）
藤岡

信成：ロシアウラル山脈中南部の火山性塊状硫化物鉱床の生成環境

細川

亮太：超音波を用いたジャロサイトによる鉱山廃水中からのヒ素除去に関する研究

渡辺

竜一：秋田県秋田市手形山公園における３次元地震反射構造
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環境物質工学専攻
會田

志帆：八郎湖高濃度リン湧出水の起源に関する研究

石井

育磨：分子シャペロン HSP27 による筋萎縮性側索硬化症(ALS)原因タンパク質 SOD1
の凝集阻止

伊藤

貴大：芳香族ポリエーテルケトンに柔軟鎖を導入した共重合体の合成と力学特性

大渕

貴道：セメンテーションの速度論に関する研究

岡崎

和之：塩化アンモニウムを用いる窒化アルミニウムの合成

岡田

浩孝：環境ホルモンに関わるタンパク質間相互作用の解明

小田

知美：K2NbO3F コロイド溶液を用いて合成した Nb 系メソ多孔体の酸化触媒活性評価

小野

洋輝：新規蛍光自己消光基質を用いたレニン・アンギオテンシン系律速酵素および
カルボキシペプチダーゼ Y の反応解析

川嵜

暁：天然クリノプチロライトおよび USY をゼオライト源とするゼオライトｰメソ多
孔質複合体の調製

菊池由紀恵：玉川酸性水中和処理におけるシュベルトマナイトの形成と水質浄化機能
國木

翔太：鉄鉱石焼結プロセスにおける炭材燃焼特性解析

佐藤

真一：新規バキュロウイルスタイター測定法開発のための基礎検討

佐藤

仁彦：亜瀝青炭の水蒸気ガス化並びにタールモデル化合物の分解に対するカルシウ
ム・鉄系触媒の影響

進藤

祐宜：バキュロウイルス時間差多重感染による糖鎖改変ライブラリー構築システム
の開発のための基礎検討

菅原

健大：第四級アンモニウムイオンを有機種として用いた有機-無機複合体の合成と塩
基触媒活性評価

鈴木

純一：Al ドープ ZnO 系熱電材料への Ni 添加効果

鈴木

真希：分岐点間距離を制御した分岐ポリ乳酸の合成と特性

高橋

学史：陰イオン交換樹脂におけるリン酸の収着

高橋

弘樹：分子シャペロン HSP60 の生理機構解析

高橋

陽平：アパタイト型リン酸塩担持 Pt 触媒の NO 還元特性に対する担体組成の影響

田口

利規：製紙スラッジからの重金属吸着材の作成

武田

聖子：分子シャペロンと結合する抗癌剤アドリアマイシン

竹山

佑樹：ポリ乳酸ｰポリ（εｰカプロラクトン）マルチブロック共重合体の合成・特性
解析および癒着防止膜への対応

多田

弥生：NCA 開環重合による AB2 型サルコシンオリゴマーの合成

千葉

圭亮：L-グルタミン酸の回分冷却晶析
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千葉

千尋：La と Nb を共ドープした SrTiO3/TiO2 酸化物複合体の調整と熱電特性

永田裕太郎：AhR(Arylhydrocarbon receptor)と HSP90 の相互作用解析
根元

装：二置換ピレン修飾シクロデキストリン類による二本鎖 DNA 検出

原

啓介：トリチウム回収のためのハニカム触媒の検討

春田

悠貴：連鎖重縮合により直鎖部を制御した AB2 型マクロモノマーの合成

平野 辰紀：Thiacalix[8]arene 及びその誘導体の金属鎖体単結晶 X 線構造解析に関する基
礎研究
福永

直利：金属酸化物/窒化物複合体の合成と熱電特性に関する研究

馬淵

悠樹：BDF 製造時における副産物の利活用に関する研究

黛

恵佑：金属置換反応を利用した電気透析法による EDTA-Zn，EDTA-Cd，EDTA-Sr 水溶
液からの金属の分離

本橋

拓実：乾式再処理工程で生じる核分裂生成物の除去に関する基礎的研究

本橋

輝親：パイロクロア型酸化物担持貴金属触媒の調製と NO 還元特性

和田

考平：先進中性子増倍材の開発研究

渡邊

真一：感温性ゲートを有するメソポーラスシリカの合成と陰イオン交換特性
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材料工学専攻
五十嵐陽一：Fe-Cr-Ti-C 合金の高温加熱組織
市川

貴章：アミノ酸添加ゲル体に接する透明導電性電極の印加電圧に対する応答電流

伊藤

亮一：近接場磁気力顕微鏡の開発と高分解能化の試み

大鷲

泰由：Zn 系表面処理鋼板の腐食機構の電気化学的検討

金子

卓未：ゲルキャスティング法により作製したセラミックスの焼成収縮等方性

金田

年矢：Cr 添加量を変えた Fe-Cr 合金のシリコナイジングと溶融塩埋没下での耐食性

川戸

宏紀：イオン注入による L10-FePtRh 薄膜の磁気特性制御と磁性パターンの作製

小坂

勇樹：電気化学還元した Pt 酸化物薄膜の科学結合状態とメタノール酸化活性

小森

眞悟：セラミック焼結体の押込み硬さに及ぼす試験力の影響

佐々木利裕：ナノスケール PbO2 を活物質に使用した鉛蓄電池正極の充放電特性
榛地

英征：Al 添加 Mg-Li 基合金の時効硬化挙動と析出組織

杉山

文隆：WC-SiC-Cr3C2 系セラミックスの常圧焼結と機械的性質

鈴木

寛之：Si 融液との接触により石英表面上に生成したブラウンリングに関する組織学
的研究

髙田

邦彦：Mg-Li 基合金の時効硬化挙動および析出組織に及ぼす Zn 添加の影響

高橋

信吾：微細加工と急速加熱熱処理プロセスによる高保磁力 L10-FePt ナノドットアレ
イの作成と磁気特性

高橋

拓哉：脂質・バクテリオロドプシンタンパク質複合膜作製法に関する分子組成比か
らの検討

瀧田

敦子：圧子押込み・深さ保持の FEM 解析によるはんだ用インデンテーション法の高
精度化

田丸

英明：LaSc3(BO3)4 のホスト発光および希土類イオンへのエネルギー移動とダイナミ
クス

寺岡

秀晃：ミクロ偏析を考慮した凝固伝熱解析

橋本

林娜：TiC-SiC 系硬質セラミックスの合成と機械的性質

平光

佑基：クマリン誘導体を含有するゲルの積層系における紫外線吸収可視発光強度の
pH 調整法の検討

深川

駿：ジオポリマー反応を利用したゼオライト堆積膜の固定化とイオン交換特性

ホウ

素絹：硬質粒子充填溶接棒で溶接した溶接金属の評価

由利

健太：成長鋳鉄の摩擦特性に及ぼす熱処理サイクルの影響

和田

歩：溶融塩電析法による Fe 上への Fe-Zn-Al 合金および Fe-Zn-Al-Mg 合金のコー
ティングと耐食性
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情報工学専攻
安達

栄輔：CUDA を用いた LSI 故障シミュレーションの高速化に関する検討

泉

桃子：優先度付き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低減
方法の研究

市川

達也：フレキシブルバスシステムにおけるデマンド運行方式に関する検討

鬼沢

彩人：統計的な変化点検出法によるトラフィック異常検知

片方

翼：ナイーブベイズ分類器の性能と独立性の仮定についての検討

亀谷

洋道：夜間における車載カメラ画像を対象とした最高速度標識の認識に関する検討

齊藤

清丸：格子掛け法による文字特徴の分類における適切なクラスタ数の検討

高木

誠吾：人間の視覚特性を考慮した液晶ディスプレイ上での色の切り替え表示に関す
る検討

高橋

宏幸：ON/OFF モデルに基づくバックグラウンドトラフィック生成法に関する研究

高村

隼平：メトリックベースの経路設定とフロー分類法の検討

夏井

雄介：NOAA-AVHRR データを対象としたランレングス行列による地上基準点の自動抽
出に関する検討

野村

矩睦：動画像の動作特徴を用いたモーションデータの類似検索手法

村上

龍希：顔領域における白飛びに着目した人物画像の印象度判定に関する検討
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機械工学専攻
秋山

雄介：機能的電気刺激を用いた下肢駆動前輪ユニット車いすの開発

新井

晶大：回転円すいにより発生するミストとマイクロバブルによるハイブリット型水
質浄化装置の開発

池上
太田

雅：PZT 精密位置決め機構の制御系設計に関する研究
圭一：CLSVOF 法と GF 法による矩形横溝を有する鉛直平板面上を流下する凝縮液膜流
の数値シミュレーション

岡田
荻沢

生：カーボン膜の還元作用による金属マイクロ・ナノチューブの作製

小田嶋

征宏：座位におけるバランス保持能力の評価と前庭器特性の同定

加川

亮：空気圧式可動手すり機構の開発とその評価
拓磨：高速サンプルホールド近似に基づくループ整形制御系の設計とその応用に関
する研究

勝又

悠樹：集中質量型カンチレバーによるウエハ表面加工変質層の迅速評価

金子

伸大：数値シミュレーションによる雪層の融解挙動

鎌田

康広：表面の能動的振動が物質拡散に及ぼす影響

橘田

征吾：バトミントンシャトルコックの流れ構造と空力特性‐風洞試験での PIV/PSP
計測‐"

小坂

智哉：リハビリテーションロボットを用いた上肢の運動機能の評価と FES を併用し
た運動再建

近藤亜希子：慣性センサを用いた３次元姿勢計測に関する研究
嵯峨

隆介：汎用小型超音波モータに関する研究

桜庭

智哉：超音波モータの特性変動に適応する２自由度制御系の設計

佐藤

憲康：イレウスチューブのバルーン内圧を制御する小型装置の開発

佐藤

将史：二成分系水溶液中で回転する氷円柱の融解抑制に関する研究

佐藤

禎晃：ナノ結晶粒合金粒子で強化したアルミ基複合材料の開発

澤田

将：積層した銅箔を用いた矩形容器内の凍結促進に関する研究

雫石

祐輝：表面形状計測機能を有するマスクレス露光装置の開発

嶋田

賢希：周期的な台形溝付き平板間流路における圧力損失測定

竹内

昌宏：スピネル型フェライトナノ粒子の磁気温熱特性に関する研究

田中

直樹：磁気光学効果による磁性ナノ粒子の磁気特性評価装置の開発

中嶋

規之：三次元翼の急激迎角変化時の渦塊形成と非定常流体力特性

野口

雄生：パワーアシスト装具を用いた対麻痺患者の運動再建に関する研究

波多野璃布：誘導場による書体の評価
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二村

健太：風力エネルギーの水質改善への利用に関する研究

星野

彰人：導電性粒子分散樹脂の電気特性に及ぼす応力履歴の効果に関する研究

堀内

公平：粒径制御した酸化鉄ナノ粒子の磁気温熱特性に関する研究

三浦

征文：PZT 精密位置決め機構の分数次数によるモデル化に関する研究

百瀬

圭：真空中における多重円筒管を用いた微小流量調節に関する研究

森田

智士：石英ルツボの溶融伝熱数値解析

山本

直樹：磁性粒子分散複合材料における粘弾性特性の磁場応答性に関する研究

山本

雄大：溶着ダイヤモンドソーワイヤの切断特性

吉成
渡辺
渡邉

渉：細管内表面粗さ測定システムに関する研究
功輔：燃焼炎による WC 表面へのナノ結晶ダイヤモンド皮膜合成と接着性評価
光：IP ネットワークを用いた遠隔用油圧制御システムの開発
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電気電子工学専攻
浅野

高浩：三次元等価回路モデルを用いた水トリー劣化検出及び電流・電界分布解析

尼﨑

真琴：窓からの採光を考慮した室内の照度分布シミュレーション

池谷

正輝：ポリビニルシンナメート膜容易軸の混合系液晶材料依存性に関する研究

伊藤

一樹：下地導電層を介したサファイア基板上へのⅢ族窒化物薄膜の成長に関する研
究

伊藤

武志：THz 波イメージングを用いたタンパク質可視化技術の研究

遠藤

智也：不均一厚さを持つ金属板中における Lamb 波伝搬特性に関する研究

大沼

光明：HB 形ステッピングモータの RNA モデルの構築に関する基礎的検討

大村

幸憲：トポロジカル絶縁体‐導体界面における量子波束スピンダイナミクスの数値
解析

木野

良祐：スケジューリング制御を適用した入力バッファ型 ATM スイッチの最大スルー
プットの改善に関する研究

工藤

朋之：不純物を有するナノ SOIMOSFET のコンダクタンスのゲート電圧依存性に関す
る研究

久米

貴：事故多発交差点を模擬した車道横断体験シミュレータの開発と交通事故誘発
要因の検討

小松田弘瑛：適応形前置補償要素を用いたステッピングモータの回転子振動抑制に関する
研究
鈴木

順一：柱状および格子状固体プラズマによるサブミリ波偏向特性

千釜

大和：ステッピングモータのマイクロステップ駆動における中速域振動の抑制に関
する研究

中屋

光輔：Si 内単一リンの量子状態制御とその単電子トランジスタへの応用に関する研
究

長谷部

聡：巧緻動作を含む全身用モーションキャプチャ技術の開発および定量評価の研
究

藤枝
藤原

裕：n-InSb を用いたテラヘルツ波帯回路素子の非可逆伝搬特性
和也：単一不純物を有する極薄 SOIMOSFET の電子密度のゲート電圧依存性に関する
研究

本間

智大：食品外観評価への事象関連電位応用に関する基礎研究

宮川

佳久：厚み分布型凹面振動子の音場に関する研究

三宅

一弘：IP ネットワークを介した小形 DC モータのジッタバッファを用いた遠隔制御法
に関する研究
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宮下

明：感熱性磁性体を利用したハイパーサーミアのための深部温度計測・治療技術
に関する研究

持主

圭介：波長多重バス網における動的な波長割り当て制御のフェアネスの改善に関す
る研究

湯本

英治：焦点可変機能を有する液晶レンズを用いた顕微鏡システムに関する研究

米内

巨樹：ボルト−ナット締結体からの非線形超音波成分の検出に関する研究

若木

継裕：平板中を伝搬する Lamb 波の FEM による解析に関する研究

渡辺

充：極薄 SOIMOSFET の電気特性に対する少数不純物の効果とそのイオン化エネル
ギーに関する研究
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土木環境工学専攻
斎藤

権一：利用者意識からみた地方都市中心市街地の喫煙環境に関する研究

佐藤健次郎：集成材の弾塑性挙動に及ぼすヘアクラックの影響に関する研究
佐藤

誠也：有機分を含む土の変形特性の定式化に関する研究

佐藤

誠之：駐車場システムからみた地方都市中心市街地へのアクセス向上方策に関する
研究

柴田

勝也：蛇腹折り構造を用いた支承の挙動

進藤

翔太：継手部に炭素繊維シートとラグスクリューを使用した集成材はりの弾塑性挙
動に関する研究

田口

善康：鉄筋間隙を通過したコンクリートの品質変動と耐凍害性の関係に関する研究

張

宏全：無鉄筋コンクリート床版のアーチングアクション及び終局耐力に関する研究

三浦

豪太：盛土および真空圧による複合的な圧密応力を受ける高有機質土の変形特性に
関する研究

山田進太郎：地域イメージと満足度からみた地方都市住民の商業地への訪問行動分析
横濱

芳：薄肉鉄筋コンクリート部材の限界状態設計法に関する研究
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