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第 31 回雁鳴きフォーラム（大阪）概要記録 

日 時： 平成 28年６月 19日（日）13:00～17:00 

場 所： 大阪産業創造館  6階会議室A 

語り手１： 叶井 正樹さん（大阪大学 35 期 工学部） 

話 題： 「すでに身近なマイクロエンジニアリングの世界」 

語り手２： 原田 敬子さん（19 期 ヒンディー語学科） 

話 題： 「ご一緒に！右脳記憶トレーニング」 

出 席： 田中健次（1 期、以下敬称略）、西村茂忠（1期）、加藤尚平（9 期）、岡村 眞

（10 期）、乾條哲子（10 期）、小嶋久美子（10 期）、岡本肇子（13 期）、岡村京子（16

期）、藤吉孝子（17 期）、下野俊朗（18 期）、前田幸一（18 期）、阪本登志次（19 期）、

中田典男（19 期）、原田敬子（19 期）、吉本るり子（19期）、岡本晶子（20 期）、栗川

長人（20 期）、中田福子（20 期）、井上博文（21 期）、吉崎真樹子（35期）、卜部 格

（阪大 8 期）、井内 健（同 31期）、山本 亨（同 32 期）、叶井正樹（同 35 期） 

 

語り手 1： 叶井 正樹さん（大阪大学 35 期 工学部） 

肉眼では見ることのできないミクロの工学世界が日常生活の至る所で活躍してい

る現状とこれからの展望についてわかりやすくお話いただきました。毎週のジョ

ギングで身体を鍛えながら、若い時の夢を日々楽しく着実に実現され、さらに大

きな夢に向かっておられる研究生活の一端を垣間見ることができました。 

 

「すでに身近なマイクロエンジニアリングの世界」 
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（はじめに） 

・京都にある精密機器メーカー、島津製作所に入社して 20 年弱。マイクロマシン、マイ

クロシステムの開発に携わっている。 

・この 20 年のあいだに我々の日常生活のなかでマイクロマシンの恩恵にあずかるように

変わってきた。 

・それは一般にはあまり気づかれないところで起こっている。たとえば、健康に関連した

世界。医療が変わりつつある。 
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（自己紹介） 

・1972 年生まれ。富山出身。父が山好きで山岳会に入っていた。物心ついた頃にはもう

山に登っていた。高校は山岳部に所属。 

・大学 WV 部では主将をやらせてもらった。キスリングからアタックザックに変った時代

であった。入部した頃は両者半々であった。 

・島津に入社以来ずっと、基盤技術研究所（旧・中央研究所）で働いている。けいはんな

学研都市にある。 

・一昨年前から奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究科でも教えており、島津の

研究所と同じ学研都市にある。同大学の修士の学生が会社の研究グループに入り一緒に

研究している。 

・最近は山に登れていない。奈良に住んでおり、高い山には縁遠くなった。腹も出てきた

ので、週末にジョギングし、年 1 回のフルマラソンを走るようにしている。ジョギング

がてら若草山の往復、35kmを月 1 回ていどやっているが、2 回に 1 度は途中でギブ

アップ、家内の出迎えヘルプを頼むような現実である。 

・子どもは 3 人いるが、下の子は今小学校３年生。その子が幼稚園の時に背負子に載せて

立山黒部アルペンルートを室堂から雄山まで登ったことがあるが、それ以来３千ｍ級の

山には登っていない。 

（会社の紹介） 

・島津製作所は昨年、創業１４０周年を迎えた。京都市中京区の阪急西院駅近くにある。 



4 

 

・創業者は島津源蔵。GS バッテリーのGS はGenzou Shimadzuから。２代目が蓄電

池開発に取り組み、日本電池を分社化した。 

・２００２年にノーベル化学賞を取った田中幸一は、私と同じ富山県出身。隣の小学校卒

業。大学で１年留年したところも同じ。 

・科学技術の研究開発製造に取り組んでいるが、なかでも分析機器に特色がある。たとえ

ば、ガスクロマトグラフ質量分析器はあちこちで活躍している。中国の餃子事件では農

薬分析に用いられた。普段はあまり目に付く機会はないが、TVなどに出てくると我々

にはどの機種であるかわかる。 

・ほかに、レントゲンなどの医療機器、国内シェア 100%の戦闘機の攻撃目標表示装置な

どがある。 

・私は、主力分野である分析機器と医療機器においてマイクロマシンを活用する技術を研

究開発している。 

 

・小学校時代に何かで観たアメリカの SF 映画『ミクロの決死圏』が印象に残っている。

同映画のように人間が小さくなるわけではないが、微小レベルでの治療が夢物語でなく

現実のものになりつつある。 

・マイクロエンジンニアリングのほか、マイクロマシン、マイクロシステムともよばれ

る。最近では、Micro Electro Mechanical Systems （MEMS）といっている。半導

体の電気の信号のやりとりのほかに、機械的な要素が加わっているところに特色があ

る。 
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・左の写真が半導体（IC、LSI）の電子回路。10ナノメーター（1mmの 108分の１）と

いった極微細の世界。 

・電子回路を造るような方法で機械的な要素を入れると映画『ミクロの決死圏』のような

ものができる。 

・右の写真は、アメリカの大学による製作例。ダニよりも小さい歯車ができている。 
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・MEMS の市場は現在 2 兆円超。すでに日常生活にかなり入り込んでいる。 
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・自動車は機械の塊りから電子の塊りへ変化している。MEMS 技術の使用歴は古い。 

・最初に使われだしたのがエアバッグの加速度センサー。 

・タイヤの圧力センサーの設置を義務付けているアメリカの州もある。 
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・MEMS は携帯電話に現在最も使われている。 
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・加速度＋ジャイロの 6軸モーションセンサー： 水平、方角を検知する。 

 

・欧米のメーカーが多く作っているが、電子コンパスは旭化成マイクロシステム

（AKM）が沢山のシェアをもつ。 
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・任天堂の Wiiのコントローラーにも MEMSのセンサーが入っている。 
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・加速度センサーの内部構造、5mmｘ5mm 

 

・重りを両方向からバネで支え、その加速度変位を検知する。 
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・ファナック社の削り出しによる方法。例、1mm 径の棒に仏像を彫る。ただし、製作に

時間がかかる。 
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（MEMS の作り方）―シリコン板を回覧― 

・電子回路の製造方法を応用して MEMSを作る。 

・写真撮影のように、感光液を塗布したシリコン基板にマスクを載せ紫外線を当てる。マ

スクの部分は感光せずに残る。感光した部分を溶かしたりすると必要な模様ができる。

模様の部分を彫ったり、金属を付着させたりする作業を繰り返し（５～60 回）、必要な

回路を作る。 

・シリコン基板のサイズは通常 20cm～30cm。 

・実験は、ほこりが入らないようにクリーンルームでつなぎ服を着て、特殊な光線を使う

ので日常光をさけ真っ黄色の光の部屋で行う。 
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（MEMS のその他の用途） 

・デジカメの手振れ補正、インクジェットプリンターのヘッドなど。 

・現在、コンシューマ用途に加え、医療分野での応用が期待されている。 
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（MEMS の医療での応用） 

・胃カメラをカプセル薬剤の大きさにして呑み込む内視鏡。すでに病院で実用化されてい

る。日本ではまだあまり普及していない。オリンパスがすでに発売している。 

 

・腰に受信機を付けカプセルからの映像信号を受信する。 

・カプセルは自然に排泄される。 
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・コンタクトレンズに眼圧をモニタリングする MEMS を内蔵する。 

・緑内障の定期検査が楽になる。 

・スイスとイタリアの大学病院で実用化されている。 
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・正常に服薬しているかどうかをモニタリングできるデジタルメディスン。無駄な投薬を

避け、医療費の節減につながる。 

・アメリカのプロテウス社と大塚製薬が共同で開発。「プロテウス」は映画『ミクロの決

死圏』に登場した潜水艦の名前。 

 

・MEMS の応用開発によって、今後 5 年間の医療の現場は大きく変わっていくだろう。 

（自身の最近の研究の一端）―スライド割愛―  

・MEMS の中でも小さな領域である Micro Total Analysis Systems（Micro TAS）に

ついて、少し前まで研究していた。分析の各要素を集積させたシステムを小さなデバイ

スの中で実現させるものである。 

・いくつもの大きな分析器の機能を小さな形にまとめようというものである。センサーや

ポンプをひとまとめにして色んなことができたらいいなぁという着想から始まった。 

・悪性腫瘍の治療さらには根絶に役立てることができる。すなわち、1mm ほどの容器に

患者から生検採取した細胞を培養し試薬（抗がん剤）の効き目や副作用を投薬前に実際

に顕微鏡で確認することができる。 

・容器にはフィルターや試薬を注入するバルブなどを設ける。MEMS としては 7・8 回

の撮影（感光）でできる。 
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・白血病の細胞の分析に実際に抗がん剤を入れながらやった。バルブ（50 ミクロン）の

開閉は 0.1 秒単位で行い、液の流入を調節した。 

・一度に大量の抗がん剤の投与でがん細胞を死滅させることはできようが、細胞は色んな

組織と多様な活動をしており、それでは副次的な作用を引き起こす。ある一部に投与し

その周りの細胞の変化や反応を知ることが重要である。ねらった所にねらった量の試薬

を入れて効果を確認する。 

・生検資料をもとに薬の効き目を確かめ、安定した治療に役立てることができる。 

 

質 疑 

Q: MEMS の電子回路の配線間隔は 10 ナノメーターが限界と聞く。とすれば、これか

らの MEMSはどういう方向へ行くのか？ 

A: 半導体の集積密度の進歩について「ムーアの法則」（集積度は 1 年半ごとに 2 倍高密

度になる）というものが一時喧伝されたが、ご指摘のとおり、すでに原子の数で 10 個

分ほどのピッチまで狭まってきており、平面上は限界とされる。これからは一層から多

層階に集積させる方向になろう。IC の技術と MEMS の技術が混然一体化していくので

はないか。 

Q: 身体に入るような MEMS の素材は？ 

A: 素材はシリコンが主流であったが、生体との親和性が高いシリコーン樹脂がよく使わ

れる。豊胸や鼻整形に使わるあれである。シリコーンを使いつつ、電気的なところでは

シリコンも使う。 

Q: 6 軸加速度センサーの 6 軸とは回転を含めて 6 軸なのか？ 

A: 然り。XYZに回転を含めたものである。今や 1 ドルを切って 1個当たり 4～50円

である。 

Q: 重力も加速度である。加速度センサーは重力の異なるところでもうまく機能するの

か？ 

A: 加速度センサーは加速度の差をみているだけである。一般的には、MEMS の用途

上、人間が感じる加速度変位をベースにしているが、重力が大きく異なる空間で使用す

る場合はバネの強さを調整させることになる。 

Q: 最後にお話しのあった Micro TASのデバイスは実用段階にきているのか？ 

A: 実用段階にあり大学病院で使われつつある。コスト、採算といった商業面でのチェッ

クが残っている。 

Q: 細い所に液体を流す苦労があるのではないか？ 

A: 水系であれば 50ミクロンまでは流れる。培養システムも 50ミクロンまでである。

10 ミクロンを切ると流れにくくなる。技術的に作れても扱いが難しくなる。人体の毛

細血管は通常と違った流れをしているという印象はある。 

Q: 汚れに対する洗いということも必要であろう。 
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A: 無機物は本来、生体とはなじみにくい。何かがくっつく。とくに医療用途はむずかし

い。使い回しには踏み切れない。基本的にデバイスは使い捨てである。それがコストの

増加にもなっている。 

Q: MEMS の開発を志す人はどのような大学の学科を選べばよいのか？ 

A: MEMS は電子工学、機械工学、生化学などの学際領域である。半導体製造設備が必

須となるので取り組みは大きな大学に偏りがちである。 

 

 

 

 

叶井さんのお話 終わり 

  


