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ソノケミストリーに期待すること 
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 ここ 10 数年間、日本化学会誌でのソノケミストリーの特集を含め、多数の国

内学会誌や商業誌などでソノケミストリーの数多くの解説記事が紹介された。

その結果、ソノケミストリーという用語は魅力的なキーワードの一つとして定

着し、多くの分野から注目されてきた。世界的には Ultrasonics Sonochemistry 

(1994 年創刊)を中心に、有機化学、環境工学、材料工学、化学工学、医療工学

分野において興味ある研究成果が数多く報告されてきた。ヨーロッパ、アメリ

カ、日本、オーストラリアなどの国々に加え、中国、インド、韓国などのアジ

ア地域からの報告も年々増加の傾向にある。また、昨年、ソノケミストリー研

究会から日本ソノケミストリー学会に改称され、同時に国際シンポジウム

(ISSS2007)も開催され、これまで以上にソノケミストリーへの関心がより多く

集まるものと予想される。 

ソノケミストリーの目覚しい展開に比べ、ソノケミストリーの抱える本質的

な問題点は十分解明されたとはいえない。その一つにキャビテーション強度の

標準化が挙げられる。研究会発足当時から実験結果の再現性を保証するために

は、キャビテーション強度の標準化すなわち超音波に由来する物理的作用や化

学的な作用の定量化、標準化が必須であるとの意見が多く聞かれた。工学的な

観点から、実用化を目指した超音波反応装置の大型化に伴う問題点を解明する

ことも研究会の重要な課題の一つではないだろうか。かつては、超音波は物理、

電気の分野に属し一部の研究者を除いて化学とはかけ離れたものとして扱われ

ていた。そのため、超音波場の評価は、音響的な手法や光学的手法に頼ること

が多く、化学者にはあまりなじめない方法であった。最近では、化学分野の研

究者が扱える熱量測定法や化学的定量法は平均的な超音波場の評価方法である

との認識が生まれつつある。実験室レベルでの結果の再現性は昔に比べはるか

に高まっている。一方、効率的な反応器の設計・制御及びスケールアップメリ

ットの検討が少ないため、実プロセスへの応用例は少ない。工学的な展開をさ

らに進めるためには、超音波キャビテーション場の制御と効率化を図り既存の

プロセスに取って代わるための優位性を明らかにする必要がある。さらに重要

なことは、超音波キャビテーションを利用しないとできないことは何かを学会

として社会に提示できるかである。学会員の叡智をあつめこの回答を見つける

ことが、ソノケミストリーの更なる発展へとつながるものと確信する。 





ソノケミストリーの歴史（２） 
－わが国の超音波の研究（２）－1930 頃から第二次大戦後まで－ 
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 超音波の応用には大きく分けて二つある。通信的応用と動力的な応用である。前者は

Langevin(ランジェヴァン)の研究に始まる水中通信・探索であり、後者は Wood & Loomis（ウッ

ドとルーミス）に始まる超音波のエネルギーの利用である。このような分類には入らない超音波

の応用もある。ひとつは電子回路に組み込まれる高周波フィルタや遅延線、いろいろな種類のセ

ンサや光変調器といった超音波デバイスである。これには超音波モータのように本来動力的な応

用であるが用途はむしろデバイスに近いものもある。もうひとつは超音波を波動と考えたときの

超音波を用いる物性測定、すなわち音波物性(Physical Acoustics)、超音波スペクトルスコピーで

ある。 
 強力超音波の応用といっても、Wood&Loomis が示した数々の超音波エネルギーの応用の実験

―古くは音響化学、ソノケミストリー－と呼ばれる分野から、超音波集塵、超音波乾燥などから、

超音波ドリル、超音波溶接、超音波治療（超音波メス、結石破壊、ハイパーサーミアなど）など

広範囲に渡る。液体中の強力超音波の応用でも超音波洗浄、超音波霧化などは独立した応用分野

として確立しており、いくつかの成著もある。 
 既報の“ソノケミストリーの歴史（１）”では、われわれ人類が超音波という「音波」をどのよ

うに認識し、それを利用する「術」と媒体に超音波を照射したときの影響について概観してきた。

本稿では、筆者の関わってきた液体および溶液の物性－超音波スペクトロスコピー－を垣間見な

がら、Wood & Loomis に始まる“ソノケミストリー”の分野でのわが国の超音波研究の歴史を振

り返ってみることにする。 
わが国に超音波技術が導入された 1930 年代は、わが国は 1927 年に始まる昭和の金融恐慌から

1929 年の世界的な恐慌と未曾有の不景気、それらを背景とした三・一五事件、1932 年の五・一

五事件、1935 年の相沢事件、1936 年の二・二六事件と続く、軍部の台頭、関東軍の独断・満蒙

進出を契機とした第二次世界大戦争への突入の時期でもあった。 
  

Langevin の開発した水中探索の技術（P.Langevin:Prit. Pt. Spec. N. S. N0.145691(1920)）は

その後カナダの R.W.Poyle 等が中心となり技術開発が進められ、1925 年、1926 年にはわが国で

も P.Langevin:日本帝国特許第 64260 号大正 14 年 6 月 13 日：水中信号並びに水中に於ける物体

の位置を決定する装置、および第 68086 号大正 15 年 4 月 19 日：水中距離の測定装置、として特

許化されている。わが国に於ける水中通信・探索の技術歴史については本稿の最後に触れること

として、Wood＆Loomis(1927)によるいわゆる“ソノケミストリー”の分野から話をはじめるこ

とにする。 
 Wood & Loomis の実験をはじめて紹介したのは、八木アンテナで有名な当時東北帝国大学工学

部長であった八木秀次の昭和 5 年 4 月 25 日の全日本電気工学大会での講演であろう。それは「耳

に聴こえぬ音について」という演題で、「耳に聴こえぬ音」の説明から Wood＆Loomis の実験を



興味深く紹介している（電気工学、8、380,（1930））。当然、この中で Langevin の潜水艦探索

の話から、松平正寿が 1929 年に青森湾の浅虫で行った水中音

響通信で、250kHz、600m の超音波送受信に成功したこと、海

中の超音波の減衰等についてかなり詳しく述べている（松平は

1927 年頃から水中通信の研究をおこなっていたが未発表のも

のが多く、1929 年の万国工業会報告に記録が

あるといわれているが筆者もその原報を見て

いない）。この実験で松平は積層型水晶振動子

を使っている（図１）。1cm くらいの水晶を相

互に極性を変え、金属板に挟んで積層につたも

ので、長さ方向の伸びで横方向に超音波を発生

する。この方法では印加電圧を低くすることが

出来、Langevin のものに比べて、水中での絶

縁性の確保に優れている。 
 余談だが、八木秀次と宇田川新太郎が 1925 年に発明した八木・宇田川アンテナは 1928 年連名で論文が出され

たが、国内特許の出願が八木の単独名で出されたため、“八木アンテナ”と称されるが近年では“八木・宇田川ア

ンテナ”と呼ぶようになっている。（1929 年このアンテナを利用し、仙台と大鷹森の間、約 20km の通信に成功

した）。このアンテナが発表された当時、欧米の学会や軍部ではその指向性に注目し、これをいち早く利用してレ

ーダーの性能を飛躍的に向上させたが、日本の学会や軍部ではその価値を認めず、注目されなかった。1942 年日

本軍がシンガポールを占領したとき敵軍のレーダーを発見しその技術書の中にあった“YAGI”という言葉の意味

がわからず、捕虜のイギリス兵に「本当に知らないのか？」といわれ、日本人の発明者の名前だと教えられ驚い

たといわれる。現在でもその汎用性は高く、1995 年この発明は電気技術史に残るものとして IEEE マイルストー

ンに認定されている。                                                             

 1919 年東北帝国大学工学部に電気工学科が開設された。電気工学といえば当時は強電工学が中

心であったがあえて弱電工学の研究に目を向け、ハーバート大学で音響工学を学んだ抜山一郎、

ドレスデン工科大学から帰国した八木秀次、千葉茂太郎らが中心となり「電気を利用した通信法

の研究」が始まり、わが国として最初の電気通信に関する研究が組織的に行われるようになり、

渡辺寧・松平正寿・岡部金次郎・宇田新太郎・永

井健三・小林勝一郎ら新進気鋭が活躍した。1935
年東北帝国大学官制の一部が改正され、付属電気

通信研究所が設置され初代所長に抜山一郎教授が

兼任として就任した。 
 このような背景を基に 1932 年頃から、雄山平

三郎は東北帝国大学電気工学教室に超音波発生装

置を設置し、Wood & Loomis の実験の追試をしつ

つ、強力超音波の応用に関する基礎研究を始めた。

雄山平三郎は 1933 年、綜攬「超音波の研究に就

いて」（電気評論,21、96,272,426,(1933)）                       

図１ 積層型水晶振動子 

図 2 超音波発生装置の回路 



を発表した。彼は 1927 年以後東北帝国大学の松

平正寿の開発した通信器を基礎に二次同調回路

を加えた 250W 真空管 2 本を Push-Pull に使用

した 2,000V 直流を電源とするものを用いた。振

動子に水晶に銀メッキし、さらに銅メッキした

ものを用い、絶縁と音波の伝達を容易にするた

めに水晶発信器を油槽中に装置した。彼の作成

した超音波発生装置と同類の装置を同大学の医

学部の加藤豊治郎教授の研究室あるいは後に述

べる同じく理学部化学教室の森口信男も用いて

いる。彼の用いた超音波発生装置については、

別の論文（強力な超音波並びにその応用につい

ての研究：電気学会誌、53,1088,(1933)） 
で詳しく記述しその性能をチェックしている。 
 その回路図を図２に、水晶発信器と油槽、及

び超音波の発生の様子を図３に示す。彼はこの

装置の共振振動時の水晶板の電気的等価抵抗や発生する超音波強度を測定している。当時は音圧

の測定もいろいろ試みられ、特に発生する超音波の音圧について図３に示す「天秤による超音波

の音圧の測定」、いわゆる Langevin による放射圧の測定を試み、超音波による油の吸収係数、超

音波の直進性、超音波に対する固体の透過度等を定量的に調べている。当時は Rayleigh 板による

音圧の測定が広く試みられ、量子力学の研究や教科書で有名な小谷正雄も 1932 年音圧の理論的

計算を行っている（日本数学物理学会誌、6, 455-474,(1932)）。強力超音波の発生装置については

電気・音響工学の専門家によるだけあって、非常に注意深く、強力な超音波発生装置が製作され

ている。東京工業大学の木下正雄教授の研究室の装置については、吉岡勝哉の報告があるが雄山

平三郎らのものとほぼ同じである（吉岡勝弥：理化学研究所彙報 18、583,(1939)）。 
 雄山平三郎はその綜報「超音波の研究に就いて」の中で、松平や自身による実験結果を含めて、

Wood&Loomis の実験以外の強力超音波の影響についての論文をまとめている。実験的には予備

実験の段階のものが多く、雄山らグループの研究は 2 年後の 1935 年の水、蒸留水の超音波の音

速と吸収に関する研究に始まる（電気学会誌、55,821,985,(1935)）。この総報にはこの時期までの

超音波の研究がほとんど完全に網羅されている。 
 この時期に注目すべきは、東北帝国大学理学部理論化学教室の森口信男の研究である。彼は雄

山平三郎らと同様の超音波発生装置を用いて、塩酸と亜鉛との反応のような異相系気体発生反応

に及ぼす超音波の影響を研究し、「超音波の化学現象に対する影響」と題する一連の論文を発表し

ている（日本化学会誌；54,749,751,(1933)、55,749,751,(1934)）。本格的なソノケミストリーの

スタートでそのレベルは高い。生物学・医学関係の超音波に関する研究については後にまとめて

述べることにするが、東北帝国大学医学部の加藤研究室の草野重孝が水溶液中の IK や H2O2の超

音波による分解について報告している（Tohoku J. Exp. Med. 30,175 (1936)）。また、1934 年に

は大阪帝国大学理学部の佐多直康教授が膠質液特に乳濁液に対する超音波の影響の研究を始め

（Koll. Z.,71,48,(1935)）、大阪塩見理化学研究所の木村 修も「超音波が膠質の粘度に及ぼす影

図 3 水晶発信器と油槽及び超音波の発生の様子 



響に就いて」論文を発表している（日本化学雑誌、56,842,(1935)）。これらは佐多グループのコ

ロイド水溶液に対する超音波の影響や超音波による高分子物質の分解に関する研究の先駆的なも

のである。いわゆる「音膠質学」のはじめである。一寸異質だが、北海道帝国大学工学部の鳥山

四男・市村豊による「超音波による吸蔵瓦斯の除去」に関する論文もある（電気学会雑誌、

54,797,(1934)）。 
 この時代、わが国では気体・液体中の音速度や吸収の測定も同時に行われ、先の雄山平三郎の

総報にも気体や液体中の音速度の測定の話が出てくる。ソノケミストリーの歴史（１）でも述べ

たが、1925 年の Pierce の超音波干渉計の発明は音響学に新しい、理論音響学、分子音響学

（Molekularakustik）の分野を開き、Herzfeif&Rice(1928), Bourgin(1928),らの理論は 1931
年の Kneser の実験により CO2中の音の分散が確実なものとなった。この問題では解離平衡にあ

る気体中の音速の分散を取り扱った 1920 年の Einstein の論文（Sitzungbar. Berlin Phys. Math. 
Klasse, 19, 380 (1920)）が重要な役割を果たした。後に Kneser は Einstein の形式で、音の分子

的吸収と分散の理論、Einstein-Kneser の理論を構築した(Ann. Phys., 16, 360,(1933))。このよう

に音響学は、当時、最も新しい物理学の分野であった。わが国でも 1930 年に石井千寿が「空気

中の超可聴音波の速度と湿度」（理化学研究所彙報、11,564,(1930)）を発表し、篠尾正明が総報「可

聴音波の吸収について」を日本数学物理学会誌（6,455,(1932)）に報告している。しかし、圧巻は

1939 年の能本乙彦の「分子音響学」（岩波書店）である。“分子音響学（Molekularakustik）”と

いう言葉を使ったのは彼が最初であろうし、この本は現在でも通じるレベルの本である。この時

期の重要な集大成として、大阪帝国大学理学部に移った先の八木秀次が「音響科学」を編集し、

1939 年にオーム社から出版した。この中で、岡小天が「理論音響学」を雄山雄三郎が「超音波」

を執筆している。 
 このような状況の下、1934 年～1937 年にかけて幾つかの総報が発表され、この分野の新しい

研究の"化学“への展開が紹介された。 
 小寺 明：超音波の化学作用について   化学評論    1, 205,(1935) 
 木下正雄：超音波の話          日本化学雑誌  56, 11,(1935) 
 柴田圭一：超音波に関する諸研究について 日本護謨協会誌 10,１, (1937) 
膠質（コロイド）系における超音波の応用については、先に述べた大阪帝国大学の佐多直康が

精力的に研究し、超音波による分散（沈殿の解膠、高分子物質（ゼラチン・寒天等）の解重合・

超音波乳化）や超音波擬析（一般膠質液の擬析・粗粒子懸濁液の擬析・乳濁液の擬析・エロゾル

（煙物質）の擬析・揺変性擬析体に対する作用・非球形粒子の配向）等について報告し、幾つか

の総合報告も書いている（例えば、応用物理、12,586, (1943)）。 
1940 年頃から京都帝国大学化学研究所の小野宗三郎が総説「超音波作用について」を雑誌：物

理化学の進歩、14,160,(1940)に発表し、自らも一連の超音波による澱粉のりの崩壊についての研

究を始めた（物理化学、14,25,(1040)）。彼の基礎的破壊特性、破壊機構に関する研究は系統的な

研究として本邦で初めてのものであった（日本化学会誌、61,929,997,(1941)）。1940 年には河出

書房から出版された「化学実験学」第 4 巻物理化学Ⅲに「超音波の応用」を大阪帝国大学助教授

佐多直康が膠質学の観点から、総報を書いている。 
1932 年八木秀次が大阪帝国大学理学部物理学科の教授に転任し、1942 年東京工業大学学長に

転任するまで大阪帝国大学で一連の超音波の研究をリードし、超音波、特に、強力超音波の研究



の中心はこの時期を境として東北帝国大学から大阪帝国大学に移った。雄山平三郎も 1939 年大

阪帝国大学付置研究所として発足した大阪帝国大学産業科学研究所に移り、「超音波の強さとその

作用との関係について」等幅広い研究を進めた（電気評論、29,13,785,(1941)）。1940 年には音響

部門が増設され、1944 年には音響科学研究所が分離、独立した。この頃雄山らは大阪帝国大学医

学部小児科教室の笠原道夫教授らと「超音波による酸化作用・熱作用並びに乳化作用について」

という一連の共同研究をしている（医学と生物学；3,435,439,442,445,(1943)）。この研究の流れ

で「超音波強度測定の一方法」として、まだ定量性には欠け化学的には未熟であるが、

2,6,Dichlorphenolindophenol（インドフェノール）の呈色反応を利用する方法を検討している（笠

原・雄山・緒方・長澤・中島、大阪医学雑誌、40,1251,(1941)。これは超音波の生物学・医学へ

の応用に対して音響学的方法ではないが簡便な超音波強度の測定法が求められるようになったこ

とを意味すると思われる。笠原道夫は 1938 年頃から超音波の病原微生物死滅無毒化作用につい

て、超音波ワクチンによる免疫予防実験を始めていたが、雄山の大阪帝国大学へに転任を機に彼

との共同研究を積極的に進め、さらに顕微鏡下に超音波発生装置を付けた実験装置を試作し、赤

血球破壊にいたる形態学的変化を検鏡などしている（電気評論、29,191,(1941)）。 
ここで大阪帝国大学の音響科学研究所について見ておくことにする。ここに超音波の研究の危

険な落とし穴を見る思いがするからである。 
第二次世界大戦が日本にとって極めて厳しい局面を迎えるに至って、大阪帝国大学の産業科学

研究所の音響関係の研究が対潜水艦兵器としての超音波探信儀を始め測探器や超音波発生装置な

どの開発に結びついていることから、軍の要請もあり 1943 年 6 月に超音波研究所創設案が審議

され、産業科学研究所の極超短波 2部門の増設と共に音響科学研究所の名称で創設が決まり、1944
年 1 月、音響に関する基礎的学理およびその応用を研究することを目的に産業科学研究所の音響

関係一部門を移籍し、4 部門で音響科学研究所が発足した。所長は産業科学研究所長鉛市太郎が

兼任し、雄山平三郎、吉岡勝哉、植月 皓等と日本電気の加藤金正等が参加した。戦争の遂行と

ともに音響部門の研究は軍の要請する研究へと拡張してゆき、超音波探信儀や水中防音材の研究

が中心的に取り上げられ、これら水中音響に関する研究は甲子園の室内プールで行われた。研究

施設が十分整備されないうちに戦局の急迫により空襲を避け兵庫県養父郡糸井村と美方郡免塚村

に一部疎開し、その中途で 1945 年 8 月 15 日の敗戦を迎えた。1945 年 10 月にはいち早く甲子園

プールがアメリカ占領軍に接収され、研究場所を失った。こんな中 1946 年 2 月、二代所長に雄

山平三郎が就任した。 
音響科学研究所の戦後の研究再開は研究施設の確保という問題のため容易ではなく、文部省の

行政改革とも絡んで、大阪帝国大学にも「研究所に関する委員会」が発足し、音響科学研究所の

創立が軍の要請ということで一般の大学付置総合研究所とは設立の事情が異なること、研究分野

が偏っていることなどの理由で、音響科学研究所は 1951 年 3 月も持って、4 部門から 2 部門に縮

小され、元の産業科学研究所に合併されることになった。雄山は学内等での長期にわたる存廃の

検討や、研究の促進、また施設の移転・整備にかかわり、その心労のためかこの合併直後 1951
年 7 月に死去した。（大阪大学 25 年史、大阪大学 50 年史通史、大阪大学産業科学研究所 50 年史、

大阪大学史紀要（第二号）等による） 
余談だが、八木秀次は戦後直ぐ、1946 年に大阪帝国大学総長に迎えられるが、戦時中兵器開発の中心的存在で

あった技術院総裁であったことを理由に同年 11 月官吏分限令第 11 条第１項第 4 号により休職となり、続いて 12



月に勅令 263 号第 1 条第１項により追放になった。いわゆる GHQ によるレッドパージである（今の方々は GHQ

の公職追放＝レッドパージなど知らないと思うが、当時ＧＨＱは東宝スト、21･ストを境に平気でこのような思想

弾圧ともいえないような弾圧政策を行った。アメリカでマッカーシー旋風が起こったのも 1950 年である）。 

ここで生物学・医学に関するソノケミストリーとして、強力超音波の生物・医学への応用につ

いて触れておく。先にも述べたように、1932 年頃、雄山平三郎らが東北帝国大学工学部で強力な

超音波発生装置を作成し、Wood&Loomis の実験の追試からスタートしたがほとんど同時に東北

帝国大学医学部内科教室では加藤教授のもと多くの研究員が、松平・雄山の強力超音波発生装置

を用いて、「血液カタラーゼに及ぼす超音波の作用」、「アドレナリンの血管収縮作用に及ぼす超音

波の影響」、「細菌、血清、組織蛋白・・・等に及ぼす超音波の影響」等の研究を行っている。1934
年には伝染病研究所の矢追秀武は Wood&Loomis の実験の生物に対する作用を中心に総報「超音

波の生物に及ぼす影響に就いて」を実験医学雑誌（18,962,(1943)）に書いている。彼らは東京工

業大学の木下正雄研究室の超音波発生装置を用いて研究をしている。この時期、京都帝国大学医

学部解剖学船岡研究室、大阪高等医学専門学校生理学教室笹川久吾教授の研究室、神奈川県中央

衛生研究所、大阪帝国大学医学部小児科笠原道夫教授の研究室等で広範囲な業績を上げている。 
特に、笹川研究室では実に広範囲なテーマで超音波の影響に関する研究が行われ、これらの研

究は里見三男（大阪高等医学専門学校教授）により「超音波に関する本邦医学者の研究業績（上）、

(中)、(下)」（日新医学，29,649,829,953,(1940)）大阪医学雑誌、40,883,979,1110,1211,(1941)）
にまとめられている。これらの研究は大きく分けて①血球の破壊分散による溶血等の基礎医学的

研究、②超音波照射による病原微生物の死滅等による種々の毒の無毒化等予防医学的研究、③超

音波による細菌やヴィールスの死滅に関する治療医学的研究、④小魚、昆虫等の一般動植物その

他生物に対する超音波の作用等が広範囲に研究されている。 
能本は 1939 年「分子音響学」を表したが、超音波による光の回折現象に関する研究をはじめ、

総報「超音波による光の回折とその応用」（日本数学物理学会誌、9,45,(1935)）を書いた後、幾つ

かの論文を発表している（日本数学物理学会誌、11,23,(1937)、Proc.Phys-Msth.Soc.,Japan 
9,255,264,337,(1937)）。これらの研究を踏まえて、1940 年、能本と岡は総説「超音波に関する二、

三の問題」（日本数学物理学会誌、14,1,(1940)）をまとめている。しかし、この分野で最も注目す

べき研究は世界に先駆けての、川村 肇の「超音波場における光の複屈折」の発見（科学、

7,6,54,139,(1938)）とそれに対する岡の棒状コロイドの超音波複屈折に関する理論であろう

（Kolloid-Z,86,102,(1939), Z.Phys.,116,632,(1940)）。
また、河合麟次郎は液体の超音波の分散・吸収に関す

る研究「可融性樹脂状物質（塩化ジフェニル）に於け

る超音波異状分散」（日本数学物理学会誌、

17,523,(1943)）を報告している。この研究は米国の

T.A.Litovitz(1963)や英国の J.Lamb らの一連の高粘

性液体の超音波の緩和現象の研究(1967-1969)より 20
年以上も早い。 

1943 年といえば昭和 18 年、太平洋戦争はアメリカ

軍の全面反撃の転機を迎え、2 月ガナルカナル島玉砕

（当時、ガナルカナル撤退とは言わず、「転戦」とい 図 4 体積弾性率、剛性率、ヤング率 



った。戦う方向が逆なら「敗退」なのだが、敗戦を「終戦」と呼び、わが国の民族意識でもある。）、

4 月山本五十六連合艦隊司令長官のブーゲンビルでの戦死、5 月アッツ島玉砕、9 月には欧州戦線

でムッソリーニのイタリアが無条件降伏した。戦争は一気に本土決戦・敗戦へと突き進む時代で

超音波に関する論文も 1943 年以降、ほとんど見られなくなり、1945 年 8 月 15 日の無条件降伏

に至る。 
敗戦後、1948 年戦前の研究のまとめとして河出書房から化学集書、No.6 に「音化学と音膠質

学」（佐多直康著）、物理学集書 No.14 に「超音波―音速度と音の吸収―」（能本乙彦著）が出版

された。これらの著書では、一部戦後 1948 年頃までの研究が補遺されているが、前者で

Wood&Loomis 以来の強力超音波の応用、後者で Einstein-Kneser 以来の音波の吸収・分散に関

する研究が集大成されている。 
この時期、もうひとつの注目すべき研究として超音波場における気泡運動の研究である。この

分野でも 1940 年東北帝国大学付属電気通信研究所の実吉純一が「液体中の音場で共振する気泡

の熱伝導に基づく減衰」の研究をはじめ、1943 年には「水中気泡の成長と消滅について」（電気

学会論文集 4、353、(1043)）を発表している。今日の Bubble Dynamics の始まりである。 
また、現在、超音波によるお酒やウイスキーの熟成が広く行われているが、1941 年小島文雄は

おそらくわが国で始めてこの分野の研究を始め「超音波に依るアルコール飲料の調熟について」

を醸造学雑誌に発表している（醸造学雑誌、21、75、1941）。 
 
最後にわが国の水中音響技術の歴史を概観してこの講を終えることにする。これについては高

木堅志郎の超音波便覧の序、“超音波の科学史”および久山多美男の「日本にける水中聴音の発展」

（超音波テクノ,3,65,(1999)）に詳しい。 

1920年ごろ帝国海軍は英国から潜水艦探知用のOVチューブという水中聴音器をKチューブとF

式音響測探儀を米国から輸入したのがわが国の水中音響技術の初めといわれている（詳しくは、

久山多美男の解説を参照されたい）。ついで、1933年ころ米国から MV（Multi variable）式水中

聴音器が輸入されるのと同時にドイツのエレクトロアスコチック社から可動コイル式のハイドロ

フォンを 16個楕円状に並べた保式水中聴音器を輸入した。これを潜水艦に装備し、東京湾外で駆

逐艦を目標として聴音試験が行われたが、距離 10km で楽に聴音でき、音源方向の測定制度は±

１°位であった。かなりの好成績の故、海軍では当時の東北帝国大学、東京帝国大学、京都帝国

大学、大阪帝国大学などの超音波に関する研究成果や民間会社の協力で国産化を進め、1934 年頃

には海軍の全ての潜水艦に国産品が装備された。特に 1940 年に開発された零式水中聴音器では、

自艦の雑音低減が考慮されており、豪華客船「浅間丸」は一般客船用の三式水中聴音器が装備さ

れていたおかげで 1942 年、台湾沖で米国潜水艦に遭遇した際に難をのがれたといわれている。（太

平洋戦争勃発後、東南アジアの占領地の拡大に伴い、1942年 5月、開戦により交戦国や断交国に残された外交官

や民間人（企業の駐在員や留学生、研究者、それらに帯同した家族など）を帰国させるための交換船に関する協

定が結ばれ、日本とその同盟国、およびアメリカとその同盟国の間で 1942 年 6月と 1943 年 9月の 2回、日本と

イギリスおよびイギリス連邦諸国との間では 1942 年 8月の1回、交換地となる中立国へ向けた交換船が運航され

ることになり、第一次日米交換船として浅間丸（このとき浅間丸は海軍の徴用を解かれ、日本郵船所属になって

いた）が使用された。その後、浅間丸は再び海軍に徴用され輸送船として活躍していたものの、1944 年 11 月 1日



に、マニラから高雄へ向けて護衛艦とともにバシー海峡を北上中に、アメリカ海軍の潜水艦「アテュール」の発

射した魚雷が命中し沈没した。1000 人以上が救出されたものの、500 人以上が死亡した。） 

1942 年頃から受波器は圧電式に変えられたが水晶は国産品が乏しいので、温度特性の劣るロッ

シェル塩が代用材料に使用された。 

これに対してアクティブ・ソナー、音響測深機導入はかなり遅れた。たまたま Langevin の研

究室に留学していた石本己四雄が丁度、渡仏した名和造兵大尉（のち技術中尉）を Langevin に

紹介した（両者は高校時代からの旧知の仲であった）。石本から潜水艦探知機装置と音響測深機の

重要性と日本海軍での採用の必要性を説かれた名和は早速、海軍艦政本部に打電報告し、帰国後

も要路で所見を述べたが、当時の日本海軍は大艦巨砲主義で通信兵器にはあまり興味を示さず、

導入決定まで数年を要した（この時期、日本海軍の技術の粋を集めてつられた、戦艦大和（昭和

12 年、1937 年起工、昭和 16 年就航）、同じく戦艦武蔵（昭和 13 年起工、昭和 17 年就航）にこ

のような超音波探測儀が装備されたか、軍事機密か公表されていない。）。日本海軍が音響測深儀

（機）と探信儀（機）を導入するのに際し、名和がフランス海軍と製造会社（スカム社）との連

絡の為に渡仏した。（「儀」の字は海軍の慣習によるもので「機」と同じ意味である）。その後、海

軍の依頼を受けた日本電気がそれを参考に九一式探信用儀と呼ばれるサーチライト・ソナーを始

めて国産した。その後周波数 17.5kHz の九三式探信儀を生産し多くの船団護衛艦に装備した（こ

の九一式、とか九三式とかいうわが国の兵器呼称は皇紀 2590 年、2593 年兵器採用を意味する。

ちなみに皇紀は神武天皇即位紀元で西暦より 660 年大きい。太平洋戦争中も活躍した 38 歩兵銃

は明治 38 年採用の兵器である。これでは勝つはずがない）。敗戦に近い 1943 年、海軍技研が中

心となってドイツ式を真似た三式探信儀を開発し、国産のアルフェロを用いた磁歪式で、非常に

高い性能を持っていたが、実際に役に立つ機会は少なかったであろう。実際の探知の信頼度には、

海中に於ける音波伝播の知識が重要なのは当然である。このあたりの事情から急遽、大阪帝国大

学に音響科学研究所を設立するという、泥縄的な政策が行われ研究者がその渦中に巻き込まれ、

翻弄されたのが実情であろう。 

戦前のこの時期、1930-1940 年代、パッシブ･ソナーにせよ、アクティブ・ソナーにせよ兵器の

機密保持の観点から不明な点が多いが、Langevin の音響測深機の民間での利用・応用はかなり早

くから試みられている。 

その一つが超音波によ

る魚群探知と測深技術で

ある。木村喜之助は 1928

年夏に広島県下大長養魚

試験場の養魚池で行った、

音響装置による魚群検出

法について報告している

（水産講習所試験報告、

24,55,(1929)）。彼は安

藤研究所作成の 200kHz

魚群通過 

図 5 魚群検出信号の例 



の水晶板振動器による超音波発信受信装置を用いて、魚群検出の可能性を実験した。池の大きさ

は 43ｘ28ｍ２、池の深さ、1.5-4.5m、 検出すべき魚群 真鯛（40-50cm；20-30 尾）と二種類の

チヌ（大きさ 14-18cm：900 尾と 4-5cm：2000 尾）であり、下記のような受波信号を得、50%～80%

の検出率で魚群の検出が可能であると結論付けている。                       

この木村の実験を受けて、水産講習所と日魯漁業株式会社の三善清旭と宮崎千博も同様の実験

により、定量的に試みている（水産学雑誌、10,283,(1942)）。                

 漁業に於ける超音波の応用については橋本富寿が戦前から日本電気で音響測深機を開発し、

1950 年からは水産庁漁船研究室で、魚群探知機をはじめ漁業での超音波の応用について研究開発

を行っている。彼は 1940 年頃日本海溝の超音波測深を試み、超音波で測った海の深さの記録

3,000m くらいを破り、日本海溝（10,000m 以上）の海底からの反響音を記録している（間庭愛信、

超音波テクノ、3,66,(1991)）。 

 1912年の英国の豪華客船タイタニックの事故が象徴するように当時は世界中の船会社が豪華客

船を建造し、競い合った。わが国でも 1930 年頃、日本郵船がサンフランシスコ航路の船質改善

に向けて竣工させた 17,000 総トン、最大速力 20 ノットの大型客船、浅間丸・龍田丸・秩父丸、

またシアトル・バンクーバー航路に就航した日枝丸・平安丸・氷川丸などがあり、これらを 1927

年三菱長崎造船所などに発注した。先に話の出てきた浅間丸もサンフランシスコ航路に就航して

いたし、横浜港にある氷川丸はこれらの船の中で唯一、太平洋戦争で連合軍の潜水艦によって沈

められなかった船である。この中で秩父丸は後にローマ字の船名がヘボン式の CHICHIBU MARU か

ら訓令式の TITIBU MARU に変えられたとき、米国に港に入稿した際に仲士たちが船名の Tit（オ

ッパイ）がおかしいとゲラゲラ笑うので、鎌倉

丸（KAMAKURA MARU）に船名を代えたという。な

んともおかしな話である。   

1930 年日本郵船の取締役武田良太郎が「新船

秩父丸の誇りとする超音波測探機」という一文

を「科学知識,10,385(1930)」に寄稿し、秩父丸

が搭載したランジェバン式超音波測深儀につい

てく詳しく報告しているのでその概要を紹介す

る。その音響測深器のブロック図を図6に示す。 

強力な超音波（振動数 28840 サイクル）を水

中に発射し海底からの反響音波を振動板で受け

圧電効果を利用し微弱な振動電流に変換する。        

その電流を受信器内の増幅器に送り増幅して、

指深器のオッシログラフに送る。指深器は船橋

に設置し、内部に一本の直線のフラメントを持

つ電燈を垂直に置き、これを垂直溝をもつ円筒

と螺旋溝を持つ円筒で蔽い、前者を筐底に固定

し、後者は特殊な装置で三分の二秒に一回転す

る。ホニックモーターで等速回転をするのでそ 図 6 音響測深器のブロック図 



の回転につれて電燈の

光は垂直溝と螺旋溝と

の交点から筒外に出て、

三分の二秒を周期とす

る等速度で上下の垂直

運動し、オッシログラ

フの凹面鏡で反射され、

指深器前面に500mまで

目盛をつけた磨ガラス

製の深度尺に映像を作

る。この目盛もまた常に目盛に沿って直線運動をする。 

音波を発射するときはオッシログラフは電流を受けて作動し、反射鏡は左右に減衰振動するが

特殊の制振動装置を設置し、一方の方向にのみの無周期振動に変化してあるから、光点の通路に

対し「振れ」を生ずる。この「振れ」を深

度尺の目盛上発射器の海面下の深さに合わ

せておけば射音波による第二の振れを生じ

たときの目盛を読めばその時の水深がわか

る。 

この測深器は測得深度を自動的に記録す

るために指深器反響音響波を目盛尺度に目

盛る面倒がなく、幅 125cm の巻紙をアセチ

レン瓦斯燈で燻して黒くしたものをオッシ

ログラフの指針で水深の「振れ」を連続に

書かして、航路海底の起伏の状態を完全 
に自記させている。したがって、海図室内

で三分の四秒ごとに水深を連続測定し記録

できる。秩父丸へ設置の様子を図 9に示す。 

以上、見てきたようにわが国のソノケミストリーも超音波による物性研究も非常に順調にスタ

ートしたと見ることができる。その第一の要因は東北帝国大学の音響工学・通信工学の研究者ら

が超音波とその応用という新しい研究分野に大きな関心を示し、いち早く Wood&Loomis が用い

図 8 秩父丸に設置された Langevin 型測深器の配置図 

図 7 秩父丸から送信と受信信号の様子 



たと同程度の出力を持つ超音波発生装置を作成した点にある。振動子の保持の仕方、出力の測定

法などマッチングにも十分注意を払っている。したがって、森口信男など非常に早い時期に先端

的な研究を手がけている。しかし、一方、雄山平三郎のグループなど化学、特に物理学的な感覚

に乏しい。原因の一つはわが国の液体・溶液の物理および物理化学の研究レベルにある。 
強力超音波の作用がそのキャビテーションにあることは大方の認識であったが、キャビテーシ

ョン現象そのものを解明しようとする物理学者は現れなかったし、超音波の作用を定量的に調べ

るにたる物理化学の知識のある研究者も森口以外見当たらない。医学・微生物学への応用は早く

から精力的に行われたが、超音波ワクチンなるものがどの程度認識、応用されたかについては筆

者は専門外であり、どのような状況にあったか判断できない。さらに、大阪帝国大学理学部化学

教室、産業科学研究所には真島利行を始め多くのわが国を代表する有機化学者が超音波の研究者

佐多直康、雄山平三郎・吉岡勝哉の周りに居たが興味を示さなかったのか、筆者の知識の不足の

ためか、有機化学、特に有機合成化学の分野への超音波の応用については研究の事例を見つける

ことが出来なかった。 
全般的な印象としては、強力超音波の影響のみを追う傾向にあり、学問としての体系化に至ら

なかったのが残念であるが、太平洋戦争中という当時の状況と欧米からの情報が途絶えた中での

研究であることから無理もなく、むしろ、ここまで発展させたことは驚異的といわざるを得ない。 
だからこそ、1948 年という戦後早々に、二つの著書「音化学と音膠質学」、「超音波―音速度

と音の吸収―」がまとめられ、戦後のソノケミストリーの新しい展開が始まる。 
戦後 1948 年から 1970 年代前半までのソノケミストリーの研究の歴史については次回、ソノ

ケミストリーの歴史（３）に述べることにする。 
 
謝辞：わが国の超音波研究の歴史について、色々な方の多くのご協力を戴いたが、特に、大阪帝国大学音響科学

研究所に関しては、現産業科学研究所長付の西田 彩氏に多くの資料を発掘お送りいただいた。また、東京大学

生産技術研究所根岸勝雄名誉教授には原稿の推敲をお願いした。ここに改めて感謝の意を表したい。 
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独立行政法人 産業技術総合研究所 
先進製造プロセス研究部門 超音波プロセス研究グループ 紹介 

主任研究員 安井久一 
 
１． 沿革 
 当グループの前身は、1993 年 10 月に、名古屋工業技術試験所（名工試）が名古屋
工業技術研究所（名工研）に変わった時の、三留秀人（現 先進製造プロセス研究部門

長）らの研究チームである。当時は、名古屋城から車で 10分位の名古屋市北区平手町
に、位置していた。三留の専門である音響流をはじめ、超音波マニピュレーションや、

シュリーレン法による音場の可視化等に取り組んでいた。ソノケミストリーやソノルミ

ネッセンスの研究を始めたのは、1996年頃からである。2001年 4月に、旧工業技術院
の 15研究所等が統合されて、現在の独立行政法人 産業技術総合研究所（産総研）が
発足した。そして、当グループは、セラミックス研究部門 超音波プロセス研究グルー

プとして、スタートを切った。同年 11 月には、現在の名古屋市守山区へと移転した。
そして、2002年 4月より、飯田康夫グループ長の下での研究活動を開始した。2004年
4月には、現在の先進製造プロセス研究部門が発足し、超音波プロセス研究グループは、
そこに所属している。 
 
２． 研究拠点 
 当グループの所属する産総研 中部センターは、名古屋市と尾張旭市の境に近い、名

古屋市守山区の志段味サイエンスパーク内にある。名古屋駅からのアクセスは、大曽根

駅までＪＲ中央線または市営地下鉄名城線で出て、大曽根駅から途中まで専用の高架を

走るガイドウェイバス「ゆとりーとライン」に乗り、約 30分である（「志段味サイエン
スパーク」下車）。「志段味サイエンスパーク」経由のバスの本数が少ないため、本数の

多い「荒田」のバス停から徒歩 15分で行く事も可能だが、初めての方は、道に迷う恐
れあり。分かりやすいのは、ＪＲ中央線で高蔵寺駅まで出て、そこからタクシーで 15
分程度である。また、市営地下鉄東山線の藤が丘駅から、市営バスで 30分だが、やは
りバスの本数が少ない。名鉄瀬戸線の印場駅からもバスに乗れるが、バスの本数が問題

である。名古屋駅からタクシーに乗るのは、遠すぎてお勧めできない。詳しくは、

http://unit.aist.go.jp/chubu/ci/access/index.html を参照のこと。 
 
３． 研究スタッフ 
 当研究グループの構成は、2008年 7月現在、飯田康夫 グループ長（写真後列右）、
砥綿篤哉 主任研究員（後列中央）、小塚晃透 主任研究員（前列中央）、辻内 亨 主

任研究員（写真撮影者）、Judy Lee 日本学術振興会フェロー（前列左）、そして、著者
（後列左）である。以前に、名古屋大学等の学生を受け入れていた事もあるが、現在は、



学生はいない。Judy Lee 博士は、オーストラリアのメルボルン大学の Prof. Grieser の
研究室を卒業し、2007年 10月から 2年間の予定で滞在している。 

 
 
４． 研究内容 
 産総研の理念として、“本格研究”、すなわち、基礎研究から実用化研究までを、相互

に関連付けながら推進することが挙げられる。基礎研究を実用化研究の種子や土壌とし

て活用し、また逆に、実用化研究で生じた疑問を基礎研究の新たな課題として活用する。

基礎研究と実用化研究が旨くかみ合ったときに、研究組織としての研究所の能力が、最

も引き出されて、産業化への顕著な貢献が可能となる、という考えである。当グループ

でも、基礎研究と実用化に向けた研究とを、両方行なっている。もちろん、多くの大学

の研究室も同様であり、研究所に限ったことではないが。 
 基礎研究としては、気泡振動や音場の数値シミュレーション、多数気泡ソノルミネッ

センスの機構解明に向けた実験、レーザーによる気泡数密度分布の測定等を、行なって

いる。特に、単一気泡の性質がかなり解明されてきた現在、多数気泡系における、気泡

間相互作用の問題が重要な研究課題となっている。界面活性剤の影響も、実験、理論の

両面から研究している。 
 実用化を目指した研究としては、超音波洗浄、超音波マニピュレーション、ソノケミ

ストリーを利用した微粒子の合成等の研究を行なっている。特に、超音波洗浄は、古い

技術で有りながら課題が多く、世界的にも最近活発に研究されている。また、当グルー

プと企業との共同研究の結果、食品の超音波処理に関する技術の一つが、実用化されつ

つある。 
 
 参考文献 
 飯田康夫著「ソノプロセスのはなし －超音波の化学工学利用－」日刊工業新聞社

（2006年） 



乳頭ロッジにて研修会 

資源開発分野から考えるソノケミストリー 
  秋田大学 工学資源学部 大川浩一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左から中里槙吾(M2)、松井紀久男教授(九大)、大川浩一助教(本誌執筆者)  
右から笹岡孝司助教(九大)、菅井裕一助教（九大） 

 
秋田大学は北東北の日本海側、人口約３３万人余りの中核市である秋田市に３つのキャ

ンパスに分かれて位置します。秋田市は江戸時代に佐竹二十万石の城下町としてにぎわっ

た町で、今もその面影を残しています。東に霊峰太平山を擁する出羽山地、西に日本海を

有するため、壮大な自然と大きな四季変化が感じられます。夏には竿燈祭りが催され、多

くの提燈が夜空を照らし賑わいます。冬は雪景色になりますが、“温泉”ときりたんぽ鍋、

いなにわうどん、ハタハタといった“食”が冷えた体を温めてくれます。このようなすば

らしい町にある秋田大学工学資源学部(手形キャンパス)の特長は何といっても資源分野に

関する学問が十分に学べ、かつ長い歴史を有することです。本学部の前身は、明治４３年

３月に創立した秋田鉱山専門学校で、日本唯一の鉱山専門学校ということで日本全国から

鉱山について学びたい学生が集ったといわれております。平成１０年に鉱山学部から現在

の工学資源学部に改組され、鉱山に関する大学というイメージは薄くなりましたが、今年

度から社会人・大学生を対象とした「あきたアーバンマイン

開発アカデミー」を開設するなど、現代に合わせた形で昔か

らの資源学の伝統が受け継がれています。 
秋田大学は鉱石や岩石が展示してある“附属鉱業博物館”

や名湯鶴の湯がある乳頭温泉郷に“乳頭ロッジ”を有し、見

学や利用することが可能です。秋田へ来られた際はぜひ秋田

大学やその施設に足を運んでいただければと思います。 

オーストラリア炭鉱見学にて(Mandalong mine) 



秋田大学東京サテライトオフィ

ス(田町)にて川村洋平講師（筑波

大学）と研究打ち合わせ 

合成した FePO4 

研究に関して 
地球資源学科地球システム工学講座は地中から鉱石を生産するための「資源開発学」と

これを消費地へ運ぶ「輸送工学」、安全のための「岩盤工学」および環境に配慮した「環境

学」を中心に研究・教育を進めています。執筆者の研究室は、通気・空調工学、安全工学、

資源の有効利用に関する研究を行っています。 
執筆者の超音波を用いた研究テーマは下記の５つとなります。 
１．ソノケミストリーによる鉄系リチウムイオン二次電池用正極材料の合成 

この研究を始めたきっかけの一つが鉱山見学です。表紙の炭鉱見学の写真で、皆さんが

ベルトのようなものをしていますが、それはキャップランプ用の電池を固定する帯です。

その帯はすべて右下がりになっていますが、それは鉛蓄電池の重さによるもので、５～６

キロと非常に重たいものです。これをぶら下げて炭鉱内を作業する労働者の負荷を軽減し

たいという思いで、安価・軽量・高容量なリチウムイオン電池材料の開発が始まりました。

ソノケミストリーを用いた材料合成は FePO4 や Fe3PO7 など３価の鉄を有する材料合成に

大変効果的で、簡易な合成方法で得られ、従来品と同等以上の電池特性結果が得られてい

ます。 
 
 

Hirokazu Okawa, Junpei Yabuki, Youhei Kawamura, Ichiro Arise and Mineo Sato, Synthesis of FePO4 cathode material for lithium ion batteries by a 
sonochemical method, Materials Research Bulletin, 43(2008)1203-1208 

２．超音波を用いた懸濁粒子の沈殿方法の開発 
採石場において、石を切断するときに丸鋸を使用しますが、その際に懸濁液が排出され

ます。沈殿池において凝集剤等の薬剤を添加して処理をしていますが、これを超音波照射

により沈殿させることに成功しています。 
３．超音波による汚染土壌の浄化回収技術の開発 
４．超音波を用いた細胞のストレス応答誘導法の開発（医学部との共同研究） 
５．超音波を用いた転石根入れ深さ探査に関する研究      

（筑波大学との共同研究） 
 
リチウムイオン電池材料の合成終了は超音波照射時間で判断

しているためエネルギーロスが考えられます。超音波の変化で

終了が判断できないものか思考しています。また、資源分野に

もっとソノケミストリーを導入したいと考えています。ぜひ

何かアイデア等ありましたらお声がけをお願いいたします。 





Ultrasonics Sonochemistry 誌からダウンロードされた論文のトップ 20 タイトル情報。 
(ダウンロード期間 2008 年 4 月～6 月、出典 サイエンスダイレクトホームページ http://top25.sciencedirect.com)  

 

1. Improved extraction of vegetable oils under 
high-intensity ultrasound and/or microwaves 

G. Cravotto, L. Boffa, S. Mantegna, P. Perego, M. 
Avogadro, P. Cintas, Ultrason. Sonochem., 15 (2008) 
898. 

 

2. Growth mechanism and optical property of ZnO 
nanoparticles synthesized by sonochemical method 

R.S. Yadav, P. Mishra, A.C. Pandey, ibid., 15 (2008) 
863. 

 

3. Measurement of hydroxyl radical production in 
ultrasonic aqueous solutions by a novel 
chemiluminescence method 

Y. Hu, Z. Zhang, C. Yang, ibid., 15 (2008) 665. 

 

4. Optimization and comparison of ultrasound 
/microwave assisted extraction (UMAE) and 
ultrasonic assisted extraction (UAE) of lycopene from 
tomatoes 

Z. Lianfu, L. Zelong, ibid., 15 (2008) 731. 

 

5. Sonochemical and visible light induced 
photochemical and sonophotochemical degradation of 
dyes catalyzed by recoverable vanadium-containing 
polyphosphomolybdate immobilized on TiO2 
nanoparticles 

S. Tangestaninejad, M. Moghadam, V. Mirkhani, I. 
Mohammadpoor-Baltork, H. Salavati, ibid.,15 (2008) 
815. 

 

6. Ultrasonic-assisted sol-gel method of preparation of 
TiO2 nano-particles: Characterization, properties and 
4-chlorophenol removal application 

B. Neppolian, Q. Wang, H. Jung, H. Choi, ibid.,15 
(2008) 649. 

 

7. Ultrasonic extraction and separation of 
anthraquinones from Rheum palmatum L. 

L. Wang, D. Li, C. Bao, J. You, Z. Wang, Y. Shi, H. 
Zhang, ibid., 15 (2008) 738. 

 

8. Sonophotocatalytic degradation of methyl orange 
by nano-sized Ag/TiO2 particles in aqueous solutions 

H. Wang, J. Niu, X. Long, Y. He, ibid., 15 (2008) 386. 

 

9. Using sonochemistry for the fabrication of 
nanomaterials 

A. Gedanken, ibid., 11 (2004) 47. 

 

10. Ultrasound-promoted greener synthesis of 
2,4,5-trisubstituted imidazoles catalyzed by Zr(acac)4 
under ambient conditions 

A.R. Khosropour, ibid., 15 (2008) 659. 

 

11. Enhanced degradation of 2,4-dichlorophenol by 
ultrasound in a new Fenton like system (Fe/EDTA) at 
ambient circumstance 

T. Zhou, Y. Li, F.S. Wong, X. Lu, ibid., 15 (2008) 782. 
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12. A study on the emulsification of oil by power 
ultrasound 

A. Cucheval, R.C.Y. Chow, ibid., 15 (2008) 916. 

 

13. Sonochemical degradation of triclosan in water 
and wastewater 

L. Sanchez-Prado, R. Barro, C. Garcia-Jares, M. 
Llompart, M. Lores, C. Petrakis, N. Kalogerakis, D. 
Mantzavinos, E. Psillakis, ibid., 15 (2008) 689. 

 

14. Sonocatalytic degradation of acid red B and 
rhodamine B catalyzed by nano-sized ZnO powder 
under ultrasonic irradiation 

J. Wang, Z. Jiang, Z. Zhang, Y. Xie, X. Wang, Z. Xing, 
R. Xu, X. Zhang, ibid., 15 (2008) 768. 

 

15. Sonochemical method for producing titanium 
metal powder 

I.C. Halalay, M.P. Balogh, ibid., 15 (2008) 684. 

 

16. Degradation of dissolved diazinon pesticide in 
water using the high frequency of ultrasound wave 

M.A. Matouq, Z.A. Al-Anber, T. Tagawa, S. Aljbour, 
M. Al-Shannag, ibid., 15 (2008) 869. 

 

17. Coating zinc oxide submicron crystals on 
poly(methyl methacrylate) chips and spheres via 
ultrasound irradiation 

K. Anna, P. Nina, K. Yuri, M. Meinhard, Z. Werner, G. 
Aharon, ibid., 15 (2008) 839. 

 

18. Gold-magnetite nanocomposite materials formed 
via sonochemical methods 

A. Pradhan, R.C. Jones, D. Caruntu, C.J. O 'Connor, 
M.A. Tarr, ibid., 15 (2008) 891. 

 

19. Influence of bleaching by ultrasound on fatty acids 
and minor compounds of olive oil. Qualitative and 
quantitative analysis of volatile compounds (by SPME 
coupled to GC/MS) 

W. Jahouach-Rabai, M. Trabelsi, V. Van Hoed, A. 
Adams, R. Verhe, N. De Kimpe, M.H. Frikha, ibid., 
15 (2008) 590. 

 

20. TiO2 nanosized powders controlling by ultrasound 
sol-gel reaction 

K.K. Latt, T. Kobayashi, ibid., 15 (2008) 484. 
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南齋勉（Ben Nanzai） 
「超音波キャビテーション反応場の界面領域に関する研究」 

（大阪府立大学大学院工学研究科物質化学系専攻・博士課程 3 年 

 平成 21 年 3 月 修了見込） 

 

研究概要： 

 難分解性の有機有害物質の超音波分解を、反応の源となるキャビテーションバブルの物理

化学的解明という側面から行っています。12 種類の芳香族化合物の物性パラメータと超音波

分解速度の関係を系統的に比較検討し、疎水性パラメータ（LogP）が分解速度の予測に用い

ることができることを示しました[1]。一方、超音波照射系のスケールアップを念頭に置いた、

容器径を変えての超音波効果の比較[2]などを行いました。 
 また最近では、超音波反応場を、ある大きさを持った入れ物のようなものと想定し、そこ

に溶質分子が存在すれば、熱分解もしくはラジカル反応が起こるという系を考えます。条件

によって、この入れ物はどの程度の大きさを持ち、そこにどの程度の分子が存在することが

出来るのか、などの考え方を基に超音波反応場を基礎的に解明することを目指しています。 
 アニオン性界面活性剤を超音波分解することで、バブル界面場の広がりを見積もることを

目指しています。その結果から、界面活性剤分子がどのように入れ物である反応場に満たさ

れていくのか、また反応場に存在する分子の許容量と、界面活性剤がミセルを形成すること

との関連性が示唆されました。 
[1] B. Nanzai, K. Okitsu, N. Takenaka, H. Bandow, Y. Maeda, Ultrason. Sonochem.15 (2008) 478.   

[2] B. Nanzai, K. Okitsu, N. Takenaka, H. Bandow, N. Tajima, Y. Maeda, Ultrason. Sonochem. (2008) 

doi: 10.1016/j.ultsonch. 2008.05.016. 
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す。お話だけでも、よろしくお願いします！ 
 基本的に体を動かすことが好きで、体力に自信はあります！秋

のマラソンに向けて走っていますし、毎年盆休みは帰るところも

なく、長野の山を登りに行っています。例年は、主に北アルプス

の尾根を縦走しています。白馬岳の大雪渓は最も多く登ったポイ
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進していくことを希望し頑張っていきますので、何卒よろしくお願いします。 
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アストラソン
超音波ホモジナイザー
MODEL S4000

TM

■ 大型液晶タッチパネルで簡単操作
■ オートチューニング機能を採用
■ 10個のプログラムが登録でき、連続実行が可能
■ 最大出力600ワットのハイスペックモデル
■ エネルギー量（J）表示機能を装備
■ 温度モニタリングとコントロールが可能

■ フィンガースイッチで手元操作
■ 連続照射も可能
■ 最大10０ワットの高出力
■ オートチューニング機能を採用
■ 液晶パネルインジケーターに出力を表示

マイクロソン
微量超音波ホモジナイザー
MODEL XL2000

TM

総務省型式指定番号 第EK-08001号
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