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特定課題研究１
感圧・感温塗料のフロンティア： 

分子センサの可能性と新展開に向けて

江　上　泰　広

研　究　代　表　者： 江上　泰広（愛知工業大学工学部・教授）
コアメンバー： 浅井　圭介（東北大学大学院工学研究科・教授）
 三ツ石方也（東北大学多元物質科学研究所・教授）
 中北　和之（宇宙航空研究開発機構〈JAXA航空本部・研究領域リーダー〉）
 天尾　　豊（大阪市立大学複合先端研究機構・教授）
 坂村　芳孝（富山県立大学工学部・教授）
 松田　　佑（名古屋大学エコトピア科学研究所・准教授）

　感圧塗料（Pressure-Sensitive Paint：PSP）・感温塗料（Temperature-Sensitive Paint：TSP）は物体表面
の圧力や温度の面情報を，光学的かつ非侵襲に高い空間分解能で計測することができる機能性分子センサ
である．本課題では，流体・化学など多分野の研究者が一堂に会し，PSP/TSP技術に関する学際的諸問題
について集中的に議論を交わし，各々が持つ知識や技術を総動員することで機能性分子センサの可能性を
追求し，もう一段上のステージへ進めるためのブレークスルーを果たすことを目的とした．前年度（平成
26年度）は6回の研究会を開き，圧力／温度の測定精度と時間応答性の大幅な向上を図ることで，低速流
れや騒音計測に代表されるような微小な圧力変動の高精度面計測を実現することを大きな目標として議論
を行った．本年度も6回の研究会を開催し，前年度に議論された問題点を克服や，新しい計測アイディアの
提案など自由な討論を行った．

第７回研究会（於　東京・JAXA調布航空宇宙センター　平成27年5月22日）
参　加　者： 江上泰広，浅井圭介，三ツ石方也，中北和之，松田　佑，坂村芳孝，天尾　豊，沼田大樹

（東北大），Markus Pastuhoff（東北大），亀田正治（東京農工大），野田貴宏（東京農工大）
 蒲池利章（東京工業大），飯島由美（JAXA），栗田　充（JAXA），Henny Bottini（JAXA）
 小澤啓伺（首都大），小幡　誠（山梨大），亀谷知宏（鳥羽商船高専），森　英男（九州大）
 半田太郎（九州大）
招　聘　講　師： Tianshu Liu（Western Michigan University），（以上21名）
　最初に東北大学に長期滞在中であったLiu教授に “Global skin friction diagnostics based on surface mass-

transfer visualizations” と題して，PSPを用いた新しい技術展開について話題提供していただいた．これま
でPSPを用いて模型表面の圧力計測が行われてきたが，同時に摩擦抵抗も計測しようという野心的な試み
である．参加者からの関心も高く，活発な質疑応答がなされた．続いて，JAXAの栗田氏とDr. Bottiniから
もオイル薄膜を用いた表面摩擦の面計測に関する話題提供があった．摩擦抵抗の計測はこれまで決定的な
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方法が提示されていないので，PSP技術を応用した方法が適用できれば，大きなブレークスルーになると
考えられ，今後の大きな研究テーマになると考えられる．
　続いて東京工業大の蒲池先生より細胞内の酸素濃度分布イメージングについて話題提供があった．直径
10–20 mmのPSのマイクロビーズにPtOEPを入れた酸素センサを作成し，細胞近傍の酸素濃度をイメージ
ング計測する試みである．測定例では，ミトコンドリア分布と酸素濃度分布には相関があることが示され
た．マイクロスケールでの酸素濃度／圧力計測はPSPの得意とするところであり，今後生物分野への応用
も進んでいくものと考えられる．
　富山県立大の坂村先生からは，SAMによって酸素センサ分子を基板表面上に均一に分布させた圧力セン
サについての話題提供がなされた．スプレーやスピンコートによる塗布と比較して，SAMで作成したセン
サ薄膜はセンサ分子の分布の一様性が高いため，特にマイクロスケールの現象を測定するのに有効である．
　東北大のDr. Pastuhoffからは “Basic SVD filtering for lifetime PSP measurement” と題してPSPの寿命
法のノイズ除去にSingular Value Decomposition（SVD）フィルタを適用した研究に関する報告がなされ
た．現在取り組まれている微小圧力の計測では，計測自体だけでなくその後の画像処理が精度を向上させ
るうえでキーとなっている．これまで紹介されているFFT解析などの手法と合わせ，データのポスト処理
は重要な研究課題であるという共通認識が得られた．
　さらに研究会の前にJAXA風洞センターの大型遷音速風洞の見学をさせて頂いた．実際のPSP計測装置や
風洞模型のセットアップや，自動データ取得システムを見せていただきながら，JAXAにおけるPSP計測の
現状や，大型風洞で計測を行う上で留意すべき点などを，JAXAの中北氏と満尾氏に解説していただいた．

第８回研究会（於　東京・首都大・秋葉原サテライトキャンパス　平成27年6月19日）
出　席　者： 江上泰広，浅井圭介，三ツ石方也，中北和之，松田　佑，坂村芳孝，蒲池利章（東京工業大）
 満尾和徳（JAXA），小澤啓伺（首都大），小幡　誠（山梨大），森英　男（九州大），（以上11名）
　今回は化学分野の2名の先生から話題提供をしていただいた．まず，東北大の三ツ石先生から「チオール
系修飾剤を使用した水溶性金ナノクラスター」と題して話題提供をしていただいた．金ナノクラスター
（AuNC）は直径1–2 nm程度で，Q-dot（4–5 nm）よりもさらに小さい．フォトルミネッセンスの他に磁
性，キラリティ，触媒作用などを呈し，近年盛んに研究がなされている．粒径により発光波長は変化する
が，チオールを用いて作成したAuNCは直径1.5–2 nmで発光は820 nmの近赤外であった．量子効率はま
だ低いものの，注目の新規センサである．
　次に，山梨大学の小幡先生から感圧塗料の温度依存性についてポリマーに観点から理論的な提起がなさ
れた．PSP計測における最大の誤差要因はPSPの温度依存性である．小幡先生は温度感度を酸素消光過程
と無輻射失活過程に分解した実験を行い，酸素消光過程の温度感度は全酸素消光過程の活性化エネルギー
と相関があり，無輻射失活過程の温度感度はガラス転移温度が高いほど低くなることを示した．これによ
り，温度依存性の低いPSPを開発する際のポリマー選択の指針が得られた．

第９回研究会（於　東京・首都大・秋葉原サテライトキャンパス　平成27年8月21日）
出　席　者： 江上泰広，浅井圭介，三ツ石方也，中北和之，松田　佑，天尾　豊，染矢　聡（AIST）
 小澤啓伺（首都大），小栗一将（JAMSTEC），小幡　誠（山梨大），田口正人（名古屋大）
招　聘　講　師： 半田太郎（九州大），（以上12名）
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　第9回研究会は「高速応答PSPについて」と題してPSPの時間応答性について集中的な議論を行った．
まず，九州大学の半田先生より，陽極酸化型PSP（AA-PSP）の応答遅れを，拡散方程式を用いて補正する
方法について報告がなされ，周波数の位相遅れと振幅減衰率より元信号を再構成する事ができることが示
された．
　愛知工業大の江上からはスプレー型高速応答PSP（PC-PSP）の開発の現状について報告があった．PC-

PSPの色素溶液塗装時の溶媒の影響を調査し，バインダー層を溶解しないものに変更することで時間応答
を従来の1/10～1/6とほぼAA-PSPと同レベルまで向上させる事ができることを示した．
　続いてJAXAの中北氏からPC-PSPの表面粗さの境界層遷移位置への影響が報告された．PC-PSPの表面
粗さ（Ra > 1 mm）により乱れが生じ，実際よりも遷移位置が前方に移動していることが確認された．以上
の結果より，遷音速風洞での計測にPC-PSPを適用する際には表面粗さをRa < 1 mmにする必要があるとい
う共通認識が得られた．
　次に名古屋大の松田先生より，市販のインクジェットプリンタを用いて高速かつ精細な複合塗料を作成
する試みが報告された．さらに塗布する基盤のシート材によりセンサ特性や塗布性が変化することも報告
された．この方法が確立され，シート状のPSPが簡単に作成できるようになれば適用範囲も大いに広がる
と考えられる．

第10回研究会（於　つくば・産総研・つくば中央第1　平成27年9月24日-26日）
出　席　者： 江上泰広，浅井圭介，三ツ石方也，中北和之，松田　佑，天尾　豊
招　聘　講　師： Christian Kähler（UniBW München），Martin Bitter（UniBW München）
 Jürgen Quest（ETW），Daisuke Yorita（DLR），Christian Klein（DLR），Jonathan Ost（DLR）
 亀田正治（東京農工大），半田太郎（九州大），長谷川靖哉（北海道大学），小澤啓伺（首都大）
 小幡　誠（山梨大），染矢　聡（AIST），蒲池利章（東京工業大）
 その他，参加者　31名（日本側44名，ドイツ側6名）
　第10回研究会は，5th Japanese-German Joint Seminar Molecular Imaging Technology for Interdis cipli nary 

Research及びPSP/TSP Workshopとの共催で行われた．3日間のプログラムで口頭発表が20件，ポスター
発表が23件なされた．
　Keynote lectureは3件行われ，まずUniBW MünchenのKähler教授がPSPとPIVの複合計測について発
表された．複合計測を行うことで，それぞれ単独では明瞭でない現象がはっきりと認識できることが示さ
れた．また，同時計測を行った際の信頼性についても検討が加えられた．
　次に東北大学の浅井教授からはWestern Michigan UniversityのLiu教授が第7回研究会の後，東北大での
議論から考案した全く新規の表面摩擦力の計測法について紹介があった．第7回研究会の項でも述べたが，
表面摩擦力の計測は産業界から強い要望があるものの，依然チャレンジングな課題である．Liu教授は表面
圧力と表面摩擦は本質的にBEF（boundary enstrophy flux）という名のvorticity-dynamic quantityで関係づ
けられ，PSP計測より表面摩擦力が求められることを理論的に導いた．この実証例として過去のPSPの計
測データを用いて表面摩擦力を求めた結果を示した．今後，様々な模型や流れ条件での検証が必要である
が，PSP計測法を用いた新しい応用として大きな研究課題になっていくものと考えられる．
　3つめのKeynote lectureは “Image based measurement techniques applied at Cryogenic Conditions in ETW”
と題して，ケルンのEuropean Transonic Windtunnel（ETW）のQuest氏が行った．ETWは液体窒素を気
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化させることで気流温度を–196℃まで下げ，実機レイノルズ数を縮尺模型で実現できる世界的な大型遷音
速低温風洞である．ETWではCryoTSPを用いた翼上の境界層遷移の可視化を始め，PIVや翼の変形計測な
ど多くの計測法が用いられている．これらの計測はEUプロジェクトの一環として行われており，その活動
は非常に参考になるものであった．特にCryoTSPによる計測はJAXAからの技術協力を契機として始まっ
たものであり，今後とも日独間での情報交換，技術協力が重要であることが認識された．
　その他の講演やポスター発表でも，日独の参加者の間で活発な議論がなされ，非常に充実した3日間と
なった．

第11回研究会（於　東京　平成27年12月21日）
出　席　者： 江上泰広，浅井圭介，坂村芳孝，松田　佑，永井大樹（東北大），沼田大樹（東北大）
 杉岡洋介（東北大），小澤啓伺（首都大），亀谷知宏（鳥羽商船高専），（以上8名）
　第11回研究会は「誤差低減のための測定技術・ポスト処理」というテーマで議論を行った．本課題では
音波のような1 Paを下回る微小な圧力変動の計測を実現することを目標にしている．そのためには高感度
のPSP，TSPの開発だけではなく，測定技術やデータ取得後のポスト処理によるノイズ低減が重要であり，
集中的な議論を行った．
　まず，名古屋大学の松田先生よりヘテロダイン法による高精度計測法について話題提供をしていただい
た．これは計測現象と励起光の周波数の差で生じる「うなり」を計測することで，高周波の現象を低周波
で測定することができ，S/Nを格段に向上させることができるというものである．
　また東北大の杉岡君からはポスト処理で，時系列画像の現象以外のノイズ成分をFFT処理で予め除去し
たうえで，第7回で示されたSVDフィルタを適用すると，非常にS/Nを向上できることを示した．ただし
SVDフィルタの物理的意味や，どの段階でフィルタ処理を行うのが有効なのかについて議論が交わされ，
今後も引き続き検討が必要であるとの結論に達した．
　最後に首都大の小澤先生より，TSPを用いた衝撃波管における1 MHzの超高速温度計測とそれによる熱
流束計測結果が示された．熱電対とほぼ同等の速度及び精度で温度の面計測が可能であることが示された．
赤外線カメラのデータ取得レートはせいぜい数kHzであり，1 MHzでの温度の面計測は大きな進歩と言え
る．

第12回研究会（於仙台・秋保温泉　平成28年2月28日-29日）
参　加　者： 江上泰広，三ツ石方也，中北和之，松田　佑，坂村芳孝，天尾　豊，小栗一将（JAMSTEC）
 杉岡洋介（東北大），Lee Taekjin（東北大），野田貴宏（東京農工大）
招　聘　講　師： 永井大樹（東北大），亀田正治（東京農工大），森　英男（九州大），（以上13名）
　最終回の第12回研究会は1泊2日の合宿形式で仙台・秋保温泉の旅館に宿泊して行われた．
　一日目は，まず名古屋大の松田先生よりPC-PSPの混合粒子として，TiO2の代わりにポリマ（PS）の微
粒子を用いる方法が提起された．ポリマーの微粒子を用いることで色素劣化を低減することができ，さら
に比重が軽いため塗布性も向上できるとの提案である．時間応答性も従来のPC-PSPと遜色なく，有望な提
案である．
　次に東京農工大の野田君より「非定常PSP計測データのノイズ低減法」について発表がなされた．デー
タのポスト処理をSVD法とロックイン法で行いその比較を行った．SVD法では第11回でも議論になった

特定課題研究１「感圧・感温塗料のフロンティア：分子センサの可能性と新展開に向けて」



  187

SVD処理を行う手順を工夫し，前処理を行うことでΔp ~20 Pa2の現象を明瞭に捉えることに成功したこと
が報告された．またロックイン法ではフィルタリングする周波数を厳密に管理することでノイズを劇的に
減少させることができ，Δp ~0.6 Pa2を達成した．最終目標の騒音計測（Δp ~0.1 Pa2）にはまだ届いていな
いものの，従来よりも大きく精度の向上させることに成功しており，大きな成果と言える．
　JAXAの中北氏からはPSPのスプレー塗装条件によるセンサ特性の変化について話題提供がなされた．
PSPは同じ調合でも，スプレー塗装時の模型までの距離や，スプレー速度などの塗布パラメーターで温度
感度や表面粗さなどが大きく変化するとのデータが示された．今後PSPの普及を図る上で，塗装法におい
ても数値化することで塗装工程の標準化を行い，人的依存性による特性のバラつきをなくすことは非常に
重要であるとの指摘がなされた．
　東北大の杉岡君からは第9回で提起されていたPC-PSPの表面粗さ低減に関する続報がなされた．色素の
溶媒を混合溶媒にし割合を最適化することで，PC-PSPの時間応答性を保ちながら表面粗さをRa < 0.1 mm

に低減させる手法が示された．またこのPC-PSPを用いた，実証試験を行い境界層遷移位置にも影響がない
ことを示した．
　九州大の森先生よりは，高速応答PSPを回転するファン上の圧力分布計測に適用した例が報告された．
ファン上では場所により温度が異なるので，その補正が非常に重要であることが示された．さらに東北大
の三ツ石先生からは金ナノクラスターの発光特性について第8回研究会の続報が紹介された．水中の酸素濃
度測定に適用された例が示され，JAMSTECの小栗氏から，海底における高時間応答酸素センサに応用で
きるのではないかとの意見が出された．
　二日目は富山県立大の坂村先生より，wavelet変換を用いたノイズ除去法について話題提供があった．計
測する現象が既知であり母関数として用いることができる場合，これを利用してノイズを大きく除去でき
ることが示された．
　また，東北大の永井先生から高温衝撃風洞HIESTにおける空力加熱計測の現状について報告がなされた．
HIESTは世界最大の衝撃風洞で，超高温になった気流が発光するため光計測が困難である．この風洞にお
いてTSPを用いた空力加熱計測を行った結果と解決すべき課題が提起された．さらに東北大のTaekjin君か
ら第7回のLiu教授が提案したオイル薄膜の膜厚と移動量を計測しOptical flow equationを解くことによる
表面摩擦応力計測に関する研究の進捗報告がなされた．研究を進める中で問題として浮かび上がってきた
諸課題について検討を行い，活発な意見が交わされた．
　また，愛知工業大の江上からは，陽極酸化型PSP（AA-PSP）の細孔径と応答時間，発光強度との関係を
網羅的に調査した結果についての報告がなされた．その結果応答時間が頭打ちになる孔径が存在する事，
またその大きさは用いる色素の蛍光寿命によって異なることが示された．

全体のまとめ
　2年間にわたり合計12回の研究会を行い，延べ195名の参加者を得ることができた．ほぼ2か月に一度の
頻度で，和気あいあいとした自由な雰囲気の中で活発な議論や新しいアイディアの交換を行ったことにな
る．現在は，通信が非常に発達してメールや電話でも簡単にコンタクトを行うことは出来るが，実際に集
まり膝を突き合わせて議論することに勝ることはないというのが実感であった．このような貴重な機会を
作っていただいたことは，コアメンバー及びPSP/TSPに関する研究を行う一般参加メンバーにとってもか
けがえのないものになった．それぞれの大学や研究所において現在進行形で行われている研究の成果をこ
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の研究会にぶつけ，様々な分野の参加者が喧々諤々に様々な角度から議論や検討を行うことができたこと
は，非常に刺激的かつ有益であった．またこの良いサイクルを高頻度で繰り返すことで，大いに研究を進
めることができた．
　特に高速応答PSP（PC-PSP）を用いた非定常計測では，PC-PSPの開発とデータのポスト処理の両面で
目覚ましい進歩を遂げることができた．時間応答の面では10 kHz台の計測も実施可能になり，圧力計測の
精度もΔp ~26 Paが達成されるなど大幅な向上が実現され，この分野では世界をリードする技術水準にまで
到達する事ができたと自負している．これもこの学際的な研究会で議論を深める場を作っていただけたか
らであると深く感謝する次第である．
　特定課題研究としての活動を通じて構築された学際的なネットワークは今後も維持し，様々な機会をと
らえて，大いに議論する場を設けていきたいと考えている．これにより感圧・感温塗料のフロンティアを
さらに押し広げ，新たな分子センサの可能性を見出し，幅広い分野への展開に貢献していきたい．
　最後に，2年間にわたり，本特定課題研究を支援していただいた豊田理化学研究所の理事及び事務局の
方々，熱心に研究会にご参加いただいたコアメンバー及び諸先生方にこの場を借りて厚く御礼申し上げる．

当研究会以外での活動（学会におけるオーガナイズドセッションの企画）
　この研究会に参加しているメンバーが中心となって以下のオーガナイズドセッションを企画した．

　2015年07月 可視化情報学会シンポジウム（新宿）
 　「OS4蛍光・燐光を用いた熱流体計測」
 　（発表件数　11件）

　2015年11月 日本機械学会第93期流体工学部門講演会（葛飾）
 　「OS10蛍光燐光を用いた熱流体可視化技術とその応用」
 　（発表件数　31件）

　2016年11月 日本機械学会第94期流体工学部門講演会にてもOSを予定している．
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