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論文の内容の要旨

論文題 目 水 中 の櫛 歯 状電 極 か ら生 じる音 響 流 に関す る研 究

本論文で,弾性表 面波駆動用 の taiigI dtner lt TDducer
S
)Tra (櫛歯状電極 ,I

D
D

と略す)を利用 して水 中に音響流 を発生 させ,そ の流体 的な特徴 を理論 と実験

を通 して解 明 した｡そ して,そ の音響流がマイ クロ流体 の操作技術 のひ とつで

ある捜拝 に適 用できる ことを示 し,小型化 と挺幹効率 の改善 の両面が達成 しう

る ことを実証 した｡特 に,弾性表 面波 と,固体 内を伝わ るバル ク弾性波 を併用

した挺拝技術 は従来 にない全 く新 しい試みであ る｡各章の要点は,以下 の通 り

で ある｡

第 1章で は.関連 の先行研究 について歴史的 に振 り返 るとともに,本研 究 の

位置づ け と目的,そ して本論文 の構成 を述べて いる｡

第 2章で は ,I
論 につ いて述べ ,I

Tで励振 され る弾性波勤の伝搬お よび励 振 に関す る基本的理

Tの基本構成 とモデル化手法 について説 明 している｡

D第 3章では ,ITによる水 中音 場 を理解す るため,音波 の基礎事項 の記述か

ら始 め,線形音場,次 いで音波 の非線形性 を考慮 した解析理論 を述べてい る｡

音場解析 の必要性 は,音響流 の流体 的特性が音場特性 に直接依存す るか らで あ

るC

第 4章で は,音波 ビームの非線形伝搬 を記述す るモデル式か ら予測 した音場

Dと,実 際の I
して いる｡なお,音響的非線形性 を考慮 した理 由は,超音波が高周波化す る と,

媒質 の非線形性で超音波 の波形が歪み高調波が発生 しやす くな ることか らで

ある｡

第 5章では,音波 による媒 質,特 に水 の流れ に関す る理論解析 を試みて いる｡

流れはナ ヴィエ ･ス トー クス と連続 の式 に支配 され ること,音波のエネルギの

一部が媒体 の音波 吸収 を介 して 力学的 にエネルギ に変換 され,それが媒 質 を動

Tで形成 され る音場 とを比較 し,モデル式 の利用 の妥 当性 を確 認
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かす駆動力 となる ことを論 じている｡さ らに,差分法 によって数値的に求めた

音圧分布 を CFD(数値流体力学)シミュレータの入力データに移植す ることで, 

3次元 の流れ場解析 を可能 としている｡

第 6章では,実際の空間構造 を知 るため,空間的 ･時間的分解能の高い PIV

揺 (粒子画像 流速測定法) を用 いて流れの計測 を行 っている｡音場の計測 は,

受波面積 の小 さいハイ ドロホ ンを用 いて精度 よく行っている｡第 4章の結果を

利用 し, また第 5章 に示 した CFD解析法によ り,平面および普軸上,音軸外の

流速分布流速特性 を理論予測 している｡ これ らの予測結果 を ,PIV計測結果 と

比較 した ところ,両者 は,音響流の幅 と流速の絶対量の点でやや差真が見 られ

た ものの,傾向はほぼ一致 した結論 を得ている｡したがって,今回撞案の理論

に基づ く CFD計算 によって ,IDTか ら生 じる音響流の大 まかな特性推定が可能で

あるといえる｡しか し,正確な流速分布の理論予測 には,赦密な格子 間隔で計

算す る必要性がある｡

第 7章では,弾性表面波の代わ りにバル ク弾性波 を利用 した微小流体制御の

可能性 を見出す ことを目的 として,試作 した IDTか らバル ク波 を励起 して基板

内を伝搬 させた｡そ して,そ の裏面か ら水中に縦波 として放射 し,それによっ

て生 じる音響流の観測 を PⅣ計測法で行 った｡実験では ,SAWのおよそ 2倍の高

い周波数で強 いバル ク波が強 く励振 される Yカ ッ ト Z伝搬 LiNbO3基板 を用 いた｡

バル ク波 による音響流は,水が負荷 されていれば,チ ップの表裏 いずれか らも

発生させ ることができる｡チ ップの表裏 同時 に音響流 を発生させ ることは,弾

性波表面波のみの環境では実現が困難であ り,本構成の大きな特長 といえる｡

また,圧電基板上のバスバー に並列接続 された中心周波数の真なる 2つの IDT

について,駆動周波数が流れ場 に及ぼす影響を検討 した｡各 IDTにお いて強い

バルク.波応答が得 られ る周波数で駆動す ると,斜め上下 に非対称な流れ場が形

成 され,遅 い流れ に挟 まれた速 い流れが一層速い流れ になることが示 された｡

この非対称性 は各 IDTのバルク波応答の振動振幅 に依存す るもの と考 え られ,

駆動信号の周波数 を変化 させ ることによ り,流れ場の制御が可能であると考え

られる｡

第 8章では,マイクロ流体の撫拝効率の向上 とデバイスの小型化 を目的 と

し,Yカ ッ ト Z伝搬 LiNb03の IDTチ ップが弾性波表面波 とバル ク弾性波 の 2つの

発振モー ドを有す る ことを利用 して,単一の IDTで捜拝す る方法 について述べ

た｡実際にデバイスを試作 し,単一 IDTの励起で,微小反応セル に保持 した液

体 の混合状態が改善できる ことを実験的に示 した｡
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論文審査の結果の要旨
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本論文 ではまず ,弾性表面波 駆動用 の dransucerlallgIl dner Lt (櫛 歯状電塩 ,

T
T

D
D

T以下 ,I と略す) を利用 して水 中 に音 響 流 を発生 させ,そ の流体 的 な特徴 を理D
論 と実 験 を通 して解 明 した｡そ して,そ の音響流がマイ ク ロ流体 の操作技術 の

ひ とつ で ある捜拝 に適用 で きる ことを示 し,小型化 と捜拝 効 率 の改 善の両 面が

達成 しうる ことを実 証 した.特 に,弾性表面波 と, 固体 内 を伝 わ るバル ク弾性

波 を併 用 した捜拝 技術 は従 来 にな い全 く新 しい試 み を示 した｡各章 の要点 は,

以下 の通 りで ある｡

第 1章 では,関連 の先行研 究 につ いて歴史 的 に振 り返 る と ともに,本研 究 の

位 置 づ け と目的 を述 べ ,本 論文 の構成 を紹介 して いる｡

第 2章 では ,I で励 振 され る弾性 波動 の伝搬 お よび励 振 に関す る基 本 的理論

につ いて述 べ ,I の基本構 成 とモデル化 手法 につ いて説明 して いる｡

TD第 3章 で は ,l による水 中音場 を理解 す るため,音波 の基 礎事項 の記述 か ら

始 め,線 形音 場,次 いで音波の非線形性 を考慮 した解 析理論 を述 べ て いる｡音

場解析 の必要性 ~は,音響流 が音場特 性 に直接依 存す るか らで ある｡

第 4章 で は,音波 ビー ム の非線 形伝搬 を記述す るモデル式 か ら予測 した音場

TDと,実際 の l で形成 され る音場 とを比較 し,モデル式 の利用 の妥 当性 を確 認 し

て いる｡なお ,音 響 的非線 形性 を考 慮 した理 由は,超 音波 が 高周波 化す る と,

媒 質 の非線形性 で超音 波 の波形が歪 み高 調波が発 生 しやす くな る ことか らで あ

る｡

第 5㌧章 では,音波 による媒 質 ,特 に水 の流 れ l与関す る理 論解 析 を試 みて いる｡

流れ はナ ヴ ィエ ･ス トー クス と連続 の式 に支配 され る こと,音波 のエネル ギ の

一部 が媒体 の音波 吸収 を介 して 力学的 にエネル ギ に変換 され ,そ れが媒 質 を動
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かす駆動 力 となる ことを論 じている｡さ らに,差分法 によって数値 的 に求 めた

音圧分布 を CFD (数値流体力学) シミュ レータの入 力データ として に移植 す る

ことで , 3次元 の流れ場解析 を可能 としている｡

第 6章で は,実腰 の空間構造 を知 るため,空間的 ･時間的分解能の高 い PIV

紘 (粒子画像流速測定法) を用 いて流れの計測 を行 って いる｡音場 の計測 は,

受波面積 の小さいハイ ドロホ ンを用 いて精度 よ く行 って いる｡第 4章 の結果 を

利用 し, また第 5章 に示 した CFD解析法 によ り,平面および昔軸 上,昔軸外 の

流速分布流速特性 を理論予測 して いる｡ これ らの予測結果 を ,PIV計測結果 と

比較 した ところ,両者 は,音響流 の幅 と流速 の絶対量の点でやや差異が見 られ

た も甲の,傾向はほぼ一致 した結論 を得て いる｡したが って,今 回提案 の理論

に基づ く CFD計算 によって ,IDTか ら生 じる音響流 の大 まかな推定が可能である

といえる｡しか し,正確 な流速分布 の理論予測 には,練密 な格子間隔で計算す

る必要性が ある ことを得て いる｡

第 7章では,弾性表面波 の代わ りにバル ク弾性波 を利用 した微小流体制御 の

可能性 を見出す ことを目的 として,試作 した IDTか らバル ク波 を励起 して基板

内を伝搬 させ ,そ の裏 面か ら水 中に縦 波 として放射 し,それ によって生 じる音

響流の観測 を PⅣ計測法で行 って いる｡実験では ,SAWのおよそ 2倍 の高い周波

数で強 いバル ク波が強 く励振 され る Yカ ッ ト Z伝搬 LiNbO3基板 を用 いた｡バル ク

波 による音響流は,水が負荷 されて いれば,チ ップの表裏 いずれか らも発 生 さ

せ ることがで きる｡チ ップの表裏 同時 に音響流 を発生 させ る ことは,弾性披表

面波 のみの環境では実現が困難であ り,本構成 の大 きな特長 といえる｡ また,

庄竜基板上のバスバー に並列接続 された 中心周波数 の異な る 2つの IDTにつ い

て,駆動周波数が流れ場に及 ぼす影響 を検討 して いる｡各 IDTにお いて強 いバ

ルク波応答が得 られ る周波数で駆動す る と,斜 め上下 に非対称な流れ場が形成

され,遅 い流れ に挟 まれた速 い流れが一層速 い流れになる ことを示 して い る｡

この非対称性は各 lDTのバル ク波応 答の振動振幅 に依存す るもの と考 え られ,

駆動信号の周波数 を変化 させる ことによ り,流れ場 の制御が可能で ある と考 え

られ る｡

第 8章では,マイ クロ流体 の捜拝効率 の向上 とデバイスの小型化 を 目的 と

し,Yカ ッ ト Z伝搬 LINb03の IDTチ ップが弾性波表面波 とバル ク弾性波 の 2つの

発振モー ドを有す る ことを利用 して,単一 の IDTで捜拝す る方法 を述べて いるD

実際 にデバイス を試作 し,微 小反応セル に保持 きれ た液体 を単一 IDTで混合状

態 に改善がで きる ことを実証 して いる｡

以上の内容 の発表 に対 して質疑応答 を行 い,同時 にそ れを通 して 申請者 の研

究 に対す る資質,能 力につ いて総合 的 に試験 を行 った｡そ の結果 ,申請者が研

究 を推 し進める能 力を十分有す る こと,また工学的立場か ら詳細 に論文 を記述

して いる ことを認めた｡よって,博士 (工学)の学位請求論文 として十分な価

値 を有す るもの と結論 した｡




