３．平成 25 度の活動

３－１

タスクフォース研究

・環境調和を考慮した新熱電変換材料の開発
・希土類の特性を活かした高度なサスティナビリティを有する材料およびプロセス開発
・高効率な新規低温冷凍器用の希土類化合物材料の開発
・鋳鉄・アルミニウムの溶湯処理に及ぼすレアアースの効果
・構造依存希土類合金の開発と磁気熱量・熱弾性材料への展開
・白樺由来

耐熱・透明バイオポリマー材料の開発

３－２

外部評価委員評価

３－３

講演会他

３－４

センター出版物

３－５

センター新聞記事
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環境調和を考慮した新熱電変換材料の開発
関根ちひろ 1,2，川村幸裕 2，澤口直哉 1,2，武田圭生 1,2
木方邦宏 3，李 哲虎 3，平井伸治 1,2
1
室蘭工大院工，2 室蘭工大環境調和材料工学研究センター，2 産総研
1.研究目的
熱電変換材料は熱エネルギーと電気エネルギー間の効率的な直接変換が可能な材
料であり，廃熱利用の温度差発電（熱電発電）に不可欠な材料である。熱電発電は，
エネルギー，環境問題を解決できる重要な技術として注目されている。しかし，こ
の技術の一般的な普及には変換効率を大きく向上させることが課題となっている。
本タスクでは，物質探索の段階から，資源供給安定性や環境低負荷を考慮した元素
組成を意識し，ラットリング効果を利用した優れた特性を持つ熱電変換材料の新物
質探索を行い，次世代高効率熱電変換材料を開発することを目的とした。
2.研究成果
（1）希土類充填スクッテルダイト化合物を用いた高性能熱電材料の開発
希土類を充填させた充填スクッテルダイト化合物は一般形が RT4X12（R：希土類，
T：遷移金属，X： P, As, Sb）と表される。R＝Ce とした化合物は Ce の 4f 電子と
伝導電子が強く混成した電子状態を形成し，高いゼーベック係数を示す。さらに，
結晶構造中にカゴ状構造を持ち，カゴ内部に弱く結合したゲストイオン（希土類イ
オン）が巨大振幅の局所的な独立振動（ラットリングと呼ばれる）することにより，
調和フォノンによる熱の伝播を妨げ，格子熱伝導率を著しく低減させる。格子熱伝
導率は結晶構造にのみ関係し，キャリア濃度には依存しない。従って，ラットリン
グ効果の利用は，キャリア濃度の最適化とは独立に熱伝導率を低減できる方法であ
り，飛躍的な性能向上につながる可能性が高い。本タスクでは，数万気圧～十数万
気圧の圧力を発生できるマルチアンビル型高圧プレスを用いて，試料を合成し，熱
電特性を評価した。その結果，CeFe4As12 では低温度域（－180～－80℃）において，
実用化レベルの性能を示した。低温度域での利用は，今後ますます利用の見込まれ
る液化天然ガス（LNG）の気化器（ベーパライザー）での使用が考えられる。本タ
スクで開発した材料を用いたモジュールをベーパライザーに適用し，極低温の LPG
等のガス化処理に用いれば，ガス化に必要な高温媒体の無駄なエネルギーロスを抑
えて，極低温ガスが持つ潜在的な低温エネルギーの効率的な回収が可能である。
また，Ce の代替材料として Ce，La などの混合希土類であるミッシュメタル（Mm）
を用いたスクッテルダイト化合物 MmxCo4Sb12, MmFe4Sb12 を合成し 1，比較的大き
な性能指数が確認できた。Mm は分離コストが省けることから安価である。また，
確保が難しく高価である Dy などの重希土類に比較し，軽希土類は現在，供給過剰状
態になりつつあり，新たな活用法が模索されている。資源の需給バランスを保つた
めにも，軽希土類を多く含む Mm の利用は有効活用の一つであると考えられる。
（2）ラットリングを実験的に確認
充填スクッテルダイト化合物を構成する R 及び T 原子は特殊位置にあるが，カゴ
を形成する X 原子の座標は一般位置にあるため放射光粉末Ｘ線回折を行い構造解析
を行った。これまでに解析を行った Fe-As 系化合物は Ce, Gd 及び Ba 化合物である。
ラットリングと密接に関係していると思われる熱振動パラメータについては Gd が
最も大きい。重希土類化合物は比較的大きな値を持ち，顕著なラットリング効果を
示すことが期待できるため，高性能な熱電変換材料を開発できる可能性がある。
（3）フォノン状態密度の第一原理計算
Accelrys 社 Materials Studio/ CASTEP を用い，充填スクッテルダイト化合物のフ
ォノン状態密度の計算を試みた。その結果，ラマンスペクトルデータと相似性があ
る形状の分布が得られ，理論的にもラットリングの検証が可能となった。
参考文献
1. C. Sekine, et al., J. Phys.: Conf. Series 502 (2014) 012017.
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新充填スクッテルダイト化合物の結晶構造
武田圭生 1, 林純一 2, 関根ちひろ 1
1

しくみ情報系領域（情報電子工学系学科）, 2 技術部

熱電発電は廃熱から電力エネルギーを利用できる技術として注目され、排熱、地
熱などの熱エネルギーを電気エネルギーとして利用するための研究開発が盛んに行
われている。熱電変換材料には高い電気伝導率を持ちながら、尚且つ低い熱伝導率
を持つことが求められる。次世代熱電材料として期待されている充填スクッテルダ
イト化合物は LnT4X12(Ln＝希土類金属,T＝遷移金属,X＝プニコゲン)と表され、結晶
構造は図 1 に示したように Ln が BCC に位置する立方晶系であり、空間群は Im3 で
ある。充填スクッテルダイト化合物は X 原子で作られる 20 面体の中に Ln 原子が入
り込んだカゴ状構造を持ち、カゴ内部に弱く結合した Ln イオンが巨大振幅の局所的
な独立振動することにより，調和フォノンによる熱の伝播を妨げ，格子熱伝導率を
著しく低減させるラトリング効果を示すと考えられている。充填スクッテルダイト
化合物を構成する Ln 及び T 原子は特殊位置にあるが、カゴを形成する X 原子の座
標は一般位置にあるため構造解析でパラメータを決定する必要がある。我々はシン
クロトロン放射光を利用して常圧下及び高圧下粉末 X 線回折を行い、新スクッテル
ダイト化合物の結晶構造について研究した。
試料はキュービックアンビル型高圧発生装置を使用して高温高圧合成した多結晶
体を用いた。粉末X線回折はSPring8のビームラインBL10XU及びKEK PF BL18C
において単色化した放射光を用いて測定した。粉末は粒子径を揃えるため沈降法を
用いて調整しながら作成した。検出器はイメージングプレートを使用し、常圧の測
定では試料を±10度程度で揺動させながら測定を行った。得られた結果について斜
め入射や偏光補正などの各種補正を行い、Rietveld法を用いて構造を決定した。
これまでに常圧下の構造解析を行った FeAs 系化合物は CeFe4As12, EuFe4As12,
GdFe4As12 及び BaFe4As12 である。最近では

T

X

Ln

図 1 充填スクッテルダイト化合物の

NdFe4As12 と SmFe4As12 についての解析を試
みているが先に挙げた化合物と比較して不純
物が多いため難航している。As 化合物は温度
などの合成条件が狭いため単相を得るのが難
しい。現在は不純物を含めた状態で解析が行え
るように研究を進めている。上記化合物におい
てラトリング効果と密接に関係していると思
われる熱振動パラメータについては Gd が約
1.4 Å2 と最も大きい。重希土類化合物は比較的
大きな値を示すと思われる。

結晶構造
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希土類充填スクッテルダイト化合物の熱振動シミュレーションと
電子状態解析の試計算
1

澤口直哉 1,2，中村法仁 1，関根ちひろ 1,2，佐々木眞 1,2
室蘭工大院工，2 室蘭工大環境調和材料工学研究センター

はじめに
廃熱からのエネルギー回収を可能にする高エネルギー変換効率の熱電変換材料
の開発は、多くの熱電材料において作動温度域によってエネルギー変換効率が大き
く変わるため、簡単なことではない。一例として数百℃で作動する優れた熱電変換
材料が望まれているが、未だに研究段階にある。
我々はスクッテルダイト化合物 RT4X12(R: 希土類元素、T: 遷移金属元素、X: プ
ニクトゲン元素)が R, T, X の元素の組合せにより熱電特性を含む多用な物性を呈す
ること 1 に着目している。特に R が X で形成されるかご状
Yb
骨格内（Fig.1）でラットリング振動と称される緩やかな振
Fe
Sb
動モードをもつ場合に生じるフォノン散乱が熱電性能を
高めることが期待されており、分子動力学(MD)シミュレ
ーションによって CeFe4Sb12、CeCo4As12、YbFe4Sb12 につ
いて格子振動およびラットリング振動を解析してきた 2,3。
本稿では YbFe4Sb12 系を対象に、昨年度より進めている
MD 法による熱振動解析の進展と、新たに取り組んでいる
Fig.1 YbFe4Sb12 の結晶構造
電子状態計算による解析の状況を述べる。
計算手法
MD 法の計算条件等は昨年度の報告書 4 と同様である。YbxFe4Sb12 結晶で 0.1  x 
1 で Yb の充填率を変えた構造モデルを対象に MD シミュレーションを行ない、パ
ワースペクトルを比較した。電子状態計算は Accelrys 社 Materials Studio/ CASTEP5
を用いて行なった。GGA PW91 を適用した密度汎関数法の計算である。エネルギー
カットオフ値その他の計算条件の適切な設定を探るために、計算を繰り返す試行錯
誤を行なった。結晶構造解析データをもとに構造最適化計算を実施した。得られた
原子配置に基づいてフォノン状態密度の計算を試みた。
結果と考察
YbxFe4Sb12のMDシミュレーションでは、x  0.3の充填率になると、結晶構造が維
持できなかった。x > 0.4 のモデルでは充填率の低下に伴い120 cm1近傍のパワース
ペクトル強度が低減し、この振動数域がラットリング振動と関連している可能性が
強まった。CASTEPによるフォノン状態密度の計算からは、400 cm1近傍と0～200
cm1の範囲に密度分布が得られ、分布形状には実測のラマンスペクトル6との相似
性が見られるが、まだ試計算の段階であり、より詳細な検討が必要である。
参考文献
1. 木方他, 室工大紀要, 54 (2004) 109-117.
2. 伊端他, 日本コンピュータ化学会 2011 春季年会 (2011) p.59.
3. 中村他, 日本コンピュータ化学会 2013 春季年会 (2013) p.91.
4. 澤口他, 希土類研究プロジェクト Annual Report No.3 (2012).
5. S.J. Clark, et al., Z. Kristallographie, 220 (2005) 567-570.
6. N. Ogita, et al., J. Magnetism and Magnetic Materials, 310 (2007) 948-950.

12

新規カゴ状物質 CeRu2Al10 の高圧低温下の構造解析
1

川村幸裕 1，林純一 2，武田圭生 3，関根ちひろ 3
環境調和材料工学研究セ，2 技術部，3 しくみ情報系領域

1. はじめに
環境調和型社会の実現のための再生可能エネルギー源の開発は、小資源国の日本
にとって極めて重要である。我々は次世代の再生可能エネルギー源の候補として温
度差から直接電気を生み出す温度差発電に注目している。このような温度差発電用
材料（熱電変換材料）としての高い性能をもつ候補としてスクッテルダイト化合物、
クラスレート化合物、パイロクロア酸化物などのカゴ状物質が挙げられ、精力的に
研究がなされている。これらのカゴ状物質ではその構造に起因し熱電性能指数 ZT
が向上することが知られている[1]。そこで本研究では、カゴ状物質の結晶構造に着
目し、外力（温度・圧力）に対する結晶構造の変化や安定性を調べることで、高性
能熱電変換材料の設計・開発のための新たな指針を得ることを目的とした。希土類
化合物 CeRu2Al10 は、最近発見された新しい物質であり、図 1 に示すように Ce を囲
うカゴ状物質である。この物質は T0～27 K で特異な磁気転移を示し、この転移が構
造変化に起因している可能性が示唆されている。この磁気転移は PC～4GPa で消失す
ることから、温度・圧力変化に対するこの物質の構造の変化に興味が持たれている。
そこで我々は CeRu2Al10 の高圧・低温下の構造解析を行った。
2. 実 験
CeRu2Al10はAl-自己フラックス法を用いて単結晶試料を育成した。得られた試料は
砕いた後、沈降法を用いて均一粒径の粉末にした。放射光X線実験はKEK及びSPring8
でおこなった。圧力はダイヤモンドアンビルセルを用いて印加し、試料に均一な圧
力が加わるようにメタノール：エタノール=4:1の混合液を圧力媒体として用いた。
圧力はルビー蛍光法を用いて較正した。
3. 結 果
0 ～ 10 GPa、10 K ～ 300 K の高圧・低温下 X 線回折実験を行った。図 2 に示
すように加圧、冷却に伴う新たなピークの出現や消失はなく、安定した物質である
ことが確かめられた。また格子定数は連続的に変化し、相転移近傍においても構造
変調は確認されなかった。現在粉末放射光 X 線によるリートベルト解析、単結晶構
造解析によって、より精密な解析を行い構造の変化を調べている。

Intensity (arb. unit)

[1] B. C. Sales, et al., Science 272 (1996) 1325.
1.2 GPa, 80 K
1.2 GPa, 10 K
6.5 GPa, 80 K
6.5 GPa, 10 K
CeRu2Al10

5

10

15

2 (deg.)

図 2. CeRu2Al10 の低温高圧下
X 線パターン

図 1. CeRu2Al10 の結晶構造
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希土類プロジェクト部門・先進材料プロジェクト部門 平井伸治
希土類プロジェクト部門に属し、希土類硫化物の研究を中心とした希土類の有効活用に関する
研究と、資源供給に不安がなく環境負荷のない元素を用いた同じ機能を有する材料（希土類代替
材料）の研究を行っている。同時に、先進材料プロジェクトにも属し、動物繊維廃棄物を原料に
用いたグリーンマテリアルの研究も行っている。
希土類の有効活用に関する研究では、エネルギー変換材料の一つとして熱電材料の研究に携
わり、「不定比 Sm 硫化物の合成と焼結体の熱電特性」（研究（１））および「硫化物フラックス
を用いた立方晶 La2S3 単結晶の育成」
（研究（２））と題した研究を行っている。また、新たな耐
火材料の開発を目指した「YbS、CeS、GdS および YbS の合成」
（研究（３））の研究も行ってい
る。研究（１）は、ヨッヘ物理技術研究所との共同研究であり、ロシア側が高温で希土類硫化
物としては最も高い熱電性能指数（0.9×10-3K-1）を見出した SmS0.96 について、本学側は組成制
御を容易にするために Sm2S3 と SmH3 を出発原料に用い、直接反応と焼結により不定比の SmS1-X
を作製し、ロシア側のパワーファクターを凌駕する値を得ている。研究（２）は、ニコラエフ
無機化学研究所との共同研究であり、SnS をフラックスに用いたフラックス蒸発法により透明な
立方晶 La2S3 単結晶を育成した。研究（３）は、これまで CeS 焼結体の作製と焼結時の速度解析
を行ってきた経験を基に、今回、粒径 100μｍ前後の CeS 粉末を用意し、これを原料に用いてガ
スプラズマ溶射または肉盛溶接（TIG 溶接）によりボイラー・熱交換器用合金鋼表面にアンダー
コート層、その上に CeS 皮膜を作製することにより合金鋼に耐高温硫化腐食性を付与しようと
している。研究（２）の成果は、特許申請（ロシア特許は登録済）を済ませている。[特願 2013-020653,
Russia Patent

No.2495968]

希土類代替材料の研究では、熱電材料の開発を目的として、
「固相反応焼結による不定比 CZTS
の作製と熱電特性」
（研究（４））と「高マンガンシリサイドの反応焼結」
（研究（５））と題した
研究を行っている。研究（４）は、これまで薄膜太陽電池の光吸収層として期待されている
Cu2ZnSnS4（CZTS）を独自の組成制御が容易な方法により合成し、従来の報告値並みの良好な熱
電特性を確認している。しかし、焼結中に硫化物が解離したガスが原因で空孔を形成したことか
ら、原料粉末の粒径の調整および焼結条件の最適化を行い、空孔の微細化と減少を行った。次に、
研究（５）は、高マンガンシリサイド（MnSi1.74）に関する研究であり、従来、MnSi1.74 中に MnSi
が混在すると熱電特性が低下することが知られてきた。MnSi の生成は、Si-Mn 二元系状態図に
沿って Mn 側から順にシリサイドが生成した場合、MnSi 中の Si の自己拡散係数が非常に小さい
ことに原因するものと考えられている。本研究では、Si 中に Mn を拡散させながら MnSi1.74 を合
成することを試み、Mn 粉末とその粒径よりも大きな Si 粉末を組み合わせたものを出発原料に用
いることにより、MnSi の生成を抑えることができた。
グリーンマテリアルの研究では、
「廃棄物由来動物タンパク質を用いた環境調和型シルクおよ
び羊毛樹脂の開発」
（研究（６））と題した研究を行っている。衣料製品の製造過程において排出
される繊維屑の他、古着、畜産業における廃棄物からも樹脂の原料になる動物タンパク質が調達
できることを明らかにした。とくに、回収されたシルクを原料にしたシルク樹脂は、高いガラス
転移温度、低熱膨張率、高熱伝導率に加え、低誘電・低誘電正接を有し、多くの特性が汎用エン
ジニアリングプラスチックスの特性を凌駕することが判った。研究（６）の成果の一部は、現在、
２件の特許申請（１件は本学知的財産審査会了承済み）に至っている。[特願2014-034762]
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希土類の特性を活かした高度なサスティナビリティを有する材料
およびプロセス開発
俊博 1，平井 伸治 1，佐々木 眞 1，中根 英章 1，田湯 善章 1
1
室蘭工大院工
１． タスク概要
2009 年の尖閣諸島領有権を巡る争いを発端とした希土類問題は希土類元素が日本
の産業界に欠かせない資源であり、その供給ルートが脆弱であることを浮き彫りに
した。希土類鉱物は日本を含め世界中に存在するが、優良鉱物の偏在性、ズリに含
まれる放射性元素など、希土類資源を取り巻く問題は複雑である。そのため Dy をは
じめとする希土類資源の確保には、都市鉱山を含む新資源の開発だけでなく、クリ
ーンな精製・製錬技術、希土類元素の特性を生かした新用途開など包括的な施策が
必要である。本タスクでは乾式製錬や希土類化合物合成技術などメンバーが得意と
する研究シーズを活用しエネルギー材料、代替材料、リサイクルの 3 テーマのもと、
各メンバーが研究を進めている。
２． エネルギー材料
ガソリンエンジンやディーゼルエンジンをはじめとする自動車用内燃機関は、化
石燃料の燃焼により動力を発生させるが、一般的な自動車用ガソリンエンジンで熱
効率は 25%程度、効率が高いとされるディーゼルエンジンでも 35%程度であり、100
馬力のガソリンエンジンの場合、約 200kW が熱として廃棄されている。この廃熱を
1 %でも電力に変換できれば自動車の総電力消費の 50%をまかなうことが可能とな
る。これにより燃費が 3%改善され、600 万トンもの CO2 削減が期待できる。本タス
クでは 400～800℃の排ガス温度域で使用可能な熱電材料として SmS について検討
を行った。
３． 実験結果
SmS はサマリウムセスキサルファイド（Sm2S3）と水素化サマリウム（SmH3）を
所定の割合に混合し、BN 坩堝中で、1.5×10-3 Pa、1273 K で 3 時間アニーリングする
ことで合成した。XRD で生成相を確認した後に SPS により 1273～1773 K、50 MPa
の条件下で焼結を行った。XRD 回折パターンより、焼結体は、SmS 単相または SmS
および Sm2O2S の混相であった。焼結体の組成を化学分析したところ仕込み組成（x
= SmH3 / Sm2S3）に比べ、Sm の含有量が小さくなる傾向が見られた。これは、Sm の
気化速度が Sm2S3 に比べ大きいためと考えられる。焼結体断面を SEM-EDX 分析し
た結果、仕込み組成を SmS0.6 より Sm リッチとした場合、粒界の隙間に Sm 金属相
が観察された。図１に SmS 焼結体の電気抵抗率の温度依存性を示す。
この結果から、
Sm 過剰となると電気抵抗は金属的な変化を示すようになる。SmS 焼結体のゼーベッ
ク係数は、-150 ~ -300 程度となり（図２）、温度と共にその絶対値が小さくなる傾向
が観察されたが、Sm を過剰とした場合、温度に対する依存性は見られずほぼ一定で
あった。出力因子は焼結体の組成が Sm 過剰の場合、化学量論組成付近のものと比
べ大きくなり、1000～1500µWK-2m-1 となった。この値は従来報告されている 1000 K
における SmS0.965 の 1466µWK-2m-1 に匹敵する値であった 1)。
葛谷

図１ 電気抵抗率
図２ ゼーベック係数
図３ 出力因子
参考文献
1) A.Golubkov, M.Kazanin, V.Kaminskii, V.Sokolov, S.Solov’ev and L.Trushnikova,
Thermoelectric Properties of SmSx(x=0.8-1.5), Inorganic Materials, 39
(2003)pp.1448-1454.
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Crystal Structure and Luminescent Properties of YBO3 : Ce3+, Dy3+, Tb3+
舟根 華奈美、澤口 直哉、佐々木 眞
もの創造系領域（先進ﾏﾃﾘｱﾙ工学ﾕﾆｯﾄ）
Division of Material Science: Kanami Funane, Naoya Sawaguchi and Makoto Sasaki

YBO3 : Re (Re = Rare-earth) has attracted attention
because it has high luminescent efficiency, thermal and
chemical stability1,2). In this study, we intended to
synthesize YBO3 which show white light by adding
several kinds of rare-earth. If YBO3 : Re which has high
luminescent efficiency shows white light, it is used as a
phosphor portion of the white LED. Therefore, we
synthesized YBO3 : Ce3+, Dy3+, Tb3+ by using citric acid
complex method, and crystal structure and luminescent
properties were investigated.
All samples were synthesized by using citric acid
complex method. As a crystal structure analysis, the
Fig.1. Photoluminescence spectra of
obtained samples were evaluated by an XRD
3+
3+
3+
YBO
3)
3 : 0.008Ce , yDy , 0.012Tb
measurement and Rietveld analysis . And, they were
(y=0.005～0.020).
evaluated by fluorescence measurement and CIE
chromaticity diagram.
From Rietveld analysis, the space group of YBO3
was specified as P63/m. Also, both of the O and B
sites may be deficient. There is possibility that O
vacancies decrease symmetry around Re, it may
influence the luminescent properties. From
results of the fluorescence measurement, all
samples showed the emission originating in Ce3+,
Dy3+ and Tb3+.
Figure 1 shows the emission spectra excited at
Fig.2. Energy levels of Ce3+ and Dy3+, and
365 nm. All samples show the emission
energy transition from Ce3+ to Dy3+.
originating in Ce, Dy and Tb. Also, by adding
Ce3+, the emission intensity of Dy3+ increased. It
may be energy transfer from Ce3+ to Dy3+.
The energy levels of Ce and Dy, and energy
transition from Ce to Dy are shown in Fig. 2.
Emission wavelength of Ce is from 370 nm to 470
nm, and it is near to excitation wavelength.
Therefore, the emission of Dy may increase with
exciting energy of electron to the level of 4F9/2 or
higher by receiving the energy of Ce. Figure 3
shows the CIE chromaticity diagram. To
approach more white it, control of the emission
intensity of Ce3+ which is stronger than Dy3+ and
indicating the
Tb3+. Or it may increase the emission intensity of Fig.3. CIE chromaticity diagram
3+
3+
3+
color
coordinates
of
YBO
3 : Ce , Dy , Tb .
3+
3+
Dy and Tb by decreasing the symmetry with
O vacancies 4).
References : 1) H. Ogata, S. Takeshita, T. Sawayama and S. Niikura, Optical Materials, 33, 1820-1824
(2011), 2) D. Jin, J. Yang, X. Miao, L. Wang, S. Guo, N. Wang, Materials Letters, 79, 225-228, (2012), 3) F.
Izumi and K. Momma, “Three-dimensional visualization in powder diffraction, ” Solid State Phenom., 130,
15-20 (2007). 4) K. Funane, N. Sawaguchi and M. Sasaki, Proc. International Workshop on Green Energy

Conversion, Luminescent Property of YBO3: Re (Re = Ce3＋, Dy3＋, Tb3＋) Phosphor Prepared by Citric Acid
Complex Method, Nagano, Japan, (2-4 September 2013), p. 157.
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Sm 酸化物及び Yb 酸化物で修飾した W 電界放射陰極
中根英章
室蘭工大院工
１．はじめに：電子顕微鏡や電子線描画装置などの電子ビーム装置では高輝度な電
子放射の電子源が望まれている。現在、実用化されている電子源では Zr 酸化物を
W(100)面に修飾した ZrO/W(100)が用いられており、輝度の指標となる陰極先端の仕
事関数は 2.7eV である。我々は W(100)面を修飾する材料として希土類酸化物が有望
であることを見出した 1。今回は希土類酸化物のうち、Sm,Yb の酸化物について検討
したので報告する。
２．実験方法：仕事関数を確認する方法としては、実際にＷで作製した先端半径が
0.2μm 程度の微小針の根本に修飾材料である希土類酸化物を少量塗布し、超高真空
中で 1300K～1800K の高温で加熱することにより、針先端に希土類酸化物を拡散させ、
低仕事関数面を作成した後、電界放射特性を測定し、それと別途、SEM で測定した
陰極の先端半径を用いて Fowler-Nordheim プロットより先端表面の仕事関数を推定
した。ただし、この推定値は誤差が多く、指標程度でしかない。より正確な仕事関
数を測定するためには、希土類酸化物を W(100)単結晶面に塗布し、超高真空中で高
温加熱して低仕事関数面を形成し、それを光電子放射顕微鏡(PEEM)を用いて光電子
放出の限界波長測定による仕事関数測定を行った。
３．実験結果：Sm 酸化物を修飾材料に用いた電界放射陰極による測定では仕事関数
は 3.41eV 程度が得られた。La 酸化物を PEEM で光電効果による仕事関数を測定する
と 3.34eV 程度と非常に近い値が得られた。Yb 酸化物を修飾材料に用いた場合、PEEM
で光電効果による仕事関数を測定すると 3.63eV 程度であった。
４．まとめ：Sm 酸化物を修飾材料に用いた電界放射陰極では 3.41eV という仕事関
数を得ることできたが、修飾材料の拡散方法を検討する必要があることが分かった。
Yb 酸化物を PEEM で光電効果による仕事関数を測定すると 3.63eV 程度と、あまり低
くないことが分かった。酸化物の修飾の際の熱処理温度の最適化により、より低い
仕事関数の実現の検討が必要であることが分かった。

図1

Sm 酸化物を修飾したＷ電界
放射陰極の先端部

参考文献

図2

光電子放射顕微鏡(PEEM)の概略

1．Y. Saito, T. Yada, T. Kawakubo, K. Minami, H. Nakane, H. Adachi: J. Vac.
Sci. and Tech., vol. B22, no.6, pp.2743-2747 (2004) .
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パッシブ型ペルチェ素子用ビスマス系銅酸化物高温超伝導体の
超伝導特性評価
― ヘリウムフリー低温冷凍機用の希土類化合物材料の開発 ―
桃野直樹 1，酒井彰 1，戎修二 1，黒澤徹 2，小田研 2
1
室蘭工大院工，2 北大院理
ヘリウムはこれまで超伝導材料の冷却などに広く用いられてきたが，近年ヘリウ
ム不足が続いており，その対策が求められている。医療用 MRI 装置の普及などによ
り，ヘリウムの需要はますます高まると考えられており，このまま長期にわたりヘ
リウムが不足する可能性がある。今後，ヘリウムをクローズドサイクルで利用する
だけでなく，そもそもヘリウムへの依存度を減らすことが重要と考えられる。
本タスクでは希土類化合物を中心に，
（１）低温ペルチェ冷却用素子材料の開発・
評価，
（２）新規な磁気冷凍機用冷媒や蓄熱材の探索を行い，環境調和型のヘリウム
フリー低温冷凍機へそれらを応用することを目指している。
（１）の研究（桃野，酒
井）では，ビスマス系銅酸化物高温超伝導体の大型単結晶をパッシブ型低温用ペル
チェ素子として用いることを目指している。これまでに多結晶試料を用いた研究は
報告されているが，大型単結晶を用いた研究はほとんど無い。H25 年度は，超伝導
の均一性が最も高くなるホール濃度（若干オーバードープ）において大型単結晶を
作製し，その超伝導特性を調べたので報告する。また，
（２）の研究（戎）では，本
学で研究の蓄積がある希土類硫化物をベースに新規開発を進めている。その結果に
ついては別に報告する。
ビスマス系銅酸化物の単結晶試料は赤外線イメージ炉を用いた移動溶融帯域法に
より作製した。ビスマス系銅酸化物は異方性が大きく，大型単結晶の育成は難しい
ことが知られているが，本研究では溶融部分を常時モニターし，長時間にわたり溶
融温度や溶融スピードを最適に保つことにより，30 mm×5 mm×1 mm の大きさの
単結晶育成に成功した。また，ホール濃度を最適に調整するために，ランタンやデ
ィスプロシウムなどの希土類元素を単結晶試料に少量添加した。超伝導に伴う反磁
性磁化率の測定から超伝導転移温度は 83K であった。これ
は若干オーバードープのホール濃度に対応する。この試料
の超伝導状態において，走査トンネル分光顕微鏡実験から
得られた局所状態密度（LDOS）の場所依存性を図１に示
す。LDOS 像が原子レベルで見て一様であることがわかる。
さらに，この LDOS 像のフーリエマップには超伝導準粒子
の干渉効果も確認された。これらの結果は，この単結晶試
料において超伝導が一様に起きていることを意味する。今
図１．T=8K，VB=20mV
後，この若干オーバードープの大型単結晶をパッシブ型の
における局所状態密度像
ペルチェ素子として用いて，素子の特性を調べる予定であ
る。
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希土類硫化物-Dy2S3 単結晶の磁場による磁気相制御
戎 修二，藤 耕一郎
室蘭工大院工もの創造系領域
1. 序論

斜方晶系の結晶構造中に２種の希土類（R）サイトを有する希土類硫化物 -R2S3は、
Rイオン間の磁気的相互作用が複雑に競合し、種々の興味深い物性を示す。 -Gd2S3
は基底のスピン8重項とフラストレーションの効果により、10 K以下で大きな磁気比
熱を持ち、性能の面のみでは蓄冷材の一候補となり得る。 -Dy2S3は温度変化に対し
て二段の逐次反強磁性転移を起こし、高温側転移が単結晶の特定方向への磁場印加
により高温側にシフトするという磁気冷凍に望ましい特性を示すが、物質に占める
Dyの含有割合が低いことから、他に匹敵するレベルでの冷凍能力はない。一連の
 -R2S3に期待したいのは、特性の外場制御という付加価値を備えた機能性材料とし
ての可能性である。 -Dy2S3の磁気相を磁場で制御する試みについて報告する。
2. 実験方法
Quantum Design社製MPMSを使用して、 -Dy2S3単結晶試料に対して温度変化と磁
場の強さ・方向変化を種々のプロセスで課した。磁場の方向変化は、試料回転機構
を用いて行った。
10
8

M /  B (Dy)-1

3. 結果と考察
Fig. 1に、6 Kにおける -Dy2S3単結晶の磁化過程を
示す。①はa軸方向に7 Tまで昇磁したときの磁化曲
線であり、過去に得られている特徴に合致する。7 T
の磁場中で磁場がc軸方向を向くように試料を回転
した後降磁（②）すると、磁化は3 T付近になってよう
やく本来のc方向の値まで減少する。その後再び7 T
まで昇磁（③）し、磁場をa方向に戻すと、磁化は8.4  B
まで異常な増大を示し、降磁過程（④）の1.3 Tで当初の
①の曲線に重なる。8.4  Bという値は、過去の通常測
定時の最大磁化7.7  B (T = 1.5 K, H // b,  0H = 18 T)
をも上回っており、我々が過去に発見した強磁場
（18 T）中冷却による巨大磁気ヒステリシス1発現時の
値に合致する。 -Dy2S3において磁場印加プロセスに
よっては、温度・磁場の強さ・方向で一義的には決
まらない新たな磁気相に入り得ることを示した。
Fig. 2には、ある磁場印加プロセスによりac面内での
磁化容易方向がaからcに変化した例を示している。
この後a-cの中間方向の磁場中冷却を課すと、磁化曲
線の特徴までもがa-c間で交換し得る事が確認された。
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Fig. 1 Anomalous enlargement of
magnetization in  -Dy2S3.

M /  B (Dy)-1

参考文献
1.S. Ebisu, K. Koyama, T. Horikoshi, M. Kokita and S.
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Fig. 2 Exchanege of easy-magnetization
direction between a- and c-axis.

ラマン分光マッピング測定の有用性の検証
酒井 彰、齊藤丈典
室蘭工大院工
環境調和材料の評価方法の 1 つとして、
「ラマン分光マッピング測定」の有用性を
評価するため、標準的な誘電体薄膜結晶を用い、スペクトル観測を行った。ラマン
分光法とは、測定したい試料にレーザー光を照射した時、物質中の励起状態と光と
が相互作用して、入射光とは異なるエネルギー（振動数、波長）を持った散乱光が
放射される現象である。ラマン効果を引き起こす励起状態には、分子振動、格子振
動（フォノン）、電子励起、磁気励起（マグノン）等があり、この散乱光を分光分析
することで、物質中の励起状態の情報を抽出することが出来る。特に、非破壊・非
接触で固体・薄膜・紛体等の各状態での材料の分析を行うことができる点で、有利
な分析手法といえる。さらに、入射レーザー光を顕微光学系に取り込み、局所解析
を行うこともできるため、複合材料や環境調和材料内での組成分布・応力分布の観
測も可能となる。
今回は、試料として、赤外光検出センサーとして有用な硫酸三グリシン薄膜を用
いた。この試料は、強いラマンシグナル強度を持っているため、ラマン分光マッピ
ング測定の観測時間を短縮することができる。実験は、入射光を 2mに集光し、1m
間隔で、xy 平面内で 10m まで 100 点走査を行
った。1 点当たりの測定所間は 120 秒である。
図 1 に得られたラマンスペクトルの場所依存
性を示す。980cm-1 付近出現するピークは、PO4
分子の伸縮振動に帰属される。得られた測定デ
ータの波形解析を行い、ピーク位置、ピーク幅、
ピーク強度の場所依存性を求めた。一般に、分
子に圧縮応力が加わると、分子は圧縮されるた
め、固有振動数は増加する。従って、ピーク位 図 1 ラマン分光スペクトルの場所
依存性
置が高振動数側にシフト（振動数が増加）する
と、その場所で、圧縮応力がかかっていること
がわかる。また、ピーク幅は、結晶性が良いと
細くなるため、材料各部分での結晶性の評価を
行うことができる。図 2 は、ピーク位置の場所
依存性を示す。楕円で示した領域では、ピーク
位置が高振動数になっており、圧縮応力がかか
っていることがわかった。
以上のことから、ラマン分光マッピング測定
は、環境調和材料の有用な評価法となりえると
図 2 ピーク位置の場所依存性

の感触を得た。

20

薄肉球状黒鉛鋳鉄の凝固特性及び組織に及ぼす希土類元素の影響
長船康裕，田湯善章
１．はじめに
球状黒鉛鋳鉄は片状黒鉛鋳鉄より高強度・高じん性を
有しており，強度が必要な自動車部品を中心に産業機械
や電気機械などに幅広く用いられている．
近年のエネルギー事情によって，自動車の高燃費化や
高性能化が求められており，それに伴って鋳造部品の薄
肉化による軽量化や複雑形状化が進んでいる．鋳造品の
薄肉部分は，鋳造凝固時の冷却速度が上昇し，脆くて割
れやすい金属組織に変化する可能性が高い．また，形状
の複雑化によって凝固状態を支配する鋳造品の冷却温度

Fig.1 Shape and dimension of shell mold for measuring temp..

分布が変化し，思わぬところに引け巣が発生することが

60

50

35

ある．
60

球状黒鉛鋳鉄の材質には共晶凝固時に晶出する黒鉛の
形状や量が大きな影響を及ぼす．晶出する黒鉛粒数の増
加は脆性的な金属組織の発生を抑制したり，引け巣の低
減に対して効果がある．一般的に Fe-Si 合金による接種
処理によって，黒鉛を晶出させる核を形成させている．
しかし，この接種処理だけで十分な効果が得られないと
き，希土類元素を添加することがある．添加する希土類
元素には複数の元素が混合しているミッシュメタルが使

Fig.2 Shape and dimension of stepped test piece.

用されているが，それを構成する主要希土類元素単体の

３．実験結果及び考察

効果は明らかとなっていない．本研究では希土類元素を

シェル砂型に鋳造した試験片断面の観察から，希土類

有効的に利用するために，高純度の希土類元素で溶湯を

元素量の増加に伴い引け巣は減少した．また，晶出黒鉛

球状化処理し，凝固プロセス及び組織に及ぼす希土類元

量の増加に伴い引け巣は減少した．Fig.3 に晶出黒鉛粒数

素単体の影響を明らかにすることを目的とする．

に及ぼす RE 添加量の影響を示す．La と Ce の添加によ
り黒鉛粒数の最大値が発生した．また，La は Ce より少

２．実験方法

ない添加量で黒鉛粒数を増加させることができ，その量

供試材は，S25C，銑鉄を高周波誘導炉で溶解し，加炭
剤，Fe-76%Si 合金で成分調整を行った後にサンドイッチ

も多いことが明らかとなった．Ce を 0.010%まで添加し

法で黒鉛球状化処理を行った．黒鉛球状化剤は Fe-Si-Mg

た場合は黒鉛粒数を低下する傾向となった．このことか

系で溶湯に対して 1.5mass%添加した．後期接種剤は顆

ら，ミッシュメタルのように La-Ce が混合しているよう

粒の Fe-76%Si 合金で，添加量は 0.4mass%である．ベー

な場合，La と Ce のそれぞれの効果が平均された状態で

スとなる溶湯の化学組成の目標値を Table 1 に示す．添加

希土類元素の添加の影響が出ると考えられる．Y を添加

する希土類元素には純度 99.9％以上の金属 Ce，La，Y

した場合，黒鉛粒数は減少し，黒鉛化を阻害することが

を用いた．溶湯に対して 0~0.100mass%の割合で黒鉛球

明らかとなった．

状化剤中に混合した．また，La と Ce の混合比を変化さ
せ，La-Ce を複合添加した．その時の添加量は溶湯に対
して 0.02mass%とした．出湯温度は 1550℃，注湯温度
は 1470℃である．
鋳型は Fig.1 に示す中心部に K 熱電対を配したシェル
砂型と Fig.2 に示す平板（階段状試験片）を製作するた
めの CO2 プロセス砂型である．板の厚さは 3mm，4mm，
6mm である．
Table 1 Chemical composition of base molten.

(mass%)

Si

C

Mn

P

S

2.2

3.8

0.2

0.04

0.02

Fig.3
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Effect of amount of RE element on graphite nodule count.

銀インサート材を使った鋳鉄の拡散接合
田湯善章 1，田辺浩章 2，桃野正 3，斎藤英之 1
1
室蘭工大院工，2 室蘭工大院，3 室蘭工大 CRD センター
1．緒言
固相拡散接合法は液相を生じさせずに接合する方法であるため、溶融溶接が困難な材
料の接合が可能である。しかし異種材料との接合において、接合界面に形成される相によ
り継手の機械的性質が大きく変化する場合がある。一方、Fe と Ag は相互固溶せず、化合
物を形成しないと一般的に言われている。そこで本研究では、鋳鉄の拡散接合において
銀をインサートすることにより元素拡散の制御を試みた。
2．供試材および実験方法
供試母材には球状黒鉛鋳鉄（FCD450）、一般構造用圧延材料（SS400）、ケイ素鋼板（約
1.5mass%Si）、およびステンレス鋼（SUS304）を用いた。これらの端面を鏡面仕上げして突
き合わせ、接合温度 900℃、接合圧力 10 MPa、接合時間 1.8 ks、真空雰囲気にて拡散接
合した。また、インサート金属の厚さ（t）による影響を検討するため、純銀箔インサートある
いはイオンスパッタリングによる成膜により t =0.5〜8 µm と変化させて拡散接合した。接合
終了後、光学顕微鏡による組織観察、引張試験、SEM による破面観察、EPMA による元
素分析などを行い、継手の接合性を評価・検討した。
3．実験結果および考察
直接接合した場合、低炭素側である SS400、ケイ素鋼板（Fig.1a）および SUS304 側に接
合界面からおよそ 200µm の領域において母材組織が大きく変化し炭化物が形成したこと
から、高炭素である FCD450 側から炭素が拡散したことが明らかである。特に SUS304 では、
結晶粒界や双晶境界に沿って微細な Cr 炭化物の析出が認められた。この炭化物の粗大
化により、継手の強度は低下することが報告されている 1)。一方、銀をインサート金属に用
いることにより炭素の拡散を抑制することが可能であった（Fig.1b）。EPMA 分析の結果、Si
や Cr の拡散もほとんど認められず、純銀は鋳鉄やステンレス鋼の拡散接合における拡散
抑制層として利用可能であると考えられる。FCD450/SS400 継手において、t＜0.5µm では
接合過程の塑性変形によりインサート金属に不連続部が形成し、拡散抑制効果は低下し
た。
FCD450/SS400 継手において、インサート金属の厚さと継手
強度との関連性について検討した結果、t≧5µm の場合は母
材によりインサート材の変形が拘束され純銀より高い引張強
さを示す継手を作製することが可能であった。一方、t≦2µm
の場合は引張強さが低下した。研磨後に FCD450 接合面に
(a) Silicon steel / FCD
存在する凹凸を充填するためには、インサート金属が一定量
以上必要であるためと考えられる。
4．結言
・ インサート材の厚さを 0.5µm 以上とすると炭素や Si の拡散
が抑制され、材料組織に変化の無い接合が可能であった。
・ インサート金属の厚さｔ≧5µm の場合は、純銀より高い引張
強さを有する継手が作製可能であった。
(b) Silicon steel /Ag/ FCD
参考文献 1. 堀江ら：鋳物，63-5（1991），p.449-454.
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Fig.1 Microstructures near
the bonded interfaces.

構造依存希土類材料の開発と磁気熱量・熱弾性材料への展開
雨海有佑 1,2,3，石原圭 3，藤田恭平 4，目黒早恵 4，村山茂幸 1,2,3
1
室蘭工大院 もの創造系領域，2 環境調和材料工学研究センター，
3
応用理化学系専攻，4 生産システム工学系専攻

300K (10-6 K-1)

希土類元素が持つ 4f 電子が関与した強相関電子状態は，極低温で蓄熱が可能な巨
大な熱容量を持つ重い電子状態や温度差発電が期待される熱電変換特性，磁気熱変
換に応用が期待される様々な磁気転移など，省エネルギーや再生可能エネルギーを
利用した材料の可能性として高い特性を示す．これらは，元素置換や温度・磁場・
圧力などの外場の制御，または原子配置によって劇的に変化するため，最適なチュ
ーニングを施すことで機能性材料として有用な可能性を秘めている．
希土類金属間化合物の物性研究は一般に，結晶軸に対し強い異方性を持つことが
あるため，純良な単結晶試料によって研究が行われる．ところが我々は，これまで
の研究から結晶構造を持たないアモルファス状態においても，強相関電子状態が実
現することを見出している[1]．本タスクでは，軽希土類元素の Ce を中心とした単
結晶やアモルファスなどの様々な構造を持つ金属間化合物や合金を作製・開発し，
基礎物性の評価から次世代の高機能希土類金属材料として特に，極低温から室温程
度まで使用温度域を意識した蓄熱材料や熱膨張を利用した素子への展開を目指すこ
とを目的としている．
我々が初めて作製に成功したアモルファス(a-)Ce-Mn 合金は，2 元結晶金属間化合
物を持たなく，アモルファス構造ゆえに存在が可能な合金である．この合金は，組
成比が 1 対 1 の a-Ce50Mn50 合金において，室温付近で銅の 3 倍，100 K 以下の低温
では銅の 10 倍もの熱膨張係数を持つ物質である．昨年報告した磁場中熱膨張の結果
から，Ce の持つ 4f 電子と伝導電子が混成した強相関電子状態が磁場によって変貌し，
熱膨張を抑制することを報告した．しかし，Mn を含む合金や化合物において，Mn
スピンが体積変化に寄与することが知られており，a-Ce-Mn 合金においては，Mn ス
ピンの巨大な揺らぎに加え Ce の 4f 電子が寄与して巨大な熱膨張が出現した可能性
についても言及した．そこで今回は，a-Ce50Mn50 合金の Ce に対し希土類金属で 4f
電子を持たない Y を置換した a-Ce50-xYxMn50 合金と磁性遷移金属の Mn に非磁性の
Al を置換した a-Ce50Mn50-yAly 合金を作製し，その磁性と熱膨張について評価した．
50
図は，a-Ce50Mn50 合金の 300K における熱膨張
a-Ce50-xYxMn50
係数 α の置換元素(Y, Al)濃度依存性を示す．Y, Al
a-Ce50Mn50-yAly
40
共に置換によって α は単調に減少し，全置換の
a-Y50Mn50 及び a-Ce50Al50 では，一般的な金属程
30
度の熱膨張係数の値を示した．これは，Ce と Mn
20
の組み合わせが非常に特殊であることを示唆し
ている．この原因として，Ce と Mn が作り出す
10
特殊な電子状態が引き起こす磁性またはアモル
ファス構造内の原子間ポテンシャルの巨大な非
0
0
10
20
30
40
50
調和性等が考えられる．
concentration (at%)
参考文献
1. Y. Amakai et al., Phys. Rev. B, 79(2009)245126.
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図

300 K における熱膨張係数の置換
元素(Y, Al)濃度依存性

希土類化合物 Ce1-xLaxRu2Si2 の磁性と電気抵抗
水野博貴 1, 雨海有佑 1，村山茂幸 1，松林和幸 2，上床美也 2
1
室蘭工大院工，2 東大物性研
ThCr2Si2 型正方晶希土類化合物 CeRu2Si2 は、極低温でそれぞれ巨大な電子比熱係
数 γ =350 mJ/mol·K2、パウリ常磁性磁化率 χ= 1.6 ×10-2 emu/mol および電気抵抗の T 2
依存項の係数 A =0.4 μΩcm/K2 を持ち、有効質量の大きいフェルミ液体的挙動を示す
1-3
。その原因として、伝導電子と Ce の 4f 軌道電子が強い c-f 混成または Kondo 結合
により、典型的な重い遍歴的準粒子となることが上げられている。この化合物の Ce
サイトを Ce よりイオン半径の大きい La で置換すると反強磁性転移が出現する 4,5。
一方、Ce よりイオン半径の小さい Y で置換すると電子比熱係数 γ は減少する 1,6。こ
れらの結果は、それぞれの置換に伴う負または正のケミカルプレッシャーにより c-f
混成が減少または増大するために生じる、と解釈される。
このようなケミカルプレッシャー効果をより明らかにするため、我々は単結晶
Ce1-xLaxRu2Si2, 0 ≤ x ≤ 0.075 をチョクラルスキ－法により作成し、その磁化測定を
SQUID 法により結晶の c 軸平行(//)方向の印加磁場 H=1,000 Oe 中で 1.9 K ≤ T ≤ 300 K
の温度範囲で行った。また、電気抵抗測定を交流４端子法により、それぞれ c 軸平
行(//)方向および c 軸垂直()方向で 0.4 K ≤ T ≤ 300 K の温度範囲で行った。
観測された磁化率は温度低下ととも
にキュリーワイス的に上昇し、5K 以下
0
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 の低温でパウリ常磁性的な一定の大き
2
な値 χPauli を示す。χPauli は La 濃度 x とと
2
もに反強磁性の臨界
La 濃度 xc=0.075 ま
△：A// vs 
Pauli
で単調に増大する。
これは
x とともに c-f
2
混成が減少し重い電子の状態密度が増
△：A⊥vs 
1.5
Pauli
xc=0.075
大したため、と解釈される。電気抵抗で
●：A// vs 
Pauli
は、c 軸平行方向および c 軸垂直方向と
も低温で幅広い肩が観測され、この温度
は x とともに減少する。この結果は x と
1
ともに Kondo 温度 TK が減少することを
示し、磁化率から示唆された結果に良く
一致する。極低温での電気抵抗は両方向
とも T 2 依存性を示し、その係数 A は La
0.5
濃度 x とともに単調に増大することが分
かった。図１に x を媒介とする A の χPauli
依存性を示す。図のように A// は、重い
0
電子系で期待される χPauli2 依存性よりむ
0
0.02
0.04
0.06
0.08 しろ、ほぼ χPauli に比例することが判明し
Pauli(emu/mol)
た。A は xc 付近を除いてほぼ χPauli2 に

2

A(cm/K )

Pauli2(emu/mol)2]

図１. Ce1-xLuxRu2Si2 における c 軸平行方向およ
比例する。したがって、CeRu2Si2 の重
び c 軸垂直方向での極低温電気抵抗の T2 項
いフェルミ面に本質的な異方性の存在
の係数 A// および Aの χPauli 2 依存性（横軸
することが示唆される。今後はこの化
上）と χPauli 依存性（横軸下）
合物の比熱測定を行い、低温で大きな
熱容量の発現を期待するとともに、極
低温蓄冷材や極低温温度センサーとして応用への展望を拓く。
参考文献

1. M. J. Besnus, et al., Solid State Commun. 55, 779 (1985).
2. R. A. Fisher, et al., J. Phys. (Paris) Colloq. 49, C8-759 (1988).
3. F. Lapierre and P. Haen, J. Magn. & Magn. Mater. 108, 167 (1992).
4. S. Quezel, et al., J. Magn. & Magn. Mater. 76 & 77, 403 (1988).
5. D. Abe, et al., J. Phys. Conf. Ser., 391, 012001 (2012).
6. M. J. Besnus, P. Lehmann and A. Meyer, J. Magn. & Magn. Mater. 63 & 64, 323 (1987).
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白樺由来耐熱・透明バイオポリマー材料の開発
タスク長

田畑昌祥 1，タスクメンバー
1
室蘭工大院工
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馬渡康輝 1

ベチュリンポリマーの耐熱性向上を目指した合成法の探索
馬渡康輝 1，◯田畑昌祥 1
1
室蘭工大院工
＜緒言＞ 近年、二酸化炭素削減や石油資源依存の脱却を目指す動きが活発化して
おり、高分子材料分野においては、カーボンニュートラルの観点から、従来の石油
原料からではなく、ポリ乳酸に代表される天然物を原料とした高分子材料の開発が
盛んである。更に、とうもろこしなどの食糧由来でなく、非可食バイオマス由来の
化合物を新たに
モノマーとして
活用することは
非常に望ましい。
当研究室では
これまでに、日
本では本州以北
に、世界規模で
は北米、北欧、ロシア等に広く自生する白樺の外樹皮に含有するトリテルペンであ
るベチュリン(betulin: 以下 BT)の効率良い抽出法の開発と高純度化法を確立し、この
スケールアップ技術の確立を進めてきた。BT は白樺が白色に見える要因物質であり、
外樹皮重量の 20%以上含有し、単一成分としての含有量は天然物の中でも例外的に
多いことと、融点が 256℃と非常に高いことから、これをポリマー原料として用い
ることができれば、芳香族官能基を持たなくても高い耐熱性と透明性を示す天然由
来ポリマーを得られることが期待できる。本研究では、BT が分子内に２つの水酸基
を有するため、これをジオール成分とする BT バイオポリエステルの合成を試みた
(Scheme 1)。
＜実験＞ ジオールとジカルボン酸とのポリエステル合成反応（重縮合）は、通常
高温・高真空が必要であるため、本研究では温和な条件下での反応の進行が期待で
きる酸塩化物を用い、容易に入手可能なコハク酸（全炭素数: 4）、アジピン酸(6)、セ
バシン酸(10)の酸塩化物を検討対象とした。BT は北海道産白樺の外樹皮から等研究
室が開発した手法で抽出、精製して得た。
重縮合反応は、THF 溶媒中で塩基の存在化、BT と３種類の酸塩化物を各反応容器
に添加し、室温で 12 時間攪拌後、過剰のメタノールへ反応溶液を添加し停止とした。
重合の進行は GPC および NMR で確認し、得られたポリマーの熱特性は示差走査熱
量測定（DSC）および熱重量減少測定（TGA）で評価した。
＜結果・考察＞ 重縮合反応は、炭素数が最も多いセバシン酸（ひまし油由来）の
酸塩化物を用いた場合に最も分子量が向上することが明らかになり、重量平均分子
量 Mw が 2 万以上のポリエステルを得ることができた。得
られたポリマーは確かに BT とセバシン酸が交互に結合し
た構造であることが NMR より確認できた。分子量の向上
に伴い、従来は作成が困難であった非常にしなやかで強度
があるフィルムが成形可能になった（図 1）。このポリエス
テルの耐熱性のガラス転移温度(Tg)および 5%重量減少温
度(Td5%)が 120 ℃と 380 ℃であり、天然由来ポリマーの代
表であるポリ乳酸を大きく凌駕する耐熱性と高透明性を 図１ ベチュリンバイオ
示すことが明らかになった。
ポリエステルフィルム
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環境調和材料工学研究センターの平成 25 年度の成果およびセンターの運営について以下
にコメントを述べる。
まず、前年度までの「希土類」プロジェクトから当研究センター化へなめらかかつ戦略
的な移行が達成されていることが評価できる。これは学内における学科横断による柔軟な
組織編成や予算配分を可能にした学長ならびにセンター長のリーダーシップおよび各教員
の連携が実を結んでいると考えられる。
論文数や知的財産等における数値目標も独自に設定してそれを達成している。数値とし
ては一般的に高いと評価できるが、その数値設定の根拠が示されていなかった。しかし個
人的には数値に強くこだわる必要は無く、その質にこだわった挑戦をして欲しいと考える。
平行して行われている教育プログラムの実施は、今後のセンターの発展に非常に重要で
あると考えられるので長期的に取り組んで欲しい。
最後に、報告会の発表時間がやや短いと感じた。タスク間に差があっても良いので上述
のような良い成果が得られた年度は重点的な講演時間を配分しても良いと感じた。また教
育プログラムからの学生からの講演など活躍の報告も期待したい。会場で学生は後列に陣
取っていたのも気になる点である。

課題選定・評価委員氏名

清水克哉

平成
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概ね、環境調和や持続可能性獲得を目指してテーマが位置づけられている。
個別のテーマは着実な進歩を見せており、学問的に高いレベルの成果を挙げて
いるテーマもある。これらを高く評価する。
今後、個別研究テーマについては、より利用に近づく方向での深化が望まれる。
また、センター全体の運営としては、テーマ間の共同や、上位レベルでのより
戦略性を持ったテーマ群の展開が期待される。

課題選定・評価委員氏名

大和田野

芳郎

28

平成

26 年

7月4日

