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研究目的
希土類は、サスティナブル社会実現に必要な高性能発電機や蓄電池をはじめとするエネ
ルギーデバイスには欠かせない元素である。我々のタスクでは、乾式製錬や希土類化合物
合成技術などのメンバーが得意とするシーズを活用し、希土類を利用したエネルギー材料
や含希土類廃棄物からの希土類回収プロセスの開発に取り組む。
1.

研究ネットワーク
我々のタスクでは、ロシア科学アカデミー・シベリア支部・ニコラエフ無機化学研究所
（NIIC）およびヨッヘ物理技術研究所（IPTI）から研究者を招聘し、共同研究を実施した。
NIIC は希土類化合物の研究で世界的に知られた研究機関であり、希土類硫化物の単結晶育
成法に膨大なノウハウを有している。一方、IPTI は 1918 年にサンクトペテルブルクで設立
され、物理学および技術分野ではロシア最大の研究所の一つである。現在までにランダウを
はじめとし 5 人のノーベル賞受賞者を輩出した世界有数の研究機関である。この 2 つの研究
機関より計 3 人の研究者を 3 ヶ月毎に招聘し共同研究を行った。招聘した研究者は 3 ヶ月間
本学で研究を行った後、成果を所属研究機関に持ち帰り研究を継続する。また、日本からは
産業技術総合研究所（AIST）とも共同研究を行っている。
2.

3.


研究成果

立方晶 Th3P4 型結晶構造を有する相の希土類三ニ硫化物は、幅広い組成範囲 Ln2S3～Ln3S4
（Ln：希土類元素）で存在することが知られている。また、Th3P4 型結晶構造を有するため
に化学量論組成であっても Ln サイトの 1/9 が空孔となり、組成式では Ln2.67V0.33S4（V：空
孔）と表される、この空孔を Ln が Ln3S4 の組成まで占有することができるため、キャリア
濃度を調節することができる。さらに、相の融点が 2000 K を超すこと、その複雑な結晶構
造が熱伝導率の低下をもたらすことから、高温用熱電材料として期待されている。本タスク
では、ニコラエフ無機化学研究所と共同で希土類硫化物単結晶の合成手法の開発を、ヨッヘ
物理科学技術研究所とは Sm モノサルファイドの合成と熱電特性について共同で研究を進め
ている。またこれらの他に、重希土類である Yb や Lu 硫化物の合成に取り組んでいる。
(1) SnS フラックスを用いた Th3P4 型立方晶 La2S3 単結晶の新規育成法
本研究では、希土類三ニ硫化物の単結晶育成法について検討を行った。単結晶育成法とし
て、原材料を溶解することなく単結晶の育成が可能なフラックス法を採用した。この方法で
は、対象物（Ln2S3）を溶かすフラックスの選定が重要となる。フラックスは次の（１）~（６）
（２）フラ
の条件を充たす必要がある。（１）フラックス－Ln2S3 の状態図が共晶型である。
（３）結晶中にフラックス成分が固溶しない。
（４）
ックス－Ln2S3 で化合物を生成しない。
フラックスの融点が低い。
（５）フラックスの蒸気圧が大きい。 （６）容器の材質と反応し
ない。BaS は La2S3、Ce2S3、Pr2S3 と (1)、MnS は Pr2S3 との間で中間化合物が生成しない共晶
型を示すことが報告されている(2)。また、SnS2 は La2S3 との間で La2SnS5 を生成するが、SnS
は La2S3 との間で中間生成物を生成しない (3)。BaS、MnS、SnS それぞれの融点は 2503、1883、
1153 K であり、SnS が最も低い融点を示し、さらに希土類硫化物と比べ十分大きな蒸気圧を
有することから SnS をフラックスに用いた単結晶育成を行うこととした。
モル比で SnS：La2S3 が 0.96：0.04 の混合物 2 g を表面が平滑な高密度黒鉛坩堝に充填し、
真空雰囲気中（4.0×10-4 Pa 以下）で封管した。次に、このアンプルを 1373 K まで加熱した
後、12 hrs 保持することにより融体の均質化を図った。その後、蒸発した SnS を凝縮させる
ために石英アンプル管の反対側の温度を 1343 K まで降下させ 3～6 日間保持した。
3 日間保持した後、フラックスを炉冷すると、アンプルの低温側で凝固した液滴状の SnS
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を確認した。一方、坩堝の中では SnS の凝固生成物の表面上に赤色で透光性を持つ角状の結
晶と針状の結晶を確認することができた。また、坩堝中の凝固生成物の断面を観察したとこ
ろ、結晶は凝固生成物の表面から内側に向かって成長している様子が確認された。さらに、
坩堝中の凝固相断面を SEM - EDX により組成分析したところ、赤色結晶は La2S3 であり、そ
の中に僅かながら Sn と酸素を含むことが確認された。一方、低温側の SnS 凝縮物には La
は検出されなかった。6 日間保持し、フラックスをさらに蒸発させた場合、坩堝中には SnS
凝固生成物は見られなくなり、赤色の結晶のみが残った。この結晶について単結晶自動 X
線構造解析装置を用いた分析を行ったところ、-La2S3（La10S14O）であった。
(2) Yb2O3 の CS2 ガス硫化と熱処理によるイッテルビウム硫化物の合成
斜方晶 Yb3S4 は希土類硫化物の中では稀な p 型の高温熱電材料として期待され、とくに
YbS1.38 の熱伝導率は室温の 1.13 W/(m·K)に対し 1273K では 0.58 W/(m·K)まで減少すること
が報告されている(4)。一方、立方晶 NaCl 型の YbS は、773 K 付近においてゼーベック係数
が 1000 μV/K に達した後、温度の上昇と共に減少し 1023～1173 K 付近以上では n 型に変
化する。本研究では熱電特性に優れた斜方晶 Yb3S4 や YbS の焼結体を作製することを最終目
標とし、その出発原料である Yb2O3 粉末の粒径と比表面積が CS2 ガス硫化や反応生成物であ
る硫化物に及ぼす影響について検討した。
硫化挙動は出発原料である Yb2O3 の粒子径や比表面積に依存し、粒子径が小さくなると中
間生成物である Yb2O2S のピークが見られなくなる。平均系が約 1μm、比表面積 50m2/g の
Yb2O3 粉末を硫化したところ、900 ~ 1100 K で単相が得られた。1200K 以上では相が現
れ 1300K 以上で単相となった。また、得られた-Yb2S3 を真空中で熱処理すると Yb3S4 が生
成し、とくに長時間または高温で熱処理すると YbS が得られた。
(3) TiS2 熱電材料
資源的に豊富で環境負荷が比較的少ない TiS2 に着目し、TiS2 焼結体を作製、その熱電特性
について検討を行った。TiS2 は TiS6 ユニットからなるシートがファンデルワールス力により
結合した層状化合物である。このような結晶構造を持つ物質は電気的、熱的物性に異方性を
有するため、その焼結組織の制御が重要となる。本研究では、SPS 焼結を用い配向組織を持
つ TiS2 焼結体を作製し熱電能特性を測定したところ、無次元性能指数は c 軸に垂直な面で、
673K において 0.43 に達した。このように TiS2 は熱電特性に異方性を持ち、配向性の最適化
が熱電特性の向上に欠かせないことが確認できた。焼結時の圧力は焼結体の配向性に大きな
影響を与えるため、焼結時の圧力を 20～80MPa の間で変化させそのパワーファクターを比
較した。この結果、圧力の増加と共にパワーファクターが向上することが確認できた。また、
Nd をインターカレーションすることで、TiS2 のパワーファクターを改善した。
我々は、TiS2 の熱電特性をさらに詳しく調べるべく単結晶の育成を試みた。アンプル中に
硫黄粉末と原料となる TiS2 を封入し、高硫黄圧力下でアニーリングを行うことで TiS2 単結
晶の育成を行った。TiS2 は不定比性化合物であり、硫黄圧力と欠損密度の関係を調べること
は、キャリア密度のコントロールなどに不可欠な知見を与える。本研究では、ブルドン管に
よる平衡硫黄蒸気圧の測定もあわせて行い、組成と硫黄蒸気圧の関係について調査を行った。
この結果をもとにアンプル内の硫黄蒸気圧とアニーリング温度を決定することで、組成をコ
ントロールした TiS2-x 単結晶の育成が可能となった。

4.
(1)
(2)
(3)
(4)
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Er 酸化物で修飾した W(100)表面の仕事関数測定
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、Er 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、Er 酸化物 Er2O3 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、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：Er 酸化物 Er2O3 を W(100)単結晶面に塗布し、1400K に加熱して低仕事
関数面を形成し、それを図１の光電子放射顕微鏡(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ところ、各波長毎の光電子像として、図 2 に
示すような光電子像が得られた。それらより仕事関数を測定したところ 2.65eV 程度
であった。
４．まとめ：Er 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、2.65eV の仕事関数が得られた。
今後、Ｗで作製した微小針の根本に修飾材料である希土類酸化物 Er2O3 を少量塗布し、
超高真空中で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て、電界放射陰極先端の仕事関数を
確認することを目指す。

図 1 光電子放射顕微鏡
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図２

各波長による光電子像
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銅酸化物高温超伝導体の超伝導特性評価
--- 低温ペルチェ冷却用パッシブ素子への応用 --桃野直樹，酒井彰
室蘭工大院
ヘリウムは低温物性研究などの学術利用だけでなく、医療用 MRI や JR リニアモ
ーターカー等の超伝導マグネット用冷媒、光ファイバーや半導体製造における雰囲
気ガスにも利用される。近年は、たびたびヘリウムの供給不足が起こり，供給停止
やヘリウム価格の高騰を招いた。医療用 MRI 装置の世界的な普及などにより，ヘリ
ウムの需要はますます高まると考えられており，今後もヘリウム供給の不安定化が
起こる可能性がある。今後，ヘリウムの供給元を多様化させるだけでなく，ヘリウ
ムへの依存度を減らすことが重要と考えられる。現在、クローズドサイクルでのヘ
リウム利用をより促進させるとともに、省ヘリウム対策も求められている。
本タスクでは希土類酸化物や希土類硫化物を中心に，
（１）低温ペルチェ冷却用パッシブ素子材料の開発・評価（桃野、酒井），
（２）新規な磁気冷凍機用冷媒や蓄熱材の探索（戎）
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。（２）
の研究（戎）では，特に本学で研究の蓄積がある
希土類硫化物をベースに物質開発および物性評
価を進めている。その希土類硫化物の研究結果に
ついては、別に報告する。（１）の研究（桃野，
酒井）では，ビスマス系やイットリウム系銅酸化
物高温超伝導体を低温ペルチェ冷却用素子とし 図１．超伝導体を用いた低温ペル
て用いることを目指している（図１）。先行研究
チェ素子
として、銅酸化物高温超伝導体研究の初期の頃に、
イットリウム系やビスマス系の多結晶試料を用
Tc=72K Tc=82K
いた研究が報告されているが 1、近年、銅酸化物
0.00
Bi Sr CaCu Fe O
高温超伝導体の物性理解が大きく進んでいるた
Fe-doped
-0.05
Fe-Free
め、その結果を生かした材料開発が可能と考えら
れる 2,3。これまでに，パッシブ素子の特性として
-0.10
重要な超伝導均一性に注目し、超伝導均一性が最
20
40
60
80
100
も高くなるホール濃度を決める目的で、様々なホ
Temperature (K)
ール濃度の単結晶を作製し，その超伝導特性を調 図２．超伝導に伴う反磁性磁化率の
べてきた。H26 年度は、超伝導が不均一になる
温度依存性
(emu/gOe)

2
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x
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原因に関して情報を得るために、銅サイトに
少量の不純物を添加したビスマス系銅酸化
100
物高温超伝導体単結晶を作製し、その超伝導
80
の均一性について調べた。
60
ビスマス系銅酸化物の単結晶試料は赤外
40
線イメージ炉を用いた移動溶融帯域法
（TSFZ 法）により作製した。不純物として、
20
2 nm
銅サイトに鉄を２％添加した。不純物を添加
した試料と添加していない試料で酸素量を 図３．鉄添加試料における超伝導ギャップ
同一にするため、不純物添加と無添加の試料
の場所依存性
棒をつなげて単一の試料棒を作製し、それを
単結晶化した。超伝導に伴う反磁性磁化率の
V=16mV
測定から、鉄添加試料と無添加試料の超伝導
転移温度 Tc はそれぞれ 72K と 82K となった
3
（図２）。鉄添加試料では常伝導状態の磁化
2
率にキュリー項が現れ、このキュリー項の大
1
きさから見積もられた鉄不純物量は 1.7%/Cu
0
であった。この鉄添加試料の超伝導状態にお
いて，走査トンネル顕微鏡実験を用いて超伝
導ギャップの場所依存性を調べた結果を図 図４．鉄添加試料における局所状態密度
３に示す。超伝導ギャップの大きさが空間的
の場所依存性
に大きく変化していることが分かる。この試
料では、局所状態密度（LDOS 像）にも空間的な変調が現れており、これは電荷密
度が変調していることを意味する（図４）。この電荷密度の変調と超伝導ギャップの
空間不均一性が相関していると考えられ、パッシブ型のペルチェ素子として有効な
超伝導均一性をもつ試料を作製するためには、不純物が無く電荷密度の変調が無い
試料を作製することが重要と考えられる。
参考文献
1. T. Nakano and T. Hashimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 33 (1994) 1728.
2. T. Kurosawa et al., Phys. Rev. B 81 (2010) 094519.
3. V. Thampy et al., Phys. Rev. B 90 (2014) 100510.
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希土類硫化物-Sm2S3 単結晶の異常磁気伝導に及ぼす
磁場抑制効果の ac 面内異方性
戎 修二，江良 孝弘
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の
中で、 -Gd2S3が10 K程度の温度域で蓄冷材の候補となり得るのに対して、逐次反強
磁性を示す -Dy2S3は熱物性を含めた諸物性に特異な巨大応答が見られることから、
外場制御という付加価値を備えた磁気冷却材料の可能性を有している。 -Dy2S3単結
晶が示す巨大物性応答の一つが、狭温度域における電気抵抗率の異常増減現象1)であ
り、これは逐次弱強磁性を示す -Sm2S3単結晶においても見られる2)。両者における
電気抵抗の異常増減は、b 軸に垂直な磁場によって急速に抑制される（負の巨大磁気
抵抗効果）。今回 -Sm2S3単結晶において磁場抑制効果のac面内異方性について調べ、
磁場方向に対しても伝導物性が巨大応答を示すことを見出したので報告する。
2. 実験方法
Quantum Design社製PPMSを使用し、 -Sm2S3単結晶試料を磁場中で回転させて電
気抵抗率の温度・磁場依存性を測定した。

 / S m-1

3. 結果と考察
1.0
無磁場下で -Sm2S3単結晶の長手（b 軸）方
-Sm2S3
single crystal
向に電流100 μAを流して温度を下げていく
0.8
I = 100 A
I // b
と、電気抵抗率 ρ は 7 K付近から100倍以上も
B=7T
0.6
1.9 K
急増し、5.7 K以下では100 kΩ cmを越えて測
2.5 K
3.0 K
0.4
定不能となる。しかし b 軸に垂直に磁場を印
3.8 K
4.25 K
加していくと、この増大現象が抑制され、ρ
0.2
4.75 K
5.5 K
は測定可能となる。磁場 7 Tの印加方向をac
6.0 K
0.0
0
60
120
180
240
300
360
面内で変化させたときの電気伝導率σ (=
 / deg.
1/ρ ) の磁場方向依存性をFig. 1に示す。θ = Fig. 1 Magnetic-field-direction dependence of the electrical
conductivity in -Sm2S3
10 deg. が a 軸方向、θ = 100 deg. が c 軸方向
に相当する。どの方向の磁場も ρ の急増を抑制する効果を有しているが、c 軸方向で
の抑制が顕著であり、その効果は a 軸方向の500倍以上にも達する。
参考文献
1.S. Ebisu, M. Narumi and S. Nagata, J. Phys. Soc. Jpn. 75 (2006) 085002/1-2.
2.S. Ebisu, H. Omote and S. Nagata, J. Phys.: Conf. Ser. 200 (2010) 092005/1-4.
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鋳鉄の溶湯処理に及ぼすレアアースの効果
長船康裕 1，田湯善章 1，鹿毛秀彦 2
1
室蘭工大院，2㈲日下レアメタル研究所
銑鉄鋳物は自動車の部品を中心に強度部材として大量に生産されている．自動車
部品に使用される素形材に対しての軽量化への要求はますます高まっている．それ
に伴い，優れた強度と延性を有する球状黒鉛鋳鉄に対する薄肉化が望まれている．
しかし，球状黒鉛鋳鉄の薄肉化は鋳造凝固時の冷却速度を増大させるため，黒鉛が
晶出せずに粗大な炭化物が晶出(チル組織)して硬くて脆くなるために構造部材とし
て使用することができなくなる．この急冷部においてもチル化が起こらず目的とす
る機械的性質を得るためには，接種処理や球状化処理などの溶湯処理によって，晶
出黒鉛粒数を増大させる添加剤の開発が重要となる．球状黒鉛鋳鉄の鋳造では
Fe-Si-Mg 系の処理剤が広く使用されており，これは 1～3％のレアアース（RE）を含
有している．本タスクでは，薄肉球状黒鉛鋳鉄の鋳造時の溶湯処理におけるレアア
ース元素の有効的な利用について検討した．
主原料の銑鉄と S25C を高周波誘導炉にて溶解した．1550℃で出湯し，サンドイッ
チ法で球状化処理を行った後，CO2 ガスプロセスで製作した砂型で，最薄部が 3mm の
平板(110mm×60mm×3mm)形状に鋳造した．球状化処理剤は 6.6Mg-45Si-Fe 合金で，
接種剤には 70Si-Fe-6.6Bi-0.6RE（La:Ce=1:3）を用いた．接種剤は球状化と同時に
取鍋ポケット内で行い，添加量を 0.3～1.2％とした．
表１に Bi と RE 元素を含有する合金で接種した時の黒鉛組織に及ぼす接種剤添加
量の影響を示す．添加の増加に伴い晶出黒鉛粒数は増大し，チル化を抑制した．ま
た，接種剤の過剰添加は晶出黒鉛粒数を減少させることが分かった．
表１

接種剤の添加量と黒鉛組織の関係
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Mｎ鋳鋼への希土類元素添加の試み
田湯 善章 1，南 涼太 2，桃野 正 3，斎藤 英之 1
1
室蘭工大院工，2 室蘭工大（現 エバーロイ商事（株）），3 室蘭工大 CRD センター
1．緒言
高マンガン鋼は、Mn を約 12%含有するため室温でオーステナイト相が安定であり、靱性
と耐摩耗性が求められる場合に使用される鋼である。この高マンガン鋼の鋳造において、ミ
ッシュメタルを添加することによって、希土類元素の酸化物が不均質核として作用しオース
テナイト結晶粒（γ粒）が微細化することが報告されている 1, 2)。しかし希土類元素を単体で
添加した場合の組織変化については報告されていない。このため、本実験では高マンガ
ン鋼にランタンを単独で添加することによる組織変化にいついて調べることを目的とした。
2．供試材および実験方法
試料は高マンガン鋼（SCMnH1）とし、目的の組成となるよう大気中で炭素鋼とフェロマン
ガンを溶解し、La 及び LaAl2 を添加・撹拌した後、CO2 プロセス砂型へ注湯して Y－ブロッ
クを作製した。試料を溶体化処理（水靱処理）した後、
光学顕微鏡による組織観察を行い、組織中のデンドラ
イト・エレメント数 1)を比較した。
3．実験結果および考察
光学顕微鏡観察の結果を Fig.1 に示した。La を添加し
た場合、デンドライト・エレメントの数が 9（無添加）から
18（1%添加）に増加した（１次デンドライト長さが短くなっ
た）。片岡ら 2)によると、ミッシュメタル（52%Ce-27%La）
(a) No La addition
の添加量が多いほどγ粒が微細化するが、添加量
0.01%の場合に最大の耐摩耗性を示すとされている。
本実験における最大 La 含有量は 0.007%（添加量 1%
の場合）であり、La 添加量を増加させるためには実験方
法の変更が必要であると考えられる。
EPMA 分析の結果、直径 5m 程度の球形 La-Mn-O
系酸化物が観察された（Fig.2）。不均質核として作用す
るのは微小サイズであると考えられるが、観察された酸
化物が球形であることから融液中に存在していたと考え
(b) La addition : 1%
られる。本実験の場合は La 濃度が低いため判断が困
難であるが、La-Mn-O 系酸化物として大気圧以下の酸 Fig.1 Microstructures of Mn cast steel.
素分圧では LnMnO3-δが安定である 3)とされている。
4．結言
・ La を添加することにより 1 次デントライト長さが
減少した。
・球形の La-Mn-O 系酸化物が確認され、γ粒形
成に何らかの影響を与えることが示唆された。
参考文献
1. 片岡ら：鋳物，59-6（1987），p.362-367．
2. 片岡ら：鋳物，61-3（1989），p.183-187．
3．A. Nicholas Grundy, et.al.：JPEDAV, 26(2005), p.131-151．
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Fig.2

EPMA analysis of 0.007%La sample.
（added 1%La sample）

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，村山茂幸 1,2
1
もの創造系領域，2 環境調和材料工学研究センター，
1. Introduction
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
利用した材料への応用が期待される．これらの特性は，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，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．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．

本タスク研究では，DC 高速スパッタ法により 2 元または 3 元のアモルファス
(a-)RE-TM 合金(RE=Y, La, Ce, TM=Al, Mn, Ni, Ru)を作製し，基礎物性の評価を行った．
また本年度は，磁気体積効果が現れることが期待されている遍歴電子強磁性体 Y-Ni
系金属間化合物についても作製・評価を行った．今回は，巨大熱膨張が観測される
a-Ce-Mn 合金を中心とした a-RE-Mn 合金(RE=Y, La, Ce)と今年度新たに取り組んだ
Y-Ni 系金属間化合物の成果について紹介する．
2. Results

①アモルファス RE-Mn 合金(RE=Y, La, Ce, Pr)の熱膨張
我々はこれまでに，a-Ce-Mn 合金において熱特性のひとつである熱膨張に強相関
電子物性が関与した特徴的な性質が現れることを見出している。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
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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．レアアースを Ce 以
外の Y，La，Pr とした a-RE-Mn 合金は，高温・低温ともに巨大な熱膨張係数は観測
されず，通常金属と比べ小さい(図 1)。Y と Pr でほぼ同様な温度依存性が観測され
たが，La は他の R 原子と比べかなり小さい。Ce では極端に大きな熱膨張を示すの
に対し，原子番号が一つ手前の La で極端に小さい熱膨張が観測されるのは非常に興
味深い。表 1 に室温での様々な物質・材料の熱膨張係数を示す．a-RE-Mn 合金は，
レアアース元素の違いや組成比の違いにより，幅広い熱膨張係数を有することがわ
かった．
②遍歴強磁性体 Y-Ni 金属間化合物
a-Y Mn
a-La Mn
50
Y-Ni 系金属間化合物は，僅かな組成比の違い
a-Ce Mn
a-Pr Mn
からスピン揺らぎや磁気転移温度が変化し，磁
Crystalline Al
40
気体積効果が現れることが期待されている．今
30
回，Y2Ni7 を目的の試料として作製を試みた．
20
当初，アーク溶解によって作製された Y2Ni7 は，
10
X 線回折測定の結果から単相ではなく，多くの
Y-Ni 化合物が混ざったものが出来た．この原因
0
0
50
100
150
200
250
300
として Y-Ni 系合金は，状態図が非常に複雑で多
Temperature (K)
くの化合物を有するため，近い組成比の化合物
図 1 a-RE-Mn 合金の熱膨張係数の温度依存性
が混ざった試料が出来ることが考えられた．そ
表 1 物質・材料の室温の熱膨張係数
こで仕込み量やアニール方法を検討し，Y2Ni7
と YNi3 の 2 相まで減らすことに成功した．熱
膨張測定の結果を図 2 に示す．通常の格子振動
による寄与(ph)を太線で表わしている．実験デ
ータから格子振動の寄与を引いたもの(mag)を
細線で示している．mag は，120K 以下から負の
値を示し，60K 付近と 10K 付近にピークを示し
た．これは Y2Ni7 と YNi3 それぞれの強磁性転移
に伴う磁気体積効果によるものと考えられる．
50

50

50

50

50

50

 (10-6 K-1)

50

50

3. Conclusion
本タスク研究は，軽希土類を含むアモルファ
ス合金を中心に，熱膨張をキーワードとして遂
行した．a-RE-Mn 合金では，Ce が特徴的な温度
依存と巨大な熱膨張係数を有することがわか
った．一般に，アモルファス構造では熱膨張が
小さくなるため，このような振る舞いは非常に
珍しく，原因の解明は新たな材料開発に資する
研究になると思われる．
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図2

得られた Y2Ni7 の熱膨張係数の温度依存性

耐熱透明希土類ー有機ハイブリッド材料の探索
室工大環境調和材料工学研究センター
＜緒言＞

馬渡康輝・平井伸治

耐熱透明樹脂は、太陽光発電用パネル、

LED 封止材、ディスプレイ、車載部品、プラスチ
ック光ファイバー分野への需要が高い。従来の耐
熱透明樹脂開発に関する主な分子設計指針は、高
分子鎖に導入した芳香族部位同士のπ-πスタッ
キングや水素結合などの分子間相互作用、または
嵩高い官能基の導入によってその周囲の化学結
合の回転、即ち分子運動を抑制するものであった。
しかし、芳香族部位は高温で着色する場合が多く、
また水素結合部位や嵩高い置換基の導入は、合成
ステップの多段化に伴うコスト増および環境負荷が高い有機溶剤を多量に使用しなければならない。
一方、軽希土類に属するランタンおよびセリウムは、それらの酸化物や塩がほぼ無色である。希土類塩化物
（LnCl3）は塩基性条件下において、３分子のカルボン酸と反応し希土類-有機錯体（Ln(OCOR)3）を容易に形成
することが知られている。さらに、本反応系は水、アルコール、アンモニア水のような環境低負荷な溶媒類で合
成可能である。従って、これらの錯体構造を基盤とし、高温着色せず、且つ成形加工性に優れた耐熱性透明材料
が得られれば、合成の簡便さに起因するコスト面で従来の耐熱透明樹脂より優れる。さらに、これらの用途は多
岐にわたるため、軽希土類の有効活用の観点からも望ましい。
本研究では、希土類有機錯体構造を有する耐熱
透明樹脂の創成に資する基礎的知見となる、配位
子の分子構造と熱特性および成形性との相関を
明らかにすることを目的とした。配位子の基盤構
造には、官能基変換が容易な安息香酸誘導体を選
択し、それに種々の炭素数および結合様式のアル
キル基を導入した。
＜実験＞

錯体合成に用いたカルボン酸配位子

(4-2EHBA or 4-nOctBA)は、食品・医薬品・化粧
品の防腐剤成分として知られているエチルパラ
ベン(ethyl 4-hydroxybenzoate: EHB)を原料とし、２ステップの官能基変換反応により高収率で得られた(Scheme 1)。
ランタンー有機錯体の合成反応は、カルボン酸のエタノール溶液へアンモニア水を添加し、５分間撹拌後に希土
類塩化物の水溶液を撹拌下で滴下し３時間撹拌した。生成した沈殿物（ランタン有機錯体）をろ過回収し、水洗
浄後に減圧下で乾燥した。得られた錯体の分子構造は、核磁気共
鳴(NMR)、質量分析(ESI-MS)、赤外分光(IR)法で決定し(Figure 1)、
耐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＞ 炭素数がともに８である直鎖(4-nOctBA)および
分岐アルキル基(4-2EHBA)を導入した配位子の場合を例に示す。
溶解性については、両錯体ともに水に不溶であったが、高極性溶
媒の DMSO へは 80℃で溶解した。さらに La(4-2EHBA)3 は非極性
溶媒であるトルエンやクロロホルムへ室温で溶解することが明ら
かになった。これにより、室温で錯体をアクリル樹脂やポリスチ
レンの溶液と混合させて無色透明なキャスト膜の作成が可能とな
った。また、La(4-2EHBA)3 の DSC 測定では、277℃にガラス転移
温度(Tg)が観測されたことから、この錯体はアモルファス分子材料
であると言える(Figure 2)。さらに、錯体単独でも強度は不足して
いるが、キャスト膜が作成できた。このように、配位子の分子設計によって、材料の成形性を大きく向上させら
れることが明らかになった。
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原子間力顕微鏡を用いた材料表面評価に関する研究
酒井

彰、小林祐輝、澁谷佑樹、白濱純
室蘭工大院工

マテリアルの研究においては、新機能を有する新しいタイプの材料を開発すると同
時に、新規評価分析手法を確立することも必要となる。本研究では、材料表面での局
所構造の変化を抽出するため、温度可変型原子間力顕微鏡を整備し、取得画像データ
の処理法について検討を行った。
原子間力顕微鏡(AFM)は、走査型プローブ顕微鏡の一種であり、試料と探針に働く
力を検出して画像を得るため、金属性試料だけでなく絶縁性試料の測定も可能である。
今回は試料として、チタン酸ジルコン酸鉛(Pb(Zr,Ti)O3、略称 PZT)セラミクスを用い
た。PZT は高い圧電性能を有するので、アクチュエータや超音波発信素子などに非常
に広く用いられている。しかし、材料として鉛を含有しているため、環境負荷低減を
目指して代替材料の研究が盛んに行われており、希土類酸化物も候補の一つとなって
いる。
図１に AFM 装置の概略を示す。光てこ方式で検知し、LabVIEW を用いた自作のソ
フトで制御を行い、温度可変域は－200℃～400℃である。図２に室温での AFM 像を
示す。ほぼ平坦な面上に直径約 0.2 m 程度の粒塊が乗
っている。この粒塊の断面を調べてみると、下の面から垂
直に立ち上がっており、テーブル状の形状をしていること
がわかった。各温度で測定した画像データに対し、①断
面解析、②ラフネス解析（高さ方向の解析）、③フーリエ
解析（面内方向の解析）を行うことで、表面形状を評価し
た。その結果、高さの変化よりも、面内サイズの変化のほ
うが大きいことが分かり、本解析と評価法の妥当性を示す
ことができた。
図２

図１

室温での原子間力像

原子間力顕微鏡のシステム概略
図３
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面内サイズの変化

環境調和材料工学研究センター
平成 26 年度成果報告会

外部評価・コメントシート

（１）環境調和材料工学研究センターについて
本学のミッションの再定義の中に、「環境分野では、エネルギー、材料、資源活
用の領域で実績を生かして社会のニーズに応える。」と書かれています。
当該センターは、この分野を担っております。我々のセンターの問題点、さらに
はどうすれば大学の発展に繋がるか、忌憚のないご意見を賜れれば幸いです。
昨今では、世界的な教育研究が展開できるような組織や、地域を活性化させる組
織が望まれています。
前者になりうる伸び代があるのか、それとも希土類産業が少ない北海道で後者を
どのように伸ばしたらよいのか、ご意見をお願い申し上げます。
＜ 提言＞
（１－１）センターの問題点、更には今後センターがどうあるべきせでしょか？
・他のセンターと同じような研究内容では、埋没すると考えます。
・MIT だけが「RE の有効利用」をテーマとしていると言われましたが、
ぼやけています。具体的にして、タスクの見える化が必要と考えま
す。
（１－２）希土類の有効活用に関する研究組織として特化すべきでしょうか？
・特化すべきでしょう。
・「有効活用」を見える化して下さい。皆さんが「有効活用」と言う
タスクを明確化した後に各々の研究の方向性と期間とを決めること
が必要と考えます。
（１－３）世界的な教育研究が展開できるような組織や、地域を活性化させる組
織が望まれます。前者になりうるか、それとも希土類産業が無い北海
道で後者をどのように伸ばしたらよいと思われますか？
・前者は、貴センターから世界的に評価される研究成果を上げること
です。
・どなたの研究が、最先端か？、現状を Break Thorugh 出来るか？、
地域・社会・国・世界に貢献できるのか？を考えてください。
・研究成果が評価されれば、国や民間が補助金を、民間企業が製造工
場を立ててくれるでしょう。先生は、スピンアウトして会社設立で
しょう。佐川博士のように。
（１－４）センターの名称：？・「RE の有効利用：RE Effective Utilizing
Reserch Center」研究センターだが、タスクを考えた後で考えたらい
かがでしょう。
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（１－５）差別化は、「有効利用」でしょうが、もっと具体化し、タスクにする
ことが必要か。
（２）タスク研究（複数教員で行う任務遂行型の研究）センターの発展、さ
らに社会に還元できる成果が期待されるテーマでしょうか？
（当日、本年度のタスク研究（複数教員で行う任務遂行型の研究）を紹介します。
題目、研究内容等をチェックしていただくと助かります。
独創性、計画性などからご意見をお願い申し上げます。）
・目指す研究成果が、社会で使われ、Nd 磁石や、青色発光ダイオードなどの
ように世界を変える。これらは、現状打破の発明研究。
・「人類を豊かにする」の観点から考える。
・これらの事は、すでに先生方が自分の研究の立ち位置が分かっていると考
えますので、何回もテーマを推敲され、具体化してみることでしょう。
・今一番、可能性のあるテーマにフォーカス（これがタスク）して、先生方
の協力関係を明確にして、任務遂行して下さい。
・今回の平価発表では、範囲が広すぎてタスクが分からない。各研究を部品
として何が組み立てられるのを考えてください。
（３）先進マテリアル教育プログラム
本学には、大学院修了のための授業の他、先進マテリアルプログラムを受講して
いる学生が多くいます。
希土類に関する座学の他、大学院生が指導教員以外の研究室で武者修行を行うプ
レインターンシップ制度を導入しています。
さらに、希望者には、旧国研や大学研究所、さらには外国研究機関におけるイン
ターンシップも実施しております。このプログラムのバックアップを本センター
が担っています。このような取り組みについて、ご意見をお願い申し上げます。
・武者修行大いにやってください。学科横断の学内、大学間さらに世界的に行
ってください。
・湯川秀樹博士が、中性子の存在を予想したのは、仏教的視点があったからと
聞いております。
・専門を柱として、そのインフラを知ることが、新たな発想と発展につながる
のではないでしょうか。内弁慶や独りよがりの研究は伸び代が限られていま
す。
・自動車・航空・宇宙など一纏めで表現するが、無数のインフラで成り立って
いる。それを学生に伝えてください。
課題選定・評価委員氏名

鹿毛 秀彦

平成
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２６年

６月

２９日

環境調和材料工学研究センター
平成 26 年度成果報告会

外部評価・コメントシート

（１） 環境調和材料工学研究センターについて
（１−１）我々のセンターの問題点、どうあるべきか
兼任教員の個々の研究の寄せ集めという感がある。しかし、今後は寄
附講座で専任教員がついたことから、センターのミッションを主導し
てほしい。
（１−２）希土類の研究組織に特化すべきか
すべきと思います。しかし「特化」というよりは「希土類なら何でも」
というスタンスがよいと思います。
（どうすれば大学の発展に繋がるか）
センターが特徴ある成果を出す、またはそのような成果につながる地道な活動を
継続していること。そしてそれを大学は経費面だけでなく、大学の特徴ある活動
としてサポートしていくこと。そして「希土類研究といえば室蘭工大」といわれ
るようになることと考えます。
（１−３）世界的な教育研究が展開できるような組織になりうるか
センターにおける学生教育は研究ベースと考えます。ですので、派 遣
でも招聘でもできればいいですが、試料のやりとりのみでもかまわな
いので、それらを通じた海外との共同研究の実施が好ましいと思いま
す。共同研究のテーマ無しに単に海外へ出向くだけではセンターとし
ての継続的な効果は期待できないと思います。
（地域を活性化させる組織になりうるか）
短期的な効果には方策は考えられませんが、長期的には、上記に書いた大学の発
展に繋がる活動が近道と思います。
（希土類産業が少ない北海道でどのように伸ばしたらよいのか）
「希土類研究といえば室蘭工大」といわれるようになることが、人・物・金を室
蘭に集めることになると思います。
（１−４）名称
希土類をつけるのが好ましいと思います。「希土類研究センター」で
よいのでは。
（１−５）差別化
差別化を意識する必要はないと思います。その反面、特徴をアピー ル
する意識は必要と思います。
（２）タスク研究について
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（２−１）成果が期待できるテーマか
それぞれのタスクが目指すテーマはしっかりとした社会要求に対する
目標設定がされている。しかしその一方で、今回の成果発表において
は、このタスクがその目標のどこまでを目指すのか、どこまで達成で
きていて、今後の問題点は何なのか、これらについてしっかり言及で
きていない物が多かったと感じました。自らの進捗をはっきりさせる
ことがタスク研究の重要なところと思います。
（３）先進マテリアル教育プログラム
うちの研究科でも博士プログラムの一貫で研究室ローテーションを行っていま
すが、ともすると学生にとっても受け入れ研究室にとっても負担が増えるだけ
で、本来の研究教育に割く時間が失われ本末転倒になりかねません。学生にとっ
ての自主的なインセンティブや、萌芽の可能性をみこしたものが理想的です。
（む
ずかしいですけど）
また、（１−３）に記述したことを念頭に、共同研究に積極的に参加させること
も良いかと思います。

課題選定・評価委員氏名

清水

克哉

平成
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２６年

６月２９日

環境調和材料工学研究センター
平成 26 年度成果報告会

外部評価・コメントシート

１．熱電変換について、スクッテルダイト等、比較的限られた物質群を、多人数 で取
り組んでいるが、企業を別にすれば、大学では珍しい体勢と思われる。この体勢は、
課題解決を主 たる目標とする場合の”理想的な布陣”であるが、ここまで、課題を絞
り、化合 物を限定してきた、あるいは限定できた過程を、繰り返し解説し、周知させ
る必 要があるのではないか。少なくとも小職は十分理解できていな い。テーマと研
究者群に重複はないのか、仮に重複が発生した場合、どのように調整しているのか。
科学も、芸術も、その基本は個人の発想とその後の努力に依存している。個人が、
日々思いつく、現在取り組んでいるプロジェクトとは異なる”トピック” を、圧殺せ
ずにどう育てていくか。若手が、上司に内緒で遂行している、いわゆる”秘密研
究”を、見て見ぬ振りができるか。上司の度量と資質も問われている。この種の秘密
研究を行っていない若手、研究機関に未来はない。この秘密研究が貴センターの次期
の主課題になるかもしれない。
２．すべての研究は、やがては終わるものである。設定した目標の達成度を測ってお
れば、おのずと終了点、いわゆる”出口”が見えてくるものである。熱電変換の研究
では、どのあたりが”出口”と想定されているのか。具体的な、実用的システム構築
まで踏み込むのか。もしそうならば、次期目標を廃熱からのエネルギー回収とする
か、ほかの利用か、等の、戦略の進化と深化への取り組みを、早急に開始しなければ
ならないと思われる。あるいは基礎的研究にとどまり、” 熱電変換物質のデータ”
を、徹底的に集積することも、センターとして意義のあることである。具体的なテー
マを掲げて、一定期間ポスドクを雇い、各教員に 張り付けて、実験を伴う研究に従事
させると同に、これまでの報告、論文のデータすべてを収録させて、”室蘭工大環境
調和材料工学センター編 熱電変換 材料データブック”の刊行を目指すのも良いと思
われる。Elsevier などは喜んで出版すると思われ る。
３．比較的限られた範囲の課題を、多人数の研究者で取り組んでいるのが貴センター
の大きな特徴と思われる。これは、１．でも述べたとおり、目標達成にはよい体勢で
あるが、”一山（ひとやま）去った後”はどうなるのか。在籍中の研究 者の影響を受
けない有識者に、”センターの将来への期待”を語らせるのも一案であろう。貴セン
ターで高分子を正面から取り上げている研究が紹介されたが、これなどは、次世代セ
ンター構想の第一陣として、おおいに評価できる。
希土類磁石は、産業としては、用途も増え、今なを発展し続けているが、希土類磁石
研究は、窒化物系の実用化以外は、先細りの感を否めない。応用磁気学会誌のページ
数も減少の一途をたどっている。経産省鉱物資源課のある課長などは、公の席で”希
土類磁石の研究はもう終わりました”と発言しているくらいである。どんなもので
も、あのネオジム磁石でさえも、その勢いは”期間限定”であるということを肝に銘
じておくべきであろう。
４．貴センターの報告書 2013 Annual Report Vol. 1 で、希土類を取り上げ た最近
の研究の概要を知ることができた。各自の研究を、内外の雑誌に投稿することは、日
常活動の一つであるが、貴センターが中心となり、国際誌の一号を買い切り、貴セン
ターの研究の成果を海外に、より積極的に知らせることはどうであろうか。研究者そ
れぞれが、学会誌に 論文を発表しているが、いくつもの異なる雑誌であるため、貴セ
ンターの活動であることまでは、なかなかわからない。貴研究センター教員を中心
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に、貴センターの教員が a guest editor として入り、編集委員会を組織して、内外
の同分野の研究者の論文を、一種の、”誌上国際会議”のようにして、刊行するので
ある。上で触れた Elsevier の J. Alloys and Compounds などが候補として挙げ ら
れる。
５．同じ貴センターの報告書 2013 Annual Report Vol. 1 60 頁 ３－５ セン ター
新聞記事が再掲されているが、いずれも北海道、さらには室蘭地方のみでしか読むこ
とができないものであった。これではほとんど” 広報” の意味はない。 全国紙に
働きかけることはできなかったのか。また、分野は限られるが、”業界紙”あるい
は”業界誌”ならば、専門家に活動を知らせることができる。これらのことからも容
易に推察できが、貴センターの広報活動は極めて貧弱であるといわざるを得ない。
小職は、大学院院生時（1962 年）以来、すでに半世紀を超す期間を、絶えることなく
希土類の研究に取り組んできた。また、三十数年前には、恩師の故塩川二朗先生を手
伝って、日本希土類学会の立ち上げにも参画した。この学会主催の 2 度の国際会議、
毎年の討論会、さらには関係する海外、国内の学会のほとんどすべてに参加してきた
が、そこで室蘭工大の研究者と逢い、交流した記憶はない。これは、小職の”不勉
強”の故であることはもちろんであるが、他方では、貴センターの活動そのもの、外
部への知らせ方にも問題があったのではないか。 数十年前は、”良い仕事をしていれ
ば、周囲はかならず、知っているはず”と、 鷹揚に構えておれたが、”だれもが、そ
れぞれ良い仕事をしている現在”では、まったく事情が変化していることに気付くべ
きである。”積極的に知らせることは、研究の重要な部分”である。
ロシアの研究所との交流のくだりで”グメリン・・・”等のフレーズが出てきた と
きには 1930～40 年代にタイムスリップしたのではないかと、びっくりした。” グメ
リン・・・”にある種の感慨をもちうるのは、小職より年長の世代の化学者のみでは
ないか。
６．センターの名称については、このままでも特に問題を感じていない。名称を 吟
味することは、他分野、他組織の人たちへの最も大切なサービスの一つではあるが、
何か変化があるたびに名前を変えるのはよくないと思われる。すでに親しまれ、なじ
んでいる名称を大切にすべ きである。

課題選定・評価委員氏名

足立

吟也

平成
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２６年

６月２９日

