
はじめに 

本報告書は、平成28年4月から平成29年3月までに行われた、東京工業大学フロンティア材料

研究所における共同利用研究の成果をまとめたものです。実施した共同利用研究は91件で、共同

利用に携わった研究者数は340人になります。本年度も多くの共同研究を実施することができまし

た。限られた予算にもかかわらず、優れた成果をあげて下さった研究者の皆様に心より御礼申し上

げます。 

当研究所は、平成21年6月25日に無機材料に関する全国共同利用・共同研究拠点「先端無機

材料共同研究拠点」の認定を受けました。以前から、当研究所は、セラミックスや建築材料・構造を

基盤とする研究分野で卓抜した成果をあげ続け、大学内外の研究者と共同して研究を強力に推

進させています。これらには、この共同利用研究の仕組みが大きな役割を果たしております。その

運営について皆様から忌憚のないご意見を頂き、おかげでこの共同利用が皆様のお役に立つよう、

様々な改善を行うことができました。今後も、共同研究の内容をさらに良いものにしていきたいと考

えております。 

共同研究委員会 委員長 原 亨和 

平成28年度共同利用研究の統計

平成28年度採択件数内訳（合計91件） 平成28年度共同研究者内訳（合計340人）（WS人数含まず）

企業　4件

研究機関／研究所
5件

高等専門学校
3件

大学　61件

海外　18件

研究機関／研究所　8人

企業　9人

海外
39人

高等専門学校教員　4人

学生　71人

大学教員　209人
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機能性材料における構造と物性の相関 

 

 
                 東京工業大学フロンティア材料研究所  東 正樹 

 

 

１ はじめに 

機能性材料における機能性発現機構の解明において，構造と物性の相関を研究することは新物質探索

や新材料開発に不可欠である．本特定共同研究ではこの点に着目して，機能性材料における構造と物性

の相関を明らかにし，既存材料の機能性の向上や新機能の発見，新物質の探索，新材料の開発に資する

基礎的かつ総合的な研究を展開している．特に，機能性材料における構造と物性の相関を明らかにし，

既存材料の機能性の向上や新機能の発見，新物質の探索，新材料の開発に資する総合的な研究を展開す

ることを目的とし，構造解析をはじめ，分光学的測定，光，電気，磁気物性測定や精密熱測定などの実

験的研究に加え，計算科学的手法に基づく理論的研究をも行い，原子・分子の立場からバルク物性にい

たる基礎的かつ統一的な理解に達することを目的とした． 

 

２ 研究成果 

 本年度は，電磁波と物質との相互作用から電子・格子相互作用や相転移機構などの多くの特異な現象

を解明することができた．物質の構造と物性の相関，とりわけ結晶構造と電子・磁気状態の相関や光学

特性，相転移現象の熱力学やダイナミクスに関する研究を行ない，以下のような研究成果が得られた． 

 

強磁性と強誘電性が共存する物質は，次世代の低消費電力磁気メモリ材料としての期待から注目され

ている．ペロブスカイト化合物 BiFeO3は，室温で強誘電性と反強磁性秩序を併せ持つことから広く研究

されている．この物質のスピン構造は自発磁化を持たないサイクロイド型であるが，Fe イオンを一部

Co イオンで置換した BiFe0.9Co0.1O3薄膜のメスバウアー分光測定で，コリニア型へのスピン構造転移が起

こり，ジャロシンスキー守谷相互作用による弱強磁性が発現することを見いだした．電気分極と自発磁

化は直交しており，電場印加での分極反転によって磁化反転を起こせる，すなわち低消費電力の磁気メ

モリ材料になり得ると期待される． 

 

アト秒精度で相対位相をロックしたフェムト秒パルス列をポンプ光に用いた，ポンプ•プローブ過渡

反射光強度測定法を用いた量子干渉実験を行った．試料には n型半導体 GaAs 結晶を用い，90K の試料温

度で測定を行った．光学フォノンに焼き付けられた電子コヒーレンスには，コヒーレンスの消失と復活

と類似した特徴的な現象をはじめて観測した．超短パルス光励起によるコヒーレントフォノン生成機構

に対して，電子２バンドと変位調和振動子フォノンモデルを用いた量子力学計算を行った．特に，動的

ヤーン・テラー相互作用を考慮することで，非対称モードのフォノン生成も取扱いことが出来るように

なった． 
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構造中にナノメートル程度の比較的大きな空洞が規則的に存在し，様々な物質を吸蔵させることがで

きる有機金属錯体の一つ HKUST-1 [Cu3 (benzene-1,3,5-tricarboxylate)2]に水分子を始めとする種々

の低分子有機物質を吸蔵させたところ，ナノメートルの細孔に閉じ込められた物質が，バルク状態とは

かなり違った相転移が起こることを発見した．水の場合，融点は細孔径の減少とともに低下することは

知られていたが，今回，2 nm 未満の細孔中でも相転移が起こることを見出した.さらに，細孔を部分的

に満たした場合には，吸蔵量によって相転移挙動が複雑に変化することも見出した．このようなサイズ

が制限されることで現れる新規物性を明らかにすることで，新規の機能性が発見できるものと期待して

いる． 

 

 

 

３研究組織 

 研究代表者 

   東 正樹  

 共同研究者 

   佐々木 聡  

   川路 均   

   中村 一隆  
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超電子機能の探索、理解と応用 

 
東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所  笹川 崇男 

 

１ はじめに 

2016 年のノーベル物理学賞は、1980 年代に構築が始まった物質中のトポロジーに関する先駆的な理論に輝

いた。今世紀になり、トポロジー効果に相対論効果を加えて、当初理論の１、２次元から自然に存在する３次元

のバルク物質に舞台も移すことにより、物性物理学や物質科学が既存の延長線上にない不連続な進化を起こし

つつある。本研究では、スピントロニクスや量子コンピューティングなどの次世代エレクロトニクス用の材料として、

応用にも革新をもたらすことが期待される（３次元）トポロジカル絶縁体とトポロジカル超伝導体について、新物質

開発および新奇なトポロジカル量子現象や機能の探索に取り組んだ。 
 
２ 研究成果 

２．１ 巨大磁気抵抗を示す非磁性半金属物質の開拓 

非磁性物質にもかかわらず、巨大な磁気抵抗効果を示す物質をトポロジカルな電子構造をもつ半金属を中

心に探索したところ、InBi を発見した。観測された磁気抵抗は、磁場の二乗に比例し、結晶の純良さの指標と

なる残留抵抗比（RRR）が大きいほど大きな変化を示すことを明らかにした（図１左図）。単結晶試料を用いて角

度分解光電子分光測定を行うことで、電子構造の直接観察にも成功した（図２右図）。 

 
２．２ トポロジカル超伝導体候補物質の開拓 

トポロジカル超伝導体では、エッジや量子化磁束芯にゼロギャップの超伝導状態が現れて、そこに存在する

準粒子が自身と反粒子とが区別できないマヨラナフェルミオンと呼ばれる未発見の電子状態になっている可能

性が示唆されている。この準粒子のもつ特殊な統計性を利用すると、新原理の外乱に強い“トポロジカル”量子

コンピューティングができると言われているため、物質の確立を目指した研究が活発に行われている。 

 
図１．新たに発見した巨大磁気抵抗を示す非磁性のトポロジカル半金属 InBi。（左図）磁気抵抗の磁場依

存性および残留抵抗比（RRR）依存性。（右図）単結晶試料における角度分解光電子分光法で観察した電

子の運動量とエネルギーの関係。 
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我々は、超伝導になる半金属の中でトポロジカルな表面状態をもつ物質を探すというアプローチにより、候

補物質中で最高の転移温度（Tc ~ 5.2 K）、分光実験に適した層状構造へき開性、実験・計算の容易な定比組

成，などの優位性をもった候補物質 PdBi2 を発見し、これまでに報告してきた［Nature Commun. 6, 8595 
(2015)］。よりトポロジカル超伝導の可能性を高めるトリプレットのクーパー対形成が期待される「空間反転対称

性の破れ」を同様なアプローチに加えることで、PbTaSe2を有力候補物質として発見した（図２）。 

 
２．３ トポロジカル絶縁体表面スピンの磁場応答の解明 

トポロジカル絶縁体表面に現れる金属状態の電子はスピン偏極しているため、グラフェンを超える機能への

応用が期待されている。外部磁場による状態制御を考えた場合、トポロジカル表面電子状態が示す磁気的な

相互作用の理解が重要となるが、中身と分離した評価が極めて困難なことから、これまでに実験的な報告はな

かった。今回、走査トンネル顕微鏡・分光法を活用し、磁場中のランダウ量子化現象を詳細に測定・解析するこ

とにより、トポロジカル表面電子状態のゼーマン効果と g 因子（角運動量と磁気モーメントの比例係数）を定量

化することに成功した（図３）。同じ結晶構造で異なる組成のトポロジカル絶縁体（Bi2Se3と Sb2Te2Se2）で g 因子

を評価したところ、非常に大きな物質依存性があるという、理論予測されていなかった効果を発見した。これは、

固溶体として組成を精密制御することにより、トポロジカル表面電子状態の磁気応答を物質設計できる可能性

を示すものとしても興味深い結果である。 

 
図２．新しい“空間反転対称性の破れた”トポロジカル超伝導体候補物質 PbTaSe2。(a) 結晶構造。(b) 
電子構造（フェルミ面）。(c) 育成した結晶（挿入図左）の抵抗率の温度依存性。挿入図右：超伝導転移

 

図３．Bi2Se3と Sb2Te2Se のトポロジカル絶縁体単結晶表面における、ゼーマン効果と g 因子を走査トンネ

ル顕微鏡・分光法で評価した結果。 
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多自由度実験に基づく耐震技術の高度化 

 
                 東京工業大学  山田 哲 

 

 

１ はじめに 

免震技術、制振技術をはじめ、耐震技術の高度化が進んでいる。これらの高度な耐震技術により高い

耐震性能を有する建物が作られるようになってきたが、これらの技術は、基本的に構面内挙動を対象と

した実験に支えられている。しかし、建物は立体的な形状を有し、地震も 3次元の外力として作用する

ことから、このような地震時の複雑な応力条件を再現した構造要素の実験に基づき、耐震性能を評価す

る必要がある。先端耐震技術である免震構造を構成するダンパーに関する研究では、これまでに U字形

鋼材ダンパーを対象とした水平 2方向載荷実験が行われており、水平 2方向外力を受けることで、水平

1 方向載荷を受ける場合と比較して、繰り返し変形性能が低下することがわかった。一方、同じく免震

構造のダンパーとして多く用いられる鉛ダンパーに関しては、水平 2方向載荷実験はほとんど行われて

いない。 

 

２ 研究目的 

本研究では、免震構造の減衰機構として用いられる鉛ダンパーを対象に、水平2方向載荷実験を行い、 

水平 2 方向特性、特に繰り返し変形性能の把握を目的とする。 

 

３ 研究成果 

試験体概要を図 1 に示す。試験体は免震構造用鉛ダンパーであり、実用に供されている U2426 型(可

撓部断面 260、 240)の寸法を 1/4 に縮小した部材を用いる。試験体の限界変形は 200mm であり、降伏

耐力は 13。75kN である。また、試験体の可撓部湾曲方向に対して平行な方向を P 方向、それと直交方

向を O 方向と呼ぶ（図 1（b））。なお、試験体は縮小率を考慮すれば実大部材との力学性能の差が小

さいことが確認されている 1)。 

実験は東京工業大学に設置されている多自由度載荷装置を用いて行った。載荷装置の概要を図 2 に示

す。載荷装置は、自己釣合型反力フレームの下部に直交 2本の水平ジャッキを配し、リニアスライダー

に支持された載荷テーブルを介して試験体に水平 2 方向変形x、y を与えるものである。試験体は載荷

テーブルと上部反力梁の間に固定し、上部では直交 2 組 4 本の水平トラス部材によって水平 2 方向変

位x、y と回転z を固定するとともに、四方に配した鉛直ジャッキを制御することで試験体の鉛直変位

zと回転x、yを制御する。本実験では試験体上部の鉛直変位と回転を固定した状態で水平 2 方向変形

を与えて載荷を行った。 

本実験では、楕円率（長径：短径）と長径の変形量をパラメータとした実験を行った。試験体の長径

の向きは、実験実績の多い P方向（可撓部湾曲方向）とした。また、載荷は U字形鋼材ダンパーの標準

載荷履歴 2)に倣い、3サイクル毎に回転方向を変えることとした。 
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図 2 多自由度載荷実験装置 

 

限界変形である長径 200mm、楕円率 2：1とした試験体を例として、荷重－変形関係を図 3に示す。ま

た、図中には、片振幅を 200mm とした水平 1 方向載荷に対する結果を併せて示している。長径方向（Y

方向）および水平 1方向載荷のいずれにおいても、150mm 付近から試験体可撓部の湾曲が見えなくなり、

幾何学的非線形の影響により履歴曲線にハードニングが現れ、蝶型の履歴形状を示した。 

破断回数 Nuと長径半径yの関係を図 4に示す。また、既往の研究で提案された水平 1方向載荷に対す

る疲労曲線 3)を併せて図 4 に示す。全ての試験体で破断回数は水平 1 方向に対する疲労曲線を下回って

いるが、同じ楕円率でも振幅によって水平 1 方向載荷に対する低下率が異なることがわかる。これは、

楕円載荷による捩れが繰り返し性能の低下に影響を及ぼしているためであると考えられる。そこで、捩

れ影響指標 Jf
2)を各試験体について算出し、1サイクルあたりの Jfと累積損傷度D2

2)の関係を図5に示す。

楕円率 2：1では、長径半径 200mm の Jfは 1.974 であるのに対し、長径半径 50mm の Jfは 0.031 と捩れ損

傷指標が非常に小さい。このことから、水平 1方向に対する繰り返し変形性能の低下は、楕円率だけで

一概に定まらず、Jfに代表される捩れの大きさについても考慮すべきであると言える。 
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図 3 荷重-変形関係の一例 
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図 5 累積損傷度と 1サイクルあたりの捩れ影響指標の関係 

４ ま と め 

本研究では、水平 2方向の載荷履歴をパラメータとした免震構造用鉛ダンパーの水平 2方向載荷実験

を行い、得られた結果を考察した。水平 2方向変形を受ける鉛ダンパーは、水平 1方向変形を受ける場

合よりも繰り返し変形性能は低下するが、Jf に代表される捩れの大きさによってはその低下は小さいこ

とが分かった。 

参考文献 

1)高山峯夫、森田慶子：免震構造用 U180 型鉛ダンパーの限界性能、日本建築学会技術報告集、第 3号、

pp.48−52、1996.12

2)山田哲ほか：免震構造用 U型鋼材ダンパーの水平 2方向載荷実験に用いる標準載荷履歴の提案、日本

建築学会技術報告集、第 22 巻 第 50 号、pp.127−132、2016.2

3)安永亮ほか：鉛ダンパーの風応答に関する研究 その 2、日本建築学会大会学術講演梗概集(北陸)B-2

分冊、pp.289-290、2010.9

4)吉敷祥一ほか：水平 2 方向載荷下における繰り返し変形性能に関する実験 その 1、日本建築学会構

造系論文集、第 77 巻 第 680 号、pp.1579-1588、2012.10
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Electric field Control of Magnetoresistance in TMR/Ferroelectric 

Heterostructures 
 

Project Coordinator Name: Venkataiah Gorige 

Affiliation: School of Physics, University of Hyderabad, India  

 

1. Introduction 

 Magnetically controlled room temperature magnetoresistive (MR) devices have attracted engineers 

for device making and also the scientific community to explore the rich underlying basic physics. Materials 

with giant magnetoresistance (GMR) or tunneling magnetoresistance (TMR) properties have a wide range of 

applications including highly sensitive and non-volatile memory devices, switching devices, magnetic field 

sensors, biosensors etc. The current existing memory devices and the read/write mechanisms rely on either 

GMR or TMR technology. The parallel and antiparallel magnetic configurations of tri-layers are controlled 

by magnetization switching in the free layer mainly done by an externally applied magnetic field 

(electromagnet). Here, it is noteworthy to mention that the generating magnetic field needs a large amount of 

electric current and that further results in energy loss in the form of heat. In the process of reading or writing 

the data bit using MR technology, the issues associated with stray fields result in the data bit to maintain at a 

reasonable distance, which ultimately leads to the low-density data memory and also the instability of stored 

data. There has been a quest for the 21st century to realize energy efficient, high density, non-volatile memory 

devices which can operate at ultra-low power consumption. If this could be achieved by means of any other 

alternative to the existing technology, it would lead to next generation energy efficient memories.  

In order to circumvent the above-discussed problem, electric field control of magnetism would be 

the best solution, and to realize this magnetoelectric multiferroic materials are the best suitable candidates. 

Therefore, controlling magnetoresistance by an electric field instead of a magnetic field not only reduces the 

power consumption, but also enhances the memory density and circumvents the heat dissipation in the device. 

It is expected that the control of TMR by an electric field in a tri-layered structure on a ferroelectric will be 

an appropriate study basis to realizing high-density memory devices at ultralow power consumption. In 

addition, 180-degree magnetization switching of the magnetic layer in this tri-layered TMR structure without 

magnetic field is one of the crucial aspects in the present research work.  

2. Aim of Research 

The present proposal aims at combining the advantage of electric field controlled magnetism in 

ferromagnetic/ferroelectric (FM/FE) heterostructures with GMR or TMR tri-layers to achieve electric field 

controlled magnetic memories rather than magnetic field controlled counterpart. In order to realize the 

mentioned aim, a tri-layered structure consisting of La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3/La0.67Sr0.33MnO3 was grown on 

FE substrates i.e. BaTiO3 (BTO). Since the charge doping in La0.67Sr0.33MnO3 (LSMO) is possible, the charge 

and strain induced ME coupling at the FM/FE interface are to be investigated. The electric field controlled 

TMR or GMR structure on FE substrate involves magnetization switching strategies under an applied electric 
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field. Therefore, we have grown an Fe layer on BTO and various possibilities of 180-degree magnetization 

switching without magnetic field to be explored. Finally, the present proposal addresses the following two 

main issues, i.e. (1) requirement of high-density memory at ultralow power consumption by demonstrating 

electric field controlled MR and (2) underlying mechanism of magnetization reversal in FM/FE 

heterostructures. 

3. Results 

In order to demonstrate electric field controlled TMR, we have prepared initially a trilayer consisting of 

LSMO as the magnetic layers and SrTiO3 (STO) as an insulating layer. The tri-layered LSMO(10 

nm)/STO(10 nm)/LSMO(40 nm) structures were grown on BTO (001) substrate using pulsed laser deposition 

(PLD) technique. The epitaxial growth along the c-direction has been confirmed by x-ray diffraction 

measurement shown in Fig. 1(a). 

  

Fig.1 (a) X-ray diffraction and (b) temperature dependent magnetization plot of LSMO/BTO heterostructure 

The temperature dependent magnetization curve shown in Fig. 1(b) of the trilayer structure shows a 

jump around the ferroelectric phase transitions of BTO, i.e., orthorhombic (O) at 285 K and rhombohedral 

(R) at 190 K, which confirms the existence of magnetoelectric (ME) coupling. This result gives a positive 

hope that electric field controlled magnetism becomes possible through the above-mentioned sample 

geometry. We also made an attempt to measure MR at different applied electric fields of the tri-layered 

LSMO(10 nm)/STO(10 nm)/LSMO(40 nm) structures grown on BTO (001) and measurement geometry is 

shown in Fig 2(a). A typical plot of MR at different applied electric fields is shown in Fig. 2(b). The 

measurements are under progress, after making a substantial data collection, the results will be discussed 

and a possible underlying mechanism is to be predicted. 
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Fig. 2(a) Schematic representation of measurement geometry and (b) variation of MR with applied voltage. 

With a view to understanding the magnetization reversal in FM/FE heterostructures, which is an important 

phenomenon in electric field controlled TMR, we have designed an experiment based on different magnetic 

anisotropies corresponding to the different structural phase transitions of BTO(110) and demonstrated 

180-degree magnetization switching by making use of small magnetic fields, which is shown in Fig.3. A 

detailed underlying mechanism was explored and significant results were communicated to Journal, Applied 

Physics Letters. 

 
Fig. 3 Magnetic hysteresis loops and magnetization switching behavior in Fe/BaTiO3(110) structure.   

 

In addition to the above-mentioned demonstrations, an effort has been continued to explore electric field 

controlled magnetoresistance in tri-layered GMR and TMR structures by adopting lithography technique 

which could pave the way to control the MR by an electric field. 

4. Conclusion 

In the present work, we have successfully deposited La0.67Sr0.33MnO3/SrTiO3/La0.67Sr0.33MnO3 tri-layer 

structure on BaTiO3 ferroelectric substrate. We have demonstrated temperature dependent magnetization of 

the prepared samples and the result revealed the changes in magnetization of the sample at 288 K and 197 K, 

corresponding to the ferroelectric phase transitions of BTO. In addition, we have also demonstrated 

180-degree magnetization switching in Fe/BaTiO3 heterostructures, which we attribute to the combined 

interfacial effect of magnetization rotation in Fe and ferroelectric polarization switching in BaTiO3. This 

work will be further extended to electric field controlled TMR devices, which will meet the requirement of 

miniaturized and ultra low power consumption devices in near future.  
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Observation and Manipulation of Exotic Topological Electronic States 

 
Alessandra Lanzara 

University of California, Berkeley 
 

1. Team Members 

Tokyo Institute of Technology: Kenjiro Okawa, Hiromasa Namiki, Masayuki Murase, 
Takanari Takahashi, Kazumune Tachibana, Takuya Nakano, Masaki 
Onishi, Takao Sasagawa 

RIKEN: Minoru Kawamura, Mohammad Saeed Bahramy, Katsuya Iwaya, Tadashi 
Machida, Yuki Kohsaka, Tesuo Hanaguri 

Huazhong University of Science and Technology: Ying-Shuang Fu 

2. Introduction & Aims of Research 

The helical Dirac fermions on the surfaces of topological insulators (TIs) host novel 
relativistic quantum phenomena in solids. When the time reversal symmetry (TRS) of the 
topological surface state (TSS) is broken, a gap opens at the Dirac point. This brings about 
novel topological excitations, such as the magneto-electric effect, the quantum anomalous 
Hall effect and the magnetic monopole effect. Magnetic doping has proven to be an effective 
way to break the TRS via magnetic exchange interactions, thereby enabling the experimental 
observation of the quantum anomalous Hall state. However, magnetic dopants may introduce 
charge inhomogeneity and weaken the spin–orbit coupling of TI compounds.  

The Zeeman effect, the coupling of spins with a magnetic field, offers an alternative way 
to break the TRS of the TSS without causing any of the above issues. The opened gap Δ is 
fully tunable by a perpendicular magnetic field B, that is, Δ = gsμBB, where gs is the electron 
g-factor of the TSS and μB is the Bohr magneton. Consequently, to manipulate the TSS via 
the Zeeman effect, it is crucial to know its gs.  

Under B, Landau levels (LLs) are formed as a result of the cyclotron motion of the 
electrons. Inclusion of the Zeeman effect can lead to an energetic shift of the LLs as the 
corresponding TSS lack spin degeneracy. This is in stark contrast to the Zeeman splitting of 
the LLs observed in graphene and conventional two-dimensional (2D) electron systems. Such 
a Zeeman effect is most pronounced for the zeroth LL (LL0), and decreases dramatically with 
increasing Landau index n.  

Spectroscopic imaging scanning tunneling microscopy (SI-STM) can access electronic 
states in a wide energy range with high spatial and energy resolutions. Thus, it can be used to 
study any LL, regardless of the doping level of the TI compounds. Using this technique, we 
have developed a methodology to unambiguously observe the Zeeman shift of LL0. 
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3. Results 

The spectroscopic-imaging scanning tunneling microscopy experiments were performed 
with a modified commercial UNISOKU low temperature STM at 4.4 or 1.5 K. Bi2Se3 and 
Sb2Te2Se and crystals grown by a modified Bridgman technique were cleaved in situ under 
ultrahigh vacuum conditions at ~77 K. After cleaving, the crystals were transferred quickly to 
the low-temperature STM for subsequent measurements. Two Bi2Se3 and three Sb2Te2Se 
samples were measured.  

The Zeeman shift of the zero mode Landau level was identified unambiguously by 
appropriately excluding the extrinsic effects arising from the nonlinearity in the band 
dispersion of the topological surface state and the spatially varying potential. Surprisingly, 
the g-factors of the topological surface states in Bi2Se3 and Sb2Te2Se are very different (+18 
and -6, respectively). Such remarkable material dependence opens up a new route to control 
the spins of the topological surface states.  

 

 

Figure 1. Landau level spectroscopy and surface g-factor measurement of topological 
insulators. (left) Potential landscape of Bi2Se3 obtained by mapping E0 at 11 T and 1.5 K 
showing a potential minimum. The centre of the potential minimum is determined by the 2D 
parabolic potential fitting. (middle) Tunnelling spectroscopy showing the LLs of the TSS 
measured at a fixed location of a Bi2Se3 crystal surface at 1.5 K. The spectra were acquired at 
different B from 0 T to 11 T with an interval of 1 T and are offset vertically for clarity. The 
red lines mark the energies of the Dirac points. (right) the LL0 energies as a function of the 
relative energy scale after subtracting the effects from both the potential and the non-ideal 
dispersions (E0-EV-Em*).  
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Passive control technologies for timber structures 

 
Project Coordinator Name: Andreea Dutu 

Affiliation: Technical University of Civil Engineering Bucharest 

１ Introduction 

In Romania the application of passive control systems is not so familiar yet, for both engineering community 

and owners. Romania is one of the countries with highest seismic activity in Europe, therefore the buildings 

need to be protected. The latest architectural and space needs require buildings to become taller and slenderer. 

This means that conventional design and construction methods may not be enough to make a seismic resistant 

building, meeting the new architectural challenges. Therefore, innovative systems, to dissipate the seismic 

energy imposed to the structure by an earthquake, are a feasible solution for seismic protection of the structure, 

without causing damage to the structural elements. With more information and knowledge provided, Romanian 

engineering community can recognize their effectiveness and then get the confidence to apply them.  

 

２ Aims of Research  

The purpose of the project is to share information on the technologies of passive control of timber structures 

researched and used in Japan and to check feasibility to adapt it to European structures, starting with the 

Romanian ones. Japan is the world's leader in this research field, and Tokyo Institute of Technology, has 

conducted important research on this subject. Romania, although prone to high seismic activity, is just in the 

beginning of development towards application of this advanced technology. In order to obtain a successful 

application of passive control systems, firstly the engineering community needs to understand the seismic 

behavior principles and design methods. 

 

３ Results 

Several meetings with Prof. Kazuhiro Matsuda and Prof. Shoichi Kishiki aimed to advice Dr. Andreea Dutu 

on experimental testing facility issues. The Technical University of Civil Engineering Bucharest (UTCB) has a 

structural testing facility donated by JICA within a project implemented in UTCB between 2002 and 2008 (Fig. 

1). Dr. Dutu has 2 research projects ongoing in UTCB (on seismic behavior of traditional timber structures with 

infills and methods to improve it) and due to the vast experience of the Japanese professors, during the meetings 

the main discussion was how to use the testing facility to the maximum of its capacity. The testing laboratory 

was designed for concrete structures and maximum capacity of the jack to introduce le lateral force is 1000 kN. 

When testing timber structures, even if they are equipped with passive control technologies (such as K braces 
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developed by prof. Matsuda with Prof. Kasai, Prof. Sakata and Prof. Yamazaki [1]), their stiffness is much 

lower when compared to RC structures. Therefore, a need to buy a smaller jack was discussed, in order to 

obtain, by experiment, a better accuracy when recording the lateral force.  

Fig. 1. The structural testing facility of the Technical University of Civil Engineering Bucharest (donated by 

JICA) 

As a result of the interest of the Tokyo Tech professors to collaborate, prof. Shoichi Kishiki kindly agreed to 

visit UTCB in 2017, and help with the experimental testing within the ongoing projects lead by dr. Dutu.  

Within the research projects in UTCB, walls built according to the field investigation were constructed (Fig. 2) 

and will be tested on the reaction frame shown in Fig. 1.  

   

Fig. 2. Walls of traditional Romanian timber frames with infills reproduced in the laboratory to be subjected to 

lateral force 
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The common subject is traditional timber structures and retrofit for them. Both Romania and Japan have a 

long tradition in the timber structures construction (Fig. 3) and they are also seismic prone countries. 

  
Fig. 3. Traditional timber frames with infills in Japan (left) and in Romania (right) 

 

 ４ Conclusion / Summary 

 The collaboration between Tokyo Institute of Technology and Technical University of Civil Engineering 

Bucharest is beneficial for both. For the Japanese university due to the opportunity to promote their research 

and transfer its knowledge to foreign countries and for the Romanian university due to the opportunity to 

improve the engineering and experimental practices. This process takes a long time, but each step is important. 

When there will be the first building with modern systems and earthquake will occur, the effectiveness will be 

clearly proved, but until then, large scale promotion should be achieved, so population and engineers can know 

about benefits of passive control and use them to prevent damage before the big earthquake occurs. 

Any contact with Japanese researchers from Tokyo Institute of Technology is a great opportunity to learn new 

things for foreign researchers, so all the meetings offered the chance to interact with great professionals and get 

recent information on the common research subjects. 

 

[1] Matsuda K., Kasai K., Sakata H. (2012), “Earthquake response analysis of 2-story timber frames with 

passive control scheme by detailed frame model”, World Conference on Timber Engineering, Auckland July 

16-19 
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(a) Specimen No.1 (b) Specimen No.2,3 & 6 (d) Specimen No.5 (c) Specimen No.4 
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Studies of the Crack Development of Corroded Reinforced Concrete Members 

 
Project Coordinator Name: Dr. Eng. Aris Aryanto 

Affiliation: Structural Engineering Research Group, Institut Teknologi Bandung, Indonesia 

１ Introduction 

Durability and service-life prediction of reinforced concrete (RC) structures has become a great attention 

among researchers in Japan and Indonesia as an increasing number of deteriorated structures particularly due to 

corrosion of reinforcement. Prediction of corrosion-induced cover cracking has also become main concern as an 

indication of structural deterioration. Through understanding of cracking behavior of corroded RC members, the 

implications of corrosion on material deteriorations such as steel bars, concrete and bond properties and the 

deterioration of the structural performance can be also predicted. 

２ Aims of Research  

 The present study is intended to explore the influence of actual confinement provided by surrounding 

concrete (i.e. concrete strength) and transverse bar on the cover cracking induced by corrosion product 

expansion of steel bar and to obtain a relation between corrosion rate and crack width and stress of transverse 

bar. The main objective is to estimate the corrosion level of reinforcement in concrete from crack width which 

can be measured easily. The Finite Element (FE) analysis is used to predict the crack width and the transverse 

bar stress by inducing expansion pressure of corrosion product. 

３ Results 

Finite element analysis was performed to analyze the crack propagation induced by corrosion of longitudinal 

bars. For the sake of simplicity, two-dimensional (2D) analysis with plane stress elements having a thickness of 

exposed length were used to model the concrete and only a half of beam sections were modeled. The 

longitudinal bars were modeled as holes and the transverse bars were modeled using truss elements where the 

center line as shown in FIG. 1.  

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

FIG. 2 presents the comparison between test and analysis results on the total crack width and average 

corrosion penetration. For specimens with normal concrete strength (FIG. 2(a-b)), the analytical result shows a 

FIG. 1. Typical finite element modeling 
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good agreement of crack width with the experimental results when using ratio volume increase of v = 2. 

However, for specimens No.6, high strength concrete, it generates an underestimate prediction compared to 

experimental results when using ratio volume increase of corrosion product v = 2. This indicates that a different 

expansion is required for high strength concrete because only a small amount of corrosion products can penetrate 

to the concrete pore due to lower porosity. Therefore, the volume increase ratio, v need to be increased for high 

strength concrete. As shown in FIG. 2(c), the ratio volume increase of v = 3 gives a good agreement with test 

results of specimen No.6. FIG. 3 presents the typical transverse bar stress at the bottom leg of transverse bars. 

The analytical results generally show an overestimate prediction for normal concrete as shown in FIG. 3(a-b). 

For high strength concrete with ratio volume increase of v = 3, it also shows an overestimate value (Fig. 3(c)) 

like a specimen with normal concrete strength. This indicates that the bond-slip relationship of transverse bar 

need to be modified according to cracking due to corrosion and further investigation need to be conducted.  

 
 ４ Conclusion / Summary 

The numerical approach through non-linear finite element analysis of corrosion-induced cover cracking 

showed a reasonable agreement with the experimental results. However, a larger volume increase ratio of 

corrosion product is required in the model when evaluating member with high strength concrete since the 

diffusion of corrosion products into concrete pores and cracks was not considered in the present analysis. 
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Survivor Analysis Applied To Building Stocks 

Project Coordinator Name: David Mukai/Susumu Kono 

Affiliation: University of Wyoming/Tokyo Institute of Technology 

１ Introduction 

David Mukai was a visitor to Dr. Susumun Kono’s lab at the Tokyo Institute of Technology from January 16 to 

March 5, 2017. The proporsed project was Survivor Analysis Applied To Building Stocks. After arriving, 

Dr. Mukai gave a talk on this topic, but also collaborated with Dr. Kono on other activities aligned with his research 

group.. The accomplishments during this stay and future planned activities are described in this report. 

２ Aims of Research  

The original project was to address the following research questions: What proportion of a species will live past 

a certain time? How do we handle multiple causes of death? How does the mortality rate change over time? 

What is the life expectancy after a medical treatment?  

In addition to this, Dr. Mukai worked with Dr. Kono on other projects:  

 Assessment of Ultimate Drift Capacity of RC Shear Walls by Key Design Parameters 

 Editing the English translation of the Architectural Institue of Japan’s Concrete Code. 

 Various other activities of the Kono research group 

３ Results 

Dr. Mukai made a presentation on February 10, “Building Stock Dynamics by Survivor Analysis”. In this 

seminar I demonstrated the application of survivor analysis in building stock dynamics. These techniques were 

applied to data from St. Paul, Minnesota and Laramie, Wyoming and the techniques were proven to be feasible 

for studying the causes of building demolition and expected life spans of buildings. 

 

Figure 3: Kaplan-Meier Curves for Building Stock in Laramie, WY. 
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Dr. Mukai assisted Chanipa Netrattana  and Dr. Kono with their manuscript, “Assessment of Ultimate Drift 

Capacity of RC Shear Walls by Key Design Parameters”, which was submitted to the Bulletin of the New 

Zealand Society for Earthquake Engineering. This is an important topic as shear walls have been damaged in 

recent earthquakes due to excessive drift. In this paper Ms. Netrattana developed a fiber-based model for lightly 

reinforced RC Shear Walls and calibrated the model with experimental results from the literature. After 

calibrating her model, she conducted a parametric study investigating the effects of four variables on drift 

capacity of reinforced concrete shear walls. The primary findings were that the axially load ratio dramatically 

affects the drift capacity and that increased transverse reinforcement can increase drift capacity. In addition to 

this, for a given amount of reinforcement, increasing the width of the wall increases the drift capacity. These 

findings are illustrated in the figures below. 

 

Figure 2: Influences of axial load ratio on ultimate drift. 

 

Figure 3: Influences of transverse reinforcement ratio on ultimate drift. 

 

Figure 4: Influences of boundary column width on ultimate drift. 
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Dr. Mukai also worked with Dr. Kono in editing the English translation of the Architectural Institue of Japan 

(AIJ) reinforced concrete code. They have made edits to chapters 1 to 8 and 12 to 17 (14 chapters). Dr. Mukai 

and Dr. Kono met with the AIJ committee responsible for the English translation of the AIJ standard on 26 

March 2017 at the AIJ offices in Tamachi to discuss the edits to these 14 chapters. 

Other activities with the Kono lab included a survey of damage during the Great East Japan Tsunami, attending 

the Structural Engineering Frontier Conference (SEFC2017), a tour of structural laboratorites, and collaboration 

with Kono lab members. 

On March 4 to 6 Dr. Mukai joined Dr. Kono, Dr. Imran visiting from Indonesia, and Dr. Kono’s research group 

for a tour of damage caused by the 2011 Great East Japan Tsunami. We explored many damage sites, including 

Onagawa hospital, Okawa elementary school, the lone miracle pine tree and Tarou. 

On March 17 Dr. Mukai attended the Structural Engineering Frontier Conference 2017 hosted by TIT.  

Highlights included talks on various control systems, a talk by Wada-sensei, President of the Japan Society of 

Seismic Isolation on Seismic Design of Big City, and a talk by Kasai-sensei on Design Methodologies 

Development for Various Advanced Structures Based on Combined Experiments and Analyses. 

Dr. Mukai had the opportunity to visit structural labs in Tsukuba on January 30 and in Kyoto on February 4. The 

labs included the BRI lab, two company structural labs, and the Kyoto University lab. In all visits, Dr. Mukai 

observed various tests and laboratory equipment.  

Dr. Mukai attended weekly group meetings with Dr. Kono’s English-speaking graduate students. He discussed 

Mr. Obara’s rocking precast shear walls with dampers, Ms. Thusoo’s modeling of steel-encased concrete piles, 

Mr. Setiawan’s  crack monitoring and modelling in shear wall tests, and Mr. Cabuk’s modeling of prestressed 

concrete pile tests. 

４ Conclusion / Summary 

It was a very productive 80 days for Dr. Mukai, particularly with the submission of the manuscript to the NZEE 

Bulletin and the editing work on the AIJ concrete code. But these activities only represent the first steps in what 

will hopefully be a long fruitful journey forward. There are many areas where Dr. Mukai can continue working 

with Dr. Kono and TIT. Here are some short-term and longer-term collaboration possibilities:extending Ms. 

Netrattana’s work to include a multi-variable regression analysis, continuing the editing work on the AIJ English 

translation of the concrete code, including discussions of the concepts of the AIJ concrete code into Reinforced 

Concrete classes at the University of Wyoming, possibly producing a paper on a comparison of the AIJ and 

American Concrete Institute codes, work with US precast concrete producers on producing rocking precast shear 

walls, try to incorporate concepts in the AIJ concrete code (particularly the repairability damage states) into 

American reinforced concrete design practice, apply for funding to translate the data acquisition software used 

by Dr. Kono into English, continued development of the fiber-based model used by the Kono lab, and continued 

collaboration with Dr. Kono’s graduate students.                            
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Evaluation on the impact resistance of fiber reinforced cement composites 

 
Project Coordinator Name: Gyuyong Kim 

Affiliation: Dept. of Architectural Engineering, Chungnam National University, Korea 

1. Introduction 

Concrete has brittle fracture properties under flexural and tensile load, impact load, because of weak 

tensile strength and low strain capacity. Therefore, it is difficult to control the occurrence and propagation 

of cracks. To increase the tensile performance of concrete, fiber reinforced cement-based composite 

(FRCC) containing various short fibers has been developed. In FRCCs, the cross-linking behavior of the 

reinforcing fiber controls the stress dispersion and crack initiation. And, to ensure the safety performance 

of concrete subjected to projectile impact, the performance of FRCCS were carefully considered. The 

improvement of the tensile performance of the FRCCs is largely influenced by the matrix type, fiber types 

(shape, length, diameter and tensile strength), volume fraction, fiber-matrix bonding and pullout properties. 

To analysis and design of structures for impact loads, using the data evaluated under quasi-static loading 

conditions is difficult. Therefore, the evaluation and understanding of the strain rate effect on the 

mechanical properties of FRCCs under dynamic loading conditions are very important and necessary. In 

order to analyze mechanical properties of FRCCs, evaluation of the tensile fracture properties is necessary 

under various loading condition. 

 

2. Aims of Research  

Dynamic mechanical properties and impact resistance performance of FRCCs using the three type fibers 

of hooked steel fiber, polyamide fiber and smooth steel fiber. Fiber volume fraction was a 2.0%. The size 

of the impact test specimen is 200×200mm, and thickness are 50, 60 and 70mm. The diameter of hard 

spherical shape projectiles is 25mm (66.4g). The impact velocity is 170m/s. The strain rate for evaluating 

dynamic mechanical properties are 10-6/s, 100 and 101/s. The direct tensile specimen has a cross section of 

25×50mm and two dog-bone shaped reinforced by two steel wire mesh to prevent from fracture of outside 

gauge length. Stress-strain curve, strength and dynamic increase factor by strain rate were evaluated. 

Dynamic increase factor (DIF) is the ratio between dynamic and static properties for above parameters. 

 

3. Results 

Fig. 1 shows the failure mode FRCCs after impact test. The projectile perforates the 50mm thickness 

HSFRCC2.0 and PAFRC2.0. Whereas, scabbing has been observed in the SSFRCC2.0. The 60mm 

thickness HSFRCC2.0 was observed the scabbing on the rear side. PAFRCC2.0 and SSFRCC2.0 were 

exhibited the several radial cracks from the center of the rear side without scabbing. In the 70mm thickness, 

all specimen was not occurred scabbing, were observed only cracks on the rear side. Fig. 2 shows the crack 

pattern of cross-section of FRCC panels. The width and number of crack were decreased with the increase 
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the specimen thickness. The HSFRCC was occurred the considerable diagonal crack of large, and the 

propagation of these to the rear side causes scabbing. But, the separation of fragment was suppressed due 

to the adhesion between fiber and matrix. In the case of the PAFRCC and SSFRCC, diagonal crack 

generated from the front side to the rear side were observed clearly. Fig. 3 shows the penetration depth. 

The compressive strength of FRCCs ranged from 53.06 to 75.15MPa, regardless of the fiber type. The 

penetration depth was observed to be higher than that of modified NDRC formula, and was similar 

regardless of fiber type. Fig. 4 shows the scabbing depth and crater diameter of FRCCs on the rear side. 

HSFRCC2.0 was occurred scabbing on the rear side. PAFRCC2.0 and SSFRCC2.0 didn’t occurred 

scabbing. Fig. 5 shows the scabbing limit thickness. The scabbing limit thickness of HSFRCC2.0 was 

70mm, and PAFRCC2.0 and SSFRCC2.0 were determined the 60mm. It was verified that scabbing limit 

thickness decreased in comparison with the values estimated by the modified NDRC formula. The FRCCs 

demonstrated that the scabbing limit thickness was decreased by improvement of tensile performance. 

However, given that the modified NDRC formula estimates the scabbing limit thickness based on the 

penetration depth, which is significantly dependent on the compressive strength. Therefore, prediction of 

the scabbing limit thickness of FRCCs are very limited. 

Fig. 6 shows the tensile stress-strain curve and cracking behavior by strain rate. The tensile strength was 

increased with the increase the strain. Tensile strength was increased with increasing strain rate, regardless 

of fiber type and fiber volume fraction. In the case of the HSFRCC2.0, the fracture properties of fiber 

 
 

Fig. 1. Failure mode of FRCC panels Fig. 2. Crack pattern of cross-section of FRCC panels 

   

Fig. 3. Penetration depth 
Fig. 4. Scabbing depth and crater 

diameter 
Fig. 5. Scabbing limit thickness 
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pullout from the matrix was observed. In the case of the 

PAFRCC2.0, the strain-hardening behavior occurred after 

initial crack. And the strain-hardening behavior was clearly 

observed. Also, section of strain hardening behavior was the 

longest and the most multi-cracks were occurred by a stress 

distribution. The tensile strength of SSFRCC were bigger than 

those of the HSFRCC and PAFRCC. After the initial crack, 

the strain hardening behavior was occurred. And, the fiber 

was pullout from the matrix in the strain softening section. 

Fig. 7 shows the DIF of strength by strain rate. Tensile strength DIF were increased with increasing the 

strain rate. DIF was exceed the value of CEB-FIP model code.  

 

4. Conclusions 

The scabbing on the rear side by projectile impact was controlled because the tensile performance was 

improved due to the fiber reinforcement. In addition, scabbing limit thickness was decreased due to the 

suppression of scabbing by fiber reinforcement. The tensile strength was increased with the increase of 

strain rate and was similar to the CEB-FIP model code. The tensile properties of FRCCs by strain rate was 

influenced by the bonding and pullout of the fiber and the matrix. Therefore, because the bonding strength 

of fiber and matrix was increased with increase the strain rate, tensile strength of FRCCs was improved.  

 

 

 

 

 

 

   

   
(a) HSFRCC2.0 (b) PAFRCC2.0 (c) SSFRCC2.0 

Fig. 6. Tensile stress-strain curve and cracking behavior by strain rate 

 

Fig. 7 DIF of tensile strength by strain rate 
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SEISMIC FRAGILITY ASSESSMENT SCHEME ON THE BASIS OF STRINGENCY OF 

INDONESIAN SEISMIC DESIGN CODES FOR R/C BUILDINGS 

 
Project Coordinator Name: Prof. Iswandi Imran 

Affiliation: Faculty of Civil and Environmental Eng., Institut Teknologi Bandung 

１ Introduction 

Many regions in Indonesia are known to have high and intense level of seismicity. Many strong earthquakes 

occurred recently, causing significant damages to the buildings, and resulting in many casualties. Because of that, 

there is a need to estimate the seismic risk in several major cities in Indonesia, especially in the capital city of 

Jakarta. The risk estimation may be used by the government in determining policies to reduce and/or eliminate 

casualties and damages because of the earthquakes. For this purpose, seismic fragility of the existing buildings in 

major cities need to be evaluated. Seismic fragility is closely related to the condition of the building itself. The 

factors that most affect the seismic fragility of the existing buildings are the robustness of the applicable building 

codes/regulations available at the time when the buildings were first constructed; especially those related to 

seismic loading and detailing codes. Along with the continuing development in the state of the art in seismic 

design, Indonesian Seismic Design Codes are also continuously developed. The first seismic loading code 

available in Indonesia was loading code of 1965, while the comprehensive seismic detailing requirements for 

reinforced concrete buildings was not in the code until 1987 concrete codes.   

２ Aims of Research  

The aims of research is to evaluate the seismic vulnerability of low to high rise reinforced concrete buildings in 

Jakarta, built under different periods of seismic design codes of Indonesia. In this research, some case studies 

were simulated. Several buildings were designed to represent all the seismic design codes that were ever existed 

in Indonesia. For each seismic code periods, building height will also be varied (i.e. low-rise (less than 4 stories), 

medium-rise (between 4 and 8 stories), and high-rise (more than 8 stories)). Jakarta, as the capital city, was 

chosen as research region scope because of its important role for Indonesia. Furthermore, Reinforced Concrete 

Moment Resisting Frames were selected for the types of building structures in this research because they are 

dominantly used for low to high rise buildings in major cities in Indonesia. Those buildings will be classified to 

certain vulnerability class using prior study as a benchmark and the performance of the buildings will be 

evaluated using earthquake loadings regulated in the latest code (i.e. SNI 1726-2012). This study will develop 

uniform framework for seismic fragility assessment of buildings that identify the seismic fragility in a relative 

sense at different periods of time. The more detailed goals of this uniform framework fragility assessment are to 

know how the different seismic design codes and the vulnerability levels code affect the seismic performance of 

buildings from time to time, and to know how the building height, which is closely related to building period, 

influences the seismic design and fragility.  
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３ Results 

Some findings from this research are:  (1) In seismic detailing aspects, seismic detailing requirement for 

reinforced concrete buildings was first specified in Indonesian Concrete Code of 1971. The detailing requirement 

in this code is basically less than that for Intermediate Moment Frame of Indonesian Concrete Code of 2013. 

Furthermore, seismic detailing specified in Indonesian Concrete Detailing Code of 1987 is nearly the same as the 

requirement for Special Moment Frame of Indonesian Concrete Code of 2013. (2) The are many fundamental 

differences in various Indonesian Seismic Codes that have impacts on the buildings’ design. (3) HAZUS and 

EMS-98 have different way to classify vulnerability classes. In this research, vulnerability class of EMS-98 that 

classifies vulnerability class based on base shear coefficient is selected as the reference. (4) Short period and 

long period buildings that were designed based on Indonesian Seismic Code of 1970 (along with Indonesian 

Concrete Code of 1971) and medium period buildings designed based on Indonesian Seismic Code of 2003 show 

performance and fragility curves which are not quite as good as similar buildings designed based on Indonesian 

Seismic Code of 2012 (along with Concrete Code of 2013). (5) For short period buildings, although they were 

designed based on Indonesian Seismic and Detailing Code of 1983 (with earthquake design load nearly one-third 

of that of Intermediate Moment Frame computed based on 2012 code and nearly half of Special Moment 

Resisting Frame of 2012 code, the performance and the fragility curves of the buildings are quite good because 

of the more strict seismic detailing requirement applied during that era.  

４ Conclusion / Summary 

1. Seismic detailing requirements play the most important roles in determining the level of seismic fragility of 

low to high rise buildings built in Jakarta under different seismic design code era. 

2. All of Intermediate Moment Frame buildings have steep fragility curve (as shown in Fig. 1 below). So, it is 

basically right to prohibit the use of Intermediate Moment Frame detailing requirement for R/C Buildings 

constructed in regions with high seismicity (such as in Jakarta), as regulated in the latest Indonesian Seismic 

Code of 2012. 
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Figure 1. Fragility Curves at Complete Failure of Buildings Designed under Different Buidling Code Era 
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Assessment of ductile detailing and axial load effects in reinforced concrete 

walls 
 

Project Coordinator Name: Ken Elwood 

Affiliation: University of Auckland/QuakeCore 

１ Introduction 

A new amendment to NZS 3101:2006 is set to be released this year, prompted by observed damage following 

the 2010/2011 Canterbury Earthquakes. A number of these changes pertain to the design of ductile reinforced 

concrete walls, including an increase in the complexity of the transverse reinforcement detailing in the wall web 

region (providing restraint on pair of longitudinal bars) and end regions (requirement to confine the entire 

neutral axis). In addition, the amendment also introduces a wall axial load limit of 0.3Agf’c. Four half-scale 

specimens were tested at the University of Auckland to assess the effects of axial load (A10, A14 and A20) and 

the amended reinforcement detailing (C10 and A10). Cross-sections for these walls are shown in the figure 

below. 
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(a) Specimen C10 
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(b) Specimen A10 
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 (c) Specimen A14 
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(d) Specimen A20 

２ Aims of Research  

1. Evaluate the effects of increasing axial load on the drift capacity and failure mode of the tested walls. 

Provide recommendation on the proposed NZS 3101:2006 axial load limit of 0.3Agf’c. 

2. Evaluate the effectiveness of web and end region detailing required by the proposed amendments to NZS 

3101:2006 

３ Results 

Moment deformation plots for the four wall tests are presented in the figures below. 

- 29 -



(a) C10 (a) A10

(a) A14 (a) A20

 At an axial load of 10%, the provided end region detailing resulted in an ultimate drift capacity of 3.0%.

This was achieved for the current required detailing in C10 (partial neutral axis depth confinement and

non-compulsory cross-ties in the web) and amended detailing in A10 (full neutral axis depth confinement

and restraint on every pair of longitudinal web reinforcement).

 Increasing the axial load by 40% to 0.14Agf’c for specimen A14 resulted in a 17% reduction in drift

capacity to 2.5% drift. Doubling the axial load to 0.2Agf’c in specimen A20 resulted in a 33% reduction in

drift capacity to 2.0% drift.

 Extrapolation of results estimates a drift capacity of 1.5% for a wall subjected to the proposed NZS

3101:2006 axial load limit of 0.3Agf’c.

４ Conclusion / Summary 

1. Based on the testing results it is concluded that at low/moderate axial loads (<0.1Agf’c), using the detailing

required by both the current and the amended NZS 3101:2006 provisions, and a hoop spacing to bar

diameter ratio of 4.1, a ductile response is achieved.
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2. At moderate to high axial loads (0.1-0.2Agf’c), the proposed amendment detailing provided results in 

well-distributed damage up the height of the wall; however, leads to a brittle failure characterized by 

crushing of the end region core. 

3. At high axial loads (0.3Agf’c), a low drift capacity of 1.5% is predicted. For this reason, it is deemed that 

the proposed axial load limit of 0.3Agf’c is too high if a ductile wall response is desired. 
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Development of seismic damage controlling structural systems for quick 

recovery 
 

Project Coordinator Name: Luca Martinelli 

Affiliation: Politecnico di Milano – Dep. of Civil and Environmental Engineering 

１ Introduction 

Prestressed concrete structures have been attracting attention in terms of their excellent behaviour under 

long-term and short-term loadings. Among prestressed structures, a peculiar position is taken by structures 

with post-tensioned precast beams with unbonded tendons, as they possess an excellent behaviour in the 

case of earthquakes since are able to sustain seismic forces with small residual deformations and limited 

damages. In order to fully utilize the performance of this type of structures, it is important to accurately 

simulate their hysteresis curves, taking into account material properties and construction methods.  

２ Aims of Research  

During the first year of this CPR a numerical models was developed, to predict the shear-rotation 

relationship characteristic of unbonded post-tensioned precast concrete beam-columns connections. In the 

second year of this CRP, the model was re-implemented inside a different computer code in view of 

carrying out time-histories analysis of full frame structures. Great care has been devoted to the selection of 

an alternative computer code possessing adequate material laws for concrete, focusing on the capability to 

reproduce the gap-opening gap-closing mechanism at the beam-column interface since this is mainly 

responsible for of the prestress variation and, possibly, yielding of the prestressing bars at prescribed levels 

of column rotation. 

３ Results 

Figure 1 shows the numerical model developed as part of this CRP. The beam is modeled by 3 fiber 

elements while tendons are modeled by elastic-plastic spring elements whose mechanical properties are 

evaluated on the basis of the geometrical values of cable’s length and area, and of the mechanical 

properties of the prestressing steel. The length of the first fiber element modeling the beam corresponds to 

the definition of a plastic hinge length, since it represents the part of beam where inelastic phenomena take 

place. Several definition of plastic hinge length were taken into account. Node 1 is positioned slightly on 

the left to account for the strain penetration contribute.  

In view of the analysis of full frames, the model has been implemented into the following two different 

computer codes: 

- 32 -



– The first computer code, internal to Politecnico di Milano, is named NonDA (Nonlinear Dynamic 

Analysis). Is written in Fortran95, utilizes a more refined constitutive models for concrete and steel 

behavior and adopts a Thimoshenko beam kinematics for the beam-column finite elements. 

– The second computer code is more freely available, being OpenSEES (Open System for Earthquake 

Engineering Simulation), developed by the University of California, Berkley. 

The implementation is essentially aimed to verify the reliability of a software available to all designers in 

modeling the behavior of unbonded post-tensioned precast concrete frames with jointed connections . The 

accuracy of the proposed models is illustrated by comparing the predicted behavior in terms of basic 

mechanical properties, such as shape of the hysteresis, stiffness degradation, failure mode and damage 

control, with results of experiments carried out by Prof. Kono on cyclically loaded precast beams, 

post-tensioned using unbonded tendons. Figure 2 shows and example of beam-column Jointed Connection 

(member PCa 13) tested by Kono, that was used as a benchmark for the outcomes of the numerical models. 

 

 

Fig. 1 – Example of beam-column Jointed Connection (member PCa 13 reported in [3]) and Finite Element 

model of the specimen 

The accuracy of the proposed models is illustrated by comparing their behavior with results of the 

experiments by Kono. Figure 2 depicts the experimental and numerical response in terms of shear 

force-beam tip deflection at the free end of the cantilever. Experimental response indicates that stable 

hysteresis loops were achieved by the specimen. As shown in Fig. 2, both numerical models reproduce 

well the shear force – beam tip displacement relationship in terms of shapes of the hysteresis loops, 

maximum positive and negative force, initial stiffness, stiffness at the beginning of the unloading phases 

and, for most of the analysis, also for residual displacement at complete unloading  (i.e. residual drift). 
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Fig. 2 –  Response in terms of shear force-beam tip deflection for specimen PCa13 with Mattock’s plastic 

hinge length (lp = 36.5 cm) 

The similarly good results from the two numerical models are related to the small influence of shear 

distortion on the specimen response and on the adopted material model for concrete fibers: The NonDA 

makes reference to the Mander and Priestley constitutive relation (more accurate, especially for the 

confined concrete) while OpenSees concrete fibers make reference to the Chang and Mander constitutive 

relation. A comparison between the predicted strain histories from the two models is reported in Fig. 6 for 

a fiber in the cross-section of specimen PCa13. 

 

Fig. 6 –  Response of a concrete fiber at the bilt-in cross-section of specimen PCa13 with Mattock’s 

plastic hinge length (lp = 36.5 cm) 

４ Conclusion / Summary 

The collaborative research provided a very welcomed opportunity for researchers at Politecnico di Milano 

(Polimi) to develop a novel structural systems for seismic applications with colleagues at Tokyo Institute 

of Technology (TIT). The numerical models ware able to successfully reproduce the tests with good results. 

Availability of the model inside a freely available computer code will help spreading adoption of this 

building technique. The extension to the study of the seismic response of full buildings is ongoing and 

some preliminary results have been obtained for sub-frames extracted from the E-Defense building, tested 

in Japan during 2010. 
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Effect of Deep Sedimentary Basins on Expected Damage in Reinforced Concrete 

Buildings  
 

Project Coordinator Name: Marc Eberhard 

Affiliation: University of Washington 

１ Introduction.   

Both the Seattle and Tokyo regions are located on top of deep sedimentary basins. The Seattle region is located 

on the Seattle Basin, which has an approximate depth of 6 to 8 km. The Tokyo region is located on the Kanto 

Basin, which is deep, but not as deep as the Seattle Basin. Japan also has the Yufutsu Basin, which most similar 

in depth to the Seattle Basin., as well as the Kushiro Basin and Niigata Basin.   

Strong earthquake motions in the Japanese basins were measured in many locations during the M8 Tokachi-Oki 

Earthquake (2003) and the M9 Tohoku Earthquake (2011). Similar measurements are not available for the 

Seattle Basin, because the Cascadia Rupture Zone has not produced a large earthquake in historic times. Instead, 

University of Washington strong-motion seismologists have produced simulated motions with a large-scale, 

computationally intensive numerical model of the Northwest United States. Both the measured and simulation 

motions in the basins differ greatly from those measured outside the basins. 

 ２ Aims of Research  

The similarity of the basins provides the opportunity to study the effects of deep basins in two regions on 

ground motions and the resulting expected damage.  The Japanese basins have numerous strong-motion 

recordings, and the University of Washington will have the results of large-scale simulations. 

The study will compare the measured and simulated results to see if they are consistent and if the comparison 

leads to confirmation of observed trends. 

３ Results 

During the first year of the project (2016), the researchers gathered sets of ground motions that were measured 

in and near basins during the Japanese earthquakes. These motions were obtained from the K-Net and KikNet 

websites.Then, the researchers will numerically investigate the effects of: (1) suites of motions measured in and 

near basins in Japan, and (2) typical motions that form the basis of design in the United States. The effects of 

these motions were investigated with 2D numerical models of reinforced concrete frame structures that are 

representative of US construction in the past. The results of the analyses clearly showed that the long durations 

of the large-magnitude subduction earthquakes, combined with the effects of basins on ground motions greatly 

increased the damage in reinforced concrete frame buildings. These results were presented at the Tokyo 
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Institute of Technology during the summer of 2016. The highly productive visit also included an all-day series 

of meetings.   

Figure 1 shows a key result that was extracted from the data from four Japanese basins.  For each basin, the 

plots show that the spectral acceleration across a wide range of periods increases with basin depth.  In this 

figure, the basin depth is characterized by the depth to a shear wave velocity of 2.5km/s,  Z2.5.  

 
Figure 1. Geometric mean of response spectrum of recordings binned in terms of Z2.5 for the (a) Yufutsu 

basin, (b) Konsen basin, (c) Kanto basin, and (d) Niigata basin 

４ Conclusion / Summary 

 The preliminary work shows the spectral accelerations are strongly affected by the presence of deep, 

sedimentary basins.  The next step is to evaluate the consequences of these changes in ground motions on 

expected damage in reinforced concrete structures.                                  

a) b) 

c) d) 
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Structural rationale for the formation of growth twins in crystals 
 

Project Coordinator Name: Massimo Nespolo 

Affiliation: Université de Lorraine 

 

１ Introduction 

 Twins in crystals may form following a phase transition, under the action of an oriented pressure or at the 

growth phase. The latter is a particularly complex mechanism where the twin is formed as a compensatory 

response to a perturbation of the normal crystal growth. The formation of a twin often severely hinders the 

technological applications of a potentially interesting material, for example by reducing or suppressing the 

piezoelectric effect. It also represents an obstacle in the structural investigation of the sample, because the 

diffractions from each twinned domain overlap without a phase relation, which makes the structure solution 

and refinement problematic, especially when the resolution is limited by the quality of the sample or the 

dimensions of the unit cell. Synthesis protocols capable of reducing, if not completely suppressing, the 

formation of growth twins are an ambitious target of crystal design and for the development of such 

protocols it is of paramount importance to obtain a general structural approach explaining on the basis of the 

symmetry of the crystal structure the reasons why a given compound with a certain symmetry results in 

frequent twinning: then, the modulation of the crystal morphology will be used to reduce the occurrence of 

twinning, by favouring the development of crystal faces which correspond to lower occurrence frequency of 

twinning. 

 

２ Aims of Research  

 The research project aims at identifying the existence of a substructure  common  to the twinned 

domains in the different orientations as a necessary condition for the formation of the twin. This can be 

achieved by the analysis of the pseudo-symmetry of the atomic distribution across the interface. This 

naturally leads to an outline composed of two parts:  (1) Symmetry analysis “positive cases” (compounds 

known to give frequent twins): this part of the project has already started and has lead to the publication of a 

a few examples (2) Symmetry analysis of “negative cases” (crystals giving rare twins or not giving twins 

at all) to show that a common substructure does not exist or, if it exists, it is too small to justify the 

occurrence of a hypothetical twins. 

 

３ Results 

 This CRP has spanned two years. Results of the first year have already been submitted, we therefore only 

briefly summarize them here. 
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General approach 

The atomic structure of a crystal can be usefully divided in a finite set of crystallographic orbits, each orbit 

being generated by a symmetrically independent atom upon which act the operations of the space group. 

Each crystallographic orbit has at least the symmetry of the group that has generated it, but can also have a 

higher symmetry. When this is the case, the additional symmetry may correspond to the twin operation. In 

this case, the orbit under consideration crosses unperturbed the interface between the twinned individuals and 

contributes the common substructure which is responsible for the formation of the twin. 

Previous results (CRP 2015-2016) 

The analysis of the marcasite twin as well as of the elbow twins in cassiterite and rutile (references [1] and 

[2])  has confirmed that the “positive cases” do indeed present the structural continuity previously 

predicted. The same type of analysis has been applied to pyroxenes, where a closely related phenomenon is 

observed, called “cell-twinning”. In this case, a single structure is composed by the juxtaposition of modules 

related once again by operations that go beyond space group symmetry. Here these operations act on a 

subspace of the crystal space and are called partial operations [3]. 

A preliminary analysis of the effects of twinning on the diffraction pattern has been the object of a separate 

publication [4]. 

Results of CRP 2016-2017 

During the second year of the CRP, two more cases have been addresses, both of high relevance to Earth 

Sciences. 

1.Twins in olivine mineral group. Olivine in a group name for minerals with generic formula ABSiO4, A and 

B being divalent cations, mainly Fe and Mg, but also Mn, Ca, Ni etc. The ferrous and magnesium pole, as 

well as their solid solution, constitute the main minerals in ultramafic rocks. Three twin laws are known in 

olivine, by reflection on (011), (012) and (031), reported in decreasing abundance. We have analysed the 

common substructure of these three twins and shown that it is most important for (031). This should thus be 

the most abundance twin, not the least one. This contradiction most likely comes from a wrong indexing of 

crystal faces and planes, already found previously in the literature; in fact, (011) and (031) are two planes 

of the same unit cell defining the twin lattice and a wrong indexing results in an exchange of assignment of 

the twin laws (reference [5]). 

2.Carlsbad twinning in feldspars. Twins with twin axis contained in the composition plane are a category 

that was not yet considered before. As an example, I have studied the Carlsbad twin, which is one of the 

most common twins in feldspars, minerals making up to about 50% of the Earth crust. I have been able to 

show that the occurrence of this twin is justified on structural bases by the almost perfect restoration of 

atomic slabs centred precisely on the composition plane. These results have been submitted as an original 

research manuscript co-authored by Dr. Bernd Souvignier of the Radboud University Nijmegen, The 

Netherlands (reference [6]). 

- 38 -



４ Conclusion / Summary 

The approach proposed in the research project has proved useful to attain the declared objective, i.e. provide 

a structural model for the formation of twins. The analysis of the “negative cases” needs however the 

development of a semi-automatic procedure to screen a large number of candidates and is considered as a 

possible PhD subject for the next years. 
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Electrical Control of Magnetic State in the 
Ferromagnetic/Ferroelectric Heterostructures 
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Development of high-performance concrete core wall buildings for earthquake 

applications 
Project Coordinator Name: Tony Yang 

Affiliation: University of British Columbia 

１ Introduction 

 With the growing population in major cities worldwide, many metropolitan areas are seeing an 

upsurge in high-rise construction. Reinforced concrete shear walls (RCSWs) is a common structural 

system that is used in many metropolitan areas. In area such as Japan, where earthquake is prevalent, 

RCSWs are very efficient seismic force resisting system. However, as a building becomes taller, the 

associated deflection and overturning moment of the RCSWs become excessively large. This results in 

thicker RCSWs, larger footprint which reduced saleable space within the building. 

２ Aims of Research:  

The aim of the proposed research is to develop an innovative outrigger system that can be used to 

reduce the deflection and overturning moment of RCSW during strong earthquake shaking. This will be 

achieved through advanced analytical simulation. Detailed design methodology will be developed. 

Successful implementation of the research will improve the seismic performance of RCSWs and allow 

such system to be structural efficient and more resilient towards earthquake loads.    

３ Results 

Innovative outrigger system as shown in Figure 1 is proposed to improve the seismic performance of 

the conventional RCSW. The proposed system uses the damped outrigger to reduce the moment demand 

of the concrete core wall. An innovative energy-balanced design procedure named Equivalent Energy 

Design Procedure (EEDP) is proposed for the seismic design of the proposed damped outrigger RCSW 

system. 

  

 
Figure 1: Proposed damped outrigger RCSW system. 
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Figure 2 shows the equilibrium energy balanced concept. The proposed equivalent energy balanced 

concept utilized the plastic analysis method to design the system to achieve different performance 

objectives at different levels of earthquake shaking intensities. At the service level earthquake (SLE), the 

proposed system is designed to remain elastic. At the design-based earthquake (DBR), the proposed 

system is designed to have rapid return performance-objective, where the wall shall remain elastic, while 

the outrigger system is yielded to dissipate the earthquake energy. At the maximum considered earthquake 

(MCE) hazard level, both the wall and the outrigger were designed to yield to prevent the structure from 

collapsing.   

Figure 2. Equivalent energy balanced concept 

Figure 3 shows the three prototype buildings designed using the proposed EEDP method. 

Figure 3. (a) Elevation and (b) plan of prototype buildings 

Detailed finite element models of the prototype buildings were developed using OpenSees. Figure 4 

shows the demand capacity ratio of the proposed system at different levels of earthquake shaking intensity. 

Tower A 

Tower B 

Tower C 
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Figure 4. Outrigger fuse force (top) and wall bending moment (bottom) for each tower and hazard 

level 

４ Conclusion / Summary 

In this research, an innovative outrigger system that is effective in add lateral stiffness and distribute 

the moment demand within the concrete core shear wall system is proposed. To design for this system, an 

innovative energy-based design procedure, named Equivalent Energy Design Procedure (EEDP), was 

developed to design the proposed structures. EEDP utilizes the energy balance concept with plastic design 

approach to design the outrigger-wall structures to achieve different performance objectives at different 

shaking intensities. Three prototype buildings with varying heights were developed using the proposed 

EEDP methodology. Detailed nonlinear finite element models of the prototype model were developed 

using OpenSees and verified using experimental data. The nonlinear dynamic responses of the prototype 

buildings were then studied using to a suite of ground motions selected for the MCE design spectrum in 

Vancouver, and scaled to each of the design hazard levels. The results of the nonlinear time history 

analysis show that the prototype models designed using EEDP were able to achieve the performance 

objectives set by the designer. This shows the proposed EEDP can be used to design the outrigger-wall 

system effectively.  
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Spectroscopic studies of layered materials having distinct transport properties 

Worawat Meevasana 
Suranaree University of Technolog 
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2. Introduction & Aims of Research

The semiconducting MX2 (M = transition metal, X = chalcogen) class of transition-metal
dichalcogenides (TMDCs) have recently attracted much attention for their intriguing optical 
and electronic properties. These are typically found to depend sensitively on material 
thickness, where thinning down prototypical compounds such as MoS2 to a single layer drives 
a crossover from an indirect to a direct band gap semiconductor, accompanied with a dramatic 
increase in the photoluminescence yield. In contrast, recent studies of the group VII TMDCs 
ReX2 (X = Se,S) revealed a striking resilience of their measured photoluminescence to 
changing material thickness, attributed to a particularly-weak interlayer coupling leading to a 
monolayer-like electronic structure in the bulk. This opens the exciting prospect to achieve 
optoelectronic functionality from bulk ReX2 of the form which can only be realised by 
complex fabrication of single-layer samples and devices in group VI semiconducting TMDCs. 
Coupled with a pronounced anisotropy in their measured optical and electrical properties, 
ReX2 materials are therefore important compounds for expanding the functionality of the 
TMDCs class, and hold potential for next-generation technologies. The electronic structure 
underpinning their striking optoelectronic properties, however, remains almost completely 
unexplored experimentally to date.  

3. Results

We used angle resolved photoemission spectroscopy to investigate the band structure of
ReS2, a transition-metal dichalcogenide semiconductor with a distorted 1T crystal structure. 
We found a large number of narrow valence bands, which we attributed to the combined 
influence of the structural distortion with spin-orbit coupling. We further imaged how this 
leads to a strong in-plane anisotropy of the electronic structure, with quasi-one-dimensional 
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bands reflecting predominant hopping along zig-zag Re chains. We found that this did not 
persist up to the valence band maximum, where a more three-dimensional character was 
recovered with the fundamental band gap located away from the Brillouin zone centre along 
kz. These experiments are in good agreement with our density functional theory calculations, 
shedding new light on the bulk electronic structure of ReS2, and how it can be expected to 
evolve when thinned to a single layer.  

Figure 1. Crystal and Electronic Structures of ReS2. (a,b) Top and side views of a single 
layer (one unit cell in height) of an (a) un-distorted and (b) distorted 1T crystal structure, 
respectively. (c) Overview of the valence band structure as measured by ARPES, showing 
strong inplane anisotropy. The surface Brillouin zone is shown as red lines. The bulk and 
projected surface Brillouin zone are shown in the inset.  
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Seismic Performance of Connections between RC Frames and Steel Roofs 
Project Coordinator Name: Yao CUI 

Affiliation: Dalian University of Technology, P.R. China 

１ Introduction 

During the earthquake, there is the relative deformation between RC frame and steel roof in large span 

structures, which could be even larger than expected in the design. One of the most typical types of damage to 

large span structures are failure at the roof connection between RC frames and steel roof. The failure modes of 

the connection are the fracture of anchor rod, edge failure of concrete column head, and etc. Recent studies have 

found that the roof joint will failed by edge failure if the edge distance is relatively small. Moreover, the edge 

failure of concrete column head is rather dangerous, since the heavy concrete mass dropped from the head of 

column might injure people. However, using sufficient reinforced method, such as reinforced column top with 

steel tube, can make the failure concentrate at the anchor rods of roof joint. Previous study has shown that the 

stress condition of the anchor rods of roof joint are affected by mortar thickness which probably determine the 

seismic behavior of roof joint. However, the evaluation method for the resistance of anchor rods and the stress 

mechanism of roof joint are not proposed. 

２ Aims of Research 

In order to study the seismic behavior and stress mechanism of roof joint with different thickness of mortar 

layer under horizontal load, the parametric finite element analysis of roof joint is conducted using ABAQUS. 

The analyses will provide the knowledge of the stress mechanism of roof joint and the resistance of anchor rods. 

In the previous study, the effect of mortar thickness on the lateral resistance and failure mode of roof joint under 

both monotonic and cyclic load were discussed. Following the previous study, this study aims to offer the 

mechanism of roof joint which determining the evaluation method for the lateral resistance of roof joint 

considering the stress mechanism and deformation of anchor rods. Furthermore, the distribution of axial force, 

shear force and moment along anchor rods show the different failure mode of anchor rods with different mortar 

thickness of roof joint which could determine the resistance of anchor rods. The proposed research will render 

safe and practical evaluation method and design advises of the connection. 

３ Results 

Considering the symmetry and boundary conditions of specimens, half of model was concerned in FEM 

simulations (Fig. 1). The three dimensional eight-node element with reduced integration (C3D8R) was used in 

the numerical model. Compressive load with 25kN was applied on the top of load plate, lateral load was applied 

on the load plate by displacement control. The interface between each part of the specimens were considered in 

the numerical model (Fig. 2). The material properties were assigned to the model following the material test 

results.  
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Fig. 1.  FEM model Fig. 2.  Interaction and constraint 

Moment, shear force and axial force along the length of anchor rod AB1 and AB2 are showed in Fig. 3–5 

when the maximum lateral resistance under cyclic loading was reached. As shown in Fig. 3–5, the moment, 

shear force and axial force distribution along each anchor rod are quite similar. Therefore, it could be assumed 

that each anchor rod transfer similar load in roof joint. As shown in Fig. 3, anchor rods of all specimens reached 

the full plastic moment Mp on the top and bottom of mortar layer. While anchor rods of specimens only with 

thinner mortar layer (R-t0, R-t10, R-t15) reached the yield shear strength Vy between under load plate. The axial 

force of anchor rods are smaller than the yield strength Ny for all specimens, as shown in Fig. 5. According to 

these load distribution along anchor rod, it is confirmed that the resistance mechanism of anchor rod is changed 

from shear to bending as the mortar layer thickness increased. 
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Fig. 3.  Moment resistance distribution along anchor rod 
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Fig. 4.  Shear resistance distribution along anchor rod 
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Fig. 5.  Axial force resistance distribution along anchor rod 

As above discussed, the resistance mechanism of anchor rod is bending resistance mechanism for specimens 

with thicker mortar layer. The plastic hinges are located just on the boundary between mortar layer and load 

plate and concrete plate. Therefore, it could be assumed that anchor rods reached full plastic moment on top and 

bottom of mortar layer in the design of roof joint (Fig. 6). 

Fig. 6.  Plastic hinge location of anchor rods Fig. 7.  Mechanical model of roof joint 

Fig.7 shows the mechanical model of roof joint. Lateral resistance of roof joint (VM) is composed of shear force 

of anchor rods(∑Fab,V), friction force (Fμ) and the horizontal component of axial force of anchor rods (∑Fab,Nx). 

The stress which anchor rods resisted depends on the thickness of mortar layer. 

４ Conclusion / Summary 

Based on the simulation analysis results, the following conclusions were summarized. 

1. The anchor rods transferred similar moment, shear and axial force in one specimen. Therefore, it

could be assumed the lateral load averagely distributed to each anchor rod in design.

2. The resistance mechanism of anchor rod is affected by the mortar thickness. As the mortar layer

thickness increased, the resistance mechanism of anchor rod was changed from shear to bending, and

the plastic hinge will form on the top and bottom of mortar layer.

3. The lateral resistance is composed by the shear resistance of anchor rod, the friction force between

mortar layer and concrete, and the horizontal component of axial force of anchor rod. The shear

resistance of anchor rod is determined by the failure mode, which is affected by the mortar layer

thickness.
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2. Introduction & Aims of Research

Topological nodal semimetal (TNS) is a newly discovered gapless type of quantum
material with numerous intriguing physical properties. The first kind of TNS is where the 
conduction and the valence band touch in zero dimension (0D) forming either doubly 
degenerate points (Topological Dirac Semimetal) or pairs of points with opposite chirality 
(Topological Weyl Semimetal). Apart from being protected due to the topological nature, 
these points have bands disperse through them linearly in 3D momentum space, which brings 
interesting phenomena such as unusually high carrier mobility, large intrinsic spin Hall effect, 
giant diamagnetism, and chiral anomaly in magnetoresistance. Recent experimental works 
have successfully demonstrated the existence of 3D Dirac point in materials e.g. Na3Bi, 
Cd3As2, ZrTe5, etc., while the Weyl semimetal phase is also confirmed in materials such as 
TaAs, NbAs, NbP, TaP, MoTe2, TaIrTe4, etc.  

If the linear touching of the bands extend from (Dirac or Weyl) points to one dimension 
(1D) lines, the topological nodal line semimetal (TNLS) emerges. Comparing to discrete 
degenerate nodes, 1D nodal line (NL) structure forms a more significant feature in the 
electronic band structure and can have stronger contribution to the physically observable 
properties of these materials. To realize the NL phase, there are several paths including the 
band inversion of opposite parity bands that occurs at the high symmetry point without spin 
orbit coupling (SOC), inversion symmetry & TR consequence without SOC, mirror 
symmetry & TR consequence without SOC, and mirror symmetry & TR with SOC. However, 
as there is no guarantee that the NL will lie non-dispersively at equal energy, let alone at 
fermi level even if those discrete symmetries are imposed, observing the NL is a challenging 
task for experiment. In this work, we explored the electronic structure of another 
non-symmorphic compound InBi and tried to demonstrate it as a new type of TNLS.  
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3. Results

We systematically studied the 3D band structure of InBi as illustrated in Fig. 1(a) where
both the Fermi surface and the band dispersions along high symmetry directions are shown. 
The overall electronic structures appear more complex than the ab-initio calculation of the 
bulk bands, indicating that many bands have surface origin. We thus performed slab 
calculations for both bulk and surface electronic states and plot them along the side of each 
corresponding measurement (e.g. XΓX, MΓM, and MXM in Figs. 1(b), (c) and (d), 
respectively) The comparisons between experiment and calculations show nice agreement, 
confirming the important contribution of surface states in the photoemission intensity of 
InBi.  

By tracking the crossing points of the bulk bands at the Brillouin zone boundary, we 
discovered the nodal-line feature along the kz direction, in agreement with the ab-initio 
calculations and confirmed it to be a new compound in the TNLS family. Our discovery 
provides new material platform for the study of these exotic topological quantum phases and 
paves the way for possible future applications. 

Figure 1. General ARPES results for high symmetry cuts, equal energy surfaces, and 
calculated surface states (SS). (a) General 3D reconstruction of InBi ARPES data at 65 eV 
photon energy with several high symmetry cuts shown. (b), (c), & (d) High symmetry cut 
(XΓM, MΓM, and MXM) ARPES data with calculated SS shown which agree well.  
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Double-K braced reinforced concrete frames with buckling restrained braces for 
seismic protection 

Project Coordinator Name: Zhe Qu 

Affiliation: Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration 

１ Introduction 

Buckling restrained braces (BRBs) have been increasingly used in reinforced concrete (RC) structures during 

the past decades over the world. However, there remain several challenges when combining steel braces with 

concrete frames. A significant challenge is to transfer the brace tension force to concrete members, which are 

weak in tension. Another challenge is the frame action in corner gusset connections, which is common for steel 

braces in both RC and steel frames. The double-K bracing provides a promising solution to both of these 

problems. For steel constructions, double K-bracing is prohibited by AISC 341-10 for special concentrically 

braced frames. This is primarily because the braces intersect at mid-height of the columns and their unbalanced 

force may cause the columns to failure, thus triggering collapse of the building. The same provisions also 

prohibit the use of double K-bracing in buckling restrained braced frame. However, as already mentioned, the 

unbalanced force of intersected BRBs can be small. In this sense, this project will challenge the seismic 

provisions for steel constructions and provide detailed results on double-K braced frame system, which has little 

been reported in the literature. 

２ Aims of Research 

This research project intends to develop an innovative buckling restrained braced RC frame structure with the 

buckling restrained braces (BRBs) configured in a diamond shape (or double-K configuration) to form an 

‘energy dissipating module’ for a single span-single story reinforced concrete frame. The proposed double-K 

braced energy dissipating module is expected to impose little tensile force on steel-to-concrete connection 

because of the unique configuration of the BRBs. All steel-to-concrete connections in a single module are 

located at mid-span or mid-height of the RC beams and columns so that the local behavior of the connection is 

independent of that of the potential damage zones of the concrete frame. These features make the proposed 

system a promising solution of enhanced earthquake resilience. The proposed system can be applied in both 

new buildings and seismic retrofit of existing buildings. In particular, it requires less effort to install the 

proposed energy dissipating module on site as compared to conventional methods of connecting steel braces to 

existing concrete frame. 

３ Results 

Six BRB-to-concrete connection joints of three different anchoring methods are subjected to either pure shear 

cyclic loading or combined shear-tension and shear compression cyclic loading. Under the design load, all 
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joints performed well and exhibited no significant damage. For larger load, the joints exhibited different failure 

pattern depending on the anchoring methods (Figure 1). The results also show that the loading pattern has only 

marginal effects on the failure pattern of the joints. The joints with embedded shear studs exhibited much 

smaller initial stiffness as compared to the joints with post-installed chemical anchors or interfacial epoxy 

resins. 

(a) Joints with embedded studs

(b) Joints with post-installed chemical anchors

(c) Joints with post-installed chemical anchors and interfacial epoxy resin

Figure 1 Failure patterns of brace connection joints 

４ Conclusion / Summary 

The initial stiffness, load-bearing capacity and hysteretic behavior of BRB-to-concrete connection joints of 

various anchoring methods are obtained through pseudo static tests. This provides a basis for the design of the 

next phase sub-assemblage level tests.  
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ナノインデンテーション法による高温の力学特性評価

 佐賀大学芸術地域デザイン学部  赤津 隆 

１ はじめに 

 近年、航空機エンジンでは環境意識の高まりと、航空燃料の価格高騰などにより、燃費改善が喫緊

の課題となっている。航空機エンジンの燃費を改善し、CO2排出量を大幅に削減するためにはエンジン

部材の軽量化、高温使用が不可欠である。高圧タービン部材（タービン動翼・静翼、シュラウド等）

は極めて高温で過酷な環境下での耐久性が要求される。現在、表面に耐熱性に優れるジルコニア系セ

ラミックスのコーティングが施された Ni 基系超合金が使用されているが、1200 °C の耐用温度が限界

である。この使用温度の限界を打ち破る材料としてセラミック基複合材料、中でも iC 繊維と SiC マト

リックスを複合させたSiC繊維強化SiCマトリックス複合材料（SiC/SiC複合材料）が注目されている。

SiC/SiC 複合材料を航空機エンジン部材として使用するためには SiC を高温水蒸気から守り、部材の長

期使用を可能にするために部材の表面に耐環境性コーティングを施すことが必須である。 

２ 研究目的 

 耐熱コーティングや耐環境コーティングの耐久性を定量化するためには、破壊の駆動力となるエネル

ギー解放率とその経時変化の推定が必須であり、エネルギー解放率を推定するにはコーティングの力

学特性とその温度変化を知る必要がある。ナノインデンテーション法はコーティングの力学特性評価

法として注目されている試験法であり、本研究の目的は、その高温下での適用にチャレンジすること

である。 

３ 研究成果 

ホットステージとレーザー局所加熱を併用し、試料を 600℃まで加熱しナノインデンテーションを行

うことを可能にした。試料温度はサーモカメラにより測定し制御した。加熱による測定データのドリ

フト、ばらつきを最小限に抑えるために冷却システムを導入し、測定精度の向上を図った。高温大気

中での使用に耐えるサファイア製球形圧子を用い、Mullite 基板上 Yb2Si2O7膜の 500℃での高温インデ

ンテーション試験を行った。得られた荷重-押し込み曲線から、500℃でのヤング率 146±15.6GPa を得

た。この値は室温でのヤング率 147±6.2GPa とほぼ一致した。 

４ まとめ 

 基本的にナノインデンテーションは精密な変位計測が求められるため、ほぼ室温に限り適用されてき

たが、本研究の成果により、適用できる温度範囲が大幅に拡大する可能性がある。薄膜の力学特性の

評価はナノインデンテーション法以外では困難であり、高温測定の実現は膜の高温環境下での実用に

際し意義のあるものである。 
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ブレース接合部の耐震設計法の高度化 

 神戸大学大学院・工学研究科 浅田 勇人 

１ はじめに 

過去の地震被害によれば，ブレースが十分な性能を発揮する以前に，接合部を起点に破断する被害が

多く生じている。特に管通しガセット継手を有する閉断面のブレースでは，ブレースの曲げ剛性に対し

て接合部の曲げ剛性が極端に小さくなると，接合部のみが面外へと屈曲する 4 ヒンジあるいは 3 ヒンジ

座屈，いわゆる首折れ座屈が発生し，いったんこのような座屈が生じれば，耐力だけでなく変形能力も

著しく低下する 1)。この首折れ座屈に関する理論的・実験的研究 2),3)は既に行われているが，現行の設計

指針ではこの破壊を防止する具体的な設計法を明示するには至っていない。

２ 研究目的 

本研究では，現実的な接合ディテールを考慮して首折れ座屈防止条件を求めることを最終目的とし，

一面せん断接合部を有する鋼管ブレースを対象として，ガセットプレートと割込板部の剛性・耐力の相

違を考慮した首折れ座屈荷重算定式を誘導するとともに，数値解析によるパラメトリックスタディから

算定式の妥当性を検証した。 

３ 研究成果 

曲げ座屈および首折れ座屈の両モードに対応する力学モデルを図 1 および図 2 に示す。両力学モデ

ルともに，両側のガセットプレートの面外曲げ剛性・耐力が非対称となることを前提としている。ま

ず，首折れ座屈において両側の GPL 部の非対称性を考慮して誘導した座屈荷重 CNcr*と，両側のうち相

対的に低い GPL 部の剛性 Kgp1を両側の端部回転ばねに考慮して算定した座屈荷重 CNcrを比較する。無

次元化座屈荷重と接合部長さ比 kaの関係を図 3 に示す。ここでは GPL 部と割込板部の剛性比 Kgp1/Kfp

を，1.0~10 まで変動させている。CNcr と CNcr*の大小関係は接合部長さ比 kaおよび剛性比 Kgp1/Kfp によ

って変動するが，その差異は大きくとも 9%程度である。よって，両側の GPL 部が非対称な場合も，

首折れ座屈荷重を相対的に低い剛性 Kgp1を有する GPL 部を両側に仮定して，計算すればよいことが示

唆される。

上記の算定法の妥当性を検討するために，表 1 に示す鋼管断面，ブレース長さ，接合部長さ，各部の

剛性および耐力を変動させた 127 ケースの FEA を実施した。曲げ座屈および首折れ座屈の算定値と解

析値の比較を図 4 に示す。グラフの横軸は各座屈荷重に対応する一般化細長比である。曲げ座屈荷重

は LSD4), 5)に準拠して算定を行っている。解析値と計算値の比は平均で 1.00, 変動係数は 0.063 であり，

精度良く座屈荷重を評価できている。また，座屈モードについても全解析ケースの 94％(119/127)で正

しく判別できている。
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鋼管断面 - ○-76.3×2.8，○-76.3×4.2，○-114.5×4.5

Lb [mm] 2098~3000
ka - 0.074~0.20

kaLb [mm] 195~546
kb - 0.08~0.38

kakbLb [mm] 45，75
tfp [mm] 9，16
bfp [mm] 130，180
tgp [mm] 9，16
bgp [mm] 130~540

表 1 パラメータ設定値
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４ ま と め 

 本研究では，割込板部と GPL 部の曲げ剛性・耐力の相違を考慮した首折れ座屈荷重算定式を誘導し， 

FEA から算定式の妥当性を検証した。この結果を踏まえて，今後簡便な首折れ座屈防止条件を提示す

る予定である。 
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光音響イメージングのための近赤外吸収ナノ粒子コロイドの作製 

 愛媛大学大学院理工学研究科  朝日 剛 

１ はじめに 

光音響効果によって生じた超音波を検出し画像化を行う光音響イメージング法は、固体材料の内部

欠陥検査や医療分野への応用が期待されている。特に医療分野への応用においては、生体中のヘモ

グロビンや水の吸収および生体組織による散乱の影響が小さく生体内部への透過性の高い、波長

700nm から 900nm の波近赤外光を用いた光イメージングが有効とされている。そのため、生体の光

音響イメージング用のプローブとして、近赤外域に強い吸収を持つ非発光性のナノ粒子の開発が求

められている。プローブ材料としてこれまで、色素分子、カーボンナノチューブ、金ナノ粒子など

が検討されてきたが、本研究では有機顔料ナノ粒子に着目した。 

２ 研究目的 

ナノ粒子の生体応用を考える際、添加化学物質の少ないナノ

粒子作製法が有効である。そのような有機ナノ粒子作製法の

一つに、液中レーザーアブレーション法がある。本手法は、

貧溶媒中に懸濁させた原料微粉末を高強度パルスレーザー光

照射により粉砕し、ナノ粒子コロイドを得る方法である。そ

こで本研究では、各種金属フタロシアニン(以下 MPc、図１)

について、液中レーザーアブレーション法によるナノ粒子作

製を試みた。 

３ 研究成果 

原料 MPc 粉末を蒸留水に懸濁させ(濃度 5.0×10－3 wt%)、マグネティックスターラーで攪拌しなが

ら Nd3+:YAG レーザーの第二高周波(波長 532 nm、パルス幅 8 ns、繰り返し 10 Hz)を照射後のコ

ロイドの吸収スペクトルの一例を図 2に示す。

図 2．ナノ粒子コロイド作製の模式図（左図）と 

図.1 MPc の構造式 
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レーザー照射直後後のコロイドの吸収スペクトル。

中心金属が Cu、Co、Fe、AlCl、TiO では、レーザー照射

直後に青色の透明なナノコロイドが得られた。作製したナ

ノ粒子コロイドの分散安定性は中心金属の種類に大きく

依存した。AlClPc 以外の金属 Pc では、コロイドを室温で

静置すると、一日から一週間の時間で粒子の凝集、沈殿が

目視された。  

特に分散安定性に優れた AlClPc ナノ粒子について、高濃

度ナノ粒子コロイドの作製と PBS バッファー溶液中での

分散安定性を検討した。通常条件より約 10 倍高濃度

（50mwt%）の原料懸濁液へのレーザー照射により作製し

たナノ粒子コロイドの結果を図 3 に示す。AlClPc では、

40mwt％濃度においてもナノ粒子は水中に 1 週間以上安定

に分散し、凝集沈殿は全く観測されなかった。ピーク波長

での光学濃度（OD）が 20 以上の高濃度ナノ粒子コロイド

を得ることができた。また、SEM 観察から粒子に平均サイ

ズは約 20nm 程度であった。生体イメージングへの応用を

考える場合、ナノ粒子がイオン強度の高い塩水溶液中でも

安定に分散することが望ましい。そこで、作製したナノ粒子コロイドを PBS バッファーで希釈し、

ナノ粒子の分散安定性を検討した。希釈後の粒子濃度が約 2mwt％のコロイドの吸収スペクトル変

化を図４に示す。希釈直後から 1 時間程度まではナノ粒子は凝集することなく分散したが、さらな

る時間の経過とともに、ナノ粒子の吸収が減少し、約 3 時間後では半分以上のナノ粒子が沈殿する

ことが分かった。純粋中以外でのナノ粒子の安定性の向上が今後の課題である。

４ ま と め 

近赤外（波長 700～800 nm）域に強い吸収を持つ有機ナノ粒子コロイドを、有機溶媒や分散媒など

を全く用いることなく作製することを目的に、液中レーザーアブレーション法による各種 MPｃナノ

粒子コロイドを検討した。AlClPc において、水中での分散安定性に優れかつ高濃度のナノ粒子コロ

イドの作製に成功した。作製したナノ粒子のサイズは 20 nm であり、安定剤や分散剤を用いること

なく、PBS バッファー中に分散することが分かった。しかしながら、音響イメージング用のプロー

ブとしての展開を考える上で、より高濃度かつ高分散安定なナノ粒子コロイドを作製することが必

要であり、今後は、生体親和性の高い分散剤の使用を検討する予定である。

図 3 AlClPc ナノ粒子コロイドの写

真、SEM 像（上図）と吸収スペクト

ル（下図）。
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酸化物磁性薄膜の磁気特性への応力および電界効果の研究 
                 長岡技術科学大学大学院  石橋隆幸 

 

 

１ はじめに 

強磁性と強誘電性を合わせ持つマルチフェロイック材料は、磁場を用いず、電圧によって磁化の向

きを制御するスピントロニクスデバイスとして期待されている。しかしながら、現在、この両特性の

結合が十分に強く、かつ、実用に供することができる単相からなるマルチフェロイック材料は得られ

ていない。本研究では、前年度までの研究において、ビスマス置換ガーネット薄膜に PZT 結晶を用い

た歪みの印加によって、保磁力を増加させることに成功し、歪み制御による磁気異方性制御の可能性

を示した。しかし、本研究の目的である電圧による磁化方向制御を実現するためには、磁性薄膜の磁

気異方性の制御と磁歪の関係を調べる必要がある。そこで本年度は、ビスマス置換ガーネットやフェ

ライト薄膜について、磁歪効果および磁気異方性について詳細に調べる。 

 

２ 研究目的 

ビスマス置換ガーネットなどの大きな磁気光学効果を有する酸化物磁性体材料は、光スイッチング

や空間光変調器などへの応用が期待されている。しかし、絶縁体であることからスピン注入によって

磁化を反転させることができない。そのため、圧電効果や電気磁気効果を使った電圧駆動によるデバ

イスが求められている。しかしながら、これまでの研究では、面内から面直方向へ磁化が変化するよ

うな結果は得られていない。そこで本研究では、ビスマス置換ガーネットなどの酸化物磁性体材料の

磁歪や磁気異方性を明らかにするとともに、圧電効果や電気磁気効果を利用した磁化反転技術の開発

を目指す。 

 

３ 研究成果 

 有機金属分解(MOD)法を用いて、ガラス基板または Gd3Ga5O12 (GGG)単結晶基板上に作製した

Nd3-xBixFe5-yGayO12 薄膜について、磁歪定数の評価を行った。評価方法として、ファラデー効果の測定

と X 線回折法を組み合わせた方法、磁気トルク法および光てこ法の 3 種類を用いた。測定に用いた試

料の組成と基板の種類、測定法、磁歪定数測定結果をまとめたものを表 1 に示す。単結晶基板上に作

製した(111)、(100)配向膜およびガラス基板上の多結晶膜のいずれの場合にも、磁歪定数が負であるこ

とが明らかになった。そして、ガラス基板上に作製した試料については、磁気トルク法および光てこ

法によって測定することにより、s の値を求めることに成功した。得られた値は、10-6〜10-7 の値であ

った。この値は、他の希土類を含む磁性ガーネットと同程度の大きさであった。 

今回、磁気光学効果を用いた測定では、定量的な測定を行うために、曲率の異なる試料ホルダーを

作製し評価を行った。角形のヒステリシスを示す、Nd0.5Bi2.5Fe4GaO12/ Nd2BiFe4GaO12/GGG では、印加

磁界 0.5k Oe としたときに、波長 460 nm または 530 nm において、歪みを 0.1%導入することにより、

光の偏光面を約 1 度回転させることが可能であることが確認できた。 
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表１ Nd3-xBixFe5-yGayO12 薄膜の磁歪定数測定結果のまとめ 

試料 基板 測定法 磁歪定数 

Nd0.5Bi2.5Fe4GaO12  GGG(100) ファラデー, XRD λ100 < 0 

Nd0.5Bi2.5Fe4GaO12 GGG(111) ファラデー, XRD λ111 < 0 

Nd0.5Bi2.5Fe4GaO12 Glass ファラデー, XRD λs < 0  

Nd2BiFe4GaO12 Glass 磁気トルク法 λs= -5.7×10-7 

Nd0.5Bi2.5Fe5O12/ Nd2BiFe4GaO12 Glass 光てこ法 λs= -2.33×10-6  

Nd0.5Bi2.5Fe4GaO12/ Nd2BiFe4GaO12 Glass 光てこ法 λs= -1.79×10-6  

 

４ ま と め 

 有機金属分解(MOD)法を用いて、ガラス基板または Gd3Ga5O12 (GGG)単結晶基板上に作製した

Nd3-xBixFe5-yGayO12薄膜について、磁歪定数を調査した。その結果、磁歪定数100、111のともに、負で

あることと、sのが 10-6〜10-7であることを初めて明らかにした。                   
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Effects of ferroelectrics on the spin dynamics of ferromagnetic/ferroelectric 

heterostructured thin films 
 

Shinji Isogami 

Fukushima National College of Technology 

１ Introduction 

 Multiferroic materials are expected to realize magnetic devices that work at low power consumption. It is well 

known that the magnetic properties of epitaxial ferromagnetic films (FMs), e.g., Fe, adjacent to BaTiO3 

substrate can be manipulated not only by applying an electric field [1,2] but also by interfacial strain coupling 

[3,4]. Most of the heterostructures, however, consist of pseudo single crystal films, so that they might not be 

useful for device applications from mass production viewpoints. The present study, on the other hand, focuses 

on interfacial strain coupling in amorphous FMs/BaTiO3 heterostructures, where specific stress induced by the 

structural transition in BaTiO3 from the tetragonal to the orthorhombic phases leads to the variation in the 

magnetic anisotropy. CoFeB alloy that is known as an amorphous magnetostrictive material [5,6] was reported 

to exhibit clear magnetoelastic properties in the (PZT-micro-fiber [7], flexible substrate [8])/amorphous CoFeB 

heterostructures. However, a detailed investigation into the magnetoelastic effect in heterostructures consisting 

of amorphous CoFeB films and ferroelectric substrates such as BaTiO3 has not been done by comparing with 

those in reference samples, i.e., Si substrates/CoFeB without magnetoelastic effect. 

２ Aims of Research  

 The aim of this study is to prepare BaTiO3 substrate/amorphous CoFeB heterostructures and to clarify the 

relationship between the in-plane magnetic anisotropy of the amorphous CoFeB film and the strain as well as 

the domain structure of the BaTiO3 substrate quantitatively. Results for thermal oxidized Si 

substrate/amorphous CoFeB heterostructures are also carefully compared. Heterostructures with the stacking 

sequence of BaTiO3(001) substrate / Ta(0.8) / Co10Fe74B16(15) / Ru(1) / Ta(2) (film thickness in nm) were 

fabricated using a DC magnetron sputtering system at room temperature (RT), where a magnetic field of 

approximately 150 Oe was applied in the substrate plane. A slight uniaxial magnetic anisotropy is supposed to 

be induced in the as-deposited state, accordingly. The same stacking structures were also fabricated on thermal 

oxidized Si substrates for comparison. According to our previous study of CoFeB-based magnetic tunnel 

junctions [9], the present Co10Fe74B16 films likely involve amorphous or microcrystalline phases. Magnetization 

curves for the heterostructures were measured using a vibrating sample magnetometer at 230 K and RT, where 

the direction of external magnetic fields (H) was rotated in the film plane. 

３ Results 

 Figures 1(a) and (b) show typical magnetization curves for the BaTiO3 sub. / Ta(0.8) / CoFeB(15) at 230 K and 
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RT, respectively. The solid and dashed lines represent the data measured in the directions along the easy axis and 

hard axis, respectively. Note that the scale of the H axis in Fig. 1(a) is considerably different from that in Fig. 

1(b). The in-plane magnetic anisotropy energy (K) was estimated to be 7.4×105 erg/cm3 for 230 K and 0.36×

105 erg/cm3 for RT. The sample with the thermal oxidized Si substrate, on the other hand, shows similar K 

values of 0.26×105 erg/cm3 at 230 K and RT, as seen in Figs. 1(c) and (d). The drastic change in the K value for 

the BaTiO3/Ta/CoFeB sample at 230 K can be attributed to the tensile stress in the Ta/CoFeB due to the lattice 

distortion as a consequence of the tetragonal-orthorhombic structural phase transition in the adjacent BaTiO3. 

The tensile stress in CoFeB leads to the magnetic anisotropy through its magnetostrictive effect. A quantitative 

analysis of the magnteic anisotropy supports our desciption above. The stress () in the CoFeB induced by the 

BaTiO3 is given by  = Y, where Y is the Young’s modulus of CoFeB of 170 GPa [10,11] and ε is the strain in 

the BaTiO3 along one direction of the (001) plane of 0.44 % [4]. The magnetoelastic energy associated with it is 

given by 3/2s, where s is the saturated magnetostriction coefficient of CoFeB of 45×10-6 [8], leading to a 

magnetoelastic anisotropy energy of 5×105 erg/cm3. The value is slightly smaller compared with the K value of 

7.4× 105 erg/cm3 estimated from the magnetization curve, which implies the presence of anisotropy 

contributions from the Ta/CoFeB interface [10]. Figures 2(a) and 2(b) summarize the ratio of the remanent 

magnetization Mr to the saturation magnetization Ms (Mr/Ms) for the CoFeB film on BaTiO3 and thermal 

oxidized Si substrates, respectively. "Dumbbell-like" directional dependence appeared at both temperatures 

indicates that uniaxial magnetic anisotropy is induced in the amorphous CoFeB films. For the BaTiO3 sample, 

the direction of the uniaxial easy axis is rotated by 90° at 230 K while the easy axis is not rotated at 230 K for 

the Si substrate sample. This indicates that the stress in CoFeB arising from the BaTiO3 points to the direction 

perpendicular to the initial easy axis in the CoFeB film. The results clearly demonstrate the presence of 

magnetostrictive effect from the structural phase transition of the adjacent BaTiO3 even with the Ta underlayer. 

Detailed results will be discussed as to the ferroelectric domain structure of BaTiO3 as well as the influences of 

Ta layer insertion. 

４ Conclusion / Summary 

 Prior to the investigation of the spin dynamics, static magnetic properties were examined for the 

BaTiO3/CoFeB heterostructures. The analysis revealed that induced uniaxial magnetic anisotropy at 230 K can 

be attributed to the strain from the BaTiO3 substrate. Therefore, manipulation of the spin dynamics by 

interfacial strain is expected, and might contribute to boost the production of novel spintronic devices.   
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Fig. 1 Magnetization curves for the heterostructures on (a, b) BaTiO3 substrate and (c, d) thermal 
oxidized Si substrate. The solid and dashed lines correspond to the magnetizations along the easy 
axis and hard axis, respectively. 

Fig. 2 Polar plots of the ratio of the remanent magnetization to the saturation magnetization (Mr/Ms) 
calculated from the magnetization curves as a function of the in-plane magnetic field direction for the 
heterostructures on (a) BaTiO3 substrate and (b) thermal oxidized Si substrate. The closed and open 
circles represent the results obtained at 230 K and RT, respectively. 
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自己発熱機能をもつ固体型 CO2 吸収材の作製と 

CO2 吸収能の最適化 

 中央大学理工学部応用化学科 大石克嘉 

１ はじめに 

Li2CuO2 や Li4SiO4 などのリチウム複合酸化物は CO2 吸収材として高い能力を持つ[1]。しかし，吸

収した CO2 を放出するためには高温を必要とするため，デバイスとして繰り返し使用するためには外

部加熱が必須となる。我々は，上記の問題点を解決するべく，Li2CuO2もしくは Li4SiO4を用いた固体

型 CO2吸収材に自己発熱機能を持たせた複合材料を考案し[2]，実際に Cu/CuO-Cu2O/Li2CuO2もしく

は Si/SiOx/Li4SiO4 の三層構造を持つ CO2 吸収コンポジットの作製に成功した[3]。この CO2 吸収コン

ポジットの作製が成功した事に関する確認は，本東工大の共同利用で使用させていただいた真島研究室

の電子顕微鏡(SU-8200)が必須であった。 

２ 研究目的 

本年度の共同利用研究では，真島研究室の電子顕微鏡(SU-8200)を用いる事は言うまでもないが，

Cu/CuO-Cu2O/Li2CuO2よりも作製が困難と考えられている Si/SiOx/Li4SiO4の製造について，新しい製

造工程を提案し，その製造工程を使ってより簡便にコンポジットを作製する事を試みる事，また作製さ

れたコンポジットについて，電子顕微鏡による観察と元素分析を行い，層状構造を確認する事，さらに

その CO2吸収挙動を熱重量分析装置により測定・評価したのでそれについても報告する。 

３ 研究成果 

遊星ボールミルを使用して，1.0g の Li2CO3(レアメタリック製，99.99%)粉末試薬を 5mL のエタール

中に良く分散させて Li2CO3ペーストを作製した。得られた Li2CO3ペーストからスポイトを用いて，適

量(1，3，5 滴)を取り，0.5mm×3.0mm×70mm にカットした Si ウェハー(ニラコ社製、P 型、＜0.02Ω・

cm)表面上に滴下した。その後大気中で，得られた 3 種類の Si 板に電圧を印加して 2.4A の電流を流す

事により 800℃まで加熱しその温度で 30 分保持する事により Si と O2(大気中の酸素)と Li2CO3を反応

図 1 これまでの二段階の製造工程と本研究での一段階の製造工程の違い

- 65 -



させて，3 種類の Li4SiO4層厚を持つ Si/SiOx/Li4SiO4 CO2吸収コンポジットを作製した。得られたコン

ポジットの表面を SEM(Jeol 製 JCM-5000 及び，Hitachi 製 SU8000)により観察した。その後，それら

コンポジットの CO2吸収挙動を，熱重量分析装置(Advance Riko, Inc.製 TGD9500)を用いて評価した。 

作製した 3 種類のコンポジットの表面を SEM により観察した結果を図 2 に示す。同時に，XRD によ

り 3 種類のコンポジットの最表面上には CO2吸収物質である Li4SiO4層が存在する事を確認した。図 2

から，滴下した Li2CO3 ペーストの滴下数が多ければ多いほど，生成する Li4SiO4 層厚が厚くなる事が

確認された。この結果は，濃度が既知の Li2CO3 ペーストを予め用意しておけば，生成される Li4SiO4

層の厚さを制御可能である事を示唆している。また，電子顕微鏡観察から概算した Li4SiO4層の厚さを，

Li2CO3添加量に対してプロットした結果を図 3 に示す。やはり，Li2CO3添加量が増加すると層厚は単

調に増加する事が確認された。

次に，本共同利用での協力研究室である東京工業大学応用セラミックス研究所の真島研究室にある電

子顕微鏡(HITACH SU-8200)を用いて，製造した Si/SiOx/Li4SiO4 CO2吸収コンポジットの観察と元素

1 滴滴下 3 滴滴下    5 滴滴下 

図 2  2.4 Aの電流を通電させて 800℃で加熱する事により作製したSi/SiOx/Li4SiO4 CO2コンポジ

ットの表面状態

図 3  滴下した Li2CO3の量と Li4SiO4層の層厚の関係
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分析を行った。結果を図 4 に示す。同図上向かって左が電子顕微鏡写真である。すこし残念な事にチャ

ージアップがあり画像が光っているが，その光っている部分が Li4SiO4層である。元素分析の結果から，

層部分には，青色のケイ素原子(Si)と比較的濃い緑色の酸素原子(O)の分布が確認される。これらの結果

は，XRD による Li4SiO4相の確認の結果と一致している。

最後に，熱重量分析実験により，作製したコンポジットが CO2の吸収・放出を繰り返し可能である事

も確認した。 

４ ま と め 

本研究の結果より，これまでどうしても必要であった Si 表面の酸化工程を無くし，Li2CO3と Si 表面

を液-固反応させる事により一段階工程で，Si/SiOx/Li4SiO4 CO2 吸収コンポジットの作製に成功した。

作製されたコンポジットの電子顕微鏡観察と元素分析から，当初の目的のコンポジットが作製された事

を確認した。また，熱重量分析実験から，このコンポジットが CO2の吸収・放出を繰り返し行える事も

確認出来た。

参考文献

[1] Y. Matsukura, T. Okumura, R. Kobayashi, K. Oh-ishi, Chem. Lett., 39, (2010) 966-967.

[2] K. Oh-ishi, R. Kobayashi, Chem.Eng. 57 (2012) 25.

[3] 渡邉晃平・古藤大輝・岡研吾・大石克嘉・小林亮太・真島豊, セラミックス協会第 29 回秋季シン

ポジウム予稿集, 3N03, 2016.

図 4 作製された Si/SiOx/Li4SiO4 CO2吸収コンポジットの電子顕微鏡写真と元素分析結果
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サイクロトロン共鳴によるトポロジカル絶縁体候補物質の

ディラック錐型電子状態の研究 

 神戸大学分子フォトサイエンス研究センター  大久保 晋 

１ はじめに 

トポロジカル絶縁体は、バルクではエネルギーギャップが開いている絶縁体であるが、表面ではギャ

ップが閉じて金属状態が現れるという新しい量子状態として理論的に提唱され近年盛んに研究が行わ

れている物質である。トポロジカル絶縁体の表面におけるエネルギー分散はグラフェンと同様に線形

分散を持つとされているが、グラフェンと異なりアップスピンとダウンスピンは縮退していないと理

論的に考えられている。これらに対して実験的には APES や STM でフェルミ面の分散の形状やランダウ

準位の磁場依存性について報告がされている。このような奇妙な表面状態は特殊なスピン偏極を持ち

エネルギー散逸の無いスピン流を生み出せることなどから基礎的にも応用的にも大変興味が持たれて

いる。 

２ 研究目的 

 ３次元トポロジカル絶縁体のフェルミ面の直接的観測法であるサイクロトロン共鳴を用いて、磁場依

存性を含めた観測を目指す。これによりフェルミ面近傍の線形分散を検証することと、ディラック電

子状態のフェルミ速度を高精度に決定することができる。昨年まで Bi2Se3 の薄膜積層試料を測定して

いたが、感度不足のため十分な測定は出来ていなかった。そこで今年度は Bi2Se3 に最適化させた高感

度化サイクロトロン共鳴装置の開発を行った。 

３ 研究成果 

サイクロトロン共鳴には、電磁波と磁場の印加が必要である。また、感度向上のためには低温が不可

欠で、これらを組み合わせるとなると、縦型クライオスタット（低温恒温槽）が必要となる。そのた

め、電磁波光源から試料までの光路はどうしても長くならざるなくなる。この状態で高感度化するに

は，光源の出力を高めるか、検出器の検出感度を向上させるのが一般的である。２０年来テラヘルツ

光を用いた測定の経験から、光源出力、検出器感度の点で現在以上の劇的な向上は困難と考え、通常

は長くならざる得ない光路を短縮化させたクライオスタットの開発をおこなった。これにより、光路

は従来の約半分にすることに成功した。検出器が検出する電磁波の強度は約２倍と向上させることが

出来た。 

４ ま と め 

トポロジカル絶縁体Bi2Se3の薄膜試料のサイクロトロン共鳴のための感度向上を目指したクライオス

タットの開発に成功した。今後、笹川崇男氏と密に連絡を取り、最適化試料による測定を遂行し、デ

ィラック電子状態を明らかにしていく。 
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新規鉛・ビスマス含有酸フッ化物の高圧合成 

 中央大学理工学部応用化学科  岡 研吾 

１ はじめに 

 Pb.Bi を含むペロブスカイト酸化物は、6s 軌道電子の存在によって、PbTiO3,PbVO3,BiCoO3などで見ら

れる対称中心のない構造歪みによる電気分極や、PbCrO3,BiNiO3 におけるサイト間電荷移動による巨大

負の熱膨張などの興味深い物性を示す系である。一方、近年、異種アニオン同士を組み合わせるアニ

オン複合化というアプローチが、新材料探索の観点から大きな注目を集めている。異種アニオン同士

の価数、電気陰性度、イオンサイズの違いにより、酸化物では得られない構造の安定化や電気的な性

質の変化が期待できるためである。Pb.Bi を含むペロブスカイト酸化物においても、アニオン複合化を

行えば、新たな構造や物性が発現すると期待されるが、これまでこのような研究例はほとんど報告さ

れていなかった。 

２ 研究目的 

本研究課題では、Pb,Bi を含むペロブスカイト酸化物のアニオンサイトを、酸素ともう一つのアニオ

ンで複合化した新物質の探索を行うことを目的とした。アニオン複合化の研究対象として、

PbVO3,BiCoO3を選んだ。これらの物質は、高圧下で正方晶から立方晶へと体積収縮を伴う構造相転移を

起こす。さらに V4+の d1および Co3+の d6電子配置によって安定化される巨大な正方晶歪みを持つため、

構造相転移の際に、10%以上もの体積収縮が起こる。このような特性から、巨大負熱膨張の候補材料と

して期待される物質である。1,2 しかし、正方晶から立方晶への構造相転移は高圧力条件下でしか起こ

らず、負熱膨張材料として応用するには、常圧での構造相転移を実現する必要があった。そこで、巨

大負熱膨張巨大負熱膨張実現のため、アニオンサイトを酸素とフッ素で複合化することによって、相

転移圧力を常圧まで下げることを試みた。 

３ 研究成果 

 PbF2, BiF3 をフッ素源とし、高圧合成法で試料を合成し、

酸素とフッ素によるアニオン複合化を試みた。実験には、

東研究室のキュービックアンビル型高圧合成装置 Piglet

を使用した。 

 BiCO3 をベースにアニオンを複合化する試みはうまくいか

なかったが、PbVO3のアニオン複合化については、Fの置換

量に対して格子定数が変化したため、目的の試料が合成で

きたと考えられる。当初の狙い通り、F 置換により、構造

歪みの指標である c軸と a軸長の比(c/a)が 1.23 から減少し

た(Fig. 1)。このことは、構造歪みを安定化している V4+の

Figure 1 PbVO3-xFxにおけるc/a比の組成変化。

c/a = 1 は立方晶に対応する。 
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d1電子配置が、O2-を F-で置換したことにより、一

部が V3+の d2 電子配置へと変化したためだと考え

られる。また、置換量が PbVO2.5F0.5の試料は PbVO3

の高圧相である立方晶ペロブスカイトとなってい

た。 

 次に、昇温による構造相転移について調べた。結

果、PbVO2.8F0.2という組成において、昇温による正

方晶から立方晶への構造相転移が見られた。構造

相転移の際の、正方晶相および立方晶相、そして

リートベルト解析を行い精密化した相分率の重み

をつけた平均格子体積の温度変化をFig. 2に示す。

室温以上で、構造相転移に伴う平均格子体積の大

きな収縮が見られた。また、この構造相転移は可

逆的であることを確認した。300-380 K の温度領

域において、平均格子体積より見積もった線熱膨

張係数はαL = -280 ppm/K もの巨大な値を示した。

しかし、残念ながら、昇温過程と降温過程におい

て、大きな温度ヒステリシスも確認された。 

４ ま と め 

 本研究課題で、PbVO3-xFx は巨大負熱膨張を示すことを見いだした。これは異なる価数のアニオン同士

を複合化することにより、Vの価数を制御することに成功したためであると考えられる。平均格子体積

変化から見積もられた熱膨張係数の大きさは、従来負熱膨張材料の 2倍以上もの値となった。しかし、

この系は合成の再現性が悪く、さらなる実験を重ねて、合成条件を最適化していく必要がある。80 K

もの巨大な温度履歴も問題であり、今後、組成を検討して履歴を抑制しなくてはならない。そのため、

Fの置換量を精密に制御することで、負熱膨張特性のチューニングが可能であるかなど、検討すべき課

題は多い。これらの課題を克服するため、今後も共同利用を行い、さらに研究を進めていきたい。 

参考文献 

1) A. A. Belik, et al., J. Phys. Soc. Jpn., 83, (2014) 074711.

2) K. Oka,et al., J. Am. Chem. Soc., 132 (2010) 9438-9443.

Figure 2 PbVO2.8F0.2 における正方晶相、立方晶相および相

分率の重みをつけた平均格子体積の温度変化。相転移は二

相共存状態を経て進むため、相転移の間、平均の格子体積

はなだらかに減少する。 
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トポロジカル半金属候補物質の結晶育成と物性

 名古屋大学大学院工学研究科  岡本佳比古 

１ はじめに

 近年、バンドギャップの大きさがちょうどゼロになった状態が安定に存在するゼロギャップ半導体

が、トポロジカルに保護された電子状態をもつトポロジカル物質であることが認識され、大きく注目

されている。このようなゼロギャップ半導体＝トポロジカル半金属において非自明なトポロジーをも

つ電子状態を得ることができれば、カイラル異常に起因する負の磁気抵抗や、異常量子ホール効果、

超高易動度キャリアの実現といった極めて特異な電子輸送現象の実現が期待される。実験的にも、

Cd3As2、Na3Bi や TaAs をはじめとする、ディラック半金属またはワイル半金属を実現する新たなゼロ

ギャップ半導体が次々と報告されており、トポロジカル半金属は近年の固体物理学の研究におけるホ

ットスポットといえる。

２ 研究目的

本課題では、様々なトポロジカル半金属のうち、ラインノードディラック半金属 CaAgX (X = P, As)

に着目する。最近、グラフェンや Cd3As2に代表されるような、価電子バンドと伝導バンドが点で接す

る通常のディラック半金属と異なり、波数空間においてディラック点が線状に繋がるラインノードデ

ィラック半金属の報告が相次いでいる。このようなラインノードをもつトポロジカル半金属では、ラ

インノードの長さに比例する軌道磁化・電気分極や、三次元系における分数量子ホール効果や量子ホ

ール強磁性の実現に繋がるようなフラットなランダウ準位が出現すると理論的に指摘されているが、

実験的にはほとんど未解明である。現在得られている候補物質は、フェルミエネルギー付近にディラ

ック点だけでなく通常のバンドをもつことが多いこと、化学的に不安定な物質が多く実験研究が困難

であることが挙げられる。

CaAgX は研究代表者らにより、ブリルアンゾーン内の円環上でゼロギャップとなることが指摘され

た新しいトポロジカル半金属である（A. Yamakage, Y. Okamoto et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 013708 

(2016).）。六方晶の秩序 Fe2P 型の結晶構造をもつ。CaAgX はフェルミエネルギーにおいて通常の分散

をもつ他のバンドが存在しないという特徴をもち、ラインノードに起因する物性を研究する舞台とし

て適している。また、物性実験を行える程度の化学的安定性を有している。CaAgP および CaAgAs の

純良な単結晶試料を合成し、その精密物性測定を行うことにより、新奇なトポロジカル物性の発現を

目指す。

３ 研究成果

気相成長法により、最大数 mm の大きさをもつ CaAgAs 単結晶の合成に成功した。化学量論比に従

い秤量した Ca、Ag、As 各単体を真空石英封管し、500 °C で 12 h 保持した後 1000 °C で 12 h 保持した。

得られた試料を粉砕、混合、ペレット成形し、再び真空石英封管した。この石英管を 900 °C から約 30 
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h かけて徐冷することで、ペレット上に CaAgAs 単結晶が成長した。得られた結晶は金属光沢のある六

角柱であり、柱の方向が六方晶の結晶構造の c 軸方向に対応することを単結晶 X 線回折測定により明

らかにした。典型的な単結晶のサイズは 1 0.3  0.3 mm 程度であり、最大で 3 mm 程度の長さの結晶

が得られた。 

 得られた CaAgAs 単結晶の電気抵抗率測定を行ったところ、金属的な温度依存性を示した。ab 面内

の電気抵抗率は c 軸方向の電気抵抗率と比べて 3 倍程度大きく、六方晶の結晶構造を反映した 1 次元

的な異方性を有していることがわかった。単結晶試料の残留抵抗の大きさは多結晶試料よりも一桁程

度小さく、粒界の影響が小さくなったことが伺われる。CaAgAs 単結晶試料を用いて、様々な方位で磁

気抵抗測定を行ったが、磁気抵抗は常に正で大きさは概ね 10%から 30%程度であり、Cd3As2に現れた

ような超巨大な線形磁気抵抗や、カイラル異常に起因する可能性がある負の磁気抵抗は現れなかった。 

CaAgAs 単結晶を用いてホール抵抗測定を行ったところ、多結晶試料と同様に正孔キャリアが支配的

であることがわかった。ホール係数と電気抵抗率から CaAgAs 単結晶の正孔キャリアの濃度 n と易動

度を見積もったところ、5 K において n = 1.6  1020 cm3、 = 2100 cm2 V1 s1 であることが明らかにな

った。このキャリア濃度は多結晶試料と同等の低い値であり、ディラック点の存在を反映していると

考えるのが自然である。易動度はディラック点の存在を反映して大きな値となっており、ラインノー

ドの系においてもディラック電子の存在を反映した高易動度なキャリアが存在しうることを示すこと

ができた。ただし、この易動度は Cd3As2などのポイントノードのディラック電子系の候補物質と比較

すると小さい。新奇なトポロジカル物性の発現のために、さらなるキャリア数の低減や結晶性の改善

が必要である。 

 

４ まとめ 

 ラインノードディラック半金属を実現するための有力な候補物質の一つとして知られる CaAgAs の

単結晶の育成に成功し、各種の電子物性測定を行った。ホール抵抗および電気抵抗率測定により、

CaAgAs 単結晶が、ディラック点の存在を反映する小さなキャリア濃度と大きな易動度をもつことが明

らかになった。今後、得られた単結晶を用いた角度分解光電子分光測定などのさらなる物性測定、単

結晶試料のさらなる高純度化、今回達成できなかった CaAgP の単結晶合成を行う予定である。 
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結晶性シリカの構造解析 

 
                 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 分子応用化学域  梶原 浩一 

 

 

１ はじめに 

シリカは化学式 SiO2で表される酸化物であり、そのほとんどは SiO4四面体の頂点共有という共通の特

徴を有しているが、SiO4四面体の連結様式の自由度が大きいため、多形が多く存在する。-石英は代表

的な結晶性シリカであるが、近年高純度合成品が開発され、これまでできなかった真性欠陥の解析が可

能となった。-石英や関連物質であるシリカガラスは、赤外域から深紫外域にわたる広い透明領域や強

い光や放射線等に対する高い照射耐性を有し、化学的にも安定であるため、透明材料・光学材料として

の有用性が高いが、その透明性は微量の点欠陥(色中心)の影響を大きく受ける。シリカ中では、酸素欠

陥(Si-Si 結合)や種々のダングリングボンドをはじめ、多くの欠陥種が同定されている。しかし、実際

に観察される欠陥反応ではしばしば未知・未同定の欠陥が関与しており、既知の欠陥種のみでは反応を

記述できない場合も多い。 

 

２ 研究目的 

本研究では、代表的な典型元素の固体酸化物で高純度試料が得やすく、透明材料としても重要性の高

いシリカにおける点欠陥(色中心)の構造解析を行うことを目的とした。ゴニオメーターを用いた角度分

解電子常磁性共鳴測定や各種発光測定、ラマン分光測定などによって、高純度単結晶-石英や、関連物

質である高純度合成シリカガラス中に形成された点欠陥の同定と構造解析を行った。 

 

３ 研究成果 

高純度-石英では、線照射後 300℃で熱処理するとケイ素ダングリングボンド(E’中心)の濃度が増大

することを見出していたが、同時に形成される常磁性中心の同定は行えていなかった。今回、当該試料

の室温角度分解 EPR 測定を行い、g = 2.0064、2.0227、2.0274 である常磁性欠陥を同定した。 

中性子線照射した-石英では、サイト選択蛍光法によって、結晶的なシャープな発光線を示す酸素ダ

ングリングボンド(非架橋酸素ホール中心、NBOHC)2 種類を同定した。 

結晶性シリカの関連物質である酸素プラズマ中での SiCl4 の酸化によって合成された合成無水シリカ

ガラスを試料として用い、格子間 Cl2 分子を発光法によって高感度に検出する手法を確立した。また、

新種の格子間分子であり、二塩化酸素 Cl2O の異性体である格子間 ClClO を同定した。 

 

４ ま と め 

高純度-石英および関連物質であるシリカガラスにおいて種々の点欠陥(色中心)の構造解析を行う

ことができた。これらの知見はシリカ系材料の透明性の向上や光・放射線照射による欠陥過程の解析に

有用であると考えられる。-石英中の点欠陥に関しては、主軸の方向や微視的な欠陥構造等不明な点が

多く残されているので、継続して研究を行う。 
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アモルファスニオブ酸化物の光・電子物性

-機能性薄膜デバイス創成に向けて-

 北海道大学電子科学研究所 片瀬貴義 

１ はじめに 

酸化ニオブ（NbOx）は、Nb カチオンの酸化状態によって、様々な光・電子物性を示すことが知られて

いる。酸化数が最も高い Nb5+
2O5（4d0）はバンドギャップ 3.7eV の透明絶縁体であるが、酸化数の減少

に伴って、高温（1083K）で絶縁体-金属転移を示す Nb4+O2（4d1）から、電気良導体で且つ、低温（1.5K）

で超伝導転移を示す Nb2+O（4d3）へと変化する。Nb カチオンの酸化数は、NbOxの酸素濃度（x）とその

配位状態に大きく依存するため、x制御により光・電子物性を大きく変調することが可能と期待できる。

このような結晶相で見られる特徴に加えて、NbOx は室温成膜によりアモルファス化が可能なため、フ

レキシブルデバイスへの応用が期待できるが、これまでアモルファス相に関する光・電子物性の報告

例は無かった。アモルファス(a-)NbOx の x 制御によって変調する、光・電子物性を明らかにすること

で、新しい機能性薄膜デバイスの創製に繋がると考える。 

２ 研究目的 

本研究では、xの異なる a-NbOx薄膜を作製し、その光・電子物性と Nb カチオンの原子価状態・局所構

造との相関を明らかにするとことを目的とした。a-NbOx薄膜（膜厚は約 100 nm）は、Nb2O5焼結体をタ

ーゲットとして用いたパルスレーザー堆積法（PLD, 室温, 2.0 J cm−2 pulse−1, 10 Hz）により、無ア

ルカリガラス基板（Corning® EAGLE XG®）上に作製した。成膜時の酸素圧力を 10−3−100 Pa の範囲で変

化させることで、a-NbOx薄膜の xを制御し、薄膜構造と光・電子物性を調べた。 

３ 研究成果 

図 1 に酸素圧 1.0 Pa で作製した a-NbOx 薄膜の

HAADF-STEM 像と TEM で観測した電子回折（ED）パター

ンを示す。a-NbOx薄膜の領域は、重元素の Nb イオンを

反映した明るいコントラストで、膜全体が均質であり、

ED パターンではハローが観測されたことからアモルフ

ァス相であることが分かる。またAFM観察の結果、a-NbOx

薄膜は、使用した無アルカリガラス基板（Rrms約 0.2 nm）

に匹敵する表面粗さしかない極めて平坦な薄膜表面で

あり、どの酸素圧下でもその超平坦性が維持されること

が分かった。

次に各酸素圧下で作製した a-NbOx薄膜の原子価状態と局所構造を調べた。図 2(a)に Nb K 端の XANES

スペクトルを示す。酸素圧の増加に伴って、Nb K 端は高エネルギー側にシフトし、Nb イオンの酸化状

態が減少することを示している。XPS 測定により Nb イオンの原子価状態変化を調べたところ、1.5Pa

図 1: (a) a-NbOx薄膜の HAADF-STEM 像と電子回

折パターン。(b) 成膜時の酸素圧力に対する

a-NbOx薄膜の表面粗さ。

- 74 -



では Nb5+のピークしか見られなかったが、酸素圧の減少に伴って、Nb4+のピークが出現し、Nb4+/Nb5+

比が増大していくことが分かった。Nb カチオンの電子配置が[Kr]4d0（5+）⇒[Kr]4d1（4+）のように変

化したと思われる。次に、a-NbOx薄膜, Nb2O5結晶, NbO2結晶の EXAFS 振動を図 2(b)に示すが、a-NbOx

薄膜の EXAFS 振動の形状が酸素圧の減少に伴って変化している。特に高波数ベクトル領域（k > 6）で

は、酸素圧の減少に伴って、a-NbOx薄膜の EXAFS 振動に見られたピーク分離が消失することから、Nb2O5

から NbO2 の振動パターンへ変化したと示唆される。EXAFS 振動から求めたフーリエ変換スペクトルを

図 2(c)に示すが、酸素圧の減少に伴って、第一近接の Nb-O 結合距離が増加し、Nb2O5から NbO2結晶の

Nb-O 結合距離に近づいていくことが分かる。以上のことから、a-NbOx薄膜の Nb カチオン周りの酸素配

位状態が Nb2O5から NbO2の構造へ変化したと言える。  

各酸素圧で作製した a-NbOx 薄膜の電気抵抗率の温度変化を図

3(a)に示す。1.5Pa で作製した a-NbOx薄膜は絶縁体だが、酸素圧

の減少に伴って、室温の電気抵抗率は約 4 桁変調した。a-NbOx

薄膜のキャリアのオリジンを調べるために、光吸収測定を行った

ところ（図 3(b)）、1.5Pa で作製した a-NbOx薄膜には基礎吸収

端が見られるが、酸素圧の減少に伴って、吸収端の裾に吸収バン

ドが発現しており、サブギャップ準位の形成とその増加によって、

電気抵抗率が大きく変化したと思われる。Tauc plot から求めた

光学ギャップを挿入図に示すが、1.5Pa で作製した a-NbOx薄膜の

ギャップは 3.8eV であり、Nb2O5結晶の 3.7eV とほぼ同じである

が、酸素圧の減少に伴い、サブギャップ準位の形成によって1.6eV

まで減少した。このことから、a-NbOx薄膜の光学ギャップは、基

本的に a-Nb2O5絶縁体の電子構造を反映しており、酸素圧の減少

に伴って発現する酸素欠損由来のサブギャップ準位が電子ドナ

ーとして働くと示唆される。 

図 3で得られた電気伝導度（σ）・サブギャップ準位の吸収係数

（s at 3.1eV）と熱電能（S）の関係を図 4にまとめた。熱電能

はフェルミエネルギー付近の状態密度のエネルギー微分を反映するため、電子状態とキャリア輸送特

性の相関を調べるのに非常に有効な物理量である。挿入図には、各 a-NbOx薄膜における熱起電力の温

度差依存性を示すが、全ての直線の傾きが負であることから、可動キャリアは電子であることが分か

る。熱電能とサブギャップ準位の吸収係数は、どちらも電気伝導率に対して同じ相関を持って変化し

図 2: (a) a-NbOx薄膜の Nb K 端の XANES スペクトル。(b) a-NbOx薄膜・Nb2O5結晶・NbO2結晶の EXAFS 振動。(c)EXAFS

振動から求めたフーリエ変換スペクトル。 

図 3: a-NbOx 薄膜の電気抵抗率の温度

変化(a)と光吸収スペクトル。 
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ており、熱電能の絶対値は 721μV K-1から 77μV K-1まで単調減少し、S-logσ（Jonker プロット）の

傾きは-182μV K-1 である。一般的に放物線状の状態密度を持つ半導体の熱電能は、キャリア濃度の対

数に対して線形に変化する。a-NbOx薄膜の電子移動度は一定だと仮定すると、伝導度の増加に伴い-kB / 

e ln10 (=-198 μV K-1) に相当する傾きで熱電能の絶対値が減少したことから、伝導帯に電子がドー

プされて状態密度の傾きが緩やかになる、通常の半導体への電子ドープと同じ描像で考えられること

を示している。ここでは Nb d バン

ドの伝導のみを考えたが、実際に

は、局在ホッピング伝導やトンネ

ル過程などナローバンド伝導も想

定する必要があるが、線形な S-log

σが見られていることから、少な

くとも室温では、Nd d バンド伝導

が支配的である。以上のことから、

a-NbOx薄膜の電気伝導度の上昇は、

酸素欠損生成によるキャリア濃度

変化に起因すると考えられる。 

４ ま と め 

本研究では、酸素濃度 xの異なる a-NbOx薄膜を作製し、その光・電子物性と Nb カチオンの原子価状態・

局所構造との相関を明らかにした。本研究結果から示唆される a-NbOxの電子構造モデルを図 4(c)に示

す。高酸素圧下（1.5Pa）では、バンドギャップ 3.8eV の a-Nb2O5絶縁体の電子構造で、Nb 4d0の非占

有伝導帯を持つ。酸素圧の減少に伴って a-NbOxに酸素欠損が生成し、Nb カチオン周りの酸素配位状態

が Nb2O5から NbO2の構造に変化し、原子価が 5+から 4+へ変化した。その結果発現するサブギャップ準

位が電子ドナーとして働くことで、電気伝導率が最大 4 桁変調することが分かった。a-NbOx 薄膜は、

成膜時の酸素圧に寄らず、原子 1 個分の粗さも無い、まさに原子レベルに平坦なアモルファス薄膜が

作製可能であり、x制御によって光・電子輸送特性が大きく変化する特徴からも、新しい光電子機能デ

バイスに繋がると期待する。 

謝辞：光透過率測定は、東京工業大学フロンティア材料研究所の細野秀雄教授、平松秀典准教授、井

手啓介助教にご協力頂いた。また本研究成果は、北海道大学電子科学研究所の太田裕道教授、片山翔

太氏、北海道大学大学院情報科学研究科の小野里尚記氏、京都大学大学院人間・環境学研究科の吉田

寿雄教授、山本旭助教、九州大学大学院システム情報科学研究院の板垣奈穂准教授、松島宏一氏との

共同研究によるものである。 

発表論文： T. Onozato, T. Katase*, A. Yamamoto, S. Katayama, K. Matsushima, N. Itagaki, H. Yoshida, 

and H. Ohta*, “Optoelectronic properties of valence-state-controlled amorphous niobium oxide”, 

J. Phys. Condens. Matter. 28, 255001 (2016).

図 4: (a) サブギャップ準位の吸収係数（3.1eV）と電気伝導度の関係。

(b)熱電能と電気抵抗率の関係。(c) a-NbOx薄膜の電子構造モデル。
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B,P 同時ドープ Si ナノ結晶コロイドを用いた室温単電子素子の構築 

 神戸大学大学院工学研究科  加納 伸也 

１ はじめに 

クーロンブロッケード現象を利用した単電子素子は、再構成可能な単一の論理回路素子や、電子一

つを検知できる単電子センサーといった、新しい電子素子としての利用が期待されている。再現性良

く単電子素子の特性を得るためには、サイズが数 nm オーダーで制御された構造を形成する必要があ

る。再現性のよい単電子素子を実現するため、シングル nm オーダーでサイズ制御された金（Au）ナ

ノ粒子を単電子島とした単電子トランジスタ(SET)が研究されてきた。この SET の動作温度を室温ま

で高めるためには、Au ナノ粒子の粒径を 2 nm 以下に縮小する必要がある。一方、粒径を縮小すると

ゲート電極－単電子島間の静電容量が小さくなるため、SET 動作が難しくなる。

このトレードオフをクリアするために、我々は量子化準位の間隔が Au ナノ粒子と比較して広い、半

導体ナノ結晶に着目した。半導体ナノ結晶中の量子化準位の間隔をE, 帯電エネルギーをEcとすると、

SET の動作温度を決める付加エネルギーEa は、Ea=Ec+E と表せる。半導体ナノ結晶を利用すれば、

Au ナノ粒子よりも大きな単電子島でも、単電子現象が発現することが期待される。そのため、ゲート

電極－単電子島間の静電容量を大きく保つことができ、室温で SET 動作が実現できる可能性がある。 

我々のグループは、ホウ素（B）とリン（P）を同時にドープした「B,P 同時ドープシリコン(Si)ナ

ノ結晶」を独自に開発している。この Si ナノ結晶は、有機分子の表面修飾なしで極性溶媒中に分散し、

平均粒径を 1－12 nm の間で制御可能である。1前年度までに、平均直径 7 nm の Si ナノ結晶を静電気

力によりナノギャップ電極上に吸着させることで、9 K 下で動作する SET を作製してきた。2しかし、

本素子は室温動作には至っておらず、更なるデバイスの改良が必要である。

２ 研究目的

本研究では、B,P 同時ドープ Si ナノ結晶コロイドを高い、ボトムアップ手法で形成する室温単電子

素子の構築をめざしている。本年度は、平均直径 3.4 nm の Si ナノ結晶を利用して、SET の形成を試

みた。並行して、より安定に Si ナノ結晶を Au ナノギャップ電極上に吸着させるため、化学的に Si

ナノ結晶を吸着させる手法の開発を進めた。

３ 研究成果

B,P 同時ドープ Si ナノ結晶コロイドを以下の手順で作成した。1Si, SiO2, B2O3, P2O5をターゲット

として、RF スパッタリングを同時に行った。堆積した薄膜を粉末状にすり潰したあと、1100℃で熱

アニールすることで、粉末中に Si のナノ結晶を成長させた。その後、フッ化水素酸により SiO2 層を

エッチングし、溶液中に Si ナノ結晶を取り出した。溶媒をメタノールに置換し、B,P 同時ドープ Si

ナノ結晶コロイド溶液を得た。

今回は(3-mercaptopropyl)trimethoxysilane(3-MPTS)を使ったシランカップリング反応を利用し、
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Si ナノ結晶を Au 上に吸着させる。Si ナノ結晶の表面に 3-MPTS をシランカップリング反応させるこ

とで、Si ナノ結晶の表面にチオール基を持たせる。図１に模式図を示した。このチオール基を介して、

Si ナノ結晶と Au が化学的に結合する。 

吸着の可否を評価するため、3-MPTS 修飾した Si ナノ結晶を Au 膜上に吸着させた。Au 膜は熱蒸

着により、熱酸化膜付き Si 基板上に形成した。この基板を、3-MPTS 修飾した Si ナノ結晶が分散し

ているメタノール溶液中に浸漬させることで、Si ナノ結晶を化学的に吸着させた。図２に Si ナノ結晶

が吸着した Au 膜の原子間力顕微鏡(AFM)像および走査型電子顕微鏡(SEM)像を示した。どちらの像に

おいても、Si ナノ結晶が白い輝点として現れている。比較のため、表面修飾していない Si ナノ結晶で

同様のプロセスを行ったところ、Au 上に Si ナノ結晶の吸着は確認できなかった。この結果から、

3-MPTS を介して、Si ナノ結晶が Au 上に化学的に吸着できていると考えられる。現在、このプロセ

スを使って、Au ナノギャップ電極上に Si ナノ結晶を化学吸着させることで、SET の形成を試みてい

る段階である。

図１ 3-MPTS 修飾した Si ナノ結晶の模式図。 

図２ 3-MPTS 修飾した Si ナノ結晶が吸着した Au 膜。（a）AFM 像、（b）SEM 像。 

４ ま と め

3-MPTS で表面修飾した Si ナノ結晶を Au 膜へ化学的に結合させた。AFM と SEM 観察の結果から、

選択的に Si ナノ結晶が Au 電極上に集積できることが期待できる。今後は、この手法を用いて Au ナ

ノギャップ電極と Si ナノ結晶を組み合わせて SET を形成し、室温動作の評価を行う。

参考文献

1 M. Fujii, H. Sugimoto, and K. Imakita, Nanotechnology 27, 262001 (2016). 

2 Y. Higashikawa, Y. Azuma, Y. Majima, S. Kano, and M. Fujii, Appl. Phys. Lett. 109, 213104 

(2016). 
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ミスト CVD 法で作製した磁性膜の特性評価

 高知工科大学･総合研究所  川原村 敏幸 

１ はじめに 

我々の身の回りにある電子機器は、小型化や高性能化のためにナノサイズの機能薄膜が利用されて

いるが、それらの機能薄膜の作製には主に真空プロセスが利用されており、環境負荷が高い。そこで、

環境負荷低減を目的に大気圧プロセスへの転換が検討されているが、大気圧下では熱対流や外乱が無

視できず、原料流や反応を高度に制御する必要がある。ミスト CVD は申請者らが開発してきた技術

で有り原料流や反応を高度に制御する技術開発を進めてきたことにより大気圧下でも原子層レベル

で均質な薄膜を作製することができる技術にまで進化してきた。特にコランダム型結晶膜に関しては

非常に結晶性の高い薄膜を作製することが可能である。

２ 研究目的 

コランダム型結晶の中で α-Fe2O3は室温で弱強磁性を有している。α-Fe2O3は低温に冷却すると自発

磁化が消失(モーリン転移)するが、ドーピング(不純物が存在)すると転移が抑制されることが知られ

ている 1)。本研究では、ミスト CVD で作製した α-Fe2O3薄膜の磁化の温度依存性を評価しモーリン転

移が起こるか確認し、磁気特性の観点からミスト CVD で作製した薄膜を評価した。 

３ 研究成果 

ミスト CVD で、結晶性が高く不純物が混

入しづらいと想定される条件で作製した

α-Fe2O3 薄膜と、Sn 等のドーパントを数％

含むと考えられる α-Fe2O3 薄膜を数枚作製

した。作製したサンプルを、低温磁化率測

定装置(SQUID, QD MPMS-5)を用いて 300

～10K と冷却させながら磁化を測定した。

また、室温に於いて磁場を変化させたとき

の磁化の変化を測定した。図 1 及び 2 にそれぞれの測定結果の一例を示す。今回作製したサンプルか

ら磁性を確認することが出来たが、何れのサンプルからもモーリン転移を確認することが出来なかっ

た。このことから、ミスト CVD で作製した α-Fe2O3 薄膜にはまだ多くの不純物が含まれていると考

えられ、品質の向上には更なるプロセスの改善が必要である事が判明した。

４ ま と め 

ミスト CVD は、非常に高品質な結晶を得ることに成功 2)したり、TFT の駆動に成功 3)しており、未

来デバイスに対して優位性を有する技術だと期待されてきているが、本結果から、まだまだ品質の向

上が必要不可欠だと示唆される結果を得られた。本件を踏まえ、今後品質の高い薄膜を形成するため

にはどのような条件が適切か、改めてプロセスから検証し直す。 

1) F. J. Morin, Bell Tellephone Laboratories, Murray Hill, New Jersey, April 14, 1950
2) T. Kawaharamura, et. al., Jpn. J. Appl. Phys., 51 (2012) 040207
3) T. Kawaharamura, et. al., Phys. Stat. Solidi (c) 10 (2013) pp.1565
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免震構造物の極限挙動解析システムの開発 

 
                 北海道大学大学院工学研究院  菊地 優 

 

 

１ はじめに 

2011 年東日本大震災では、免震構造を適用した防災拠点建物が震動による被災を免れ機能を維持し

たことにより救援活動に大活躍し、防災拠点の免震化が加速されることとなった。一方で、同地震以

降、社会は建築構造物に対して過大な地震入力における明確な設計思想を求めるようになり、免震構

造においても、免震部材の損傷や擁壁衝突などの極限事象が起こり得ることを前提にして、安全性を

確保する対策を講じることが要求されるようになった。加えて、2003 年十勝沖地震を契機として着目

されるようになった長周期地震動は免震構造物にとっては大きな脅威であり、大変形の多数回繰り返

し変形を強いられる免震部材は、疲労や発熱による性能劣化が懸念されている。以上の状況に鑑み、

免震構造が今後も防災対策の一翼を担うには、免震部材自体の性能向上に加え、免震構造の設計をす

る立場からは免震構造物の極限事象を再現できる解析システムが必要であると考える。 

 

２ 研究目的 

本研究では、過大な地震入力に対する免震部材や免震建物の極限挙動を追跡するために解析技術の

高度化を図り広く社会に展開することで、免震構造の普及を促すことを目的とする。高度な解析手法

を社会展開するには、それを扱う学術論文の公表のみならず、解析ツールそのものを社会に提供する

必要がある。米国 UC Berkeley で開発・運用されているオープンソースコード構造解析システム

OpenSees1)は、本研究の主旨に合致する解析システムであり、世界中の研究者・技術者が開発した構造

解析手法が集約され、オープンソースの精神に則り社会に広く提供されている。本研究では OpenSees

をプラットフォームとして、免震構造の極限挙動解析手法を開発することとする。 

 

３ 研究成果 

免震構造物の極限挙動としては、例えば以下のような事象が考えられる。 

① 免震積層ゴムの大変形、引張破断挙動 

② 免震部材の繰返し変形による疲労劣化・熱劣化 

③ 免震部材の水平 2方向、鉛直水平などの多軸連成挙動 

④ 免震建物の擁壁衝突挙動 

⑤ 免震建物全体の非線形挙動 

本研究では上記の項目のうち、②を 2016 年度の研究成果として報告する。免震システムは支承と減

衰の 2つで構成されるが、両機能を併せ持つ免震部材として高減衰積層ゴム（以下、HDR）、鉛プラグ

入り積層ゴム（以下、LRB）、錫プラグ入り積層ゴム（以下、SnRB）などの支承・減衰一体型積層ゴム

がある。いずれも履歴減衰機能によって減衰効果を得るものであり、地震時の履歴吸収エネルギーは

熱エネルギーに変換される。申請者らは、これまで HDR と LRB について発熱による力学特性の変化を
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時々刻々追跡できる熱・力学連成挙動解析システ

ムを OepnSees 上で開発してきた。本研究では、そ

れを拡張して SnRB の熱・力学連成挙動解析を可能

とした。以下のその解析システムの概要を記す。 

熱・力学連成挙動解析は図 1 に示す計算フロー

に従い、以下の手順で実施する。 

(a)ある時刻での温度における錫プラグの降伏応

力を評価して、SnRB の復元力モデルを設定する。 

(b)設定された復元力モデルを用いて時刻歴地震

応答解析を単位時間ステップ実施する。 

(c)単位時間ステップ間に履歴吸収されたエネル

ギーを算出する。 

(d)得られた熱エネルギーを錫プラグの発熱セル

に与えて熱伝導解析を実施し、プラグ内の温度変化を求める。 

以上の(a)～(d)のフローを全解析時間にわたって繰り返すこと

で、プラグ内の温度変化による SnRB の力学特性の変化を考慮した

地震応答解析が可能となる。 

SnRB の復元力モデルは文献 2)を参照して、バイリニアモデルの

パラメータを積層ゴムの経験最大せん断ひずみに応じて更新する

修正バイリニアモデルとする（図 2）。また、錫プラグの温度 T[℃]

と降伏応力度pの関係は、(1)式を用いて評価する（図 3）。 

220.167 0.177 0.0006 ( 100.0)
(250.0 ) /17.647 (100.0 )p

T T T

T T


   
 

 
 (1) 

なお、錫プラグの温度 T [℃]はプラグ内の位置によって異なるこ

とから、(2)式で計算される体積平均温度で代表させる。 

   /i i iT TV V   (2) 

ここに、Ti, Viは SnRB の熱伝導解析モデル（後述の図 5 参照）に

おける i 番目の錫プラグ発熱部セルの温度および体積とする。 

解析システムの妥当性を検証するために、文献 3)で実施された

700mm径 SnRBの連続加振試験のシミュレーション解析を実施した。

試験では、図 4に示す SnRB（ゴム外径：700mm，プラグ径：140mm，

S2=5.1）にせん断ひずみ 100%の水平変形 137.8mm を周期

5 秒で 100 サイクル与えている。熱伝導解析では積層ゴ

ムの上側半分を軸対称として図 5 のようにモデル化する。

錫プラグ・鋼板・ゴム層をそれぞれ分割し、ゴム層の横

に位置する錫プラグ変形部に熱エネルギーを与える。ま

た、積層ゴム試験体に試験機加力ヘッドが直接接続され

ていることを表現するために、フランジの 2 倍厚さの鋼

板をフランジ上部に取り付けた。 

図 1 熱・力学連成解析のフロー 

図 4 解析対象 SnRB の形状 

図 2 復元力モデル 

図 3 錫プラグの降伏応力度 
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図6に加力サイクルを6つに分けて実験と解析

による荷重変形関係を比較する。履歴ループ形

状の変化は試験開始から10サイクルまでに顕著

に表れるが、解析結果においてもそれが良好に

再現されている。11サイクル以降においても、

両者の対応は非常に良い。この形状変化はプラ

グの温度上昇に伴う降伏応力度の低下によるも

のであり、切片荷重の変化は精度よく再現され

ている（図7）。また，錫プラグ温度の変化につ

いても両者はほぼ一致している（図8）。 

 

４ ま と め 

本研究は免震構造物の極限挙動解析システム

の開発をテーマに、2016 年度は免震部材の多数

回繰り返し変形による特性変化に着目して、錫

プラグ入り積層ゴムの熱・力学連成解析システ

ムを構築した。 

 

参考文献 
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2015.9 

3) 鈴木ほか：錫プラグ入り積層ゴム免震装置の開発

（その16）連続加振試験と回復性状，日本建築学

会大会学術講演梗概集（北海道），2013.8 

図 5 熱伝導解析モデル 
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図 6 荷重変形関係 

図 7 切片荷重の変化 

図 8 錫プラグ温度の変化 
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アモルファス酸化物半導体薄膜の磁気抵抗効果の解析 

 
                 龍谷大学理工学部  木村 睦 

 

 

１ はじめに 

代表研究者らは、アモルファス In-Ga-Zn-O 薄膜における特異な磁気抵抗効果を発見した。低温アニ

ールを施すと磁場により抵抗が増加する Drude 型の正の磁気抵抗効果がみられたが、高温アニールで

はアモルファス半導体における Anderson 局在などで見られるような負の磁気抵抗効果がみられた。こ

の磁気抵抗効果の正負の逆転のメカニズムは不明であり、その解明により、将来的に新しい電気磁気

機能デバイスの開発や劇的な磁場感度向上の可能性が期待できる。 

 

２ 研究目的 

本研究ではアモルファス酸化物半導体薄膜の磁気抵抗効果を系統的に解析し、その発生メカニズム

を明らかにするとともに、磁気抵抗効果の制御、磁場感度向上を目指す。低温形成が可能で大面積デ

バイスへの集積化が容易なアモルファス酸化物半導体薄膜で磁気抵抗素子が実現できれば、従来にな

い磁場エリアリアルタイムセンサが可能となり、たとえば EMI 評価・発電機&モーター設計・偽造紙幣

チェックなど創省エネルギ・セキュア社会に必要とされるさまざまな新規アプリケーションが期待で

きる。 

 

３ 研究成果 

アモルファス酸化物半導体薄膜の磁気抵抗効果を、実際の実験で系統的に解析した。さまざまなデ

バイス構造や製造方法のサンプルを準備し、磁気抵抗効果を調べた。 

[In-Ga-Zn-O] 

今回は、電極の種類による In-Ga-Zn-O の磁気抵抗効果を調べた。いちおう下記のような結果が得ら

れたが、どれもそれほど顕著なものではなく、いずれも磁気抵抗効果は弱いという結果となった。以

前の結果とは異なるので、今後はその理由について考察したい。 
 

表 1 In-Ga-Zn-O 薄膜の電極の違いと磁気抵抗効果の正負 

電極 アズデポ 425℃ 450℃ 

Au-IGZO-Au 負 負 負 

Au/Ti-IGZO-Ti/Au 正・負 正・負 × 

Au/Ti-IGZO-Au 正 × × 

Au-IGZO-Ti/Au 正 × × 
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[Ga-Sn-O] 

スパッタで成膜した Ga-Sn-O 薄膜の磁気抵抗効果については、既に昨年度までに調べたので、今回

は、ミスト CVD で成膜した Ga-Sn-O 薄膜の磁気抵抗効果を調べた。 

図 1 成膜後の Ga-Sn-O 薄膜の磁気抵抗効果 

図 2 250℃アニール後の Ga-Sn-O 薄膜の磁気抵抗効果 

上記の図で、網掛部は磁場印加期間である。図 1 から、成膜後の Ga-Sn-O 薄膜は、弱いながらも負

の磁気抵抗効果を示すことがわかった。いっぽう、図 2から、250℃アニール後の Ga-Sn-O 薄膜は、正

と負の磁気抵抗効果をランダムに示した。赤と青の丸がそれぞれ対応する。これは、結晶化の進行に

ともなって、キャリア輸送が、アンダーソン局在からバンド輸送に変化したからだと考えられる。 
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[最新成果] 

In-Ga-Zn-O TFT にて、驚くべきことに、70%もの負の磁気抵抗効果が得られた。これについては、た

だいま論文の投稿を準備中であるので、ここでは記載を遠慮する。 

４ ま と め 

本研究ではこのアモルファス酸化物半導体薄膜の磁気抵抗効果を系統的に解析し、その発生メカニ

ズムを明らかにするとともに、磁気抵抗効果の制御、磁場感度向上を目指した。残念ながら、ほとん

どの実験で、顕著な磁気抵抗効果とその傾向は得られなかった。しかしながら、いっぽうで、In-Ga-Zn-O 

TFT にて、驚くべきことに、70%もの負の磁気抵抗効果が得られた。これについては、ただいま論文の

投稿を準備中であるので、その公開のなかで、明らかにしてゆきたい。 
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ダンパーから繰り返し軸力を受けるＨ形鋼梁の 

座屈崩壊メカニズムの解明 

 
東北大学 木村 祥裕 

 

１ はじめに 

一般的に，鋼構造における設計時の静的増分解析及び地震応答解析では剛床仮定が用いられ，梁に

は軸力が作用しないものとされている。しかし，実際にはダンパーが付加した制振構面の梁や負曲げ

が作用した合成梁のスラブ下の鉄骨梁には圧縮軸力が作用する 1)。圧縮軸力が作用する梁では，無軸力

時に比べて塑性変形能力が低下するため，鋼構造制振設計指針 2)では梁の作用軸力比が 15%を超える

場合，柱の幅厚比制限値を適用し，塑性変形能力を定めている。しかし，梁の塑性変形能力は軸力に

よって一律に切り替わらないため，現行の規定は梁の性能を適切に捉えられていない。 

これまでに，繰り返し載荷実験及び有限要素解析により，交番繰り返し軸力を受ける局部座屈崩壊

型の H 形鋼梁の 大耐力比，塑性変形能力，累積塑性変形能力の評価式が提案されている 3), 4)。 

２ 研究目的 

本研究では，文献 3)及び文献 4)の試験体に，フランジ幅，材長の異なる試験体を追加し，繰り返し

載荷実験，数値解析によって，局部座屈と横座屈の連成座屈挙動を把握する。加えて，連成座屈が

大耐力比，塑性変形能力，累積塑性変形能力に与える影響を検討し，幅厚比指標による評価を試みる。 

３ 研究成果 

3.1 交番軸力を受けるＨ形鋼梁の繰り返し載荷実験概要 

載荷装置，水平力載荷方法，軸力載荷方法は文献 3)と同様である。数値解析モデルを図 1 に示す。

数値解析モデルは，フランジを 8 分割，ウェブを 16 分割し，材長方向に 60 分割されている。板曲げ

変形に関する初期不整は，弾性座屈固有値解析から得た座屈波形の 大値が，解析対象の板厚の 1%と

なるように与える。横座屈に関する初期不整は，図 2 に示すとおり 1 次及び 2 次の波形の 大値をそ

れぞれ 1/2500，1/10000 に規準化し与える。水平力及び軸力載荷方法，変動軸力の導入方法は文献 4)

と同様である。 

z

xy
L b

h

完全固定

4 節点シェル要素

剛体要素

N

P

Py 方向
変位固定  

完全
固定

反り
拘束

x

z

1
1 1 2sin sin

2500 2
z z

u
L L

    
 

2
1 2 2 3sin sin

10000 3
z z

u
L L

    
 

1 - 2 -  1.5 - R0.3
軸力載荷方法
     N: 無軸力 R: 交番繰り返し軸力

載荷繰り返し回数
     0( 単調 ), 1, 2

梁断面
     1: H-300×125×6×9    155  0.0069  136  0.0059  1,388
     2: H-300×150×6×9    172  0.0064  145  0.0054  1,449
     3: H-300×100×6×9    128  0.0065  110  0.0057  1,152

 Mp p       My y        Ny

kNm        rad          kNm         rad            kN

材長
     1.5: 1500mm   2.1: 2100mm

 
 図 1 数値解析モデル 図 2 初期不整 図 3 試験体名称 

表 1 解析パラメータ 

No 梁断面 [mm] 材長 
[mm] Wf 

Wf’ 

(n=0.3) 
幅厚比区分 一般化

細長比 
細長比 
区分 

作用 
軸力比 

繰り返し 
回数 梁 柱 

1* 300 × 125 × 6 × 9 
1500 

0.56 0.84 P-I-1 P-III 0.21 

L-I 

0, 0.05, 
0.10, 0.15, 
0.20, 0.25, 

0.30 

1 回，2 回 
(軸力比 0, 
0.15, 0.3 の

み) 

2* 300 × 150 × 6 × 9 0.62 0.99 P-I-1 P-III 0.17 
3* 300 × 100 × 6 × 9 0.51 0.73 P-I-1 P-III 0.27 
4 300 × 125 × 6 × 9 1800 0.56 0.84 P-I-1 P-III 0.25 

5* 300 × 125 × 6 × 9 2100 0.56 0.84 P-I-1 P-III 0.29 
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表 1 に解析モデルのパラメータを示す。

解析パラメータは，H-300×125×6×9，材

長 l=1500mm を基本とし，フランジ幅，

材長を変化させた 5 種類の試験体である。

載荷実験の試験体は，表 1 中の試験体番

号に*を付している。試験体名称は図 3 に

示すとおりである。 

3.2 交番軸力を受ける H 形鋼梁の繰り返

し載荷実験結果 

図 4 に載荷実験の結果を示す。なお，

(b)の試験体は材長が長く，載荷時にジャ

ッキのストローク長が不足したため，

/p=5 までの載荷振幅となっている。 

図 4(a)より，3-1-1.5-R0.3 は負側載荷時

に/p=2 サイクルの/p=-1.1 で局部座屈

を生じ， 大耐力比M/Mpは-1.05である。

図 4(b)より，1-2-2.1-R0.3 は，負側載荷時

に/p=2 サイクルの/p=-1.1 で局部座屈

を生じ， 大耐力比M/Mpは-0.99である。 

図 5 に実験及び数値解析により求めた

/p=4 時の材長方向の梁の面外曲げ歪分

布を示す。黒実線及び黒プロットが無軸力時，灰色実線及び灰プロットが作用軸力比 0.3 の結果である。

図 5(a)より，H-300×125×6×9 で材長 1500mm (1-1-1.5 シリーズ)の場合，実験では無軸力時で 大 1.5%

程度，作用軸力比 0.3 で 大 4.0%程度の梁の面外曲げ歪が生じている。対して，図 5(b)の H-300×150×6×9

で材長 1500mm (2-1-1.5 シリーズ)の場合，無軸力時で 大 0.5%，作用軸力比 0.3 で 大 0.1%の梁の面

外曲げ歪と，図 5(a)に比べて小さい。これは，2-1-1.5 シリーズでは局部座屈崩壊型となり，1-1-1.5 シ

リーズでは連成座屈を形成したことを意味する。図 5(c)より，H-300×100×6×9 で材長 1500mm (3-1-1.5

シリーズ)の場合，無軸力時で 大 3.1%，作用軸力比 0.3 で 大 5.7%の梁の面外曲げ歪が生じている。

これは，フランジ幅が狭くなると，連成座屈を生じやすいことを示している。図 5(d)より，

H-300×125×6×9 で材長 2100mm (1-2-2.1 シリーズ)の場合，無軸力時で 大 2.0%程度，作用軸力比 0.3

で 大 7.2%程度の梁の面外曲げ歪を生じており，図 5(a)に示す材長 1500m の試験体よりも梁の面外曲

げ歪が大きくなっている。これは，材長が長くなると，連成座屈を生じやすいことを示している。 

図 4 に数値解析結果を付記する。数値解析モデルは， 大耐力， 大耐力時の変形角，耐力劣化勾

配，引張軸力時のピンチング挙動も含めて実験結果を概ね追随できている。また，図 5 において，面

外曲げ変形も概ね再現できており，数値解析結果の妥当性が示されている。 

図 6(a)，(b)にそれぞれ等しいウェブ厚，フランジ厚を有し，フランジ幅，材長の異なる試験体の数

値解析結果を示す。なお，作用軸力比は 0.3 である。図 6(a)より，フランジ幅 125mm（試験体 No.1）

の試験体とフランジ幅 150mm（試験体 No.2）の試験体の骨格曲線がほぼ等しく，フランジ幅 100mm

（試験体 No.3）の試験体の 大耐力比，塑性変形能力が 小となっている。フランジ幅 100mm の試験

-8 -4 0 4 8

実験

解析

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5 M/Mp
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-8 -4 0 4 8

解析

実験

M/Mp

0.02 0.040-0.02-0.04

/p

[rad]
0.06-0.06

大耐力

 
 (a) 3-1-1.5-R0.3 (b) 1-2-2.1-R0.3 

図 4 載荷履歴曲線 

N/Ny=0
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N/Ny=0.3
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図 5 材長方向の面外曲げ変形の比較 
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体の幅厚比指標 Wf が も小さい一方で，

大耐力比，塑性変形能力が低下する理由

は，前述のとおり連成座屈を形成するため

である。図 6(b)より，材長が長くなるに従

い 大耐力比，塑性変形能力が小さくなっ

ている。これはシアスパン比の影響に加え

て，材長が長い試験体では梁の面外曲げに

対する拘束度が低下し連成座屈を生じる

ためである。 

文献 4)で提案された修正 Wfによる実験

結果，数値解析結果の評価を試みる。文献

4)では， 大耐力比，塑性変形能力の評価

式が提案されており，本研究の実験結果及

び数値解析結果への適用性を検証する。図

7(a)，(b)に得られた 大耐力比，塑性変形

能力を修正 Wf で整理した結果を示す。こ

こで，白プロット，灰プロット，黒プロッ

トは，それぞれフランジ幅 150mm，125mm，

100mmの試験体の結果を示している。図7には文献4)の評価式を併記する。図7より，フランジ幅150mm

（白プロット）の試験体の結果は，文献 4)の評価式で概ね評価できる一方，フランジ幅が小さくなる

につれて，保有性能は局部座屈崩壊型の梁を対象とした評価式を下回る。 

以上より，連成座屈を生じる場合，幅厚比指標 Wf のみで保有性能の大小を決定することが難しく，

Wfに加えてフランジ幅，材長に関する指標を考慮する必要がある。 

４ まとめ 

本論文より得られた知見を以下に示す。 

1) 本研究の範囲内において，一般化細長比が 0.17 となる梁幅 150mm の試験体では連成座屈を生じ

ないが，一般化細長比が 0.21 以上となった場合，連成座屈を生じるようになる。 

2) 連成座屈を生じる場合，作用軸力比によらず，局部座屈卓越型で崩壊する場合に比べ， 大耐力

比，塑性変形能力，累積塑性変形能力が低下する。 

3) 文献 4)の修正 Wf及び保有性能評価式は，連成座屈を考慮していないため，連成座屈により耐力低

下する H 形鋼梁の保有性能を適切に捉えられない場合がある。 
参考文献 

1) 高橋聡史，吉敷祥一，和田 章：座屈拘束ブレースに関する実験研究および実物件の調査，日本建築学会関東

支部研究報告集，pp.233-236，2007 
2) 日本建築学会：鋼構造制振設計指針，2014 
3) 木村祥裕，山西央朗，笠井和彦：交番繰り返し軸力を受ける H 形鋼梁の繰り返し履歴挙動と保有性能，日本

建築学会構造系論文集，第 78 巻，第 679 号，pp.1307-1316，2013.7 
4) 木村祥裕，鈴木敦詞，笠井和彦：交番繰り返し軸力を受ける局部座屈崩壊型 H 形鋼梁の塑性変形性能，日本

建築学会構造系論文集，第 81 巻，第 730 号，pp.2133-2142，2016.12 
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図 6 数値解析結果（骨格曲線） 
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図 7 修正 Wfと保有性能の関係 
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(Al,Fe)2O3 固溶体の高圧合成と磁気特性 

 
                 倉敷芸術科学大学・芸術学部  草野圭弘 

 

 

１ はじめに 

Fe2O3 で表記される酸化鉄には、赤色顔料や鉄関連化合物の原料として用いられている-Fe2O3(ヘマ

タイト)や磁気記憶材料に利用されている-Fe2O3 (マグヘマイト)などがある。多形の一つである

-Fe2O3(GaFeO3 型)は、次世代の磁性材料として近年注目されているが、マグヘマイト(スピネル構造)

からヘマタイト(コランダム構造)に相変態する際に中間相として生成し、その単相試料の合成は極めて

困難である。1,2) 固相反応法では、Fe のサイトの 50%を Al で置換した AlFeO3を大気圧下で合成するこ

とが可能であり、酸素分圧の上昇とともに Al2-xFexO3の鉄の固溶域が広がる。3) しかし、高圧下につい

ては明らかにされていない。 

 

２ 研究目的 

本研究は、高圧下で-Fe2O3 型 Al2-xFexO3 固溶体の合成し、固溶域を明らかにするとともに、Al 置換

量と磁気特性の関連を明らかにすることを目的としている。 

 

３ 研究成果 

昨年度、出発原料としてヘマタイトおよび-Al2O3(コランダム)を用いて合成を試みたが、Al2-xFexO3

固溶体は生成しなかった。そこで今年度は各硝酸塩を用い、Fe/Al=0.6/0.4 ~ 0.9/0.1 の混合試料を 500°C

で 1h 熱分解した後、種々の条件下で熱処理を行った。 

図 1 に、Fe/Al=0.6/0.4 の熱分解試料を、大気中にて 1400°C で 24h 焼成した試料(a)、酸素中にて 1400°C

で 24h 焼成した試料(b)および熱分解試料に KClO4を混合し、105t で加圧して 1400°C で 30m 熱処理し

た試料(c)の粉末 X 線回折(XRD)パターンを示す。大気中で熱処理した試料はヘマタイトとコランダム

の 2 相共存で、Al2-xFexO3固溶体は生成しなかった。酸素中で熱処理した試料は、少量のヘマタイトが

生成したが、主相は Al2-xFexO3固溶体であった。高圧下で熱処理した試料は、大気中で熱処理した試料

と同様、ヘマタイトおよびコランダムの 2 相共存であった。また、他の組成についても生成相はほぼ

同じであった。今後、Fe/Al 比、圧力および温度の影響を詳細に検討する予定である。 

 

４ まとめ 

酸素 1 気圧下の熱処理した試料では-Fe2O3 型 Al2-xFexO3 固溶体が生成したが、高圧下で熱処理した

試料中には Al2-xFexO3固溶体は生成しなかった。今後、組成および熱処理条件を詳細に検討し、得られ

た試料について物性評価を行う。  

 

５ 文 献 

1) J. Jin, S. Ohkoshi, K. Hashimoto, adv. Mater. 16, 48-51, 2004. 
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2) A.Namai1, M.Yoshikiyo, K.Yamada, S.Sakurai, T.Goto, T.Yoshida, T.Miyazaki, M.Nakajima, T.Suemoto,

H.Tokoro, S.Ohkoshi, Nat. Comm., 3, 1035, 2012.

3) A. Muan, Am. J. Sci., 256, 413-422, 1958.

図 1 Fe/Al=0.6/0.4 の原料を、大気中にて 500°C で 1h 熱分解した試料を、大気中にて 1400°C で

24h 焼成した試料(a)、酸素 1 気圧下において 1400°C で 24h 焼成した試料(b)および KClO4を混合

し、105t で加圧して 1400°C で 30m 熱処理した試料(c)の XRD パターン。○: ヘマタイト、▼: コ

ランダムおよび●: Al2-xFexO3固溶体。
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OH⇔⇔F super hydrous phase B  

⇔

Pressure 5.0 0.0 2.3
F end member OH end member OH end member

wave length
0.6995 Å

(Synchrotron)
0.7107 Å

(Shield tube)
0.6995 Å

(Synchrotron)
scan method ω 2θ−ω ω
maximum 2θθ 60 65 60

reflections for structural refinement 195 944 377
number of variable 37 86 37

space group Pnnm Pnnm Pnnm
R (%) 5.0 3.0 7.3

weighted R2 (%) 13.1 8.9 20.4
weight (a, b) (0.1001, 0.8432) (0.0379, 0.60) (0.1457, 0.063)

Goodness of Fit 1.10 1.24 1.16

Table 1. The conditions of data collection and structural refinement of sup. B-F at 5.0 GPa and sup.
B-OH at ambient and 2.3 GPa
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Figure 2. The compositions of some DHMS phases 
and humite minerals in the system of MgO-SiO2-
H2O. (modified after Kuribayashi et al. 2008)
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２方向水平力を受ける 

せん断パネル型鋼製ダンパーの構造性能 

 
                 京都大学  聲高裕治 

 

１ はじめに 

  せん断パネル型鋼製ダンパーは，極低降伏点鋼などの鋼板がせん断塑性変形することによって

地震時に建物に入力されるエネルギーを吸収し，建物の揺れを低減する効果を発揮するものである。

建物が２方向からの地震動を受けて，せん断パネル型ダンパーが取り付く構面に直交方向の層間変

形が生じると，せん断によって塑性化する鋼板に面外の曲げが作用するため，せん断パネル型ダン

パーが構面内のみの水平力を受ける場合と比べて，弾性剛性・耐力・塑性変形能力などの構造性能

が低下する可能性がある。これまでにせん断パネル型ダンパーの構造性能を把握するための数多く

の実験が行われているが，構面内のみに水平力を与えるものがほとんどであり，構面外に水平力を

与えた場合のせん断パネル型ダンパーの構造性能については検討されていない。 

 

２ 研究目的 

  上記１で述べた背景をふまえて，本研究では，せん断パネル型ダンパーが構面内方向だけでな

く，構面外方向の水平力も受ける場合を対象として，その構造性能に及ぼす地震動の入力方向の影

響を，構造実験によって把握することを目的とする。 

 

３ 研究成果 

  板厚 6mmの低降伏点鋼を用いたせん断パネル

ダンパーに対して，右図に示す載荷変位の比率

をパラメータとした構造実験を実施した。 

  面外変形の有無によらず，概ね同様の荷重変

形関係が得られ，載荷方向の影響が比較的小さ

いことを確認した。また，面外変形が大きくな

ると，溶接部の亀裂が早期に生じて耐力が低下

することも確認した。 

 

４ まとめ 

  本研究で得られた成果に基づいて，今後は，梁や間柱などの周辺部材を考慮してせん断パネル

型鋼製ダンパーが２方向の水平力を受けるときの構造性能の把握や，面外変形の大きさに応じた塑

性変形能力の評価法の構築を目指したい。 

面内のみ 面外のみ 

面内：面外 
=1：0.5 

面内：面外 
=1：1 

面内：面外 
=1：2 

X 
(面内) 

Y 
(面外) 

Z 
(鉛直) 
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アンボンド PCaPC 造部分架構の履歴特性とエネルギー吸収性能の

検討 

 
                 北海道大学大学院工学研究院  越川武晃 

 

 

１ はじめに 

アンボンド PC 鋼材を用いたプレキャスト・プレストレストコンクリート（アンボンド PCaPC）架構

において、圧着接合部に梁端ダンパーを設置する工法が提案されている。梁端ダンパーは、圧着接合部

における目開きを利用して履歴挙動にエネルギー吸収性能を付与するものであり、梁端ダンパーの挙動

とそれによるエネルギー吸収性能は、目開きを含めた架構全体の変形挙動と密接に関係する。したがっ

て、その効果を評価するためには梁端ダンパーの性能や配置などが架構レベルの挙動に及ぼす影響を明

らかにする必要がある。 

 

２ 研究目的 

本研究では、このような圧着接合部を有するアンボンド PCaPC 部分架構を対象として、摩擦ダンパー

や種々のパラメータが履歴特性とそのエネルギー吸収性能に及ぼす影響について解析的な検討を行う。 

 

３ 研究成果 

検討を行うにあたって、まず解析法の構築を行った。本解析法では、圧着接合部での目開きが支配的

となるアンボンド PCaPC 部分架構の変形挙動を対象とし、目開きを表現するための断面解析モデルと、

梁における変形の適合条件を満たすための片持ち梁結合モデルの２つを組み合わせて用いた。また、非

線形挙動は圧着接合部のみで生じるものとし、柱は弾性、接合部パネルは剛、圧着接合部以外の部分は

梁も弾性と仮定した。 

次いで、摩擦ダンパーを有するアンボンド PCaPC 部分架構のエネルギー吸収性能に関してパラメトリ

ック解析を用いた検討を行った。解析対象は図１に示すよ

うな部分架構とし、主なパラメータは、アンボンド PC 鋼

材の初期プレストレス力 Tpo（1800, 3600, 5400, 7200 kN）、

摩擦ダンパーの摩擦力 Ffs（180, 360, 540, 720 kN）、およ

び摩擦ダンパーの位置（梁側面, 梁下端）とし、それぞれ

の値を組み合わせて 32 の解析ケースを設定した。摩擦ダ

ンパーの摩擦力 Ffs と位置は梁両端の圧着接合部で同一と

した。アンボンド PC 鋼材の初期応力は全ケースとも降伏

強度の 0.4 倍とし、その断面積を初期プレストレス力 Tpo

の値に応じて調節した。解析は、層間変形角cが 0.005, 0.01, 

0.015, 0.02, 0.025, 0.03 rad.の繰り返し載荷をそれぞれ 2回

ずつ行った。 図１ 解析対象 

(b) 梁下端に摩擦ダンパー設置 

(a) 梁側面に摩擦ダンパー設置 
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(a) 梁側面に摩擦ダンパー設置        (a)エネルギー吸収量   (a) 梁側面に摩擦ダンパー設置 

(b) 梁下端に摩擦ダンパー設置     (b)有効エネルギー吸収比E   (b) 梁下端に摩擦ダンパー設置 

図２ Vc－c関係          図３ エネルギー吸収性能   図４ E－Ffs/Tpo関係 

 

図２に、層せん断力 Vc－層間変形角c 関係の解析結果の一例を示す。この２つの部分架構では摩擦

ダンパーの位置のみが異なっている。いずれも、アンボンド PC 鋼材のプレストレス力と摩擦ダンパー

の摩擦力の効果によって、原点指向性とエネルギー吸収性能を兼ね備えたフラッグ型の履歴ループを

描いており、正負で対称な挙動を示している。各サイクルのエネルギー吸収量に関しては、図３(a)に

示すように、摩擦ダンパーを梁下端に設置した方が大きくなることが分かる。また、図３(b)に示す有

効エネルギー吸収比E は、履歴ループの面積をバイリニア型履歴特性のループ面積で割ったものであ

り、この図からEの値は各サイクルともほぼ同程度であることが分かる。 

図４に、全解析ケースにおける有効エネルギー吸収比Eと、摩擦力と初期プレストレス力の比 Ffs/Tpo

の関係を示す。E の値は全サイクルの平均値である。E は Ffs/Tpo とおおむね比例関係になっているこ

とが分かる。 

 

４ ま と め 

本研究では、摩擦ダンパーを有するアンボンド PCaPC 部分架構を対象として、初期プレストレス力、

摩擦力、および摩擦ダンパーの位置が有効エネルギー吸収比に及ぼす影響について、解析結果に基づく

検討を行った。その結果、（１）摩擦ダンパーによるエネルギー吸収は、梁側面よりも梁下端に設置し

たほうが大きくなること、（２）有効エネルギー吸収比は、摩擦力と初期プレストレス力の比に対して

おおむね比例関係になること、等を明らかにした。 

 

５ 研究組織 

   研究代表者  越川武晃（北海道大学大学院工学研究院） 

   共同研究者  篠原保二（東京工業大学未来産業技術研究所） 
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機能性有機分子に保護された金属クラスターをクーロン島として用

いた単電子トランジスタの創製 

 
                 京都大学 化学研究所  坂本 雅典 

 

 

１ はじめに 

単電子トランジスタは高い省エネルギー性能をもつ次世代エレクトロニクスデバイスとして大きな

注目を集めている。本共同研究では、室温駆動単電子トランジスタの実現を目指し、トランジスタのク

ーロン島となり得る新規有機無機複合ナノ材料の開発とそのキャリア輸送特性の調査を行った。 

 

２ 研究目的 

室温で動作する単電子トランジスタの実現には、クーロン島の帯電エネルギーと電極‐クーロン島

間のトンネル抵抗の制御が重要であることが指摘されている。これらのパラメータを制御するにはナ

ノ粒子の粒径制御と低抵抗の有機配位子の開発が必要不可欠である。本共同研究においては、理想的

な帯電エネルギーと抵抗を有する機能性有機分子保護金属クラスターを化学的に合成し、これをクー

ロン島に用いることにより室温駆動単電子トランジスタの創製を目指した。 

 

３ 研究成果 

金クラスター上にポルフィリンを平面的に配位させるために、ポルフィリン面に対して金に配位する

チ オ ー ル 部 位 が 同 一 方 向 を 向 い た ポ ル フ ィ リ ン 誘 導 体

5α,10α-bis(2-ethylthiophenyl)-15α,20α-bis(2’-ethylthiophenyl)porphyrinatoTin (II) (SnSC2P-SS) を合成した。

SnSC2P-SS 保護金クラスターの合成は、低温下、液相中で SnSC2P-SS の存在下で金イオンを還元するこ

とにより行い、得られた SnSC2P-SS 保護金クラスターはリサイクル式のサイズ排除クロマトグラフィー

により精製した。クライオ TEM、MALDI-TOF-MS、ICP-AES、STM を用いて SnSC2P-SS 保護金クラス

ターの構造を調査した結果、その組成比は Au~100(ZnSC2P-SS)~6 であり、ポルフィリンを面として有する

立方体型ナノ構造体を有するが明らかになった。トンネル抵抗のさらなる低減を目指し、スズ(II)ポルフ

ィ リ ン に 対 し て 特 異 的 に 軸 配 位 す る 配 位 子 で あ る

4-(tris(4-((tert-butyldisulfanyl)methyl)phenyl)methyl)phenol（3 座フェノール）を合成し、これをナノギャッ

プ電極間への固定の双方に利用した。上記の方法を用いて作成した単電子トランジスタは室温でクーロ

ンブロッケード現象を示すことが明らかになった。 

 

４ ま と め 

ポルフィリン平面配位金クラスターをクーロン島として用いた単電子トランジスタを構築し、これが、

室温でクーロンブロッケード現象を示すことを明らかにした。本成果は、室温駆動単電子トランジスタ

の実現に向けて大きなステップとなると考えられる。 
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図 4 解析モデルの概要 

図 3 各解析の接合部詳細 

c) L75-3-F 
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山形鋼の高力ボルト接合部に対する簡便な耐震補強 

愛知工業大学  薩川 恵一 

1. はじめに 

山形鋼とガセットプレートの接触部を溶接する補

強 1)では、溶接補強を突出脚側に行うことで十分な

補強効果が得られるが、溶接は火気を使用するのに

加え、溶接姿勢により施工品質の確保が難しくなる

よって、本研究では溶接を使用しない高力ボルト摩

擦接合 2)を用いた乾式補強を提案する。 

2. 補強概要 高力ボルト摩擦接合 乾式補強 

提案する補強方法を図１に、接合部各部の名称の

定義を図２に示す。図１に示した補強方法は補強材

と既存材の突出脚側を連結ボルトで接合し、突出脚

の曲げ変形などの動きを制限し、有効突出脚部の増

大を図り、突出脚部から補強材に応力を伝達させ既

存材の応力負担を低減して耐力上昇を図るという方

法である。 

各解析の接合部の詳細を図 3に示す。標準型 a)は

既存材に並行して補強材を配置し、連結ボルトを既

存材第一ボルトを挟むようにして配置し設定したも

のである。コンパクト型 b)は標準型よりも、連結ボ

ルトを 1ピッチ下げて設定した。前方型 c)は標準型

よりも、連結ボルトを 1 ピッチ前方に配置し設定し

た。ロング型 d)は標準型よりも、補強ボルトを 2ピ

ッチ後方に下げ、連結ボルトを 1ピッチ下げた。 

3. 解析方法 

解析モデルの概要を図 4に示す。 

境界条件は、Fix の接点を固定する。また、補強材

に応力を純粋に伝達させ、ボルトに負担する応力を

大きくするため、ガセットプレートの面外変形はな

いものとして設定する。 

摩擦は、ガセットプレートと山形鋼および、補強

材の接触面には、錆抜き補強が施されていないため、

摩擦係数は 0.23 とし、ボルト孔の内側とボルトの摩

擦係数は 0.05 とする。 

以上をふまえて、Load を加力点として L型の作用

軸力方向に対する引張の荷重変位の関係を図に示す

変位点で算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 補強方法 

既存ボルト 
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補
強
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図 2 名称の定義 
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4. 結果

解析により得られた接合部の荷重変位関係を図 5

に示す。なお、無補強の解析の結果を破線で示す。 

 既存材第一ボルト孔と第一ボルトの接触部が引

張り方向に対して固定され、ボルトが接触していな

い側が引張りを受け、変形が大きくなってしまった

これにより、第一ボルトの変形が大きくなったボル

ト孔に応力が集中しすぎてしまい、解析が途中で発

散し終了している。上記により、図 5 はボルトの滑

り始めからの耐力上昇、および荷重変位関係がわか

る結果の図として記す。 

図 5 から、すべての補強方法が無補強の解析結果

に対して、ボルトの滑り初めから大きく耐力が上昇

した。変位 4mm においての荷重は、無補強で 200kN

であり、a )～d )が順に 247kN、250kN、258kN、251kN

であった。 

標準型は、既存ボルトに応力が流れる前に連結ボ

ルトに応力が流れ、補強材に伝達し、無補強よりも

既存材の負担する応力が低減し耐力が上昇したと考

えられる。 

コンパクト型は、連結ボルト位置が近く、突出脚

部分の応力伝達がうまくいき、有効断面積が増え、

無補強よりも既存材の耐力が上昇したと考えられる 

 前方型は、4 つのケースの中で最も耐力上昇がみ

られた。このことから、連結ボルトをより前方に配

置することで、他の補強方法よりも多く補強材に応

力が流れ、最も耐力が上昇したと考えられる。 

ロング型は、補強ボルトをより後方に配置するこ

とで、既存第一ボルトに流れる応力を、連結ボルト

に伝達し、補強材に多く伝達させたため、無補強よ

りも耐力が上がったと考えられる。 

5. 考察

図 6 は、本解析結果の一例として前方型の応力図

を示す。連結ボルトを配置することで、応力が突出

脚側と既存材側に分かれ、補強材に伝達しているこ

とが分かる。このことから、補強材に伝達された応

力分が既存材にかかる応力の負担低減分となり耐力

が上昇したと言える。 

 

 

 

 

 

6. まとめ

山形鋼筋かい端接合部に対しての乾式補強による

複数の補強方法を提案した。 

連結ボルトをより前方に配置した方が、既存第一

ボルトに伝わる前に応力が補強材に多く伝わり、既

存材に負担する応力が低減し耐力が上昇した。 

a) L75-3-N

(標準型)

b) L75-3-C

(コンパクト型)

c) L75-3-F

(前方型)

d) L75-3-L

(ロング型)

図 5 荷重変位関係 
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1) 吉敷祥一、河野由佳：山形鋼高力ボルト接合に対す

る隅肉補強、日本建築学会構造系論文集 第 719 号

2016.1 P111

補強材側既存材側

図 6 前方型応力図 
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バルク固体中のコヒーレントフォノン計測 
                 分子科学研究所 共奏分子システム研究センター 鹿野 豊 

１ はじめに 

超短パルスレーザーを用いた固体物質中のコヒーレントフォノン計測は物質中の化学反応の種

となる固体中の振動状態分光の一種と捉えることができる。コヒーレントフォノンが励起された状

態で、過渡透過光（反射光）強度をフェムト秒の時間分解能をもって計測することで、フォノン振

動を実時間で計測することができ、フォノンのダイナミクスを実験的に明らかにできる研究方法で

ある。また、励起光パルスとして２連パルスを用いることで、励起されたフォノン量子状態を制御

することも可能である。 

２ 研究目的 

本研究では、フェムト秒レーザーを用いた過渡透過

光（反射光）強度測定を用いて、コヒーレントフォノ

ンを実時間計測することにより、光励起中の固体中の

結晶振動ダイナミクスを包括的に理解することを目

的とする。特に、サブ 10fs レーザーを用いることで

ダイヤモンドにおけるコヒーレント光学フォノンの

計測と、ダブルパルスを用いたフォノンのコヒーレン

ト制御を実現することを目的とする。 

３ 研究成果 

中心波長約 800 nm（~1.55 eV）のサブ 10fs レーザー

をダイヤモンド表面（バンドギャップ 7.3 eV）に集光

照射することで、瞬間的誘導ラマン散乱過程[1]により

光学フォノンをコヒーレントに励起した。ポンプ・プ

ローブ法を用いて、プローブパルスの透過光をヘテロ

ダイン検出することで、ダイヤモンド光学フォノン振動（25fs 周期）を計測した[2]。このとき、

プローブ光路の光学ステージを制御することで 8 ps の時間範囲で振動の計測ができるように工夫

することで、フォノンの位相緩和時間を精度良く測定できるようにした。その結果、光学フォノン

の位相緩和時間を 6.81±0.19 ps と見積もることができた。ポンプパルスを自作の高精度マイケルソ

ン型干渉計に導くことで、ポンプパルスを２つに分けた。このパルス対を用いることで、時間遅延

を制御してコヒーレントにフォノン量子状態を生成し、その干渉現象によりフォノン振幅強度をコ

ヒーレント制御することに成功した（図１）。これまでに、我々の共同研究で構築したコヒーレン

トフォノン生成に関する量子理論計算[1]を、パルス対励起過程に拡張するとともにヘテロダイン計

測過程まで含めた理論モデルを構築した。このモデルを用いてガウス型パルスを過程した理論計算

結果と実験結果は非常に良い一致を示した 

 
参考文献 

1. K. G. Nakmaura, Y. Shikano, and Y. Kayauma, Phys. Rev. B 92 (2015) 144304. 
2. K. G. Nakmaura, Y. Shikano et al., Phys. Rev. B 94 (2016) 024303. 

 

図１ パルス対励起によるダイヤモンド

の過渡透過光強度測定。図中の時間はポ

ンプパルス対の時間遅延を表す。 
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巨大地震・強風発生後に免震装置に生じる 

残留変形および回復性状に関する解析的研究 

 
                 大阪工業大学  白山 敦子 

１ はじめに 

2011 年に発生した東日本大震災において免震構造は高い耐震性を証明した。それ以降、免震構造への

社会的ニーズは、急激に高まっている。免震装置には様々な種類があり、それらを組み合わせることで

適切な設計が行われている。しかし、設計時において想定できる地震動は限られており、場合によって

は地震終了時に建物が元の位置にもどらない、いわゆる「残留変形」が生じる場合がある。さらに、近

年、免震構造の超高層化に伴う風荷重の増加により、風の影響を受けやすくなっており、免震構造に対

する耐風設計が問題視されている。特に風外力は地震外力とは異なり平均成分を有しているため、台風

通過後、免震装置には残留変形が生じやすいとの指摘がある。一方で、免震装置によっては弾性剛性を

有するため、免震装置の組み合わせによっては、多少の残留変形であれば時間をかけて元の位置に回帰

(回復)するという報告もある。しかし、実際にはどのような組み合わせで、どの程度の残留変形を許容

できるかといった具体的な指標およびその根拠となる実験結果が不足しているのが現状である。 

２ 研究目的 

本研究では、免震構造に一般的に用いられている免震装置単体および複数の種類を組み合わせた場合

を想定し、残留変形を与えた後に、どの程度回復できるかを解析的に検討する。具体的には免震装置に

軸力および水平荷重を与え変形させた後、水平荷重のみを除去した上で長時間放置する。免震装置とし

ては天然ゴム系積層ゴム支承、高減衰ゴム系積層ゴム支承、鉛プラグ入り積層ゴム支承、すべり支承、

鋼材ダンパーなどを想定している。本研究では研究の初期段階として縮小試験体を用いるが、免震装置

に作用する軸力は縮尺率を考慮して決定する。 

本研究は 3年間での研究計画とする。初年度は加力および計測冶具の設計および免震装置単体での静

的加力実験を実施し、弾性剛性や摩擦係数などの基本的な性能・数値を得る。さらに除荷時における剛

性および回復までの時間を計測する。次年度は初年度の実験にさらに大変形を与え単体での特性を確認

する。最終年度には 2種類の免震装置を組み合わせた実験を行う。 

３ 研究成果 

摩擦を有するすべり支承や弾塑性性状の復元力特性を有する鋼材ダンパーを免震装置に設置するこ

とで残留変形が発生することは知られているが、どの程度の残留変形が発生するか？どの程度の残留

変形を許容できるのか？といった知見は全くない。 

解析対象建築物は、地上 42 階建(階高は 1～2 階を 5.0m、3～42 階を 3.5m)、建物高さ 150m、アス

ペクト比 5の RC 造純ラーメン架構である。解析モデルは、立体フレームモデルとして、柱はファイバ

ー要素、梁はビーム要素、梁部材の復元力特性は剛性逓減型 Tri-Linear(武田モデル：除荷時剛性低下

指数は 0.4)とした。建築物の粘性減衰は、弾性 1 次固有周期に対して 2％の初期剛性比例型とした。

解析モデルを図 1に、対象建築物の構造諸元を表 1に示す。 

使用している免震装置の種類は、高減衰ゴム系積層ゴム支承(以下、「HDR」という)であり、建物

基礎部分に設置している。免震装置の設置箇所を図 2に示す。解析に用いた HDR のサイズは、φ1100、

1200、1400 である。免震層の復元力特性は、修正バイリニア型モデルを採用し、減衰定数は 0％とす

る。 

入力地震動は、50cm/s に基準化した El Centro NS 波、Taft EW 波、Hachinohe NS 波、JMA Kobe NS
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波とし、入力倍率を 1.00 倍、1.25 倍、1.50 倍、1.75 倍、2.00 倍と増加させた地震波を X 方向に入力

し、免震層に生じる残留変形を把握する。 

残留変形は、図 3に示すように、地震動終了後、0のデータを加えて 120 秒間解析を継続させる。そ

の状態の最後に残る弾性応答の平均値として定義する。 

数値解析には Newmark -法(=1/4)を用い、時間刻みは 0.002 秒とした。

表 1 構造諸元 

建物重量 560,424[kN]

建物高さ 150[m]

幅・奥行 30[m]

1 次固有周期 3.13[s]
柱断面：Dx×Dy(mm)

750×750～1100×1100 

梁断面：b×d(mm) 
650×650～700×2500 

図 3 残留変形の求め方 

残留変形は、図 3 に示すように、地震免震層に生じる残留変形の時刻歴波形について、図 4(a)に El 

Centro NS 波、図 4(b)に Taft EW 波、図 4(c)に Hachinohe NS 波、図 4(d)に JMA Kobe NS 波を入力し

たときの結果を示す。地震動入力後、120 秒までの残留変形の変位量を算出したものである。また、図

5にそれぞれの地震動入力時の免震層に発生しる最大変形と残留変形との関係を示す。 
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(a) El Centro NS 波入力時
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(b) Taft EW 波入力時

図 2 免震装置設置箇

図 1 解析モデル 
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(d) JMA Kobe NS 波入力時

図 4 免震層の残留変位の時刻歴および残留変形量 

それぞれの残留変位量は、El Centro NS波入力時で0.7cm～1.4cm、Taft EW 波入力時で1.98cm～4.28cm、

Hachinohe NS 波入力時で 0.11cm～2.75cm、JMA Kobe NS 波入力時で 1.23cm～2.35cm となり、Taft EW 波

の残留変形が大きくなることがわかった。 

成果としては、弾性の復元力をもつ免震装置とそれらを組み合わせることで、地震や台風終了時に

おいて残留変形が発生した場合においても、免震装置の弾性復元力によって原点に回帰(回復)するこ

とが明らかとなり、それを評価できる手法や指標が確立されれば、設計時における残留変形の検討に

対して大きな助けとなる。 

免震構造を設計する際には、想定した入力に対して最大変形だけでなく残留変形を検討する必要が

ある。本研究成果は免震構造において許容できる残留変形を判断する指標を提案するための一助とな

る。 

４ ま と め 

本研究では、免震建築物の設計において一般的に用いられている免震装置について、巨大地震や強風

を想定した動的多数繰り返し実験を行い、免震装置の復元力特性を提示するとともに、その機能維持性

能である「残留変形量」、「エネルギー吸収量」、「温度依存性」や「疲労」等のデータを取得し、そ

れらの要因による履歴特性の変化と、限界性能を明らかにする。 

さらに、実務構造設計時における免震装置の検討に対して、留意点を抽出し、大きな助けとなる資料

を定量的に提示する。 
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巨大負熱膨張性マンガン窒化物と熱硬化性樹脂との複合化技術開発 

 
                 名古屋大学  竹中康司 

 

 

１ はじめに 

従来材料の数倍を超える負の線膨張係数で特徴付けられる、Mn3(Zn, Sn)N をはじめとした「相転移型

負熱膨張材料」を熱膨張抑制剤として熱硬化性樹脂と複合化させ、正からゼロ、負までを含む広い範囲

で熱膨張を調整できる新規材料を創製する。また、竹中の開発したマンガン窒化物[1]や、東の開発した

ビスマス・ニッケル酸化物[2]を凌駕する特性を有する新規負熱膨張材料を創製し、その利用技術として

熱硬化性樹脂との複合化を行う。マンガン窒化物は研究代表者が見出したものであり、国際的にも注目

される新規材料の活用技術を世界に先駆けて確立する。これにより、産業の広い分野に存在する熱膨張

抑制への強い要望に応える。 

 

２ 研究目的 

マンガン窒化物 Mn3(Zn, Sn)N に関してはこれまで、金属や熱可塑性樹脂との複合化を、研究代表者が

中心になって進めてきた。より広い利用のためにはエポキシ等、熱硬化性樹脂との複合化が不可欠であ

る。そこで、熱硬化性樹脂と巨大負熱膨張材料との複合化で実績のある対応教員の東と共同で、マンガ

ン窒化物と熱硬化性樹脂との複合化を行う。共同研究により、これまでにそれぞれが蓄積してきた知見

を合わせることで、飛躍的に研究を進展させることができる。また、これまでに竹中が開発したマンガ

ン窒化物や東が開発したビスマス・ニッケル酸化物などの負熱膨張材料は、大きな負の線膨張係数とい

う長所を持つ一方で、動作温度が 100 K 程度の温度幅に制限されるという短所がかねてより指摘されて

きた。共同研究には、負熱膨張研究に関する両者の知見や強みを活かして新規負熱膨張材料を開発し、

その利用技術としての樹脂複合化に取り組むことも目的となっている。本共同研究により、樹脂の強み

である高い加工性を保ちつつ、欠点である大きな熱膨張を抑制した「低膨張樹脂複合材料」など、巨大

負熱膨張ならではの画期的新材料を提供できる。 

 

３ 研究成果 

マンガン窒化物やビスマス・ニッケル酸化物など、近年開発された巨大負熱膨張材料は、相転移に伴

う体積変化を温度に対して緩慢にすることで実現されている。そのような負熱膨張の候補となり得る相

転移として、層状ルテニウム酸化物 Ca2RuO4の金属-絶縁体転移（Mott 転移）[3]に着目した。G. Cao ら

のグループにより、例えば Ca2Ru1-xMnxO4などで、負熱膨張に関する体積変化量が 1%程度の負熱膨張が

報告されていた [4]。これは、例えば実用負熱膨張材料として知られる β-ユークリプタイトの 1.7% [5] や

ビスマス・ニッケル酸化物の 2% [2]と比べても、決して小さい値ではない。組成の最適化等により、報

告より大きな負熱膨張が現れる可能性があると考えた。 

 

取り組みの中で、Ca2RuO4焼結体の酸素含有量を減じることで（Ca2RuO4-yの表記で y～0.2 程度）、体
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積変化量が最大で 6.7%に達する巨大な負熱膨張を発現することを発見した[6]。これは、これまで最大

の体積変化量として知られる MnCo0.98Cr0.02Ge の 3.2% [7]の倍以上となる、極めて大きなものである。ま

た、動作温度域は Ca2RuO4-yで 135-345 K の 210 K にわたる広いものであり、Ru サイトを Fe などの遷移

金属により部分置換することで、更に広域になることがわかった。 

 

層状ルテニウム酸化物の負熱膨張は、大きな体積変化量と広い動作温度という特性に加えて、メカニ

ズムの点でも特徴的である。X 線回折の温度変化測定により、このルテニウム酸化物は直方晶 pbca にあ

ることが明らかになった。その格子定数は、150 K から 340 K の温度上昇で、a 軸が 0.6%、b 軸が 5.0%

収縮し、一方 c 軸が 4.6%膨張するという、異方性の強い温度変化を示した。結果として、ユニット・セ

ル体積 v を 1%の収縮となり、驚くべきことに、バルク焼結体の値 6.7%と大きく異なっていた。このこ

とは、焼結体に特徴的な材料組織的効果が重要な役割を果たしていることを示唆する。構造パラメータ

ーとバルクの負熱膨張との相関を調べるため、R ≡ (a+b)/2c で定義される異方性指数（擬似的な

tetragonality とみなせる）を導入すると、その温度変化 ΔR/R が、ユニット・セル体積の温度変化 Δv/v よ

りもよくバルクの熱膨張 ΔL/L を再現することがわかった。すなわち、結晶粒の異方的な熱膨張により、

焼結体に含まれる空隙が小さくなるような変形が生じることで、バルク体として負熱膨張が生じると解

釈できる。このことは、結晶粒自体は必ずしも負熱膨張しなくても、バルク焼結体としては負熱膨張し

得ることを示しており、材料学的に限定された負熱膨張材料探索のフィールドを格段に拡げることを意

味している。実際、Ru の一部を鉄で置換した系では、ユニット・セルはほとんど熱膨張しないにもかか

わらず、焼結体は大きな負熱膨張を示すことも明らかになった。また、現時点では予備的な実験ではあ

るが、アルキメデス法による充填率の評価では空隙がおよそ 20%程度と見積もられている。この「増強

された」負熱膨張は、実はこれまで最も広く利用されてきた負熱膨張材料 β-ユークリプタイト [5] でみ

られたもので、体積変化量としてその数倍の規模で生じている。 

 

このルテニウム酸化物の熱膨張抑制能力を検証する目的で、エポキシ樹脂との複合化をフロンティア

材料研究所で行った。熱膨張抑制剤フィラーとして用いたのは、負熱膨張の動作温度域が 100-500 K と

広く、熱膨張の線形性（α= 28 ppm/K）も優れた Ca2Ru0.92Fe0.08O4-yである。およそ 20-40 μm の粒径の粉

末を用いた。測定に用いたレーザー干渉熱膨張計の適用温度域が 100-500 K に制限されていたため、そ

の前後の温度域での熱膨張特性は評価できていないが、上限（500 K）ならびに下限（100 K）での線熱

膨張は依然として十分な負の傾きを持っており、動作温度域はこれより広いと思われる。体積分率にし

て 50 %の Ca2Ru0.92Fe0.08O4-yを分散させたエポキシ樹脂複合材料は、5-400 K で熱膨張がほとんど平坦と

見なせるまになった。熱膨張が構成素材の体積分率で決まるとする複合則の見積もりより

Ca2Ru0.92Fe0.08O4-y の熱膨張に近意こともわかった。これは、ルテニウム酸化物焼結体粒子が十分な弾性

率を有し、界面の力学的相互作用により、基材のエポキシの熱膨張を効果的に抑制していることを示唆

するものである。 

 

４ ま と め 

これまで最大の体積変化量を有する新規負熱膨張材料、層状ルテニウム酸化物焼結体を開発し、その

発現機構の考察と、エポキシ樹脂との複合化を行った。負熱膨張機能の発見と熱膨張抑制能力の実証と

いう、研究の第一段階はクリアできたが、研究は端緒についたところである。材料組織がバルク機能に
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深く関わる例は、近年の巨大負熱膨張材料にはなく、層状ルテニウム酸化物の著しい特徴である。今後

は構造最適化計算の手法も取り入れて、負熱膨張発現機構を明らかにするとともに、電子デバイス分野

への適用など、広汎な応用を実現するために、粒径 1 μm の微細粒でも機能するような材料合成法を確

立し、エポキシ樹脂等と複合化することでその熱膨張抑制能力を検証する。 

 

[1] For a review, see K. Takenaka et al., Sci. Technol. Adv. Mater. 15 (2014) 015009. 

[2] For a review, see M. Azuma, K. Oka, and K. Nabetani, Sci. Technol. Adv. Mater. 16 (2015) 034904. 

[3] S. Nakatsuji, S. Ikeda, and Y. Maeno, J. Phys. Soc. Jpn. 66 (1997) 1868. 

[4] T. F. Qi, O. B. Korneta, S. Parkin, J. P. Hu, and G. Cao, Phys. Rev. B 85 (2012) 165143. 

[5] F. H. Gillery and E. A. Bush, J. Am. Ceram. Soc. 42 (1959) 175. 

[6] K. Takenaka et al., Nature Commun. 8 (2017) 14102. 

[7] Y. Y. Zhao et al., J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) 1746. 
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単結晶 RFe2O4-δ（R：希土類）の電気磁気応答 

 
                 京都大学大学院工学研究科  田中勝久 

 

 

１ はじめに 

 RFe2O4（R は希土類および In）は六方晶系の結晶で、Fig.1 に示すように c 軸方向に沿って R イオン

を含む層と鉄イオンを含む層が R 層– Fe 層– Fe 層の順で並ぶ周期構造をとり、2 層の三角格子が c 面

内に形成される。三角格子に同数の 2 価と 3 価の鉄イオンを配列することはできないため、必ず電荷

のフラストレーションが生じ、また、酸素を介した超交換相互作用により鉄イオンの磁気モーメント

が反強磁性的に整列するため、三角格子ではスピンのフラストレーションも生じる。ただ、超交換相

互作用の大きさは、Fe3+-Fe3+ > Fe3+-Fe2+ > Fe2+-Fe2+となるため、これ

を考慮して磁気的エネルギーが低くなるように鉄イオンを配置する

と Fig.2 のように三角格子の一方の面には Fe3+が過剰となり、もう一

方の面には Fe2+が過剰となるため、層間には電気双極子モーメントが

生じる（図中の矢印）。これが結晶内ですべて同じ方向を向いて並

ぶと強誘電性が現れることになる。しかし、RFe2O4 は電気伝導率が

高いため、巨視的手法で誘電特性を調べることが難しく、誘電率や

圧電定数などの基礎的な誘電性には未解明な点が多く残されている。

RFe2O4 は温度の低下に伴う磁気秩序のほか、電荷の秩序－無秩序転

移を示すことも知られており、電荷秩序とスピン秩序が共存する興

味深い系であることから、その基礎物性を明らかにすることは重要

な課題である。我々は最近、圧電応答顕微鏡（PFM）を用いた測定

により、特に YFe2O4および TmFe2O4が室温において圧電的ならびに

強誘電的挙動を示すことを明らかにした。 

 

２ 研究目的 

 前年度までの共同利用研究により、単結晶 YFe2O4 および TmFe2O4

の c 軸方向に沿った誘電分極と圧電歪みの温度依存性を測定し、強誘

電性の消失する（現れる）相転移点が 80℃から 90℃に存在することを

見いだした。また、示差走査熱量測定により、同様の温度付近で潜熱

が観察されることを明らかにした。一方、一連の RFe2O4化合物のうち

でも構造や物性に関する報告が最も多い LuFe2O4は未だ PFM を用いた

測定が行われていない。特に、LuFe2O4が強誘電体であるか否かについ

ては、多くの論文で議論がなされているにもかかわらず、未だ強誘電

性を裏付ける決定的な証拠は得られていない。本研究では、フローテ

ィングゾーンメルティング法によって作製した単結晶 LuFe2O4 を対象

Fig.1 Crystal structure of 
RFe2O4 

Fig.2 A distribution of Fe3+ 
and Fe2+ ions and formation 
of a dipole moment 
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に、PFM を用いて誘電特性を明らかにする

ことを目的とした。 

 

３ 研究成果 

 Fig.3 に今回の共同利用研究で得られた単

結晶 LuFe2O4 の室温における PFM 測定の

結果を示す。誘電分極（位相）は電場依存

性において明確なヒステリシスループを

示しており、また、強電場領域では誘電分

極が飽和する傾向が見られる。一方、歪み

の電場依存性においても明確なヒステリ

シスが観察される。これらの結果から、

YFe2O4 および TmFe2O4 と同様、LuFe2O4

も室温において圧電体ならびに強誘電体であることが示唆される。また、希土類イオンの異なるこれ

ら 3 種類の結晶の室温での PFM の結果を比較すると、抗電場が希土類の種類に依存し、その大きさは、

YFe2O4 > TmFe2O4 > LuFe2O4の順となった。これらの希土類のイオン半径は、Y3+が90 pm、Tm3+が88 pm、

Lu3+が 86 pm であり、大きい希土類イオンほど抗電場の大きい強誘電体を与えるようにも見える。我々

の研究グループが別途実施した TmFe2O4の単結晶 X 線回折による構造解析では、Tm3+のイオン分極が

強誘電性をもたらすことが示唆されている。抗電場のイオン半径依存性は希土類イオンのイオン分極

と関係した現象である可能性があるが、現象の本質を明らかにするためには、さらなる実験が必要で

ある。 

 

４ ま と め 

 本研究では、LuFe2O4 が室温において強誘電体となることが示唆されたほか、YFe2O4、TmFe2O4、 

LuFe2O4の抗電場と希土類のイオン半径との間に相関があるかもしれないことが見いだされた。これま

で、RFe2O4 の強誘電性は 2 価、3 価の鉄の電荷分布により発現するという仮定の下で議論が進んでき

た。また、電荷分布が Fig.2 のものとは異なり、この結晶は自発分極を持たないという主張もある。本

研究での結果は、これらの議論を根本から見直す必要があることを示唆するものである。現状では

RFe2O4 の強誘電性の本質の解明には至っていないが、そのためには鉄イオンの電荷秩序と希土類の働

きを明確にする必要があり、PFM はその有効な手段の一つであると考えている。 

 

Fig.3 Polarization (phase) and displacement as a 
function of dc electric field for single-crystalline 
LuFe2O4 at room temperature 
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３次元内部観察によるセラミックスの成形および焼結時の 

構造変化に関する研究 

 
                 長岡技術科学大学 田中 諭 

 

 

１ はじめに 

  バルクセラミックスの信頼性はその構造に支配されるはずである。セラミックスの構造形成の出発

点は成形体の構造である。この成形体の構造はプレス成形の場合、顆粒の充填やその変形特性に大き

く左右される。そして、焼結時に大きな構造変化がおこり、粗大欠陥が発生する。着目すべきは、サ

ブミクロンの一次粒子間の焼結ではなく、数十ミクロンレベルでの顆粒の焼結である。我々は、成形

体から焼結体までを 3 次元連続観察することがその挙動を明らかにすることに有効であると考え、こ

れまでに、成形体内の顆粒充填構造、特に顆粒間気孔が、焼結途中にさらに粗大化して欠陥化するこ

とを実験結果として示した。粗大欠陥化の機構をさらに明らかにして、制御することが、バルクセラ

ミックスの信頼性向上には必要である。 

 

２ 研究目的 

本研究では、３次元内部観察によるセラミックスの成形および焼結時の構造変化を行い、粗大欠陥

の発生機構と制御手法を開発することを目的とした。観察にはマイクロ X 線 CT、赤外顕微鏡などの透

過性に優れた顕微鏡を用いて、３次元で観察を行った。顆粒には、市販の二種類の顆粒を用いた。 

 

３ 研究成果 

Fig.1 は成形体の浸液透光画像である。用い

た原料顆粒は直径 50-100μm の球形であるが、

内部に窪みをもつ。一方の顆粒はバインダを含

み、強度を持つ顆粒である。もう一方の顆粒は

バインダを含まない。成形体では顆粒の形状が

観察され、圧密後も破壊せずに残存することが

わかる。残存形状は、硬めの顆粒を用いた場合

に顕著である。 

Fig.2 に、マイクロ CT による、同一箇所の焼結体の粗大気孔分布を示す。処理温度は 900℃と 1300℃

である。相対密度は、それぞれ 60%、95％となった。サイズは 400μm×400μm、奥行は 100μmである。

マイクロ CT では、一次粒子間の気孔は検出できず、大きな気孔のみ表示できる。測定可能な 1μm 以

上の気孔を示した。900℃の低温では、微細気孔が全体に存在した。5μm程度の大きな気孔も観察され

た。気孔の分布を注意深くみると、成形体と同様に、顆粒の形状が観察される。1300℃ではそれぞれ

粗大化した気孔が観察された。両者の比較から、焼結が進むとともにそれらが発達し、粗大な気孔が

周囲の気孔を集約し、粗大化することが確認された。 

Fig.1 成形体の薄片浸液透光写真。(a)バ

インダあり、(b)バインダなし 

(a)  (b)  
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これまで気孔の粗大化は、終期焼結での粒成長と並行して進行するとみられていたが、焼結中期か

ら気孔の合体と閉気孔化が観察された。他の温度での観察結果も含めると、顆粒内での焼結が 1200℃

程度までにおこることで一次粒子間の気孔は顆粒間に排出され、より高温で顆粒間の焼結により今度

は顆粒間の大きな気孔が小さな気孔を集約して発達したと考えられた。さらに、成形体の段階で、顆

粒間の気孔が少ない、バインダを含まない系では、粗大気孔の発達は抑止されることが確認された。 

 

４ ま と め 

  バルクセラミックスの構造は成形体の構造に支配される。成形体の構造はプレス成形の場合、顆粒

の充填やその変形特性に大きく左右される。マイクロ CT による連続観察は、その実際の構造変化の様

子を提供する。成形体の構造に由来して、焼結時に大きな構造変化がおこり、粗大欠陥が発生する。

特に、顆粒の間に残る数ミクロンから十ミクロン程度の欠陥である。これが、焼結後には数十ミクロ

ンレベルになる。焼結の進行に伴って、粗大欠陥は周りの欠陥を吸収して発達する。バインダの使用

もしくは量により、顆粒間の隙間をより減らし、構造を均一化することができれば、焼結時の粗大欠

陥発生を抑止できることも分かった。 

 

                                  

Fig.2 マイクロ CT による焼結時のマクロ構造の変化。原料顆粒にバインダを含む

観察領域は、縦 400μm、横 400μm、奥行は 100μm。 

(a) (b) 

(c) 
(d) 
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RC 造建築物の継続使用性評価に資する 

曲げおよびせん断性状のモデル化の精度向上 

 
                 京都大学  谷 昌典 

 

 

１ はじめに 

建築構造における性能設計および性能規定化は時代の趨勢にあるが，部材および架構のモデル化に関

する技術的知見の不足などが影響して実設計への適用が進んでいないのが現状である。RC 造部材の耐力

（曲げ，せん断）については，既往の評価式により概ね良好な精度で評価できることがこれまでに明ら

かとなっているのに対して，変形の評価に関しては，特に耐震壁部材においてひび割れや鉄筋降伏など

の実現象とモデルとの対応を詳細に検証した事例は少なく，その評価精度に改善の余地が残されている

状況にある。地震後の継続使用性も考慮した性能評価型の構造設計を行うためには，RC 造部材の曲げお

よびせん断それぞれの挙動を，ひび割れおよび鉄筋降伏などの実現象と対応させて精度よく評価する必

要がある。 

 

２ 研究目的 

RC 造部材，特に耐震壁部材の曲げ挙動およびせん断挙動の評価手法に関する既往の研究を調査し，評

価手法の現状および問題点を取りまとめる。さらに，ひび割れや鉄筋降伏の実現象が発生する時の変形

に着目し，既往の実験結果に基づいて有限要素解析や断面解析を用いて評価手法の妥当性を検証すると

ともに，予測精度の向上を図ることを目的としている。 

 

３ 研究成果 

本年度は，過去に本研究対応教員の河野進教授との共同研究で実施した RC 造耐震壁および方立壁試

験体を含む既往の実験結果に対して，それぞれの評価手法を適用して予測精度について検討を行った。

一例として，耐震壁のせん断挙動の一つである脚部せん断すべり挙動に着目した検討を以下に示す。耐

震壁の脚部せん断すべり挙動は，耐震壁の耐力や変形性能を低下させる要因となりうることが知られて

いるが，現行の規基準類では考慮されていないのが現状である。そこで，脚部せん断すべり挙動に関す

る耐力評価手法の現状について調査を行うとともに，脚部せん断すべり耐力の評価手法として提案され

ている Paulay 式 1)，Eurocode 式 2)および Schuler 式 3)を既往の実験結果に適用し，各評価式による耐力

および破壊形式の予測精度について検討を行った。その結果として，図 1（縦軸：せん断すべり耐力余

裕度 Qsl/Qmu，横軸：せん断余裕度 Qsu/Qmu）に示すように，曲げ，せん断および脚部せん断すべりの各

耐力評価式による破壊形式の予測精度に関する知見を得た。 

 

４ ま と め 

本検討により，RC 造壁部材の曲げ挙動およびせん断挙動に関する評価手法の予測精度向上が可能とな

る。その結果として，各種の限界状態に対応した精度の高い性能評価型の構造設計が可能となり，安全
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性だけでなく継続使用性にも十分に配慮された RC 造建築物の普及につながるものと考えられる。 

(a) 曲げ略算＋Paulay 式 (b) 断面解析＋Schuler 式  

図 1 破壊形式予測結果 

 

参考文献 

1) T. Paulay, et al.: Ductility in Earthquake Resisting Squat Shearwalls, ACI J., 79(4), 

pp.257-269, 1982 

2) CEN: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance-Part 1: General rules, seismic 

actions and rules for buildings, 2004 

3) H. Schuler and B. Trost: Sliding Shear Resistance of Squat Walls under Reverse Loading: 

Mechanical Model and Parametric Study, ACI Structural J., 113(4), pp711-721, 2016 

 

- 114 -



 

 

ユビキタス元素酸化物による新規機能性誘電体の開発 
                 名古屋大学 大学院理学研究科 物質理学専攻（物理系）  谷口 博基 

 

 

１ はじめに 

地殻を構成する造岩鉱物の大部分は、シリケートやアルミネート等の酸素四面体を基本的な構成要素

とする酸化物によって形成されている。したがって、酸素四面体型酸化物に備わる性質の理解と自在な

制御による機能性材料開発、いわば"酸素四面体エンジニアリング"が実現すれば、サステイナブルな次

世代の科学技術の構築が大きく進展すると期待される。 

 

２ 研究目的 

本研究では、シリケートやアルミネートなどの地殻に豊富に存在するユビキタス元素酸化物によって、

新たな機能性誘電体材料の開発に取り組む。特に、申請者のこれまでの成果に基づいて、層状シリケー

トおよび充填アルミネートゼオライトを軸とした新しい強誘電体の探索を実施する。本研究の成果によ

って、優れた機能性と高い環境親和性を共に備えた革新的な酸化物誘電体材料の創出が見込まれる。 

 

３ 研究成果 

申請者は、平成２４年度、平成２５年度、さらに平成２６年度応用セラミックス研究所共同利用研究

において、酸素四面体を基本構造とする新たな酸化物強誘電体の設計・開発を実施してきた。その結果、

強誘電性層状シリケート Bi2SiO5 および強誘電性充填アルミネートゼオライト(Ca,Sr)8[AlO2]12(WO4)2 を

発見するに至った。これらの共同研究で得られた知見に基づいて、本研究では層状シリケートおよび充

填アルミネートゼオライトにおける新強誘電体物質系の創出に取り組んだ。その結果、新しい強誘電体

物質群として①(Bi1-xPbx)2SiO5[0<x≦0.2]および②(Ca1-xSrx)8[AlO2]12(MoO4)2[0<x≦0.2]を見出すに至っ

た。 

①の(Bi1-xPbx)2SiO5においてはBi3+サイトに対して異価数のPb2+が２０％も置換可能であることを見出

し、その原因として Bi2SiO5中の Bi2O2レイヤが、高濃度の酸素欠陥を許容することを明らかにした。本

成果は、J. Mater. Chem. C 4 (2016) 3168-3174.に公表し、当該年度の注目論文に選定された。一方

②では、(Ca1-xSrx)8[AlO2]12(MoO4)2が間接型強誘電性相転移を示すことを見出した。また、間接型強誘電

性特有の誘電的性質に起因して焦電発電素子として優れた性質を示すことを明らかにした。本成果は、

physica status solidi RRL - Rapid Research Letters および Physical Review Applied にそれぞれア

クセプトされ、現在出版準備中である。 

 

４ ま と め 

本研究によって、強誘電性を示す新しい層状シリケート化合物、および間接型強誘電性を示す新しい

充填アルミネートゼオライト化合物を見出した。 
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非破壊検査手法を用いたポリマーセメント系材料の 

品質評価の提案 
                 徳島大学大学院  塚越雅幸 

 

 

１ はじめに 

ポリマーセメント系塗膜防水層は，下地コンクリートへ生じるクラックへの追従性確保のために，ポ

リマーとセメントの混合量が重量比で 1:1 ～ 2:1 程度と，かなりポリマーリッチな調合となる。 

ポリマーセメントの施工時，攪拌不足の状態で塗布された場合には面的な材料の不均一性（材料ムラ）

や材料の比重差により厚さ方向での材料分離が生じる危険性があり，所定の伸び物性を確保できずに下

地コンクリートのひび割れ抵抗性や付着性状の低下による剥離等の不具合の発生が懸念される。 

ポリマーセメント系塗膜防水材は壁面や床スラブ面全体に施工されることから，大面積を迅速で手軽

な測定方法が望まれている。そこで本研究では，アクティブサーモグラフィ法による不具合箇所の特定

方法について検討を行った。 

 

２ 研究成果 

初期不具合として，ポリマーセメント系塗膜防水層の剥離（ふくれ），塗膜厚さ不足，P/C のムラを

想定した試験体の形状を写真-1 に示す。いずれの試験体も W/C=55%の下地コンクリート(300×300×

50mm)の型枠底面部分となる 300×300mmm 面上に防水層を塗布した。 

試験は写真-2 に示すように，熱源としてハロゲンランプ，赤外線カメラ，および画像表示・データ処

理用の PC で構成される。本実験では試験体全面におよそ 10 m の位置にランプを設置した。加熱は 500W

で 240 秒間とし，加熱中および加熱終了後の温度低下過程を赤外線カメラにより観察した。試験の結果

を写真-3，図-1 に示す。 

(1) 剥離部分検出用試験体 

剥離部が健全部と比べ温度が高くなっており，写真からも剥離の形状まで良く観察できる。これは入

熱時に剥離部が断熱層として働きそこに熱がたまり温度が高くなったと考えられる。 

(2) 塗膜厚さ検査用試験体 

塗膜厚さの違いを見てみると，塗膜厚さが厚い部分

ほど加熱終了時の温度が高い傾向にある。塗膜厚さが

厚いほど，照射された熱をより蓄熱し高温になったた

めだと推測される。 

(3) 材料ムラ(P/C の差)検査用試験体 

P/C が高いほうが加熱終了時の温度が高くなる傾向

を示した。有機材料のポリマーと無機材料のセメント，

砂で構成される防水層がコンクリート表面に塗布され

た場合，熱伝導率の小さいポリマーが多いほど照射さ

れた熱をより蓄熱したと推測される。 

赤外線カメラ

ランプ（熱源）

試験体

加熱
（10 m）

写真-2 大型試験体の試験状況
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４ ま と め 

ポリマーセメント系塗膜防水層と下地コンクリートの界面に生じた剥離（ふくれ）や，塗膜厚さの違

い，材料の不均一性をアクティブサーモグラフィ法により特定が可能となった。現在，シミュレーショ

ンによる解析と，詳細試験を並行しておこなっており，実際の現場での不具合の度合いや劣化度の評価

方法の提案に向けて継続して研究を行っている。 

 

５ 研究組織 

研究代表者 徳島大学大学院：塚越 雅幸， 共同研究者 東京工業大学大学院：篠原保二             

剥離部
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厚い 薄い 高 P/C
(200%)

低P/C
(100%)
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3
0
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0
0
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m
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100 mm
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剥離部

15.40℃

温度測定箇所

写真-3 加熱終了直後のポリマーセメントの温度分布

試験体の幅 (mm)

図-1 試験体横方向の温度分布
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図 1 強誘電体 SEI による高速充放電機構 

超高速充放電二次電池に向けた強誘電体―活物質 
ナノ積層正極膜の開発 

 
                 岡山大学  寺西貴志 

 

 

１ はじめに 

近年のハイブリッド自動車(HEV)や電気自動車(EV)の爆発的な普及に伴い，リチウムイオン二次電池(LIB)をベ

ースとした電池出力特性改善に向けた取り組みが活発になされている．従来，LIB の代表的な活物質であるコバル

ト酸リチウムLiCoO2(LC)においては充放電の繰り返しにより固体電解質界面(Solid Electrolyte Interface, SEI)が粒子

表面に副生成物として形成される．この SEI は Li イオンの拡散を著しく阻害し，高速充放電時の容量劣化の一因

となる．Scott らは LC 粒子表面に厚さ数Åの Al2O3極薄膜を人工的な SEI として被覆することにより，7.8C とい

う非常に高いレートにおいて優れた容量特性が得られることを報告している[1]．我々は，人工 SEI として強誘電

体チタン酸バリウム BaTiO3(BT)に着目した．BT は直流電界下において大きな誘電分極を誘起する．この誘電分極

が活物質－電解質界面における Li イオンの拡散に作用することで高レート特性の向上を期待したものである． 

我々はこれまでに，正極活物質 LC 表面にゾルゲル法により，僅か 1mol%程度の BT ナノ粒子を人工 SEI として

担持することで，出力特性が劇的に改善されることを

報告している[2-5]．この現象は，強誘電体層内に現れ

る電気的双極子モーメントが Li イオンの挿入脱離を

アシストすることで，活物質・電解質界面における

Li イオンの拡散速度を増強させるメカニズムで解釈

可能である(図 1，特開 2016-149270)．この Li イオン

の拡散円滑化は特に電界集中が生じる強誘電体－活

物質－電解液の三相界面付近において生じると推定

するが，従来ゾルゲル法では，この三相界面密度を精

密に制御することが困難であった．  

 

２ 研究目的 

昨年度より，パルスレーザー堆積法(Pulsed Laser Deposition, PLD)を用い，三相界面密度をコントロールした積層

正極膜を作製し，それらの電池特性結果から上記仮説を検証するとともに，最適な複合構造の決定を目指してい

る．今年度は，BT 被覆率を制御した積層正極膜を作製し，高レート特性の BT 被覆率依存性を調査することを研

究目的とした． 

 

３ 研究成果 

薄膜作製は東工大フロンティア材料研究所において PLD 法により行われた．(100)SrTiO3 (STO)基板上に集電体

層として SrRuO3 (SRO)と活物質層として LCO を積層成膜した．この際，LCO ナノ薄膜は優先的に Li の挿入脱離

が起こるとされる(104)面上[6]に成長させた．さらに LCO 上に強誘電体 BTO の極薄膜を堆積した．積層構造は

(001)BTO//(104)LCO//(100)SRO//(100)STO とした．PLD 蒸着時間を調整することで BT 被覆率を制御した

(BT-dot-2min, BT-dot-10min, BT-dot-20min)．SEM 像より，得られた３つの膜の BT 被覆率がそれぞれ 3.3，77，92%
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図 2 50C レートにおける放電容量の BT 被覆率依存 
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図 3 強誘電体―活物質－電解液 

三相界面における Li の優先拡散 

であることが分かった．対極を金属 Li，電解液を 1mol/L LiPF6とし，2032 型コインセルを用いて 3.3V－4.2V の範

囲において充放電試験を行った．充放電レート

は 1C から 100C [1C = 160 mA/g]の範囲において，

各レート 5 サイクルずつ段階的に充放電速度を

引き上げていき計 35 サイクル行った．50C レー

ト，すなわち 72 秒満充放電時間における放電容

量の BT 被覆率依存性を図 2 に示す． 

被覆率 3%付近で大幅な高速充放電特性の改

善が見られ，被覆率をさらに増加させると高レ

ート時の容量は減少に転じることが分かった．

BT 被覆率増大に伴い，強誘電体－活物質－電解

液の三相界面(図 3)の密度は増大するが，過剰に

BT を担持させた場合，BT 粒子の凝集に伴う三

相界面密度の低下，BT 被覆による反応面積の減

少により，レート特性は悪化すると考えられる．

本結果は，BT 被覆率が 3.3%から 77%の間に最

適被覆率が存在することを示すものである．今後，より詳細に

BT 被覆率依存性を調査し，最適被覆率を決定する必要がある． 

一方，in-situ インピーダンス解析により，セル抵抗成分の定量

化を行った．1C レートで 2 サイクル充放電後，10C レートにお

いて in-situ インピーダンス試験を行った．測定条件は振幅を

10mV，周波数 50mHz-1MHz，測定電位範囲を 3.3-4.2V とした．

図 4 に未処理 LC と BT ドット蒸着膜のインピーダンスサークル

を比較した．BT ドットを被膜させた試料では電荷移動

抵抗 Rct が大幅に低減していることが分かった．強誘電

体－活物質－電解液の三相界面付近において Li の拡散

が促進されている仮説を支持する結果であるといえる． 

 

４ ま と め 

 強誘電体SEIの膜構造がLIBの高速充放電特性に及ぼ

す効果を明らかにすべく，モデル的実験として，ナノ積

層正極膜における電池特性評価を行った．LC 上にドッ

ト状に BT を被覆させた試料において，被覆率が約 3.3%

の時，高速充放電特性が最も向上した．In-situ インピー

ダンスの結果からも強誘電体・活物質・電解質からなる

三相界面付近において Li イオンが優先的に拡散してい

る可能性が示唆された．  
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ポストぺロブスカイト型 CaIrO3 の精密構造と弾性特性 
 

                 山口大学大学院創成科学研究科  中塚晃彦 

 

１ はじめに 

ペロブスカイト型化合物は材料科学的に重要な物質群であることから、その高圧相であるポストペロ

ブスカイト型化合物にも近年注目が集まっている。その中でも CaIrO3は常圧で安定な数少ないポストペ

ロブスカイト型化合物の一つとして知られている。その結晶構造（斜方晶；空間群 Cmcm）は、IrO6 八面

体層と CaO8多面体層が［010］方向に交互に積層した構造をとる。ところが、この化合物の詳細な構造研

究はほとんど行われていない。 

２ 研究目的 

本研究では、ポストペロブスカイト型 CaIrO3 の単結晶 X 線回折の温度変化実験を行い、熱膨張や原

子変位挙動など、その結晶構造の温度依存性を検討することを目的とした。 

３ 研究成果 

出発物質として Ca(OH)2および Ir、フラックスとして CaCl2を用い、フラックス法により単結晶を育

成した。針状結晶が育成し、0.20 × 0.01 × 0.01 mm3の大きさの試料を X 線回折強度測定に用いた。線

源には MoKα 線を用い、2°  2θ  100°の領域で 4 軸型 X 線回折計により、100~473 K の温度範囲内の

12 個の温度点で回折強度測定を行った。信頼度因子は各温度に対して R = 0.0106~0.0230%および Rw  = 

0.0102~0.0262% に達した。 

温度上昇に伴い格子定数・結合距離ともに単調に増加し、格子定数の熱膨張係数は a < c < b の順に

大きくなることがわかった。構造解析の結果、Ir および Ca の平均二乗変位 MSD は、両者とも、IrO6

八面体間の共有稜を挟む Ir···Ir 方向および CaO8多面体間の共有面を挟む Ca···Ca 方向に相当する［100］

方向に最も大きいことがわかった。このことは、共有面・共有稜を挟む陽イオン間の斥力がそれら陽

イオンどうしの熱振動を抑制するという一般的な観点から考えれば、特異的な現象である。この原因

を検討するために、各原子の MSD の温度依存性から、デバイモデルに基づき、静的変位成分とデバイ

温度を決定した。その結果、Ir および Ca の両原子とも、［100］方向に極めて有意な静的変位成分が観

測された。その静的変位成分に基づいて求めた純粋な動的変位成分（熱振動成分）は、両原子とも、［100］

方向に最も小さいことがわかった。このことは、共有稜を挟む Ir···Ir 間および共有面を挟む Ca···Ca 間

で大きな斥力が存在することを示唆し、上述した a軸の熱膨張係数が最小であることと調和的である。 

４ ま と め 

本研究において、ポストペロブスカイト型 CaIrO3 の単結晶 X 線構造解析を 100~473 K の温度範囲内

の 12 個の温度点で行った。その結果、配位多面体の共有面・共有稜を挟む陽イオン間の斥力がそれら

陽イオンどうしの熱振動を抑制するという一般的な観点に反する特異な原子変位挙動が、Ir および Ca

において観測された。デバイモデルに基づいて各原子の MSD の温度依存性を検討した結果、この特異

な挙動は両陽イオンの大きな静的変位に起因することがわかった。結果として、共有稜を挟む Ir···Ir 間

および共有面を挟む Ca···Ca 間で大きな斥力の存在が示唆され、a 軸の熱膨張係数が他の軸長のものよ

りも小さいことと調和的である。 
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高融点金属を単電子島とする室温動作単電子デバイスの実現 
 

                 東北大学 多元物質科学研究所  中村貴宏 

 

 

１ はじめに 

真島研究室では単電子トランジスタデバイスの作製と室温動作を目的として研究を行っている．同

研究では電子線リソグラフィにより作製したイニシャル電極を無電解めっき法により成長させること

でシングルナノギャップ電極を作製し，作製したナノギャップ電極に表面修飾した金ナノ粒子を単電

子島として導入することで単電子トランジスタデバイスを構築している．これに対し本共同研究では，

当研究グループで取り組んでいる孔版印刷併用光ナノインプリントリソグラフィ‘Print and Imprint

法’を応用することでナノギャップ電極のためのイニシャル電極を大量に作製すること，さらに，通

常の手法では作製が困難な高融点金属ナノ粒子を単電子島として導入することにより，単電子トラン

ジスタデバイスの室温動作の実現を目指し研究を行っている． 

 

２ 研究目的 

本共同研究では，シングルナノメートルのナノギャップ構造を有するナノギャップ電極の量産化に

向けて，Print and Imprint 法を用いたイニシャル電極の大量合成を目指す．ナノインプリントリソグ

ラフィはナノメートルサイズの周期構造をインチオーダー領域に作製することのできる優れたナノ構

造作製手法であるが，対象構造物のパターン密度が異なる場合，モールドパターンの空隙に応じた光

硬化性液体の位置選択的配置によるナノインプリント成形体の残膜厚均一化が重要な課題となってい

る．一方，易凝縮性ガス (Pentafluoropropane：PFP) 雰囲気下でのバブル欠陥フリー光ナノインプリ

ントには，当研究室で独自に開発した光硬化性液体の使用が有効であることが明らかとなっているが 1，

光硬化性液体の粘度が 10,000 mPa s 以上であるため，位置選択配置のための新たな手法が求められて

いた．これに対し，我々は孔版印刷法に着目し，これまでに高粘度光硬化性液体のサブピコリットル

オーダーの吐出に成功している 2．また，単電子島として用いる粒子は著者が独自に取り組んできた，

液体中への高強度フェムト秒パルスレーザー照射によって作製した合金ナノ粒子を導入することを試

みた． 

本年度は以下の実験を遂行した． 

① ポリイミドフィルムを対象としたピコ秒パルスレーザー穴あけ加工による印刷用孔版の作製 

② Print and Imprint 法を用いたパターン密度の異なる金構造体形成 

③ 合金ナノ粒子を単電子島として用いた単電子トランジスタデバイス形成 

 

３ 研究成果 

① ポリイミドフィルムを対象としたピコ秒パルスレーザー穴あけ加工による印刷用孔版の作製 

パターン密度の異なるナノインプリント成形体の残膜厚均一化のためには，高粘度光硬化性液体を

使用するモールドの空隙体積に応じた位置選択的配置が求められる．したがって，当研究グループで
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新たに構築したピコ秒パルスレーザー (波長 532 nm，パルス幅 12.5 ps) を用いたレーザー穴あけシ

ステムによって，厚さ 12.5 μm のポリイミドフィルムを対象としたレーザー穴あけ加工を行った．照

射レーザーのエネルギー，繰り返し周波数，照射時間の各パラメータを制御することにより，孔径 15.0

μm の貫通孔を作製した (図 1(a))．また，レーザー穴あけ加工の際にステージをプログラム走査する

ことで貫通孔のパターン形成にも成功した (図 1(b))．作製した孔版を用いた孔版印刷によって粘度

11,000 mPa s の高粘度光硬化性液体を孔版パターンに応じて欠陥なく位置選択的に塗布できることが

わかった (図 1(c))．

② Print and Imprint 法を用いたパターン密度の異なる金構造体形成

上記研究によって孔版印刷を用いることで所定の位置に高粘度光硬化性液体を配置できることが示

された．この結果を踏まえ，まず Print and Imprint 法によりナノギャップ電極のプローブ設置部分(パ

ッド)の作製を試みた．電極パッドパターンのモールドは電子線リソグラフィにより作製した．孔版印

刷によってモールドの空隙体積に応じて配置された高粘度光硬化性液体ドット (図 2(a)) に対して，光

ナノインプリントリソグラフィを行うことで，残膜厚を低減した光ナノインプリント成形体が形成さ

れることが明らかとなった (図 2(b))．さらに，この光ナノインプリント形成体をマスクとして用いて

エッチングを行うことで，モールドの設計パターンを正確に反映した金構造体 (図 2(c)) が形成された

ことが示された．

③ 合金ナノ粒子を単電子島として用いた単電子トランジスタデバイス形成

現在研究が進められている単電子トランジスタデバイスでは，単電子島として表面修飾された金ナ

ノ粒子を用いている．貴金属の中では低融点金属である金はナノ粒子化することで室温付近において

(a) (b) (c) 

(a) (b) (c) 

1 mm 

500 μm 

Fig. 2. Optical microscope images of (b) screen printed UV-cured SS1FL dots, 
(b) UV-cured SS1FL patterns fabricated by Print and Imprint method on
screen printed SS1FL droplets, and (c) pad pattern of Au microelectrodes.

Fig. 1. (a) FE-SEM image of the through-hole observed on the laser entry surface of a PI film, 
(b) optical microscope images of a screen printing mask and (c) SS1F droplets.
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構造が不安定になりこのことが単電子トランジスタの室温動作の妨げとなっている可能性がある．そ

こで，著者オリジナルの手法である溶液中への高強度レーザー照射 3によって作製した，合金ナノ粒子

を単電子島として用いた単電子トランジスタの作製を試みた．本年度はまず，金－白金合金ナノ粒子

の導入について検討を行った．同手法を用いて作製した合金ナノ粒子は水中での高強度レーザー場に

おける反応で形成されることに起因して表面が負に帯電しており，表面修飾なしで安定に存在するこ

とがわかっている．作製した合金をチオールで自己修飾被膜を形成した金ナノギャップ電極に固定し

たところ，ナノ粒子の高活性に起因して電極に癒着してしまい，デバイスの長期構造安定性に課題が

あることが明らかとなった．今後は表面修飾した合金ナノ粒子を単電子島として用いることで，問題

の改善を図る． 

 

４ ま と め 

本共同研究によって，孔版印刷併用光ナノインプリント‘Print and Imprint 法’を用いたナノギャ

ップ電極の大量合成についての指針が得られた．今後は同手法を用いてナノ構造を有するイニシャル

電極の作製を試みる．また，ナノギャップ電極への合金ナノ粒子の導入ではナノ粒子の修飾が必要で

あることも明らかとなった．これらの課題を克服することで同研究分野の飛躍的な加速が期待される 

 

参考文献 

1. S. Matsui et al., Microelectron. Eng. 135, 134 (2015). 

2. A. Tanabe et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55, 06GM01 (2016). 

3. 例えば T. Nakamura et al., J. Nanopart. Res., 14, 785 (2012). 
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免震建物における風疲労設計のための想定台風の設定方法 

 
京都大学防災研究所 西嶋一欽 

 

１ はじめに 

建築物の耐風設計には従来, 供用期間中の風速の最大値が設計における基本風速として用いられて

いる．この基本風速は, 再現期間（例えば 100 年, 500 年など）に対応する風速として確率論的な考察

に基づき設定されている．一方, 近年免震装置の風疲労が顕在化した可能性がある事例が複数報告さ

れ, 建物の供用期間中, 長期にわたって作用し続ける風荷重による免震装置の疲労現象に対してどの

ように対処するかが, 設計あるいは維持管理の観点から課題となっている. 

２ 研究目的 

本研究課題では疲労損傷に対する免震装置の設計あるいは維持管理で想定すべき風疲労荷重の合理

的な算定方法に関する研究を行なう。これは、従来の耐風設計で採用されてきた確率論に基づく設計

「風速」の考え方を, 設計「風向風速時刻歴」へと拡張するものである．本研究の成果を免震装置の

設計・維持管理計画に反映することで, 免震装置の風疲労による損傷を制御することが可能になり, 

結果として地震発生時に免震装置に期待されている免震機能を発現することが可能となる。 

３ 研究成果 

既存の確率台風シミュレーションの手法に基づいて，任意の再現期間の風速に対応する最大風速を

もたらす現実的な台風をシミュレートする手法を構築した．この手法を用いれば，例えば東京工業大

学すずかけ台での再現期間 500 年に相当する風速である 42m/s をもたらす台風をシミュレートし，そ

の時刻歴風速と風向が図 1 のように得られる．得られた風速と風向時刻歴は直接的に免震装置の疲労

解析に用いることができる． 

     

図 1．東京工業大学すずかけ台キャンパスにおいて，再現期間 500 年に相当する最大風速をもたらす台

風による時刻歴風速と風向（粗度区分 II，高さ 10m）． 

 

４ ま と め 

当初の研究計画に基づき共同研究を実施し，当初の目的を達成した．次年度以降，本共同研究で得

られた成果を継続的に発展していく． 
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せん断力を受ける鉄筋コンクリート部材の付着の設計に関する研究 

 
                 北海道大学大学院工学研究院 西村康志郎 

 

 

１ はじめに 

せん断力を受ける鉄筋コンクリート梁や柱では、鉄筋に応力が伝達されるようにコンクリートと鉄

筋間の付着を確保する必要があり、付着が不十分だと部材の強度が低下する。付着確保の設計では、

鉄筋の最大応力位置から付着に必要なだけ鉄筋を延長することが基本である。これまでの研究より、

曲げ降伏しない部材については、せん断設計で付着の検討を行うほうが合理的であることが分かった。

つまり、部材の引張鉄筋群の付着を間接的に確認する方法であり、部材性能確保の観点では陽な形の

手法である。カットオフ筋についても、ある程度密な配筋になると、引張鉄筋群の付着で評価するほ

うが合理的であることが分かった。 

２ 研究目的 

本研究では、曲げ降伏後の変形性能に着目する。曲げ降伏後に耐力低下する RC 柱について、終局時

変形を定量的に評価するために、過去の論文から、荷重‐変形曲線をデジタルデータ化し、最大荷重

やその変形角、80%耐力時の変形角、などの特性値を整理する。現在、曲げ降伏後の変形性能を評価す

る有効な手段がないので、その評価方法を模索する。軸力比や付着余裕度などを指標に、終局時変形

の定量的評価を試みる。 

３ 研究成果 

 本研究に用いた試験体は逆対称曲げ加力で、図面と荷重変形曲線が記載されており、せん断補強筋

は主筋外周に閉鎖型の帯筋を有し、曲げ降伏したものとした。試験体の曲げ降伏は文献の記載により、

記載のない試験体については最大荷重の実験値により判別した。判別には、柱両端が略算式 1)による終

局曲げモーメント Muのときのせん断力計算値 Qfを用いた。中段筋のある試験体も 1 段配筋として Mu

を算出した。逆対称曲げ変形制御である建研

式加力の場合、付加モーメントによって、逆

対称曲げモーメントとはならないため、曲げ

降伏したとされる試験体で最大荷重が Qf の

95%程度のものがあった。そこで、0.95Qfを曲

げ降伏判定の閾値とし、曲げ降伏に関する記

載のない試験体についてもこの閾値で曲げ降

伏を判別した。試験体諸元を表 1 に示す。 

荷重－変形関係について論文に示されてい

るグラフをスキャニングした後、包絡線をデ

ジタルデータ化した。図 1 に包絡線の概念図

を示す。包絡線は、サイクルピーク間を直線

で補間したが、その直線が荷重変形曲線と交

表 1 実験資料の諸元 

パラメータ 試験体 30 体 

コンクリート強度 B[N/mm2] 23.1-71.8 

主筋降伏強度 ｙ[N/mm2] 363-965 

主筋呼び径 db[mm] 10-19 

せん断補強筋降伏強度 wy [N/mm2] 308-1433 

引張鉄筋比(1 段目のみ) pt[%] 0.34-1.51 

部材せい D[mm] 200-480 

せん断補強筋比 pw[%] 0.26-2.34 

シアスパン比 a/D 1.00-2.00 

主筋比(全鉄筋) [%] 0.68-2.54 

軸力比 0.00-0.60 
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差するものは接線を引いた。縦軸の Qmax は最大耐力で、降伏荷重は逆対称曲げ変形制御による加力を

考慮して 0.9Qfとし、その時の変形角を降伏変形角 Ryとした。終局限界の変形角 Ruは、包絡線上で最

大荷重 Qmaxの 80%（図 1 の 0.8 Qmax）まで低下したときの変形角とした。すなわち、実験結果から包絡

線を作成するときに補間した直線上の値が Ruとなる試験体もある。また、耐力が 80%まで低下しなか

った試験体の Ru には、最大変形角の実験値を採用したが、他の試験体とは区別する。塑性変形角 Rp

は Ruから Ryを差し引いたものとし、塑性率を Ru /Ryとした。 

図 2に塑性率と軸力比、付着余裕度bu /f、

せん断余裕度 Vu /Qf の関係を示す。軸力比は

軸力を部材断面積とコンクリート強度で除

した値で、Vu とbu/f の算出には靱性指針 2)

の算定式を用いた。図中の印は曲げ降伏後の

破壊形式を区別しており、色は軸力比を区別

している。上矢印のついている試験体は、最

大荷重の 80％まで耐力低下しなかった試験

体である。図に示すように、bu/f や Vu /Qf と

塑性率には正の相関が見られる。また、bu/f =1.0 前後、軸力比≦0.1 の試験体で塑性率が高いものが

見られる。軸力比が低い場合、付着の有無にかかわらず同等の曲げ強度が発揮し得るため、仮に付着

劣化が生じても、耐力を維持できるような応力の再分配がなされれば、高い変形性能を示す可能性が

考えられる。図 3 は、軸力比＞1.0 の試験体を対象として、回帰直線を示したものである。回帰直線の

決定係数 R2は 0.69 と比較的高く、（実験値/計算値）の標準偏差は 0.26 となった。また、図 2 より軸

力比≦1.0 の試験体の塑性率は回帰直線の上側に分布している。 

４ ま と め 

柱の曲げ降伏後の変形性能を評価するため、終局変形角に与える軸力比、付着余裕度、せん断余裕

度の影響を分析した。軸力比＞0.1 の範囲であれば、付着余裕度bu /f と塑性率の相関は比較的強い結

果が得られた。

参考文献

1) 日本建築学会 : 建築耐震設計における保有耐力と変形性能, 1990

2) 日本建築学会 : 鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説, 1999

μ

図 2 曲げ降伏後に耐力低下する試験体の塑性率

〇曲げ破壊 ×付着破壊 ●せん断破壊 △破壊形式不明
図 3 軸力比＞1.0 の試験体の

回帰直線

付着余裕度bu /f 

塑性率 

■軸力比≦0.1 

■0.1＜軸力比＜0.3 

■軸力比≧0.3 

せん断余裕度 Vu /Qf

塑性率 

付着余裕度bu /f 

塑性率 

図 1 骨格曲線

荷重

包絡線 
Qmax 
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0.9Qf 
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孤立分子の帯電機構と分子ドープ単電子素子の 

動作機構の解析 

 明治大学理工学部  野口 裕 

１ はじめに 

我々は、分子各々が持つ豊富な光機能性を活用し、孤立分子の光応答を介して、単一電子トランジ

スタ(SET)の電流出力を変調させる「分子ドープ SET」を提案している。これまでに、孤立銅フタロシ

アニン(CuPc)の光誘起帯電に起因する SET の可逆的なゲート変調や、その波長依存性を得ている。こ

れらの結果は、逆に見れば、SET が本来持つ高い電荷敏感性によって、CuPc の帯電状態を単一分子レ

ベルで検出できることを示唆している。本共同研究では、孤立分子の帯電現象の基礎的な理解と分子

ドープ SET の高機能化に向けた動作機構の詳細な理解を最終的な目的としている。 

２ 研究目的 

 昨年度、理想的な単一ドット AuNP-SET を用いた CuPc ドープ SET を作製し、CuPc の光誘起帯電現象に

基づくゲート変調効果（分子フローティングゲート効果）を定量的に見積もることに成功した。本年

度は、CuPc ドープ SET の特性を詳細に解析し、分子フローティングゲート効果をもたらす分子の帯電

状態の解明を目的とした。また、異なる分子フローティングゲート材料の探索を目的として、C60 ドー

プ-SET の作製を試みた。 

３ 研究成果 

図 1は CuPc ドープ SET の構造である。ナノギャップ電極表面をヘキサンチオール(C6T)およびオク

タンジチオール(C8DT)で修飾し、デカンチオール被覆の金ナノ粒子（粒径 6 nm）を吸着させている。

さらに銅フタロシアニン誘導体(ttbCuPc)を真空蒸着法により約 0.9 nm-2添加し、分子ドープ単一ドッ

ト SETを作製した。同様の手順によって C60を添加した SETを作製したが、良好な SET特性は得られず、

光応答特性は測定できなかった。以下では、CuPc ドープ SET の結果について述べる。 

 図 2(a)は 700 nm の光を照射した際のドレイン電流-時間(ID-t)特性（ドレイン電圧 VD=0.069 V）で

ある。光照射により電流が増加し、光照射後もその変化が維持されている。すなわち、光照射をきっ

かけとして素子の状態が変化したことを意味する。この変化は

可逆的で、強いゲート電圧を印加すると素子は初期状態に戻る。

図 2(b)は、光照射前、光照射中、光照射後の電流値のヒスト

グラムを示している。光照射前後の状態をそれぞれ、state-A、

B とすると、光照射中にはもう一つの状態（state-C）が現れ

ていることがわかる。state-A, B は非常に安定で、その寿命

時間は数時間以上であるのに対して、state-C は光照射中のみ

に現れ、その寿命時間は数秒程度であった。 図 1：作製した素子の構造と測定系

の概略図 
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 state-A, B, C の起源を探るため ID-VD特性を解析した。図 2(c)は光照射前後の ID-VD特性(ゲート電

圧 VG=0 V)、および光照射後の ID-VD特性(ゲート電圧 VG=+5, -5 V)を示している。光照射前の ID-VD特

性(VG=0 V)は、光照射後の ID-VD特性(VG=-5 V)とよく一致する。これは光照射により ttbCuPc が正に帯

電し、+5 V ものゲートオフセットシフトを誘起したことに相当する。更に興味深いことに、光照射後

の ID-VD特性(VG=+5 V)は、VD=0.069 V において state-C と一致する電流値を示した。このことは、光照

射中において ttbCuPc が更に正に帯電したことを示唆している。 

   分子フローティングゲート効果によるゲートオフセットシフトの量は、分子とクーロン島の間の静

電容量に依存する。そのため、分子の置かれている局所的な環境（分子とクーロン島、およびその他

の電極との相対的な位置関係など）によりシフト量は変化する。クーロン島周辺に存在する複数の分

子が帯電した場合には、観測されるゲートオフセットシフトは、それぞれの分子が置かれる環境に依

存した複数のゲートオフセットシフトの重ね合わせとなる。その結果、シフト量は一定とならないこ

とが予想される。一方、今回観測された state-A, B, C 間のゲートシフト量はいずれもΔVG=+5 V であ

ったこと、state-C は 700 nm の光照射中のみで観測されたこと、state-C の寿命時間だけが著しく短

いことから、我々は同一の ttbCuPc が二重に帯電したものと考えている。 

４ ま と め 

 CuPc ドープ SET の光応答特性を解析し、ttbCuPc の帯電状態を考察した。ttbCuPc が光照射下におい

て、二重に帯電する可能性を指摘した。分子フローティングゲート SET は孤立分子の帯電状態解析に

も有用であることが示唆された。 

成果発表 

1. M. Yamamoto, Y. Azuma, M. Sakamoto, T. Teranishi, H. Ishii, Y. Majima, Y. Noguchi, “Molecular

floating-gate single-electron transistor”, Scientific Reports, in press. 

2. M. Yamamoto, Y. Azuma, H. Ishii, Y. Majima, Y. Noguchi, ElecMol2016, Paris, T1-18 (Poster

Award). 

図２：(a)CuPc ドープ SET の光応答特性 (700 nm, VD=0.069 V) (b)電流値のヒストグラム (c)光

照射前後の ID-VD特性(VG=-5, 0, +5 V) 
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架構の変形を考慮した鉄筋コンクリート造非耐力壁の耐震性能評価 

 
                 広島大学大学院  日比野 陽  

 

 

１ はじめに 

2011 年の東北地震被害において，構造部材の損傷は軽微であるが二次壁である非耐力壁の損傷が大

きいという被害が見られた 1)。二次壁が建物の耐震性能や地震応答に影響を与える可能性が大きいこ

とが指摘されて久しいものの，未だその影響については十分に解明されていない。二次壁には垂れ壁，

腰壁及び方立壁などがあり開口形状によりその形状が定まり，その破壊性状が複雑であることも原因

の一つと考えられる。 

２ 研究目的 

本研究では，部材の変形を考慮した崩壊機構から架構の最大耐力を推定することを目的とした。FEM

解析により方立壁の変形性状，方立壁の軸力を考察し，それらを元にして，架構の崩壊機構を推定し，

架構の最大耐力の推定を行った。 

３ 研究成果 

３. １  FEM 解析による方立壁の変形性状把握 

既往の実験結果 2)~5)における試験体を FEM 解析プログラム Marc6)を用いて解析した。用いた試験体

は BH-WOA-V, BH-WOA-VH4),5)であり，試験体形状は図 1 のとおりである。コンクリート部分は 3D ソ

リッド，鉄筋は 3D トラスでモデル化した。コンクリートは非線形材料，鉄筋はバイリニアモデルを仮

定し，完全付着とした。載荷方法は既往の実験 2)~5)と同様の載荷条件とし，静的弾塑性解析を行った。

さらに，各試験体の方立壁形状が異なる 5 種類のモデルを各試験体について解析を行い，検討を行っ

た。ここでモデル名は表 1 に示すように，試験体名末尾の V 及び VH を用いて区別した。試験体 BH-

WOA-V 及び試験体 BH-WOA-VH の各 5 種類の計 10 体のモデルの方立壁のパラメータとそれぞれの軸

力を表 1 に示す。ここで左右の方立壁とは図 1 に示す方立壁のことである。各モデルの右方立壁にお

いて同層間変形角時の軸力は方立壁の高さが大きくなるにつれて軸力が低下した。また，各方立壁の

変形角と軸力の関係からも方立壁の高さによって軸力の大きさが異なることが分かる（図 2）。しかし

ながら，各モデルの左方立壁においては軸力に関して定量的な傾向は見られない。モデル V1, V3, V5

の層間変形角 1/200 における縦方向のコンクリートの応力度分布を図 3 に示す。いずれの試験体にお

いても左方立壁では方立壁と腰壁が一体となって抵抗しており，圧縮応力度が腰壁右下端まで生じて

いる。これに対して，右方立壁では方立壁のみに圧縮ストラットが生じており，方立壁高さに関わらず

方立壁単体で抵抗していると考えられる。その他のモデルについても同様の特徴が見られた。これら

のことから右方立壁に比べ左方立壁では方立壁及び腰壁の両部材が変形性能及び軸力の推移に影響し

ていると考えられる。 
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３. ２ 架構の破壊形式の推定 

解析結果から得られた壁部分の変形性能を考慮した有開口壁の破壊形式を仮定し，架構の終局耐力

を推定する。文献 7)と同様に方立壁部分を鉛直部材として仮定することで二次壁の影響を考慮したモ

デルとした。図 4 に試験体のモデル化を，図 5 に想定する崩壊機構を示す。既往の実験 2)~5)から観測さ

れた部材の曲率分布と破壊性状によってケース Y（柱降伏型）とケース E（梁降伏型）とした。また，

それぞれのモデルに対し，後述の方立壁の負担せん断力を計算する際，軸力を考慮したモデルについ

ても考察した。モデルの諸条件と破壊状況を表 2 に示す。文献 8)を参考に以下の仮定条件を設ける。

1) 各部の内力の仕事は RC 規準 9)から，曲げ終局強度を用いて算出する。2) 各部で仮定するヒンジ回

転角は図 5 で定義する。ここで，ケース E の試験体ではその曲率から，右方立壁上部において梁にモ

ーメントが発生していると考えられるが，式の簡略化のため無視する。ただし，この位置でのモーメン

トが終局耐力 Qu に与える影響は小さい。3) 実験で方立壁がせん断破壊した際に最大強度に達してい

図 1 試験体形状 
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表 1 軸力の推移 
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図 3 応力度分布 

表 2 モデルの破壊モードの特徴 
モデル 試験体 破壊状況 

ケース Y B-WOA，B-WOB，C-WOA2) 
壁筋降伏 

柱降伏 
ケース E BH-WOA-V，BH-WOA-VH3) 柱梁降伏なし 
ケース YN B-WOA，B-WOB，C-WOA2) ケース Y で軸力を考慮 
ケース EN BH-WOA-V，BH-WOA-VH3) ケース E で軸力を考慮 
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ることから，壁のせん断破壊による水平変位 δhと壁のせん断強度 Qsuによる内力の仕事量を考慮する。

せん断強度 Qsu は RC 規準 9)を用いて求める。4) ケース Y, E では壁の軸力を考慮しないが，ケース

YN，EN では部材の曲げ終局強度，せん断強度を求める際，解析から求めた架構の最大耐力時に壁に

導入される平均軸力比（左方立壁：0.15，右方立壁：0.2）を考慮した。壁の軸力に伴い柱軸力は低減し

た。ケース Y，YN についての終局耐力は式(1)で，ケース E，EN については式(2)によって求める。 

∙ ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ ∙ ｈ/2     (1) 

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ /2 (2) 

３. ３ 架構の耐力 

 仮想仕事法を用いた架構の耐力の計算値を図 6 に示す。ケース Y, YN において計算耐力は実験値を

安全側で評価した。ケース E, EN では試験体 BH-WOA-V，BH-WOA-VH に加え，試験体 B-WOA，B-

WOB，C-WOA についても計算を行った。試験体 BH-WOA-V，BH-WOA-VH 以外は比較的精度よく評

価できたものの，高強度鉄筋を用いた試験体 BH-WOA-V，BH-WOA-VH に関しては実験では柱梁に降

伏が見られなかったことから，実験結果を過大評価した。 

４ まとめ 

二次壁を有する架構について破壊形式の推定と耐力評価により得られた知見を以下に示す。 

(1) 方立壁高さを変化させた試験体の FEM 解析から，壁の軸力が方立壁高さにより変化することを明

らかにした。 

(2) 方立壁の破壊形式を考慮した崩壊機構から推定した終局耐力は多くの実験結果において安全側で

はあるが概ね評価できた。ただし，一部の試験体の耐力は過大評価した。 
参考文献 
1) 日本建築学会：1995 年兵庫県南部地震鉄筋コンクリート造建築物の被害調査報告書，1997 
2) 日比野陽，藤谷涼：RC 造非構造壁の変形性状と周辺架構条件（その 1 実験概要と実験結果），

日本建築学会大会学術講演梗概集，構造 IV，pp.451-452，2014 
3) 査冬，高橋良輔，日比野陽：梁の変形性状が内蔵される RC 非耐力壁の変形に及ぼす影響，日本建

築学会中国支部研究報告集，Vol.38，pp.241-244，2015 
4) 日比野陽，査冬：梁の変形を受ける RC 非耐力方立壁の変形と破壊メカニズムに関する研究（その

1 実験概要と実験結果）（その 2 方立壁の変形と破壊性状），日本建築学会学術講演梗概集，構

造 IV，pp.133-136，2015 
5) 橋根靖弥，査冬，日比野陽：開口間に施工される複数の非耐力方立壁の変形及び破壊性状に関する

研究，コンクリート工学年次論文集，Vol. 38，No. 2，pp.49-54，2016 
6) MSC Software Marc ：http://www.mscsoftware.com/ja/product/marc 
7) 今阪剛，中村聡宏，勅使川原正臣：鉄筋コンクリート造二次壁付き架構の耐力と復元力特性の評価，

コンクリート工学年次論文集，Vol.36，No.2，pp.289-294，2014 
8) 泉徳秀，高橋之，市之瀬敏勝，勅使川原正臣，神谷隆，福山洋，ピロティ階直上の耐震壁のせん断

耐力，日本建築学会構造系論文集，Vol.38，No.691，pp.1585-1592，2013 
9) 日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説，2012 

(a)ケース Y             (b)ケース E (c)ケース YN             (d)ケース EN 

図 6 架構の耐力 
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Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 リラクサー強誘電体に関する研究 

 
                静岡大学工学部電子物質科学科 符徳勝 

 

 

１ はじめに 

Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 は リ ラ ク サ ー で あ る が 、  PbTiO3 と の 固 溶 体 で あ る (1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 

-xPbTiO3)((1-x)PMN-xPT)は, Pb(Zr,Ti)O3(PZT)と同様に x≈0.3~0.4 の組成付近にＭＰＢ相境界の存在を示す。

ＭＰＢ相境界には(1-x)PMN-xPT は PZT 圧電セラミックスより優れた圧電効果を示す。(1-x)PMN-xPT は超高性

能圧電デバイスの材料として大きな注目を浴びている。ＭＰＢ相境界における(1-x)PMN-xPT の大きな圧電応答

の物理起源について諸説がある。広い温度範囲内に相境界が存在することよって二相間の構造的な揺らぎが巨

大な応答を引き起こす説がよく受け入れられている。本研究では、x=0.1~0.4 の組成に対して電場での歪み応答

の温度変化と相転移変化を調べ、ＭＰＢ相境界付近での巨大圧電応答と相転移の関係を明らかにする。 

 

２ 研究成果とまとめ 

本研究では x=0.1~0.4 組成の(1-x)PMN-xPT セラミックス試料を作成し、相転移前後の広範な温度範囲内の

電場誘起歪みの挙動を明らかにした。また、相転移を明らかにするため、焦電流の温度変化も調べた。それらの

結果は図 1 にまとめた。  

図１（左）に各組成における歪み応答と焦電流の温度変化を示す。焦電流の温度変化より相転移温度ははっ

きり判明できる。これらの結果から、相転移付近に大きな圧電応答が現れることが判明した。更に、x=0.32 の組

成の結果に示すように、他の相の間の相転移より Monoclinic-Tetragonal の相転移はもっとも高い圧電応答を

引き起こすことが判った。 

図１(右図)は室温での歪み応答ともっとも高い応答を示す Tc での歪み応答と組成の関係を示す。室温では

x=0.32 付近の組成はもっとも高い圧電応答を示すが、その組成の相転移温度が 370K 付近に存在し、室温と約

80K 離れている。また、中性子構造解析等の研究から x>0.3 の(1-x)PMN-xPT は室温では既に通常の強誘電

体になることも既に判明した。そのため、室温ではこの組成に相転移が既に完了すると考えられる。つもり、室温

でこの組成には二相が共存することが考えにくい。言い換えると、相境界説で(1-x)PMN-xPT における室温での

巨大な圧電応答を説明するには難しい。一方、室温での歪み応答ともっとも高い応答を示す Tc での歪み応答

を比較すると、両者が同じ傾向を示すことが判明した。x=0.32 組成でもっとも高い応答を示す相転移は

Monoclinic-Tetragonal 相 の 間 の 相 転 移 で あ る 。 そ の た め 、 x=0.32 組 成 で の 高 い 圧 電 応 答 は

Monoclinic-Tetragonal 相転移の残留効果に直接に関係することを提案したい。 
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図１．（左図）(1-x)PMN-xPT の電場での歪みと焦電流の温度変化。（右図）290K と相転移 Tc での歪み
応答と組成の関係。  
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地震被害を受けた建物の被災度判定法の検証と高度化 

 
                 東北大学大学院工学研究科  前田匡樹 

 

 

１ はじめに 

大地震により被災した建築・都市の迅速な復旧・復興のためには，被災した建物の被害程度をできる

だけ早く正確に評価・判定して，継続使用の可否や補修・補強の要否を判断することが必要である。地

震で被災した建築物の被災度判定や継続使用の可否・復旧の要否を判断するためには，(一財)日本建築

防災協会の「震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針」が広く用いられている。この基準・

指針は，1995 年阪神淡路大震災による災害に基づいて改訂され，使用されてきたが，2011 年東日本大

震災の被害を鑑みると，1995 年当時と比較して，建築物には耐震改修や新築による耐震性能の向上や新

しい破壊形式がみられる。また，津波による被害や非構造部材など，従来考慮されていなかった被害形

態が発生しており，これらへの対応が必要であるという問題も顕在化している。 

 

２ 研究目的 

そこで，本研究では，2011 年東日本大震災などの近年の地震災害で被災した建物のデータを用いて検

証を行い，現行の被災度判定法の適用範囲拡大や精度の向上を図る。特に，1995 年阪神淡路大震災時に

は少なかった 1982 年以降に設計された建物，耐震補強された建物，靭性抵抗型の建物，全体崩壊形を

形成する建物や，東日本大震災の特徴的被害である津波を受けた建物に対する適用性を検討し、判定手

法を提案する。今年度は，昨年度の研究成果を踏まえて，2016 年熊本地震による被災建物のデータ追加

し検討する。 

 

３ 研究成果 

本研究では，鉄筋コンクリート造建物について，被災度区分判定法を検証し高度化するため，2015

年度の成果を踏まえて，以下の研究を行った。 

(1) RC 造建物について，梁降伏型全体崩壊形建物の残存耐震性能率 R の評価法や，靭性のある部材の

損傷度や耐震性能低減係数に関する既往の実験データ収集・分析し定量化した。 

(2) 応答スペクトルと等価線形化法に基づく建物の荷重‐変形曲線に基づいて，残存耐震性能率 R を

算定する新しい手法について検討を行い，1982 年以降の新耐震設計法に基づく建物にも適用可能

な評価法を検討した。 

(3) 本研究の成果に基づいて 2015 年度末に改訂出版された（一財）日本建築防災協会の「震災建築物

の被災度区分判定基準」を 2016 年熊本地震における建築物の被害調査、復旧支援活動に適用し、

その妥当性を検討した。 

 

４ ま と め 

本研究の成果は，(一財)日本建築防災協会の「震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針」
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の改訂作業の中に反映され，2015 年度に改訂版が刊行された。被災度区分判定法の適用範囲が拡大され

判定精度が向上することで，大地震が発生し建物に被害が生じた際に，被災建物を継続して使用する可

能か，また，補修・補強による復旧が可能か，どの程度の補修・補強が必要か，など被災建物の復旧の

方針立案に大きく寄与する情報が得られることとなった。2016 年熊本地震の被災 RC 造建物に対して，

「被災度区分判定基準」は概ね被災度を精度良く評価できたが，RC 造非構造壁や耐震補強部材の被災

度判定などに課題が残ることが明らかとなった。 
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無容器法で合成した磁性ガラスの物性と構造 

 
                 弘前大学大学院理工学研究科  増野敦信 

 

 

１ はじめに 

強い磁性を持つガラスは，光アイソレータなどに応用できるため開発が求められている．Fe2O3 を含

有するガラスにおいては，Fe3+間に反強磁性的相互作用の存在が確認されている．しかしこれらのガラ

スはそもそも Fe3+の濃度が低い，可視域で強く着色している，などの問題があった．最近我々は，無容

器法により，従来ガラスにならないと思われていた組成でもガラス化させられることを利用して，さま

ざまな機能性ニューガラスを生み出している．その中の一つとして，希土類―B2O3 系ガラスにおいて，

希土類酸化物を主成分とする組成でのガラス化に成功した例を挙げる．これまでの結果から

xLa2O3-(1−x)B2O3二元系のガラス化範囲は，0.20 ≤ x ≤ 0.30 の B-rich 組成だけでなく，0.50 ≤ x ≤ 0.63 とい

う La-rich 組成にも存在することがわかっている．希土類イオンが 60 mol%以上も含有できるガラスはこ

れまでに報告されておらず，その特性は興味深い．いくつかの希土類イオンは f 電子由来の磁性を有し

ているが，一般にガラス中での希土類イオン濃度は低いため，磁気特性を上げるのには限界があった．

それに対して無容器法を利用すれば，従来よりもはるかに高い希土類イオン濃度のガラスを合成するこ

とができると期待される．そこで本研究ではまず，無色透明で Gd3+(f 7)由来の磁性を有すると期待され

る Gd2O3-B2O3系ガラスを合成し，その磁気特性を調べた． 

 

２ 実験方法 

試料合成は弘前大学に設置されているガス浮遊炉を用いて行った．ガラス組成は 0.6Gd2O3-0.4B2O3と

した．原料粉末として高純度の Gd2O3，H3BO3 を定比で混合し，600ºC，12 時間空気中で焼結すること

でターゲットを作製した．約 20 mg のターゲットをガス浮遊炉で約 2000ºC で加熱，溶融した後，急冷

した．0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスに近い組成の結晶相 GdBO3も比較として合成した．同じ原料粉末を用い

て定比で混合し，600ºC，12 時間空気中で仮焼後，1100ºC，24 時間空気中で焼成した．ガラス化の確認，

結晶相の同定は実験室系 X 線回折で行った．0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスの密度はガスピクノメータにより

決定した．0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスと GdBO3の磁気特性計測には，東京工業大学フロンティア材料研究

所東研究室所有の SQUID を利用した．磁化の温度依存性として，1000 Oe で 300 K から 5 K の範囲をゼ

ロ磁場冷却（ZFC）と磁場中冷却（FC）の条件下で測定した．また 300 K での磁化の磁場依存性も測定

した．このとき，GdBO3 は粉末だが，0.6Gd2O3-0.4B2O3 ガラスは無容器法で合成したときのままの球状

試料を用いた． 

 

３ 結果と考察 

図 1 は合成した結晶相の XRD プロファイルである．わずかに不純物が含まれているが，主相は vaterite

型 GdBO3であることがわかった．vaterite 型 GdBO3には挿入図に示すとおり，3 つの BO4ユニットが結

合した B3O9
9−が形成されている．これは LaBO3においては孤立した BO3ユニットしか存在しないことと
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大きな違いである．vaterite 型 GdBO3の理論密度は 6.34 g/cc である．一方でピクノメータから得られた

0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスの密度は 6.69 g/cc であった．0.6La2O3-0.4B2O3ガラスの構造解析からは孤立した

BO3 ユニットしか確認されていないが，GdBO3 の結晶構造を考慮すると，0.6Gd2O3-0.4B2O3 ガラスには

B3O9
9−が存在しているかもしれない．今後のガラス構造解析が必要である． 

図 2 は 0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスと GdBO3の磁化率の温度依存性である．ZFC と FC とで差は無く，測

定温度範囲内で磁気転移は見られなかった．図 2 挿入図は磁化率の逆数を温度に対してプロットしたグ

ラフである．全温度範囲で直線であり，常磁性的振る舞いが確認された．キュリー・ワイスの式でフィ

ッティングした結果，キュリー定数 C，キュリー温度は 0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスで，9.4 emu/(mol Oe K)，

−4 K，そして GdBO3で 8.3 emu/(mol Oe K)，−5 K の値が得られた．わずかに反強磁性的な相互作用の存

在が示唆される．またここから Gd3+1 つ当たりの磁気モーメントを求めたところ，それぞれ 8.6 B，8.1 

Bであった．やや大きい値ではあるが，これは f 7 (S = 7/2)自由イオンとして仮定した Gd3+の有効磁気モ

ーメント 7.94 Bに近い値であり，ガラスと結晶の双方において Gd3+は自由イオンに近い状態で存在し

ていることが推察される． 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

無容器法で合成した 0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラスの磁性を調べた．Vaterite 型 GdBO3と磁化の温度依存性

について比較したところ，両者における Gd3+(f 7)イオンはほぼ自由イオンとして存在している点で類似

していた．希土類イオン間にはわずかな反強磁性的な相互作用の存在が示唆されるのみであったが，十

分に濃度が高い組成であったため，得られたガラスは無色透明でありながら室温で磁石につく．この結

果を元に今後は，磁気光学材料としての機能を高めるべく組成を調整する予定である． 

 

参考文献 

1) A. Masuno, S. Kohara, A. C. Hannon, E. Bychkov, H. Inoue, Chem. Mater. 25, 3056–3061 (2013). 

2) M. Ren, J. H. Lin, Y. Dong, L. Q. Yang, M. Z. Su, Chem. Mater. 11, 1576–1580 (1999).                   

図 1. GdBO3の XRD プロファイル．挿入図：GdBO3の結晶構造(2 図 2. 0.6Gd2O3-0.4B2O3 ガラスと GdBO3 の磁

化の温度依存性．挿入図：磁化率の逆数の温

度依存性． 
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Bi5Ti3FeO15 とスピネル型酸化物の 

複合ナノ相分離薄膜における強誘電ドメイン構造 

 
                 東北大学  丸山 伸伍 

 

 

１ はじめに 

Bi 層状化合物の一種である Bi5Ti3FeO15(BTFO15)は、面内に分極軸を持つキュリー温度 Tc=1023K の強

誘電体である。我々のグループでは、SrTiO3(001)基板上においてスピネル型の CoFe2O4(CFO)を BTFO15

に添加することで BTFO 母相-CFO 柱のナノ相分離構造が形成されることを報告してきた[1,2]。しかし、

BTFO15 相は基本的に面内に分極をもつため、デバイス応用を考えた時、分極方向の操作が容易でない。

これまで、この相分離系において、異なる基板面上でどのようなナノ構造や強誘電物性・ドメイン構

造をとるかはまだよく分かっていない。 

 

２ 研究目的 

今年度は、ナノ相分離のより自在なデザインを狙って、STO(110)基板に BTFO-CFO 複合膜を作製し、

その結晶構造やドメイン構造の解明を目的とした。具体的には、圧電応答顕微鏡（PFM）測定によって

CFO 組成に依存したドメイン構造を観察するとともに、電界印加による分極反転挙動を明らかにする。 

 

３ 研究成果 

SrTiO3(110)基板上に、BTFO15 に CFO を異なる濃度で添加した複合薄膜をパルスレーザ堆積法により

作製した。成膜温度は 680℃、酸素分圧は 500 mTorr とした。図 1 に、BTFO15-30%CFO 薄膜について、

STO[001]方向から観察した HAADF-STEM 像を示す。XRD 面外パターン、XRD 極点図及び HAADF-STEM 観察

から、この成膜条件において BTFO15 と CFO は明瞭に相分離しており、Bi2O2層に挟まれたペロブスカイ

ト層を 4層もつ BTFO15 が c 軸を 45 度傾けた状態で成長していることが確認された。 

 

図 1 (a) STO(110)基板上に作製した BTFO-30%CFO 薄膜の HAADF-STEM 画像。(b)BTFO の基板上での

成長模式図。 

  

図 2(a)に異なる CFO 組成の面直 PFM 位相像を示す。書き込み前は、CFO が 0%の場合が最も小さなモ

ザイク状のドメインが観察された。BTFO15 は ab 面内に分極軸を持っているため、45 度 c 軸が傾くこ

とで、分極の面直方向成分が見えているものと考えられる。CFO が 10-30%のドメインサイズは 0%より
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も大きく、組成依存性はあまりなかった。これらの試料に、+6, -6V で書き込みを行った結果 CFO 組成

が増加するとともに、ドメイン反転がしにくくなっていることが分かった。これは、電流像(図 2(b))

から、CFO が増えると単位面積あたりのリーク電流が増加（リークパスが増加）しており、ドメイン反

転に必要な実効的な電界が十分に BTFO15 相にかかっていなかったためと考えられる。これまでに、

STO(001)上に成長した BTFO15-CFO 薄膜においては、CFO 柱の周囲において特にリークが大きいことが

分かっており、BTFO15 と CFO の相分離界面における欠陥などが原因と考えられている。今回の(110)

上に成長した系でも同様の界面欠陥によるリークが発生しているものと推察される。 

 

図 2 異なる CFO 組成を持つ BTFO-CFO 複合膜についての、(a)面直 PFM 位相像（書き込みは 3μm 角に

-6V を印加した後、1μm角に+6V を印加）、及び(b)8V 印加時の電流像。 

 

４ ま と め 

本研究では、BTFO15-CFO 複合薄膜を STO(110)基板上に作製し、結晶構造と分極ドメイン構造を調べ

た。その結果、BTFO15 が傾いた状態で CFO とナノ相分離して成長していることが分かった。これは基

板面を選択することで、BTFO15-CFO 系におけるナノ相分離構造を自由にデザインすることができるこ

とを示している。また、この系においては CFO が 0%から明瞭な面直方向の分極成分が見られ、さらに

CFO 組成に依存したドメイン反転挙動が見られた。今後は、BTFO15-CFO 界面リークを積極的に利用し

たデバイスや、ab 軸配向した相分離系への展開を試みる。 

 

[1] Imai, Matsumoto et al., ACS Nano 7, 11079 (2013). 

[2] Vasudevan, Maruyama, Matsumoto et al., Nat. Comm. 5, 4971 (2014). 
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構造耐震指標 Is 値の適用範囲拡大を目指した 

動的性能評価指標の総括 

 
                 DYNAMIC CONTROL DESIGN OFFICE 

山下一級建築士事務所  山下忠道 

１ はじめに 

  「各種制振補強建物に対する構造耐震指標(Is 値)の適用」の研究成果に基づき、既存不適格建物に

制振補強工法を適用した場合の耐震性能について、地震応答解析に基づく新たな動的性能評価指標を

提案した。この新しい評価指標を既存の構造耐震指標 Is 値に乗じることで、Is 値の概念を損なうこと

なく、建物の固有周期や靭性、構造種別、減衰性能が異なる建物において、統一的かつ連続的に耐震(動

的)性能を評価することが可能な評価法を導入して、その妥当性に関する検証を行ってきた。 

２ 研究目的 

 本研究では、建物の補強性能を補強前建物に対する地震動の入力低減倍率と等価なものとして、補強

建物の動的性能向上分の評価指標(動的性能向上倍率 Nr)を新たに定義することにより、その妥当性に

関する研究を進めてきた。これらの研究は、複数の補強前建物と補強建物を用いて精査・検証するとと

もに、制振補強を適用した建物の換算 Is 値に関する既往の研究との比較や補強建物の地震観測記録を

用いた被災レベルとの関係について分析・評価を行ってきた。 そこで、本報告では、構造耐震指標 Is

値に対する動的性能向上倍率 Nrの物理的な意味について検証を行う。 

３ 研究成果 

  文献「耐震性能の評価方法と判定値の設定」(建築雑誌, Vol,95, No.11470, 1985 年 9月号)をを参

考に、構造耐震指標 Is 値と動的性能向上倍率 Nrの関係について、まず、構造耐震指標 Is 値は強度指標

C 値と靭性指標 F 値との積 E0(基本指標)により表される。

                        E0 = C × F                                              (1) 

 また、C 値については、要求耐力比k /  (降伏せん断力係数 k, 入力地震動に対する最大加速度の重

力加速度の比)を用いれば、便宜的に以下のように表される。 

                        E0 = (k / ) × F                                       (2) 

 そこで、制震・耐震補強や免震レトロフィットによる補強効果が、建物主架構への負担せん断力の低

減として考えれば、主架構への要求耐力比 k / に対する余裕度は、補強前と比べて相対的に向上する。

そして、補強効果による耐震性能の向上分となる余裕度を、任意の設計クライテリアに対する地震動の

入力倍率の増大(動的性能向上倍率 Nr )として評価すれば、補強前建物の基本指標 E0に対して、補強後

建物の基本指標 E0´を以下のように表すことができる。

                    E0´= (k / ) × Nr × F = C × Nr × F = E0 × Nr             (3) 

４ ま と め 

本研究では、多種多様な補強工法に対して、地震応答解析に基づく、動的性能評価指標｢動的性能を

考慮した sI )i( 値｣を求める方法を提案・解説した。また、各種補強工法を施した建物に対して、本評価指

標と静的に評価されたIs値との相関性を確認することにより、耐震性能の相互比較が一元的に扱えるこ

とを示すとともに、既往の評価法との比較を行うことで本評価方法の妥当性について検証を行った。  
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スピンギャップレス半導体薄膜の形成とその電気・磁気特性評価 
 

                 大阪大学大学院基礎工学研究科  山田晋也 

 

 

１ はじめに 

 近年、新しい物質の種類として、スピンギャップレス半導体(Spin gapless semiconductor: SGS)が注目さ

れている。SGS は、非常に特徴的なバンド構造を有しており、一方の電子スピンは半導体的なギャッ

プを持ち、もう一方の電子スピンは価電子帯の頂と伝導帯の底がフェルミ準位に接している(スピンギ

ャップレス)。この SGS は、従来の半導体よりも 1 桁程度低い電気抵抗率と 1 桁程度高い移動度を有す

るという特徴を持つことに加え、電磁場等でキャリア量や極性制御が可能であることから、従来の概

念を超えた新しいスピントロニクス素子を実現できる可能性を秘めている。逆ホイスラー構造を持つ

Mn2CoAl(MCA)は SGS であると理論予測されており、バルク試料において SGS 特有の磁気抵抗効果や

電気伝導特性が観測されているが[S. Ouardi et al., Phys. Rev. Lett. 110, 100401 (2013)]、デバイス応用上重

要となる薄膜に関しては、電気磁気特性の観点から SGS が実現しているとは言い難い状況にある。 

 

２ 研究目的 

 研究代表者の研究グループがこれまで開発してきた低温分子線エピタキシー(MBE)法を用いた結晶成

長技術を応用して MCA 薄膜を形成し、その電気・磁気特性を評価する。 

 

３ 研究成果 

 MBE 法を用いて MgAl2O4(100)基板上に Mn、Co、Al を同時蒸着して MCA 薄膜を形成した。従来技

術の化学量論組成比(Mn:Co:Al=2:1:1)で同時蒸着したところ、薄膜形成後の RHEED 像からはエピタキ

シャル成長を示唆するパターンが観測されたが、膜中の組成は Co-rich かつ Al-poor となっており、狙

いの組成から大きく乖離していた。そこで、抜本的な改善手法として非化学量論組成比での蒸着を導

入した。結果，各元素を非化学量論組成比(Mn:Co:Al=2:0.68:2)で同時供給することで、組成制御された

MCA 薄膜が得られた。XRD 測定の結果から、Hg2CuTi 型(逆ホイスラー型)の結晶構造の形成を示唆す

る回折ピークが観測された。作製した MCA 薄膜の飽和磁化は、バルク結晶に近い値を示し、温度特性

もバルク結晶と同様の振る舞いを示した。また、電気抵抗率は、バルク結晶と同様の半導体的な負の

温度依存性を示した。以上の結果から、高品質な MCA 薄膜の形成が期待できる。 

 

４ まとめ 

 非化学量論組成比での蒸着を導入することで、組成制御された Mn2CoAl 薄膜を得ることに成功した。

今後は、SGS 特有の磁気抵抗効果や電気伝導特性の観測に向けて、研究を推進する予定である。 
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PbZrO3 と PbTiO3 の相転移と非調和熱振動 

 
                 熊本大学 自然科学研究科  吉朝 朗 

東北大学 金属材料研究所 奥部真樹 

東京工業大学 フロンティア研 佐々木 聡 

１ はじめに 

機能性材料の結晶構造・局所構造の詳細情報を得て、物性の発現機構を知ることは重要である。PbTiO3

や PZT などペロブスカイト型チタン酸塩は強誘電体の代表的化合物である。化学結合性や分布（占有席

のセンター・オフセンター位置が変わるなど）を操作することで、化合物の物性を変えることができる。

履歴の明らかな単結晶を育成し、ペロブスカイト型チタン酸塩化合物の誘電特性や圧電特性などの各種

物性測定を行い、優れた特性の発現機構をイオンの変位、熱振動特性、固溶体効果等を解析し、物性変

化の本質を精密構造解析・局所構造解析により明らかにすることは、材料制御のうえでも重要である。

結晶性の優れた PbZrO3 と PbTiO3 単結晶を高圧高温下で育成し、高温高圧下等にて物性を測定した。こ

こでは、ペロブスカイト型強誘電体について、電子密度分布、原子間距離、非調和熱振動等の温度圧力

変化を定量的に決定し、成果を公表したので報告する[1]。 

 

２ 研究目的 

PbZrO3 は反強誘電体として、PbTiO3 は強誘電体として知られている。我々は、PbZrO3 と PbTiO3 単結

晶を育成し、高温高圧下等にて物性を測定、広い温度域にて構造精密化を試みる。ペロブスカイ型化合

物は高温下や高圧下で相転移を伴い興味深い物性特性を発現し、また変化する。PbZrO3 と PbTiO3 ペロ

ブスカイ型固溶体は PZT として知られる、強誘電体材料であり、材料応用面においてひろく研究が続け

られている。ペロブスカイト型をとる多くの化合物は固溶体組成や相転移に伴い、優れた強誘電性、焦

電性、圧電性が発現し、優れた特性のものが各種デバイスに用いられている。また、組成比や相転移に

伴い、結晶学的等価席の環境や各席の陽イオン席選択性が変化し、さらに、結晶作製法や作製条件、欠

陥量や種類、雰囲気などの物理的化学的条件でも変化する。高圧下でこれらは、さらに多種多様な変化

を伴い、遷移金属を高価数や低スピン状態を常温常圧下に安定化でき、各席を占める陽イオンの化学結

合性や分布（占有席のオフセンター位置が変わるなど）を操作することで、化合物の物性を変えること

ができる。これまでに我々は強誘電体の結晶構造（オフセンター位置の決定）を調和熱振動モデルによ

り解析し国際誌に公表している。今回、相転移点近傍の詳細解析と、構成する原子の熱振動情報を非調

和熱振動モデルに拡張して解析を行う。さらにソフトモードや転移の前駆現象と物性の詳細を決定する。

非調和熱振動モデルに基づいた振動の有効ポテンシャルを詳細に知ることは重要である。回折法や分光

法を用いた精密構造解析により精密結晶構造や非調和熱振動を決定できる。機能性材料の結晶構造・局

所構造の詳細情報を得て、物性の発現機構を知ることは重要である。物質中の熱振動による原子の変位

情報は、EXAFS 法や回折法の Debye-Waller 因子から知ることができ、多くの結晶で非調和熱振動の効

果が観測され、誘電特性、熱膨張、焦電気などの物性の理解に欠かせない情報が得られる。 
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図 3. BaTiO3 で 観 測 さ れ る

Debye-Waller 因子の依存性 

３ 研究成果 

高圧高温下で作製した強誘電性ペロブスカイト型 PbTiO3 や反強誘電体 PbZrO3 単結晶試料の誘電性、焦

電性、圧電性等を測定した。合成条件・温度圧力等の履歴・化学組成等の明らかな PbZrO3 と PbTiO3

試料を用い、単結晶４軸自動回折実験を行い、佐々木博士の開発した解析ソフトを用いて解析した[1-4]。

配位数、原子間距離（0.001Å以上の精度）、非調和項を加味した熱運動パラメーター（Debye-Waller

因子）等による構造ゆらぎの原子レベルでの定量的な決定が行え、物性に関する定数が得られた（図

1-3）。また、誘電性の発現機構と相転移機構をイオンの変位や熱振動から考察した。PbZrO3 と PbTiO3

では、立法晶に明瞭なパラ誘電特性が現れる。強誘電-常誘電相転移やパラ誘電性の詳細を細かい温度

刻みによる実験にて明らかにした。強誘電体相である正方相では陰イオンと陽イオンの相対位置変位が

あり、自発分極を起こしている。Tiと Pb 双方の寄与が認められ、転移点に向かって規則的な変化を示

す。特に相転移に向けた Debye-Waller 因子の異常増加や結合距離の変化、屈折率異常増加等のなど前

駆現象が観測される。また、相転移点近傍にて酸素の Debye-Waller 因子に擾乱が観測される。立法相

では酸素位置にオフセンター位置占有による統計配置が観測される。これは、明らかに BaTiO3 で観測

される Ti のオフセンター位置占有と異なった統計構造である。Debye 温度ΘDを見積もった。立法相で

は正方相にくらべ Pb と Ti のΘDは 22％増加し、有効ポテンシャルは相転移以前の 650K から徐々に変

化し、相転移後柔らかくなっている。成果は国際誌に公表した[1]。 

 

４ ま と め 

精密 X線解析から中-長距離の情報と有効一粒子ポテンシャルが実測でき、相転移の特徴など理解でき、

関連物質との比較等からより多くの情報が得られた。格子歪やドメイン構造、非平衡構造を形成してい

る様子が実験から明らかになり、材料の設計・評価につながる重要な結果が得られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１. PbTiO3、格子定の温度数変化 図２. PbTiO3 の 723K での 

結晶構造      
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ナノ粒子高密度充填構造の形成とその焼結鍛造による 

透光性正方晶ジルコニアの作製 

 
                 岐阜大学  吉田道之 

 

 

１ はじめに 

強度、靭性および審美性をバランスよく備えている正方晶ジルコニアは素材製造、医療および日用

品など、幅広い領域で使用されている代表的なファインセラミックスの一つである。近年では、歯科

材料への適用が急速に進んでいることから透光性の向上が求めれているが、正方晶ジルコニアは屈折

率に異方性があり、多結晶体で透光性を発現させるためには結晶粒径を 50nm 程度まで微細化する必要

がある。一方で、ジルコニアを代表とするセラミックス部材の加工は、鋳込み成形など成形体から所

望の形状に加工するプロセスの他には、硬くて脆い焼結体から切削加工機で削り出すというプロセス

に限定されており、その加工にかかるコストは他材料と比べて高く、実用化の足かせになっている。 

 

２ 研究目的 

本研究グループは、これまでバルク体の原料として利用されることの少なかった希薄なナノ粒子懸

濁液からハイドロゲルを作製し、ゲルの乾燥過程で毛細管力によりナノ粒子が密に充填した成形体の

作製に成功した[1]。本研究では、ナノ粒子が高密度に充填した成形体に対して焼成と加工を同時に行

う焼結鍛造を 1000℃以下の温度域で試み、優れた機械的性質と透光性を兼ね備えた多機能ジルコニア

部材の製造プロセスを確立することを目的とする(Fig.1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究成果 

●ハイドロゲルを用いたナノ粒子高密度充填構造の形成メカニズム 

Fig.2 に示すシステムにより、ナノ粒子懸濁液から作製したハイドロゲルの乾燥に伴う重量変化と収縮

挙動を測定し、乾燥メカニズムの検討を行った。ハイドロゲルの乾燥プロセスは、乾燥に伴い変化す

るゲルの固体濃度に対応して３つの領域に大別されることが分かった(Fig.3)。各領域の乾燥メカニズ

ムについての詳細な検討を行うことで得られる知見は、ナノ粒子充填構造の形成プロセスの解明につ

ながると考えられる。 

  

ナノ粒子高密度充填構造の形成 金属製の型が使用可能な

1000℃以下の温度域で焼

成と加工を同時に行う 

焼結鍛造 

透光性、高強度高靭性、

耐水蒸気腐食性などを兼

ね備えた多機能ジルコニ

アセラミックス 

毛細管力によ

るナノ粒子の

パッキング 

ナノ粒子懸濁液 

Fig.1 ナノ粒子高密度充填構造の焼結鍛造による多機能ジルコニアの開発 
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●1000℃以下の温度域におけるジルコニアの焼結鍛造 

Fig.4 に示すような、ナノ粒子が高密度に充填した構造の成形体から試験片を切り出し、これに圧縮荷

重を付与しつつ温度を上昇させて、その変形挙動を調べた。その結果、初期応力として 200MPa 付与し

た場合、600℃を超えたあたりから変形が始まり、これまで報告されているジルコニアの加工温度と比

較して極めて低い 1000℃で 0.7 を超えるひずみを達成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ま と め 

ナノ粒子が高密度に充填した成形体の焼結鍛造における変形挙動を検討した結果、600℃という極めて

低い温度から変形が始まり 1000℃において 0.7 を超える加工ひずみを達成した。これは、金属を熱間

加工する既存の装置を用いた正方晶ジルコニアの塑性加工が十分に可能であることを示している。 

 

1. “Fabrication of translucent tetragonal zirconia by gelcasting of thin zirconia nano-slurry”, M. Yoshida, S. 

Takeno, and O. Sakurada, J. Ceram. Soc. Japan, 124 [5], 500-505 (2016).   
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Fig.2 Schematic illustration of the drying 
experiment of hydrogel and photographs taken 
at the drying temperature of 25℃.  

Fig.3 Relationship between drying rate and 
solid content of hydrogel in the drying 
experiment. Normalized diameter is plotted 
together.
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Fig.4 Cross sectional images for the densely 
packed structure after drying. Inset right above 
indicates pore size distribution for the dried 
sample.  

Fig.5 Compressive strain as a function of 
temperature during the sinter forging of 
densely packed nano 3YTZ. 
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化合物半導体太陽電池材料の熱電特性 
 

宮崎大学 工学部 電子物理工学科 吉野賢二 
１ はじめに 

エネルギー問題を解決するキーテクノロジーの代表格である太陽電池は、低コスト、高効率達成が

急務とされている。その中でも、新規材料である Cu2ZnSn(S, Se)4 (=CZTS, CZTSe, CZTSSe)は、In や

Ga 等のレアメタルを含まず、かつ構成元素が地球上に豊富にあるため低コストである。CZTS 系太陽

電池は、 5 年間程度の間で着実に研究報告が増え、CZTS:8.8%、CZTSe:11.6%、混晶である

CZTSSe:12.6%という変換効率が達成されており、年 1% 以上の伸び率を達成している。早急に高効

率を達成するために、デバイス応用に向けた薄膜多結晶作製およびそれを用いた物性評価という応用

研究が現在世界中で主流となっている。一方で、基礎研究である単結晶成長及び単結晶を用いた基礎

物性評価はほとんど報告されていない。基礎物性値を求める場合、多結晶ではなく良質な単結晶を用

いて評価することが基本である。我々は、これまでに基礎研究である CZTS、CZTSe 単結晶技術を確

立し、単結晶を用いて電気伝導メカニズムを中心とした報告を行ってきた 1, 2)。CZTS 系太陽電池にお

いて現在高い変換効率を達成している組成は混晶である CZTSSe であり、混晶化が物性に与える影響

を調査することが重要である。本発表では、S/Se 混晶化によって電気伝導特性や熱電特性に与える影

響を報告する。 
 

２ 研究目的 

  CZTSSe-Sn 擬二元系状態図は、示差熱法（DTA）と目視法を用いて液相線の確認を行った。相の

同定は、各 mol 濃度における液相点から急冷後、粉末 X 線回折（XRD）、電子線プローブマイクロ

分析（EPMA）により解析を行った。CZTS 単結晶は、移動ヒーター法(THM)を用いて作製した。測

定温度 20~300 K、磁場 0.55T の条件下で Van der Pauw 法を用いて行われた。サンプルサイズは、5 
mm×5mm×0.5 mm とし、表面は粗さ 0.01 μm の Al2O3粉末で研磨した。Fig. 1 に直径 1 mm、厚さ 200 
nm の Au 電極をサンプルの四角に真空蒸着法を用いて作製したサンプルを示す。 

 

３ 研究成果 

 CZTSSe-Sn 擬二元系状態図を Fig. 2 に示す。mol 濃度 X は式(1)を用いて算出した。 
 

   
    100




molSn mol CZTSSe
mol CZTSSemol%X   (1) 

Fig. 2 CZTSSe-Sn 擬二元系状態図 Fig. 3 CZTSSe 単結晶(S/Se=5/5) 

Fig. 1 ホール測定サンプル 
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CZTSSe が 40 mol%以下の Sn 溶液においては CZTS 相と

二液相に相分離し、30~60 mol%の溶液においては Sn(S, 
Se)x 相と CZTSSe 相に相分離した。60 mol%以上において

は単純に CZTSSe が Sn に溶け相分離は見られなかった。

結果として、60 mol%以上の Sn 溶液，成長温度 700~980°C
において CZTSSe 単結晶成長が可能であることを突き止め

た。CZTSSe において 60 mol%以下の Sn 溶液において相分

離をし、Sn 相と Sn(S, Se)相は CZTS や CZTSe よりも比重

が大きいため底部に溜まり結晶成長の妨げになる。90 
mol%溶液，成長温度 900°C において CZTSSe (S/Se=5/5)単
結晶が得られ最適な結晶成長条件とした。CZTSSe 単結晶

インゴットを Fig. 3 に示す。 
CZTSSe 単結晶の粉末 XRD パターンを Fig. 4 に示す。全

てのサンプルにおいて(112)面、(220)面、(312)面の主要な

ピークを観察でき、ICDD パターンと一致した。EPMA 組

成分析は、結晶成長方向に沿って先端から 5 mm 間隔でウ

エハー状にカットし、インゴット全体にわたり組成は均一

であったがわずかに Cu-poor、Zn-rich 組成を示した。 
Figure 5 に CZTSSe 単結晶伝導率温度変化を示す。これ

までの研究から CZTS 系は多くの固有点欠陥を持ち、低温

において欠陥パスによるホッピング伝導が支配的であるこ

とが得られている。今回 Mott タイプと Efros-Shklovskii 
(ES)タイプのホッピング伝導機構を導入して低温における

電気伝導の解析を行い、Mott タイプと ES タイプを含むホ

ッピング伝導は 160 K 以下において支配的で、さらに 20 K
以下で ES 伝導が支配的である事を突き止めた。また第一

原理計算から報告されている欠陥準位と比較して実験面か

ら良い一致を示している。Se 混晶化にする利点として、①

バンドテイル内における固有点欠陥の減少、②アクセプタ

ー準位の減少による移動度の向上が明らかになった。 
 
４ まとめ 

 

本研究は、良質な CZTSSe 単結晶成長技術を確立し、得られた単結晶を用いて、まだまだ未知の部

分が多い CZTSSe の基礎物性を明らかにすることを目的としている。CZTSSe-Sn 擬二元系状態図を作

製し、90 mol%の Sn 溶液、成長温度 900°C において THM 法を用いて良質な CZTSSe 単結晶成長に成

功した。Mott タイプと ES タイプのホッピング伝導を用いて解析を行い得られたパラメータから混晶

化による利点の調査を行った。Se 混晶化にする利点として、①バンドテイル内における固有点欠陥の

減少、②アクセプター準位の減少による移動度の向上が本研究から明らかになった。

 
５ 研究組織 
 
 代表：吉野賢二（宮崎大学工学部 教授） 
 共同研究者：永岡章（日本学術振興会 海外特別研究員） 
 共同研究者：富永姫香（宮崎大学大学院工学研究科Ｍ１） 
 共同研究者：谷山智康（東京工業大学フロンティア材料研究所 准教授） 
 
引用文献 
1) Akira Nagaoka, Hideto Miyake, Tomoyasu Taniyama, Koichi Kakimoto, Kenji Yoshino 

Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 112107-1-4 
2) Akira Nagaoka, Kenji Yoshino, Hiroki Taniguchi, Tomoyasu Taniyama, Hideto Miyake, 

J. Crystal Growth 354 (2012) 147-151 
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4 点縮約モデルを用いた木質面材真壁の解析 

 
                 富山県農林水産総合技術センター  若島嘉朗 

 

 

１ はじめに 

 筆者は、これまでに受材真壁仕様の木質耐力壁にダンパーを付加した壁の開発を進めている。新たな

壁を開発するには実験による検討が基本となるが、壁を構成する構造要素として釘接合部や部材同士

の接触、ダンパーやそれを接合するビス接合部など様々あることから、効率的な開発を進めるにはそ

れぞれの負担割合を解析モデルによって把握することが重要である。このことから、面材耐力壁の解

析モデルである神谷式 1)をベースとする解析法を開発した。しかし、本解析法は打たれた釘全ての計算

を行うため、繰返し負荷を伴う解析を行うには手間がかかりすぎるのが課題である。そこで、本稿では

釘の挙動をより簡易に計算する解析モデルの構築について報告する。 

 

２ 研究目的 

 松田ら 2)は、これまでに木質制振架構の挙動を解析する精緻なフレームモデルを開発しているが、そ

の中でモデル作成の手間や解析時間の点で優れた 4点縮約モデルを提案している。ここでは、この 4点

縮約モデルを受材仕様真壁の解析モデルに導入し、その解析精度を検証する。これによって、数十本あ

る釘全てをモデル化する必要があったこれまでの解析に対し、釘を数カ所の節点に縮約できることに

より解析の手間が大幅に低減することができ、繰返し負荷や応答解析等の複雑な計算がより簡易にな

ることが期待される。 

 

３ 研究成果 

  軸組みと面材の相対ずれにより生じる釘のせん断力を X モードと Y

モードに分解できるものとし、釘のせん断力の影響を上下左右に縮約

する 4点縮約法 2)を適用する。本報では釘の配置は上下左右対称とみ

なし、縮約する際の釘せん断力に乗じる中立軸上下の倍率 mUD、中立

軸左右の倍率 mLRを次式で求める。 

∑ , ∑   

ここで HUD、LLRは縮約する上下左右各点から中立軸までの距離、iUD、

iLRは釘の番号、y および x は各釘の中立軸までの距離である。面材中

心まわりの回転モーメント xMN , yMN は釘接合部の剛性 ukN, vkN、倍率

mUD, mLRを用いて次式で表される。 

2 2⁄   (3)  2 2⁄   (4) 

同様にダンパーのせん断力剛性 vkD と引張剛性 ukD による回転モー

メント xMD, yMDは次式であらわされる。 

L 

H 
L

H
n 

H
d 

図１ 解析モデル 
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2 ⁄   (5)  4 2⁄    (6) 
弾性時の面材の筋かい効果 3)による回転モーメント xMPは、圧縮合力による剛性 Ce を用いて、 

⁄ 	 ⁄     (7) 
面材と柱の間では、上記圧縮力による筋かい効果の他に、この圧縮力に伴う摩擦力が生じるものと

考えらえる。摩擦による回転モーメントは摩擦係数μを用いて、 
	 ⁄ 2   (弾性域)  (8) 

モーメントの釣り合い 1)より、 
0   (9) 

(9)式より u について求めると、 
3 6

6 3 6 4
 

面材と柱の間の筋かい効果が無い場合は、 

0  (10) 
(10)式より u について求めると、 

2
2

 

実験結果と旧解析値、本解析による結果を図 2 に示す。解析値はいずれもやや安全側であるが実験値

と良く一致しており、また、本解析値は旧解析値よりもやや安全側に評価された。釘接合部の挙動はバ

イリニアモデル２つとスリップモデルに弾性剛性を足し合わせて評価した。繰返し負荷を受ける釘接

合部の計算値は図 3 に示すとおりで、スリップ型の復元力を持つ釘接合部の挙動を精度良く表すこと

ができた。ダンパーを設置した面材耐力壁の解析値は図 4 に示すとおりで、全体的には実験値と良く

一致した。ただし、初期剛性および除加時の剛性はよく一致したが、図中第 2,4 象限の再負荷時剛性が

過大に評価された。これは、本解析で弾性挙動とみなしたビスや面材筋かい効果の影響と考えられ、今

後の検討課題となった。 
参考文献 
１) 神谷文夫：日本建築学会論文報告集第 309 号, 86-94 (1981). 

２) 河本和義, 村上雅英, 稲山正弘：日本建築学会構造系論文集 第 73 巻 第 629 号, 1127-1134 

(2008). 

３) 松田和浩, 笠井和彦, 坂田弘安:日本建築学会構造系論文集 第 76 巻 第 661 号, 609-618(2011) 

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08

層
せ

ん
断

力
(k
N
)

せん断変形角(rad.)

実験値

解析値

図 3 繰返し負荷を受ける釘接合部の計算結果 図 4繰返し負荷を受ける壁の解析結果(ダンパーあり) 

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

荷
重
(k
N
)

変位(cm)

実験値

計算値

図 2 木質面材真壁の解析結果と試験結果 

y =70x 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

荷
重

(k
N
)

真のせん断変形角(rad.)

実験値

旧解析値

本解析値

軸組み剛性

面材壁+軸組み剛性

面材壁+軸組み剛性+ダンパー

- 155 -



 

 

置換基変化させた金属錯体複合金属酸化物の表面構造分析 

 
                 東京理科大学理学部第二部化学科  秋津貴城 

 

 

１ はじめに 

色素増感太陽電池(DSSC)はTiO2負極上に吸着した色素分子の光吸収によって発電する太陽電池である。

長励起寿命に起因する高い発電効率を示すことから Ru(II)錯体が色素として用いられてきたが、高コ

ストという欠点を有するために近年の DSSC 研究では Ru(II)を有しない色素が探求されている。この情

勢をふまえて、当研究室では TiO2 への吸着部位としてカルボキシ基を有するサレン型 Cu(II)錯体を研

究してきた。それらの吸収特性を比較した上で、DSSC の色素としての有用性を検討することを目的としてい

る。電気化学測定より、TiO2 やヨウ素の酸化還元電位に対する増感色素としての適合性を比較検討し、実際

に合成した錯体でDSSCセルを作製し、ソーラーシミュレータを用いてI-V測定を行い、変換効率を算出するこ

とを行っている。 

２ 研究目的 

上述のように色素増感太陽電池の応用を目指し、サレン型金属錯体と

酸化チタンを複合化させた材料を研究している。錯体が酸化チタン表面

に吸着している際の構造を解明することで、これらの間の電子授受の機

構を明らかにし、発電効率の向上へつなげたい。また分子配向を制御す

ることで、変換効率が向上したとの報告もある。そこで本研究期間では、

XPS を用いて酸化チタンの金属の酸化状態を調べることで、色素錯体

（主に Zn(II)錯体）を設計するための知見を得ることを目的とする。 

３ 研究成果 

 カルボキシ基を有するアミン2種類を合成後、定法に従い上図に示すサレン型Zn(II)錯体(X,Y =1 H,H; 

2 Cl,Cl; 3 Br,Br; 4 H,Cl; 5 H,Br)を合成し、理論計算、IR、CD、UV-vis、蛍光分光測定等を行った。

また、錯体吸着させた酸化チタン膜を XPS 測定で化学吸着の有無や置換基による吸着の違いを分析し

た。 

４ ま と め 

UV-vis 拡散反射電子スペクトルでは、400 nm 付近の

ピークにおいて 3 > 2 = 4 > 5 > 1 の順に長波長シフ

トしていることが確認された。このシフトは置換基効

果によるものであり、電子求引基が大きく影響してい

ると考えられる。下図に、錯体吸着させた酸化チタン

膜の XPS スペクトルを示す。錯体が酸化チタンに化学

吸着していること、さらに錯体により 465 eV(2p1/2)、

459 eV(2p3/2)付近のピークに変化がみられた。 
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レーザー誘起衝撃圧縮下における弾塑性転移の解明 

 
                 高エネルギー加速器研究機構・物質構造科学研究所  一柳光平 

 

 

１ はじめに 

衝撃波を用いた固体の圧縮法を用いることにより、１軸圧縮性から３軸圧縮に変化する弾性-塑性転移

過程を経て超高圧状態へと遷移する。衝撃波による高い歪み速度場における弾性-塑性転移は、衝撃破壊

や衝撃超高圧現象の理解に非常に重要であり、欠陥と転移の生成メカニズムは明らかとなっていない。

レーザー分光法やパルス X 線回折法との組み合わせにより、衝撃波誘起の構造変化のダイナミクスを調

べることが可能である。我々はこれまで、レーザー衝撃圧縮法と放射光 X 線パルスを併用して用いるこ

とで、レーザー衝撃圧縮下における半導体結晶、ビスマス多結晶やシリカガラスの構造変化をナノ秒時

間分解 X 線回折によって明らかにしてきた（Ichiyanagi and Nakamura, et al., Appl. Phys. Lett. 101 (2012) 

181901.）。 

さらに衝撃波のプロファイルと衝撃圧縮下における過渡構造の同時測定の構築により、正確な圧力履

歴と格子歪み量を時間分解 X 線回折により求めることで、弾性-塑性転移にともなう応力緩和と欠陥・

転位生成過程を定量的に評価することが可能になる。圧力と構造の同時測定法開発によって、これまで

衝撃圧縮後の物質観測による予測のみであった現状を脱却し、衝撃破壊や高速衝突のような極限環境か

つ不可逆過程の物理現象をその場観測できようになると予想される。 

 

２ 研究目的 

本研究課題では、高強度ガラスレーザーを用いたレーザー駆動衝撃波の圧力プロファイル計測法の検

討と、時間分解 X 線回折法に組み込んだ複合的な計測法開発を目的とするとともに、新しいターゲット

構成の検討を行った。 

レーザー駆動衝撃波の圧力プロファイル計測(VISAR: Velocimetry Interferometer for Any Reflector)は、

これまでナノ秒時間分解 X 線回折を行ってきた３次元の動的構造情報の解析に、マクロな１次元の歪み

プロファイルを用いて正確な圧力状態下における動的構造の解析が可能である。現在、時間分解 X 線回

折測定を行っている高エネルギー加速器研究機構のPhoton Factory Advanced Ring(PF-AR)のNW14Aビー

ムラインに、将来的には時間分解 X 線回折測定と組み合わせマルチプローブ化を行うことを目的として

ビームタイム以外でレーザー駆動衝撃波の VISAR システムを導入した。 

 

３ 研究成果 

 PF-AR の NW14A ビームラインには、既に昨年度から中村准教授と共同でレーザー衝撃波駆動用の高

強度 Nd ガラスレーザー(15 J/pulse, 波長 1064 nm、パルス幅 12 ns)を整備し時間分解 X 線回折を行える

よう整備してある。高強度 Nd ガラスレーザーを試料に集光照射することでパワー密度が 1012 W/cm2

以上になるため試料周りを真空雰囲気下にするための真空チャンバーを設置した。VISAR は試料のレ

ーザー照射側の反対の裏面の移動速度をドップラーシフトで計測する手法であり干渉計用いることで
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干渉縞のシフトから試料裏面の移動速度を計測することが出来る。レーザー照射位置の裏面に波長 532 

nm の CW レーザーを集光照射し、試料裏面から反射するレーザー光を干渉計に入れストリークカメラ

で計測を行った（Figure. 1 参照）。現段階で、100 ns の時間範囲での干渉縞の計測と基準信号を用いた

ストリークカメラの同期テストは済んでいる。来年度からレーザー衝撃波駆動用レーザーを用いた干

渉縞の時間変化測定に使用することが可能になった。 

 

 

Figure. 1 PF-AR の NW14A ビームラインにおける VISAR システム 

 

４ ま と め 

 これまでレーザー衝撃圧縮下における固体の動的構造を観測してきた PF-ARのNW14Aビームライン

に VISAR システムを導入した。現段階は、まだレーザー衝撃波駆動用の高強度 Nd ガラスレーザーの

同期基準信号を用いてテスト段階であるが、PF-AR のビームタイム終了後にはこれまで行ってきた試

料について圧力プロファイルの計測が行えるようになるであろう。 
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地盤逸散減衰による減衰効果の建物の地震応答への 

簡易評価に関する研究 

 
                 大和ハウス工業株式会社  伊藤 真二 

 

１ はじめに 

地震時の建物の振動現象における減衰効果において、地盤逸散減衰の影響は比較的大きく、建物が低

層であるほどその影響は大きいと考えられている。しかしながら、実現象における地盤逸散減衰の評価

については、地震観測記録を用いて地盤-建物系の全体としての減衰定数を検討した例はあるものの、

地盤逸散減衰だけの特性や大きさを検討した例はほとんどない。そのため、実現象における地盤逸散減

衰が、建物の減衰においてどのような特性を示し、どの程度の影響があるのかについての評価がほとん

ど行われておらず、設計時において地盤逸散減衰の影響を簡易的に評価することが困難となっている。

一方、シミュレーション解析によれば、地震時における建物の地盤逸散減衰の評価は可能になるが、実

現象に近い効果を示すものでなければ、評価方法としての信頼性は高いものにはならない。以上により、

地盤逸散減衰の効果は、建物の規模によっては比較的大きな影響を持つものの、その評価は難しいもの

であり、簡易な評価方法が必要と思われる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、減衰特性についてシミュレーションが行われた減衰特性が既知となっている建物モデル

を用いて、地盤と建物の一体モデルによる地震応答解析を地盤種別ごとに実施し、地盤逸散減衰による

減衰特性について検討を行うことを目的とする。また、シミュレーションにより設定された減衰特性に

ついては、地震観測記録による減衰特性の評価結果との比較を行い、実現象との整合性についての検討

を行うことも目的とする。 

 

３ 研究成果 

今年度(2016 年度)は、主にシミュレーションの方法と、シミュレーションに使用する建物の選定と、

建物および地盤モデル、入力地震動の選定を行い、建物についてはシミュレーションに基づくモデル化

を行った。概要は以下であった。 

 

1) シミュレーションの方法 

第 1ステップ：建物と地盤の連成系モデルによる結果と、建物だけの等価せん断型モデルによる結

果の比較を行い、等価せん断型モデルにおいて地盤逸散減衰を評価した場合の減衰

特性と減衰定数について検討を行う。建物は弾性モデル、地盤は半無限弾性地盤を

想定したスウェイ・ロッキングモデルとする。 

第 2ステップ：第 1ステップと同様に、連成系モデルと等価せん断型モデルによる結果の比較を行

う。建物は弾性モデル、 地盤は複層地盤を想定したスウェイ・ロッキングモデル

とする。 

- 159 -



 

第3ステップ：地盤逸散減衰効果を等価せん断型モデルへの付加減衰として評価した場合の結果と、

実建物の地震観測記録との比較を行い、実現象との整合性の検討を行う。 

2) シミュレーションに使用する建物：神奈川大学 1号館、23 号館 

3) 入力地震動：BCJ-L1、BCJ-L2 

 

４ ま と め 

本研究では、減衰特性についてシミュレーションが行われた減衰特性が既知となっている建物モデル

を用いて、地盤と建物の一体モデルによる地震応答解析を地盤種別ごとに実施し、地盤逸散減衰による

減衰特性について検討を行うことを目的としている。本年度においては、検討の方法を策定し、シミュ

レーションに用いる建物モデルをシミュレーションに基づくモデル化を行った。次年度では、モデル化

した建物に対してシミュレーションを実施する。 
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優れた高温伸縮性を有するゴム状ガラスの開発 
 

旭硝子株式会社   稲葉誠二 

 

 
１ はじめに 
申請者らは、これまでにゴム弾性を示す酸化物ガラスを見出している。本ガラスは、P（リン）と

O（酸素）が交互に連なった直鎖からなり、透明性、高温酸化性、耐熱性、耐光性、絶縁性、耐油性

などに優れる。室温では一般のガラス同様に硬くて割れやすいが、ガラス転移温度付近まで加熱す

るとゴム状態となり、優れた伸縮性を発現する。しかし、伸長時に流動による永久変形も同時に生

じるため、除荷後に大きく収縮するものの、有機ゴムの場合と異なり、元の形状まで完全には回復

しない。ゴム弾性を示す酸化物ガラスは、新規な素材であり、形状回復性をさらに向上できれば、

高温や酸化性など、有機系ゴムを使用できない環境下での様々な応用が期待できる。 
 

２ 研究目的 
高温伸縮性を向上させるためには、有機ゴム構造からの類推より、①P-O-P 直鎖同士の間に働く

相互作用力（イオン結合力）を低減させ、かつ②P-O-P 直鎖間を部分的に架橋する構造を導入する

必要がある。前年度は、後者②の検討を推進し、直鎖間で化学的な架橋結合を形成する可能性のあ

った種々の多価カチオンを微量添加したガラスを作製し伸縮性を評価したが、大幅な改善は認めら

れなかった。そこで、本年度は前者①に着目し、P-O-P 直鎖間に働く相互作用力を低減させるため

の基礎的知見を得ることを目的とした。 
 
３ 研究成果 
数種のアルカリ金属酸化物を供添加した計 7 種類のメタリン酸塩ガラスを溶融法で作製した。こ

れらガラスを変形温度 Td（logη=9.6Pas）に保持された電気炉中で、初期応力 5～60MPa で一軸方

向へ 30%伸長し、除荷後の収縮率を求めた。いずれのガラスも応力除荷後にゴム弾性による収縮が

見られた。収縮率は組成および伸長応力に依存した。今回調査した 7 種類のガラスでは、ガラス G
が最も大きい収縮率（55%）を示した。ガラス転移温度 Tgを示差熱分析装置で測定し、収縮率との

相関を求めたところ、両者には良好な相関性が得られ、ガラス転移温度が低くなれば、収縮率が増

大することが確認された。いすれも直鎖主体のガラスであることから、ガラス転移温度の低下に伴

い、直鎖間相互作用力が低下したと考えられる。また、収縮率増大については、直鎖間相互作用力

の低下と併せて、架橋点間分子量が増加したためと推定される。今後、粘弾性計測により架橋点間

分子量の評価を行う予定である。 
 
４ ま と め 
直鎖構造を維持した状態でガラス転移温度を下げれば、ゴム弾性による伸縮性が向上することが

確認された。今後もガラス転移温度に立脚した組成改善を進め、伸縮性に優れた酸化物ガラスの開

発を進める。 
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免震構造建物の耐震性能を評価する新指標の提案 
                 神奈川大学工学部建築学科  犬伏徹志 

１．はじめに 

近年、耐震安全性に対する人々の関心の高まりとともに、耐震性能目標を一律とせず、地震の

発生頻度と建物の被害状況の組み合わせによって建物の耐震性能を決めるための耐震性能メニュ

ーが提案されている。1）2）3）また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」4)における住宅性能

表示制度 5)により、様々な住宅の性能を客観的な指標で評価することが行われ、耐震性能は「耐

震等級」によって評価されている。 

免震建物は、その耐震性能について上記のような客観的な評価は行われていない。免震建物は

地震応答解析により耐震安全性を検証することが一般的であるが、同一建物であっても建設地に

より地震発生確率や地震動の大きさが異なり、建物応答値だけで耐震性能を比較することは困難

である。そのため、統一的な評価方法が必要となる。 

２．研究目的 

現在、免震建物は上部構造の最大応答層間変形角や最大応答加速度、免震層の最大応答変位な

どで性能を表現している。しかし、これらの表現は専門性が高く、一般の人にはわかりづらい。

現行の住宅性能表示制度における耐震等級と同様の客観的な指標を提案することができれば、免

震建物の耐震性能レベルを統一的かつ容易に理解することができ、耐震構造との比較も可能とな

り、設計者と利用者(購入者)の間に一元的に提示できるものと考えられる。そこで、本研究では免

震建物における耐震性能を表示する客観的な評価指標を提案することを目的とする。 

３．研究成果 

本研究は、3 年間の研究計画である。昨年度は、免震建物の耐震性能評価指標における評価方

法の考え方として、地震動再現期間を用いた統一的な評価方法を提案した。3 年目となる本年度

は、非免震モデルと異なる免震性能を有する免震モデルの耐震性能を地震動再現期間で評価した。 

本検討の評価手順は、以下の通りとした 

①入力地震波を用いて免震モデルの地震応答解析を行い、層間変形角、加速度、免震層の最大

応答を求める。 

②地震入力倍率を漸増し、免震モデルの限界状態での地震入力倍率を求める。 

③②で求めた地震入力倍率をもとに、(1)式により地震再現期間を算定する。これは、文献 6)で

示されている地震荷重決定用の加速度応答スペクトルが、(1)式で表される地震動再現期間係

数の関数で示されていることによる。 

  54.0100rRR VA   (1) 

 ここで、 

RA,RV  ：地震動の最大加速度、最大速度の再現期間換算係数 

r ：再現期間（年） 

免震モデルの限界状態として、層間変形角、加速度、免震層の変位の最大応答値にクライテリ

アを設けた。表１に評価項目クライテリアを示す。このうち、最大応答加速度は屋根を除いた床

面の値を評価することとした。 
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表１ 評価項目クライテリア 

評価項目 クライテリア 

最大応答層間変形角(rad) 1/150 

最大応答加速度(cm/s/s) 300 

免震層の最大応答変位(cm) 60 

本検討で用いる上部構造の建物諸元、振動解析モデルは、文献 7)で用いた非免震モデルである。

この非免震モデルに、免震周期(Tf)と免震層の降伏せん断力係数(Cy)が異なる 3 種類の免震層を有

する 3 つのモデルとした。表２に各免震モデルの免震周期と降伏せん断力係数を示す。 

表２ 免震周期と降伏せん断力係数 

 Tf (s) Cy 

免震モデル A 4.0 0.04 

免震モデル B 5.0 0.03 

免震モデル C 6.0 0.025 

地震応答解析に用いる地震波は、EL CENTRO NS、TAFT EW、HACHINOHE NS の 3 波とし、

レベル 2 地震動としてそれぞれの最大速度を 50(cm/s)に基準化した。 

表３に非免震モデル、免震モデル A～C の評価項目クライテリア時の地震入力倍率と地震動再

現期間を示す。地震入力倍率は各地震波の最大加速度を 40(cm/s)で基準化した入力に対する値と

している。非免震モデルの地震動再現期間は、最大応答層間変形角では TAFT で 123 年、それ以

外の地震波で 76 年、最大応答加速度では 22～24 年である。これは、非免震モデルのレベル 2 地

震動での応答がクライテリアを超えていたためである。 

免震モデルにおける免震層の剛性は、A、B、C の順で小さい。地震入力倍率は、最大応答層間

変形角で 4.86～15.30、最大応答加速度で 1.06～14.73 で、免震層の剛性が小さいほど大きい傾向

である。地震動再現期間は最大応答層間変形角で 1,869～15,627 年、最大応答加速度で 111～

14,566 年となり、最大応答層間変形角と同様の傾向である。免震層の最大応答変位では、地震入

力倍率は 2.79～3.52、地震動再現期間は 669～1,028 年となり、免震モデル B が長い傾向である。 

表３ 地震入力倍率と地震動再現期間 

再現期間

換算係数　R V
再現期間 r

再現期間

換算係数　R V
再現期間 r

再現期間

換算係数　R V
再現期間 r

A 4.86 1,869 1.06 111 3.21 867
B 7.55 4,225 3.70 1,128 3.52 1,028
C 11.13 8,667 6.55 3,248 3.10 813

非免震 0.86 76 0.44 22 ― ―
A 10.49 7,768 2.95 741 3.49 1,012
B 6.21 2,942 6.16 2,899 3.07 798
C 6.50 3,202 6.43 3,138 2.89 714

非免震 1.12 123 0.44 22 ― ―
A 5.14 2,073 4.76 1,798 2.79 669
B 8.56 5,331 7.63 4,308 3.11 818
C 15.30 15,627 14.73 14,566 2.99 760

非免震 0.86 76 0.46 24 ― ―

免震層変位(60cm)

EL CENTRO

TAFT

HACHINOHE

地震波 免震モデル

応答加速度(300cm/s/s)応答層間変形角(1/150)

 

本検討では、上部構造が同じため免震モデル C がより大きな地震入力に対する耐震性能を有し

ていることになる。地震動再現期間は、3 つの免震モデルとも免震層の最大応答変位が最も短く、

免震モデルA～Cの地震動再現期間は免震層の変形によって決まる。これは免震層の性能に比べ、

上部構造の性能が良いためで、免震建物の上部構造は過剰な設計となっていると考えられる。 
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次に、上記の非免震モデルを免震建物として最適設計したモデルを作成し、地震動再現期間と

コストについて検討した。以下に、上部構造の設計条件を示す。 

①平面形状、階高、構造形式および架構形式は非免震モデルと同一とする。 

②設計用地震力は、ベースシャー係数を 0.12、外力分布を Ai 分布として求める。 

③柱梁部材の状態は、設計用地震力による応力に対し、短期許容応力度以内とする。 

免震層は表２と同じ特性を有する 3 種類とし、免震モデル A、B、C は免震モデル A’、B’、C’

と呼ぶこととする。免震モデル A’～C’の限界状態は、表１と同様とした。表４に免震モデル A’

～C’の地震入力倍率と地震動再現期間を示す。 

表４ 地震入力倍率と地震動再現期間 

再現期間

換算係数　R V
再現期間 r

再現期間

換算係数　R V
再現期間 r

再現期間

換算係数　R V
再現期間 r

A' 2.68 620 1.53 220 3.44 985
B' 3.56 1,050 4.61 1,694 3.74 1,150
C' 5.12 2,057 8.57 5,342 3.26 892
A' 4.42 1,568 1.37 179 3.89 1,237
B' 4.35 1,521 3.85 1,214 3.49 1,012
C' 4.19 1,419 6.32 3,039 3.15 837
A' 2.17 420 4.20 1,426 3.15 837
B' 3.48 1,006 4.42 1,567 3.41 969
C' 6.08 2,828 10.17 7,335 2.97 750

免震層変位(60cm)

EL CENTRO

TAFT

HACHINOHE

応答加速度(300cm/s/s)応答層間変形角(1/150)
免震モデル地震波

 

地震入力倍率は、最大応答層間変形角で 2.17～6.08、最大応答加速度で 1.37～10.17 となり、

免震層の剛性が小さいほど大きい傾向である。地震動再現期間は最大応答層間変形角で 420～

2,828 年、最大応答加速度で 179～7,335 年となり、最大応答層間変形角と同様の傾向である。免

震層の最大応答変位では、地震入力倍率は 2.97～3.89、地震動再現期間は 750～1,237 年となり、

免震モデル B’が長い傾向である。 

上部構造は、免震モデル A～C より免震モデル A’～C’で地震動再現期間が短く、上部構造の耐

震性能は、地震動再現期間の長短で比較すると免震モデル A’～C’より免震モデル A～C が高いこ

とになる。しかし、どちらのモデルも地震動再現期間は免震層の最大応答変位で決定しているた

め、上部構造は過剰な設計となっていると考えられる。 

免震モデル A’～C’では、上部構造が免震構造として設計されており、免震モデル A～C よりも

躯体数量が低減されている。 

４．まとめ 

本検討における地震入力倍率と地震動再現期間は、上部構造を免震建物として最適設計するこ

とにより、経済性を加味した免震建物の耐震性能を表現できると考えられる。 

参 考 文 献 

1) 日本建築構造技術者協会：JSCA 性能メニュー（解説版），2007 

2) 日本建築構造技術者協会：安心できる建物をつくるために（解説編），2013 

3) 日本建築学会：地震リスク評価とリスクコミュニケーション， 2011 

4) 平成 11 年 6 月 23 日法律第 81 号 

5) 平成 13 年国土交通省告示第 1346 号 

6) 日本建築学会：建築物荷重指針・同解説，1993 

7) 清水英，山下忠道，犬伏徹志，佐藤大樹，高山峯夫：免震建物の耐震性能評価指標の提案に関する基礎的検討 

その 1～2，日本建築学会大会学術講演梗概集，2016 
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細孔構造結晶の金属酸化物創出と触媒応用 

  
                 神奈川大学工学部物質生命化学科  上田 渉 

 

 

１ はじめに 

  酸素四面体の連結から細孔構造を形成した物質はゼオライトとしてよく知られ、幅広く利用されて

いる。一方、酸素八面体の連結からなる細孔構造結晶の例は極めて限られる。最近、申請者らは Mo の

酸素八面体の縮合体（ポリ酸イオン）をユニットとして連結させると細孔構造結晶が生成することを

初めて見いだした。このようにして合成した Mo 系金属酸化物はゼオライトと同様の固体物性（吸着や

イオン交換など）を示すとともに、Mo の酸化還元能に起因する酸化触媒能も同時に示し、この合成法

はこれまでに無い固体触媒の登場をもたらした。前年度での研究では、W、Nb、および Ta 系の金属酸

化物にこの合成方法論を展開して新しい細孔構造結晶の金属酸化物の創出を行うことを目的に実施し、

ポリ酸イオンユニットの縮合に基づく細孔構造形成を確認し、また新たにナノワーヤー状の分子性酸

化物クラスターの合成に成功し、構造変異に基づく水の吸脱着現象を発見し、また元素修飾によりこ

れが水中で機能する固体酸触媒である事を見いだした。 

 

２ 研究目的 

 本年度の研究では、継続して Mo、W、Nb、および Ta 系の金属酸化物に上述のユニット合成方法論を

展開し、新しい細孔構造結晶の金属酸化物の創出を行う。また、様々なバイオマス由来の有機物転換

反応を実施して、合成した新しい触媒物質の水中固体酸機能を検証することを目的とする。 

 

３ 研究成果 

３．１ 酸化ニオブの高次構造解析 

    これまで合成してきた酸化ニオブの詳細構造は明確ではなかった。そこでこれを対象に HAADF-STEM

による構造解析を実施した。試料の合成は以下の通りで単純で、シュウ酸ニオビウムアンモニウムの

水溶液を 175 °C で 72 h 水熱合成することで合成される。試料は短辺 4~5 nm 程度、長辺 200 nm 程度

のロッド状微結晶で、27 °と 47 °に鋭い回折(CuKα)を与えることから、結晶長軸方向に周期的な積層

構造を有していることが分かる。一方、積層面内に対応する回折はいずれもブロードであった。従っ

て、XRD だけでは高次な構造の情報は得られない。そこで積層断面の HAADF-STEM 解析を実施した。結

果を図１に示す。積層面の HAADF-STEM 観察からは 1 個のニオブ原子を中心に 5 個のニオブ原子で囲ま

れた五角形のユニット構造の形成が断面全体に観測される。特に、その五角形ユニット同士が４個縮合し

た四角形縮合ユニットの形成が初めて観測された。さらに、これらのユニット縮合体がさらに他の縮合体

との組み合わせにより、六員環および七員環チャネルによるミクロ孔を形成する構図も見て取れる。七員

環チャネルの形成は構造形成時に前駆体に含まれていた NH4
+が取り込まれることで形成すると推測され

る。しかしながら、積層面は斜方晶 Mo-V 複合酸化物と同様に五角形ユニットだけでなく六員環および七
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員環チャネルの形成が観測されたが、その周期性はほとんど観測されなかった。このことから、XRD で観

測されたブロードな回折は積層面のア

モルファス化が原因と結論される。今後

この構造情報をもとに、積層断面にお

いても結晶化した物質ご合成をすすめ

るとともに、七員環チャネル以上の員数

の大きいチャネル構造が構造的に可能

であることが予想されことから、この方

向での物質合成展開に興味が持たれる。 

 

３．２ 一次元ワイヤ構造の自己組織化 

 W の複合酸化物合成において SeO2

や TeO2を加えて水熱合成すると、Se(Te)を中心とした６員環ユニットが生成し、これが１次元に繋が

ったワイヤとなり、さらにワイヤが NH4 リンカーで連結され、３次元の固体 W6O25.8Se(Te)が生成す

る。Te(OH)6 を原料にすると、通常アンダーソン型（ここでは酸素八面体は面共有）のユニットが生

成するが、TeO2では稜共有の６員環ユニットが形成するため、ユニット同士が上下で連結し、一元元

鎖が可能となったものと考えられる。 

 NH4 リンカーをプロトンで置換すると、プロトンは酸化物ワイヤの内部に位置し、ワイヤ同士の連

結力がなくなるため、分離することができ、分子性の酸化物ナノワイヤが生成する。一方、NH4 リン

カーを Co2+リンカーで置換すると三つの一元元鎖ユニットを連結した構造体を形成することが分かっ

た。これに水分子が作用すると、最初に Co2+リンカーに水和し、酸素八面体を形成し、さらに水分子が

作用すると一元元鎖ユニット間の間隙に水分子を取り込み、一元元鎖ユニット間の距離が増加する。

さらに、水分子が作用すると、八面体配位の Co2+リンカーが２つの一元元鎖ユニットを連結した形の構

造にさらに変化し、このとき間隙には単位あたり３分子の水が取り込まれる（図２）。このように、

本物質のもとソフトフレームワーク構造の特異性が明らかとなった。 

図２ 水の取り込みによる CoWSeO の構造変化,青(紫): W, Se:黄, Co:緑, O:赤, H:白. 

 

４ ま と め 

  酸化ニオブ単独の物質においても水熱合成条件下で五角形ユニット形成を誘起させると、これらが縮

合して細孔チャネルの形成を伴う高次の構造形成が明白となった。一方、六角形ユニット形成を W 酸化物

で誘起させると一元元鎖が形成され、ソフトフレームワーク構造の物性が現れた。  

(B) (A) 

図１ HDS-Nb-O の HAADF-STEM 像(A)および構造モデル(B) 
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高温超伝導体を含む層状アニオン化合物に対するアニオン置換に

関する研究 

 
                 慶應義塾大学理工学部  神原陽一 

 

１ はじめに 

  2008 年の鉄系高温超伝導体 LaFeAsO1-xFxの発見 1以来、新規な鉄系高温超伝導体の発見は現在までに

断続的に報告されている。鉄系高温超伝導体の内、バルクの形状で最も高い超伝導転移温度(Tc)は鉄イ

オンによる正方格子を含む層状混合アニオン化合物と呼ばれる物質において報告されている。その Tc

は最高で 58 K に上る。混合アニオン化合物は、結晶の単位格子中に複数のアニオンが存在する層状物

質を示す言葉である。この物質群は 2010 年代半ばより「複合アニオン」とも呼ばれている。 

２ 研究目的 

  超伝導を示す層状混合アニオン化合物の内、鉄系高温超伝導体といえる物質としては 2008 年に発見

された ZrCuSiAs 型結晶構造を示す ReFePnO (Re: 希土類, Pn: P, As)を母相とする 1111 系と呼ばれる

物質群と単位格子中にペロブスカイト関連構造を有する Sr2ScFePO3-
2 をはじめとしたいわゆる 21113

系とそのホモロガス物質群が報告されている。21113 系は, 1111 系と異なり、単位格子中に遷移金属

酸化物分子、遷移金属ニクタイド分子、及びアルカリ土類金属酸化物分子とよべる局所構造がそんざ

いするため、1111 系に比べて複雑な電子磁気構造を示す特徴がある。 

  われわれは、21113 系の内、37 K の Tcと、磁性遷移金属イオンによる新規な磁性の発現が期待される

Sr2VFeAsO3-
3に着目し、研究を進めている。4 その結果、電子磁気状態相図を求めることに成功した。 

３ 研究成果 

 多結晶 Sr2VFeAsO3-は固相反応により得た。 電気抵抗率は直流 4 端子法により測定した。SQUID 磁束

計による磁化測定を行なった。緩和法により低温熱容量測定を行なった。放射光による結晶構造解析

は、米国アルゴンヌ国立研究所 advanced photon source の 16-BMD ビームラインにて行なった。低温

57Fe Mössbauer 分光を測定した。得られた電子磁気状態相図において、Tcは酸素欠陥量に対して約 37 

K の 2 つの極大値を示すことが明らかになった。5 

４ ま と め 

多結晶 Sr2VFeAsO3-の電子磁気状態相図を明らかにした。Tcは酸素欠陥量に対して 2 つの極大値を示

す。この特徴は、水素のドープされた 1111 系の特徴と類似である。 

 

1) For a review, Y. Kamihara and H. Hosono, in Photonic and electronic properties of fluoride 

materials, edited by A. Tressaud, K. Poeppelmeier (Elsevier, Amsterdam, 2016) p. 423-446, 

Superconductivity in Iron Oxypnictide Induced by F-Doping 

2) H. Ogino, et al, Supercond. Sci. Technol. 22, 075008_1-4 (2009). 

3) X. Zhu, et al, Phys. Rev. B 79, 220512_1-4 (2009). 

4) Y. Tojo, et al, NS22013, Tokyo, Japan, November 2013.                            
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バナジウム酸化物クラスターの固体物性と触媒特性の解明 

 
                 金沢大学 理工研究域   菊川 雄司 

 

 

１ はじめに 

バナジウムを含有する金属錯体は、分子触媒として多くの優れた触媒系が報告されている。多くの場

合、一分子の中のバナジウムの数は１～数個程度であり、バナジウムのサイトでの反応メカニズムに

ついて議論がなされている。一方で、無限構造であるバナジウム酸化物は、層状化合物である一般的

な V2O5や複合金属酸化物があり、様々な基質

に対する固体酸化触媒として工業的にも広

く利用されている。しかし、無限構造では、

構造と反応性を議論することが難しい。バナ

ジウム酸化物は、条件を適切に制御すること

で分子状にクラスター化させることが可能

である。バナジウム酸化物クラスターの中で

も、極性官能基やアニオンを捕捉することが

可能な空孔を有している化合物があり、その

空孔には、特異的な電荷分布が存在すること

が示唆されている(図 1)。この空孔を反応場

として利用することで、基質の活性化に新た

な概念を与えることが可能であると考えら

れる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、空孔を有するバナジウム酸化

物クラスターを触媒反応系へと応用するた

めに、詳細な固体物性の評価を目的とした。

系統的なゲストを取り込んだ化合物の調製

法の開発をし、さまざまな条件下において、

化合物の挙動を調査することで、ホスト―

ゲスト相互作用の評価を行った。 

 

３ 研究成果 

空孔を有するバナジウム酸化物クラスター

は無機ホストとみなすことができ、種々の

ゲストと特異的な相互作用を示すことを明

図 1. 空孔を有するバナジウム酸化物クラスター。 

図 2. ゲストが包接された空孔を有するバナジウム

酸化物クラスター(上)とゲスト除去により構造が変

化した化合物(下)の IR スペクトル。 
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らかにした。従来はゲストの除去、交換は困難であるとみなされていたが、我々は独自に開発した手

法により、溶液中において、ゲスト交換を可能にした。これにより、種々のゲストを包接した化合物

を系統的に調整することができるようになった。調整された化合物は、X線解析により、分子構造を解

明することが可能である。 

ホスト―ゲストの相互作用を検討するため、種々のゲストを包接した化合物の in-situ IR を測定し

た。種々の雰囲気を制御した実験を検討していく中で、多くの化合物はゲストの除去とともに、クラ

スター構造が壊れることが明らかとなった(図 2)。ある特殊な条件下において、ゲストを除去してもク

ラスター構造が保たれること、さらに、空孔内にゲスト分子が再吸着することが示唆された。 

 

４ ま と め 

空孔を有するバナジウム酸化物クラスターを系統的に調整する手法を開発し、さらに、各種分光測定、吸着特性、

熱分析などにより、適切なゲスト除去法を開発することに成功した。 
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銀を含む金属酸化物の高圧合成と特性評価  

 
                山梨大学大学院医学工学総合研究部 

附属クリスタル科学研究センター  熊田伸弘 

 

 

１ はじめに 

申請者らはこれまでに水熱反応やソフト化学的手法によって多くの新しい酸化物を合成し、その結

晶構造や特性を明らかにしてきた 1)。その中には通常の固相反応では合成が困難な５価のビスマスを含

む酸化物や準安定相のイルメナイト型 NaNbO3などが含まれている。これらの化合物の中でイルメナイ

ト型の NaBiO3では高圧処理によって構造相転移を生じることを見出している 2)。また、銀を含む化合

物は Ag2O が分解しやすいことから通常の固相反応では酸化物として結晶化しないことがあり、高圧法

や水熱反応は銀を含む酸化物の合成法としては有用な反応である。 

 

２ 研究目的 

本研究ではこれまでに水熱反応やソフト化学的手法によって合成してきた銀を含む酸化物を高圧処

理することによって新しい結晶構造を持つ化合物を合成し、その結晶構造および諸特性を明らかにす

ることを目的としている。 

 

３ 研究成果 

 Nb2O5 あるいは非晶質水和 Ta2O5 を出発物質とした

水 熱 反 応 に よ っ て パ イ ロ ク ロ ア 型 酸 化 物

(K0.73H0.27)NbO3·1.72H2O お よ び (K0.56H0.44)TaO3· 

1.14H2O を合成することができた。これらのパイロク

ロア型酸化物を300℃のAgNO3溶融塩と反応させるこ

とによって蛍石型 Ag0.41Nb0.59O1.68 およびパイロクロ

ア型 Ag0.93TaO2.97 ·0.94H2O を合成することができた。

Ag0.41Nb0.59O1.68 および Ag0.93TaO2.97 ·0.94H2O の結晶構

造は放射光粉末X線回折データを用いてRietveld法

で精密化を行った結果、それぞれ Rwp = 5.18% 、Rp = 

3.34% および Rwp = 4.53% 、Rp = 3.37%が得られ、格

子定数はそれぞれ 5.286(3) Å および 10.4509 (3) Å

であった。Fig.1 に Rietveld 法によるプロファイル

を示す。それぞれの結晶構造を Fig.2 に示す。両

化合物ともそれぞれ 550℃および 600℃において発

熱反応を伴ってペロブスカイト型構造に相転移し

Fig. 1 Rietveld refinement pattern of the 
synchrotron powder diffraction data for (a) 
Ag0.41Nb0.59O1.68 and (b) Ag0.93TaO2.97·0.94H2O. 
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た。したがって、両化合物とも高圧法による新たな結晶構造への相転移を期待することはできないと

考えられる。しかし、両化合物はそれぞれ蛍石型および

パイロクロア型構造を持つことから、Ag+あるいは O2-イ

オンのイオン伝導の可能性がある。そこで、ペロブスカ

イト型構造への相転移が生じない温度において高圧法

によって圧粉体を形成し、イオン伝導度の測定を行う予

定である。 

 また、パイロクロア型の(K0.73H0.27)NbO3·1.72H2O および

(K0.56H0.44)TaO3· 1.14H2O の光学バンドギャップはそれぞ

れ 3.6 および 4.6 eV であったが、銀と反応して得られ

た Ag0.41Nb0.59O1.68 および Ag0.93TaO2.97 ·0.94H2O のそれは

それぞれ 2.5 および 1.8 eV であった。銀を含むニオブ

酸塩あるいはタンタル酸塩では光触媒活性を示すこと

が報告されているが 3,4)、本研究における化合物では

Ag0.93TaO2.97 ·0.94H2OにおいてUV照射下においてフェ

ノールの分解に対する光触媒活性が認められた。 

 

４ ま と め 

 水熱反応によってパイロクロア型酸化物(K0.73H0.27)NbO3·1.72H2O および(K0.56H0.44)TaO3· 1.14H2O を合

成し、これらのパイロクロア型酸化物を 300℃の AgNO3 溶融塩と反応させることによって蛍石型

Ag0.41Nb0.59O1.68 およびパイロクロア型 Ag0.93TaO2.97 ·0.94H2O を合成することができた。これらの銀を含

む酸化物はイオン伝導体への応用が期待できるので、高圧法によって緻密な圧粉体を用いてイオン伝

導度の測定を行う予定である。パイロクロア型 Ag0.93TaO2.97 ·0.94H2O は UV 照射下においてフェノール

の分解に対する光触媒活性を示した。 

 

５ 参考文献 

1) N. Kumada, J. Ceram. Soc. Jpn., 121, 135 (2013). 

2) O. Naa, N. Kumada, A. Miura, T. Takei, M. Azuma, Y. Kusan and K. Oka, Inorg. Chem., 55, 5547 

(2016). 

3) H. Kato, H. Kobayashi and A. Kudo, J. phys. Chem. B, 106, 12441 (2002). 

4) D. Arny, C. Hardy, B. Greve and P.A. Maggard, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 214, 54 (2010). 

 

 

                                  

Fig. 2 Crystal structures of (a) Ag0.41Nb0.59O1.68 

and (b) Ag0.93TaO2.97·0.94H2O. 
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層状複水酸化物の自己組織化による 

固体塩基触媒のナノ構造制御 

 
                 早稲田大学高等研究所  黒田義之 

 

 

１ はじめに 

我々人類の直面する環境問題、エネルギー問題、資源問題解決の観点から、物質を高効率に合成す

る高機能触媒の開発が急務である。この様な目的に資する高機能な固体触媒を得るためには多孔質構

造の制御が重要である。しかし、ゼオライトやメソポーラスシリカに代表される無機多孔体の多くは

固体酸である。このため、アルドール反応等の有機合成化学上重要な反応に適用するためには多孔性

の固体塩基触媒の開発が求められる。 

層状複水酸化物（layered double hydroxide, LDH）はアニオン交換性の層状化合物である。構成元素と

して Mg、Al を含む Mg–Al 型 LDH は、熱処理により塩基性の Mg–Al 複酸化物に変換されるため、従

来より固体塩基触媒として利用されている。[1] また、Mg–Al 複酸化物を不活性雰囲気中で再水和するこ

とで、層間に OH–を有する塩基性の LDH を調製することもできる。[2] しかし、LDH は金属カチオンと

塩基との反応による共沈法で調製されるため、結晶成長が早く、その制御は困難である。従って、LDH

及び複酸化物を骨格として多孔体を調製することで、高活性な固体塩基触媒が調製できると考えられ

る。 

近年、筆者らは三脚型配位子（tris(hydroxymethyl)aminomethane; THAM）を結晶成長抑制剤として用

いることで、粒径が 10 nm 程度と非常に小さく、かつ水に高分散な LDH ナノ粒子の合成に成功してい

る。[3] この様な LDH ナノ粒子をビルディングブロックとして用いることで、LDH 及び複酸化物を骨格

とする多孔体を調製できると考えられる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、LDH ナノ粒子をビルディングブロックとして用いた多孔性固体塩基触媒を調製し、そ

のナノ構造制御を目的とした。昨年度の共同利用研究において、高比表面積を有するメソポーラス

Mg–Al 複酸化物（MMO）の調製に成功し、Knövenagel 反応に活性を示すことを明らかにしている。

本年度は種々の調製法により得られた、構造の異なるメソポーラス Mg–Al MMO を用い、触媒活性に

与える構造の影響を調べた。また、 

 

３ 研究成果 

前年度の結果に従い、THAM 水溶液と金属塩水溶液（MgCl2·6H2O および AlCl3·6H2O を溶解）を混

合、加熱することで LDH ナノ粒子分散溶液を得た。粒子径は 12、26、60 nm のものが得られた。これ

にブロックコポリマーPluronic F127 を混合し、固－液分離した後、450 °C で熱処理することでメソポ

ーラス Mg–Al MMO を得た。粒子径 12、26、60 nm の LDH ナノ粒子から得られた試料を、それぞれ

MMO(12)-F127、MMO(26)-F127、MMO(60)-F127 と表記する。比較試料として、LDH ナノ粒子のみを 
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焼成した試料を調製した（MMO(12)、MMO(26)、

MMO(60)と表記）。また、THAM を用いずに

調製した従来の LDH から調製した MMO を

MMO(100)-c と表記する。 

前年度の結果に基づき、MMO 試料を得た。

いずれの MMO試料もMMO粒子間にメソ孔が

存在するが、ブロックコポリマーが形成するミ

セルを鋳型として用いることで、メソ孔の量を

増大させ、生成物の表面積を大幅に向上させる

ことができた（Table 1）。各試料の表面積、細

孔容積、細孔径は用いた LDH ナノ粒子の粒子

径にも依存しており、細孔構造の制御が可能で

あった。 

まず最も多孔性の高い MMO(12)-F127 につ

いて、触媒活性をシアノ酢酸エチルとベンズア

ルデヒドの Knövenagel 縮合により評価した

（Fig. 1）。反応はおよそ 10 分でほぼ完了した。

反応時間 5 分の段階で触媒を濾過したところ、

反応が完全に停止したことから、メソポーラス

Mg–Al MMO は固体触媒として機能している

ことを確認した。次いで、反応時間 10 分にお

ける生成物の収率を Table 1 にまとめた。LDH

ナノ粒子から調製された触媒は、いずれも従来

の LDH より調製された触媒（MMO(100)-c）よ

りも高い活性を示した。触媒活性は主に試料の

表面積に依存しており、ブロックコポリマーを

用いて MMO 粒子間にメソ孔を形成させるこ

とが触媒活性の向上に有効であることが示さ

れた。 

 

４ ま と め 

以上より、LDH ナノ粒子は高活性な固体塩基触媒を調製するためのビルディングブロックとして有

用であることが示された。加えて、ブロックコポリマーが形成するミセルを鋳型とすることで、MMO

粒子間にメソ孔を増大させ、高表面積かつ高活性な固体塩基触媒を調製することができた。 

 

５ 引用文献 

[1] B. F. Sels, D. E. De Vos, P. A. Jacobs, Catal. Rev. 2001, 43, 443. 

[2] K. Ebitani, K. Motokura, K. Mori, T. Mizugaki, K. Kaneda, J. Org. Chem. 2006, 71, 5440. 

[3] Y. Kuroda, Y. Miyamoto, M. Hibino, K. Yamaguchi, N. Mizuno, Chem. Mater. 2013, 25, 2291. 

Table 1. Porosities and catalytic activities for Knövenagel condensation of 
MMOs. 

Sample BET surface 
area/m2 g–1[a] 

Pore 
volume/ 
cm3 g–1[a] 

BJH pore 
size/nm[b] 

Yield 
(%)[c–e] 

MMO(12) 243±10 0.27±0.04 3.9 44 

MMO(26) 203±28 0.24±0.01 4.4 26 

MMO(60) 210±25 0.25±0.05 3–100[f] 25 

MMO(12)-F127 400±15 1.3±0.12 15 >99[g] 

MMO(26)-F127 330±18 1.0±0.27 18 90 

MMO(60)-F127 239±30 0.88±0.25 33 33 

MMO(100)-c 137 0.84 >50 12 

[a] Average values and standard deviations from three individual samples. 
[b] Mode values. [c] Reaction conditions: ethyl cyanoacetate (1.0 mmol), 
benzaldehyde (1.5 mmol), toluene (2 mL), catalysts (30 mg), 60 °C, and 10 
min. [d] Yield (%) = ethyl trans-α-cyanocinnamate (mol) / initial ethyl 
cyanoacetate (mol) × 100. [e] The significant formation of byproducts was 
not confirmed, and the selectivity to product was 99%. [f] A pore size range 
is indicated because of a distribution with monotonic decrease. [g] Reaction 
condition: double scale mentioned in [c]. 

 
Fig. 1. Yield as a function of time in the Knövenagel 
condensation of ethyl cyanoacetate with benzaldehyde using 
MMO(12)-F127 as a catalyst. (a) Without removal of the 
catalyst. (b) With removal of the catalyst at 3 min. Reaction 
conditions: Catalyst (60 mg), ethyl cyanoacetate (2 mmol), 
benzaldehyde (3 mmol), toluene (4 mL), 60 °C. 
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６ 成果発表 

(1) Yuya Oka, Yoshiyuki Kuroda, Keigo Kamata, Atsushi Shimojima, Hiroaki Wada, Kazuyuki Kuroda, 

“Preparation of Mesoporous Mg–Al Mixed Metal Oxides with High Catalytic Activity for Knövenagel 

Condensation by Using Layered Double Hydroxide Nanoparticles as Precursors”, The 3rd Asian Clay 

Conference, Oral, Guangzhou, China. 

(2) Yuya Oka, Yoshiyuki Kuroda, Takamichi Matsuno, Keigo Kamata, Hiroaki Wada, Atsushi Shimojima, 

Kazuyuki Kuroda, “Preparation of Mesoporous Basic Mixed Metal Oxides through Assembly of Monodispersed 

Mg–Al Layered Double Hydroxide Nanoparticles”, submitted for publication. 

 

                            

- 174 -



 

 

残留変形角を用いた鉄骨造建物の 

残存耐震性能評価ツールの開発 

 
                 千葉大学大学院工学研究科  島田 侑子 

 

１ はじめに 

 建物の損傷を直接表す指標として柱の残留傾斜角があげられる．応急危険度判定や被災度区分判定な

どでも，柱の残留変形角を計測することで建物の被害状況を判断している．こういった残留変形角の

値は過去の研究例や地震被害事例をふまえて設定されているが，その評価と建物の被害程度が真に対

応しているかははっきりしていない．柱の残留傾斜角によって建物の残存耐震性能を正確に評価する

ためには，柱の傾斜と骨組全体の損傷程度がどう対応するのか明らかにする必要がある．前年度は柱

崩壊型の骨組において，層数と部材の構造ランクとの関係性を示した．今年度は残留変形角の値と入

力地震動に関するばらつきを検討した． 

２ 研究目的 

研究目的は，建物の残留傾斜角と骨組の損傷程度の明確化である．研究方法としては前年度と同様，

鋼部材の現実的な復元力特性を反映し，アンカーボルト降伏型の露出型柱脚を有する鉄骨造建物の地

震応答解析を用いる．柱脚の塑性化により第 1 層上部に損傷が集中する場合に，残留変形角がどのよ

うな値をとるのか，またその値に入力地震動がどのように関係するのかを主に検討する． 

３ 研究成果 

3.1 解析概要 

解析骨組は昨年度と同様，階高 3.5m，スパン 7m，各層 1 スパン辺り 400kN の重量を搭載した，3，6，

の無限均等ラーメン骨組とした（図 1）．柱は BCR295 を想定した箱形断面部材，梁は H 形断面部材

(SN400)とし，現行の耐震設計法のルート 3 による必要保有水平耐力に対する塑性設計により部材断面

を算定した．解析パラメータは，前述の層数，柱及び梁の種別(FA，FB，FC)，柱脚耐力比(BMu /Mpc=1.3，

1.1，0.9，0.7)である．数値積分は平均加速度法とし，1 次と 2 次の減衰定数を 2%とした Rayleigh 型減

衰を設定し，骨組の P-δ 効果については，負の剛性効果として考慮した． 

入力地震波は El Centro 波，Taft 波，八戸波，神戸波，2011 年仙台波(NS，EW)とし，入力加速度に係

数を掛けて最大地動速度をそれぞれ 25, 50, 75cm/s に基準化した上で解

析を実施した．その他の設定は文献 1)に示す通りであり，昨年度とほ

ぼ同様である 

3.2 解析結果 

 本研究では，1 層の残留変形角（以下，θres と記す）を評価する．また，

昨年度は入力波の平均値で評価したが，今年度は各モデル，各入力波

の場合をプロットして図 2 に 3 層の場合，図 3 に 6 層の場合を示す． 

  図 2，3 より，入力波 25kine の場合は層数，部材の構造種別の区別な

く θres は概ね 0.004 以下を示している．また入力波によるばらつきも

見られない．一方，入力波 50kine の場合，3 層の構造種別 FA では θres
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図 1 解析モデル 
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が最大でも 0.004 程度であったのに対し,FB，FC の BMu /Mpc=1.3 のプロットでは，一部 θresが 0.1 程度

示した．6 層の構造種別 FA で示した θresの値に対し,FB，FC では全体的に θresの値がやや小さめにな

っており，0.005 を超すようなものはない．この時，大きな値を示す入力波は神戸波，八戸波，仙台波

など明確な傾向は見られない．更に入力波 75kine の場合，3 層，6 層共に構造種別 FA の BMu /Mpc=1.3，

1.1 などの一部のプロットで θresの値が 0.01 程度かそれ以上の値を示す．FB になると θresの値は全体的

に抑えられるが，FC では BMu /Mpc=1.3 の大半と BMu /Mpc=1.1，0.7 の一部のプロットで非常に大きな値

を示す．このように入力波と部材バランスにより θresの値が大きくなる場合があり，特に柱脚が保有耐

力接合である BMu /Mpc=1.3 で多くみられる点に関しては，柱脚でエネルギーを吸収できるために 1 層に

損傷が集中するためと考えられる．75kine の超大地震荷重下では，部材種別 FA であっても 1/100 程度

の θresを示す場合があることは，今後残留変形で建物の残存耐震性能を評価する場合に留意しなければ

ならない． 
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図 2 1 層の残留変形角分布(3 層)        図 3 1 層の残留変形角分布(6 層) 

４ まとめ 

 本研究では応答解析により，1 層の残留変形角と部材バランス，入力波の関係について検討した． 
【参考文献】1) 石田，山田，久保田：露出型柱脚を有する鋼構造剛接骨組の Ds 値再評価，日本建築学会構造系論文集，Vol.81，No.720，pp.357-367，

2016.2 
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コランダム形構造を示す Fe2O3-Al2O3 固溶体の低温熱容量 

 
                 京都大学大学院 エネルギー科学研究科  高井 茂臣 

 

 

１ はじめに 

Al2O3の最安定相は α 型であり，工業的に広く用いられている．一方 Fe2O3

も空気中では α 型が安定で，これらはいずれもコランダム型構造(Fig. 1)を示

す．しかし Fe2O3の格子定数は 5.8%程度大きく，Fe2O3-Al2O3系では固溶範囲

は両端の組成からそれぞれ 10%程度であることが知られている．我々の研究

グループでは，近年高速のボールミルを用いた，メカノケミカルな手法によ

り Fe2O3-Al2O3系の全率固溶体の合成に成功した． 

コランダム型構造を示す固溶体 AlFeO3は，熱力学的には Fe2O3および Al2O3

の相加平均に比べて混合のエントロピーをもつと考えられる．また Fe のスピ

ンの希釈の効果も期待される．本研究ではメカノケミカルな手法により合成

した AlFeO3の低温熱容量を測定し，Al2O3および Fe2O3の熱容量と比較するこ

とにした． 

 

２ 実験 

AlFeO3は，γ- Fe2O3と γ- Al2O3を化学量論比に秤量し，遊星型ボールミルで 240 分ミリングしてコラ

ンダム型構造を示す AlFeO3固溶体を得た．得られた粉末試料は 100 MPa の静水圧プレスを行い，薄片

状試料に形成した．その後 800℃で 1 時間，空気中で熱処理し，揮発成分を除去するとともに結晶性を

向上させた． 

 AlFeO3試料約 6.8 mg を緩和型熱量計(Quantum Design, PPMS)にセットし，2 K から室温に至る領域で

熱容量を測定した． 

 

３ 研究成果 

 Fig. 2(a)に測定した熱容量の全

温度領域を，(b)に低温領域の拡大図

を示す．全体的に Fe2O3 と Al2O3 の

相加平均よりも高い熱容量を示し

た．これは混合のエントロピーと格

子の歪みによるデバイ温度の低下

が主な原因と考えられる．また，極

低温領域について，Cp/T – T2でプロ

ットしたところ，Fig. 3 のように 5 K

程度の領域で熱異常が存在してい

Fig. 1 コランダム型構造の

模式図．赤: Fe or Al，青: 

O 
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Fig. 2 (a) AlFeO3 の熱容量(測定全領域)． 
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る．これは磁気的な相転移等による

ものと予想されるが，Fe2O3のネール

点付近の挙動とも異なることから，

磁化率についても測定する必要があ

る．またこの温度領域では冷却方向

でのみ測定しており，ヒステリシス

などについても調べてゆく予定であ

る． 

コランダム型構造を示す AlFeO3は

これまでに知られておらず，熱容量

測定も初めての試みである．ミリン

グに伴うマクロな粒子の影響を取

り除き，物質本来の物性を確立して

ゆく予定である． 

 

 

４ ま と め 

 コランダム型構造を示す AlFeO3 の

低温熱容量を測定した．同構造の

Fe2O3およびAl2O3の相加平均よりも

過剰な熱容量の絶対値を示した．ま

た 5 K 付近で相転移に関与すると思

われる熱異常が観測された．今後さ

らにこの物性について調べてゆく予

定である． 
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ペロブスカイト型酸化物エピタキシャル蛍光体薄膜の透明性 
 

国立研究開発法人産業技術総合研究所電子光技術研究部門  高島 浩 
 
１ はじめに 

電気的・光学的に発光を得る手法として、紫外線励起による蛍光（PL）、電界発光（EL）、電子線

励起による発光（CL）が挙げられる。これまでぺロブスカイト型酸化物蛍光体薄膜Pr-Ca0.6Sr0.4TiO3で、

紫外線励起によるＰＬ（１）と二重絶縁構造を有する薄膜ＥＬ素子で明確な交流電界発光を得ることに成

功した（２）。さらに、電子線励起により輝度100cd/m2以上の赤色発光を得ることに成功した。本研究で

は、Tb3+を発光中心とした緑色蛍光を示す[(Ca0.97Mg0.03)0.98Tb0.02]SnO3薄膜の透明性について調査を行い、

その考察を行った。 

２ 研究成果とまとめ 

パルスレーザー堆積法（ＰＬＤ）によって作製した。基板は10mm×10mm×厚み0.5mmの合成石英基板

上にCa2Nb3O10ナノシートをスピンコートで分散形成したものを用いた。Ca2Nb3O10ナノシート層の厚み

は約10 nmである。ターゲットは化学両論組成の[(Ca0.97Mg0.03)0.98Tb0.02]SnO3を固相反応法で作製した。

基板温度600 ℃、酸素圧10 Paで成長を行った。典型的な膜厚は約300nmである。XRDによってエピタ

キシャル薄膜ではなく、面内配向がない(001)方位に揃った一軸配向膜であることが分かった。各ナ

ノシートは単結晶で面内配向しているが、合成石英基板上での向きがランダムであることに起因する。

スピンコートによりCa2Nb3O10ナノシートを分散させた合成石英基板の透過率は波長550nm で約90%で

ある。Fig. 1に大気を参照とした、合成石英基板/ Ca2Nb3O10ナノシート/ [(Ca0.97Mg0.03)0.98Tb0.02]SnO3

薄膜（膜厚300nm）の透過率を示す。波長550nmにおける透過率は80％以上であることが分かる。また、

写真からサンプルの裏側の文字がはっきりと確認でき、可視光領域で透明性に優れていることが分か

る。Fig.2にこの一軸配向膜の蛍光特性を示す。波長490, 543, 582, 620 nmにピークが確認でき、こ

れらのピークがTb3+イオンの5D4 から 7FJ (J = 3, 4, 5, 6) へのエネルギー遷移に相当することを確

認した。これらの結果はセラミックスでの発光特性と同様であることを確認した。 

合成石英基板上に直接PLDを用いて[(Ca0.97Mg0.03)0.98Tb0.02]SnO3を成膜すると良好な結晶性が得られず、

優れた蛍光特性は得られない。一方で、シード層としてスピンコートを用いてCa2Nb3O10ナノシートを

形成することによって、その上部に一軸配向の優れた結晶性薄膜が得られた。これによって透明な薄

膜が得られ、優れた蛍光特性が得られたと考える。 

        

Fig.1  大気を参照とした透過率     Fig.2  [(Ca0.97Mg0.03)0.98Tb0.02]SnO3の蛍光特性 

参考文献 

(1) H. Takashima, K. Ueda, M. Itoh, Appl. Phys. Lett. 89, 261915 (2006). 
(2) H. Takashima, K. Shimada, N. Miura, T. Katsumata, Y. Inaguma, K. Ueda, M. Itoh, Advanced 

Materials. 21, 3699 (2009). 
(3) H. Tetsuka, H. Takashima, K. Ikegami, H. Nanjo, T. Ebina, F. Mizukami, Thin Solid Films, 

522, 100 (2012) 
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形状異方性金属ナノ粒子と金属酸化物を組み合わせた 

光誘起反応場の創製 

 
                 九州大学大学院工学研究院  髙橋 幸奈 

 

 

１ はじめに 

金属ナノ粒子は、局在表面プラズモン共鳴という現象により、特定の波長の入射光と、金属ナノ粒子

中の自由電子が強く共鳴し、光のエネルギーを、空間的・時間的に局在化することができる。その結果、

粒子表面近傍では、光の回折限界を超えたナノ空間に光のエネルギーを集中させることができる（近接

場光）。そこでは、光や熱と分子が強い相互作用を起こすことが可能になる。その効果は、球状ナノ粒

子よりも形状異方性ナノ粒子の方が格段に大きく、形状異方性ナノ粒子には、共鳴波長が近赤外域にあ

るという特長もある。また、酸化チタンなどの金属酸化物と金属ナノ粒子を組み合わせた系では、プラ

ズモン誘起電荷分離に基づいた光触媒酸化還元反応も可能となる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、形状異方性金属ナノ粒子と金属酸化物とを組み合わせることにより、一光子あたりのエ

ネルギーが小さい近赤外光を有効に活用できるシステムの構築を目指した。レーザーではなく、キセノ

ンランプを分光して光源として用いることで、特に低光量で機能するシステムの実現を目指した。 

 

３ 研究成果 

金ナノ粒子－酸化チタン複合系において、プラズモン誘起電荷分離に基づく光触媒反応を利用した酸

化重合反応の検討を行った。本系では、形状異方性を有する金ナノ粒子が近赤外域でプラズモン共鳴を

示すため、近赤外光を光源とした反応の進行が期待できる。モノマーがピロールの場合では反応波長限

界が 1000 nm であったのに対し、3,4-Ethylenedioxythiophene (EDOT)では 900 nm、フェノールでは 1100 

nm 以上の波長でも重合反応が進行することを見いだした。このような反応波長限界の違いは、それぞれ

のモノマーの酸化重合電位が異なることに起因していると推察される。また、このプラズモン誘起電荷

分離の反応波長限界を観察するため、全固体セルを作製して光電流を測定したところ、1180 nm でも光

応答が見られた。以上より、形状異方性金ナノ粒子と酸化チタンを複合した系では、近赤外光を活用し

た光触媒反応や光電変換が可能であることを明らかにした。 

 

４ ま と め 

本研究では、形状異方性金ナノ粒子と酸化チタンを複合し、近赤外域でのプラズモン誘起電荷分離を

利用することで、近赤外光を光源としたさまざまな光エネルギー変換デバイスが実現可能であることを

示した。従来活用が困難であった、一光子あたりのエネルギーが小さく、かつエネルギー密度が小さい

微弱な光を有効活用できる技術として、例えば新世代小規模分散型エネルギーシステムなどの実現に資

する成果である。                                  
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ブレース付きラーメン架構において 

柱面の補強の有無が柱の構造性能に及ぼす影響 

 
宇都宮大学 中野達也 

 

１ はじめに 

近年の建築物の大スパン化に伴い，柱に角形鋼管を用いたブレース付きラーメン構造の採用が増加し

ている．当該構造で問題になるのは，角形鋼管柱の面外変形に起因する①ブレース接合部の構面外回転

剛性の低下と，②ブレースの軸力伝達性能の低下である．これらへの対策と，周辺軸組材が損傷するの

を防ぐことを目的として，ブレース接合部の周辺には様々な補強材を取り付けることが推奨されている． 

現行のブレース構造の設計法では，ガセットプレートなどが角形鋼管柱に取り付く部分で局部的な面

外変形を生じないように補強が求められている．他方で，共同研究者の吉敷准教授の研究成果からは柱

面の補強が不要であることを示唆する結果が得られている．しかし，検討内容がブレースの軸力伝達性

能に限定され，柱材としての構造性能が充分に議論されていない． 

２ 研究目的 

そこで本研究では，ブレース接合部の軸力伝達機構ならびに構面外曲げ抵抗機構を明らかにすること，

柱面の面外剛性および補強の有無が，ブレースの軸力伝達性能だけでなく，柱材としての力学性能に及

ぼす影響を明らかにすることを目的とする．本報では，上記①に関連して，ブレースが保有性能を充分

に発揮する条件すなわち補強により柱面の面外剛性が確保されている条件での検討結果をまとめる． 

３ 研究成果 

・ブレース接合部の構面外回転剛性の算定式：まず，ガセットプレート内に生じるせん断力のつり合い

から回転中心を算出する式を構築した．当該評価式による計算値と，有限要素解析による解析値の対応

は良好であった．次に，回転中心を考慮した構面外回転剛性の評価式を構築した．当該評価式による計

算値と，有限要素解析による解析値の対応は概ね良好であった．なお評価式によると，回転中心の位置

は構面外回転剛性の大きさに全く関与しないことがわかった． 

・ブレース接合部の全塑性曲げ耐力：降伏線理論を用いて，ブレース接合部の全塑性曲げ耐力評価式を

構築した．崩壊機構は，サイドスチフナが塑性化しない場合と塑性化する場合の 2とおりとした．当該

評価式による計算値は，有限要素解析による解析値を過小評価する傾向にあるが，サイドスチフナの有

無やサイズによる耐力の違いを概ね良好な精度で評価でき，崩壊機構の変化も良好な精度で評価できた． 

４ まとめ 

ブレース接合部の構面外回転剛性と全塑性曲げ耐力の評価式を構築し，当該評価式による計算値と有

限要素解析から得られた解析値の対応を検討し，工学的に充分な精度で評価できた． 

今後は，柱に軸力を作用させたブレース付ラーメン架構の FEM 解析を行い，柱面の面外剛性や柱補強

の有無が軸力保持材としての柱の力学性能に及ぼす影響を定量的に評価する．これまでに，ラーメン架

構の曲げ変形とブレース軸力による柱管壁の面外変形が相殺し合う現象を確認している．ただし，柱管

壁の面外変形によって局部座屈が助長されるおそれがある．高軸力を柱に作用させた弾塑性 FEM 解析を

行い，柱としての構造性能を検討する． 
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5wt%-PdCl2/HT (bare)

67% 373 K 6 h

Table 1 11

3 TX-100, Igepal ICO-520, Monolaurin 3 SDS, Decan-1-ol, 

Betaine 5 DTAB, TBAB, DDAO, TOAB, HPB

TX-100 373 K, 12 h 96%
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PdCl2/HT (TX-100) PdCl2/HT (ICO-520) Pd(0)

- 182 -
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dppb 86% 98% APE
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第一原理計算に基づいた二価スズ酸化物および窒化物の効率的

探索 

 
                 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻  林 博之 

 

 

１ はじめに 

無機結晶は結晶構造と構成元素の組み合わせにより表現されるが，第一原理計算を用いた従来の材

料探索手法では，考慮する結晶構造を限定している場合がほとんどであり，十分に網羅的な探索が行

えていない．既知の無機結晶構造は三元系だけでも約 1700 個あり，構成元素の組み合わせも考慮する

と探索対象の数は膨大になるため，効率的な探索手法の開発が不可欠である． 

 

２ 研究目的 

第一原理計算に立脚した効率的な材料探索を目的として，多数の第一原理計算を実行し結果を処理

するための技術開発を行った[1]．探索の対象として，既知化合物数が少ない二価スズ酸化物および窒

化物を選択した．これらの物質群は，p 型半導体材料，可視光応答性光触媒および非鉛圧電体材料とい

う多様な用途で期待されている．無機結晶構造データベース(ICSD)[2]に登録されている既存のプロト

タイプ結晶構造をもとに仮想的なスズ化合物の計算モデルを自動生成し，その第一原理計算結果をデ

ータベース化した．複合酸化物においては単純酸化物との擬二元系における形成エネルギーを評価し

た．また，窒化物では安定なスズ窒化物がないため，各単体金属と窒素分子に対しての形成エネルギ

ーを評価した． 

 

３ 研究成果 

プロトタイプ構造を有する仮想的な化合物を作成する際には，系の電気的中性条件を考慮した．モ

リブデンとタングステンとの複合酸化物においては，スズの価数として 2 価および 4 価を，モリブデ

ンとタングステンの価数は 4 価および 6 価を選択し，それぞれの組み合わせからなる合計 2556 個のモ

デル構造を作成した．また，競合相となりえる既知物質としては，各元素の単体やその酸化物，合金

等で結晶構造が分かっている 40 個を計算した．計算には VASP コードを利用した[3，4]．結果の一例

として，スズ－タングステン酸化物における形成エネルギーを図 1 に示す．赤点で示した Convex hull

上の複合酸化物は 4 つあり，その内の Sn2WO5と SnWO4は実際に ICSD に登録のある既知酸化物であ

る．このことは，本手法により既知物質を正しく評価できていることを示している．赤枠で示した酸

化物はこれまでに合成報告のない未知の酸化物である．その結晶構造を図 2 に示す．電子状態解析の

結果，Sn2WO6 では Sn および W はともに 4 価として存在し，Sn の配位環境は 6 配位で等方的である

のに対し，W では異方性のある配位環境であった．一方，Sn2W3O8では Sn と W はそれぞれ 2 価およ

び 4 価として存在し，Sn の配位環境は 2 価スズに特徴的な非対称な配位環境であり，W は異方性の小

さい配位環境であった． 
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図 1 SnOx-WOy擬二元系の形成エネルギー． 

 

 
図 2 本研究で予測した新規酸化物 Sn2WO6と Sn2W3O8の最安定構造模式図．結晶構造の描画には

VESTA コードを用いた[5]． 

 

４ ま と め 

本研究では，スズとモリブデンおよびタングステンとの複合酸化物および窒化物の相安定性を，結

晶構造データベースを活用した系統的な第一原理計算により評価を行った．その結果，スズ－タング

ステン複合酸化物において二つの新規化合物を予測した．今回提案する手法は，様々な組成および結

晶構造を有する化合物群に対し適用可能である．今後は様々な材料系において，相安定性だけでなく

電子状態や物性もパラメータとした材料探索に本手法の拡充を目指す． 
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損傷位置保証型鉄筋コンクリート骨組への座屈拘束ブレース 

の適用に関する研究 

 
                 千葉大学大学院工学研究科  毎田 悠承 

 

１ はじめに 

圧縮・引張の弾塑性域で安定した履歴特性を有する座屈拘束ブレース 1）（以下，BRB）は鋼構造骨組

を中心に普及している．BRB は鉄筋コンクリート（以下，RC）骨組においても耐震性確保に有効であ

る．RC 骨組における BRB は柱や梁の交叉部に鋼製のガセットプレート（以下，G.PL）などを介して接

合されるが，G.PL は周辺部材の変形を拘束するため，RC 骨組では短柱化の問題が懸念される．しかし，

この問題を避けるために梁のみに BRB を接合しようとすると，BRB 接合部となる梁端部は地震時には

塑性ヒンジを形成するため BRB 本来の性能を発揮できない可能性がある．そこで本研究では BRB 接合

部に，梁の塑性ヒンジ位置を柱面から離す方法であるヒンジリロケーション（以下，HR）技術 2）を採

用する．HRを施していれば，BRB接合部の損傷が抑制されBRBを有効に機能させられると考えられる．

HR 技術は 1970 年代頃から Paulay ら 2）が行った研究が始まりとされ，近年では石川ら 3）により RC 柱

梁接合部の損傷抑制のために実用化が試みられている．既報 4）などでは，BRB 接合部を有する HR を施

した RC 梁の実験を行った．実験から，HR を施すことで BRB 接合部の変形を抑制させることができた． 

２ 研究目的 

本研究では，実験 4）を再現する非線形有限要素解析を行い，解析モデルの有効性を確認する．また，

そのモデルを用いて BRB 接合部における HR の設計に関して，パラメトリックに検討する． 

３ 研究成果 

３．１ 有限要素解析の概要 

３．１．１ 対象とした実験および試験体 

解析対象とした試験体の諸元を表 1 に，実験セットアップを図 1 に示す．試験体はスパン中央を反曲

点位置として切り出した片持ち梁である．実験では BRB の挙動は油圧ジャッキで荷重制御することに

より再現した．BRB は G.PL を介して梁に接合した．梁への G.PL の接合として 2 種の方法を考案した． 

1 種目は G.PL とクッションプレート（以下，C.PL）を梁の上下から PC 鋼棒によって圧着した PC シリ

ーズである．2 種目は G.PL を兼ねた鋼板を梁に埋め込み，鋼板の頭付スタッドボルト（以下，単に 
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基準 PC-U EP-U PC-HR EP-HR

端部

中央部

- PC EP PC EP

試験体名

梁

b ×D [mm] 275×450
4+2-D19(SD490) 4+4-D19(SD490)
4+2-D19(SD490) 4-D19(SD490)

端部主筋

中央部主筋

スタブ

b ×D [mm] 700×450
主筋 14-D19(SD490)

せん断補強筋 6-D6@100(USD685)

あばら筋
4-D6@100(USD685)
4-D6@150(USD685)

G.PL接合方法

表 1 試験体諸元 

（b：幅，D：せい） 
試験体名称 
PC：PC 鋼棒による圧着接合，EP：埋め込み鋼板による接合 
U：ヒンジリロケーションなし，HR：ヒンジリロケーションあり 
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スタッド）により梁と一体化させた EP（Embedded Plate）シリーズである．以上，2 種の BRB 接合方

法にHRの有無を組み合わせた 4体と，HR無の梁のみの基準試験体を含めて計 5体を解析対象とした．

実験の詳細については，文献 4）を参照されたい． 

３．１．２ 解析モデル 

解析には“FINAL Ver.11.”5）を用いた．3 次元解析として，形状・載荷の対称性を利用して試験体の半

分をモデル化した．解析モデルを図 2 に示す．コンクリート，鋼板には六面体要素を用い，鉄筋にはト

ラス要素を用いた．コンクリート－鉄筋間の付着すべりは考慮せず，完全付着とした．G.PL および埋め

込み鋼板とコンクリート間には接合要素を挿入して，せん断特性を与えた．PC 鋼棒はトラス要素でモ

デル化し，その要素に初期応力を与えることで圧着力を再現した．頭付スタッドはティモシェンコ梁要

素でモデル化した． 

３．１．３ 材料構成則 

【コンクリート】コンクリートの主応力度と等価一軸ひずみ関係の詳細については，文献 6）を参照さ

れたい． 

【鋼材】鋼材の応力度－ひずみ関係は引張試験を基にバイリニア型にモデル化した． 

３．１．４ 載荷・境界条件 

載荷は，BRB 軸力 PBRBを G.PL 端部に一定で与えながら，梁自由端に一方向の強制変位Bを与えた．

本解析では，正負での BRB 軸力作用下の RC 梁や BRB 接合部の挙動の把握を目的としたため，正負そ

れぞれの方向において単調載荷とした．境界条件は切断面を Y 方向ローラー支持，スタブの底面（実験

時，反力床に接する面）を固定支持とし，正側載荷時はスタブ上面を，負側載荷時はスタブ下面を固定

支持とした． 

３．２ 有限要素解析の結果 

解析より得られた梁のせん断力 QB－部材角 RB関係を実験結果と比較して図 3 に示す．いずれの試験

体においても耐力，剛性ともに解析値と実験値は比較的良い対応を示しており，本解析モデルの有効性

が確認された． 

 

 

 

 

 

 

３．３ 有限要素解析モデルによるパラメトリックスタディ 

３．３．１ 目的 

前節までに作成した解析モデルを用いて，HR 梁における BRB 接合部の挙動に関して，石川ら 2）の研

究を参考に，BRB 軸力を考慮した HR 曲げ終局強度比h（=Mfu/Mf= (Mfu/Mh)(lh/lf)）（HR 断面が曲げ終局

強度計算値 Mhuに到達したときの柱面位置の作用モーメント Mfに対する BRB 軸力を考慮した柱面位置

断面の曲げ終局強度計算値 Mfuの比（図 4 参照））に着目して検討する． 

３．３．２ パラメトリックスタディモデルの概要 

パラメトリックスタディモデルの諸元を表 2 に示す．曲げ終局強度の算出には，Mhuは靱性指針 7）の

曲げ終局強度略算式を，Mfuは RC 規準 8）の引張軸力作用時の曲げ降伏モーメント略算式を用いた．h 

：スタッド（梁要素） 

：鋼板（六面体要素） 
：鉄筋（トラス要素） 
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全モデル共通（コンクリート，鋼板） 
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：コンクリート（六面体要素） 
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+

強制変位B 

図 2 解析モデルおよび載荷 

QB[kN] 300 

-300 

RB[rad] 

0.025 -0.025 

（a）PC-U 
解析 
実験 

図 3 梁のせん断力－部材角関係 
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が 1.14，0.93，0.81 の計 3 種の HR を施した RC 梁に，EP，PC によ

る計 2 種の BRB 接合方法を適用した計 6 種のモデルで比較した．

それぞれのモデル名は「BRB 接合方法-h 値」とする．梁・スタブ

の断面寸法，スパン，せん断補強筋量は実験試験体と同一とした．

なお，h1.14 モデルは実験試験体と同一の配筋とした梁であり，実

験時の HR タイプのhは 1.14 であったことになる．載荷は前節まで

と同様とした．ここでは不利な条件として，BRB 軸力が引張となる

正側載荷のみを対象とした． 

３．３．３ パラメトリックスタディの結果と考察 

【梁のせん断力－部材角関係】PC シリーズの梁のせん

断力 QB－部材角 RB関係を図 5 に示す．PC シリーズでは

h0.81 を除くモデルで，ほぼ同じ剛性，耐力を示してい

る．これは，PC-h0.81 では柱面位置の主筋が HR 断面位

置の主筋に先行して降伏したため，耐力が小さくなった

と考えられる．図示していないが，EP シリーズでは，い

ずれのhのモデルにおいても同様な剛性，耐力を示した． 

【梁主筋の挙動】EP シリーズの梁せん断力 QB－梁主筋ひずみr関係を図 7 に示す．主筋のひずみ出力

位置は，図 6 に示す引張側 1 段筋における柱面位置と HR 断面位置とした．h1.14 では，RB=1/50rad ま

で柱面位置の主筋は降伏ひずみyに達していない．h0.93 では柱面位置と HR 断面位置がほぼ同時に降

伏ひずみに到達している．h0.81 では柱面位置の方が早期に降伏ひずみに達した．本解析と実験 4）では

hが 1.14 あれば柱面位置の主筋は弾性範囲に保つことができたが，降伏ひずみに対して余裕度は小さい

ため，実際の設計時にはhはより余裕のある値を確保すべきである． 

 

 

 

 

 

 

 

４ ま と め 

本研究では HR 梁における BRB 接合部の挙動に関して，hに着目して検討した．大変形時まで BRB

を有効に機能させるためにはhは 1.14 以上で，且つより大きな値となるように設計すべきであることが

分かった． 
【参考文献】 
1） 藤本盛久，和田章，佐伯英一郎，渡辺厚，人見泰義：鋼管コンクリートにより座屈を拘束したアンボンドブレースに関する

研究，構造工学論文集，Vol.34B，pp.249-257，1988.3 
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新無機機能材料の電子構造と材料設計 

 
                 独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校 松嶋茂憲 

１ はじめに 

酸化物に代表されるセラミックス材料は、多様な元素系から構成され結晶構造が複雑なものも多く、

その結果として多種多様な物性が発現する。近年では、新機能性材料の設計において第一原理計算が強

力なツールとして活用されており、実験結果の解析や機能の起源を解明するために広く利用されている。

これまで、筆者らは光触媒や応力発光材料として注目されている SrAl2O4 [1], InTaO4 [2], SrBi2O5 [3], 

Ag2(Si,Ge)2O7 [4]などの複雑な結晶構造を持つ複合酸化物に着目し、WIEN2k [5]，CASTEP [6]及び

Quantum Espresso [7]等の第一原理バンド計算コードを用いて電子構造や光学物性を理論的に明らかにし

てきた。 

 

２ 研究目的 

第一原理バンド計算では、固体の電子構造や物性に関する高い精度の理論的予測が可能である。しか

しながら、半導体や絶縁体に関するバンドギャップ問題にみられるように、すべての材料系や物性につ

いて信頼性の高い結果が得られるとは限らない。単純な化学組成を持ち、これまで広く研究されてきた

材料系では、物性に関する多くの知見が蓄積されているので、理論計算と実験結果との精緻な比較が容

易である。しかしながら、新機能性酸化物のように多様な元素を含み複雑な結晶構造を持つ系に関して

は、理論計算と実験結果との比較は容易ではない。 

本研究では、新材料開発と第一原理計算で豊富な実績を有する神谷研究室と共同研究をすることによ

り、多元素系酸化物の作製と物性解析を行うことを目的とする。2016 年度は機動的共同研究として 2017

年 2 月より参画し、第一原理計算の予備実験および欠陥の計算から共同研究を開始した。 

 

３ 研究成果  

Fig. 1 高周波マグネトロンスパッタリング法により作製した IGZO 膜(左)及び Tauc プロット(右) 
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本研究では、まず新しい半導体であるアモルファス酸化物半導体 a-In-Ga-Zn-O (a-IGZO) の評価方

法を習熟し、第一原理計算を行うための基礎データの測定を行った。高周波マグネトロンスパッタリン

グ法により、ガラス基板上に a- IGZO 膜を作製し、光学吸収及び反射スペクトル測定およびホール効果

測定を実施した。Fig. 1 には、作製した a-IGZO 膜の写真と Tauc プロットを示している[8]。a-IGZO 膜の

厚さは約 40 nm と見積もられた。光学スペクトル測定から、a-IGZO は k 選択則がやぶれた典型的なア

モルファス半導体の電子構造を持つことが示唆された。また(h½ vs. E プロットから、a-IGZO の光学

遷移形式は直接遷移型であることが期待される。ここで、は吸収係数，h はプランク定数，は振動数

である。この結果は、Kamiya らによって実施された a-IGZO の第一原理バンド計算結果と一致している

[9]。彼らは、a-IGZO は長周期規則性のないアモルファス構造でありながら、金属イオンの等方的な s 軌

道がつくる伝導帯はバンド分散が存在すること，その有効質量は InGaZnO4 結晶の場合と同程度である

ことを明らかにした。しかしながら、第一原理計算から見積もられた点でのバンドギャップは、実験

値と比較すると小さくなっている。これは、第一原理計算では電子密度汎関数で記述され基底状態の正

確さしか保証されない Kohn-Shan 方程式が使用されているためであり、電子の自己相互作用誤差に起因

することが知られている。また、ホール効果測定の結果、a-IGZO 膜の Hall 係数は負となり、a-IGZO が

n 型半導体であり、そのキャリア密度は 3.36ｘ1013 cm-3，移動度は 5.57 cm2/Vs と見積もられた。 

 

４ まとめ 
本研究では、高周波マグネトロンスパッタリング法で a-IGZO 膜を作製し、光学吸収及び反射スペク

トル測定およびホール効果測定を実施した。今後、関連する新材料の電子構造計算について共同研究を

進めていく予定である。 
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接合部詳細の違いが低層鉄骨ブレース構造の 

力学挙動に及ぼす影響の評価 

 
                 大阪工業大学 工学部建築学科  宮内 靖昌 

 

 

１ はじめに 

低層鉄骨ブレース構造は大空間を構成する屋内運動場などに多く採用されている構造形式である．

この種の建物は，地震災害時には防災拠点としての機能が期待されているため，高い耐震性能が求め

られていると言える．本研究では，低層鉄骨ブレース構造の耐震性能に影響を及ぼす因子として接合

部詳細に着目している． 

本年度は，低層鉄骨ブレース構造におけるさまざまな接合部のうち，山形鋼を用いたブレースの接

合部を対象とし，後述する山形鋼ブレースの接合形式が，接合部耐力や部材としての繰り返し変形性

能に及ぼす影響について検討した． 

 

２ 研究目的 

山形鋼ブレースをガセットプレートの片面にのみ接合する形式(以後，1丁使い)とした場合，接合部

の不可避な偏心を伴うため，「建築物の構造関係技術基準解説書」では，ガセットプレートの両面に

山形鋼 2本を背合わせに接合する形式(以後，2丁使い)とすることで，面外偏心を解消することを推奨

している．一方，既往の研究において，地震時を想定した繰り返し変形に対しては，2丁使いの山形鋼

ブレースは 1丁使いに比べて著しく低い変形性能を示す結果が報告されている．したがって，1丁使い，

2丁使いといった接合形式の違いが，接合部耐力と部材の繰り返し変形性能の両面において，どの程度

の影響があるかを総合的，かつ定量的に把握しておくことは，重要な課題の一つである．本研究では，

上記の接合形式に加え，2丁使いの一方を上下反転させることで面内偏心も解消した Z形使いも検討対

象とし，接合部実験と部材実験の 2 種の実験を行うことにより，降伏耐力を含めた接合部耐力，およ

び部材としての繰り返し変形性能に及ぼす接合形式の影響を把握する． 

接合部実験では，山形鋼ブレースの接合部耐力を確認するため，試験体は材長の短いブレースとし，

単調引張載荷により接合部の有効断面破断に至らしめる．実験パラメータは，山形鋼の断面，ガセッ

トプレートの板厚，接合形式，接合部ボルト本数であり，全 23 体の試験体を用意した． 

一方，部材実験では，ブレースが保有する部材としての繰り返し変形性能を把握するため，試験体

は材長約 4m のブレースとし，繰り返し変形を与えることで材中央での破断に至らしめる．実験パラメ

ータは，山形鋼の断面，ガセットプレートの板厚，接合形式，載荷履歴であり，全 15 体の試験体を用

意した． 

 

３ 研究成果 

 まず，接合部実験では，接合形式を 1 丁使いとした山形鋼ブレース接合部の降伏耐力は，ボルト本

数によらずほぼ一定となっており，「鋼構造設計規準」における，ボルト孔欠損部と突出脚の半分を
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無効部分とした降伏耐力の計算値との対応も良好であった．一方，面外偏心のない 2 丁使いと Z 形使

いでは，ボルト本数の増加による降伏耐力の上昇が大きく，上述の計算値を大きく上回る結果が得ら

れた．有効断面破断耐力については，いずれの接合形式においてもボルト本数が多くなるほど大きく

なっており，「鋼構造接合部設計指針」に基づく計算値はボルト本数の増加による上昇の傾向をよく

捉えていることが確認できた．接合形式による比較では，1 丁，2 丁，Z 形使いの順に，有効断面破断

耐力が大きくなる傾向がみられたが，接合形式の違いが有効断面破断耐力に及ぼす影響は小さく，1

丁使いの有効断面破断耐力に対する比率は最大でも 120%程度であった． 

 次に，部材実験では，いずれの試験体でも初期圧縮時にブレースの全体座屈が生じ，さらに繰り返

し変形を与えるうちに材中央部に局部座屈がみられ，局部座屈の発生位置において突出脚の先端に亀

裂が発生し，最終的にはこの亀裂が進展して破断に至った．ブレースの全体座屈による変形は，ほぼ

全ての試験体で面外方向に生じ，2丁使いと Z形使いでは座屈変形の内側になるブレースが先に破断に

至り，その後に外側になるブレースが破断に至る結果が得られた．繰り返し変形性能の指標としてブ

レースの累積塑性変形倍率を用いると，2丁使いと Z形使いの 1本目に破断したブレースの繰り返し変

形性能はそれぞれ，1丁使いの 25%程度，30%程度にまで低下することがわかった． 

 

４ まとめ 

 本研究では，ガセットプレートを含む山形鋼ブレースに対して接合形式に着目した実験を行い，接

合形式の違いが山形鋼ブレースの接合部耐力と部材としての繰り返し変形性能に及ぼす影響につい

て検討した．以下に得られた結果をまとめる． 

 

[1] 山形鋼ブレースを 1 丁使いとした場合，接合部のボルト本数によらず，接合部の降伏耐力はほぼ

一定となっており，「鋼構造設計規準」における計算値と良好な対応を示した． 

[2] 一方，2丁使いまたは Z形使いとした場合，接合部の降伏耐力はボルト本数に応じて上昇した． 

[3] 接合部の有効断面破断耐力は，1 丁，2 丁，Z 形使いの順に大きくなる傾向がみられた．ただし，

接合形式が有効断面破断耐力に及ぼす影響は小さく，1 丁使いの有効断面破断耐力に対する比率は最

大でも 120%程度であった． 

[4] 接合形式を 2丁使いまたは Z形使いとした部材の繰り返し変形性能は，1丁使いの累積塑性変形倍

率に対する比率として，それぞれ 25%程度，30%程度となっており，1丁使いと比較して著しく低下し

た． 

- 194 -



 

 

木造住宅を対象とした制振構造の簡易設計法の検討 

 
                 豊田工業高等専門学校  山田耕司 

 

 

１ はじめに 

 制振構造は，耐震構造に制振部材を付加して減衰性能を向上することにより，制振装置のエネルギー

吸収により耐震部の履歴吸収エネルギーを減らす構造である．そのため，厳密な話をすれば，制振部

材の性能を耐震性能に置換することはできない．  

 

２ 研究目的 

 構造設計の簡略化を図るためには，耐震部材と比較しつつ制振部材投入量を簡易に算定できることが

望まれる．そこで本報では，昨年度提案した木造住宅における制振性能の耐力換算法を，粘弾性体を

用いた減衰，リリーフ弁付速度比例粘性減衰に適用し，質点系の応答解析を通じてその安全性を議論

する． 

 

３ 研究成果 

3.1 構造物モデルと入力地震動 

本報では，１～2質点系で検討する．図 1，表 1の特性を持つ木質構造を想定する．本稿では，実際

の壁量に対する置換の効果を検討する．なお，雑壁効果として法定壁量の 0.5 倍の壁量を与えた．1

階壁量は，法定壁量の 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00 倍とした．2階壁量は法定壁量の 1.0, 1.5, 2.0

倍とした．構造物の持つ減衰能(h=0.05)は層間変位 2.24cm 時の割線剛性に対する比で求めた． 

本報では，耐力壁を制振装置に置き換える際，制振装置の等価壁量を用いる．制振部材は，粘弾性体

を用いた減衰，リリーフ弁付速度比例粘性減衰を考える．単位壁長さ当たりの粘弾性ダンパーは，ア

クリル系を念頭に，そのせん断断面積を 608cm2，初期温度を 20℃，と設定した．図 2 にダンパーの履

歴ループの一例を示す．層間変位のダンパーへの実効入力変位の変換係数は，文献 5)を参考に

14.8/22.8/3=0.22 とした．図 3 にリリーフ弁付ダンパー壁の特性を示す．このダンパー壁は筋かい形

式である．ダンパー単体の１次減衰係数が 4kN/(cm/s)，2 次減衰係数が 0.04kN/(cm/s)，リリーフ速度

0.9cm/s，取り付きばね剛性 20kN/cm である．以上の設定で 1/120rad 時の等価壁量は，粘弾性で 2.50，

リリーフ弁付ダンパー壁で 0.66 となった．この等価壁量で耐力壁を制振装置へ置換した．なお，現状

の制振装置は 1 階に設置する場合が多いため，本報では 1 階の耐力壁のみ制振装置に置換するものと

する．耐力壁の制振装置への置換割合を以下，置換比と称す．図 5 以降に示す置換比と最大変位応答

の図中では，1 階壁量は法定壁量の 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00 倍，および 2 階壁量は法定壁量の

1.0, 1.5, 2.0 倍とした全てのケースを併記している．  

入力地震動は，告示波（二種地盤）を想定して作成した．なお，地震応答解析は，1～2 質点系で行

うため，作成した入力地震動を階数を考慮して変倍して解析を行う．また，本報で提案する手法の妥

当性は，各目標加速度応答スペクトルを満足する入力地震動で計算された最大層間変位の平均値によ
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り検証する． 

                           

Bilinear

Tri-linear

K1
Y1

Y1 Y2

K2

K3K2

K1

 
図 1 復元力特性モデル 

表 1 木質構造の耐力壁特性（壁長さ 1m 当り） 

 剛性(103N/cm) 降伏変位
(cm) 

K1 K2 K3 Y1 Y2 
Bilinear 1.38 0.07  0.18  

Tri-linear 0.69 0.17 -0.23 2.24 8.87 
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f=1.8Hz       f=0.9Hz 
図 2 粘弾性系制振壁特性(ダンパー実変位は図

の 2倍) 
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図 3 リリーフ弁付ダンパー壁の特性 

3.2 粘弾性減衰 

本節では，粘弾性体を減衰装置として組み入れた場合を論じる．平屋における分析結果を図 4に示す．

横軸は制振装置への置換比である．図より式(7)を用いて減衰装置を評価すれば，損傷限界時にほぼ妥

当，安全限界時に安全側の評価を与えることがわかる．次に 2 階建ての場合を考える．図 5 に総 2 階

建てに減衰装置を導入した場合を示す．結果として，1階のみ制振材を導入した損傷限界時を除いた全

てのケースで損傷限界および安全限界時に安全側の結果を出している．次に各階面積比を変更した場

合として， 2 階床面積を 1 階床面積の 1/2 とした場合を検討した．結果を図 6 に示す．損傷限界にお

ける 1 階の層間変位，安全限界の 2 階の層間変位が置換比の増加に伴い，変位が増加している．しか

し，損傷限界では 1階の層間変位の絶対値が小さく，1階のみ置換した場合の安全限界の 2階の層間変

位も変位の増大は 2cm 以内にとどまっている．従って，2階床面積が 1階床面積の 1/2 であることを下

限として，粘弾性減衰ダンパーに置換してよいとする． 

3.4 リリーフ弁付ダンパー 

本節では，リリーフ弁付ダンパーを減衰装置として組み入れた場合を論じる．平屋における分析結果

を図 8に示す．横軸は制振装置への置換比である．図より式(7)を用いて減衰装置を評価すれば，損傷

限界時にほぼ妥当，安全限界時に安全側の評価を与えることがわかる．次に 2階建ての場合を考える．

図 8に総 2階建てに減衰装置を導入した場合を示す．結果として，1階のみ制振材を導入した損傷限界

時を除いた全てのケースで損傷限界および安全限界時に安全側の結果を出している．次に各階面積比

を変更した場合として，2階床面積を 1階床面積の 1/2 とした場合を検討した．結果を図 9に示す．損

傷限界における 1 階の層間変位，安全限界の 2 階の層間変位が置換比の増加に伴い，変位が増加して

いる．しかし，損傷限界では 1階の層間変位の絶対値が小さく，1階のみ置換した場合の安全限界の 2

階の層間変位も変位の増大は 2cm 以内にとどまっている．従って，2階床面積が 1階床面積の 1/2 であ

ることを下限として，リリーフ弁付ダンパーに置換してよいとする． 
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図 8 2 階建てでの置換比と最大変位応答の関係，
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損傷限界   2F   安全限界 
図 9 2 階建てでの置換比と最大変位応答の関係，
リリーフ弁付ダンパー（1階床面積 60 ㎡，2階床

面積 30 ㎡） 
 

４ ま と め 

本報では，木造住宅を対象に制振性能の耐力換算法について質点系の応答解析を通じて検討した．結

果として，本報で提案した換算式より得られる壁量で 10～20%程度付加減衰を導入すると等価壁量換算

に付随して発生する応答低減効果の効率が良いことが判明した． 
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Seismic behavior of low-rise steel moment frame considering ductile facture of 

beams (Part 1 Plastic Deformation Capacity of Structural Steel in the 
Low-cycle Fatigue Region) 

 
Project Coordinator Name: Yu Jiao 

Affiliation: Tokyo University of Science 

１ Introduction 

Researchers have been paying attention to the ultimate plastic deformation capacity of steel 
components until ductile fracture. However, other than the evaluation of plastic deformation capacity 
of structural components, it is also necessary to carry out fundamental research focusing on the plastic 
strain capacity of structural steel. Under strong ground motions, the stain histories are very likely to 
have large amplitudes. However, there is few research related to this field. One of the main reasons is 
that, it is hard to reproduce the behavior of structural steel under cyclic stain histories with large 
amplitudes in the lab due to a great chance of buckling. 
For structure steel under cyclic loading with different strain amplitudes, the most popular evaluation 
method is the combination of Manson-Coffin relationship1)2) and Miner’s rule3). However, researchers 
also noticed the non-linearity of the Manson-Coffin low-cycle fatigue relationship for some metallic 
materials such as aluminum-lithium alloys, Ni-base superalloy, and steel etc4)5)6). A bilinear behavior 
was observed in the Manson-Coffin fatigue relationship when the material was loaded under large 
strain amplitudes. Most of the work targeted on materials commonly used in aircrafts or pressure 
vessels, while studies on structural steels are very rare. When the building structures are subjected to 
seismic effects, the amplitudes of the strain history at the fracture zone are usually quite large and the 
material reaches fracture under small number of loading cycles. In this case, it is necessary to evaluate 
the effect of the above mentioned non-linearity to estimate the accuracy of traditional Manson-Coffin 
fatigue relationship.    

２ Aims of Research  

The objective of this study is to establish an accurate evaluation method of plastic strain capacity of 
structural steel in a concise way, considering the randomness of stain histories due to unknown seismic 
effect.  

３ Results 

A series of steel plate element specimens made of SS400, SN400 and SN490 steel were loaded until 
fracture under diverse cyclic axial strain loadings and monotonic tension. Some of these loading 
histories have relatively large strain amplitudes to simulate seismic effects. The hysteresis loops of the 
specimens were decomposed into the skeleton curves, Bauschinger parts, and elastic unloading parts. 
The relationships of the cumulative plastic strain in each part of the hysteresis loops from the 
experiments were discussed to establish a damage model of structural steel based on the 
decomposition of hysteresis loops.  
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A modified bi-linear Manson-Coffin relationship of structural steel is suggested through numerical 
analyses of steel elements. Numerical analyses of structural steel were conducted with SS400 
structural steel from Lots No.1 and No. 2. The established fracture model is adopted here to obtain the 
number of loading cycles until fracture (Figure 1). In order to cover the low cycle and extreme low 
cycle region, the smallest number of loading cycles in this analysis is 0.5, which simulates steel 
specimens loaded under monotonic loading. The strain amplitudes applied in the analyses were 0.03, 
0.042, 0.06, 0.07, 0.09, 0.1, 0.12, 0.14, 0.16, 0.18, 0.2, 0.23, and 0.25.  
The analytical results are shown in Figure 2. The full strain amplitudes are plotted on the Y-axis, while 
the numbers of loading cycles until fracture are shown on the X-axis. One can find a clear bi-linear 
relationship from this graph. Different from the traditional Manson-Coffin relationship, Equations (1) 
and (2) express the modified bi-linear Manson-Coffin relationship of structural steel. The inflection 
point appears when the number of loading cycles is around 30. Note that because the strain amplitudes 
were relatively large, it is understandable to discuss the ultimate numbers of loading cycles based on 
the full strain amplitude instead of elastic and plastic strain amplitude respectively. The similar idea 
was also mentioned in 11).  
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   (1) 

   (2) 

where is the full strain amplitudes, and is the number of loading cycles until reaching 

fracture. 

４ Conclusion / Summary 

In the current study, to evaluate the plastic strain capacity of structural steel subjected to various strain 
histories including those with large amplitudes, SS400, SN400 and SN490 structural steel were tested 
cyclic axial strain loadings and monotonic tension. The stress-strain hysteresis loops of the specimens 
are divided into the skeleton curves and Bauschinger parts. A damage model of structural steel based 
on the cumulative plastic strain of each parts of the hysteresis loops was established. With this damage 
model, the plastic strain capacity of structural steel reaches ductile fracture under relatively large strain 
amplitude can be evaluated accurately.  
In addition, numerical analyses of steel element subjected to cyclic strain histories was conducted. The 
full strain amplitude and Nf relationship was obtained through the analysis based on the suggested 
damage model, which was found to follow a bilinear Manson-Coffin relationship. The accuracy of the 
modified Manson-Coffin relationship of structural steel was confirmed through former experimental 
results.   
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液中レーザプロセスによるナノ粒子の作製と工学的応用 
                 東京工業大学 物質理工学院 和田裕之 

１ はじめに 

ナノ粒子は各分野での応用が期待されており、特にセラミックス等の機能性ナノ粒子の研究が広

く行われている。その中でもレーザを用いた作製法として、液中レーザアブレーション法と液中レ

ーザ溶融法が注目されている。前者は液体中のターゲット材料に強いパルスレーザ光を照射してナ

ノ粒子分散溶液を得るもので、後者は液体に分散したナノ粒子に弱いパルスレーザ光を照射して高

い結晶性の球状ナノ粒子を得るものである。 

２ 研究目的 

本研究では、液中レーザアブレーション法により蛍光体ナノ粒子を作

製し、その光学的応用を検討する。また、液中レーザ溶融法により窒化

物の球状ナノ粒子を作製し、この応用を検討する。 

３ 研究成果 

液中レーザアブレーション法：赤色蛍光ナノ粒子(YVO4:Eu)1,2 

本法によりナノ粒子化したものは、Fig. 1 の走査型電子顕微鏡(SEM)

写真に示す様に楕円体形状(長軸：100 nm 程度)であった。生成時これら

は多結晶あるが、600℃のアニールで結晶性が飛躍的に向上することが確

認された(Fig. 2. 透過型電子顕微鏡(TEM)写真)。この際、Eu3+の 5D0-7F2

に起因する発光スペクトルはバルク蛍光体のスペクトル形状に近くなる

ことが分かった。 

フロー型装置を用いて生成ナノ粒子に複数回のパルスレーザ光を照射

すると、楕円体ナノ粒子が数 100 nm まで結晶成長し(Fig. 3. SEM 写真)、

その長軸方向が[001]の結晶方位であることが明らかになった(Fig. 2. 

TEM 写真)。これはナノ粒子が一定の方向に配列して成長する Orientated 

attachment3によるものと考えられる。 

液中レーザ溶融法：窒化チタン球状ナノ粒子(TiN) 

本法で TiN ナノ粒子を超純水中で球状化すると表面酸化が観察された

ため、窒素バブリングを行った超純水中、および、ナノ粒子の還元性を

示すエタノール中での実験を試みたが、十分に酸化を抑制できなかった。 

４ ま と め 

レーザプロセスにより生成ナノ粒子の結晶性が高まることが明らかに

なり、ナノ粒子の各種工学的利用につながる可能性を示した。特に、蛍

光体ナノ粒子の場合、結晶性向上は発光強度増加につながり重要である。 
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Fig. 1. SEM image of 
nanoparticle1. 

Fig. 2. TEM image of 
nanoparticle1. 

Fig. 3. SEM image of 
nanoparticle2. 

Fig. 4. TEM image of 
nanoparticle2. 
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ペロブスカイトニオブ系固溶体の合成、構造及び物性に関する研究 

 
                 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 王 瑞平 

 

 

１ はじめに 

鉛は、人体に有害だけではなく、土壌汚染等の廃棄処理問題もあるため、2002 年に EU で使用制限

物質と指定されている。圧電セラミックスチタン酸ジルコン酸鉛(Pb(Zr,Ti)O3, PZT)は、重量のおよそ

60-70％に鉛を含んでいる。しかし、代替できる鉛フリー圧電セラミックスがまだ開発されていないた

め、今になっても、その使用は例外として認められている。PZT の圧電特性は、微量元素添加により

大幅調整（ハード化・ソフト化）できることが実用化の要となる。しかし、PZT に有効である幾つか

の添加元素は鉛フリーニオブ系に殆ど調整効果がないと報告されている。従って、ニオブ系圧電セラ

ミックスの圧電特性調整に有効な添加元素を見出し、ニオブ系に特有な材料設計指針を確立すること

がニオブ系鉛フリー圧電材料の実用化には極めて重要である。 

 

２ 研究目的 

Mn の添加は、PZT の Qm向上に効果が著しい。本研究は、鉛フリーニオブ系圧電セラミックス圧電

特性における Mn の添加効果を調べる。また、電子スピン共鳴（Electron Spin Resonance，ESR）、エッ

クス線吸収端近傍構造 (X-ray Absorption Near Edge Structure，XANES)解析方法を用いて、Mn の価数状

態を明らかにすることを目指す。 

 

３ 研究成果 

0.92(Na0.5K0.5)NbO3-0.06BaZrO3-0.02(Bi0.5K0.5)TiO3組成に、0.10、0.25，0.50 及び 1.00 重量％の Mn を

添加したセラミックス試料を作製した。物性測定としてキュリー温度 Tc、圧電定数 d33、電気機械結合

係数 kpと機械的品質係数 Qmなどを測定した（表１）。Mn の添加量 y の増加につれ、kp,d33,Qmが増大

する。y = 0.25wt%の試料は、kp,d33の値が 大である。Mn の添加により、ソフト化現象(kp,d33の増大)

及びハード化現象（Qmの増大）が同時に現れ、興味深い。図１に ESR の結果を示す。スペクトルから、

Mn2+のピークのみ観察され、Mn4+のピークが観察されていない。y = 0.5wt%以上の試料で、Mn2+の密度

が飽和している（表 2）。図 2 に、y = 0.5,1.0wt%試料の XANES の結果を示す。y の増加につれ、Mn K

端が高エネルギー側へシフトすることが観察された。この結果から、y = 0.5wt%の試料より、y = 1.0wt%

試料中の Mn の平均価数が大きいことが分かる。すなわち、y が大きくなると、Mn3+ができやすい。 

 

４ ま と め 

Mn の添加は、鉛フリーニオブ系圧電セラミックスの kp,d33,Qmの向上に効果があった。しかし、PZT

と比べ、Qmの向上効果が非常に弱かった。ERS 及び XANES の結果から、Mn は、Mn2+と Mn3+の混合

状態で存在することが明らかになった。Mn の添加効果を理解するために、構造解析し、Mn2+と Mn3+

の位置を決定する必要が不可欠である。 
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表 1 試料の物性 

 

表 2 ESR から求めた Mn2+の密度 

y (wt%) T
c 
(
o
C) k

p
 d

33 
(pC/N) Q

m
 tan  (

o
) 

0 234 0.452 315 55 0.028 71.5 

0.10 235 0.517 360 67 0.022 80.8 

0.25 224 0.549 410 75 0.018 83.7 

0.50 220 0.493 385 92 0.013 82.6 

1.00 207 0.357 265 48 0.187 68.2 

y (wt %) Density of Mn
2+

 (10
18

/g) 

0.10 3.7 

0.25 1.1 

0.50 19 

1.00 18 

図 1 ESR の結果 

図 2 XANES の結果 
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Joint Workshop for Building / Civil Engineering between Tongji & Tokyo Tech  

 
Workshop Coordinator Name: Houngwei Huang 

Affiliation: Tongji University 

１ Introduction 

 3rd Joint Workshop for Building / Civil Engineering between Tongji & Tokyo Tech was held from 2nd 

to 4th August 2016 in the suzukake-dai campus of Tokyo Institute of Technology.  

 

２ Purpose of Workshop 

This workshop is agreed to be held annually between Tongji University and Tokyo Institute of 

Technology for encouraging mutual graduate student semester exchanges. The workshop is held alternately in 

Shanghai and Tokyo with two days for research presentations by the students and a one-day excursion to 

construction sites or research laboratories. Each University can dispatch about 10 graduate students to attend 

this workshop. Faculties from both sides are also join this workshop. If the student and the supervisor faculty 

agree each other, they can proceed to the detailed plan for the semester exchange stay. The first workshop in 

2014 was held in Tokyo Tech O-okayama campus Midorigaoka area. 

 

３ What Achieved 

 At the workshop, 10 graduate students and 4 faculty members were attended from Tongji University. 

From Tokyo tech around 20 graduate students and 15 faculty members were also attended to the workshop. At 

the start of the workshop, keynote lecture from professor Limin Sun of Tongji University and Professor Tetsuro 

Tamura of Tokyo Tech were given. Then 10 graduate students from each university made research 

presentations and discussions. At the end of the student sessions, 4 students who made excellent presentations 

were honored. In the 3rd day of the wrokshop, campus tour for Tongji students were conducted and introduced 

enhanced seismic buildings and testing facilities in Tokyo Tech. 
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４ Summary 

 The third workshop was successfully completed. Students participated from both universities were 

strongly encouraged. All of the member of the organizing committee express appreciation for the grant by 

Collaborative Research Projects of Laboratory for Materials and Structures. 
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2016 年 日中韓－高層建築フォーラム 

 
株式会社 竹中工務店   中井 政義 

 

１ はじめに 

 本フォーラムは、CTBUH（Council on Tall Buildings and Urban Habitat：高層ビルと都市居住協

議会、本部は米国シカゴ）のアジアでの活動の一環として、中国、韓国、日本の構造エンジニア、学

識経験者を中心に開催されている国際会議であり、2016 年 7 月 8 日（金）に東京工業大学・大岡山

キャンパスにおいて開催された。今回の開催は、2014 年の上海、2015 年のソウルに引き続いて第 3

回目となる。 

 

２ 研究目的 

 本フォーラムでは、超高層建築の主に構造分野の諸課題について研究、議論が行われている。今回

のフォーラムでは、“Innovative Motion Engineering in Tall Buildings”のテーマが掲げられ、

日中韓の 3ヶ国それぞれから、 新の開発技術やプロジェクトが紹介された。 

 

３ 研究成果 

 フォーラム当日は、各国代表からの開会挨拶に続き、笠井和彦（東京工業大学教授）の基調講演、

並びに各国から３件ずつ、計１０件の講演が行われた。中国、韓国からは、日本では未だ実現してい

ない 500m 超級の超高層建築等について講演され、一方、日本からも 新の制振技術や構造設計・施

工事例が紹介され、参加者にとって非常に有意義な会議となった。以下に、基調講演を含む講演者、

講演タイトルおよび講演概要を示す。 

 

【基調講演】 

笠井和彦教授（東京工業大学）：“Performance of Seismic Protective Systems for Super-Tall 

Buildings and Their Contents” 

2011 年の東北沖地震での建物の地震応答観測記録や 1 質点モデルでの制振構造の地震応答を分か

りやすく一般化した「performance curve」が紹介された。 

 

1)堀 裕輔氏（鹿島建設）：“Development of Large Tuned Mass Damper with Stroke Control System 

for Seismic Upgrading of Existing High-rise Building” 

 東京に建つ超高層ビルの居ながらできる耐震補強の方法として、屋上に TMD(Tuned Mass Damper)

を設置する例が紹介された。 

 

2)青野英志氏（大成建設）：“Seismic Retrofit of High-rise Building with Deformation-dependent 

Oil Dampers against the Long-period Ground Motions” 

 上記 1)の堀氏と同様、超高層ビルの居ながらできる耐震補強の方法として、各階にオイルダンパ
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ーを設置する例を紹介した。上記 1)を含め、会場から TMD とオイルダンパーとの比較についての質

問があり、それぞれの長所と短所についての説明があった。 

 

3) Chulho Park 氏（Dongyang Structural Engineers Group Co. Ltd.） “Design Consideration for 

Concrete High-rise Buildings” 

101 階と 85 階の RC 造の超高層ビルの建設に必要な解析検討事例が紹介された。 

 

4)Guo-Qiang Li 教授（Tongji University） “Structural Shear Wall Systems with Metal Energy 

Dissipation Mechanism” 

RC 連層耐震壁や境界梁の脆性的な挙動への改善策として、境界部や耐震壁内に鋼材を内蔵したダン

パーを４種類提案し、履歴特性に関する実験結果が報告された。RC と鋼材との間の接合部に関する質

問等があり、RC 内に鋼材を内蔵させるなど今後の方策の回答があった。 

 

5)Hong-Gun Park 教授（Seoul National University）：“Shear connector design of 123 story Lotte 

Word Tower” 

555m の超高層建物において、構造的に重要な役割を担い、また構造システムの切り替わる 72 階付近

のベルトトラス、アウトリガーとメガコラムとの間の接合部について、実験と理論との比較が示された。

ベルトトラスせい 14.4m の全長にわたり、ダウェル鉄筋、スタッドとシアプレートを介してコンクリー

ト柱に応力を伝達するとの説明があった。メカニズム時の挙動に関する質問等があり、コンクリートの

せん断ひび割れが直線でなく波線上に発生するため、摩擦抵抗を期待している、との回答があった。 

 

6)Gyu-Dong Kim 氏（Lotte Engineering & Construction）：“Key Technologies for Super Tall Building 

Construction (Lotte Word Tower)” 

6.5m 厚のマットスラブや高さ 500m 超へのコンクリートの圧送、斜め部材の建て方精度確保に用いた

GPS システム、工期実現のために屋外に仮設 EV を設けたことなど、施工上の工夫点の説明があった。

仮設 EV を建物内に何故設けなかったか等の質問があり、仮設 EV 撤去後の駄目工事による工期ロスを避

けるため、との回答があった。 

 

7)Peng Liu 氏（Arup）：“The structural Design of “China Zun” Tower, Beijing” 

北京に建設中の China Zun タワーの構造設計について紹介があり、コアウォール＋メガブレース・CFT

柱を採用した架構システムについて詳細な説明がなされた。 

 

8)Aaron J. Wang 氏（CapitaLand China）：“The Evolution of Seismic Engineering and Design of 

Ultra Tall Buildings in China – Innovations and Sustainability” 

中国での超々高層建築の耐震エンジニアリングと設計の意欲的な取り組みとして、ディベロッパーに

所属するエンジニアの観点から、さまざまな新規の架構形式・構工法への取り組みが紹介された。 

 

9)川村浩氏（三菱地所設計）：“Design and construction of GINZA KABUKIZA” 

銀座歌舞伎座の構造設計・施工について説明があり、低層部にメガトラスをもつ架構システムと日本
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伝統の建築様式の実現のための構造架構が紹介された。 

 

４ ま と め 

今回のフォーラム参加者は、海外からの 23 名（中国 11 名、韓国 10 名、アゼルバイジャン 2名）を

含め 156 名に上り、また会議終了時刻が予定を１時間余り超過するほど質疑応答も盛んに行われた。

閉会時には和田章・東京工業大学名誉教授（日本鋼構造協会国際委員会「CTBUH 対応 WG 主査」）より、

多くの参加者と有意義な討議ができたことについて感謝の意が伝えられ、会議は成功裡にその幕を閉

じた。併せて、次回は 2017 年 9 月に北京で開催される予定であり、日中韓 3ヶ国に加えて米国からの

参加も計画されていることが紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠井・東京工業大学教授による基調講演    和田・東京工業大学名誉教授による閉会挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォーラムにおける質疑応答 
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バルクセラミックスの信頼性に関するワークショップ 

（国内ワークショップ NO.26） 

 
                 東京工業大学物質理工学院  安田公一 

 

 

1 はじめに 

 近年，海外のセラミックス企業も技術改良と経済性の追求により，急速に国際競争力を伸ばしつつあ

る．このような状況の中で，日本のセラミックス産業は，現状の製品に満足することなく，これまでと

は一線を画するような，さらに高い信頼性をセラミックス製品に付与し，また，これを実現するための

高度な製造技術と生産性を追求して，世界をリードしていく必要がある．これに加えて，燃料電池，DPF，

風力発電などのエネルギー・環境問題に対するセラミックス部品の適用に際しても，やはり，これらの

信頼性そのものが大きな課題となっている．そこで，セラミックスの信頼性向上をさらに一歩すすめ，

次世代のファインセラミックスを開発するためには，企業，公的研究機関，大学の研究者が一同に会し，

さらに，プロセス研究者と評価研究者が同じ土俵で議論して，製造時および稼働時の信頼性向上に資す

る新しい基礎科学と基盤技術を構築することが求められている. 

 過去 4年間にわたり，貴研究所のセキュアマテリアル研究センターの若井史博教授のご指導の下，『セ

キュアマテリアル概念に基づいた次世代ファインセラミックスに関するワークショップ』を開催して，

主に構造用セラミックスに関する話題提供を企業，公的研究機関，大学の研究者にお願いして，それぞ

れ質問が出尽くすまで議論することにより，参加者全員の理解が深まり，高信頼性を実現した次世代フ

ァインセラミックスへの道筋に関する共通理解を図ってきた．今回，東京工業大学の改革に合わせて，

これまでのワークショップの運営方法を継承しながらも，より広く，機能性セラミックスやバイオセラ

ミックスなどをも対象とした『バルクセラミックス』の信頼性に関するワークショップに発展的に展開

することを目的とし，本ワークショップを新規に申請して採択された．また，このようなワークショッ

プ活動を通して，将来，ワークショップ参加者が，個別に，若井史博先生をはじめとする応用セラミッ

クス研究所の教員との共同研究が実現するきっかけとなるような相互作用も期待している．  

 

2 ワークショップの目的 

本ワークショップでは，粉体プロセスで作られる機能性セラミックス，ガラス，バイオセラミックス，

エンジニアリングセラミックスなどのバルクセラミックス各分野の研究者が一同に会して，セラミック

スの高信頼性化を実現するための具体的な議論をし，その結果として，次世代バルクセラミックス開発

のための基盤技術と基礎科学の構築することを目的とする．また，このような高度な議論の中に，大学

院生などの若手研究者にも参加してもらって，１０年後，２０年後のセラミックス産業とその基盤科学

を担う人材育成についての効用も期待している． 

 

3 実施内容 

 バルクセラミックスの信頼性に関するワークショップを主眼とした研究会を 2 回開催した．以下に
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その内容をまとめる． 

 

（１）2015 年度第 1回バルクセラミックス関するワークショップ 

   （第 17 回バルクセラミックス研究会を兼ねる） 

   主催：東京工業大学フロンティア材料研究所国内ワークショップ 

   共催：日本セラミックス協会 次世代バルクセラミックス基板技術研究会 

      粉体工学会 粉体材料設計研究会 

   開催日：2016 年 6月 11 日（土）13：25-17：00 

   開催地：デンカ（株）デンカイノベーションセンター 先進技術研究所 

   内容：   １．  13:25       受け入れ機関ご挨拶（デンカ(株)） 

        ２． 研究討論 2件 

           13:30-15:00 山田鈴弥（デンカ(株)）  

                 『LED 用酸窒化物蛍光体の開発』 

           15:00-16:30 多々見純一 1，高橋拓実 2，飯島志行 1（1横浜国大, 2KAST）  

                          『非酸化物系バルクセラミックスの新しい光学機能— 透明性， 

                                   蛍光発光，摩擦発光とその応用 —』 

                ３． 16:30-17:00 先進技術研究所内の見学 

                           （製品展示,分析･評価装置等）  

     参加者： 40 名 

   参加機関：22 機関（デンカ，ニッカトー，カネカ，旭硝子，三星ダイヤモンド工業，東芝マテリ 

        アル，クアーズテック，コニカミノルタ，三菱化成，AGC セラミックス，フジクラ， 

        日本特殊陶業，産総研，物材機構，東北大，早稲田大，横国大，東京理科大，豊橋 

        技科大，大阪大，長岡技科大，東京工業大学） 

 

（２）2015 年度第２回バルクセラミックス関するワークショップ 

   （第 5回バルクセラミックス若手セミナーを兼ねる） 

   開催日：2016 年 9月 22 日（木）〜24 日（土） 

   開催地：かんぽの宿 岐阜羽島 

   講演  

    特別講演 『セラミックス材料開発と製品化への取り組み』 

            光岡 健（日本特殊陶業） 

    一般講演 

    １．『遠心成形法で作製した成形体の粒子充填構造』 

       佐藤 暁洋（長岡技科大） 

    ２．『磁場中成形を用いた Si3N4 セラミックスの配向性と特性に及ぼす多層グラフェン被覆 

       複合粒子の影響』 

        佐渡万里子（横浜国大） 

    ３．『顆粒プレス成形における 不均一構造生成とメカニズムの解明』 

        澁谷 竜明（長岡技科大） 

- 210 -



 

    ４．『ニオブ酸系圧電体の磁場配向と高特性化』 

        小野 悠綺（長岡技科大） 

        5. 『光硬化反応を利用した高磁場配向成形法の開発』 

         馬場 翔子(長岡技科大)  

      6.  『ゾルゲル法による前駆体合成と還元窒化法による窒化ケイ素繊維の合成』 

      馬場 創太郎（大阪大学） 

    ７．『多層グラフェン被覆したガラスファイバーの低磁場配向』 

      高橋拓実（神奈川科学技術アカデミー） 

    ８．『高磁場配向による光機能性多結晶 Ba2NaNb5O15の開発』 

         加茂雄大（長岡技科大） 

 

    基礎講義 

    １．『成形と焼結』                              篠原伸広（旭硝子）   

     2 『セラミックスの熱・機械的性質』            本多沢雄（名工大） 

         3 『Multifunctional ceramics 薄膜/基板系設計』 横田壮司（名工大） 

         4 『成形体・焼結体構造の評価』                田中 諭 (長岡技科大)   

         5 『粉体の新しい表面修飾と機能性』            武藤浩行（豊橋技科大） 

         6  『機能性微粒子の分散と集合構造制御のための表面修飾』     飯島志行（横浜国大） 

         7 『マイクロカンチレバー法による材料の評価』                多々見純一（横浜国大） 

         8 『改良された圧子圧入（IF）法による破壊抵抗測定法の国際標準化』宮崎広行（産総研） 

         9『セラミックスのバイオテクノロジー応用戦略』                    関野 徹（大阪大） 

 

   参加者：22 名 

      参加機関：13 機関（ニッカトー，アスザック，旭硝子，フジクラ，日本特殊陶業，産総研，阪

大，長岡技科大，豊橋技科大，名工大，東工大，横国大，KAST） 

 

4 成果 

 本ワークショップの活動での議論の結果，以下の研究成果が得られている． 

1) Stochastic analysis on ceramic granule collapse in powder compact during cold isostatic pressing 

    Kouichi Yasuda, Satoshi Tanaka, Makio Naito 

  Advanced Powder Technology, vol.27 (2016) 940-947 

2) Coarse pore evolution in dry-pressed alumina ceramics during sintering 

       Tsuyoshi Hondo, Zenji Kato, Kouichi Yasuda, Fumihiro Wakai, Satoshi Tanaka  

    Advanced Powder Technology, vol.27 (2016) 1006-1012. 

 

5 まとめ 

 本ワークショップでは，１つ 1 つの講演に際しては，質問時間の制限を設けずに，会場から質問が
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出尽くすまで，議論を続けるという方式を採用し，平均すると，各講演に対して 1 時間程度の議論を

行った計算になる．これにより，様々な分野の研究成果に関して多面的に議論することができ，その

講演内容を専門とする研究者はプロフェッショナルな立場からの質問をし，また，その分野に詳しく

ない研究者は，素人ながらもそもそも論の質問をして，その講演の質疑が出尽くした段階では，参加

者全員の理解が，それぞれ深まったとのことであった．また，一番，勉強になったのは，質問をされ

た講演者自身であったとも言える． 

 こうした討論の結果，参加者同士で，共同研究の話が進んだ事例もあり，あるいは，そこまで行か

なくても，お互いに教え教えられということがざっくばらんにできるような雰囲気が，このワークシ

ョップの活動を通して培われたという印象を受ける．仮に，このことがすぐに何かの成果に結びつか

なくても，次世代ファインセラミックスの扉を開くための重要な基盤になっているとも考えられるの

で，そう言う意味で，このワークショップは，とても，有意義な議論と研究交流の場となっていると

考えられる． 

 ワークショップ経費は，主に，遠隔地からの参加者，あるいは若手の参加者の旅費として使用した．

普段，遠隔地であるが故，あるいは，自分自身の旅費を持たないために，中々，こういったワークシ

ョップに参加できない方からは，今回，旅費の補助があって，参加しやすくなって良かったと好評で

あった．このように，有意義な議論の他，研究者の相互交流，若手の育成という意味でも，有効な成

果をもたらしているので，今後も，東京工業大学フロンティア材料研究所の共同利用研究として，こ

のワークショップが継続できるようにお願いしたい． 

 最後に．本ワークショップの受け入れ教員である若井先生には，ワークショップに積極的にご参加

の上，多数の質問やコメントをして頂き，ワークショップがとても興味深い議論の場となりました．

記して感謝の意を表します． 

 

以上 
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卓越した機能発現を目指した 
セラミックプロセッシングに関するワークショップ 

 
               静岡大学   脇谷尚樹 

 
 

１ はじめに 

近年、世界的な規模でエネルギーや環境に対する意識が高まりつつあるが、この『意識』と『実現』

を橋渡しするものが高い性能を有するセラミックス材料の開発である。例えば、太陽光を高い効率で電

気に変換するためには新しい高効率の太陽電池の開発が必要であるが、太陽電池はシリコン、カルコパ

イライト、二酸化チタンといったセラミックスから構成されている。また、最近、圧電体を並べたマッ

トを人間が踏むことによって電気を発電する『発電床』等が開発されているが、圧電体は典型的なセラ

ミックスである。特に圧電体については近年の環境意識の高まりを受けて毒性のない非鉛系の新しいセ

ラミックスの開発が進められている。セラミックスはプロセッシングを制御することにより特性を大き

く変化させることが可能である。例えば、圧電体や磁性体には異方性があり、特定の方位に結晶の方位

を制御することにより最高の性能を実現することが可能になる。また、単に方位を制御するのみならず、

応力等の外的な要因を与えることによりその性能はさらに高めることが可能になる。本ワークショップ

はこの分野の第１人者である応用セラミックス研究所の神谷利夫教授を受け入れ教員、静岡大学大学院

工学研究科の脇谷尚樹教授を代表者として申請したものである（2011 年度より継続して開催）。 

 

２ 研究目的 

本ワークショップでは、薄膜、微粒子、バルク等幅広い形態の種々の機能性セラミックスについてプ

ロセッシングを最適化することにより卓越した機能を発現させることを目指している。この目的を達成

するため、本ワークショップでは多くのセラミックスの研究者によってプロセッシングが結晶構造、微

構造、ナノ構造、バンド構造やその他の物性に及ぼす影響について議論・検討を行う。 

 

３ 研究成果 

セラミックスプロセッシングを主眼とした研究会を２回（平成２８年１０月１日（土）、平成２８年

１１月５日（土））開催し、毎回４～５人の講師を招いて講演及び討論を行った。各回の講演日時・

講演題目・講演者を以下に列記する。 

 

__________________________________________ 

平成２８年度 プロセス研究会 第１回講演会 

（応用セラミックス研究所 共同利用研究） 

 

開催日 ：平成２８年１０月１日（土） 
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講演場所 ：東京工業大学 無機材料工学科２０１教室 

（大岡山キャンパス 南７号館 ２階 ２０１教室） 

 

時間  ：１３：３０～１８：００ 

 

講演： 

１． 大野 智也 准教授（北見工業大学） 

題目：液相法と還元析出法を組み合わせた新規ペロブスカイト型酸化物触媒の開発 

 

２． 生田 博志 教授（名古屋大学） 

題目：鉄系超伝導体と関連物質の薄膜成長および物性研究 

 

３． 後藤 民浩 准教授（群馬大学） 

題目：熱処理による硫化物半導体の特性制御  

 

４． 増田 淳 博士（産業技術総合研究所） 

題目：太陽電池モジュールの劣化メカニズムと信頼性向上技術 

 

__________________________________________ 

平成２８年度 プロセス研究会 第２回講演会 

（応用セラミックス研究所 共同利用研究） 

 

開催日：平成２８年１１月５日（土） 

 

講演場所：東京工業大学 無機材料工学科２０１教室 

（大岡山キャンパス 南７号館 ２階 ２０１教室） 

 

時間：１３：３０～１８：００ 

 

講演： 

 

１． 山田 智明 准教授（名古屋大学） 

題目：強誘電体(Ba,Sr)TiO3薄膜の電気熱量効果の電界及び温度依存性 

 

２． 佐伯 淳 教授（富山大学） 

題目：欠陥型タンタル酸カリウムの K+/Na+イオン交換性 

 

３． 北本 仁孝 教授（東京工業大学） 
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題目：磁性ナノ粒子／ポリマー複合体の磁性とその応用 

 

４．中村 彩乃 （名古屋大学・博士課程 1 年） 

題目：金属絶縁体転移を用いた水素添加によるアモルファス WO3薄膜の熱伝導率変化 

 

５． 宇治原 徹 教授（名古屋大学） 

題目： 溶液法による超高品質 SiC 溶液成長とインフォマティクスへの展開 

 

__________________________________________ 

 

４ ま と め 

セラミックスプロセッシングを中心とし、広くセラミックスに関わる多くの研究者が集う研究会を開

催した。今年度で６年目のワークショップとなったプロセス研究会であるが、これまでにも劣らず熱の

こもった議論がなされた。今年度は名古屋大学から新たに教授 2 名の参加があり、ご講演頂いた。複合

アニオン化合物の薄膜成長から、SiC 結晶成長への機械学習の応用、金属絶縁体転移を利用したフォノ

ンエンジニアリングなどプロセス・応用両面の最先端研究に関する、これまでに無い新しい分野の情報

交換がなされた。これにより、研究の幅が広がった・新しい知見を得られた、などの意見が数多く聞か

れ、参加者にとって有意義な研究会となった。また参加者間の協力による新たな研究成果も得られつつ

ある。研究会の参加者にもたいへん好評であることから、今後も継続して研究会の開催及び共同利用研

究として継続させて頂きたい。 
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「共同研究に関わる既発表論文一覧」 

 
 

この「共同研究に関わる既発表論文一覧」は、当研究所の共同利用研究の成果および動向

を知るために、共同研究に関わる論文を学会誌等に発表した論文著書等を調査し、収録し

たものです。（平成 29 年 5 月調査） 
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◆ Universidad Nacional Mayor de San Marcos　 A. Bustamante Dominguez

2015年度共同利用研究

L. de los Santos Valladares, A. Bustamante Dominguez, A. Ionescu1,A. Brown, A. Sepe, U. Steiner, O.
Avalos Quispe, S. Holmes, Y. Majima, R. Langford, C. H. W. Barnes：Thermal oxidation of amorphous
germanium thin films on SiO2 substrates；Semiconductor Science and Technology

◆ Chungnam National University　Gyuyong Kim

2016年度共同利用研究

Jeongsoo Nam, Yasuji Shinohara, Toshiyuki Atou, Hongseop Kim, Gyuyong Kim：Comparative
assessment of failure characteristics on fiber-reinforced cementitious composite panels under high-
velocity impact；Composites Part B 99, 2016, pp.84-97

金弘燮, 金圭庸, 南正樹, 篠原保二：薄板型非晶質鋼繊維補強セメント複合体の静力学特性と耐衝撃性能；

コンクリート工学年次論文集，Vol.38，No.1，2016, pp.261-266

南正樹, 篠原保二, 阿藤敏行, 金圭庸：ポリプロピレン繊維補強セメント複合材料の高速衝突実験；コンク

リート工学年次論文集，Vol.38，No.2，2016, pp.775-780

◆ Université de Lorraine　Massimo Nespolo

2015年度共同利用研究

SAMANTHA AZEVEDO and MASSIMO NESPOLO：Twinning in olivine group revisited;Eur. J.
Mineral.2017, 29, 1–14 Published online

◆ 長岡技術科学大学　石橋 隆幸

2015年度共同利用研究

Michimasa Sasaki, Gengjian Lou, Takahiro Hashinaka, Akira Meguro,Minami Ninomiya, Takayuki
Ishibashi and Tomoyasu Taniyama：Strain-controlled MO effect on highly Bi-substituted Neodymium
Iron Gallium Garnet thin films；Physics Procedia

箸中 貴大、佐々木 教真、石橋 隆幸、 加藤剛志、岩田　聡、谷山 智康：基板による応力のNd0.5Bi2.5Fe4GaO12
薄膜の磁気異方性への影響；電子情報通信学会技術研究報告

2016年度共同利用研究

婁 庚健、松本 悠人、枦 修一郎、石山 和志、加藤 剛志、岩田 聡、安達 信泰、谷山 智康、石橋 隆幸：高

濃度ビスマス置換ネオジム鉄ガーネット薄膜の高周波数特性の評価；電子情報通信学会技術研究報告
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◆ 神奈川大学　上田 渉

2015年度共同利用研究

Z. Zhang, T. Murayama, M. Sadakane, H. Ariga, N. Yasuda, N. Sakaguchi, K. Asakura, W. Ueda：
Ultrathin inorganic molecular nanowire based on polyoxometalates；Nature commun

Z.-X Zhang, M. Sadakane, S. Noro, T. Murayama, T. Kamachi, K. Yoshizawa, W. Ueda：Selective
Carbon Dioxide Adsorption of ε-Keggin-type Zincomolybdate-based Purely-Inorganic 3D Frameworks；
J. Mat. Chem. A

M. Sadakane, W. Ueda：Three-Dimensionally Ordered Macroporous (3DOM) Pervskite Mixed Metal
Oxide；Perovskites and Related Mixed Oxides: Concepts and Applications

Z-X. Zhang, M. Sadakane, W. Ueda：Assembly of e-Keggin-Type Polyoxometalates to Form Crystalline
Microporous Metal Oxides；Trends in Polyoxometalates Research

2016年度共同利用研究

T. Igarashi, Z-X. Zhang, T. Haioka, N. Iseki, N. Hiyoshi, N. Sakaguchi, C. Kato, S. Nishihara, K. Inoue,
A. Yamamoto, H. Yoshida, N. Tsunoji, W. Ueda, T. Sano, M. Sadakane：Synthesis of ε-Keggin-type
Cobaltomolybdate-based 3D Framework Material and Characterization Using Atomic-scale HAADF-
STEM and XANES；Inorg. Chem

Z. Zhang, Sadakane, S-I. Noro, N. Hiyoshi, A.Yoshida, M. Hara, W. Ueda：All-inorganic porous soft-
framework by assembly of metal oxide molecular wires；Chem. Eur. J.

Z. Zhang, M. Sadakane, N. Hiyoshi, A. Yoshida, M. Hara, W. Ueda：Acidic Ultrafine Tungsten Oxide
Molecular Wires for Cellulosic Biomass Conversion；Angew. Chem. Int.

Z. Zhang, S. Ishikawa, Y. Tsuboi, M. Sadakane, T. Murayama, W. Ueda：New crystalline complex
metal oxides created by unit-synthesis and their catalysis based on porous and redox properties；
Faraday Discussions

Z.X. Zhang, H, Yoshikawa, Z.Y. Zhang, T. Murayama, M. Sadakane, Y. Inoue, W. Ueda, K. Awaga, M.
Hara：Synthesis of Vanadium-incorporated, polyoxometalate-based open frameworks and their
applications for cathode-active materials；Eur. J. Inorg. Chem

村山徹,　Z. Zhang, 定金正洋、上田渉、坂口紀史：複合酸化物ナノワイヤの合成と構造解析；Nanotech
Japan Bulletin

◆ 北海道大学　大西 直毅

2015年度共同利用研究

大西直毅，西村康志郎，森麻由：ト形接合部における90°折曲げ筋の掻出し破壊定着耐力式の再評価；日

本建築学会構造系論文集

◆ 新潟大学　大村 彩子

2015年度共同利用研究

Ayako Ohmura, Yuichiro Higuchi, Takayuki Ochiai, Manabu Kanou, Fumihiro Ishikawa, Satoshi
Nakano, Atsuko Nakayama, Yuh Yamada, and Takao Sasagawa ：Pressure-induced topological phase
transition in the polar semiconductor BiTeBr；Physical Review B, 95, 125203 (2017)
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Ayako Ohmura, Yuichiro Higuchi, Takayuki Ochiai, Manabu Kanou, Fumihiro Ishikawa, Satoshi
Nakano, Atsuko Nakayama, Yuh Yamada, and Takao Sasagawa：Investigation of topological phase
transition in BiTeBr under high pressure；Journal of Physics: Conference Series (in press)

◆ 中央大学　岡 研吾

2016年度共同利用研究

Kengo Oka, Hajime Hojo, Masaki Azuma, and Katsuyoshi Oh-ishi：Temperature-Independent, Large
Dielectric Constant Induced by Vacancy and Partial Anion Order in the Oxyfluoride Pyrochlore
Pb2Ti2O6−δF2δ；Chemistry of Materials

◆ 名古屋大学　岡本 佳比古

2016年度共同利用研究

Y. Okamoto, T. Inohara, A. Yamakage, Y. Yamakawa, and K. Takenaka：Low Carrier Density Metal
Realized in Candidate Line-Node Dirac Semimetals CaAgP and CaAgAs；Journal of Physical Society
of Japan

◆ 首都大学東京　梶原 浩一

2016年度共同利用研究

L. Skuja, K. Kajihara, K. Smits, A. Silins, H. Hosono：Luminescence and Raman detection of
molecular Cl2 and ClClO molecules in amorphous SiO2 matrix；J. Phys. Chem. C

◆ 東京工業大学　片瀬 貴義

2016年度共同利用研究

T. Onozato, T. Katase*, A. Yamamoto, S. Katayama, K. Matsushima, N. Itagaki, H. Yoshida, and H.
Ohta*：Optoelectronic properties of valence-state-controlled amorphous niobium oxide；J. Phys.
Condens. Matter. 28, 255001 (2016).

◆ 神戸大学　加納 伸也

2015年度共同利用研究

S. Kano, T. Tada and Y. Majima：Nanoparticle characterization based on STM and STS；Chemical
Society Reviews

2016年度共同利用研究

Yasuhiro Higashikawa, Yasuo Azuma, Yutaka Majima, Shinya Kano, and Minoru Fujii：Integration of
colloidal silicon nanocrystals on metal electrodes in single-electron transistor；Applied Physics Letters
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◆ 龍谷大学　木村 睦

2015年度共同利用研究

Yuki Koga, Tokiyoshi Matsuda, Mutsumi Kimura, Dapeng Wang, Mamoru Furuta, Masashi Kasami,
Shigekazu Tomai, and Koki Yano：Capacitance Sensor of Frequency Modulation for Integrated
Touchpanels using Amorphous In-Sn-Zn-O Thin-Film Transistors：IEICE Trans. Electron.

木村 睦、松田 時宜：AOSデバイスの新規回路・アプリケーション応用；酸化物半導体討論会

松田 時宜、木村 睦：新規酸化物半導体TFTの形成及び評価；酸化物半導体討論会

Toshihiro Yoshioka, Junji Ogawa, Masahiro Yuge, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：
Evaluation of In2O3 Thin Film deposited by RF Magnetron Sputtering；AM-FPD '15

Junji Ogawa, Toshihiro Yoshioka, Masahiro Yuge, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：
Evaluation of SnO2 / Al2O3 Thin Film deposited by RF Magnetron Sputtering；AM-FPD '15

Yuki Koga, Tokiyoshi Matsuda, Mamoru Furuta, and Mutsumi Kimura：Frequency Modulation-type
Capacitance Sensor using Amorphous In-Ga-Zn-O Thin-Film Transistors；AM-FPD '15

古我 祐貴, 松田 時宜, 木村 睦：a-IGZO薄膜における連続電圧印加が与える影響；薄膜材料デバイス研究会

第12回研究集会

吉岡 敏博, 小川 淳史, 弓削 政博, 松田 時宜, 木村 睦：RFマグネトロンスパッタリング法によるIn2O3薄膜

の特性評価；電子情報通信学会 研究会

弓削 政博, 小川 淳史, 吉岡 敏博, 加藤 雄太, 松田 時宜, 木村 睦：ミストCVD法によるGaxSn1-xO薄膜の特

性評価；電子情報通信学会 研究会

宮村 祥吾, 志賀 春紀, 今西 恒太, 符川 明日香, 木村 睦, 松田 時宜：IGZOのアニール温度に対するMR効果

の変化；電子情報通信学会 研究会

小川 淳史, 弓削 政博, 吉岡 敏博, 松田 時宜, 木村 睦：SnO2/Al2O3薄膜の特性評価と薄膜トランジスタの評

価；電子情報通信学会 研究会

木村 睦, 宮村 祥吾, 松田 時宜：In-Ga-Zn-Oの磁気抵抗効果；電子情報通信学会 2016年総合大会

2016年度共同利用研究

Tokiyoshi Matsuda, Kenta Umeda, Yuta Kato, Daiki Nishimoto, Mamoru Furuta, and Mutsumi
Kimura：Rare-Metal-Free High-Performance Ga-Sn-O Thin Film Transistor；Scientific Reports

Tokiyoshi Matsuda, Mutsunori Uenuma, and Mutsumi Kimura：Thermoelectric Effect of Amorphous
Ga-Sn-O Thin Film；Jpn. J. Appl. Phys.

Tokiyoshi Matsuda, Ryo Takagi, Kenta Umeda, and Mutsumi Kimura：Room-Temperature
Fabrication of Ga-Sn-O Thin-Film Transistors；Solid State Electronics

Tokiyoshi Matsuda and Mutsumi Kimura：Evaluation and Development of New Oxide Semiconductor,
Energy Materials and Nanotechnology；EMN

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Unique Application using Oxide TFTs；IMID 2016
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木村 睦：酸化物半導体の研究開発と電子デバイスへの新規応用；第2回 NEDIA Day 関西

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Neuromorphic Application of Oxide Semiconductors；2017
ULSIC vs. TFT Conference

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Neuromorphic Application of Oxide Semiconductors；ECS
Trans.

Yuta Kato, Kenta Umeda, Daiki Nishimoto, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：Characteristic
Evaluation of Ga-Sn-O Thin Films fabricated using RF Magnetron Sputtering；IMFEDK 2016

Kota Imanishi, Asuka Fukawa, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：Characteristic Evaluation
of Ga-Sn-O Thin Film by Hall Measurement；IMFEDK 2016

Hiroki Fukushima, Masahiro Yuge, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：Evaluation of Ga-Sn-O
Films fabricated using Mist Chemical Vapor Deposition；IMFEDK 2016

Asuka Fukawa, Kota Imanishi, Shogo Miyamura, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：
Magnetoresistance Effect of Ga-Sn-O Thin-Film Device；IMFEDK 2016

Yuki Koga, Tokiyoshi Matsuda, and Mutsumi Kimura：Neural Network Using FPGA for Neurons and
IGZO Thin Films for Synapses；AM-FPD '16

古我 祐貴, 山川 大樹, 中西 弘樹, 中村 奈央, 松田 時宜, 木村睦：IGZO 薄膜をシナプスとして用いたニュー

ラルネットワーク；薄膜材料デバイス研究会 第13回研究集会

Mutsumi Kimura, Yuki Koga, Tokiyoshi Matsuda, and Yasuhiko Nakashima：Characteristic Analysis
of IGZO Thin Films using Planar and Stacked Devices - Evaluation of Electrical Resistivity and
Current Density -：IDW '16

福嶋 大貴, 弓削 政博, 木村 睦, 松田 時宜：ミストCVD法で作製したGaSnO薄膜の特性評価；電子情報通信

学会 研究会

梅田 鉄馬, 加藤 雄太, 西本 大樹, 松田 時宜, 木村 睦：新規レアメタルフリーAOS-TFTの研究開発；電子情

報通信学会 研究会

符川 明日香, 野村 竜生, 松田 時宜, 木村 睦：IGZO薄膜素子の磁気抵抗効果に対する電極の影響；電子情報

通信学会 研究会

今西 恒太, 符川 明日香, 野村 竜生, 松田 時宜, 木村 睦：GaSnO膜のHall効果測定；電子情報通信学会 研究

会

生島 恵典, 梅田 鉄馬, 松田 時宜, 木村 睦：GTO薄膜を用いたプレーナ型シナプスの特性評価；電子情報通

信学会 研究会

堀 賢将, 田中 遼, 古我 祐貴, 松田 時宜, 木村 睦：a-IGZO薄膜を用いたニューラルネットワークのシナプス

の作製；電子情報通信学会 研究会

梅田 鉄馬, 松田 時宜, 木村 睦：高性能レアメタルフリーGa-Sn-O薄膜トランジスタ；第64回応用物理学会

春季学術講演会

生島 恵典, 古我 祐貴, 堀 賢将, 松田 時宜, 木村 睦, 亀田 友哉, 中島 康彦：Ga-Sn-O薄膜をシナプスに用いた

ニューラルネットワーク；第64回応用物理学会春季学術講演会
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◆ 東北大学　木村 祥裕

2015年度共同利用研究

鈴木敦詞，網倉裕人，木村祥裕：合成梁の負曲げにより鉄骨梁に作用する軸力の予測式；鋼構造年次論文

報告集

網倉裕人，鈴木敦詞，木村祥裕：圧縮軸力による低下を考慮した梁の塑性変形能力と塑性変形倍率の比較

その1　N型ダンパーを有する制振骨組の梁軸力を考慮した損傷制御設計法の提案；日本建築学会大会学術

講演梗概集

木村祥裕，網倉裕人，鈴木敦詞：圧縮軸力による低下を考慮した梁の塑性変形能力と塑性変形倍率の比較

その2　梁軸力予測法を用いた梁の損傷判定；日本建築学会大会学術講演梗概集

網倉裕人，鈴木敦詞，木村祥裕：制振骨組の梁軸力予測を用いた架構の損傷制御法の提案；日本建築学会

東北支部研究報告集構造系

2016年度共同利用研究

木村祥裕，鈴木敦詞，笠井和彦：交番繰り返し軸力を受ける局部座屈崩壊型H 形鋼梁の塑性変形性能；日

本建築学会構造系論文集

鈴木敦詞，木村祥裕，笠井和彦：交番繰返し軸力を受けるH形鋼梁の幅厚比指標による保有性能評価；鋼

構造年次論文報告集

Atsushi Suzuki and Yoshihiro Kimura：RELATION BETWEEN PLASTIC DEFORMATION
CAPACITY AND CUMULATIVE PLASTIC DEFORMATION CAPACITY FOR H-SHAPED BEAMS
WITH LOCAL BUCKLING；Proceedings of Stability and Ductility of Steel Structures (SDSS2016)

木村祥裕，鈴木敦詞，笠井和彦：交番繰り返し軸力を受けるH形鋼梁の塑性変形能力評価に対する幅厚比

指標の適用　その1　実験概要及び実験結果：日本建築学会大会学術講演梗概集

鈴木敦詞，木村祥裕，笠井和彦：交番繰り返し軸力を受けるH形鋼梁の塑性変形能力評価に対する幅厚比

指標の適用　その2　既往の保有性能評価式と軸力を考慮した幅厚比指標の適用の可能性；日本建築学会

大会学術講演梗概集

鈴木敦詞，木村祥裕：交番軸力を受ける H 形鋼梁の最大耐力比・塑性変形能力・累積塑性変形能力評価式

の提案；日本建築学会東北支部研究報告集構造系

◆ 山梨大学　熊田 伸弘

2016年度共同利用研究

Mirza H. K. Rubel, Takahiro Takei, Nobuhiro Kumada, M. Mozahar Ali, Akira Miura, Kiyoharu
Tadanaga, Kengo Oka, Masaki Azuma, Eisuke Magome, Chikako Moriyoshi and Yoshihiro Kuroiwa：
Hydrothermal Synthesis, Structure and Superconductivity of a simple-cubic perovskite
(Ba0.62K0.38)(Bi0.92Mg0.08)O3 with Tc ~30 K；Inorg. Chem.

Octavianti Naa, Nobuhiro Kumada, Akira Miura, Takahiro Takei, Masaki Azuma, Yoshihi-ro Kusano,
and Kengo Oka：High Pressure Polymorph of NaBiO3；Inorg. Chem.

Mirza H. K. Rubel, Takahiro Takei, Nobuhiro Kumada, M. Mozahar Ali, Akira Miura, Kiyoharu
Tadanaga, Kengo Oka, Masaki Azuma, Masatomo Yashima, Kotaro Fujii, Eisuke Magome, Chikako
Moriyoshi, Yoshihiro Kuroiwa, James R. Hester, and Maxim Avdeev：Hydrothermal Synthesis,
Crystal Structure, and Superconductivity of a Double-Perovskite Bi Oxide；Chem. Mater.
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◆ 早稲田大学　黒田 義之

2016年度共同利用研究

Yuya Oka, Yoshiyuki Kuroda, Takamichi Matsuno, Keigo Kamata, Hiroaki Wada, Atsushi Shimojima,
Kazuyuki Kuroda：Preparation of Mesoporous Basic Mixed Metal Oxides through Assembly of
Monodispersed Mg–Al Layered Double Hydroxide Nanoparticles；Chemistry - A European Journal

◆ 京都大学　坂本 雅典

2016年度共同利用研究

Pipit U. Vivitasari, Yasuo Azuma, Masanori Sakamoto, Toshiharu Teranishi, Yutaka Majima：
Coulomb Blockade and Coulomb Staircase Behavior Observed at Room Temperature；Material
Research Express

Yasuo Azuma, Masanori Sakamoto, Toshiharu Teranishi, Yutaka Majima：Memory operations in Au
nanoparticle single-electron transistors with floating gate electrodes；Applied Physics Letter

Yasuo Azuma, Yuto Onuma, Masanori Sakamoto, Toshiharu Teranishi, Yutaka Majima ：Rhombic
Coulomb diamonds in a single-electron transistor based on an Au nanoparticle chemically anchored at
both ends；Nanoscale

◆ 東京工業大学　笹川 崇男

2016年度共同利用研究

Y.-S. Fu, T. Hanaguri, K. Igarashi, M. Kawamura, M. S. Bahramy, and T. Sasagawa：Observation of
Zeeman Effect in Topological Surface State with Distinct Material Dependence；Nature Commun. 7,
10829 (2016).

M. Hada, K. Norimatsu, S. Tanaka, S. Keskin, T. Tsuruta, K. Igarashi, T. Ishikawa, Y. Kayanuma, R.
J. D. Miller, K. Onda, T. Sasagawa, S. Koshihara, and K. G. Nakamura：Bandgap Modulation in
Photoexicited Topological Insulator Bi2Te3 via Atomic Displacements；J. Chem. Phys. 145, 024504
(2016).

R. Yano and T. Sasagawa：Thermoelectric Properties in Single Crystals of Non-stoichiometric
Compounds AgxCr2+y(S,Se)4 (x ～0.74, y ～0.42)；Sci. Adv. Mater. 8, 2077 (2016).

H. Namiki and T. Sasagawa：Anisotropic Superconducting Properties of Noncentrosymmetric PbTaSe2

as a Candidate Exotic Superconductor；Sci. Adv. Mater. 8, 2097 (2016).

R. Yano and T. Sasagawa：Crystal Growth and Intrinsic Properties of ACrX2 (A = Cu, Ag; X = S, Se)
without a Secondary Phase；Crystal Growth and Design 16, 5618 (2016).

P. G. Baity, T. Sasagawa, and D. Popovic, J. Supercond：Magnetotransport at the LTO-LTT structural
transition in La1.48Nd0.4Sr0.12CuO4；J. Supercond. Nov. Magn. 29, 3031 (2016).

Y. Kohsaka,T. Machida, K. Iwaya, M. Kanou, T. Hanaguri, and T. Sasagawa：Spin-orbit Scattering
Visualized in Quasiparticle Interference；Phys. Rev. B 95, 115307 (2017).
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W. S. Lee, Y. F. Kung, B. Moritz, G. Coslovich, R. A. Kaindl, Y. D. Chuang, R. G. Moore, D. H. Lu, P. S.
Kirchmann, J. S. Robinson, M. P. Minitti, G. Dakovski, W. F. Schlotter, J. J. Turner, S. Gerber, T.
Sasagawa, Z. Hussain, Z. X. Shen, and T. P. Devereaux：Nonequilibrium Lattice-driven Dynamics of
Stripes in Nickelates using Time-resolved X-ray Scattering；Phys. Rev. B 95, 121105(R) (2017).

A. Ohmura, Y. Higuchi, T. Ochiai, M. Kano, F. Ishikawa, S. Nakano, A. Nakayama, Y. Yamada, and T.
Sasagawa：Pressure-induced Topological Phase Transition in Polar-semiconductor BiTeBr；Phys.
Rev. B 95, 125203 (2017).

T. Misawa, Y. Fukuyama, Y. Okazaki, S. Nakamura, N. Nasaka, T. Sasagawa, and N. Kaneko：
Preparation and Characterization of Sn-BSTS Topological Insulator for Universality Test of the
Quantum Hall Effect；IEEE Trans. Instrum. Meas. (2017), in press.

S. Mitra, K. Okawa, S.K. Sudheesh, T. Sasagawa, J.-X. Zhu, and E.E.M. Chia：Probing the
Superconducting Gap Symmetry of α-PdBi2: A Penetration Depth Study；Phys. Rev. B (2017), in press.

◆ 広島大学　定金 正洋

2015年度共同利用研究

定金正洋：Synthesis of e-Keggin-type Cobaltomolybdate-based 3D Framework Material and
Characterization Using Atomic-scale HAADF-STEM and XANES；Inorganic Chemistry

◆ 産業技術総合研究所　高島 浩

2016年度共同利用研究

Hiroshi Takashima, Myunghee Cho, Tomoyasu Taniyama, Mitsuru Itoh：Surface morphology and
dielectric behavior of perovskite SrTiO3 thin film in　heterostructure electroluminescence devices；
Current Applied Physics 

◆ 室蘭工業大学　高瀬 裕也

2015年度共同利用研究

高瀬裕也，和田俊良，篠原保二：一定引張力を受けながら繰り返しせん断力を受ける接着系あと施工アン

カーの力学挙動に関する考察；コンクリート工学年次論文集

高瀬裕也，和田俊良，篠原保二：一定引張力を受けるあと施工アンカーのせん断耐力に関する検討；日本

建築学会大会学術講演梗概集

2016年度共同利用研究

高瀬裕也，和田俊良，池田隆明，篠原保二，溝口光男：一定引張応力を受けながら繰り返しせん断応力を

受ける接着系あと施工アンカーの力学挙動と仕事量；日本建築学会構造系論文集
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◆ 名古屋大学　竹中 康司

2016年度共同利用研究

K. Takenaka, Y. Okamoto, T. Shinoda, N. Katayama, and Y. Sakai：Colossal negative thermal
expansion in reduced layered ruthenate；Nature Communications

◆ 京都大学　谷 昌典

2015年度共同利用研究

北村史登、庄子由麻、門田太陽人、渡邊秀和、谷昌典ほか：損傷低減のために袖壁を活用した実大5層鉄

筋コンクリート造建築物の静的載荷実験（その9～13）；日本建築学会大会学術講演梗概集

谷昌典、二谷透、松葉悠剛、井戸硲勇樹、西山峰広、向井智久：連層配置された方立壁を有するRC架構

の力学性状に関する実験的研究（その1～3）；日本建築学会大会学術講演梗概集

2016年度共同利用研究

Netrattana C., Kono S., Watanabe H., Tani M., Sakashita M：ULTIMATE DRIFT CAPACITY OF RC
SHEAR WALLS；The 3nd Joint Workshop on Building /Civil Engineering between Tongji & Tokyo
Tech

Yuniarsyah E., 北村史登, 渡邊秀和, 河野進, 谷昌典, 坂下雅信, 向井智久：損傷低減のために袖壁・腰壁・

垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験（その8～18）；日本建築学会大会学

術講演梗概集

向井智久, 衣笠秀行．谷昌典, 坂下雅信, 河野進, 石岡拓：RC造方立壁部材のひび割れ損傷評価モデル；日

本建築学会大会学術講演梗概集

松葉悠剛、伊藤武志、井戸硲勇樹、谷昌典、西山峰広、向井智久、川越悠馬、衣笠秀行：連層配置された

方立壁を有するRC架構の力学性状に関する実験的研究（その4～6）；日本建築学会大会学術講演梗概集

（掲載予定）

小原拓、桑原健、Chanipa Netrattana、渡邊秀和、河野進、谷昌典、向井智久、坂下雅信：エネルギー消

費要素を兼ね備えたアンボンドPCaPC壁の早期復旧性能に関する実験的研究（その1、2）；日本建築学会

大会学術講演梗概集（掲載予定）

◆ 京都大学　寺西 利治

2015年度共同利用研究

Shinya Kano, Kosuke Maeda, Daisuke Tanaka, Masanori Sakamoto, Toshiharu Teranishi, Yutaka
Majima：Chemically assembled double-dot single-electron transistor analyzed by the orthodox model
considering offset charge；Jounal of Applied Physics

Victor M. Serdio V, Taro Muraki, Shuhei Takeshita, Daniel E. Hurtado S, Shinya Kano, Toshiharu
Teranishi , Yutaka Majima：Gap separation-controlled nanogap electrodes by molecular ruler
electroless gold plating；RSC Advances

S. Kano, D. Tanaka, M. Sakamoto, T. Teranishi, Y. Majima：Control of charging energy in chemically
assembled nanoparticle single-electron transistors；Nanotechnology
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James C. Frake, Shinya Kano, Chiara Ciccarelli, Jonathan Griffiths, Masanori Sakamoto, Toshiharu
Teranishi, Yutaka Majima, Charles G. Smith, Mark R. Buitelaar：Radio-frequency capacitance
spectroscopy of metallic nanoparticles；Scientific Reports

◆ 東海大学　冨田 恒之

2015年度共同利用研究

Yoshihito Kunugi, Akie Seki, Yuki Shimoyama, Takahiro Kikuchi, Koji Tomita：Fabrication of Dye-
sensitized Solar Cells Using Ellipsoid Titanium Dioxide Nanoparticles；Journal of Photopolymer
Science and Technology

◆ 北陸先端科学技術大学院大学　西村 俊

2014年度・2015年度共同利用研究

西村俊：【Interface】AuPd バイメタルナノ粒子を触媒とするアルコール類の選択的酸化反応；日本化学

会コロイドおよび界面化学部会ニュースレター（C & I Commun）, 2016, 41, 6-8.

西村俊, TONGSAKUL Duanta, TUTEJA Jaya, CHOUDHARY Hemant, 海老谷幸喜：【User's Report】
有機保護剤を用いたナノ粒子の調製とその触媒作用；Photon Factpry Activity Report 2015, 2016, 33,
Part-B No.52.

Shun Nishimura, and Kohki Ebitani：Selective oxidation of biomass-derived alcohols with supported
metal catalysts；Journal of the Japan Petroleum Institute, 2017, 60, 72-84.

2016年度共同利用研究

Hemant Choudhary, Jixiang Jia, Shun Nishimura, Kohki Ebitani：Surfactant-Assisted Suzuki–
Miyaura Coupling Reaction of Unreactive Chlorobenzene over Hydrotalcite-Supported Palladium
Catalyst；Asian J. Org. Chem. 2017, 6, 274 – 277

◆ 明治大学　野口 裕

2016年度共同利用研究

Makoto Yamamoto, Yasuo Azuma, Masanori Sakamoto, Toshiharu Teranishi, Hisao Ishii, Yutaka
Majima, Yutaka Noguchi：Molecular-Floating Gate Single-Electron Transistor；Scientific Reports

◆ 広島大学　日比野 陽

2015年度共同利用研究

査冬、橋根靖弥、日比野陽：複数の非耐力壁を有する架構の破壊性状に関する解析的研究；日本建築学会

中国支部研究報告集

橋根 靖弥、査冬、日比野陽：開口間に施工される複数のRC造非耐力壁の軸力と負担せん断力の推定；日

本建築学会中国支部研究報告集
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2016年度共同利用研究

橋根 靖弥、査冬、日比野陽：開口間に施工される複数の非耐力方立壁の変形及び破壊性状に関する研究；
日本建築学会大会学術講演梗概集

査冬、橋根 靖弥、日比野陽：RC架構内に施工される非耐力方立壁の軸力に関する解析的研究；日本建築

学会大会学術講演梗概集

橋根 靖弥、査冬、日比野陽：同一架構内の複数の鉄筋コンクリート造非耐力方立壁の負担せん断力と軸力

に関する研究；コンクリート工学年次論文集

査冬、橋根 靖弥、日比野陽：拘束されたRC非耐力壁の軸力に関する解析的検討；コンクリート工学年次

論文集

◆ 千葉大学　毎田 悠承

2016年度共同利用研究

毎田悠承，吉敷祥一，曲哲，前川利雄，濱田真，坂田弘安：座屈拘束ブレース接合部を有する損傷位置保

証型RC梁の力学挙動；日本建築学会構造系論文集

毎田悠承，吉敷祥一，曲哲，前川利雄，濱田真，坂田弘安：座屈拘束ブレース接合部を有する損傷位置保

証型RC梁の力学挙動に関する解析研究；日本建築学会関東支部研究報告集Ⅰ

◆ 東北大学　前田 匡樹

2015年度共同利用研究

門田太陽人，Hao Linfei，鈴木裕介，前田匡樹，向井智久，谷昌典，河野進，衣笠秀行：損傷低減のため

に袖壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験（その11　1階片側袖壁付き柱の損傷

性状の分析）；日本建築学会大会学術講演梗概集

HAO LINFEI，鈴木裕介，姚倩倩，前田匡樹：保有耐震性能に基づく残存耐震性能評価法と現行評価法と

の比較；日本建築学会大会学術講演梗概集

2016年度共同利用研究

HAO Linfei，鈴木裕介，前田匡樹：構造性能低下を考慮した被災RC造建築物の残存耐震性能評価法；コ

ンクリート工学年次論文集

門田太陽人，向井智久，鈴木裕介，前田匡樹：実大5層RC造袖壁付き架構における袖壁付き柱の残存耐震

性能評価；コンクリート工学年次論文集

Linfei Hao， Yusuke Suzuki， Masaki Maeda：RESIDUAL SEISMIC CAPACITY EVALUATION FOR
RC BUILDINGS CONSIDERING REDUCTION OF SEISMIC PERFORMANCES；16th World
Conference on Earthquake Engineering

細谷典弘，小池拓矢，鈴木裕介，前田匡樹，鶴飼和也，尾形芳博：地震により損傷を受けた鉄筋コンク

リート造耐震壁の残存耐震性能に関する研究　その1　実験計画と無損傷試験体の結果概要；日本建築学

会大会学術講演梗概集

小池拓矢，細谷典弘，鈴木裕介，前田匡樹，鶴飼和也，尾形芳博：地震により損傷を受けた鉄筋コンク

リート造耐震壁の残存耐震性能に関する研究　その2　損傷レベルと構造性能低下の関係；日本建築学会

大会学術講演梗概集
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HAO Linfei，門田太陽人，前田匡樹，鈴木裕介，向井智久，谷昌典，河野進，衣笠秀行：損傷低減のため

に袖壁・腰壁・垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験　その10：1階北片側

袖壁付き柱の損傷性状の分析；日本建築学会大会学術講演梗概集

鈴木裕介，門田太陽人，Hao Linfei，前田匡樹，真下智士，谷昌典，庄子由麻，衣笠秀行，向井智久，河

野進：損傷低減のために袖壁・腰壁・垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実

験　その13：1階南北の片側袖壁付き柱の損傷性状の比較；日本建築学会大会学術講演梗概集

門田太陽人，Hao Linfei，前田匡樹，鈴木裕介，向井智久，谷昌典，河野進，衣笠秀行：損傷低減のため

に袖壁・腰壁・垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験　その17：1階の北片

側袖壁付き柱における2014年度実験との損傷性状の比較；日本建築学会大会学術講演梗概集

◆ 大阪工業大学　宮内 靖昌

2016年度共同利用研究

巽 信彦，吉敷 祥一：接合形式の異なる山形鋼ブレースの接合部耐力と繰り返し変形性能；日本建築学会

構造系論文集

◆ 東京工業大学　安田 公一

2016年度共同利用研究

Kouichi Yasuda, Satoshi Tanaka, Makio Naito：Stochastic analysis on ceramic granule collapse in
powder compact during cold isostatic pressing；Advanced Powder Technology

Tsuyoshi Hondo, Zenji Kato, Kouichi Yasuda, Fumihiro Wakai, Satoshi Tanaka：Coarse pore evolution
in dry-pressed alumina ceramics during sintering；Advanced Powder Technology

◆ 豊田工業高等専門学校　山田 耕司

2015年度共同利用研究

山田耕司, 松田和浩，坂田弘安：粘性減衰の壁量換算法；日本建築学会大会学術講演梗概集(関東)

山田耕司, 松田和浩，坂田弘安：減衰性能の壁量換算法；東海支部研究報告集,第54号

2016年度共同利用研究

山田耕司, 松田和浩，坂田弘安：減衰性能の壁量換算法　その2；東海支部研究報告集,第55号

◆ 静岡大学　脇谷 尚樹

2015年度共同利用研究

K. Kakiage, Y. Aoyama, T. Yano, K. Oya, T. Kyomen, and M. Hanaya：Fabrication of a high-
performance dye-sensitized solar cell with 12.8% conversion efficiency using organic silyl-anchor
dyes；Chemical Communications
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J. Fujisawa and M. Hanaya：Extremely strong organic–metal oxide electronic coupling caused by
nucleophilic addition reaction；Phys. Chem. Chem. Phys.

K. Kakiage, Y. Aoyama, T. Yano, K. Oya, J. Fujisawa, and M. Hanaya：Highly-efficient dye-sensitized
solar cells with collaborative sensitization by silyl-anchor and carboxy-anchor dyes；Chemical
Communications

J. Fujisawa, R. Muroga, and M. Hanaya：Interfacial charge-transfer transitions in a TiO2-
benzenedithiol complex with Ti-S-C linkages；Phys. Chem. Chem. Phys.

J. Fujisawa, M. Nagata, and M. Hanaya：Charge-transfer complex versus sigma-complex formed
between TiO2 and bis(dicyanomethylene) electron acceptors；Phys. Chem. Chem. Phys.

S.Watanabe, T.Kodera, T.Ogihara：Influence of Tellurite Glass on Reaction between Si3N4 Anti-
Reflection Coating Film and Ag Paste for Electrodes in Si Solar Cells；Journal of the Ceramic Society of
Japan

Y.Hishinuma, T.Ogihara：Preparation of Silica Glass Films on the Surface of Polypropylene
Microporous Membrane Separators by Dip Coating with Polysilazane and Their Application in
Lithium-Ion Batteries；Journal of the Ceramic Society of Japan

Y. Furukawa , T. Ogihara, T. Kodera：Synthesis and electrochemical properties of Li4Ti5O12/C nano-
powders by pulse jet spray pyrolysis；Journal of the Ceramic Society of Japan

古川安彦，荻原隆：パルス燃焼噴霧熱分解法により合成したリン酸鉄リチウムナノ粒子の電池特性；科

学・技術研究

荻原隆，久保敏彦，南健治，安田宏和，佐藤靖朗，青柳伸宜，有田茂博，原田将弘，原田昭雄：高圧水ア

トマイズ法により調製した銀粉末の焼結性および電気特性；粉体および粉末冶金

2016年度共同利用研究

S. Ghodke, N. Hiroishi, A. Yamamoto, H. Ikuta, M. Matsunami and T. Takeuchi：Enhanced
Thermoelectric Properties of W- and Fe-Substituted MnSiγ；J. Electron. Mater.

H. Sakamoto, K. Ogawa, T. Kondo, S. Shin, M. Matsunami, H. Ikuta and T. Takeuchi：Carrier
Concentration Dependence of Superconducting Gap of Bi2(Sr,La)2CuO6+δ；J. Phys. Soc. Jpn.

C. Tarantini, K. Iida, J. Hänisch, F. Kurth, J. Jaroszynski, N. Sumiya, M. Chihara, T. Hatano, H.
Ikuta, S. Schmidt, P. Seidel, B. Holzapfel and D. C. Larbalestier：Intrinsic and extrinsic pinning in
NdFeAs(O,F): vortex trapping and lock-in by the layered structure；Sci. Rep.

S. Ghodke, A. Yamamoto, H. Ikuta and T. Takeuchi：Thermoelectric Properties Higher Manganese
Silicide Containing Small Amount of MnSi/Si Nano-Particles；Ceramic Transactions

D. Daghero, M. Tortello, L. Gozzelino, R. Gonnelli, T. Hatano, T. Kawaguchi and H. Ikuta：Effect of ion
irradiation on surface morphology and superconductivity of BaFe2(As1−xPx)2 films；Appl. Surf. Sci.

S. Schmidt, S. Döring, N. Hasan, F. Schmidl, V. Tympel, F. Kurth, K. Iida, H. Ikuta, T. Wolf and P.
Seidel：Josephson effects at iron pnictide superconductors: Approaching phase-sensitive
experiments；physica status solidi (b)
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S. Ghodke, A. Yamamoto, M. Omprakash, H. Ikuta and T. Takeuchi：Thermoelectric Properties of p-
Type Cr Doped MnSiγ Prepared by Liquid Quenching Technique；Mater. Trans.

T. Ohno, T. Masuda, S. Ochibe, S. Hirai, H. Suzuki, T. Arai, N. Sakamoto, N. Wakiya and T. Matsuda：
Effect of the reduction condition on the catalytic activity for steam reforming process using Ni doped
LaAlO3 nano-particles；Adv. Powder Technol.

T. Ohno, K. Fukumitsu, T. Honda, S. Hirai, T. Arai, N. Sakamoto, N. Wakiya, H. Suzuki and T.
Matsuda：Orientation control of SrRuO3 thin film on a Si substrate by chemical solution deposition for
an electrode of lead zirconate titanate thin films；Mater. Lett.

W. Aihara, T. Shiota, O. Sakurai, K. Shinozaki：Improvement of crystallinity and surface roughness in
epitaxial CeO2/Ce1-xZrxO2/Y0.15Zr0.85O1.93 buffer layers deposited on a Si(100) substrate by pulsed
laser deposition；Journal of the Ceramic Society of Japan

T. Kiguchi, S. Nakamura, A. Akama, T. Shiraishi, T.J. Konno：Solid State Epitaxy of (Hf,Zr)O2 Thin
Films with Orthorhombic Phase；J. Ceram. Soc. Jpn.

C. Fan, T. Kiguchi, A. Akama, and T.J. Konno：Atomic-resolution analysis for the effects of heat
treatment temperatures on the growth of chemically-ordered regions in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 thin
films；J. Ceram. Soc. Jpn.

K. Sato, S. Tashiro, Y. Yamaguchi, T. Kiguchi, T.J. Konno, T. Yamamoto, K. Yasuda, and S.
Matsumura：Three-Dimensional Imaging of Long-Period Stacking Ordered Structures in
Mg97Zn1Gd2 using High-Voltage Electron Microscopy ；Mater. Trans.

K. Katayama, T. Shimizu, O. Sakata, T. Shiraishi, S. Nakamura, T. Kiguchi, A. Akama, T.J. Konno, H.
Uchida, and H. Funakubo ：Orientation control and domain structure analysis of {100}-oriented
epitaxial ferroelectric orthorhombic HfO2-based thin films；J. Appl. Phys.

T. Shiraishi, K. Katayama, T. Yokouchi, T. Shimizu, T. Oikawa, O. Sakata, H. Uchida, Y. Imai, T.
Kiguchi, T.J. Konno, and H. Funakubo：Impact of mechanical stress on ferroelectricity in
(Hf0.5Zr0.5)O2 thin films；Appl. Phys. Lett.

T. Shimizu, K. Katayama, T. Kiguchi, A. Akama, T.J Konno, O. Sakata, and H. Funakubo：The
demonstration of significant ferroelectricity in epitaxial Y-doped HfO2 film；Sci. Rep.

木口賢紀, 佐藤和久, 今野豊彦：長周期積層構造型Mg基合金における微細組織形成；化学工業

木口賢紀, 今野豊彦, 佐藤和久：収差補正STEMの焦点深度がMg97Zn1Gd2合金の板状濃化層のZコントラ

ストに及ぼす影響；まてりあ

木口賢紀, 青柳健大, 白石貴久, 今野豊彦, 舟窪浩：強誘電体薄膜の90˚ドメインと整合界面の弾性相互作

用；まてりあ

K. Kakiage, H. Osada, Y. Aoyama, T. Yano, K. Oya, S. Iwamoto, J. Fujisawa, and M. Hanaya：
Achievement of over 1.4 V photovoltage in a dye-sensitized solar cell by the application of a silyl-anchor
coumarin dye；Sci. Rep.

J. Fujisawa, R. Muroga, and M. Hanaya：Interfacial charge-transfer transitions and reorganization
energies in sulfur-bridged TiO2-x-benzenedithiol complexes (x: o, m, p)；Phys. Chem. Chem. Phys.
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J. Fujisawa, A. Osawa, and M. Hanaya：A strategy to minimize the energy offset in carrier injection
from excited dyes to inorganic semiconductors for efficient dye-sensitized solar energy conversion；
Phys. Chem. Chem. Phys.

J. Fujisawa, N. Kikuchi, and M. Hanaya：Coloration of tyrosine by organic-semiconductor interfacial
charge-transfer transitions；Chem. Phys. Lett.

J. Fujisawa and M. Hanaya：Electronic structures of TiO2–TCNE, –TCNQ, and –2,6-TCNAQ surface
complexes studied by ionization potential measurements and DFT calculations: Mechanism of the shift
of interfacial charge-transfer bands；Chem. Phys. Lett.

J. Fujisawa, S. Matsumura, and M. Hanaya：A single Ti-O-C linkage induces interfacial charge-
transfer transitions between TiO2 and a π-conjugated molecule；Chem. Phys. Lett.

J. Fujisawa, S. Matsumura, and M. Hanaya：A Surface Nanocavity Structure of Bisphenol P on TiO2
Showing Interfacial Charge-Transfer Absorption；ChemistrySelect

J. Fujisawa, T. Eda, and M. Hanaya：Interfacial Charge-Transfer Transitions in BaTiO3
Nanoparticles Adsorbed with Catechol；J. Phys. Chem. C

Yoshiki Hara, Toshihiro Takashima, Ryoya Kobayashi, Sameera Abeyrathna, Bunsho Ohtani, Hiroshi
Irie：Silver-Inserted Heterojunction Photocatalyst Consisting of Zinc Rhodium Oxide and Silver
Antimony Oxide for Overall Pure-Water Splitting under Visible Light；Applied Catalalysis B,
Environmental

Ryoya Kobayashi, Toshihiro Takashima, Satoshi Tanigawa, Shugo Takeuchi, Bunsho Ohtani, Hiroshi
Irie：Heterojunction Photocatalyst Composed of Zinc Rhodium Oxide, Single Crystal-Derived Bismuth
Vanadium Oxide, and Silver for Overall Pure-Water Splitting under Visible Light up to 740 nm；

Physical Cheistry Chemical Physics

Toshihiro Takashima, Koki Ishikawa, Hiroshi Irie：Detection of Intermediate Species in Oxygen
Evolution on Hematite Electrodes Using Spectroelectrochemical Measurements；Journal of Physical
Chemistry C

T.Ogihara, T.Kubo, S.Arita, N.Aoyagi, R.Ueyama, M.Harada, A.Harada：Production and
Characterization of Silver Powder Created Using High-pressure Water Atomization；Journal of the
Ceramic Society of Japan

S.Arita, T.Ogihara, M.Harada, Y.Furukawa：Mass Production and Particle Characterization of Fine
Spherical Ag Powder by Gas Combustion-Type Spray Pyrolysis；Materials Transaction
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Nipa Debnath, Takahiko Kawaguchi, Wataru Kumasaka, Harinarayan Das, Kazuo Shinozaki, Naonori
Sakamoto, Hisao Suzuki, Naoki Wakiya：As-grown enhancement of spinodal decomposition in spinel
cobalt ferrite thin films by Dynamic Aurora pulsed laser deposition；J. Magn. Mag. Mater

坂元 尚紀、間根山 しおり、豊田 泰史、鈴木 脩人、大野 智也、川口 昂彦、松田 剛、脇谷 尚樹、鈴木 久
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P. Jeevan Kumar, K. Nishimura, M. Senna, A. Düvel, P. Heitjans, T. Kawaguchi, N. Sakamoto, N.
Wakiya, H. Suzuki：A novel low-temperature solid-state route for nanostructured cubic garnet
Li7La3Zr2O12 and its application to Li-ion battery；RSC Advances

Naoki Wakiya, Naonori Sakamoto, Shota Koda, Wataru Kumasaka, Debnath Nipa, Takahiko
Kawaguchi, Takanori Kiguchi, Kazuo Shinozaki and Hisao Suzuki：Magnetic-Field-Induced
Spontaneous Superlattice Formation via Spinodal Decomposition in Epitaxial Strontium Titanate Thin
Films；NPG Asia Materials

Tadashi Shiota, Yuko Mori, Jun Sugiyama, Osamu Sakurai, Akio Nishiyama, Naoki Wakiya, Sumitaka
Tachikawa, Kazuo Shinozaki：Preparation of (La1-xSrx)MnO3-δ thin films on Si(100) substrates by a
metal-organic decomposition method for smart radiation devices；Thin Solid Films

Tadej Rojac, Andreja Bencan , Goran Drazic, Naonori Sakamoto, Hana Ursic, Bostjan Jancar, Gasper
Tavcar , Maja Makarovic, Julian Walker, Barbara Malicand Dragan Damjanovic：Domain-wall
conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects；Nature Materials

A. Horio, S. Harada, D. Koike, K. Murayama, K. Aoyagi, T. Sakai, M. Tagawa, T. Ujihara：Polytype
control by activity ratio of silicon to carbon during SiC solution growth using multicomponent
solvents；Jpn. J. Appl. Phys.

T. Isogai, E. Akada, S. Nakada, N. Yoshida, R. Tero, S. Harada, T. Ujihara, M. Tagawa：Effect of
magnesium ion concentration on two-dimensional structure of DNA-functionalized nanoparticles on
supported lipid bilayer；Jpn. J. Appl. Phys.

T. Umezaki, D. Koike, S. Harada, T. Ujihara：Analysis of the carbon transport near the growth
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K. Murayama, T. Hori, S. Harada, S. Xiao, M. Tagawa, T. Ujihara：Two-step SiC solution growth for
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M. Matsumoto, H. Saitou, Y. Takeuchi, S. Harada, M. Tagawa, T. Ujihara：Morphology of AlN
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Speed Solution Growth of Single Crystal AlN from Cr-Co-Al Solvent；Mater. Sci. Forum
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amplification on circularly polarized laser-induced chiral nucleation from a NaClO 3 solution
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transition process in DDAB supported lipid bilayer；J. Cryst. Growth.
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S. Yamada, T. Isogai, R. Tero, Y. Tanaka-Takiguchi, T. Ujihara, M. Kinoshita, K. Takiguchi：Septin
Interferes with the Temperature-Dependent Domain Formation and Disappearance of Lipid Bilayer
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T. Yamamoto, N. Adkar, Y. Okano, T. Ujihara and S. Dost：Numerical investigation of the transport
phenomena occurring in the growth of SiC by the induction heating TSSG method；J.Cryst. Growth
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surface morphology of 4H-SiC by addition of Sn and Al in solution growth with SiCr solvents；J. Cryst.
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Trang Ngo, Yushi Heta, Takuya Doi, Atsushi Masuda：Effects of UV on power degradation of
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Atsushi Masuda, Yukiko Hara：Potential-induced degradation of thin-film Si photovoltaic modules；
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Seira Yamaguchi, Chizuko Yamamoto, Keisuke Ohdaira, Atsushi Masuda：Reduction in the short-
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Kodai Shimada, Geng Tan, Yasuhisa Nozawa, Tatsuhiro Urakami, Koji Koyama, Satoru Kaneko,
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Geng Tan, Kodai Shimada, Yasuhisa Nozawa, Satoru Kaneko, Tatsuhiro Urakami, Koji Koyama,
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Noriyuki Tsuruoka, Takao Sasagawa, Tokuo Yodo, Mamoru Yoshimoto, Hiroyuki Wada：Facile
Preparation of YAG:Ce Nanoparticles by Laser Irradiation in Water and their Optical Properties；
Springer Plus
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Geng Tan, Yasuhisa Nozawa, Tomoyuki Funabasama, Koji Koyama, Masahiro Mita, Satoru Kaneko,
Motonori Komura, Akifumi Matsuda, Mamoru Yoshimoto：Atomic-scale Thermal Behavior of Nano-
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Fu-Chih Li, Yoshitaka Kitamoto：Fabrication of UCNPs/TiO2 aerogel photocatalyst to improve
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Suko Bagus Trisnanto, Yoshitaka Kitamoto：Brownian particle-kinetics in a superparamagnetic
ferrofluid subjected to static magnetic-field；AIP Conference Proceedings

Shoya Oda, Yoshitaka Kitamoto：Relationship between ion concentration of ferrofluid and response
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Xinyue Chen, Ruoyu Zhang, Ayako Takada, Shun Iwatani, Chiemi Oka, Yoshitaka Kitamoto, Susumu
Kajiwara：The role of Bgl2p in the transition to filamentous cells during biofilm formation by Candida
albicans；Mycoses
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Jia Liu, Yoshitaka Kitamoto：Composite of magnetic drug carriers with thermo-responsive polymer for
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◆ 東京工業大学　和田 裕之

2016年度共同利用研究

Haohao Wang, Marcus Lau, Takumi Sannomiya, Bilal Gokce, Stephan Barcikowski, Osamu Odawara,
Hiroyuki Wada：Laser-induced Growth of YVO4:Eu3+ Nanoparticle from Sequential Flowing Aqueous
Suspension；RSC Advances

Haohao Wang, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada：One-step Preparation of YVO4:Eu3+ Nanoparticles by
Pulsed Laser Ablation；J. Alloys Compd.
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◆ 名古屋大学　岡本 佳比古

【出願番号】 特願2016-251135

【研究成果 (名称) 】 熱電変換材料および熱電変換素子

【発明者】 岡本 佳比古、竹中 康司、井ノ原 拓実

◆ 名古屋大学　竹中 康司

【出願番号】 特願2016-254103

【研究成果 (名称) 】 複合材料

【発明者】 竹中 康司, 岡本 佳比古, 篠田 翼, 東 正樹

◆ 京都大学　寺西 利治

【公開番号/登録番号】 第9,595,604号　（米国）

【研究成果 (名称) 】 電子素子

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 東 康男, 坂本 雅典, 加納 伸也, ダニエル エドゥアルド ウルタド
サリナス

【公開番号/登録番号】 第105474398　（中国）

【研究成果 (名称) 】 電極対、その製造方法、デバイス用基盤及びデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 武下 宗平

【公開番号/登録番号】 第2991118　（EPO）

【研究成果 (名称) 】 論理演算素子

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 松本 和彦, 前橋 兼三, 須崎 友文, 大野 恭秀, 松崎 功佑,
ギョーム ヒューベル フレデリック ハケンベルジェ

【公開番号/登録番号】 第3043386　（EPO）

【研究成果 (名称) 】 電極対、その製造方法、デバイス用基盤及びデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 武下 宗平

【公開番号/登録番号】 第2822040号　（EPO）

【研究成果 (名称) 】 ナノデバイス及びその製造方法

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 松本 和彦, 前橋 兼三, 東 康男, 大野 恭秀, 前田 幸祐, ギョー
ム ヒューベル フレデリック ハケンベルジェ

「共同利用研究に関わる特許」
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【公開番号/登録番号】 CN106206685　（中国）

【研究成果 (名称) 】 ナノギャップ長を有する電極構造の作製方法並びにそれにより得られるナノギャップ長
を有する電極構造及びナノデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 村木 太郎, 田中 大介

【公開番号/登録番号】 第10-2016-0050019号　（韓国）

【研究成果 (名称) 】 電極対、その製造方法、デバイス用基盤及びデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 武下 宗平

【公開番号/登録番号】 20160300915　（米国）

【研究成果 (名称) 】 ナノギャップ長を有する電極構造の作製方法並びにそれにより得られるナノギャップ長
を有する電極構造及びナノデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 村木 太郎, 田中 大介

【公開番号/登録番号】 第5942297号

【研究成果 (名称) 】 ナノギャップ長を有する電極構造の作製方法、メッキ液及びナノデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 村木 太郎, 田中 大介

【公開番号/登録番号】 CN103563052　（中国）

【研究成果 (名称) 】 ナノギャップ長を有する電極構造の作製方法並びにそれにより得られるナノギャップ長
を有する電極構造及びナノデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 村木 太郎, 田中 大介

【公開番号/登録番号】 第2016-0197172号　（米国）

【研究成果 (名称) 】 電極対、その製造方法、デバイス用基盤及びデバイス

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 武下 宗平

【公開番号/登録番号】 EP2966684 A4　（EPO）

【研究成果 (名称) 】 電子素子

【発明者】 真島 豊, 寺西 利治, 東 康男, 坂本 雅典, 加納 伸也, ダニエル エドゥアルド ウルタド
サリナス

◆ 静岡大学　脇谷 尚樹

【出願番号】 特願2016-168090

【研究成果 (名称) 】 銀粉末製造方法及び銀粉末製造装置

【発明者】 荻原 隆，久保 敏彦，南 健治，安田 宏和，佐藤 靖朗，青柳 伸宜，有田 茂博，  原田
将弘，原田昭雄

【出願番号】 特願2016-165393

【研究成果 (名称) 】 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具

【発明者】 藤原 和祟、柿沼 宏彰、脇谷 尚樹、鈴木 久男、篠崎 和夫
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【公開番号/登録番号】 中国特許登録番号：ZL201210528346.X

【研究成果 (名称) 】 高速重切削においてすぐれた耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具

 【発明者】 柿沼 宏彰、高岡 秀充、長田 晃、脇谷 尚樹、鈴木 久男、篠崎 和夫

【公開番号/登録番号】 中国特許登録番号：ZL201310087419.0

【研究成果 (名称) 】 高速断続切削加工においてすぐれた潤滑性、耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する
表面被覆切削工具

【発明者】 柿沼 宏彰、高岡 秀充、長田 晃、脇谷 尚樹、鈴木 久男、篠崎 和夫

【公開番号/登録番号】 中国特許登録番号：ZL201210040509.X

【研究成果 (名称) 】 耐摩耗性に優れた表面被覆切削工具の製造方法

【発明者】 高岡 秀充、長田 晃、脇谷 尚樹、鈴木 久男、篠崎 和夫

【出願番号】 特願2016-093620

【研究成果 (名称) 】 金属触媒,ガス拡散電極用触媒層,及び燃料電池

【発明者】 山口 猛央, 黒木 秀記, 田巻 孝敬, 北本 仁孝

【公開番号/登録番号】 特許第6086497号

【研究成果 (名称) 】 ガス拡散電極用触媒層、その製造方法、膜電極接合体および燃料電池

【発明者】 山口 猛央, 小倉 俊, 田巻 孝敬, 渕上 輝顕, 北本 仁孝
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