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特定研究（平成28年度）

「超電子機能の探索、理解と応用」
研究代表者 ：笹川崇男（東京工業大学フロンティア材料研究所）

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.36

－ 研究目的 －

発表論文： [1] Nature Commun. 7, 10829 (2016). [2] J. Chem. Phys. 145, 024504 (2016). [3] Sci. Adv. Mater. 8, 2077 (2016). [4] Sci. Adv. Mater. 8, 2097 (2016).
[5] Crystal Growth and Design 16, 5618 (2016). [6] J. Supercond. Nov. Magn. 29, 3031 (2016). [7] Phys. Rev. B 95, 115307 (2017). 
[8] Phys. Rev. B 95, 121105(R) (2017). [9] Phys. Rev. B 95, 125203 (2017). [10] IEEE Trans. Instrum. Meas. (2017), in press. [11] Phys. Rev. B (2017), in press. 

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。

－ 研究成果・効果 －

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を発見した。(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

特定研究（平成28年度）

「機能性材料における構造と物性の相関」
研究代表者 ：東 正樹（東京工業大学フロンティア材料研究所）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.4

－ 研究目的 －

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
な研究を展開した．

－ 研究成果・効果 －

111配向SrTiO3基板上に成膜したBFCOの強誘電、
強磁性特性。電気分極に直交した自発磁化を持つ。
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GaAs単結晶のダブルパルスポンプ•
プローブ過渡反射光強度測定結果

様々な量の水を吸蔵したHKUST-1のDSC曲
線.最大吸蔵量は細孔当り約20水分子.

発表論文
Ferromagnetism at room temperature induced by spin structure change in BiFe1-xCoxO3 thin films, H. Hojo, R. Kawabe, H. Yamamoto, K. Mibu, and M. Azuma, Adv. Mater., 1603131 (2017).
Dynamics Jahn-Teller viewpoint for generation mechanism of asymmetric modes of coherent phonons, Y. Kayanuma and K. G. Nakamura, Phys. Rev. B 95, 104302 (2017).

特定共同研究
東京工業大学　フロンティア材料研究所

東 正樹 (p.1)

特定共同研究
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Electric field Control of magnetoresistance in TMR/Ferroelectric 
Heterostructures
Project Coordinator Name： Venkataiah Gorige (University of Hyderabad, India)
MSL Faculties：Tomoyasu Taniyama

The present collaborative research project aims to study tunnel magnetoresistance (TMR)
device fabrication by using lithography technique which could pave way to control the
magnetoresistance (MR) by an electric field. The successful completion of the project will
meet the requirement of miniaturized and ultralow power spintronic devices in near future.

‐ Aims of Research ‐

V Gorige, M Itoh and T Taniyama,  Strain‐induced 180magnetization switching in Fe/BaTiO3(110) heterostructured multiferroics, Appl. Phys. Lett. (Communicated).

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.37

International CRP 2016－Category A

As part of on going research, preliminary work has been done by
preparing a trilayered structure, La0.67Sr0.33MnO3(10
nm)/SrTiO3(10 nm)/La0.67Sr0.33MnO3(40 nm) grown on
BaTiO3(BTO) substrate using pulsed laser deposition technique.
The x-ray diffraction confirms the epitaxial growth of
La0.67Sr0.33MnO3(LSMO) film (Fig. 1(a)). The jump in M-T curve
around the structural phase transitions of BTO confirms the strong
magnetoelectric (ME) coupling at the interface of LSMO and BTO
as shown in Fig. 1(b). Subsequently, we also made an attempt to
measure the magnetoresistance at different electric fields for the
sample geometry shown in Fig. 2(a) and a typical plot is shown in
Fig. 2(b). These preliminary results are dictating that a proper
design of TMR structure enables us to demonstrate electric field
controlled magnetoresistance to realize magnetic memories that
work at ultralow power consumption.

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

Fig. 2 (a) Schematic representation of measurement 
geometry (b) variation of MR with applied voltage. 

特定研究（平成28年度）

「多自由度実験に基づく耐震技術の高度化」
研究代表者 ： 山田 哲（東京工業大学）
共同研究対応教員 ： 山田 哲

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.216

－ 研究目的 －

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。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 方向の繰り返し変形性能の把握を目的
とする。

－ 研究成果・効果 －

水平1方向

水平2方向載荷における破断回数と片振幅の関係

水平2方向の載荷履歴（正円、楕円といった形状及

び振幅）をパラメータとした免震構造用鉛ダンパー
の繰り返し載荷実験の結果について、破断回数と
片振幅の関係を検討した。
水平2方向外力を受ける場合、破断回数は水平1方

向載荷に対する疲労曲線を下回ること、また、同じ
楕円率でも、振幅によって水平1方向載荷に対する

破断回数の低下率が異なることがわかった。これ
は、水平2方向載荷に伴う捩れが繰り返し性能の低
下に影響を及ぼしたためと考えられる。

特定共同研究
東京工業大学 フロンティア材料研究所

山田 哲 (p.6)

国際共同研究 A
University of Hyderabad, India

Gorige Venkataiah  (p.9)
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Passive control technologies for timber structures 
Project Coordinator Name： Andreea Dutu
MSL Faculties： Kazuhiro Matsuda 

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, namely Structural Engineering Research Center, 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 working principles and design methods.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.231

International CRP 2016－Category B

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. 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 developed by prof. Matsuda with Prof.
Kasai, Prof. Sakata and Prof. Yamazaki), 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. The common subject is traditional timber structures and retrofit for
them. Both Romania and Japan have a long tradition in the timber structures
construction and they are also seismic prone countries.

Spectroscopic Study of Topological Insulators and Superconductors
Project Coordinator Name：Alessandra Lanzara (UC Berkeley)
MSL Faculties: Takao Sasagawa

No.33

International CRP 2016－Category B

Web page: http://research.physics.berkeley.edu/lanzara/

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

The spectroscopic-imaging scanning tunneling microscopy (SI-STM) experiments, which can access
electronic states in a wide energy range with high spatial and energy resolutions, have been performed to
study the Zeeman effect of the Landau levels of the helical Dirac fermions on the surfaces of topological
insulators under high magnetic fields.

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.

国際共同研究 B
University of California, Berkeley

Alessandra Lanzara (p.12)

国際共同研究 B
Technical University of Civil Engineering Bucharest

Andreea Dutu (p.14)

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects
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Survivor Analysis Applied To Building Stocks
Project Coordinator Name：David Mukai
MSL Faculties: Susumu Kono

Survivor analysis is applied to 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. 

The project addresses 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? 

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.204

International CRP 2016－Category B

Studies of Crack Development of Corroded RC Members
Project Coordinator Name：Aris Aryanto (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
MSL Faculties：Yasuji Shinohara

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.

‐ Aims of Research ‐

Aryanto, A., and Shinohara, Y., (2016) “Prediction of Cover Crack Propagation on Corroded RC Members”, Proceeding of The 7th Civil Engineering 
Conference in The Asian Region (CECAR 7), Waikiki, Hawaii, USA, August 30 – September 2.

‐ Results ‐

No.226

International CRP 2016－Category B 

For specimens with normal concrete strength (FIG. (a)), the FE result shows a good agreement of crack width with the
experimental results when using ratio volume increase of v = 2. 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. (b), the ratio volume increase of v
= 3 gives a good agreement with test results. A similar behavior is shown for transverse bar stress (FIG. (c) & (d)).

国際共同研究 B
Institut Teknologi Bandung, Indonesia

Aris Aryanto (p.17)

国際共同研究 B
University of Wyoming

David Mukai (p.19)

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects
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Seismic Fragility Assessment Scheme on the Basis of Design Code Stringency
Project Coordinator Name： Iswandi Imran (Institut Teknologi Bandung)
MSL Faculties : Susumu Kono        

Some findings from this research are:  (1) In seismic detailing aspects, the seismic detailing for concrete buildings was first 
specified in Indonesian Concrete Code of 1971. The requirement in this code is 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)
There 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 chosen 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, the performance and the fragility curves of 
the buildings are quite good because of the more strict detailing requirement applied during that era.

The aims of research is to evaluate the seismic fragility of low to high rise reinforced concrete frame 
buildings in Jakarta, built under different periods of seismic design codes of Indonesia. This research will 
develop uniform framework for seismic fragility assessment of building that identify the seismic fragility in a 
relative sense at different periods of time.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.207

International CRP 2016－Category B

Evaluation on the impact resistance of fiber reinforced cement composites 
Project Coordinator Name：Gyuyong Kim (Chungnam National University)
MSL Faculties：Yasuji Shinohara

The aims of this research is to investigate the failure properties of FRCC panels by high-velocity impact 
and dynamic mechanical properties by strain rate. Fiber types are hooked steel fiber, polyamide fiber and 
smooth steel fiber, fiber volume fraction is 2.0%. The diameter and mass of projectiles is 25mm(66.4g). 
The impact velocity is 170m/s. The range of strain rate for evaluating dynamic mechanical properties of 
FRCCs are 10-6∼10-5/s (static), 10-1/s, and 100∼101/s. 

‐ Aims of Research ‐

Paper 1:Comparative assessment of failure characteristics on fiber‐reinforced cementitious composite panels under high‐velocity impact, Composites Part B 99 (2016) 84‐97
Paper 2:Static mechanical properties and impact performance of thin plate amorphous steel fiber reinforced cement composite, Proceedings of the Japan Concrete Institute, 
2016.07.

‐ Results ‐

No.227

International CRP 2016－Category B

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. And it can contribute to the reduction 
of the member’s thickness in the protective 
structure.
The tensile strength was increased 
with the increase of strain rate. The 
tensile properties of FRCCs by 
strain rate was influenced by the 
bonding and pullout of the fiber and 
the matrix. 

国際共同研究 B
Chungnam National University, Korea

Gyuyong Kim (p.22)

国際共同研究 B
Institut Teknologi Bandung

Iswandi Imran (p.26)

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects
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(Development of seismic damage controlling structural systems for quick recovery) 
Project Coordinator Name：Luca Martinelli (Politecnico di Milano) 
MSL Faculties：Susumu Kono

This CRP is a welcomed opportunity to develop a novel connection system that behaves in a stable and 
controlled cyclic way with very low damage. 
• The numerical model developed in the 

previous year of the CRP has been 
re-implemented in OpenSees in view of 
application to full-scale tests.  

• The similarly good results have been traced 
to the small influence of shear distortion on 
the specimen response and on the adopted 
material model for concrete fibers.

• The extension to the study of the response of 
entire buildings is under way. 
At present sub-frames from the E-Defense building have been simulated.

To develop a numerical model of a self‐centering system (unbonded post‐tensioned 
precast members). To extend the numerical model to the response of full‐frames 
adopting said connection technique.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

No.206

International CRP 2016－Category B

Experimental and numerical response in terms of shear force-beam tip 
deflection for specimen PCa13, tested by Kono.

Susumu (Sam) Kono
Assessment of ductile detailing and axial load effects in reinforced concrete walls
Project Coordinator Name： Kenneth J. Elwood, University of Auckland, NZ
MSL Faculties : Susumu Kono

‐ Evaluate seismic performance of ductile concrete walls with detailing required by new 
NZS 3101 (New Zealand Concrete Standard) and AIJ.

‐ Evaluate effect of axial load on drift capacity and failure mode of ductile concrete 
walls.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

No.208

International CRP 2016－Category B
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1. The specimen with 10% axial load failed 
in a tension governed mechanism after 
reaching 3.0% drift.
2. Specimens loaded to 14% and 20% 
failed in brittle compression failure at drift 
capacities of 2.5% and 2.0%, respectively.
3. Extrapolation of results predicts a drift 
capacity of 1.4% for a wall carrying 30% 
axial load. This agrees with past research.
4. Results suggest the detailing in NZS 
3101 is suitable for a ductile wall response 
but the axial load limit of 30% is too high.

国際共同研究 B
University of Auckland/QuakeCore

Ken Elwood (p.29)

国際共同研究 B
Politecnico di Milano
Luca Martinelli (p.32)

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects
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Structural rationale for the formation of growth twins in crystals 
Project Coordinator Name: Massimo Nespolo (Université de Lorraine)
MSL Faculties: Satoshi Sasaki

The 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. 

‐ Aims of Research ‐

Z. Kristallogr., 231 553‐560; Eur. J.Miner., 29, in press (8); Contrib. Mineral. Petrol., submitted

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.14

International CRP 2016－Category B

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.

The common substructure of olivine in the (031) 
twin. Black and white atoms belong to different 
crystals twinned by reflection on the (031) 
plane.

Effect of Deep Sedimentary Basins on Damage in RC Buildings 
Project Coordinator Name： Marc Eberhard (University of Washington)
MSL Faculties:  Susumo Kono

This project will evaluate the effects of deep sedimentary basins on the ground motions 
and expected damage during earthquakes.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.209

International CRP 2016－Category B

Ground-motions measured in deep 
sedimentary basins appear to have much 
larger spectral accelerations across a 
wide range of periods.  This result is 
shown in the figure for the Yufutsu Basin.  
In this figure, the depth to a shear wave 
velocity of 2.5 km/s is used as a measure 
of the depth of the basin.

国際共同研究 B
University of Washington

Marc Eberhard (p.35)

国際共同研究 B
Université de Lorraine

Massimo Nespolo (p.37)
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Development of high-performance concrete core wall buildings
for earthquake applications, Name：Tony Yang (University of British
Columbia) MSL Faculty：KONO Susumu

‐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.

‐Results ‐

International CRP 2016 －Category B

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.205

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 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.

国際研究B（平成28年度）

「強磁性/強誘電体ヘテロ構造における磁気状態の電界制御」
研究代表者 ：鈴木一平（University of Maryland, College Park）
共同研究対応教員：谷山智康

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.38

－ 研究目的 －

近年のエネルギー問題の観点から、低消費電力型スピンデバイスの開発が喫緊の課題となっている。このようの背景のもと強磁性体/強誘電体ヘテ
ロ構造を利用した磁気特性の電界制御が注目を集めているが、電圧印加に伴う界面歪変調を利用した磁気異方性の制御がもっぱらである。そこで
B2規則化したFeRh合金の特異な磁気特性に着目した。FeRh規則合金は、温度や磁場の上昇に伴い反強磁性から強磁性へと磁気転移を示す特異な
合金として知られている。FeRhの磁気状態制御手法の確立を目的とし、反強磁性‐強磁性転移を示すFeRh規則合金と強誘電体とのヘテロ構造化に
取り組み、電界印加による圧電歪によって反強磁性‐強磁性転移を誘起することを試みた。

－ 研究成果・効果 －

Electrode: 
Au(60 nm)/Ti(5 nm)
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分子線エピタキシー(MBE)法を用いて、FeRh規則合金薄膜と強誘電体であるBaTiO3(001)単結晶基板とのヘテロ構造を作製した。VSMを用いて磁
化の温度依存性を調べたところ、このFeRh薄膜が400 K付近で明瞭な反強磁性-強磁性転移を示すことを確認した。
次に、FeRh/ BaTiO3(001)試料を電子線リソグラフィーおよびArイオンミリング法を用いて、写真のようなFeRh細線、電圧印加用電極および電気抵抗
測定用電極からなるデバイス構造を作製することができた。この試料における電気抵抗の温度依存性を調べたところ、反強磁性-強磁性転移に伴う電
気抵抗変化が観測された。

今後は、BaTiO3(001)面内

に電圧を印加し強誘電ドメイ
ンを変調することで圧電ひず
みを誘起し、圧電ひずみが
FeRh細線の磁気転移へ与

える影響を、電気抵抗の電
圧依存性を測定することで
調べる予定である。
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FeRh/BaTiO3の磁化の温度依存性 FeRh細線デバイスの光学顕微鏡写真 FeRh細線における電気抵抗の温度依存性

国際共同研究 B
University of Maryland

鈴木 一平 (p.40)

国際共同研究 B
University of British Columbia

Tony Yang (p.42)
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Seismic Performance of Connections between RC Frames and Steel Roofs
Project Coordinator Name：Yao Cui (Dalian University of Technology)
MSL Faculties: Satoshi Yamada

The project aims to investigate the effect of mortar thickness on the seismic behavior of roof joint for
determining the mechanism of roof joint under horizontal load considering the stress condition and big
deformation of anchor rods. The proposed research will render safe and practical evaluation formula and
design advises of the connection.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.211

International CRP 2016－Category B

1. As the thickness of mortar layer increased, the
failure mode of anchor rod of roof joint was
changed from shear failure mode to bending
failure mode. Therefore, the lateral resistance
of roof joint was reduced as the thickness of
mortar layer increased.

2. 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.

Spectroscopic Studies of Layered Materials having Distinct
Transport Properties
Project Coordinator Name：Worawat Meevasana (Suranaree Univ. of Tech.)
MSL Faculties: Takao Sasagawa

No.32

International CRP 2016－Category B

Web page: http://personal.sut.ac.th/worawat/

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

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. We
have used angle resolved photoemission spectroscopy to investigate the band structure of ReS2, a TMDC
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 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.

国際共同研究 B
Suranaree University of Technolog

Worawat Meevasana (p.45)

国際共同研究 B
Dalian University of Technology, P.R. China

Yao CUI (p.47)

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects
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Double‐K braced reinforced concrete frames with buckling 
restrained braces for seismic protection 
Project Coordinator Name： Zhe Qu MSL Faculties: Shoichi Kishiki

This project aims at the development an innovative buckling restrained braced reinforced concrete (RC)
frame structure with the buckling restrained braces (BRBs) configured in a double-K configuration. The
proposed double-K braced frame is expected to impose little tensile force on steel-to-concrete connection
because of the unique configuration of the BRBs.

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.217

International CRP 2016－Category B

Cyclic loading test of BRB connection

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
joints performed well and exhibited no significant damage.
For larger load, the joints showed different failure pattern
depending on the anchoring methods. 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.

Observation and Manipulation of Exotic Topological Electronic States
Project Coordinator Name：Yulin Chen (Oxford University)
MSL Faculties: Takao Sasagawa

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.31

International CRP 2016－Category B

Web page: http://www.arpes.org.uk/

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

A Topological Nodal Line Semimetal (TNLS) is predicted where its conduction and valence band form a
degenerate 1D line which is further protected by its crystal symmetry. In this work, we systematically
investigated the bulk and surface electronic structure of the non-symmorphic, TNLS in InBi with strong
spin-orbit coupling by using Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES).

Fig. 1(a) shows both the Fermi surface and the band
dispersions along high symmetry directions. 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.

国際共同研究 B
Oxford University
Yulin Chen (p.50)

国際共同研究 B
Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration

Zhe Qu (p.52)
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フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.56

－ 研究目的 －

－ 研究成果・効果 －

一般研究B（平成28年度）

「ナノインデンテーション法による高温の力学特性評価 」
研究代表者 ：赤津 隆（佐賀大学）
共同研究対応教員：若井史博

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。

ホットステージとレーザー局所加熱を併⽤し冷却システムを導⼊することにより、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（図１）。試料温度はサーモカメラにより測定し制御した（図２）。サファイア製球形圧⼦を⽤いたMullite 基板上Yb2Si2O7
膜の500℃での⾼温インデンテーション試験により得られた荷重-押し込み曲線(図３)を解析することにより、500℃でのヤング率
147±6.2GPaを得た。

学会発表︓鶴丸 慧・篠⽥ 豊・若井史博、⾚津 隆 ︓ナノインデンテーション試験による耐環境性コーティングの⾼温におけるヤング率測定,
⽇本セラミックス協会第29回秋季シンポジウム（広島⼤学）

サファイア製球形圧⼦を⽤いたMullite 基板上Yb2Si2O7膜の⾼温インデンテーション

図１ 図２ 図３
500℃

一般研究B（平成28年度）

「ブレース接合部の耐震設計法の高度化」
研究代表者 ：浅田 勇人（神戸大学大学院・工学研究科）
共同研究対応教員：吉敷 祥一

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.219

－ 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。

－ 研究成果・効果 －
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lb=(1-kakb)Lb図1に示す力学モデルに基づき，両側ガセットプレート

の曲げ剛性・耐力の相違を考慮した首折れ座屈およ
び曲げ座屈荷重に関する算定式の誘導を行った。さ
らに数値解析による127ケースのパラメトリックスタ

ディーから，両座屈モードに対応する力学モデルを用
いて座屈荷重を精度良く算定できることを確認した。
また，座屈モードを全ケースの94％で正しく判別する
ことができた（図2）。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。

図1 力学モデル

図2 算定結果と数値解析の比較

一般共同研究 B
佐賀大学 芸術地域デザイン学部

赤津 隆 (p.54)

一般共同研究 B
神戸大学 大学院工学研究科

浅田 勇人 (p.55)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：石橋隆幸（長岡技術科学大学大学院工学研究科）
共同研究対応教員：谷山智康

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.39

－ 研究目的 －

学会発表：箸中貴大、佐々木教真、石橋隆幸、加藤剛志、岩田聡、谷山智康、13p‐P8‐23、第７７回応用物理学会秋季学術講演会、2016/09/13〜16
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、17a‐501‐10、第64回応用物理学会春季学術講演会、
2017/3/14〜17

ビスマス置換ガーネットなどの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。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。大きな磁気光学効果を有する

－ 研究成果・効果 －

Nd3-xBixFe5-yGayO12薄膜の磁歪定数を調査した。

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種類の手法を用いて評
価を行った。その結果、GGG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。多結晶の場合に
は、磁歪定数sとして10-6〜10-7の値
が得られた。 歪みを導入して磁気光学効果を測定

するために作製した試料ホルダー 歪みを導入して測定したファラデーヒステリシス曲線

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.42

－ 研究目的 －

光音響イメージング用ナノ粒子プローブの新しい作製手法として、液中レーザーアブレーション法を検討する。近
赤外域に強い吸収を持つ非発光性の材料として有機顔料ナノ粒子に着目し、生体に有毒とされる有機溶媒を全
く用いることなく、安定なナノ粒子コロイドの作製手法の確立を目指す。

－ 研究成果・効果 －

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：朝日剛（愛媛大学 大学院理工学研究科）
共同研究対応教員：中村一隆

液中レーザーアブレーション法による近赤外吸収ナノ粒子コロイドの作製

「生体の窓」と呼ばれる波長700～900nmに強い吸収を持つ安定なナノ粒子コロイドの作製に成功

有機溶媒フリーの高分散安定、高濃度ナノ粒子コロイド

一般共同研究 B
愛媛大学 大学院理工学研究科

朝日 剛 (p.58)

一般共同研究 B
長岡技術科学大学 大学院

石橋 隆幸 (p60)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：大石克嘉（中央大学理工学部応用化学科）
共同研究対応教員：真島 豊

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.20

－ 研究目的 －

我々は，昨年度までに，中心にSiが存在する自己発熱機能をもつ固体型CO2吸収材の作製に成功した。しかし
ながら，その製造工程は，Siの線もしくはSi板の表面酸化のための高温酸化工程1に続き，その酸化ケイ素相に
Li2CO3を反応させる事によりCO2吸収物質であるLi4SiO4相を生成させるための工程2の計二段階の工程が必
要であった。本研究では，その製造工程を一段階で終了させる新しい製造工程を見出す事を目的としている。

－ 研究成果・効果 －

Si/SiOx/Li4SiO4 CO2吸収コンポジットの製造において，これ
まで二段階を要した製造工程を，一段階にスリム化する事を
検討した。その結果，これまでの製造工程中の工程1(高電力
と高温が必要であったSiの表面酸化工程)が不要となる工程を
見出した。その工程とは、Si表面とLi2CO3を直接反応させる
事によるCO2吸収物質であるLi4SiO4の一段階の生成工程で
ある。この直接反応が実現した理由は，反応物の1つである
Li2CO3の融解により，反応性の低い固－固反応が反応性の
高い液－固反応に変化したためと考察される。右図は，本製
造工程で作製したSi/SiOx/Li4SiO4 CO2吸収コンポジットの
SEM画像と元素分析の結果である。Li4SiO4層中には，
Li4SiO4の式量に互いO(酸素)が多く存在する事が確認される。

発表論文・関連論文：
渡邉晃平・古藤大輝・岡研吾・大石克嘉・小林亮太・真島豊,日本セラミックス協会第29会秋季シンポジウム，3N‐04, 2016.09

Effects of ferroelectrics on the spin dynamics of ferromagnetic/ferroelectric 
heterostructured thin films 

Project Coordinator Name : Shinji Isogami
MSL Faculties : Tomoyasu Taniyama

Judging from the M-H curves for both the 
temperature,  magnetocrystalline anisotropy
was considerably different. The in-plane 
magnetocrystalline anisotropy constant (K) 
was estimated to be 7.4×105 erg/cm3 for
230 K, however, 0.36×105 erg/cm3 for RT. 
Judging form the analysis associated with

the strain, the drastic change in the K value 
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 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.

‐ Aims of Research ‐

S. Isogami and T. Taniyama, The 64th JSPS Spring Meeting, 14p‐P10‐55 (2017). 

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.40

General CRP 2016－Category  B

-1000 0 1000
-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

H (Oe)
M

 (e
m

u/
cm

3 )

-100 0 100
H (Oe)

230 K RT

EA
HA

BaTiO3 sub. (001)

Ta  0.8 nm

Co10Fe74B16 15 nm

Ru 1 nm
Ta 2 nm

一般共同研究 B
福島工業高等専門学校

磯上 慎二 (p.62)

一般共同研究 B
中央大学 理工学部応用化学科

大石 克嘉 (p.65)
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一般研究B（平成28年度）

「新規鉛・ビスマス含有酸フッ化物の高圧合成」
研究代表者 ：岡 研吾（中央大学理工学部）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.4.2

－ 研究目的 －

本研究課題では、Pb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
物質の探索を行った。アニオン複合化の研究対象として、PbVO3を選んだ。この物質は、高圧下で正方晶から立

方晶へと巨大な体積収縮を伴う構造相転移を起こすことから、巨大負熱膨張の候補材料として期待されている。
本研究では、アニオン複合化により相転移圧力を常圧まで下げ、巨大負熱膨張を実現することを試みた。

－ 研究成果・効果 －

東研究室の高圧合成装置を共同利用し、PbVO3-xFxの合成を行った。結
果、全ての試料においてペロブスカイト相が得られた。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。このこと
は、構造歪みを安定化しているV4+の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。

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。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。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。

Figure 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。

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：大久保晋（神戸大学分子フォトサイエンス研究センター）
共同研究対応教員：笹川崇男

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.35

－ 研究目的 －

サイクロトロン共鳴により、Bi系３次元トポロジカル絶縁体の候補物質であるBi2Se3のフェルミ面近傍の線形分散
を実験的に直接的に検証する。サブテラヘルツに至る極めて広い帯域の多周波数サイクロトロン共鳴により、
ディラック電子状態のフェルミ速度を高精度に決定し、この系の特異な物性の重要なパラメータを与える。

薄膜試料測定に向けて、これらの装置を高感度化させるクライオスタットの開発を行う。

－ 研究成果・効果 －

テラヘルツ光 サイクロトロン共鳴装置の概念図

Trigger

開 発 し た
装 置 に よ
る ESR 測
定結果（希
釈 さ れ た
NaCuMoO4

(OH)

一般共同研究 B
神戸大学 分子フォトサイエンス研究センター

大久保 晋 (p.68

一般共同研究 B
中央大学 理工学部応用化学科

岡 研吾 (p.69)

)
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一般研究B（平成28年度）

「結晶性シリカの構造解析」
研究代表者 ：梶原浩一（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）
共同研究対応教員：平松秀典

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.46

－ 研究目的 －

L. Skuja, ○梶原浩一, J. Grube, 細野秀雄, 結晶性SiO2における酸素ダングリングボンドの発光, 応用物理学会第64回春季学術講演会16p‐213‐11, 平成29年3月16日
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 121, 5261‐5266 (2017)

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
(EPR)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。

－ 研究成果・効果 －

• 線照射後、 300°Cで熱処理した高純度単結晶-石英の室温角

度分解EPR測定によって、 ケイ素ダングリングボンド(E’中心)以
外に、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-石英における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。

• 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(右図)。

一般研究B（平成28年度）

「トポロジカル半金属候補物質の結晶育成と物性」
研究代表者 ： 岡本 佳比古（名古屋大学大学院工学研究科）
共同研究対応教員 ： 笹川 崇男

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.34

－ 研究目的 －

関連論文 ： Y. Okamoto, T. Inohara, A. Yamakage, Y. Yamakawa, and K. Takenaka, J. Phys. Soc. Jpn. 85, 123701 (2016).
発表論文 ： 井ノ原拓実ら、日本物理学会秋季大会 16aBG‐11、和田泰地ら、日本物理学会第72回年次大会 18aB12‐11

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、理論・実験の両面から大きく注目されてい
る。本課題では、波数空間の円環上でゼロギャップ状態となるラインノードディラック半金属CaAgX (X = P, As)に
着目し、単結晶育成・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。

－ 研究成果・効果 －
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A. Yamakage et al., J. Phys. Soc. Jpn. 
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・CaAgAs単結晶の
キャリア濃度と易動度

ディラック環の実現が期待される候補物質CaAgX (X = P, As)のうち、X = Asにおいて最大数 mmの大きさの単結晶の合成に
成功した(中図)。合成した単結晶を用いたHall抵抗測定により、ディラック点の存在を反映した低キャリア濃度と高易動度が実
現していることを明らかにした(右図)。

一般共同研究 B
名古屋大学 大学院工学研究科

岡本 佳比古 (p.71)

一般共同研究 B
首都大学 東京大学院都市環境科学研究科

梶原 浩一 (p.73)
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一般研究B（平成28年度）

「 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」
研究代表者 ：加納伸也（神戸大学大学院工学研究科）
共同研究対応教員：真島豊

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.21

－ 研究目的 －

発表論文： Y. Higashikawa, Y. Azuma, Y. Majima, S. Kano, and M. Fujii, Appl. Phys. Lett. 109, 213104 (2016).

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、電子一つを検知可
能な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。本研究では、シリコン(Si)ナノ結
晶と電極間隔がナノメートルオーダーで制御された金(Au)ナノギャップ電極を組み合わせ、室温で動作する単電
子素子の構築をめざす。

－ 研究成果・効果 －

(3-mercaptopropyl)trimethoxysilane(3-MPTS)を用いて
Siナノ結晶をAu膜上に吸着させる手法を用いた。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。このチオール
基を介して、Siナノ結晶とAuを化学的に結合させる。

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。Siナノ結晶が吸着したAu膜の表
面形状を、原子間力顕微鏡(AFM)および走査型電子顕微
鏡(SEM)で評価した。どちらの像においても、白い輝点で
Siナノ結晶が観察されている。この結果から、3-MPTSを介
して、Siナノ結晶がAu上に化学的に吸着したと考えられる。

一般研究B （平成28年度）

「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‐」
研究代表者 ：片瀬貴義（北海道大学 電子科学研究所）
共同研究対応教員：平松秀典

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.47

－ 研究目的 －

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).

酸化ニオブ（NbOx）は、Nbカチオンの酸化状態によって、透明絶縁体から金属・超伝導に至るまで様々な物性を示すことが知られて
おり、酸素濃度（x）制御により光・電子物性を大きく変調させることが可能である。特にNbOxは、室温でアモルファス化が可能なため、
フレキシブルデバイスとして期待できるが、これまで光・電子物性に関する報告例は無かった。本研究では、新しい機能性薄膜デバ
イス創製を目指して、xの異なるアモルファスNbOx薄膜を作製し、その薄膜構造と光・電子物性を明らかにすることを目的とした。

－ 研究成果・効果 －

表面粗さ 19 pm

成膜時の酸素圧に寄らず、
原子レベルに超平坦な薄膜表面を作製可能

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き、
キャリア濃度変調により、電気伝導度を4桁変調可能
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一般共同研究 B
北海道大学 電子科学研究所

片瀬 貴義 (p.74)

一般共同研究 B
神戸大学 大学院工学研究科

加納 伸也 (p.77)
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一般研究B（平成28年度）

「免震構造物の極限挙動解析システムの開発」
研究代表者 ：菊地 優（北海道大学 大学院工学研究院）
共同研究対応教員：吉敷祥一

Ｏｌｉ

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.218

－ 研究目的 －

本田ほか：錫プラグ入り積層ゴムの熱・力学連成挙動解析，日本建築学会大会（中国）学術講演梗概集，2017.8（投稿予定）

本研究は、2011年東日本大震災を契機に着目されるようになった過大地震入力に対する免震構造物の極限挙
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を目的とする。米国UC Berkeleyで開
発・運用されているオープンソース構造解析システムOpenSeesをプラットフォームとして開発を行い、解析手法

を実装することで、研究成果の世界展開を図る。

－ 研究成果・効果 －

2016年度は長時間地震動に対する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、支承減衰一体
型積層ゴムの一つである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。

熱・力学連成解析のフロー 連続加振試験の解析 荷重変形関係

試験体形状
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一般研究B（平成28年度）

「ミストCVD法で作製した磁性膜の特性評価」
研究代表者 ：川原村敏幸（高知工科大学･総合研究所）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.51

－ 研究目的 －

http://www.nano.kochi‐tech.ac.jp/tosiyuki/index.html

ミストCVDは最近の研究のおかげで、非常に高品質な機能膜を形成できる技術に進化してきた。特に

コランダム型構造を有する薄膜を作製すると非常に高品質な結晶薄膜を作製することが可能である。本
研究では、ミストCVDで作製した機能膜が、磁気特性の観点からどの程度の質なのかを確認するために
行った。

－ 研究成果・効果 －

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。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。

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等の不純物を数％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�S���D���D����S‐��を用いて300～10Kと冷却さ
せながら磁化を測定した。また室温にお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。
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一般共同研究 B
高知工科大学 総合研究所

川原村 敏幸 (p.79)

一般共同研究 B
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：木村祥裕（東北大学）
共同研究対応教員：笠井和彦

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.201

－ 研究目的 －

1) 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

2) 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

ダンパーから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。しかし，現行の規定は
作用軸力比が梁降伏軸力の15%を超える場合に柱の幅厚比梁を準用するに留まっており，梁の性能を適切に捉
えられていない。本研究では，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，連成座屈が保有性能に与える影響を検討し，幅厚比指標による評価を試みる。

－ 研究成果・効果 －
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結果の関係2)

繰り返し載荷実験及び数値解析 梁の面外曲げ歪による
連成座屈の検討

フランジ幅，材長に関する
指標を考慮する必要性

図2 梁の面外曲げ歪（材長1500mm）
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一般研究B（平成28年度）

「アモルファス酸化物半導体薄膜の磁気抵抗効果の解析」
研究代表者 ： 木村睦 （龍谷大学 理工学部 電子情報学科）
共同研究対応教員 ： 神谷利夫

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No. 10

－ 研究目的 －

・ A. Fukawa, K. Imanishi, S. Miyamura, T. Matsuda, and M. Kimura, Magnetoresistance Effect of Ga‐Sn‐O Thin‐Film Device, IMFEDK 2016, pp. 68‐69, June 2016
・ 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, EID2016‐13, pp. 19‐22, 2016年12月
・ R. Nomura, A. Fukawa,, K. Imanishi, H. Fukushima, R. Okamoto, M. Kimura, and  T. Matsuda, Magnetoresistance Effect of Ga‐Sn‐O Film deposited using Mist Chemical 
Vapor Deposition, IMFEDK 2017, to be published

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、発生メカニズムを明らかし、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、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。

－ 研究成果・効果 －

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、その公開のなかで、明らかにしてゆきたい。
しかしながら、いっぽうで、残念ながら、そのほかのほとんどの実験で、顕著な磁気抵抗効果とその傾向は得られ
なかった。今後はその理由について考察したい。

In-Ga-Zn-O薄膜の電極の違いと
磁気抵抗効果の正負

成膜後のGa-Sn-O薄膜の磁気抵抗効果
弱いながらも負の磁気抵抗効果を示す

一般共同研究 B
龍谷大学 理工学部

木村 睦義 (p.83)

一般共同研究 B
東北大学

木村 祥裕 (p.86)
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一般研究B（平成28年度）

「OHF置換したSuper hydrous phase B相の圧縮特性」
研究代表者 ：栗林 貴弘（東北大・院理）
共同研究対応教員：佐々木 聡

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.15

－ 研究目的 －

Super hydrous phase B構造中のOHをFで完全に置換した相を高温高圧条件下で合成し，OHF置換に伴う
圧縮特性を精査することを目的として，高圧下その場放射光単結晶X線回折実験を行った．得られた回折強度
データから結晶構造の精密化し， OH端成分の高圧構造データとの比較・検討をすることで圧縮特性に関して精
査した．

－ 研究成果・効果 －

Super hydrous phase B構造におけるOHF置換に伴う圧縮特性を精査
するために，F端成分のsuper hydrous phase B相を合成し，高圧下その場
放射光単結晶X線回折実験をおこなった．
その結果，F置換したsuper hydrous phase B相の体積弾性率は154(3)

GPaであり，OH端成分の場合(145 GPa, Kudoh et al. 1994;142.5 GPa,
Crichton et al., 1999)と比べて７−１０％程度大きい値を取ることが明らかと
なった．また，F置換により構造はより密になり，これに伴って弾性的に硬くな
ることが明らかとなった．この傾向は，体積弾性率とFilling Factorならびに
Packing Indexの関係における，アルファベット相における水素結合形成相
の場合とは異なるトレンドにのることが新たに明らかになった． Figure 1

関連文献：Kuribayashi et al.  (2008), Phys. Chem. Mineral., 35, 559‐568.

一般研究B（平成28年度）

「(Al,Fe)2O3固溶体の高圧合成と磁気特性」
研究代表者 ：草野圭弘（倉敷芸術科学大学・芸術学部）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.3

－ 研究目的 －

-Fe2O3型Al2-xFexO3固溶体の高圧合成を試み、その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検討した。

－ 研究成果・効果 －

大気中で熱処理した試料は、ヘマタイト(-Fe2O3)およびコランダム
(-Al2O3)の2相であったが、酸素中で熱処理した試料は、ほぼ-
Fe2O3型 Al2-xFexO3固溶体単相であった。

一方、高圧下で熱処理した試料はヘマタイトおよびコランダムの2
相共存であった。

図1 Fe/Al=0.6/0.4の原料を、大気中にて500℃で1h熱分解した試料し、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℃で24h
焼成した試料(b)およびKClO4を混合し、105tで加圧して1400℃で30m熱処理
した試料(c)のXRDパターン。

一般共同研究 B
倉敷芸術科学大学 芸術学部

草野 圭弘 (p.89)

一般共同研究 B
東北大学 大学院理学研究科

栗林 貴弘 (p.91)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：越川武晃（北海道大学）
共同研究対応教員：篠原保二

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No. 228

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：
越川武晃，篠原保二：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する検討，日本建築学会大会学術講演梗概集，
C‐2構造IV，781‐782，2016

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。しかし、その効
果に及ぼす梁端ダンパーの性能や配置などの影響は必ずしも明らかではない。本研究では、摩擦型の梁端ダン
パーを梁側面や梁下端のみに設置したアンボンドPCaPC部分架構を対象とし、種々のパラメータがエネルギー
吸収性能に及ぼす影響について解析的な検討を行った。

－ 研究成果・効果 －

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、等を明らかにできた。

梁側面に摩擦ダンパー

梁下端に摩擦ダンパー

梁側面に摩擦ダンパー 梁下端に摩擦ダンパー

アンボンドPCaPC部分架構
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 聲高裕治（京都大学）
共同研究対応教員 ： 吉敷祥一

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.216.2

－ 研究目的 －

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。建物が任意方向の地震動を
受けるとき，せん断パネルは面外変形が生じた状態で，面内にせん断塑性変形しなければならない。本研究では，
せん断パネルが２方向の水平力を受けるときの構造性能を実験によって把握することを目的としている。

－ 研究成果・効果 －

載荷方向をパラメータとした
構造実験を実施

荷重変形関係に与える載荷方向の影響が小さいこと，
面外変形が大きくなると早期に耐力が低下することを確認
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一般共同研究 B
京都大学

聲高 裕治 (p.93)

一般共同研究 B
北海道大学 大学院工学研究院

越川 武晃 (p.94)
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一般研究B（平成28年度）

「山形鋼の高力ボルト接合部に対する簡便な耐震補強」
研究代表者 ：薩川 恵一（愛知工業大学工学部建築学科）
共同研究対応教員：吉敷 祥一

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.220

－ 研究目的 －

梶間夏美,吉敷祥一,薩川恵一:山形鋼筋かい端接合部に対する乾式補強に関する実験,日本建築学会関東支部研究発表会,2016.2

本研究では、山形鋼高力ボルト接合部に対する補強方法を対象として、載荷実験及び数値解析により、補強の
効果を把握するとともに、既往の実験結果を含めた分析を通して補強設計法を整理して、提示することを目的と
する。

－ 研究成果・効果 －
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様々なパラメータを置いて検討

解析結果

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。
連結ボルトを既存ボルトより前方に配置することで、保有耐力接合を満たす補強効果が得られると考えられる。

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：坂本 雅典（京都大学 化学研究所）
共同研究対応教員：真島 豊

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.23

－ 研究目的 －

参考文献：P. Uky Vivitasari, Y. Azuma, M. Sakamoto, T. Teranishi, and Y. Majima
"Coulomb Blockade and Coulomb Staircase Behavior Observed at Room Temperature“ Mater. Res. Exp., 4, 024004 (2017). 

本研究ではボトムアップ手法を用いた室温駆動単電子トランジスタの創製を目指し、クーロン島として働く金クラ
スターの合成とその性能評価を行った。ボトムアップにより合成された金クラスターは、表面の保護配位子に由来
する高いトンネル抵抗がトランジスタに応用する際の障害となっている。我々は金クラスター上にポルフィリンを
平面的に配位させることにより、有機配位子と金との相互作用を利用してトンネル抵抗を低減することを試みた。

－ 研究成果・効果 －

a) b)
a) ポルフィリンと金クラス
タ-間に働く相互作用、b) 単
電子トランジスタの構造。
ポルフィリン-金クラスター

間に働く相互作用を利用す
ることで、電極と金クラス
ター間のトンネル抵抗を制
御し、室温駆動単電子トラ
ンジスタの実現を目指した。

一般共同研究 B
京都大学 化学研究所

坂本 雅典 (p.96)

一般共同研究 B
愛知工業大学

薩川 恵一 (p.97)



22

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.216.3

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 白山 敦子（大阪工業大学）
共同研究対応教員 ： 佐藤 大樹

－ 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。

－ 研究成果・効果 －

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。

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、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。

El Centro NS波入力時における
免震層の残留変位の時刻歴
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一般研究B（平成28年度）

「バルク固体中のコヒーレントフォノン計測」
研究代表者 ：鹿野 豊（分子科学研究所 協奏分子システム研究センター）
共同研究対応教員：中村一隆

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.43

－ 研究目的 －

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。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。

－ 研究成果・効果 －

ダイヤモンド光学フォノンのコヒーレント制御

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.

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]。

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。

一般共同研究 B
分子科学研究所 共奏分子システム研究センター

鹿野 豊 (p.99)

一般共同研究 B
大阪工業大学

白山 敦子 (p.100)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 竹中康司（名古屋大学）
共同研究対応教員 ： 東正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.1

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文 ：
[1] K. Takenaka et al., Nature Commun. 8 (2017) 14102.

Mn3(Zn, Sn)Nをはじめとした「相転移型巨大負熱膨張材料」をエポキシ等の熱硬化性樹脂と複合し、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や、東の開発したビスマス・ニッ
ケル酸化物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。それぞれが蓄積してきた知見をお互いに取り込み、飛躍的に研究を進展させる。

－ 研究成果・効果 －

①層状ルテニウム酸化物Ca2RuO4-yの巨大負熱膨張[1]

酸素量を減じた（y～0.2）Ca2RuO4-y焼結体の示す巨大負熱膨張

大きな体積変化量（6.7%）と広い動作温度域（135-345 K, ΔT = 210 K）

ユニット・セルの体積変化量（～1%）では説明できない、材料組織的効果

異方的な熱膨張を示す結晶粒と空隙とからなる構造体の負熱膨張：負熱膨張の新しいパラダイム

②エポキシ樹脂との複合化

RuサイトのFe部分置換：負熱膨張の動作温度域拡張（100-500 K, ΔT = 400 K ）と線形性向上

50vol%-Ca2Ru0.92Fe0.08O4-y/エポキシ複合材料：5-400 Kで、熱膨張がほとんどゼロに

層状ルテニウム酸化物の熱膨張抑制能力の実証
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実験結果

接着剤考慮

付着無し

完全付着

軸力：0 kND16

一般研究B（平成28年度）

「耐震補強構造物の接合部におけるせん断応力伝達機構を解明するための

解析的研究」
研究代表者 ：髙瀬 裕也（室蘭工業大学）
共同研究対応教員：氏名 篠原保二

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.229

－ 研究目的 －

耐震補強構造物では，その接合部に接着系あと施工アンカーが用いられる。本研究の目的は，接着系あと施工
アンカーのせん断応力伝達機構において，①せん断応力と引張応力による組合せ応力下の挙動，②接着剤の
付着特性とせん断抵抗性能の関係を明らかにすることである。

－ 研究成果・効果 －

本研究では，一定引張力を与えたせん断載荷実験および，これを模擬する2次元有限要素解析を実施した。

この結果得られた主な知見は，下記の通りである。

せん断力を受ける接合部の最小主応力度分布

N/mm2

ずれ変位0.1mm ずれ変位2.0mm

1)接着剤の付着特性は，接着

系あと施工アンカーのせん断
伝達に影響を与える。

2)本実験で用いた接着剤の付
着強度 (max=19.6N/mm2)が
あれば，接着剤がせん断伝
達に及ぼす影響は小さい。

3)最小主応力度分布によるコン

クリートの支圧応力場の変容
は，せん断荷重-ずれ変位曲
線の傾向と一致する。

せん断荷重-ずれ変位曲線

一般共同研究 B
室蘭工業大学

髙瀬 裕也 (p.103)

一般共同研究 B
名古屋大学

竹中 康司 (p.106)



24

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：田中 諭 （長岡技術科学大学）
共同研究対応教員：若井 史博 教授

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.24

－ 研究目的 －

発表論文：T.Hondo, Z.Kato, K.Yasuda, F.Wakai, S.Tanaka, Coarse pore evolution in dry‐pressed alumina ceramics during sintering, Adv. Powder Technology, 27.
1006‐1012 (2016)

バルク形状の多結晶セラミックスの構造および寸法制御には、実際の成形体から焼結体までの構造観察に基づ
く解析が、直接的なアプローチである。本研究では、種々の制御された条件で作製された、成形体から焼結体ま
での構造発達過程をマイクロコンピュータトモグラフィを用いて、連続的に観察する。マクロなレベルでの観察結
果により、粗大欠陥の発生と成長過程を明らかにする。

－ 研究成果・効果 －

Fig.1 成形体の薄片浸液透光写真。
(上)バインダあり、(下)バインダなし

Fig.2 焼結時の同じ個所のマイクロCTによる気孔分布画像
(上)バインダあり、(下)バインダなし

成形時に顆粒痕が残存する。焼
結の進行とともに、顆粒内の一次
粒子の焼結で排出された気孔が、
顆粒間の気孔にとりこまれ、顆粒
間気孔が粗大化する。

900℃ 1300℃成形体

バインダを含まない顆粒を用いて、
成形時の構造を均一にすると、粗
大欠陥の発達を抑止することが可
能となる。

一般研究B（平成28年度）

「単結晶RFe2O4‐δ（R：希土類）の電気磁気応答」
研究代表者 ：田中勝久（京都大学 大学院工学研究科 材料化学専攻）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.52

－ 研究目的 －

学会発表：１）小西伸弥・有馬孝尚・田中勝久，日本物理学会2016年秋季大会，金沢，2016年9月14日
２）小西伸弥・鈴木元也・北條元・東正樹・有馬孝尚・田中勝久，第77回応用物理学会秋季年会，新潟，2016年9月15日
３）田中勝久・小西伸弥・有馬孝尚，第64回応用物理学会春季学術講演会合同セッションK 「金属酸化物の結晶物性に迫る」，横浜，
2017年3月15日（招待講演）

一連のRFe2O4化合物は磁気転移とともに電荷の秩序－無秩序転移が見られる興味深い系である。なかでも構
造や物性に関する報告が最も多いLuFe2O4は、強誘電体であるか否かについて多くの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を対象に圧電応答顕微鏡を用いて誘電特性を明らかにした。

－ 研究成果・効果 －

圧電応答顕微鏡を用いて、室温において単結晶LuFe2O4のc軸に平行に電場を印加し、誘電分極の位相と歪みの
大きさを測定

Polarization (phase) and displacement as a function of dc electric
field for single-crystalline LuFe2O4 at room temperature

 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。

 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。

LuFe2O4は室温において圧電体ならびに強誘電体

 YFe2O4、TmFe2O4、LuFe2O4の抗電場の大きさと

希土類のイオン半径との間に相関がある可能性

一般共同研究 B
京都大学 大学院工学研究科

田中 勝久 (p.109)

一般共同研究 B
長岡技術科学大学

田中 諭 (p.111)
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一般研究B（平成28年度）

「ユビキタス元素酸化物による新規機能性誘電体の開発」
研究代表者 ：谷口博基（名古屋大学）
共同研究対応教員：安井伸太郎

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.53

－ 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。

－ 研究成果・効果 －

新しい強誘電性層状シリケートの創出
(Bi1-xPbx)2SiO5 [0<x≦0.2]

新しい強誘電性充填アルミネートゼオライトの創出
(Ca1-xSrx)8[AlO2]12(MoO4)2 [0<x≦0.2]

J. Mater. Chem. C 4 (2016) 3168-3174. physica status solidi RRL - Rapid Research Letters (in press)
Physical Review Applied (in press)

(Bi1-xPbx)2SiO5
[0<x≦0.2]

(Ca1-xSrx)8[AlO2]12(MoO4)2 [x=0.16]

測定周波数

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 谷昌典（京都大学）
共同研究対応教員 ： 河野進

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.216.1

－ 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。

－ 研究成果・効果 －

(a) 曲げ略算＋Paulay式

破壊形式予測結果

(b) 断面解析＋Schuler式

過去に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，

各評価手法を適用して予測精度について検討

（例）脚部せん断すべり挙動に関する検討
Paulay式，Eurocode式およびSchuler式を，
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関する
知見を得た。

発表論文 ： Netrattana C., Kono S., Watanabe H., Tani M., Sakashita M: ULTIMATE DRIFT CAPACITY OF RCSHEAR WALLS, The 3nd Joint Workshop on 
Building / Civil Engineering between Tongji & Tokyo Tech August 2-4, 2016, Tokyo Institute of Technology, Yokohama, japan, C2, pp. 139-142, 2016. など

一般共同研究 B
京都大学

谷 昌典 (p.113)

一般共同研究 B
名古屋大学 大学院理学研究科

谷口 博基 (p.115)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：寺西貴志（岡山大学）
共同研究対応教員：安井伸太郎

応用セラミックス研究所 共同利用研究 No. 55

－ 研究目的 －

こちらの欄には、URLや掲載論文等PRしたいものがある場合は自由にご記載ください。
発表論文・関連論文：[1] T. Teranishi et al., Appl. Phys. Lett. 105, 143904 (2014)., [2] T. Teranishi et al., ECS Electrochemistry letter.,4, A137 (2015).
[3] T. Teranishi et al., Jpn. J. Appl. Phys., 54,10NB02 (2015)., [4] T. Teranishi et al., J. Ceram. Soc. Jpn. 124, 659-663 (2016).
[5] S. Takeuchi et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 7901 (2015).

パルスレーザー堆積法(Pulsed Laser Deposition, PLD)を用いて厚さをナノスケールで制御した強誘電体BaTiO3 (BT)
を固体電解質界面(SEI)として，活物質LiCoO2(LC)上に積層させた二次元正極膜を作製し，強誘電体の膜厚や被覆形態
が高速充放電特性に及ぼす影響について定量的に調査する．膜構造を最適化することにより，最終的に，超高速レート
100C(満充放電時間36秒)において充放電可能な革新的リチウムイオン電池を実現する．

－ 研究成果・効果 －

PLD法によりBT表面被覆率を制御したBT-LCナノ積層正極膜の作製を
行い，それらの電池特性評価を行った．右図に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た．70%以上の高被覆率
においては高レート容量は減少に転じることが分かった．これまでに，強
誘電体－活物質－電解液の三相界面付近において活性なLiイオンの拡
散パスが存在すると推定している．BT被覆率の増大に伴い，上記三相界
面の密度は増大する一方，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等により，
レート特性は悪化したと推察した．In-situインピーダンス測定により，ドッ
トBTを被膜させた試料では電荷移動抵抗Rctが大幅に低減することも明
らかとなった．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．

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.230

－ 研究目的 －

－ 研究成果・効果 －

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 塚越雅幸（徳島大学）
共同研究対応教員 ： 篠原保二

ポリマーセメント系塗膜防水材は建築物の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，構成材料であるポリマーとセメント，砂の熱伝導率や比熱の違
いに着目し，比較的大面積での測定が可能である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。

発表論文・関連論文 ：
豊田啓生，塚越雅幸，上田隆雄，石川真志：アクティブサーモグラフィ法によるポリマーセメント系塗膜防水層の初期不具合の検出方法の検討，2016年度 第87回 日本
建築学会関東支部研究発表会 優秀研究報告集, 2017.3

厚い 薄い 高P/C 低P/C

剥離部

15.40℃

加熱終了直後のポリマーセメントの温度分布

18.03℃ 19.96℃

16.94℃ 16.09℃

18.41℃
赤外線カメラ

ランプ（熱源）

試験体

加熱
（10 m）

アクティブサーモグラフィ法による試験状況

アクティブサーモグラフィ法によるポリマーセメント系防水層の不具合箇所の推定試験

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。また、継続して不具合度の程度や劣化度などの判
定方法について継続して研究を行っている。

一般共同研究 B
徳島大学 大学院
塚越 雅幸 (p.116)

一般共同研究 B
岡山大学

寺西 貴志 (p.118)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 中村貴宏（東北大学多元物質科学研究所）
共同研究対応教員 ： 東 康男

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.48

－ 研究目的 －

真島研究室では単電子トランジスタデバイスの作製を目的とし，電子線リソグラフィー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の作製を行っている．これに対し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’を応用することでイニシャル電極を大量に作製し，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することで，単電子トランジスタデバイスの室温での動作を実現することを目的に研究を遂行している．

－ 研究成果・効果 －

• 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

穴あけ加工により印刷用孔版を作製した．

• 作製した印刷用孔版を用いることで高粘度光硬化性液

体 (粘度11,000 mPa s) をモールドの空隙体積に応じて

位置選択的に配置することに成功した(Fig. 1(a))．

• 孔版印刷により配置した高粘度光硬化性樹脂ドットに

対する光ナノインプリントにより，ナノインプリント成形

体の残膜厚を低減し(Fig. 1(b))，その後のエッチングプ

ロセスによって金イニシャル電極のプローブ設置部分

の作製に成功した(Fig. 2)．

Print and Imprint法による金電極の作製

Fig. 1. Optical microscope images of (a) discharged high-viscosity UV-cured
droplets using screen printing and (b) UV-cured resin pattern of microelectrodes.

Fig. 2. Fabricated Au electrodes
by Print and Imprint method.

(a)

500 μm

(b)

500 μm

100 μm

発表論文，T. Uehara et al., J. Vac. Sci. Technol. B. 34, 06K404 (2016).
学会発表，T. Nakamura, et al., The 2nd International conference on Photoalignment and Photopatterning in Soft Materials (PhoSM 2016) 他6件

一般研究B（平成28年度）

「ポストぺロブスカイト型CaIrO3の精密構造と弾性特性」
研究代表者 ：中塚晃彦（山口大学）
共同研究対応教員：佐々木聡

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No. 49

－ 研究目的 －

発表論文 ： A. Nakatsuka, K. Sugiyama, A. Yoneda, K. Fujiwara and A. Yoshiasa, Acta Crystallographica, E71[9], 1109–1113, 2015. 

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。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。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。

－ 研究成果・効果 －
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CaIrO3の結晶構造と変位楕円体
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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。

一般共同研究 B
山口大学 大学院創成科学研究科

中塚 晃彦 (p.121)

一般共同研究 B
東北大学 多元物質科学研究所

中村 貴宏 (p.122)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：西村康志郎（北海道大学大学院工学研究院）
共同研究対応教員：佐藤大樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.223

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：川津美月，山口悠太，西村康志郎，大西直毅：曲げ降伏するRC柱の終局変形の定量的評価に関する検討，日本建築学会大会学術講演梗
概集，2017.8（発表予定）

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。

－ 研究成果・効果 －

右図は、軸力比が1.0より大きい柱試験体の塑性率と付
着余裕度の関係である。用いた試験体は逆対称曲げ加
力で、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。図に示す破壊形式は曲げ降伏
後の最終破壊である。付着余裕度は日本建築学会の靱
性保証型指針による。塑性率は、曲げ計算強度の90%時
の変形角を降伏変形角、最大耐力の80%に耐力が低下し
たときの変形角を終局限界変形角として算出した。

分析の結果、軸力比＞1.0の試験体では、付着余裕度と
塑性率の相関は強く、軸力比≦1.0の試験体の塑性率は
高めになる傾向が得られた。 付着余裕度bu /f

塑性率

〇：曲げ破壊

×：付着破壊

●：せん断破壊

△：破壊形式不明

■0.1＜軸力比＜0.3

■軸力比≧0.3

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 西嶋一欽（京都大学防災研究所）
共同研究対応教員 ： 佐藤大樹（東京工業大学フロンティア材料研究所）

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.224

－ 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。

－ 研究成果・効果 －

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とそれらの台風による
時刻歴風速と風向（粗度区分II，高さ10m）．

一般共同研究 B
京都大学 防災研究所

西嶋 一欽 (p.125)

一般共同研究 B
北海道大学 大学院工学研究院

西村 康志郎 (p.126)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：日比野 陽 （広島大学）
共同研究対応教員：河野 進

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.210

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：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

二次壁である非耐力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。二次壁には方立壁などがあり開口形状によりその
形状が定まるため，その破壊形式が複雑であることも原因の一つと考えられる。本研究では，架構の崩壊機構を
架構や方立壁の変形および軸力性状から推定し，方立壁を有する架構の最大耐力の推定を行った。

－ 研究成果・効果 －

FEM解析モデルを用いて右方立壁の軸力
を算出した。方立壁高さが大きくなるにつ
れ軸力は小さくなった。左右の方立壁で異
なる応力性状を示した。
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一般研究B（平成28年度）

「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解析」
研究代表者 ：野口 裕（明治大学）
共同研究対応教員 ：真島 豊

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.22

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文 ： M. Yamamoto, Y. Azuma, M. Sakamoto, T. Teranishi, H. Ishii, Y. Majima, Y. Noguchi, 
“Molecular floating‐gate single‐electron transistor”, Scientific Reports, in press.
M. Yamamoto, Y. Azuma, H. Ishii, Y. Majima, Y. Noguchi, ElecMol2016, Paris, T1‐18  (Poster Award)

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。昨年度、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。

－ 研究成果・効果 －

光照射によって誘起された二つの状態（state-B, C）は、孤立分子(ttbCuPc)の帯電によるゲートオフセットシフ
トに起因する。state-A/B間、state-B/C間のゲートオフセットシフトは共に+5 Vであり、同一のttbCuPcが二重
に帯電したことを示唆している。

一般共同研究 B
明治大学 理工学部

野口 裕 (p.128)

一般共同研究 B
広島大学 大学院
日比野 陽 (p.130)
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一般研究B（平成28年度）

「地震被害を受けた建物の被災度判定法の検証と高度化」
研究代表者 ：前田匡樹（東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻）
共同研究対応教員 ：山田哲

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.214

－ 研究目的 －

発表論文・関連書籍： (財)日本建築防災協会，“2015年改訂版 震災建築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針 Ⅱ編 鉄筋および鉄骨鉄筋コンクリート
造建築物”，2016年3月，299p.

現行の「被災度区分判定基準」（日本建築防災協会，2001年）に対して，2011年東日本大震災で被災した建物の
データを用いて検証を行い，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。

－ 研究成果・効果 －

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。

(2) 上部構造の被災度区分と復旧の要否判定

R指標の算定と応急復旧の要否判定(2.3節)

　　　継続使用　　　 使用禁止

残存耐震性能 DIS 等の算定と
恒久復旧の要否判定(2.3節)

補修・補強の適否の判断*2

軽微な補修 要補修 要補強

復旧計画(3.2節)

恒久使用

軽微な補修
応急復旧
(3.1節)

応急措置又
は応急復旧
(3.1節)

恒久復旧(3.3節)

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.5

－ 研究目的 －

－ 研究成果・効果 －

一般研究B（平成28年度）

「 Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3リラクサー強誘電体に関する研究 」
研究代表者 ：符 徳勝（静岡大学工学部電子物質科学科）
共同研究対応教員：伊藤 満

(1-x)Pb(Mg1/3Nb2/3)O3(PMN)-xPbTiO3(PT)リラクサー強誘電体は巨大な誘電率や圧電常数を示す。それらの巨
大物性に関する物理機構の解明には多くの基礎課題は残されている。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。
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左図は各組成における歪み応答と
焦電流の温度変化を示す。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。

新たな発見：

① 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
答は組成に対して同じ変化傾
向を示す。

② x=0.32組成での高い圧電応答
はMonoclinic-Tetragonal相転
移の残留効果であることを考
案する

一般共同研究 B
静岡大学 工学部電子物質科学科

符 徳勝 (p.133)

一般共同研究 B
東北大学 大学院工学研究科

前田 匡樹 (p.135)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：丸山伸伍（東北大学大学院工学研究科応用化学専攻）
共同研究対応教員：安井 伸太郎

我々のグループでは、SrTiO3(STO)(001)基板上においてスピネル型のCoFe2O4(CFO)をBi5Ti3FeO15(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。本研究では、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、その結晶構造や強誘電ドメイ
ン構造の解明を目的とした。

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.54

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文： [1] Y. Kawahira, S. Maruyama and Y. Matsumoto, "Crystal Orientation Dependence of  Bi‐layered  Ferroelectric Nanostructures in Epitaxial Pillar‐
Matrix Nanocomposite Films" MNC 2016, 11B‐8‐4, ANA Crowne Plaza Kyoto, Kyoto, Japan (11 Nov. 2016) , [2] 川平祐太, 丸山伸伍, 松本祐司「層状強誘電体エピタキ
シャル相分離膜におけるナノ構造の配向依存性」強的秩序とその操作に関する第4 回研究会, P‐5, 東京大学 (2017年1月4日)

－ 研究成果・効果 －

BTFO15-CFO複合膜のHAADF-STEM像 BTFO15の成長様式
異なるCFO組成の膜の面直PFM位相像

STO(110)基板上ではBTFO15がc軸を面直から45度傾けた状態で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、
PFMから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。

一般研究B（平成28年度）

「無容器法で合成した磁性ガラスの物性と構造」
研究代表者 ：増野 敦信（弘前大学大学院理工学研究科）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.2

－ 研究目的 －

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．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．本研究では希土類イオンを60 mol%以上も含有できる組成のガラスを無容器法

で合成し，その磁気特性を調べた．

－ 研究成果・効果 －

1 mm
無容器法で合成した

0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラス

GdBO3
1000 Oeでの磁化，磁化率の

逆数の温度依存性．

0.6Gd2O3-0.4B2O3ガラス，GdBO3の双方とも全

温度範囲で磁気転移点はなく，常磁性的振る舞
いが確認された．

キュリー・ワイスフィットの結果から，わずかに反
強磁性的な相互作用の存在が示唆された．また
ここからGd3+1つ当たりの磁気モーメントを見積
もったところ，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に近い値となり，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た．

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．

一般共同研究 B
弘前大学 大学院理工学研究科

増野 敦信 (p.137)

一般共同研究 B
東北大学

丸山 伸伍 (p.139)
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一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：山下忠道（DYNAMIC CONTROL DESIGN OFFICE 山下一級建築士事務所）

共同研究対応教員：笠井和彦

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.202

－ 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、補強後の換算Is値に関する研
究との比較やその妥当性に関する研究について、これまで進めてきた。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。

－ 研究成果・効果 －

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 / a (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a)を用いれば、便宜的に以下のように表される。

E0 = (k / a)×a × 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 / a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 / a)×a × Nr × F = C × Nr × F = E0 × Nr (3)

一般研究B（平成28年度）

「充填トリジマイト型酸化物における構造揺らぎと強誘電相転移」
研究代表者 ：森 茂生（大阪府立大学 大学院工学研究科）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.4.1

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：塚崎裕文・田中慧里・河口彰吾・石井悠衣・森茂生 第33回強誘電体応用会議 要旨集

本研究では、粉末X線回折実験、放射光X線回折実験、透過型電子顕微鏡実験および誘電測定により、SrAl2O4
での常誘電-強誘電相転移に伴う結晶構造の変化や誘電特性の温度変化について調べ、 SrAl2O4の構造相転
移に伴う特徴的な構造揺らぎおよび構造相転移の相転移メカニズムを明らかにすることを目的とする。

－ 研究成果・効果 －

SrAl2O4における強誘電相内でのドメイ
ン構造変化や特異な超構造の出現

<110>方向に3倍周期を持つ超構造の出現

ドメイン構造の変化と新しい超構造の出現

強誘電相内での弾性異常の起因

SrAl2O4の構造相転移に伴う特徴的な構造揺らぎ
および構造相転移の相転移メカニズムの解明

一般共同研究 B
大阪府立大学 大学院工学研究科

森 茂生 (p.141)

一般共同研究 B
DYNAMIC CONTROL DESIGN OFFICE 山下一級建築士事務所

山下 忠道 (p.144)
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一般研究（平成28年度）

「PbZrO3とPbTiO3の相転移と非調和熱振動」
研究代表者 ：吉朝 朗（熊本大学）
共同研究対応教員：佐々木 聡

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.50

－ 研究目的 －

A.Yoshiasa et al., Acta Crystallographica B72 (2016) 381‐388.
A.Yoshiasa et al., Acta Crystallographica B72 (2016) 151‐159.
A Yoshiasa et al. Journal of Physics: Conference Series, 712 (2016) 012121 5pp

PbZrO3とPbTiO3単結晶を作製し、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。

強誘電体の結晶構造（オフセンター位置の決定）、相転移点近傍の詳細構造、非調和熱振動を解析・決定する。

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を得る。

－ 研究成果・効果 －

○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、物性に関する各種定数が得られた。

○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。

○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。

○相転移点近傍にてある限られたイオンにおいてのみ、Debye-Waller因子に擾乱が観測される。

○立法相ではある限られたイオンにおいてのみ、オフセンター位置占有による統計配置が観測される。

○Debye温度ΘDを見積もった。立法相ではΘDは減少し、有効ポテンシャルは相転移後柔らかくなっている。

一般研究B （平成28年度）

「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 」
研究代表者 ：山田晋也（大阪大学大学院基礎工学研究科 ）
共同研究対応教員：谷山智康

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.41

－ 研究目的 －

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。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。本研究では、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Mn2CoAl薄膜を形成し、その電気・磁気特性を評価する。

－ 研究成果・効果 －

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[図1]。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、その温度特性も
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。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。

図1. 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。

一般共同研究 B
大阪大学 大学院基礎工学研究科

山田 晋也 (p.145)

一般共同研究 B
熊本大学 自然科学研究科

吉朝 朗 (p.146)
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一般研究B（平成28年度）

「化合物半導体太陽電池材料の熱電特性」
研究代表者 ：吉野賢二（宮崎大学）
共同研究対応教員：谷山智康

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.40.1

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：
Akira Nagaoka, Kenji Yoshino, Hiroki Taniguchi, Tomoyasu Taniyama, Hideto Miyake, J. Crystal Growth 354 (2012) 147‐151
Akira Nagaoka, Hideto Miyake, Tomoyasu Taniyama, Koichi Kakimoto, Kenji Yoshino, Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 112107‐1‐4

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 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。本研究では、 Cu2ZnSnS4単結晶の電気伝導特性や熱電特性に与える

影響を調べることを目的とする。

－ 研究成果・効果 －

Cu2ZnSnS4単結晶の熱電特性を検討
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作製したCu2ZnSnS4単結晶で、
室温（300 K付近）で ZT = 0.01が
得られた。報告値【1】より150‐
250 K低い温度で達成され、結
晶性の良い単結晶が得られた。

【1】H Yang, LA Jauregui, G Zhang, YP Chen, Y Wu
Nano letters 12 (2), 540-545

Cu2ZnSnS4単結晶

Cu2ZnSnS4単結晶

一般研究B（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：吉田道之（岐阜大学 工学部 化学・生命工学科）
共同研究対応教員：若井史博

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.25

－ 研究目的 －

“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).

－ 研究成果・効果 －
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ハイドロゲルの乾燥過程で
発生する毛細管力により
12nmのナノ粒子が密に充
填した成形体の作製に成功

本研究では、ナノ粒子が高密度に充填した成形体を作製し、これに焼成と加工を同時に行う焼結鍛造を施すこ
とにより、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セラミックスを作製することを目的とする。

金属を熱間加工する既存の装置の使用
限界温度以下で大きな加工ひずみを達成

ナノ粒子高密度充填構造の形成 ナノ粒子高密度充填体の焼結鍛造
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ナノ粒子が高密度に充填した成形体の
断面（相対密度54%,平均細孔径14nm）

一般共同研究 B
岐阜大学

吉田 道之 (p.148)

一般共同研究 B
宮崎大学  工学部電子物理工学科

吉野 賢二 (p.150)
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一般研究B（平成28年度）

「4点縮約モデルを用いた木質面材真壁の解析」
研究代表者 ：若島嘉朗（富山県農林水産総合技術センター）
共同研究対応教員：松田和浩

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.232

－ 研究目的 －

筆者は受け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が、効率的に開発を進める
ためには解析モデルによって壁を構成する各構造要素の挙動を詳細に把握する必要がある。本研究は、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
検証することを目的とする。

－ 研究成果・効果 －

ダンパーを設置した
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L

H

Lｎ

H
n

H
d

��� � ∑�������
���
�� , ��� � ∑�������

���
��

釘接合部を点U,D,L,Rの4点に縮約

� �
�3��2���� �� � 6��2� �� �� ��

6������ � 3��3��� �� � � 6��2�� �� � � �����2
 

実験値と解析値の比較

-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

ダンパー

u

v

釘接合部

点U

点R

点L

点D

釘せん断力に乗じる倍率���、���は

釘、ダンパー、面材の筋かい効果によるモーメ
ントの釣り合いより、

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No. 40.2

－ 研究目的 －

－ 研究成果・効果 －

一般研究B（平成28年度）

「半導体ナノスピンデバイスに向けた自己組織化量子ドットの研究」
研究代表者 ： 米田 稔（岡山理科大学）
共同研究対応教員 ： 谷山智康

•半導体スピントロニクスが半導体デバイステクノロジー分野の救世主として注目されている。半導体中でのスピ
ン注入，スピン検出等の基礎研究を行うために、自己形成半導体量子ドット含んだ積層型量子構造の基礎研究
に取り組む。本研究ではCdSe積層型量子ドット構造の作成と物性評価を行った。

発表論文：
久保歓治，立古佳与，米田 稔，瀬戸 悟，本田 亮，谷山智康：
「自己形成CdSe量子ドットの光学的特性」，第64回応用物理学会春期学術講演会要旨集，15a-411-1，2017．3．15．

自己形成CdSe化合物半導体量子ドットの積層構造の形成と物性の評価

CdSe/ZnSe量子ドット積層構造の
フォトルミネッセンススペクトル.(a)In,(b)Pt.

XRD

･分子線交互供給（ALS)法よるCdSe自己形成量子ドット積層構造の作成
･治具を使った基板結晶の固定－Ptシートー
･薄膜結晶の結晶学的（XRD)および光学的（PL)評価

GaAs基板の固定にPtシートを用いて結晶学的かつ光学的に良質なZnSe薄膜
を作製できることが分かった。しかしながら、Ptシートを用いて作製したCdSe QDs
積層構造のPLスペクトルには、各層からの発光ピークを分離することができな
かった。CdSe QDs積層構造に関する知見を深めるには、作成方法および物性評
価の両面から検討をする必要がある。
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一般共同研究 B
岡山理科大学 大学院理学研究科

米田 稔 (p.152)

一般共同研究 B
富山県農林水産総合技術センター

若島 嘉朗 (p.154)
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一般研究C（平成28年度）

「レーザー誘起衝撃圧縮下における弾塑性転移の解明」
研究代表者 ：一柳光平（高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所）
共同研究対応教員：中村一隆

ｄ

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.44

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文： 中村一隆、一柳光平、川合伸明、「時間分解シングルショットX線回折による衝撃超高圧力下の構造相転移ダイナミクス」、放射光 Vol.29、
237‐244 (2016).

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(VISAR: 
Velocity Interferometer System for Any Reflector)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。

－ 研究成果・効果 －

Photon Factory Advanced Ring(PF-AR)のNW14Aに
VISARシステムの導入

衝撃波プロファイル
 バルクの圧力変化データ

時間分解X線回折
 3次元の動的構造データ

動的X線構造解析

① 衝撃圧縮下における
弾塑性転移による応力緩
和過程の解明

② 衝撃圧縮下の塑性変
形時の欠陥・転位過程の
メカニズム解明

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 秋津貴城（東京理科大学理学部第二部化学科）
共同研究対応教員 ：原 亨和

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.17

－ 研究目的 －

T. Akitsu, “XRD analysis, non‐linear optics, and spectroscopic studies on composites with chiral metal complexes ”, BIT‘s 3rd Annual World Congress of Smart Materials 
2017 , 2017年3月16日 ～ 3月18日 （招待講演）。

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、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、色素錯体を設計するための知見を得ることを目的とする。

－ 研究成果・効果 －

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。

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。

一般共同研究 C
東京理科大学 理学部第二部化学科

秋津 貴城 (p.156)

一般共同研究 C
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 (p.157)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：伊藤真二（大和ハウス工業株式会社）
共同研究対応教員：笠井和彦

Ｖ

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.203

－ 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。

－ 研究成果・効果 －

対象とする建物モデルの
シミュレーションに基づくモデル化

対象建物

耐震建物
免震建物

検討方法の選定

第1ステップ
建物モデル、地盤モデルともに、簡易なモデルによる検討
建物モデル：等価せん断型モデル（弾性モデル）
地盤モデル：スウェイ・ロッキングモデル（半無限弾性地盤）

第2ステップ
地盤モデルを複層モデルとした場合の検討
建物モデル：等価せん断型モデル（弾性モデル）
地盤モデル：スウェイ・ロッキングモデル（複層地盤）

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

一般研究C（平成28年度）

「優れた高温伸縮性を有するゴム状ガラスの開発」
研究代表者 ：稲葉 誠二（旭硝子株式会社）
共同研究対応教員：細野 秀雄

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。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

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.18

－ 研究目的 －

－ 研究成果・効果 －

Q2直鎖主体の構造からなる7種類
のアルカリメタリン酸塩ガラスを作
製。変形温度Td（logη=9.6Pas）に
て、初期応力0~60MPaで一軸方向
へ30%伸長し、応力除荷の収縮率
を計測、ガラス毎に初期応力に対し
てプロット（Fig.1）。

今回調査したガラスでは、ガラスG
が最も大きい収縮率（55%）を示し
た。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（Fig.2）。

AB
C

D

E （※ゴム状ガラス）

FG

Fig.1 収縮率の組成依存性 Fig.2 収縮率とガラス転移温度

初期応力
33~40MPa
で伸長した場合

※ Seiji Inaba, Hideo Hosono and Setsuro Ito. "Entropic shrinkage of an oxide glass." Nature materials 14.3 (2015): 312‐317.

一般共同研究 C
大和ハウス工業株式会社

伊藤 真二 (p.159)

一般共同研究 C
旭硝子株式会社

稲葉 誠二 (p.161)
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一般研究C（平成28年度）

「細孔構造結晶の金属酸化物創出と触媒応用」
研究代表者 ：上田 渉（神奈川大学工学部物質生命化学科）
共同研究対応教員：原 亨和

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.16

－ 研究目的 －

発表論文： Z. Zhang, M. Sadakane, S.I. Noro, N. Hiyoshi,  A. Yoshida, M. Hara, W. Ueda, Chem. Eur. J., 2017, 23, 1972-1980

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いるが、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。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細孔
構造結晶を合成する方法論をMo、W、Nb、Taの金属酸化物に展開し、新しい細孔構造結晶の金属酸化物の創
出を行う。またそれらの構造解析、物性測定を実施する。

－ 研究成果・効果 －

ユニット法により得た高次構造のニオブ酸化物についてのHAADF-STEM解析により、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

形のユニット構造が断面全体に形成され、この五角形ユニットが４個縮合した四角形縮合ユニットの形成されると同時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が分かった（図１）。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、これらを連結するリンカーとしてCoを配置するとソフトフレームワーク構造の物性が現れた（図２）。

(B)(A)

図１ HDS-Nb-OのHAADF-STEM像(A)および構造モデル(B) 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.

一般研究C（平成28年度）

「免震構造建物の耐震性能を評価する新指標の提案」
研究代表者 ：犬伏徹志（神奈川大学 工学部 建築学科）
共同研究対応教員：佐藤大樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.225

－ 研究目的 －

清水英、山下忠道、犬伏徹志他：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3～4 ，日本建築学会大会学術講演梗概集，2017（投稿中）

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。

本研究では地震動再現期間を用いた統一的な評価方法により免震建物の耐震性能評価指標を評価する方法
について検討する。

－ 研究成果・効果 －

①免震モデル（上部構造は耐震設計されたもの）の
最大応答層間変形角、最大応答加速度、免震層
の最大応答変位についてクライテリアを設け、ク
ライテリアに達する時の地震入力倍率と地震動再
現期間を算出し、免震建物の耐震性能を評価し
た。

②上部構造を免震構造として最適設計された免震モデ
ルについて、①と同様に地震入力倍率を算出し、耐震
性能を評価した。免震建物について、上部構造を最
適設計することにより、地震動再現期間が延びた。

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)

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

一般共同研究 C
神奈川大学 工学部建築学科

犬伏 徹志 (p.162)

一般共同研究 C
神奈川大学 工学部物質生命化学科

上田 渉 (p.165)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：菊川 雄司 （金沢大学 理工研究域）
共同研究対応教員：氏名 鎌田 慶吾

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.28

－ 研究目的 －

渡邉大貴、菊川雄司、林宜仁、かご型ドデカバナデートの中性分子に対するホスト特性、錯体化学会第66回討論会要旨集 2Ac‐09 (2016).

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る。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。

－ 研究成果・効果 －

空孔を有するバナジウム酸化物クラスター

ゲスト除去による
構造の崩壊

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、種々の雰囲気下でのIRを
測定したところ、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。一
方で、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。

IRスペクトル

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ： 神原陽一（慶應義塾大学理工学部）
共同研究対応教員 ： 伊藤満

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.8

－ 研究目的 －

本内容は、２０１３年に国際会議（ Y. Tojo, et al, NS22013, Tokyo, Japan, November 2013.)で報告した内容を、さらなる試料合成と、複数の物性計測手法を用い
て発展させたものである。共同利用研究を通して得たより詳細な電子磁気状態相図は、 Y. Tojoを筆頭著者として投稿準備中である。

2008年の鉄系高温超伝導体LaFeAsO1-xFxの発見以来、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。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。われわれは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-に
着目し、研究を進めている。その結果、電子磁気状態相図を求めることに成功した。

－ 研究成果・効果 －

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の複数の極大値を示
すことが明らかになった。
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一般共同研究 C
慶應義塾大学 理工学部

神原 陽一 (p.167)

一般共同研究 C
金沢大学 理工研究域

菊川 雄司 (p.168)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：黒田義之（早稲田大学高等研究所）
共同研究対応教員：鎌田敬吾

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.30

－ 研究目的 －

こちらの欄には、URLや掲載論文等PRしたいものがある場合は自由にご記載ください。
発表論文・関連論文： Y. Oka, Y. Kuroda, K. Kamata, A. Shimojima, H. Wada, K. Kuroda, The 3rd Asian Clay Conference, Oral, Guangzhou, China.
Y. Oka, Y. Kuroda, T. Matsuno, K. Kamata, H. Wada, A. Shimojima, K. Kuroda, submitted for publication.

省エネルギー、低コストな化学合成を実現するために、高性能な固体塩基触媒の開発が急務である。本研究で
は、それ自身が固体塩基であり、かつ塩基性酸化物の前駆体ともなる層状複水酸化物（LDH）ナノ粒子をビル
ディングブロックとして用い、固体塩基触媒のナノ構造制御を検討し、構造－機能相関についての知見をまとめ、
高機能触媒の設計指針を得ることを目的とする。

－ 研究成果・効果 －

触媒調製プロセス
Sample BET surface area/m2 g–1 Pore 

volume/cm3 g–1
BJH pore 
size/nm

Yield (%)

ブロックコポリマー
無し

243±10 0.27±0.04 3.9 44

ブロックコポリマー
有り

400±15 1.3±0.12 15 >99

従来のLDHより調製 137 0.84 >50 12

Reaction conditions: ethyl cyanoacetate (1.0 mmol), benzaldehyde (1.5 mmol), toluene (2 
mL), catalysts (30 mg), 60 °C, and 10 min.

試料の多孔性と触媒活性

• ブロックコポリマー鋳型を用い、高表面積を有するメソ
ポーラス複酸化物を調製

• メソポーラス複酸化物は固体塩基触媒として高活性

検討した反応（Knövenagel縮合）

一般研究C （平成28年度）

「銀を含む金属酸化物の高圧合成と特性評価」
研究代表者 ：熊田伸弘（山梨大学大学院総合研究部附属クリスタル科学研究センター）
共同研究対応教員：東 正樹

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.4.3

－ 研究目的 －

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。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。また、銀を含む酸化物は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手法である。
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。

－ 研究成果・効果 －

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。

Fig. 1 Rietveld refinement pattern of the
synchrotron powder diffraction data for (a)
Ag0.41Nb0.59O1.68 and (b) Ag0.93TaO2.97·0.94H2O.

Fig. 2 Crystal structures of (a) Ag0.41Nb0.59O1.68

and (b) Ag0.93TaO2.97·0.94H2O.

一般共同研究 C
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 (p.170)

一般共同研究 C
早稲田大学 高等研究所

黒田 義之 (p.172)
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一般研究C（平成28年度）

「コランダム形構造を示すFe2O3‐Al2O3固溶体の低温熱容量」
研究代表者 ： 高井 茂臣（京都大学大学院エネルギー科学研究科）
共同研究対応教員 ： 川路 均 教授

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.13

－ 研究目的 －

近年メカノケミカル処理により，コランダム型構造を示すAlFeO3固溶体を得ることができた．この組成は平衡状
態図では存在せず，これまで合成例は報告されていない．混合のエントロピーや磁気的効果など興味深い点が
数多く存在することから，本研究では，AlFeO3の熱容量を測定し，Fe2O3(ヘマタイト)およびAl2O3(コランダム)と比
較することにした．

－ 研究成果・効果 －
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熱容量はAl2O3とFe2O3の相加平均よりもかなり
大きな値となった．

コランダム型構造．金属
イオンサイト(赤)にFeとAl
がランダムに配置してい
ると考えられる．
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Cp/T – T2プロットから，5 K付近に相転移の
存在が示唆された．

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：島田 侑子（千葉大学大学院工学研究科 建築学コース）
共同研究対応教員：山田 哲

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.216.4

－ 研究目的 －

関連論文：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

本研究の目的は，建物の残留傾斜角と骨組の損傷程度の関係性を簡易に示すことである．研究方法としては
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
解析により行う．柱脚の塑性化による第1層上部へ損傷が集中する場合，1層の残留変形角と部材種別のバラン
ス，入力地震動の違いがどのような影響をおよぼすのか，検討を行う．

－ 研究成果・効果 －

1層残留変形角(3層) 1層残留変形角(6層)

骨組モデルについて応答解析
パラメータ：層数(3, 6)
柱及び梁の種別(FA, FB, FC)       
柱脚耐力比(BMu /Mpc)
柱脚Ds割増係数

入力波(5種)
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C11

C11
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C12

C12
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3層モデル
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6層モデル
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0.002
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0.006
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・FAランクであっても50kine，75kineの入力に対して大きな残留変形角

・BMu /Mpc=1.3や1.1の場合，比較的大きな残留変形角が生じていた

・大きな残留変形角を生じる入力波に明確な傾向はなし

一般共同研究 C
千葉大学 大学院工学研究科

島田 侑子 (p.175)

一般共同研究 C
京都大学 大学院エネルギー科学研究科

高井 茂臣 (p.177)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：髙橋 幸奈（九州大学大学院工学研究院）
共同研究対応教員 ：鎌田 慶吾

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.27

－ 研究目的 －

第8回 日英シンポジウムにて発表（招待講演）
論文投稿準備中

金や銀のナノ粒子は、可視～近赤外域の特定波長の光と共鳴して光アンテナ効果を示すため、光エネルギー変
換デバイスの効率向上に活用できる。近赤外光と共鳴する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。
光源としてレーザーを用いずに、低光量で機能するシステムの実現を目指した。

－ 研究成果・効果 －

モノマーがピロールの場合は反応波長限界が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した。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が確立できた。

H2O

TiO2
Au

O2

Vis-to-near IR
100 nm

TiO2

Au

pyrrole

polypyrrole

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：高島浩（産業技術総合研究所）
共同研究対応教員：伊藤満

応用セラミックス研究所 共同利用研究 No.7

－ 研究目的 －

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。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、
ナノシートをシード層として透明性の優れた合成石英基板上に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。

－ 研究成果・効果 －

薄膜はパルスレーザー堆積法（ＰＬＤ）によって作製した。基板は10 mm 
×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。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300 nmであ
る。XRDによって(001)方位に配向した一軸配向膜であることが分かった。
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。 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
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一般共同研究 C
産業技術総合研究所 電子光技術研究部門

高島 浩 (p.179)

一般共同研究 C
九州大学 大学院工学研究院

髙橋 幸奈 (p.180)
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一般研究C（平成28年度）

「有機配位剤とパラジウム種の協奏作用により駆動する結合形成反応の評価」
研究代表者 ： 西村俊（北陸先端科学技術大学院大学）
共同研究対応教員 ： 鎌田慶吾

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.29

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文 ：
H. Choudhary, J. Jia, S. Nishimura, K. Ebitani: Surfactant‐assisted Suzuki‐Miyaura Coupling Reaction of Unreactive Chlorobenzene over Hydrotalcite‐supported 
Palladium Catalyst. Asian Journal of Organic Chemistry 2017, vol. 6(3), 274‐277. (Communication, DOI: 10.1002/ajoc.201600606)

種々の触媒反応で良活性中心となるパラジウムに着目し、1) ブロモベンゼンよりも活性化しにくいクロロベンゼン
を基質とした鈴木・宮浦クロスカップリング反応（C-C結合形成反応）、2)炭酸アリルメチルよりも活性化しにくいア
リルアルコールを基質としたアリルフェニルエーテル合成反応（C-O結合形成反応）について、有機配位剤とパラ
ジウム種の協奏作用の有無とその触媒作用を検討した。

－ 研究成果・効果 －

パラジウムと有機配位剤の協奏による反応促進作用の検討

反応系中に作用させる有機配位剤の選択により不均一系金属触媒反応の促進効果が確認された。
今後、このような”有機配位剤の選択”による不均一系触媒反応系の制御手法の開拓が期待できる。

①クロロベンゼンを基質
とした鈴木・宮浦クロス
カップリング反応
（C-C結合形成反応）

⇒界面活性剤のTriton 
X-100やIgepal CO-520
共存下で収率が向上した。

②アリルアルコールを
基質としたアリルフェニ
ルエーテル合成反応
（C-O結合形成反応）

⇒2座ホスフィンの
dppbやdppp共存下で
収率が向上した。

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：中野達也（宇都宮大学 地域デザイン科学部建築都市デザイン学科）
共同研究対応教員：吉敷祥一

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.221

－ 研究目的 －

1）小林宏輝，中野達也：十字形断面を有する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（その1 構面外回転剛性の評価），日本建築学会大
会学術講演梗概集，構造Ⅲ，2017.8（投稿済）

2）小原保隆，中野達也，小林宏輝：十字形断面を有する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（その2 全塑性曲げ耐力の評価），日本
建築学会大会学術講演梗概集，構造Ⅲ，2017.8（投稿済）

3）小野里幸治，中野達也，小林宏輝，その他3名：角形鋼管柱とH形鋼梁に取り付くブレース接合部の構面外回転剛性に着目したブレース架構の載荷実験（そ
の3 ブレースが円形鋼管とH形鋼の場合），日本建築学会大会学術講演梗概集，構造Ⅲ，2017.8（投稿済）

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。
当該構造では，角形鋼管柱の面外変形に起因する構造的な問題がある。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。

－ 研究成果・効果 －

構面外回転剛性と全塑性曲げ耐力の評価のための力学モデル

構面外回転剛性による座屈長と全塑性曲げ耐力の評価結果

工学的に充分な精度の評価結果が得られた。

一般共同研究 C
宇都宮大学

中野 達也 (p.181)

一般共同研究 C
北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科

西村 俊 (p.182)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：毎田悠承（千葉大学大学院工学研究科）
共同研究対応教員：吉敷祥一

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.222

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：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，第82巻，第737号，2017.7

鉄筋コンクリート（RC）骨組に座屈拘束ブレース（BRB）を適用することは耐震性確保に有効である．本研究では
RC骨組における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（HR）技術
を適用し，BRB接合部の損傷を抑制することで，BRBをより有効に機能させるシステムを提案する。実験と解析に
より，本システムの力学挙動を把握し，設計法を構築することを目的とする．

－ 研究成果・効果 －

実験を忠実に再現する
FEM解析を行い，実験結
果との比較から本解析モ
デルの有効性を確認．

FEMモデルを用いて，HR梁における
BRB接合部の挙動に関して，BRB軸
力を考慮したHR曲げ終局強度比h

に着目して，パラメトリックスタディを
実施．

梁主筋のひずみ，コンク
リートの最小主応力度分布，
頭付スタッドのひずみ，
G.PLのずれについて，hの
大小による挙動の違いを詳
細に比較検討した．
その結果，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．

BRB軸力
PBRB

+-

-
+

強制変位B

解析モデルおよび載荷

Z
Y

X

lf lh
QB

MhMfuMf

柱 G.PL

梁

PBRB_H
Mhu 梁曲げモーメント分布

PBRB_V

Mmu 梁曲げ終局強度曲線
BRBを取り付けたHR梁

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：林 博之（京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻）
共同研究対応教員：大場 史康

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No. 9

－ 研究目的 －

参考文献：1) https://www.fiz‐karlsruhe.de/icsd.html
関連論文： H. Hayashi et al.,  “Discovery of a Novel Sn(II)‐Based Oxide β‐SnMoO4 for Daylight‐Driven Photocatalysis” Adv. Sci. 1600246 (2016).

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．本研究
では，第一原理計算および情報学的手法を相補的に活用した材料探索手法における結晶構造表現手法を提案
し，多様な物性が期待される二価スズ酸化物/窒化物における機能性物質探索にてその有用性を検証する．

－ 研究成果・効果 －

ICSD1)に登録のある全プロトタイプ構造を
用いて仮想化合物モデルを作成

第一原理計算により形成エネルギーを評価

擬二元系におけるConvex hullより
安定化合物を抽出

既知化合物の安定性を正しく評価
右図の赤枠で囲んだ新規の酸化物を予測

本研究の成果(一例)

手法

図 SnOx-WOy擬二元系の形成エネルギー

SnO-WO2

SnO2-WO2

SnO-WO3

SnO2-WO3

一般共同研究 C
京都大学 大学院工学研究科

林 博之 (p.185)

一般共同研究 C
千葉大学 大学院工学研究科

毎田 悠承 (p.188)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：宮内 靖昌（大阪工業大学 工学部建築学科）
共同研究対応教員：吉敷祥一

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.234

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：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，第82巻，第736
号，2017.6(掲載予定)

山形鋼ブレースを1丁使いとした場合，接合部の不可避な偏心を伴うため，2丁使いとすることで面外偏心を解消
することが推奨されている．一方，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．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した．

－ 研究成果・効果 －

接合部耐力については，接合形式が1丁使いの場合，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」の
計算値と良い対応を示した．一方で，2丁使い，Z形使いの場合，ボルト
本数に応じて降伏耐力が上昇した．また，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．

山形鋼ブレースの接合形式

1丁使い 2丁使い Z形使い

接合部耐力の1丁使いに対する比率
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・降伏耐力 ・有効断面破断耐力
● 4本 ○ 4本
■ 5本 □ 5本

接合形式

● 10mm漸増(GPL9)
▲ 5mm漸増(GPL16)
■ 10mm漸増(GPL16)

接合形式

繰り返し変形性能については，接合形式を2丁使い
またはZ形使いとした場合，累積塑性変形倍率の1
丁使いに対する比率は，それぞれ25%程度，30%程
度となっており，著しく低い結果が得られた．

一般研究C（平成28年度）

「新無機機能材料の電子構造と材料 」
研究代表者 ：松嶋茂憲（北九州高専 生産デザイン工学科 物質化学コース）
共同研究対応教員：神谷利夫

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.57

－ 研究目的 －

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、理論計算と実験結果との精緻かつ詳細な照
合が容易である。しかしながら、新機能性酸化物のように複雑で多様な元素・結晶構造を持つ系に対しては、理
論計算と実験結果との比較検証は容易ではない。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。

－ 研究成果・効果 －

a-IGZOをチャネルにIZOを電極に用いたTFTの模式図

薄膜トランジスタ (TFT) の作成及び評価

IGZO

IZO

TFTのID-VG特性

本研究では、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‐In‐Ga‐Zn‐O (IGZO) 膜を作製し、光学
吸収, 反射スペクトル測定, ホール効果測定及びTFTの作成, 評価を実施した。電極にはIn‐Zn‐O (IZO)を用いた。
作成したTFTの飽和移動度は8.0 cm2/ Vs, 閾値電圧は4.8 Vと見積もられた。また、測定を繰り返すと閾値電圧が
増加していく傾向にあった。

一般共同研究 C
北九州工業高等専門学校

松嶋 茂憲 (p.191)

一般共同研究 C
大阪工業大学 工学部建築学科

宮内 靖昌 (p.193)
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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 (Tokyo University of Science)
MSL Faculties: Satoshi Yamada：

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. 
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.  

A bilinear behavior was observed in the Manson-Coffin fatigue relationship when the material was loaded 
under large strain amplitudes. 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. 

‐ Aims of Research ‐

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.215

General CRP 2016－Category C
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一般研究C（平成28年度）

「木造住宅を対象とした制振構造の簡易設計法の検討」
研究代表者 ：山田耕司（豊田工業高等専門学校）
共同研究対応教員：松田和浩

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.233

－ 研究目的 －

発表論文・関連論文：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, pp. 89‐92. ,2017.2

本研究では，木造住宅における制振の簡易設計法構築を最終目標として，木造住宅を対象に制振性能の耐力
換算法について，減衰の耐力換算式を提案し，質点系の応答解析を通じて，その安全性を検討する．本年度は，
前年度の換算式を，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，その妥当性を検証した．

－ 研究成果・効果 －

簡易な制振構造の設計法の基礎とな
る「粘性減衰の壁量換算法」を必要保
有水平耐力と減衰による応答低減係
数から検討した．提案換算式より得ら
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．

換算式：

QT
Qh

C
KT

QW o
C 







 






5.2

)(

粘弾性性ダンパー リリーフ弁付ダンパー

平屋における安全限界時の置換比と最大変位応答の関係
（図中，上から法定壁量の1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00倍）
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一般共同研究 C
豊田工業高等専門学校

山田 耕司 (p.195)

一般共同研究 C
東京理科大学
Yu Jiao (p.198)
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一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：王 瑞平（国立研究開発法人 産業技術総合研究所）
共同研究対応教員：伊藤 満

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.6

－ 研究目的 －

PZTの圧電特性は、微量元素添加により大幅調整できることが実用化の要となる。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極めて重要である。本研究は、ニオブ系圧電セ
ラミックスの圧電特性における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。

－ 研究成果・効果 －

y (wt %) Density of Mn2+

(1018/g)

0.10 3.7

0.25 1.1

0.50 19

1.00 18

図１試料のMn K端のESR結果 図2 試料のXANES結果表１ ESR結果から求めたMn2+の密度

 試料の組成： (Na,K,Ba,Bi,Li)(Nb,Ti,Zr)O3 +y MnO2
 Mnの添加は、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。
 ESRから、Mn2+のみ観察され、Mn4+の存在が確認できていない
 XANESから、Mn3+が存在することが分かる。

一般研究C（平成28年度）

「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」
研究代表者 ：和田裕之（東京工業大学物質理工学院）
共同研究対応教員：中村一隆

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.45

－ 研究目的 －

ナノ粒子は各分野での応用が期待されており、機能性ナノ粒子の研究が広く行われている。その中でもレーザプ
ロセスによるナノ粒子生成は簡便に様々なナノ粒子を作製できる等の利点から近年注目されている。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と同時に、液中レー
ザ溶融法により窒化物の球状ナノ粒子を作製を検討する。

－ 研究成果・効果 －

赤色蛍光体 (YVO4:Eu)のナノ粒子化に関して下記の知見が得られた。

液中レーザアブレーションにより楕
円形状のナノ粒子(長軸：100 nm程
度)が得られた。

SEM image of nanoparticle1. TEM image of nanoparticle１. SEM image of nanoparticle2. TEM image of nanoparticle2.

生成ナノ粒子は高い結晶性を有し、
アニールにより多結晶が単結晶に
近づいていくことが確認された。

成長した楕円体ナノ粒子の長軸方
向は[001]の結晶方位であることが
明らかになった。

・楕円体ナノ粒子の生成と高い結晶性

フロー型装置を用いてレーザ光を
複数回照射すると、楕円体ナノ粒
子が成長することが分かった。

1. Haohao Wang, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada, J. Alloys Compd. 683 (2016) 1.
2. Haohao Wang, Marcus Lau, Takumi Sannomiya, Bilal Gokce, Stephan Barcikowski, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada, RSC Advances, 7 (2017) 9002.

・フロー型装置による楕円体ナノ粒子の成長と結晶方位の配向

一般共同研究 C
東京工業大学 物質理工学院

和田 裕之 (p.201)

一般共同研究 C
産業技術総合研究所

王 瑞平 (p.202)
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「2016年 日中韓－高層建築フォーラム」
開催日時： 2016年7月8日（金）
場所： 東京工業大学 大岡山キャンパス

研究代表者 ： 中井 政義 （株式会社 竹中工務店）
共同研究対応教員 ： 山田 哲

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.212

－ 研究目的 －

フォーラム報告記事（CTBUHサイト）：
http://www.ctbuh.org/Events/CTBUHRelatedEvents/168_ChinaJapanKorea_TallBuildingForum/tabid/7272/language/en‐US/Default.aspx 

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、2014年の上海、2015年のソウルに引き続いて第3回目の開催となる。今回は、“Innovative Motion 
Engineering in Tall Buildings”のテーマが掲げられ、最新の開発技術やプロジェクトが紹介された。

－ 研究成果・効果 －

冒頭、笠井和彦・東京工業大学教授より、“Performance of Seismic Protective Systems for Super-Tall Buildings 
and Their Contents”と題して基調講演が行われ、2011年東北地方太平洋沖地震における建物の地震応答観測
記録や制振構造の地震応答量を表した「performance curve」等が紹介された。続いて、中国からは高さ500m級の
China Zun Towerの設計、超高層メガ架構、並びに鋼材を内蔵したせん断壁システムについて、韓国からは高さ
555mのLotte World Towerの設計と適用技術について2件と
釜山で建設中の400m超級の超高層RC建築について講演が
行われた。日本からは、既存超高層ビルの居ながらできる
制振改修の事例2件と、GINZA KABUKIZAの設計と施工に
ついて発表が行われた。フォーラム参加者は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盛んな
討議が行われ、今後につながる有意義な会議となった。

国際ワークショップ（平成28年度）

会場の様子笠井教授の基調講演

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. 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 workshop, campus tour for Tongji students were conducted and introduced 
enhanced seismic buildings and testing facilities in Tokyo Tech.

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 will be 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 welcome to join.

Joint Workshop for Building / Civil Engineering between Tongji & 
Tokyo Tech 
Date：from 2 /  8 / 2016   to： 4 / 8 / 2016
Venue：Suzukake‐dai campus, Tokyo Tech
Project Coordinator Name (Affiliation)： Houngwei Huang (Tongji Univ.)
MSL Faculties :  Satoshi Yamada

‐ Aims of Research ‐

International Workshop 2016 

‐ Results ‐

Laboratory for Materials and Structures, Collaborative Research Projects No.213

国際ワークショップ
Tongji University

Houngwei Huang (p.204)

国際ワークショップ
株式会社 竹中工務店

中井 政義 (p.206)
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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」
開催日時：平成２８年１０月１日（土）（第1回）、平成２８年１１月５日（土）（第2回）
場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 南７号館 ２階 ２０１教室

研究代表者 ：脇谷 尚樹（静岡大学）
共同研究対応教員 ：神谷利夫 教授

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.11

－ 研究目的 －

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す。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。

－ 研究成果・効果 －

（１）[第1回研究会] 講演者：大野智也准教授（北見工業大学）、生田博志教授（名古屋大学）、後藤民浩准教授
（群馬大学）、増田淳博士（産業技術総合研究所）、参加者：16名、参加機関：11機関

[第2回研究会] 講演者：山田智明准教授（名古屋大学）、佐伯淳教授（富山大学）、北本仁孝教授（東京工業大
学）、中村彩乃（名古屋大学・博士課程1年）、宇治原徹教授（名古屋大学）、参加者14名、参加機関：8機関

（２）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。

ワークショップ（平成28年度）

「バルクセラミックスの信頼性に関するワークショップ」
開催日時： 第1回ワークショップ （2016年6月11日）

第2回ワークショップ （2016年9月23日‐24日）
場所： 第１回ワークショップ（デンカ（株）先進技術研究所），

第２回ワークショップ（かんぽの宿 岐阜羽島）

研究代表者 ：安田公一（東京工業大学物質理工学院材料系）
共同研究対応教員：若井史博

フロンティア材料研究所 共同利用研究 No.26

－ 研究目的 －

ガラス，粉体プロセスで作られる機能性セラミックス，エンジニアリングセラミックスなど，バルクセラミックスの各
分野の研究者が一同に会して，分野横断型の議論を徹底的に行い，次世代ファインセラミックスの高信頼性化に
関する基礎科学と基盤技術を検討するためのワークショップ．さらに，このような議論の場に，大学院生などの若
手研究者も巻き込んで，10年後，20年後のセラミックス分野の中核的人材育成についての効果も期待している．

－ 研究成果・効果 －

（１）第1回ワークショップ 講演2件， 参加者40名，参加機関22機関
第2回ワークショップ 講演18件，参加者22名，参加機関13機関

（２）1つ1つの講演に対して，質問時間の制限を設けずに分野横断型で徹底的に議論したことは，講演者，質問
者，聴講者の全員にとって，その講演の内容の十分な理解に繋がって有意義な討論ができた．

（３）ガラス，機能性セラミックス，エンジニアリングセラミックスの各分野において，信頼性の向上が重要な課題で
あることが，異分野交流を通して広く認識され，今後，バルクセラミックスの高信頼性が日本の産業の基盤として
重要であり，大きな期待が寄せられていることがわかった

ワークショップ（平成28年度）

Kouichi Yasuda, Satoshi Tanaka, Makio Naito,”Stochastic analysis on ceramic granule collapse in powder compact during cold isostatic pressing”, 
Advanced Powder Technology, vol.27 (2016) 940-947.
Tsuyoshi Hondo, Zenji Kato, Kouichi Yasuda, Fumihiro Wakai, Satoshi Tanaka,” Coarse pore evolution in dry-pressed alumina ceramics during 

sintering”,  Advanced Powder Technology, vol.27 (2016) 1006-1012.

ワークショップ
東京工業大学 物質理工学院

安田 公一 (p.209)

ワークショップ
静岡大学

脇谷 尚樹 (p.213)
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