
 

 

計算科学による材料機能の解明と設計 

 
                 東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所  大場史康 

 

 

１ はじめに 

昨今の資源・環境問題やエネルギー情勢を背景に、卓越した機能だけでなく、地球上に豊富に存在

する元素により構成され、安価で高い環境調和性を示す新材料が望まれている。社会に役立つ「材料」

へと昇華できる新物質を見いだすためには、的確に設計・探索の指針を立てることが重要であること

は言うまでもない。その際、材料の機能の起源となる原子・電子スケールの構造まで掘り下げた理解

が不可欠である。そして次の関門が、いかに広い探索空間をカバーするか、その中からどのように有

望な物質を絞り込むかである。最近では計算科学の進展とスーパーコンピュータの演算能力の向上に

より、第一原理計算等の計算手法を用いることで物質の安定性や特性を高精度かつ網羅的に予測でき

るようになってきた。これにデータ科学手法、更には合成・評価実験を連携させることで、新物質・

新材料の開発を加速し、同時に膨大なデータの解析から設計・探索指針を得ようとする試みが世界各

国で盛んになっている。いわゆるマテリアルズ・インフォマティクスによるアプローチである。 

所望の機能に対して、量子力学に基づいて算出可能な物理量がよい記述子となる場合は、第一原理

計算を用いた材料設計・スクリーニングが特に威力を発揮する。図 1 にその概念図を示す。一方、複

合的な因子からなる複雑な機能が対象の場合は、第一原理計算のみによるアプローチは困難であり、

マルチフィジクス・シミュレーションやデータ科学手法によるモデリング等に期待がかかっている。 

 

２ 研究目的 

第一原理計算をはじめとした最先端の計算手法を駆使して、電子材料を中心にその原子・電子構造

と機能の相関を解明することを目的とする。また、得られた知見をもとに新材料の設計・提案へと展

開することを目指す。 

 

３ 研究成果 

これまでに開発してきた半導体の基礎物性や格子欠陥特性の計算手法の高度化・汎用化を進め、半

導体材料のみならず、その他の電子材料等の設計・探索にも対応できる手法の開発を行った。また、

この手法を窒化物、酸化物をはじめとした多様な無機材料の設計・探索に適用した。 

まず、単体物質及び 2 元系酸化物を対象に、様々な電子系の近似を用いて構造及び安定性を系統的

に評価することで、スクリーニングに適した近似を検討した。その結果、固体の計算に適した

PBEsol-GGA に加えて、近年提案された strongly constrained and appropriately normed (SCAN) meta-GGA

の高いパフォーマンスが明らかになった。これらの近似は、van der Waals 相互作用を露わに考慮して

いないが、層状構造等の物質の結合距離についても PBE-GGA 等に比べて大幅に改善することがわかっ

た。また、形成エネルギーの予測精度が比較的高く、多様な物質の系統的な評価に適していると考え

られる。 
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次に、様々な材料において重要となる点欠陥の形成エネルギー及び電子準位を高精度に算出する手

法を確立し、その応用を進めた。図 2 に示す窒化亜鉛における固有点欠陥の計算例のように、様々な

窒化物半導体の点欠陥を系統的に評価することで、キャリアのドーピングや補償、再結合中心の形成

等、材料特性の理解並びに新材料の設計に関する重要な知見を得た。 

 

４ ま と め 

これまでに計算科学的アプローチにより、新規窒化物半導体や新規酸化物系光触媒の提案と実験的

実証といった、新材料探索に関する具体的な成果を得ている。本研究において、格子欠陥への対応を

中心に計算手法の高度化・汎用化を進めたことで、より現実的な材料設計及び新材料探索に向けたス

クリーニングが可能になったと考えている。 
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図 1. 計算科学手法を用いた候補物質のスクリーニングによる新物質探索の概念図 

 

 

図 2. 第一原理計算による窒化亜鉛中の固有点欠陥の形成エネルギー 
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Enhancement of earthquake-resistant technology based on 

multi-degrees-of-freedom experiment 
 

Project Coordinator Name: Satoshi Yamada 

Affiliation: Tokyo Institute of Technology 

１ Introduction 

 Base isolation is a newly structural system that reduces response acceleration of superstructure by isolation 

layer with isolator which low lateral stiffness and high compressive capacity. As shown in Fig. 1, spherical 

sliding bearing (SSB) is an isolator that consists of slider and two concave plates. Recently, a number of 

experiment of isolators and dampers are conducted under bidirectional loading. However, the number of study 

that focuses on identifying the effect of bidirectional loading on behavior of SSB is not enough. In this study, a 

series of bidirectional loading tests of SSB was conducted using multi-degrees-of-freedom loading equipment in 

Tokyo Tech and the mechanical model to simulate the hysteretic behavior of SSB under bidirectional loads was 

proposed. 
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Fig. 1 Schematic of SSB 

２ Bidirectional Mechanical Model of SSB 

 The restoring force of SSB consists of two elements that represent the restoring force of pendulum movement 

and the friction force of spherical surface. The friction force of spherical surface can be simulated using 

rigid-plastic spring. In addition, in order to consider the small elastic deformation of the total system as obtained 

from the experiment, an elastic spring is added and serially connected to the rigid-plastic spring that simulates 

the frictional force. As a result, the bidirectional mechanical model of SSB is shown in Fig. 2. As shown in Fig. 

2, the yield surface is used for the evaluation of motion state. The non-sliding state is defined when the point P 

exists inside the yield surface and the sliding state is defined when the point P exists outside or on the yield 

surface. The moving rule of the point O is that it moves in the sliding state and does not move in the non-sliding 
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state as shown in Fig. 3. Since the direction of friction force is assumed to be opposite to the sliding direction, 

the point Oi+1 exists on the trajectory of the point Pi and Pi+1. In addition, the point Oi+1 exists at a position 

where the distance to the point Pi+1 is the displacement at which the sliding starts. 
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Fig. 2 Bidirectional mechanical model 

x

y

Oi Pi

Origin 

i-th step non-sliding state

i-th step yield surface

1 step later

i+1-th step sliding state

Origin x

y

Oi+1

Pi+1

i+1-th step yield surface

Trajectory of
displacement

 

Fig. 3 Moving rule of the yield surface 

３  Bidirectional Loading Test 

A series of bidirectional cyclic loading test of the full-scale SSB was carried out using 

multi-degrees-of-freedom loading equipment in Tokyo Tech. The specimen is placed between the reaction 

frame and the loading table as shown in Fig. 4. By using vertical oil jacks, constant axial force of around 

1885kN is applied while keeping the upper plate of specimen horizontal. While loading constant axial force, the 

loading table can be moved in the xy plane. 
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Fig. 4 Test Setup 

４ Verification of the Mechanical Model 

In this analysis, the input displacement is the control displacement used in the experiment. The average value of 

the elastic stiffness obtained from experiment results was employed as the elastic stiffness of the friction 

element. Also, the friction force of the friction element was calibrated with the experimental results. The 

comparison between the shear force-displacement relationship of experimental and analytical results is shown 

in Fig. 5. The mechanical model can simulate bidirectional behavior with enough accuracy. 
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Fig. 5 The comparison between experimental result and analytical result 

５ Conclusion  

 The bidirectional behavior of SSB with bidirectional loading tests were investigated. In addition, the 

verification of mechanical model was conducted by comparing experimental results and analytical ones. The 

proposed mechanical model can accurately simulate the bidirectional behavior. 
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エンジニアリングセラミックスのプロセス・構造・機能 

 
                 東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所  若井史博 

 

 

１ はじめに 

硬さ，耐熱性，耐摩耗性等優れた力学的性質をもつエンジニアリングセラミックスの最大の課題は，

脆く，小さな欠陥から破壊し，強度信頼性が低いという欠点を克服することにある．超高強度・高信頼

性部材の開発に向けて，まったく新しい概念にもとづくセラミックスの靭性強化機構の実現，さらに．

ミクロ欠陥形成を抑制する部材製造プロセスの科学と技術体系の抜本的革新が望まれる． 近

年,Nishiyama らによって破壊誘起アモルファス化によるナノ多結晶スティショバイトの靭性強化機構

が発見された．この機構は古典的なジルコニアのマルテンサイト変態による靭性強化機構と異なり，ナ

ノスケールで作用し，超高硬度，超高靭性，超高強度を同時に実現可能な機構として注目されている．

一方，セラミックス製造プロセスとして産業的に広く使われている焼結プロセスについても，近年のＸ

線マイクロトモグラフィー技術の進歩による粒子スケールのミクロ気孔構造変化の直接観察，ミクロか

ら，メゾ，マクロスケールにわたる構造変化を力学系として捉える理論体系の出現など，新たな展開が

進みつつある． 

 

２ 研究目的 

本特定共同研究では，エンジニアリングセラミックスのプロセス・構造・機能に関する科学と技術の

革新を目指すことを目的として，１）破壊誘起アモルファス化による靭性強化機構の第一原理分子動力

学シミュレーションによる解明，２）ミクロ構造にもとづく焼結の熱力学的駆動力の推定法の巨視的な

焼結鍛造実験による実証，について，フロンティア材料研究所と米国の南カリフォルニア大学，熊本大

学，愛媛大学，ドイツのユーリッヒ研究機構との共同研究を実施した． 

  

３ 研究成果 

１） 破壊誘起アモルファス化による靭性強化機構の第一原理分子動力学シミュレーションによる解明 

 ２つの相反する物性である高硬度と靭性を両立することは困難であるが，地球上に豊富に存在す

るシリカガラスから合成したナノ多結晶スティショバイトは超高硬度，超靭性をもち，かつ，資源

供給の点でも持続可能な先端セラミックスであることが明らかとなった．量子力学にもとづく分子

動力学シミュレーションにより，スティショバイトではき裂先端の局所的な引張応力場によりピコ

秒のオーダーで急速なアモルファス化が起こることを解明した．原子の短距離集団運動のみで変形

によるアモルファス化が起こり，高速な相変態の促進につながった．最終的に通常のガラス構造に

到達する前に，高密度ガラス構造に類似した中間構造の経路をとる２段階アモルファス化機構が示

唆された．この瞬時のアモルファス化により，高速進展するき裂先端に追随して応力遮蔽や自己治

癒が起こる．この高速アモルファス化という新しい靭性強化機構は他の高圧合成された高硬度材料

でも実現できそうである． 
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２） ミクロ構造にもとづく焼結の熱力学的駆動力の推定法の巨視的な焼結鍛造実験による実証 

巨視的な焼結挙動を記述する力学量である「焼結応力」と「体積粘性率」を不連続焼結鍛造法に

よりカルシウムアルミノシリケートガラス(CAS)の粘性焼結に対して実験的に測定した．シリカガ

ラス球の粘性焼結のＸ線マイクロトモグラフィーによる３次元気孔構造観察から推定した値と実

測値との比較を行った．化学組成の違いによる粘性係数差を補正して規格化すると，巨視的な力学

実験から測定した値と，ミクロ構造から推定した値は良い一致を示した．膨大な手間と時間のかか

る焼結鍛造実験に比べれば，Ｘ線マイクロトモグラフィーから推定する手法ははるかに高速である．

今後，さまざまな原料粉体，成形プロセスによる粒子の空間的配置構造の違いが焼結性に及ぼす影

響を解析する上で，３次元Ｘ線トモグラフィーが有効な技術となることを実証した． 

 

４ ま と め 

1) M. Misawa, E. Ryuo, K. Yoshida, R.K. Kalia, A. Nakano, N. Nishiyama, F. Shimojo, P. Vashishta, 

F. Wakai, Picosecond amorphization of SiO2 stishovite under tension, Science Advances, 3, 

e1602339 (2017). 

2) G. Okuma, J. Gonzalez-Julian, O. Guillon, F. Wakai, Comparison between sinter forging and 

X-ray microtomography methods for determining sintering stress and bulk viscosity, Journal 

of the European Ceramic Society, 38, 2053-2058 (2018). 
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Manipulation of spin waves by electric fields 
 

Project Coordinator Name: Sebastiaan van Dijken 

Affiliation: Aalto University 

 

１ Introduction 

Modern information and communication technology (ICT) has experienced vast advancements during recent 

decades thanks to miniaturization in semiconductor electronics and progress in optical technologies. Severe 

challenges are, however, foreseen in nanoelectronics when further downscaling leads to more heat dissipation 

per unit area. Collective spin wave excitations in tailored magnets offer low power parallel data processing in 

cellular networks. Unfortunately, the research field of magnonics lacks a convincing materials and 

nanotechnology platform in which spin-wave emission and routing are realized with low-power consuming 

electric fields. 

２ Aims of Research  

In this International CRP, we aimed at the use of electric fields to manipulate spin-wave properties in 

ferromagnetic-ferroelectric bilayers. Contrary to earlier methods, our materials platform offers fundamentally 

different means of spin-wave excitation and multiplexing, at considerably reduced power consumption.  

３ Results 

Ferromagnetic Fe films were epitaxially grown onto ferroelectric BaTiO3 substrates using molecular beam 

epitaxy in the Laboratory for Materials and Structures at TIT. After this, the samples were shipped to Aalto 

University for characterization of spin wave transmission in an applied electric field. Using, magneto-optical 

Kerr microscopy, we observed that the magnetic anisotropy could be reversibly switched from uniaxial to biaxial, 

causing a controlled reorientation of magnetization. The effect on spin-wave transmission was probed using an 

all-electric broadband spin-wave spectrometer. The transmission measurements were performed by patterning of 

two microwave antennas on top of the Fe film, one for spin-wave excitation and the other for spin-wave 

detection. The results demonstrate a strong modulation of spin-wave transmission efficiency in an applied 

electric field (see figure below). Our results are relevant for the development of spin-wave logic devices 

requiring active manipulation of the amplitude and phase of propagating spin waves. A manuscript on the CRP 

project results is in preparation.  
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Figure: Electric-field control of magnetism in Fe/BaTiO3. Switching of the magnetization effects the efficiency 

of spin-wave transport between two microwave antennas (see lower right panel).  

４ Conclusion / Summary 

The results of the CRP are innovative and provide a strong basis for further research on electric-field 

manipulation of spin waves. The experiments were performed as a collaboration between TIT and Aalto 

University. The collaboration comprised material exchanges and the use of complementary equipment.  
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Study on binary electrides with ferromagnetism or layered structure 
Project Coordinator Name: Xiao Zhang 

Affiliation: School of Science, Beijing University of Posts and Telecommunications 

１ Introduction 

Electrides are ionic solids with excess electrons trapped at the interstitial areas of lattices, 

which serve as anions. The strongly or loosely localized electrons make electrides relate to salts 

with F-centers or plasmas, but markedly differ from metals containing delocalized electrons. This 

kind of materials exhibits novel properties which can be related to the anionic electrons and has 

great potential application values in many of fields such as catalysis and semiconductor 

technology. Theoretical calculation is a powerful tool to predict and discover new electride. For 

example, the prediction of Y2C electride leads to the actual experimental observation. Recently, 

theoretical studies predict that some binary compounds with layered structure could be 3D, 2D or 

0D electrides. We will try to do the calculation and synthesis some of materials which are either 

existed or hypothetical in order to confirm whether they are novel electrides. It will help to verify 

whether the key factors proposed in theory are valid indicators to discover novel electrides. 

Moreover, based on theoretical calculations, it will also accelerate the research process to find 

novel electrides and avoid unnecessary trial and error.  

２ Aims of Research  

Study and explore binary ferromagnetic electrides containing rare earth elements or 3d 

transition metals. Both kinds of elements have local spin moment could induce the spin polarized 

anionic electrons in the interstitial sites. This kind of electrides could have some new functionality 

which can be applied in various fields such as catalysis and spintronics. Synthesize novel binary 

electrides with layered structure. According to the prediction of theory, some of binary 

compounds with layered structure could host anionic electrons and become three-dimensional 

(3D), two-dimensional (2D) and (zero-dimensional (0D) electrides. It would be interesting to 

synthesize these materials and explore novel electrides. These studies will not only testify the 

reliability of theoretical prediction but also expand the family of electrides. 

３ Results 

In this project, Ca3Pb attracts our attention in the consideration of the existence of Ca3PbO. 

In virtue of the theoretical calculations, we find that intermetallic Ca3Pb is a zero-dimensional 

electride material based on the DFT calculation. Intermetallic Ca3Pb has a cubic AuCu3-type 

structure with the space group of . Fig. 1a shows the atomic structure of Ca3Pb. In the unit 
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cell, the Pb and Ca atoms occupy the (0, 0, 0) and (0.5, 0.5, 0) sites, respectively. It is to be noted 

that no atoms occupy the (0.5, 0.5, 0.5) site, leaving a large region of lattice void. Fig. 1b shows 

the atomic structure of Ca3PbO. It has the same space group with Ca3Pb, but the (0.5, 0.5, 0.5) site 

is occupied by O atom.  

 

Fig. 1 Crystal structure of Ca3Pb (a) and Ca3PbO (b). 

We calculated band structure of Ca3Pb and Ca3PbO for insight into the electron states. The 

conductivity of Ca3Pb is almost dominated by the delocalized electrons at the (0.5, 0.5, 0.5) site, 

which are mainly transferred from the of Pb 6p and Ca 3d electrons, marked with red dots in Fig 

2a. The delocalized electrons transferred to O orbital in Ca3PbO, so the electride band moves to 

lower energy level in Ca3PbO band structure (in Fig 2b). Fig 2c shows the electron density of 

Ca3Pb and Fig 2d shows the Electron-localized functional (ELF) on the Ca3Pb (100) plane. These 

results indicate clearly that Ca3Pb is a zero dimensional electride material, therefore, the chemical 

formula of Ca3Pb can be expressed as [Ca3Pb]2+:2e–. 

 

Fig. 2 Band dispersion of Ca3Pb (a) and Ca3PbO (b) along the high symmetry lines (the dashed line indicates 

the Fermi level); (c) Electron density of Ca3Pb at the (0.5, 0.5, 0.5) site; (d) Electron-localized functional (ELF) on 

the Ca3Pb (100) plane. 
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On the other hand, the recent discoveries on 2D layered ferromagnetic materials Cr2X2Te6 (X = Si, 

Ge, Sn) provide unique opportunities for understanding, exploring and utilizing novel low-dimensional 

magnetism. But the Curie temperature (Tc) of Cr2Ge2Te6 monotonically decreases with decreasing 

thickness and the ferromagnetic ordering couldn’t be persisted in a monolayer. Latest experiment 

results show that Chroumium trihalides CrX3(X = Cl, Br, I) is the promising candidates for the long 

range magnetism 2D van der Waals (vdW) materials. A scanning magneto-optic Kerr microscopy 

experiment shows that monolayer CrI3 is an Ising ferromagnet with out-of-plane spin orientation. With 

the increasing thickness, there appears to be a layer-dependent magnetic phase.  

 

Fig. 3 (a) crystal structure of CrBr3; (b) The photo of thin and flexible platelet CrBr3 single crystal. The length 

of one grid in the photo is 1 mm. (c) Single crystal XRD pattern and (d) EDX result of a CrBr3 single crystal.   

We synthetized single crystalline CrBr3 and measure the magnetic properties and magnetocaloric 

effect in this material. We find CrBr3 shows a large magnetic entropy change with its second-order 

magnetic transition. It implies that the it is probably a promising candidate as working material in 

magnetic refrigeration technology because of large magnetic entropy, soft magnetism, wide 

temperature span of △Sm and large RCP change, as well as relatively low cost of components and 

fabrication using the powder of Cr, and Br elements. Moreover, it provides a good platform to study 

the 2D vdW crystals with intrinsic magnetism and new spintronic devices.  
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Fig. 4 . (a) The initial isothermal magnetization around Tc; (b) Arrott plots of M2 vs H/M ; (c) Magnetic entropy 

change as a function of temperature with the magnetic field changes; (b) The RCP as a function of H(solid curves 

are fitted line). 

４ Conclusion / Summary 

In summary, we have finished our DFT calculation on Ca3Pb. Our results show that Ca3Pb is a 

zero dimensional electride and the manuscript is under preparing. At the same time, we tried to 

synthesize the Ca3Pb single crystal by flux method, but the as-synthesized sample has an impurity 

phase until now. We are still working on Ca3Pb single crystals synthesis, and I think we will get a good 

result soon. On the other hand, we synthesized CrBr3 single crystal and measured the magnetocaloric 

effect. It seems to imply that the it is probably a promising candidate as working material in magnetic 

refrigeration technology because of large magnetic entropy, soft magnetism , wide temperature span of 

△Sm and large RCP change, and relatively low cost of components and fabrication using the powder 

of Cr, and Br elements. Moreover, it provides a good platform to study the 2D vdW crystals with 

intrinsic magnetism and new spintronic devices. These results have been written to a paper and we are 

going to submit it to the Applied Physics Letters soon.  
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Observation and Manipulation of Exotic Topological Electronic States 

 
Alessandra Lanzara 

University of California, Berkeley / Lawrence Berkeley National Laboratory 
 

1. Team Members 

Tokyo Institute of Technology: Masayuki Murase, Takuya Nakano, Masaki Onishi, Shun 
Takeda, Keitaro Matsukawa, Takao Sasagawa 

Lawrence Berkeley National Laboratory: Giacomo Coslovich, Alexander F. Kemper, 
Sascha Behl, Bernhard Huber, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, 
Robert A. Kaindl 

2. Introduction & Aims of Research 

The dynamic coordination of atomic structure and electronic states plays a pivotal role in 
many phenomena of nature, helping determine the energetic pathways of chemical reactions, 
the conformational function of biomolecules, or the nature of symmetry-broken phases in 
solids. In particular, complex quantum materials are characterized by the correlated interplay 
of electronic and vibrational excitations that spawns a wealth of emerging phases. However, 
the conventional slow adiabatic tuning of phase transitions masks the causal time ordering of 
the intrinsic interactions that evolve on short time scales. This has motivated time resolved 
studies of phase transitions, uncovering remarkably fast cooperative electronic and structural 
dynamics. In particular, complex oxides exhibit an intriguing self-organization of 
atomic-scale charge, spin, and vibrational patterns, which can fluctuate in time and space. 
Recent observations of stripe order in cuprates attracted much attention, and vibrational 
excitation of stripe-ordered phases revealed surprising signatures of light-induced 
superconductivity. Moreover, the role of electron-phonon coupling in these unconventional 
charge density waves remains under discussion. Understanding the dynamic forces motivates 
ultrafast studies to elucidate how stripes melt, form, and fluctuate. The non-superconducting 
nickelate family La2–xSrxNiO4 (LSNO) represents an ideal model system for isolating stripe 
dynamics, exhibiting distinct lattice and spin ordering but only weak screening of low energy 
excitations. Recent ultrafast studies demonstrated the ability to optically suppress stripes in 
nickelates, observing a rapid charge localization and a multi-picosecond formation of its 
long-range electronic order. However, the dynamic coupling between the periodic electronic 
and vibrational modulations during melting and symmetry-breaking formation of stripes has 
remained elusive so far. 

 
3. Results 

To gain direct insight into the degree of symmetry breaking on fundamental time scales, 
we track the ultrafast terahertz reflectivity dynamics of the Ni–O bending mode in LSNO, 
which exhibits features arising from the stripe-phase order. 
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We find that although electronic carriers are immediately delocalized, the crystal 
symmetry remains initially frozen—as witnessed by time-delayed suppression of zone-folded 
Ni–O bending modes acting as a fingerprint of lattice symmetry. Longitudinal and transverse 
vibrations react with different speeds, indicating a strong directionality and an important role 
of polar interactions. The hidden complexity of electronic and structural coupling during 
stripe melting and formation, captured here within a single terahertz spectrum, opens new 
paths to understanding symmetry-breaking dynamics in solids.  

 

 

Figure 1. Equilibrium optical conductivity around the Ni – O bending mode of 
La1.75Sr0.25NiO4. (A) In-plane optical conductivity σ1(ω) of LSNO at different temperatures 
(dots) and best fits (lines) with the multi-oscillator model. Curves are offset vertically for 
clarity, and the inset shows an expanded range conductivity. (B and C) Temperature 
dependence of the frequency and peak strength from the multi-oscillator fits. Lines are guide 
to eyes. Error bars are 1 SD. arb. units, arbitrary units. (D) Dispersion of the Ni–O bending 
mode, as obtained from density functional theory (DFT) calculations. Charge ordering 
reduces the size of the Brillouin zone, which corresponds to the zone folding of both the 
transverse optical (TO) and longitudinal optical (LO) modes from qCO = (0.55,0,1) back to Γ, 
with coordinates given in an orthorhombic notation. Solid dots indicate the zone-folded 
modes at qCO. Open dots mark second-order modes corresponding to an in-plane momentum 
2qCO = (1.1,0,0), with some uncertainty on the TO energy due to the strong dispersion. 
Dotted line indicates LO dispersion including long-range Coulomb interactions, accounting 
for the observed bulk LO-TO splitting. The charge and spin stripe arrangements of LSNO are 
shown schematically.  

[1] G. Coslovich, A.F. Kemper, S. Behl, B. Huber, H. A. Bechtel, T. Sasagawa, M.C. Martin, 
A. Lanzara, and R.A. Kaindl, Science Advances 3, e1600735 (2017). 

- 15 -



 

  
Passive control technologies for timber structures 

 
Project Coordinator Name: Andreea Dutu 

Affiliation: Technical University of Civil Engineering Bucharest 

１ Introduction 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

２ Aims of Research  

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

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

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

 

３ Results 

In June 2017 prof. Shoichi Kishiki visited the Technical University of Civil Engineering Bucharest, and 

helped with the start of experiments on timber walls with different type of infills. His contribution was of 

highest importance, and after his explanation on the testing facilities, the project concerning existing timber 

traditional houses could be successfully finished. Besides that, a workshop was organized, and several 

Romanian researchers and professors participated (Fig. 1) and interacted with prof. Kishiki and also Prof. Qu 

(IEM, China). 

- 16 -



 

 

Figure 1. Workshop at UTCB “International workshop on resilience of urban buildings in seismic areas” 

Based on prof. Kishiki’s contribution, a paper was published in Engineering Structures [1]. 

In December 2017 and February 2018 several meetings with Prof. Shoichi Kishiki aimed to explain his ongoing 

experiments at Tokyo Institute of Technology, on steel structures. Prof. Kishiki kindly explained the setup (Fig. 

2) which was very creative and considered many parameters in the experiments, and thus, I could apply similar 

principles in the experiments ongoing in Romania. Also, we discussed how to test timber connections, with 

minimum investment in infrastructures (necessary in developing countries). 

 

Figure 2. Setup of experiment explanation at Tokyo Institute of Technology 
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In parallel, I could also attend prof. Hiroyasu Sakata’s ongoing experiments on timber frames. 

４ Conclusion / Summary 

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

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

foreign countries and for the Romanian university due to the opportunity to improve the research and 

engineering practices. This process takes a long time, but each step is important. Introduction of the passive 

control systems in the courses in Bucharest, not only for timber houses, is a big step towards accepting modern 

technology for a country in which engineers use mostly conventional construction methods.  

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

things for foreign researchers, so all the meetings in Japan, Romania, or China, offered the chance to interact 

with many famous professors and get updated with the latest research subjects. 

Reference: 

[1] Andreea Dutu, Mihai Niste, Iulian Spatarelu, Daniel Ioan Dima, Shoichi Kishiki, (2018) “Seismic 

evaluation of Romanian traditional buildings with timber frame and mud masonry infills by in-plane static 

cyclic tests”, https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.02.062, Engineering Structures, In Press                 
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Survivor Analysis Applied To Building Stocks 

Project Coordinator Name: David Mukai 

Affiliation: University of Wyoming 

１ Introduction 

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

January 16 to March 5, 2017. The proposed project was Survivor Analysis Applied To Building Stocks. This 

project was continued for 2018 with David Mukai visiting Susumu Kono’s lab January 8-18, 2018. The 

accomplishments during these stays and future planned activities were described in this report. 

２ Aims of Research  

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

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

What is the life expectancy after a medical treatment?  

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

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

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

 Various other activities of the Kono research group 

３ Results 

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

seminar the application of survivor analysis in building stock dynamics were applied to data from Laramie, 

Wyoming (Figure 1) and St. Paul, Minnesota (Figure 2). Upon returning to the University of Wyoming, Dr. 

Mukai learned that Dr. Brandon Ross from Clemson University had received funding from the National Science 

Foundation for very similar work and in fact Dr. Ross used the same data from St. Paul University. Dr. Mukai 

plans to collaborate with Dr. Ross in future work in this area. Also, Dr. Mukai is preparing a manuscript on the 

work presented at TIT to be submitted to Building Research and Information (impact factor of 2.16). 
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Figure 1. Kaplan-Meier Curves for Building Stock in Laramie, WY. 

  

Figure 2. Kaplan-Meier Curves for Building Stock in St. Paul, Minnesota by material and by cause of 

demolition. 

In addition to this work on Survivor Analysis applied to Building Stock, collaboration between Dr. Mukai and 

Dr. Kono has resulted in one publication, three non-refereed conference papers, and four conference 

presentations. 

４ Conclusion / Summary 

The work on Survivor Analysis applied to building stock dynamics progresses and should result in a manuscript 

submitted to Building Research and Information this year. There is also the possibility of collaboration on this 

topic with other researchers in the United States. The collaboration on drift capacity of shear walls has resulted 

in a publication by Netrattana and Kono. The collaboration with the AIJ on the English translation of the AIJ 

reinforced concrete code is progressing and a first English draft of portions of the code may be available soon. 
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Seismic Performances of High Rise R/C Frame Structures Reinforced with 
High Strength Rebars 

 
Project Coordinator Name: Iswandi Imran, Prof. 

Affiliation: Institut Teknologi Bandung 
 

１ Introduction 

Construction of high rise buildings as supporting infrastructures for economic growth has increased significantly 
in numbers in many big cities around the world. In Indonesia, most of the high-rise buildings constructed are made 
of reinforced concrete structures. In principles, the use of high-strength concrete, coupled with high strength rebars 
for high rise r/c buildings will result in more efficient and more constructible r/c constructions. However, in 
Indonesia, the use of high strength rebars for seismic resistant r/c buildings is still prohibited. SNI 2847:2013 
Section 21 specifies that the yield strength for reinforcing bars used in structural elements of special moment 
resisting frames is limited to 420 MPa. This provision is meant to limit higher shear and higher bond demand in 
the structural elements assigned to dissipate seismic energy.  This study will focus on the impact of using grade 
550MPa and 690MPa steel reinforcement bars in the seismic performance of high-rise r/c buildings through 
performance based design analysis. 

２ Aims of Research  

The project aims to investigate the use of high strength rebars in seismic resistant r/c buildings. In the study, 20 
story frame buildings located in a region with high seismicity are designed. Two types of rebars are used, i.e. 
those with the yield strength of 550 MPa and of 690 MPa.  

３ Results 

The 20 story r/c apartment building shown in Figure 1 below is used to evaluate the influence of high strength 
rebars on the seismic performance of the building structure. The height of the first floor is 5 meters, and the rest 
of typical floor height is 4 meters. The structure is located in a region with high seismicity, so it has to be designed 
as the special moment resisting frame. The building structure is designed according the Indonesian standard (SNI 
2847-2013 and SNI 1726-2012). The seismic performances of the buildings are then investigated by performing 
non-linear time history analysis. Seven pairs of scaled ground motions are used for the analysis.  

 

Fig. 1   Typical 3D Models of 20 Story R/C Apartment  Building Structure 

 

- 21 -



From the analysis, the level of global performance for both building structures with 550MPa and 690MPa strength 
rebar is still in the range of damage control, i.e. the recorded interstory drift ratio between IO (immediate 
occupancy) to LS (life safety). The average drift ratio (from seven ground motion) of each building structure can 
be seen in Figure 2 dan 3. 

 

                                  
Fig. 2 The Average of Interstory Drift Ratio of R/C Building Structure with Grade 550MPa Steel Re-bar caused by Seismic Load at X and 

Y Direction 
 

                                    
Fig.3 The Average of Interstory Drift Ratio from R/C Building Structure with Grade 690MPa Steel Re-bar caused by Seismic Load at X 

and Y Direction 
 

The largest average interstory drift ratio occurred in the building structure with 550MPa and 690MPa strength 
rebars are respectively 0.01729 and 0.0182. These numbers almost reach the limit of interstory drift ratio for life 
safety performance (i.e. 0.02).  

４ Conclusion / Summary 

From the results of the performance analysis carried out, it can be concluded that: 
 
1. The failure mechanism of r/c buildings reinforced with 550 MPa yield strength is governed by beam 

mechanism, while the buildings reinforced with 690MPa yield strength rebars shows failure mechanism 
dominated by story mechanism. 
 

2. Globally, the performance levels of the buildings are within the zone of Damage Control (i.e. between 
immediate occupancy and life safety). This indicates that both buildings have good seismic performances. 

 
3. Based on the findings, the high strength rebars can basically be used in special moment frame r/c building 

design. 
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Characterization of Self-Healing Mechanisms of MAX Phases at High 
Temperature 

 
Project Coordinator Name: Jesus Gonzalez-Julian 

Affiliation: Forschungszentrum Jülich 

１ Introduction 

 MAX phases are a new family of layered ternary carbides and/or nitrides that have attracted a lot of interest 

for high temperature applications (> 1000 ˚C) due to their combination of properties, bridging the gap between 

ceramics and metals. As their metallic characters, MAX phases show excellent damage tolerance, good thermal 

shock resistance, high thermal and electrical conductivity and readily machinability, and as ceramics they are 

lightweight, and present elevated elastic modulus and excellent oxidation and corrosion resistance. Nevertheless, 

recently self-healing mechanisms have been discovered in one of the most potential MAX phases for high 

temperature applications, Cr2AlC. Cracks at high temperature are filled with α-Al2O3, healing the cracks. Other 

MAX phases are potential to develop these mechanisms for crack-healing but more research is required.  

２ Aims of Research  

The aim of the research is to detect which MAX phases are able to show self-healing mechanisms at high 

temperature. The MAX phases were Cr2AlC, Ti2AlN, Ti3AlC2, and Ti3SiC2 doped with Al. Three of them 

contain Al so they are good candidates to present crack healing, meanwhile Ti3SiC2 was doped with Al in order 

to promote the self-healing mechanisms. Furthermore the idea is to perform some FIB investigations on the 

healed cracks to characterize the wide of the crack and if the whole volume of the crack is filled as well as the 

mechanisms and composition.  

３ Results 

MAX phase powder are not commercial available, except for Ti2AlC, Ti3AlC2 and Ti3SiC2 (without doping). 

However, these powder present high content of impurities, ranging between 50 wt.% and 20 wt.%. Therefore, in 

order to avoid these impurities, MAX phases were synthesized in the laboratories. The powders were 

synthesized using a solid state reaction route at 1300 ˚C under protective atmosphere. Field Assisted Sintering 

Technology (FAST/SPS) was used to densify the powder at temperatures around 1200 ˚C, heating ramp of 100 

K/min, and 50 MPa of uniaxial pressure. 

Cracks are difficult to perform in MAX phases due to their good damage tolerance. In order to generate cracks, 

several indentations were perform close each other to produce the cracks between the indentations. Some cracks 

were generated but other methods should be perform to control the size of the cracks. Afterwards, oxidation of 
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the cracks at 1200 ˚C in air during 5 hours were done. Then, cracks were analyzed using a SEM and cracks 

were cut using a FIB. 

Cracks on Cr2AlC were healed, as expected and reported in the literature. That means that the conditions are 

enough to promote self-healing mechanisms, so the other MAX phases should be self-healing materials under 

these conditions. Ti2AlN were completely oxidized under these conditions, forming a thick TiO2 scale instead 

Al2O3. Rutile-TiO2 does not protect the bulk material against further oxidation so this compound does not 

promote any self-healing mechanism. The best results, and rather promising, were obtained for Ti3AlC2. 

Ti3AlC2 formed a dense, continuous and protective α-Al2O3 layer on the surface, as well as filling the crack. 

Therefore this material is self-healing. The analysis by FIB show the completely filling of the cracks even when 

the crack present a “zig-zag” shape. That is rather interesting for the community. Small porosity can be detected 

at the middle of the crack, which indicates that the oxide scale growth constantly from each surface of the crack. 

Unfortunately, Ti3SiC2 doped with Al does not promote any self-healing mechanisms, so the content of Al 

should be increased.      

These results are so interesting for the community and to transfer these materials to high temperature 

applications. Nevertheless, they are preliminary results so more research is required. 

４ Conclusion / Summary 

Self-healing mechanisms have been corroborated for Cr2AlC and demonstrated for Ti3AlC2. The cracks are 

filled with α-Al2O3 and follow perfectly the shape of the crack even when they present a complex shape such as 

“zig-zag”. In the center of the cracks can be detected some porosity, which indicates that the oxide scale growth 

equally form the whole surface of the crack. Unfortunately, Ti3SiC2 doped with Al does not promote any 

self-healing mechanisms, so larger contents of Al might be beneficial. The results are rather promising although 

more investigation is required. 

 

 

 

                                  

- 24 -



 

  
Detailed assessment procedure for residual capacity of reinforced concrete 

buildings 
 

Project Coordinator Name: Ken Elwood 

Affiliation: University of Auckland/QuakeCoRE 

１ Introduction 

Many buildings experience intermediate levels of damage during seismic events. In these situations, a detailed 

assessment of the building in its damaged state is required for owners and other stakeholders to make informed 

decisions about the building’s future. The aftermath of the Canterbury earthquakes of 2010-2011 brought into 

sharp attention the lack of available resources for engineers conducting detailed assessments of damaged 

buildings. In this study, a proposed framework for the post-earthquake assessment of damaged reinforced 

concrete buildings is presented. Within the bounds of this framework, the need for models estimating the 

residual strength, stiffness, and deformability of damaged reinforced concrete components is also discussed. An 

experimental programme evaluating the residual capacity of damaged and repaired reinforced concrete beams is 

conducted. This work is part of an effort funded by the New Zealand Government to develop guidelines for 

assessing the post-earthquake residual capacity of damaged structures. 

２ Aims of Research  

1. Identify the factors influencing the residual capacity of reinforced concrete plastic hinges 

2. Develop a methodology for the assessment of residual capacity of moderately damaged buildings after 

earthquakes. 

３ Results 

Two existing documents that deal with detailed post-earthquake evaluation of damaged RC buildings have been 

published (Applied Technology Council 1998; Nakano et al., 2004). The general methodology employed in 

both of these guidelines involves establishing reduction factors that are used to modify the capacity of damaged 

components. The reduction factors are based on a combination of the component type and detailing, and the 

severity of the observable damage. Once the reduction factors have been applied to all damaged components, a 

global analysis can be conducted to quantify any reduction in the ability of the building to meet its performance 

objectives. Potential limitations of these methodologies include the subjectivity of the building inspection, the 

fact that reduction factors and damage indicators are calibrated off of static cyclic experimental tests or are 

judgment-based, the inherent variability of visual damage, and the lack of consideration of number of loading 

cycles or loading protocol. 

A flowchart showing the proposed framework is shown below. The principal difference with existing 

methodologies is the focus on estimating the peak demands incurred during the damaging earthquake, and using 
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these peak demands as a basis for assessing residual capacity. The visual damage is used to refine the estimates 

of peak demands rather than as the basis for the entire assessment. At the global level, the overall distribution of 

damage in the structure can be compared against that predicted using an analytical model. Differences should be 

investigated and attempted to be reconciled. At the local level, detailed information on the in-situ damage can 

be used to better estimate the peak demands that a particular component experienced.  

Ground motion & 
structural drawings Observable damage

Best estimate of peak demands

Conduct ULS analysis using updated model

Calculate residual stiffness, strength, & deformability for 
damaged/repaired components

Update building model to account for damaged/repaired 
components

Crack distributions
Crack widths
Residual drift

etc...

Create building model and 
perform analytical estimation of 

peak building response

Is repair 
required?

Assess building capacity relative to its undamaged state
 

Seventeen identical reinforced concrete beams have been tested using test setup shown below to assess the 

factors influencing residual capacity.  A sample of the results from these tests are shown on the next page.   

 

 

Figure 1. Rendering of test set-up 
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４ Conclusion / Summary 

A proposed framework for the detailed post-earthquake evaluation of RC buildings is introduced. Models 

required for such a framework to be applicable in engineering practice are identified. Experimental results are 

presented that illustrate the effects of various loading characteristics at low-to-moderate ductility levels on the 

ultimate capacity of RC beams. Insights from results on the effects of repair on ultimate capacity are also 

identified in this study. The experimental program represents a critical component of a larger research effort to 

develop guidelines for the assessment of residual capacity of damaged RC buildings. 
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Ultra-Low Cycle Fatigue Life of Welded Steel Beam-Column Connections 

Project Coordinator Name: Liang-Jiu Jia 

Affiliation: Tongji University, P.R. China 

１ Introduction 

In the 1994 Northridge earthquake and the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake, a number of welded 

steel beam-column connections fractured in brittle modes, and the brittle fracture were found to be induced 

by crack initiation and propagation of ductile cracks. In the 2011 Tohoku Earthquake, many steel bracings 

fractured due to post-buckling under ultra-low cycle fatigue (ULCF) loading, where the fracture mode is 

also ductile fracture.  

For metallic structures under seismic loading, the failure mode is commonly ductile fracture due to 

large strain amplitude of steel structures during seismic loading. Thus, it is of great importance to 

investigate the mechanism of ductile fracture under ULCF loading. The ductile fracture process can be 

divided into the following stages as illustrated in Fig. 1, i.e., (a) formation of voids around initial secondary 

particles or inclusions, (b) void growth under stressing, (c) strain concentration within voids and (d) void 

coalescence leading to ductile cracking. For conventional structural steels, void growth plays a critical role 

in formation of a ductile crack. Recently, several ductile fracture models for cyclic loading were proposed, 

while the models have limitations for the case of ULCF loading with random amplitudes. The ULCF 

fracture models are commonly applicable to the cases under cyclic incremental loading, while greatly 

underestimate the cases under ULCF loading with random amplitude.  

 

Fig. 1 Ductile fracture process 

２ Aims of Research  

This project is focused on ductile fracture mechanism of welded steel beam-column connections. A 

novel micro-mechanics based ductile fracture was proposed to predict ULCF life of the connections under 

seismic loading. Numerical models were established to carry out numerical fracture simulation of the 

connections, and the results were compared with the experimental results to validate the rationality of the 

proposed micro-mechanics based ductile fracture model.  
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３ Methodology and Results 

A new ductile fracture model for ULCF loading was proposed, where it was postulated that the 

damage was closely correlated with the stress hardening of metals. The damage was classified into 2 

categories, i.e., isotropic hardening correlated and kinematic hardening correlated as illustrated in Fig. 2. It 

was postulated that the isotropic hardening correlated damage was linear to that of the kinematic hardening 

one.  

A user defined subroutine for predicting the ULCF life of the connections was wrote and 

implemented into the commercial software ABAQUS with the flow chart shown in Fig. 3. Two 1/3 scaled 

models of the beam-column connections experimentally studied by other researchers were investigated, 

and the connection details were given in Figs. 4 and 5.  

Based on a series of FEM analyses, it was found a previously proposed ductile fracture model for 

cyclic incremental loading cannot well evaluate the ULCF life of the connections, while the newly 

proposed one considering the different damage rates of the isotropic hardening and kinematic hardening 

correlated damage can well simulate the crack initiation of the connections.  

   

Fig. 2 Division of isotropic and kinematic hardening correlated damage   Fig. 3 Flow chat for user defined subroutine 

 

              Fig. 4 Configuration of connection              Fig. 5 Connection details 
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Fig. 6 shows the simulated fracture initiation and crack initiation of the connections under ULCF loading, 

where the location is the same as those of the tests. Fig. 7 shows the comparison results of the 

moment-rotation curves, which compares well with each other. 

  
(a) Ductile fracture initiation (b) Crack initiation  

Fig. 6 Numerical simulation results of the connections under ULCF loading 

 

Fig. 7 Comparison of moment-rotation curves 

４ Conclusion / Summary 

Based on the above theoretical and numerical simulation results, it can be concluded that: 

Loading history plays an important role on the ULCF life of the connections. Damage of structural 

steel can be divided into isotropic hardening correlated components and kinematic hardening ones, and 

isotropic hardening ones lead to much higher damage. 

Conventional ULCF ductile fracture model tends to underestimate ULCF life of the connections. The 

newly proposed ULCF ductile fracture model can well simulate ductile crack initiation of welded steel 

beam-column connections, where a linear correlation between the isotropic hardening correlated damage 

and the kinematic hardening ones. 
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Development of seismic damage controlling structural systems for quick 

recovery 
 

Project Coordinator Name: Luca Martinelli 

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

１ Introduction 

  

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

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

post-tensioned precast beams with unbonded tendons, due to they possess a favourable behaviour in case of 

earthquakes, characterized by small residual deformations and limited damage thanks to the effect of the 

prestressing force that will tend to close the cracks that eventually developed. 

In order to fully utilize the performance of this type of structures, it is important to have models that accurately 

simulate the hysteresis cycles of these structures. Among the relevant aspects to be taken into account there is 

the accurate simulation of the loading-unloading part of the hysteretic cycles, since this is related to the value of 

the predicted residual displacement. 

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

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

this CRP, the fiber model was re-implemented inside a different computer code in view of carrying out 

time-histories analysis of full frame structures. At the base of the modeling there is the monolithic beam 

analogy concept, in which the model generated is able to describe the behavior of a precast ductile connection 

thanks to the presence of a diffused plastic region. 

  

２ Aims of Research  

  

The Collaborative Research Project aims to propose an efficient self-centering systems, by separating elastic 

spring system (unbonded post-tensioned precast members) and an energy dissipating devices, by developing 

suitable numerical models on the base of experimental results obtained by S. Kono and his research group. The 

previous years of the Collaborative Research Project have allowed to prove that fiber models can be suitable for 

modeling the seismic performance of hybrid systems, however application was limited to simple beam-column 

sub-models. During this additional year, the modeling techniques previously set-up have been applied to larger  
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Fig. 1 – Portal frame with 2 columns and a PT wall (E-Defense base) 

 

Fig. 2 – Implementation into OPENSEES 

sub-models, taken from a full-scale building that had hybrid systems and was tested for seismic events: the 

E-DEFENSE building. The sub-models comprising a full story were implemented into the general purpose FE 

computer code OPESEES that has facilities for fiber models for the modelling of different types of members 

(beams, columns, and walls), and has advanced concrete and steel materials models. 

  

３ Results 

  

The effectiveness of the proposed modeling strategy has been tested for a real example of unbonded 

post-tensioned precast concrete frame: the E-Defense building tested in Japan during 2010. The main feature of 
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selected computer code was the capability to reproduce the gap-opening gap-closing mechanism at the 

beam-column interface, since this opening is the main contribution to the yielding of the prestressing bars. 

Figure 1 depicts the sub-model of the floor, Figure 2 its implementation into OPENSEES, while Figure 3 the 

results of its implementation into OPENSEES, in terms of moment-curvatures curves, induced by the simulation 

of an earthquake with Peak Ground Acceleration of 5g. 

 

Fig. 3 – Moment-curvature response for the portal frame with 2 columns and a PT wall 

  

４ Conclusion / Summary 

  

The collaborative research provided a very welcomed opportunity to develop a novel structural systems for 

seismic applications, in collaboration with colleagues at Tokyo Institute of Technology (TIT). The numerical 

models appear promising, even though the response of the PT wall needs further research to be assessed 

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

building technique. 

 

Luca Martinelli, 

Associate Professor 
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Effect of Deep Sedimentary Basins on Expected Damage in Reinforced Concrete 

Buildings  
 

Project Coordinator Name: Marc Eberhard 

Affiliation: University of Washington 

１ Introduction 

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

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

Kanto Basin, which is deep, but not as deep as the Seattle Basin. Japan also has other sedimentary basins, 

including the Yufutsu Basin, which is similar in depth to the Seattle Basin., as well as the Kushiro Basin and 

Niigata Basin. The effects of such basins on ground motions and the expected damage during an earthquake is 

poorly understood. 

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

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

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

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

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

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

２ Aims of Research  

It is important to study the effects of these motions on the expected seismic performance on buildings, because 

these effects can be significant.  The similarity of the basins provides the opportunity to study the effects of 

deep basins in two regions on ground motions and the resulting expected damage.  The Japanese basins have 

numerous strong-motion recordings, and the University of Washington will have the results of large-scale 

simulations. 

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

leads to confirmation of observed trends. 

３ Results 

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

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

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

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

these motions were investigated with 2D numerical models of reinforced concrete frame structures that are 
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representative of US construction in the past. The results of the analyses clearly showed that the long durations 

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

increased the damage in reinforced concrete frame buildings.  

During the second year of the project (2017), the researchers compared the effects of the Yufutsu basin during 

three Japanese earthquakes with that of the Seattle basin during the Nisqually earthquake. As shown in Figure 1, 

the spectral acceleration basin amplification factors (BAFSa) were similar for the two basins for periods above 

1s, reaching maximum values of about 3.5. This result suggests that the two basins behave similarly. 

The researchers also evaluated the effects of the simulated motions on simple structural systems.  Figure 2 

shows the computed ductility demands for a system with a force-reduction factor, R, equal to 8 and a ductility 

capacity, μcap=8. The deformation demands are plotted for: (a) M9 simulated motions for Seattle (b) M9 

simulated motions for La Grande, a reference site outside the basin, and (c) the conditional mean spectrum 

(CMS) corresponding to the Maximum Considered Earthquake (MCER) 

 
 

Figure 1. Comparison of Spectral Acceleration 

Basin Amplification Factors for Yufutsu and 

Nisqually Basins 

Figure 2. Effect of Simulated Motions on Response of a Ductile 

Single-Degree-of-Freedom System, Designed for R=8 

Figure 2 shows that the demands from the simulated motions far exceed the CMS MCE demands for these 

structures. The demands even exceed the ductility capacity for periods between 0.5 and 1.5 seconds. These 

effects are mainly attributable to the Seattle basin, because as shown in the figure, the demands for the reference 

La Grande site are much lower. 

The researchers will be presenting these results (and the development of a new shear model) at the Tokyo 

Institute of Technology on July 2, 2018 as part of a special seminar. The visit will also include am all-day series 

of meetings with graduate students.   
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 ４ Conclusion / Summary 

The conclusions from the work done in 2016 was that the spectral accelerations expected at a site are strongly 

affected by the presence of deep, sedimentary basins.  In the next year, we have shown that the Yufutsu and 

Seattle basins have similar behaviors.  The simulations also show that the Seattle basin is likely to cause great 

damage to structure during an M9 earthquake. 

During the next year of the project, we will evaluate the performance of more complex systems, such a 

shear-wall buildings and braced frames. 
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Development of design methods on strengthening substandard RC frame 

structures through RC wall infills and/or RC shear walls 
 

Project Coordinator Name: Marina L. Moretti 

Affiliation: National Technical University of Athens, Greece 

１ Introduction 

Strengthening of reinforced concrete (RC) frames with RC infill panels is a method often followed rather 

than strengthening individual bearing elements in substandard buildings that were not designed according to 

modern code principles. Therefore the design of infilled frames is very important in assessing the seismic capacity 

of existing buildings that have been strengthened. At low levels of in-plane horizontal force the frame and infill 

panel will act in a fully composite manner as a structural wall with boundary elements. When load increases 

usually the frame attempts to deform in a flexural mode while the infill in a shear mode. This behavior results in 

separation between frame and panel at the corners on the diagonal under tension. After separation, a significant 

portion of the shear force is transferred through a diagonal strut along the compression diagonal (Fig. 3). The 

behavior of the interfaces between frame and infill is significant for the overall performance of the infilled frames. 

Previous experimental research has shown that the best performance of the infilled frame is achieved when the 

connection is performed through the embedment of adhesive dowels. The advent of slip along the infill/frame 

interfaces leads to gradual response degradation of the infilled frame.  

２ Aims of Research  

In order to better model the behavior of an infilled frame under horizontal loading it is essential to take into 

account the effect of slippage along the frame/infill interfaces in the design of an infilled frame. Therefore a 

number of models that predict the resistance between an interface of RC elements will be examined and checked 

against experimental data in order to validate their performance and choose the one that may be used in modelling 

the of the behavior of the infill/frame interface. Further on, different strut models will be used to simulate the 

behavior of the infill and the results will calibrated against test data in order to formulate a design model capable 

of predicting the behavior of infilled frames as accurately as possible.  

３ Results 

Several design expressions describing the resistance of an interface between concrete elements cast at a 

different time, both with and without the presence of reinforcement bars perpendicular to the interface were 

examined and applied on test data. In Fig. 1 the predictions of the shear resistance along the interface calculated 

according to three different models, i.e. by Mattock (1974), by Mansur et al. (2008) and by Randl (1997) (also 

adopted by Model Code 2010), for which the best fit curve is plotted with continuous red line, dashed yellow and 

dashed blue line, respectively. Test data is taken from the literature. It was concluded that the expressions of 
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Mattock and Mansur et al. overestimate the interface shear strength in case of smooth interfaces, while their 

predictions for rough interfaces are very good. The shear strength calculated according to Randl is safe in general, 

while the predictions for rough interfaces seem to be particularly conservative. However when this expression 

was applied to reproduce the shear transferred along the interface of a tested infilled frame for which 

measurements of the infill/frame slippage along the interfaces were available, the results were not good. Best 

approximation of the experimental behavior of the interfaces was obtained by applying the detailed methodolody 

suggested by Walraven (1980) which gives the shear force along a crack by calculating the contribution of dowel 

and aggregate interlock mechanisms, provided that the values of opening and slippage along the interfaces are 

known (Fig. 2). 

 

 
Figure 1. Analytical shear strength, V, vs. amount of 

reinforcement, ρfsy, across the interface. 

  Figure 2. Calculated shear resistance of the interface 

between wall/beam from tests.  

 

The contribution of the infill in undertaking the shear force acting on the infilled frame may be performed 

through a variety of possible models. From numerous research works in the literature it has been verified that the 

most practical and effective model for simulating the infill is that of a single strut model (Fig. 4). However, there 

is no consensus in the manner the value of the strut width, w, is calculated. The respective expressions from the 

Canadian Code, CSA, and from FEMA 306 (1999) have been considered and applied to calculate the failure load 

of several specimens. In Figure 5, the shear force from the test (Vexperimental) has been compared to the  

 

                           

Figure 3. Characteristics of infill and strut model  Figure 4. Diagonal strut model for an infilled frame 
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analytically predicted one from the solution of an equivalent frame in which the infill is substituted by a strut with 

width calculated according to (a) CSA, and (b) FEMA expressions. Among the specimens that were considered, 

the least slippage was reported for specimens in whom the infill is connected through adhesive dowels around the 

entire perimeter and the columns are strengthened by jackets (indicated by a dashed rectangle in Fig. 5). It was 

concluded that the use of strut width calculated by the Canadian Code CSA, rather than by FEMA, leads to 

overestimation of the actual shear strength of the infilled frame when significant slippage occurs, while it leads to 

good results for low slippage along the frame/infill interfaces. 

               

Figure 5.  Comparison between experimental shear force and analytical predictions of tested infilled frames for 

analysis with two different strut widths calculated according to CSA and FEMA 306 (1999) codes.   

 ４ Conclusion / Summary 

Two basic factors of crucial importance on the overall behavior of RC infilled frames that considerably affect 

the design of infilled frames with RC infill walls have been studied: (a) the occurrence of slippage along the 

infill/frame interface in relation to the best way to model it, and (b) the most appropriate strut model to use for the 

design of infilled frames.  

It was concluded that normal design expressions used to estimate the shear resistance of RC interfaces cannot 

describe accurately the actual behavior along the interface of infill/frame, and so the effect of slippage may not be 

directly introduced in a design model. However, the effect of slippage may be introduced indirectly in the design 

model by increasing the strut width: For less slippage, enhanced strut activation is achieved, so broader strut 

width should be used in the model. Therefore, the conclusion of the present study is that when the infill is 

substituted by a single strut, the strut width should be calculated (a) by the expression of CSA in case of very 

strong connection between infill/frame and when the frame columns are stiff compared to the infill, so small 

slippage is expected, and (b) through the FEMA expression when significant slippage is expected in the absence 

of the above properties of the infilled frame. 
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Imaging and Manipulating the Electronic Structure and Many-body Interactions 

of Novel States of Quantum Materials. 
 

Phil D.C. King 
University of St Andrews 

 
1. Team Members 

Tokyo Institute of Technology: K. Okawa, M. Asakawa, T. Sasagawa  
University of St. Andrew: O. J. Clark, J. Feng, L. Bawden, J. M. Riley, I. Markovic, F. 

Mazzola, V. Sunko, D. Biswas  
The University of Tokyo: M.S. Bahramy 
Suranaree University of Technology: Worawat Meevasana 
Diamond Light Sourc: T. K. Kim, M. Hoesch 
Synchrotron SOLEIL: J. E. Rault 

2. Introduction & Aims of Research 

Our research is focused on imaging and manipulating the electronic structure and 
many-body interactions of novel states of quantum materials, including topological insulators, 
strongly-correlated electron systems, and emerging semiconductors. To do this, we make use 
of advanced electron spectroscopic techniques, in particular angle-resolved photoemission 
spectroscopy (ARPES). Based on the photoelectric effect, this provides a direct 
momentum-resolved measurement of the electronic structure and Fermi surfaces of materials, 
as well as providing detailed insight into interactions of electrons in the solid. 
 
3. Results 

Transition-metal dichalcogenides (TMDs) are renowned for their rich and varied bulk 
properties, while their single-layer variants have become one of the most prominent 
examples of two-dimensional materials beyond graphene. Their disparate ground states 
largely depend on transition metal d-electron-derived electronic states, on which the vast 
majority of attention has been concentrated to date. Here, we focused on the 
chalcogen-derived states. From density-functional theory calculations together with spin- and 
angle-resolved photoemission, we found that these generically hosted a co-existence of type-I 
and type-II three-dimensional bulk Dirac fermions as well as ladders of topological surface 
states and surface resonances.  

Fig. 1 summarizes the electronic structure of the TMD superconductor 1T-PdTe2. The 
bands near the Fermi level are almost exclusively Te-derived. Along Γ-A, two pairs of 
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predominantly Te px,y bands are evident within the energy region E-EF ~ -1 ~ 2 eV, which we 
assign as the crystal-field and spin-orbit split bonding and anti-bonding E bands. They have 
modest out-of-plane dispersion, although much more significant dispersion can be observed 
along the in-plane directions, consistent with their in-plane orbital character. In contrast, the 
pz - (A1)-derived states have a dispersion along Γ-A that spans nearly the entire valence band 
bandwidth, and thus crosses through the E states as a function of kz.  

 

 

Figure 1 Chalcogen-derived topological ladder in PdTe2. a, Orbitally resolved bulk 
electronic structure of PdTe2, indicating dominantly chalcogen-derived orbital character for 
the states in the vicinity of the Fermi level. b, Our ARPES measurements (hν = 80–132 eV, 
kx = ky = 0) reproduce the calculated out-of-plane dispersion when the calculations are 
rescaled by a factor of 1.08 (solid lines), revealing the formation of bulk Dirac points (BDPs) 
and gapped crossings of the upper pz and px,y-derived states. c,d, The corresponding bulk 
Dirac cones and topological surface states located within the inverted bandgaps are clearly 
observed in our ARPES measurements (c; hν = 27 eV in main panel and 24 eV for inset) and 
supercell calculations (d, projected onto the first two unit cells) along the Γ–M direction. e,f, 
Spin-resolved energy distribution curves along the lines shown in c reveal a clear helical spin 
texture of the two topological surface states (TSS1 & 2), with an up-down–down-up relative 
ordering, as well as an additional spin-polarized state above TSS1 which we label SS.  

 

[1] M.S. Bahramy, O.J. Clark, B.-J. Yang, J. Feng, L. Bawden, J. M. Riley, I. Markovic, F. 
Mazzola, V. Sunko, D. Biswas, S. P. Cooil, M. Jorge, J.W.Wells, M. Leandersson, T. 
Balasubramanian, J. Fujii, I. Vobornik, J. Rault, T. K. Kim, M. Hoesch, K. Okawa, M. 
Asakawa, T. Sasagawa, T. Eknapakul, W. Meevasana, and P.D.C. King, Nature Materials 17, 
21 (2017).  

- 41 -



 

Development of high-performance concrete core wall buildings for earthquake 
applications 

 
Project Coordinator Name: Tony T.Y. Yang 

Affiliation: University of British Columbia 

１ Introduction 

Next-generation earthquake engineering design seeks to develop robust structural systems that have 

controlled structural and non-structural damage after strong earthquake shaking. In this research program, 

a high-performance earthquake resilient tall building is proposed. The proposed system utilizes a 

conventional reinforced concrete core wall with a damped outrigger at the top of the core to reduce the 

moment demand at the base of the concrete core wall. This results in a smaller core with reduced 

construction costs and increased useable floor space. To further improve the seismic performance, 

innovative lead-extruded fuses are added to the ends of the outriggers, and the base of the wall to allow the 

building to rock and dissipate the earthquake energy. In the coupled wall direction, innovative high 

performance steel coupling beams are added between the walls to dissipate the earthquake energy. This 

allows the structure to have minimal or no damage after strong earthquakes, hence making the structure 

resilient towards future earthquakes. Figure 1 shows the concept of the proposed system. 

 

 

 

 

Figure 1: 3D rendering of the proposed system 
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２ Aims of Research  

The amin of this research is to experimentally validated the dynamic response of the proposed system 

using large scale shaking table tests. The specimen will undergo 5 phases of testing. In Phase A, the 

outrigger-cantilever wall system will be tested under unidirectional shaking. In Phase B, the coupled wall 

will be tested under unidirectional shaking. In Phase C, the outrigger-cantilever and the coupled wall 

system will be tested through bi-directional shaking. In Phase D, the outrigger will be removed and the 

wall will be tested in unidirectional shaking. In Phases A-D the reinforcing in the wall is expected to 

remain elastic. The base of the wall will yield through an innovative rapidly repairable hinge. In Phase E, 

the repairable hinge is fixed and the wall is tested to damage. Figure 2 shows the different testing 

configurations. 

 

Figure 2: Testing arrays 

３ Results 

Figure 3 shows the detailed layout of the shaking table tests. 

 

Figure 3: Shake table layout 
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Figure 4 shows the detailed reinforcement ratios for the prototype model.   

 

Figure 4: Reinforcing detail of wall [all unit in mm] 

 

Figure 5: Elevation view of cantilever wall base connection [all unit in mm] 

４ Conclusion / Summary 

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

distribute the moment demand within the concrete core shear wall system is proposed. In the past progress 

report, a robust energy balanced design method has been proposed to design such innovative system. 

Detailed finite element model has been developed and used to examine the nonlinear dynamic response of 

the proposed system. The result shows the newly proposed system can achieve the different performance 

objectives at different shaking intensities. In this study, a 1/6.5 scaled prototype building has been 

designed. Detailed reinforcement ratios, outrigger setup and base connections have been presented in this 

progress report. A series of nonlinear dynamic shake table tests will be carried out. The results of the 

nonlinear shake table test will be providing the information needed to confirm the safety and performance 

of the newly proposed concrete high-rise buildings. Upon successful implementation, robust concrete 

high-rise tall buildings which is safe for earthquake can be used in Japan and other seismic active regions 

around the world. 
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Direct and Indirect Probing Confinement Effect in Molecular Porphyrin: 

STM/STS and Temperature Dependent Photoluminescence Studies 
 

Project Coordinator Name: Veinardi Suendo 

Affiliation: Division of Inorganic and Physical Chemistry, Department of Chemistry, Faculty of Mathematics 

and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung 

１ Introduction 

Many recent studies have highlighted the possibility to tailor the physical and chemical properties of 

porphyrin at the molecular level to design novel catalysts, photosensitizers in medicines, sensors and devices 

with applications in electronics, optoelectronics, and so forth. The fundamental properties of porphyrins are 

well understood so that the applications of specially-designed porphyrin derivatives to organic devices in 

solar cells, and phototransistors are considered to be quite promising. One of the conspicuous characteristic 

of porphyrins, directly associated with their optical properties is the aromaticity of the macrocycle. 

Porphyrin aromaticity is most frequently described in terms of the [18]annulene model. The aromaticity in 

porphyrin molecular can be regarded as the quantum confinement effect as in the case of particles in a 

two-dimensional box. However, the quantum confinement effect in porphyrin molecules as a quantum box 

has not been thoroughly explored. Therefore, this research is designed to explore further the correlation 

between the confinement effect and the size of delocalized electron cloud of molecular porphyrin and its 

derivatives, which revealed by both direct and indirect method, i.e. STM/STS and TDPL respectively. 

２ Aims of Research  

Revealing the electronic properties and the quantum confinement effect in molecular porphyrin with direct 

and indirect probing through STM/STS and temperature dependent photoluminescence studies, 

respectively. 

３ Results 

Our preliminery results on TDPL show that the confinement energy in tetraphenylporphyrin molecules have 

a strong correlation with size of delocalization electron cloud, i.e. molecular orbitals. However, TDPL is an 

indirect method, which depends on how we interpret the data. Thus, we want to probe directly the size of 

delocalized electron cloud of porphyrin molecules and its derivates using Scanning Tunneling Microscopy 

(STM) and compare them with the TDPL results. 

４ Conclusion / Summary 

Indirect method (Temperature Dependent Photoluminescence) show that the confinement energy in 

tetraphenylporphyrin molecules have a strong correlation with size of delocalization electron cloud.              
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Spectroscopic studies of layered materials having distinct transport properties 

 
Worawat Meevasana 

Suranaree University of Technology 
 

1. Team Members 

Tokyo Institute of Technology: R. Yano, M. Murase, T. Nakano, T. Sasagawa 
University of St. Andrew: D. Biswas, J. M. Riley, L. Bawden, O. J. Clark, J. Feng, L. 

Collins-Mcintyre, P. D. C. King 
University College London: A. Ganose, David O. Scanlon 
Diamond Light Sourc: T. K. Kim, M. Hoesch 
Synchrotron SOLEIL: J. E. Rault 

2. Introduction & Aims of Research 

The semiconducting MX2 (M = transition metal, X = chalcogen) class of transition-metal 
dichalcogenides (TMDCs) have recently attracted much attention for their intriguing optical 
and electronic properties. The group VII TMDCs ReX2 (X = Se,S) revealed a striking 
resilience of their measured photoluminescence to changing material thickness, attributed to a 
particularly-weak interlayer coupling leading to a monolayer-like electronic structure in the 
bulk. In this study, we have used angle-resolved photoemission spectroscopy to investigate 
the band structure of ReS2 with a distorted 1T crystal structure, trying to image how the 
presence of in-plane structural distortion leading to the formation of Re zigzag chains, 
combined with weak interlayer coupling in this compound, drives the formation of 
quasi-one-dimensional electronic states in its valence bands, underpinning its anisotropic 
optoelectronic properties. 
 
3. Results 

It is thought that the coupling strength between the layers of ReS2 is very weak. The 
electronic states, therefore, would naturally be expected to be predominantly confined within 
single S-Re-S layers, which, coupled with their strongly anisotropic in-plane dispersion, 
would result in quasione-dimensional electronic states. In contrast, our photon 
energy-dependent ARPES measurements (Fig. 1) indicate that this is only true within limited 
binding-energy ranges.  

Figs 1(a)–1(c) show the dispersion of electronic states along Γ00 and Γ01 as a function of kz 
(top) and for varying in-plane momentum. At the valence band maximum (VBM) [Fig. 1(a)], 
rather than being quasi-one-dimensional, we find that the electronic bands are in fact 
quasi-three-dimensional. Elongated ellipses are found along both the out-of-plane and 
in-plane momentum directions, but both form closed contours located around the Z point of 
the bulk Brillouin zone (BZ). We therefore find that the VBM is not located at the BZ center, 
but rather at the BZ face along kz. In contrast, only 300 meV below the VBM, the valence 
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band states exhibit only very little out-of-plane dispersion, as seen in Fig. 1(b). By this 
binding energy, they have also developed the open contours within the transition metal plane, 
and so their electronic states can best be described as quasi-one-dimensional in this energy 
range. At 900 meV below the VBM, the band contours reach close to the BZ boundary 
within the plane, and a complex band structure is evident along kz, with several bands 
showing significant kz dispersion. Our measurements, therefore, reveal a rich binding-energy 
dependence of the dimensionality of the electronic structure of ReS2. Figures 1(f) and 1(g) 
show the orbitally projected electronic structure calculated from DFT. While the orbital 
character is strongly mixed throughout the valence bands, our calculations indicate that 
out-of-plane Re 5d3z2

−r2 orbitals contribute a significant weight close to the VBM. These 
out-of-plane orbitals are hybridized with S pz orbitals and mediate significant interlayer 
hopping, consistent with the quasi-three-dimensional nature of the electronic states at the 
VBM.  

 
Figure 1. Electronic Structures of ReS2. (a)–(c) kz dependence of the momentum- dispersive-curve 
(MDC) passing through Γ00 and Γ01 (top) and in-plane constant energy contours at a photon energy hν = 86 
eV, corresponding to kz ~ 10π/c, (a) at the valence-band top and (b) 0.3 eV and (c) 0.9 eV below the 
valence-band maximum, respectively, as shown by the blue lines in the dispersion (hν = 75 eV) shown in 
(d). (e) Comparison of energy-dispersive curves (EDCs) at k// = 0 taken using 75 and 113 eV photons, 
showing an enhanced Re-derived orbital character closer to the band top. (f),(g) Corresponding orbitally 
resolved calculations from density-functional theory.  

[1] D. Biswas, A. M. Ganose, R. Yano, J. M. Riley, L. Bawden, O. J. Clark, J. Feng, L. 
Collins-Mcintyre, W. Meevasana, T. K. Kim, M. Hoesch, J. E. Rault, T. Sasagawa, D. O. 
Scanlon, and P. D. C. King, Phys. Rev. B 96, 085205 (2017).  
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Seismic Performance of Connections between RC frame and Steel Roof 

 
Project Coordinator Name: Yao CUI 

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

１ Introduction 

Roof joint is the most important part in grid structures which connects the upper steel roof and reinforced 

concrete structures. After the Great East Japan Earthquake of 2011, one of the most typical types of damage to 

school gymnasia was failure at the roof connection between steel roof and RC frames. The similar damages 

were observed in the 2013 Lushan Earthquake in China. The damage of the connection between steel roof and 

RC structures will risk the continuous usability of gymnasiums. To investigate the ultimate behavior of the 

connection, the effect of the thickness of mortar layer on the resistance mechanism of the anchor rods in roof 

joint and the seismic behavior of roof joint were summarized in the previous study. However, the force 

transmitted to roof joint can be simplified as axial force, shear force and moment caused by joint height. The 

bottom of roof joint is under complex loading condition which is the most dangerous area. The seismic 

performance of roof joint under complex force condition is unclear. 

２ Aims of Research  

This project focused on the effect of axial force, joint height and hole shape of base plate on the seismic 

behavior of roof joint. Based on a series of experiments, the resistance mechanism of anchor rods and the 

seismic behavior of roof joint were discussed. The study will lead to better understanding of the resistance 

mechanism of roof joint under complicate loading condition by experimental research. The detailed mechanism 

analysis of the anchor rods in roof joint under complicate loading condition is the primary research. 

３ Results 

As showed in Fig. 1, the parameters of test are axial force N, joint height H and the hole shape of base plate. 

The tests consist of six full-scale specimens listed in Table 1. The diameter of circle hole of base plate was 

35mm considering the installation error of anchor rods. The straight length of loose hole of base plate was 

60mm. The specimens had an arrangement of four anchor rods, and the diameter of anchor rods was 30mm. 

Specimens were designed according to the roof joint of an actual grid project in Dalian, China, which conform 

to the relevant current specification of China. The test specimen was placed in a loading frame, as shown in 

Fig.2. A vertical load was applied to the specimen initially and was maintained constantly for the duration of the 

test. Afterwards, cyclic loads were applied quasi-statically by the actuator mounted horizontally by 

displacement control.  

- 48 -



 

H
N

Circle

Loose

Loading direction

Hole shape of 
base plateRC Structure

Anchor rods

Mortar
Base plate

 

 
Figure 1. Parameters of specimens Figure 2. Test setup 

Table 1. List of specimens 

No. Specimens Joint height/mm Axial force/kN Hole shape 

1 H230-100 

230 

100 Circle 

2 H230-500 500 Circle 

3 H230-100-L 100 Loose 

4 H230-500-L 500 Loose 

5 H330-100 
330 

100 Circle 

6 H330-500 500 Circle 

Fig. 3 shows the measured lateral force versus displacement of base plate relationships for all six specimens. 

With the increase of axial force, the hysteretic curves were fuller. As showed in Fig. 3 (c-d), specimens with 

loose hole of base plate represented slip behavior. Because the loading device generated different additional 

moment in both two loading directions, slip behavior of specimen H230-100-L only represented in negative 

loading direction. If the hole shape of base plate changed from circle to loose, the ultimate lateral load 

decreased. With the increase of joint height, the ultimate lateral load decreased by 15% if the joint height 

changed from 230mm to 330mm. 
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Figure 3. F-ΔB hysteresis curves 
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Under the complex loading condition with axial force, shear force and moment, the motion of base plate 

contained translation and rotation. The failure of roof joint were concentrated on the big plastic deformation of 

anchor rods. The four typical types of the stress condition of anchor rods in the specimens with different axial 

force and hole shape of base plate were summarized as follows. For the specimen with circle hole of base plate, 

as showed in Fig. 4(a). Anchor rods remain bending deformation under horizontal displacement of base plate 

which transmitted shear force Fv. For the specimen with axial force of 100kN, the anchor rods in the negative 

direction contacted with the top of base plate so that the rear anchor rods remained tensile force (FT). For the 

specimen with loose hole of base plate (Fig. 4(b)), the anchor rods were almost with no stress in the horizontal 

direction. For the specimen with axial force of 100kN, the anchor rods in the negative direction contacted with 

the top of base plate so that the rear anchor rods remain tensile force FT due to the rotation of base plate. 

FV

+-

FT

+-N=100kN

  

FT

+-

+-N=100kN

  

(a) Specimen with circle hole of base plate (b) Specimen with loose hole of base plate 
Figure 4. Test phenomena of specimens 

４ Conclusion / Summary 

Based on the experiment analysis, considering the effects of axial force, joint height and hole shape of base plate 

on the seismic behavior of roof joint, the following conclusions are summarized:  

1. With the increase of axial force, the hysteretic curves were fuller. The ultimate lateral load of roof joint were 

composed with the friction force and the shear force of anchor rods. With the increase of axial force, the force of 

rear anchor rods changed from tension to bending which increase the shear force of anchor rods. 

2. With the increase of joint height, hysteretic curves were nearly the same. The joint height changes from 

230mm to 330mm, the ultimate strength decreased by 15%. It is recommended that the joint height should be as 

small as possible based on minimum requirement of the connection of bars and sphere joints. 

3. Because of the rotation of base plate, the inner face of loose hole of base plate didn't contact with anchor rods. 

The contribution of shear force of anchor rods can be ignored. If the hole shape of base plate changed from circle 

to loose, the ultimate strength of roof joint decreased by 15%~25%. 
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multi-story steel moment resisting frames. International Journal of Structural Stability and Dynamics. (Accepted) 

- 50 -



 

  
Exploring new oxo-tellurates: TeZnO3 synthesized under high pressure 
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Academy of Sciences, Beijing 100190, China 

2Materials Structure Laboratory, Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta, Midori-ku, 

Yokohama 226-8503, Japan 

 

１ Introduction 

Materials with chalcogen ions of Se4+ and Te4+ often plays an important role in electric 
and optical devices for their unique ferroelectric or nonlinear optical properties. Active 
electron lone-pairs in Se4+ and Te4+ (often denoted as E) with asymmetric crystal structure 
are hopeful for arising high polarizability and strong preference to unusual 
stereochemistry.[1] For technological applications the desired materials should have both 
chemical and thermal stability over a wide temperature range. Most of selenates and 
tellurates are chemical and thermal instable for the easy hydrolysis, oxidation or thermal 
decomposition of these compounds.[2]  

ATeO3 (A = divalent ion) would arise varying coordination numbers from 3 to 6 with 
electron lone pair E and may form with polar crystal structures in Te4+O3E, Te4+O4E, Te4+O5E 
and Te4+O6E polymers.[3] Up to now some of the alkaline earth oxo-tellurates (IV) phases 
with composition MTeO3 (M = Ca, Sr) have several polymorphs and some of them behave as 
ferroelectrics. SrTeO3 undergoes a second-order ferroelectric phase transition at 633 K from 
the C2() to the C2/m() modification [4], while CaTeO3 compound has an orthorhombic 
structure at room temperature and undergoes a ferroelectric-paraelectric phase transition at 
293 K [5]. Besides, in Se/TeCuO3, considerable magnetodielectric effects with respect to 
spin perturbation on the optical phonon frequencies are also found [6]. However, there is no 
report for the high-pressure synthesis for TeZnO3. Instead, a TeZnO3 single crystal is grown 
at ambient pressure. 
 
 

２ Aims of Research  

    To synthesize the tellurite of TeZnO3 using high pressure and high temperature 
conditions (HP-TZO) and compare with the ambient-synthesized TeZnO3 phase (AP-TZO) 
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[7]. On the basis of structural characterization, further research would be carried out by 
detecting its electric, thermal and dielectric properties, searching for potential applications.   

 

３ Results 

   Using high pressure techniques, we have succeeded in synthesizing a new TeZnO3 phase 
at 5 GPa and 1023 K. Different from the ambient-pressure orthorhombic phase composed of 
ZnO5 units, the current high-pressure one crystallizes to a monoclinic structure with space 
group P21/n. Unfortunately, this space group doesn’t make up a non-centrosymmetrical 
structure which was closely correlated to ferroelectric properties in these materials. However, 
TZO-HP manifests other unanticipated results. Both ZnO4 tetrahedral and ZnO6 octahedral 
polyhedra are found to occur in this new phase, providing a unique Zn-based material system 
that simultaneously possesses two distinct coordinated units. Since the outmost orbitals are 
fully occupied for both Te4+ (4d105s2) and Zn2+ (3d10), the compound exhibits Landau 
diamagnetic behavior with nearly constant negative susceptibility above 50 K and strong 
insulating behavior with a wide bandgap as large as 6.0 eV by ultraviolet spectroscopy 
measurement. Although there is no ferroelectric phase transition, dielectric constant and 
specific heat measurements show a broad anomaly around 240 K. Low-temperature 
synchrotron x-ray diffraction reveals an isostructural phase transition at this temperature.  

  

４ Conclusion / Summary 

  During the process of exploring new ferroelectric or stereochemical material, tellurite 
oxides would be intriguing candidates. We synthesized a high-pressure phase of TeZnO3 but 
it exhibits a centrosymmetrical structure. To our surprise, this new compound provides the 
first example that simultaneously possess ZnO4 tetrahedral and ZnO6 octahedral coordination 
units in zinc compounds. Moreover, an isostructural phase transition was found to occur at 
about 240 K, accompanying abnormal variations in both dielectric constant and specific heat. 
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Double-K braced reinforced concrete frames with buckling restrained braces for 

seismic protection 
 

Project Coordinator Name: Zhe Qu 

Affiliation: Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration 

１ Introduction 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

been reported in the literature. 

２ Aims of Research  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

existing concrete frame. 

３ Results 

Three 1/2-scaled one-story one-span subassemblies were subjected to cyclic loading to examine the above idea. 

Two of the specimens were braced by BRBs in double K configuration, whilst the other was a bare frame for 
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comparison. During the test, the BRBs performed as intended in both tension and compression. The RC frames 

in the braced specimens were only moderately damaged at 1% inter-story drift when the BRB cores sustained 

large plastic strain. The damage patterns of the braced RC frames were similar to that of the bare frame 

throughout the loading process up to 2% inter-story drift. No cracks were observed at the mid-length of the 

columns or the mid-span of the beams where the BRBs were connected. 

４ Conclusion / Summary 

Three RC frame subassemblies were subjected to cyclic loading, two of which were braced by BRBs in 

double-K configuration and one was a bare frame for comparison. The Menegotto-Pinto model with isotropic 

hardening was modified to simulate the BRB hysteresis so that the forces on the gusset connections could be 

explicitly evaluated in the statically undetermined specimens. The test results confirmed the reliable seismic 

performance of double-K braced RC frames by providing the following findings.  

(1) The RC frames sustained quite similar flexural deformation and damage patterns no matter if it is braced or 

not, given that the story drift is the same. The unbalanced force of BRBs on the frames had negligible effect on 

the behavior of the RC frames. Since the maximum story drift of a braced frame with BRBs is always much 

smaller than that of a bare frame under the same earthquake excitation, the benefit of using BRBs to reduce the 

seismic damage is guaranteed.  

(2) The BRB-to-concrete connections were primarily subjected to shear force, which could be well withstood by 

either embedded studs or post-installed chemical anchors. The tension force on the connection interface was 

negligibly small.  

(3) The BRBs behaved well in the double-K configuration to develop full and stable hysteresis. In particular, 

the end rotations of the BRBs in the present test were similar in magnitude to those in commonly-used 

inverted-V bracing.  
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光音響イメージングのための近赤外吸収ナノ粒子コロイドの作製 

 
                 愛媛大学大学院理工学研究科  朝日 剛 

 

 

１ はじめに 

有機ナノ粒子作製法の一つに液中レーザーアブレーション法がある。本手法は、貧溶媒中に懸濁

させた原料微粉末を高強度パルスレーザー光照射により粉砕し、ナノ粒子コロイドを得る方法で

ある。他の有機ナノ粒子作製法と比べ、有機溶媒や他の化学物質用いることなく、簡便に有機ナ

ノ粒子コロイド（水分散液）を作製できることが大きな特徴である。ここでは、医療・バイオ分

野においては注目されている光音響イメージングのプローブ用ナノ粒子への応用を検討した結果

について述べる。波長 700nm から 900nm の近赤外域に強い吸収を持つ有機化合物として、フタロ

シアニンとナフタロシアニンのナノ粒子コロイドの作製を行った。 

 

２ 研究目的 

我々はこれまでに各種有機化合物や顔料について、純水

中で安定に分散するナノ粒子を作製できることを報告

してきた（T. Asahi, et al., Acc. Chem. Res. 41, 1790, 

2008)。しかし、医療・バイオ分野への応用では、媒体

は純粋ではなく様々な塩などが溶けた水溶液であり、こ

うした条件下でも安定に分散するナノ粒子が求められ

る。そこで本研究では、細胞培地として研究で広く用い

られているリン酸バッファー水溶液（PBS）中で安定に

分散し、かつ近赤外に強い吸収を持つナノ粒子作製を目

的とした。 

 

３ 研究成果 

図１に示すアルミニウムフタロシアニン（AｌPc）と

オクタエトキシナフタロシアニン（ONｃ）を試料と

し、生体親和性の高い分散剤（Pluronic® F127）水溶

液中でレーザーアブレーションを行い、純水中の場合

と比較した。原料粉末をF127 水溶液（0.06wt%）に懸

濁させ、マグネティックスターラーで攪拌しながら

Nd3+:YAG レーザーの第二高周波(波長 532 nm、パル

ス幅 8 ns、繰り返し 10 Hz)を照射した。図２に一例と

して、濃度 0.06wt%の F127 水溶液中で作製した AｌPc 
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図１ 化合物の構造式 

図 2 F127 水溶液（0.06wt%）中で作製した

AｌPc （実線）、ONｃ（破線）コロイド

（20 mwt%）の吸収スペクトル。 
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と ONｃコロイド（20 mwt%）の吸収スペクトルを示

す。それぞれ、波長 600nm と 900nm 付近に吸収ピー

クを持ち、吸光度が 10程度のコロイド溶液が得られ

た。動的光散乱測定からナノ粒子のサイズは 150nm

程度と見積もられた。コロイドの吸収スペクトルは

作製後 1 か月以上変化せず、ナノ粒子が安定に分散

することが分かった。さらに、図 3 に示すように作

製したナノ粒子は PBS中でも凝集沈殿することなく、

一週間以上安定に分散することが分かった。 

 ナノ粒子作製時の分散剤 F127 の有無、および添加

濃度の効果を検討した。その結果、F127 を添加しな

い純粋中で作製したナノ粒子は PBS 中では一日以内

に凝集沈殿した。また、F127 の臨界ミセル濃度であ

る 1wt％の 10 分の 1 以下の濃度でも安定に分散する

ナノ粒子を作製できることが分かった。最近、Zhang 

らによって再沈殿法による ONｃナノ粒子の作製と光

音響イメージングへの応用（Y. Zhang et al. Nat. 

Nanotechnol. 9, 631, 2014）が報告されている。しかし彼らのコロイド作製手法では、生体毒性の高

いジクロロメタンを溶媒として用い、F127 を臨界ミセル濃度の 10 倍という高濃度で使用してい

る。そのため、ナノ粒子コロイドを作製した後、ジクロロメタンや F127 を水溶液から除去する操

作が必要不可欠であり、かつジクロロメタンを完全に除去できているかの保証もない。これに対

して本研究で用いた液中レーザーアブレーション法では、より生体親和性の高い（毒性の低い）

と考えられるナノ粒子コロイドを 1プロセスで簡便に作製できることを示すことができた。 

 一方、無置換のナフタロシアニンナノ粒子を純水中で液中レーザーアブレーション法により作

製し、ナノ粒子コロイドの光音響イメージング実験を行った結果、強い光音響信号を観測するこ

とができた（R. Yanagihara et al., Jpn. J. Appl. Phys., 57, 035001, 2018)。このことから、本手法が光

音響イメージング用のプローブナノ粒子作製に有効であることが示された。 

 

４ ま と め 

液中レーザーアブレーション法を用いることによって、近赤外（波長 700～800 nm）域に強い吸

収を持ちかつリン酸バッファー水溶液中において安定に分散する有機ナノ粒子コロイドを、有機

溶媒を全く用いることなく作製するに成功した。分散剤の使用が必要であったが、その濃度は臨

界ミセル濃度の 10分の 1以下と低濃度であり、生体イメージング等への応用には問題ないものと

考えている。現状では、ナノ粒子サイズが 150nm 程度と大きく、小さなナノ粒子の作製が課題で

あると考えている。今後は、作製したナノ粒子を用いた生体試料の光音響イメージングや光線治

療効果への応用への展開が期待される。

 

図 3 PBS 中でのナノ粒子コロイドの分

散安定性。（左図）F127 棲溶液で作製

したナノ粒子を PBS に添加後の吸収ピ

ーク波長の時間変化。 
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非線形電導を伴う誘電体薄膜形成の研究 

 
                 岡山大学大学院自然科学研究科  池田直 

 

１ はじめに 

強誘電体研究は，極性イオン変位を伴う光学モードフォノン形成起源の電子混成軌道形成の解明以

来，加速的に発展している。またこれと時期を合わせるように強誘電体工業製品が広く社会に浸透し，

例えば 1uF の MLCC がグラニュー糖１粒のサイズで量産されている。そしてその関連製品は世界市場の

過半に日本が影響力を持つほどになっている。このように電子材料産業の成功と共に現在日本の強誘

電体科学は興隆期にある。誘電体科学のさらなる発展のためには，より小型の MLCCを実現する新材料

や新プロセスの開拓とならび，強誘電体の特性を活かしきる新デバイスの探索も重要な主題となって

いる。このために多方面で積極的な研究が行われている。 

我々はそういった強誘電体のさらなる可能性を探るため，a)電気分極の持つ内部電場と電子バンド

構造の変調，や b)電子誘電体に関する研究，をおこなっている。電子誘電体は，現在広く認知されて

いるイオン変位を分極の起源とする強誘電体ではなく，固体内の電子間相互作用を起源として極性な

電子分布が現れる誘電体である。我々の場合希土類複電荷鉄酸化物RFe2O4に関する研究を行っており，

常温で極性な電荷秩序があらわれ自発的な電気分極が発生するという模型描像を検討している。 

 この二種類の研究は誘電体理解の枠を広げるものと考えられる。ここでは電気分極による結晶内電場

に対し，固体中電子が強く相互作用している状態を考察することが主題となる。ここ数年我々はこの

“電子と分極内部電場の強い相互作用”に関する研究を，非線形電導現象や，分極内部電場が電導バン

ド深さを変調するいわゆるバンドベンディング効果，に注目して実施している。このために高い化学

当量性を持つ電子誘電体や，イオン欠損を制御した通常の強誘電体薄膜を作成し，それらの非線形電

導効果の存在，電気分極に起因する各応答，またバンド傾斜現象の放射光 HXPES 実験による観測をお

こなっている。加えて，誘電体の非線形電導についてより精密な理解を得れば，高い誘電率と低いtan-

d を持つ誘電体を探索する新しい戦略の形成につながる可能性があると考えている。 

 

２ 実験 

 電子と分極内部電場の強い相互作用を非線形電導現象を通じて観測するために，まず本年は，化学当

量性を評価しながら FZ 法で作成した YbFe2O4 単結晶と，PLD 法でイオン欠損を制御した BaTiO3 薄膜を

作成し，基本的な性質の確認を行なった。 

 電子誘電体では，YbFe2O4と Yb2(Fe2.6Mn0.4)O7単結晶について，PFM を用いた表面状態の解析と，電歪効

果の予備観測を行った。YbFe2O4 は未だに自発分極の存在が明確になっていない。そこで化学当量性の

良い単結晶での分極に関わる応答の検出を目的とした。またこの材料の化学当量性の良くない結晶に

おいては大きな非線形電導応答を見出しきた経緯もあり，化学当量性の向上に伴う非線形電導特性の

変化の観測もおこなう。さらにセラミクス材料の Lu(Fe2.6Mn0.4)O7 において P-E ヒステリシスループの

存在が最近報告されたため，我々は Yb2(Fe2.6Mn0.4)O7単結晶を作成し，YbFe204と同様に電歪特性の観測

をおこなった。 
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 また，化学当量性を充分に向上した BaTiO3単結晶薄膜（膜厚 5nm）を作成し，放射光 HXPES 実験によ

りバンド傾斜の存在を確認する実験を行った。この準備段階として，分極の形成を確かめるため，この

薄膜試料の電歪と表面状態観察を行った。測定はいずれも室温で行っている。 

 

３．結果と考察 

Yb2(Fe2.6Mn0.4)O7単結晶では，(0 0 1),(1,1,0)

方向いずれも電歪効果が観測されなかった。こ

の材料は多結晶においてPEループが報告された

が，それと対比し既報はセラミック材料に特有

な粒界によって引き起こされた何らかの効果で

あったことを示唆している。 

YbFe2O4 では，単結晶劈開面の表面観察をおこ

ない，正常な表面であることを確認した。このデ

ータを図１に示す。 

BT 薄膜は，HXPES 実験の前段階として，電場処

理効果の確認を表面形状の変化から行った。電

場印加処理前は表面に nmサイズの段差が存在し

ていたが，電圧印加後は，処理前に見られた段差

様の信号は消失し，電場印加が正常に行われた

ことを確認した。電圧印加後の BaTiO3 薄膜の表

面形状像を図２に示す。またこの試料では， PFM

探針で分極を記録した場合，分極の熱ゆらぎが

数時間の緩和時間を持つことがわかった。これ

は単結晶薄膜の化学当量性が高いためと考えて

いる。 

 

今後は引き続き，数種類の BaTiO3 薄膜を作成

し，電場印加と分極揺らぎに関する情報を得る。

また，化学当量の異なる YbFe2O4単結晶を用い，

電歪効果と非線形電導を観測する。ごく最近東

工大のグループと共に，当量性の良好な YbFe2O4

単結晶の光応答の二次高調波発生を確かめた。このため今後さらに，分極方位に関する情報も合わせ

て，YbFe2O4の電気分極と電歪効果の詳細な関係を明らかにしたい。 

                                 

図１ YbFe2O4劈開面の表面形状像。 

 

図２，電圧印加後の BaTiO3薄膜の表面形状像。 
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強磁性/強誘電ヘテロ積層膜におけるならびにスピンダイナミクス 

ならびに電流磁気効果の制御 

 
                 物質・材料研究機構  磯上 慎二 

 

 

１ はじめに 

 

マイクロ波アシスト磁気記録方式やスピン流による磁化反転障壁低減技術は，更なる記録密度向上や

低消費電力化に貢献すると期待されており，原理検証研究が盛んに行われている．また高品位結晶膜

における異方性磁気抵抗効果やスピンホール効果の評価による電子スピン，あるいは軌道秩序の追究

に関する基礎研究も行われている．本来，材料固有の本質的な物性を制御することは難しく，合金，

酸化物，窒化物などの合成が必要である．一方で，結晶格子に人工的な歪みを加えることで電子軌道

それぞれの波動関数の重なり積分を変化し，結果として磁気異方性，スピン輸送特性を制御できるこ

とが報告されている．代表例として BaTiO3単結晶基板の構造相転移に伴う面内格子歪みをその上に成

膜された Fe 基エピタキシャル膜に与え，磁気特性を制御したもの（I. Suzuki, et al. APL. 104, 022401 

(2014)），さらにアモルファス強磁性層への磁気弾性効果も確かめられている（S. Isogami, et al. PSS(a) 

215 (2018) in press）．このように格子歪みによる本質的な材料物性パラメータへの影響は実験的に明ら

かとなってきている． 

 

２ 研究目的 

 

磁気ランダムアクセスメモリの超低消費電力化には既述したように磁化反転障壁の低減が重要である．

近年，高速かつ従来の電流誘起磁化反転方式よりも少ない電流密度ですむスピン軌道トルク磁化反転

が注目を集めている．本研究ではこのスピン軌道トルクのエンハンスを目指し，ヘテロ積層膜へ印加

する結晶格子歪みを用いた実現を目的とする．結晶格子歪みを印加する手法としては，既に実績のあ

る BaTiO3基板を使用し，垂直磁気異方性を有する積層膜の作製と磁化過程の最適化を行う． 

 

３ 研究成果 

 

図 1 は MBE 装置を用いて作製された垂直磁化を有する最適積層構造を示す．バッファー層に SrTiO3/Pt

膜を用い，基板温度 200～300℃で成膜することで垂直磁気異方性を強化した．図 2 は同サンプルの磁

化過程を示す．面直方向（⊥）が磁化容易方向となっていることから，作製した積層膜は垂直磁化と

なっていることが判った． 

図 3 は磁場を 100 Oe 印加した状態における面内（In-plane）および面直（Out-of-plane）方向の磁化

量の測定温度依存性を示す．図 2 の磁化曲線と対応づけると，100 Oe の磁場強度は⊥方向の保磁力と

同等の値である．いずれも 285 K，193 K 近傍において不連続性が観測され，これらはそれぞれ BaTiO3
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基板における正方晶（T）－斜方晶（O），斜方晶（O）－菱面体晶（R）への構造転移温度に一致する

ことが見て取れる．よって不連続な磁化量の変化は BaTiO3 基板から加わる歪みの影響であることが判

った．また，磁化量の不連続点における増減に着目すると，Out-of-plane（In-plane）では増大（低減）

であることが見て取れる．これは BaTiO3 基板の結晶構造が T → O → R に相転移するほど，垂直磁気

異方性がエンハンスするように歪みが作用したことを示唆する． 

BaTiO3 sub.
SrTiO3

Pt

[Co(0.4)/  
Ni(0.5)]8

Pt

     

-10 -5 0 5 10
-1

-0.5

0

0.5

1

Applied field, H (kOe)N
or

m
al

iz
ed

 m
ag

ne
tiz

at
io

n,
 M

 (a
.u

.)

⊥

//

 

 

 

  

 

 

４ ま と め 

 

スピン軌道トルクの大きさを，積層膜へ印加する歪みで制御する手法を確立するにあたり，これまで

実績のある BaTiO3 基板上に垂直磁気異方性を有するエピタキシャル Co/Ni 多層膜を作製した．磁化過

程の測定温度依存性を評価したところ，基板の構造相転移温度近傍において Out-of-plane，In-plane 両

方の磁化量のジャンプが確認され，歪みは確かに積層膜に及んでいることを確認した．Pt 層で生成さ

れるスピン流を Co/Ni 層内に注入して期待される磁化反転の検証を今後の予定としている． 

 

（実験協力者：フロンティア材料研究所 伊藤・谷山研究室 粉川育也） 

図 1 最適化された垂直磁気異方性

を有する Co/Ni 多層膜構成図． 
図 2 面内（//）および面直（⊥）方

向に測定した磁化曲線． 

図 3（左）面直方向と（右）面内方向における磁化量の測定温度依存性． 

- 63 -



 

レーザー誘起衝撃圧縮下における弾塑性転移の解明 

 
                 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所  一柳光平 

 

 

１ はじめに 

 衝撃波を用いた固体の圧縮法を用いることにより、１軸圧縮性から３軸圧縮に変化する弾性-塑性転

移過程を経て超高圧状態へと遷移する。衝撃波による高い歪み速度場（106 s-1～109 s-1）における弾性

塑性転移は無機材料では比較的高い圧力である 5-10 万気圧で発生する。この弾性塑性転移過程は衝撃

破壊や衝撃超高圧現象の理解に非常に重要であり、欠陥と転移の生成メカニズムは明らかとなってい

ない。レーザー分光法やパルス X 線回折法との組み合わせにより、衝撃波誘起の構造変化のダイナミ

クスを調べることが可能である。我々はこれまで、ナノ秒レーザー衝撃圧縮法と高エネルギー加速器

研究機構の PF-AR の 100 ps の放射光 X線パルスを併用して用いることで、レーザー衝撃圧縮下におけ

る半導体結晶、ビスマス多結晶やシリカガラスの構造変化をナノ秒時間分解 X 線回折によって明らか

にしてきた（Ichiyanagi and Nakamura, et al., Appl. Phys. Lett. 101 (2012) 181901.）。 

  高強度レーザーとシングルショット型のサブナノ秒時間分解 X線回折法を組み合わせることで、これ

まで観測が困難であった衝撃圧縮下における不可逆かつナノ秒の弾性塑性転移過程を実時間観測する

ことで衝撃破壊の初期現象となる弾性塑性転移のメカニズムが明らかとなる。 

 

２ 研究目的 

本研究課題では、高強度ガラスレーザーを用いたレーザー駆動衝撃波の圧力プロファイル計測法の検

討と、時間分解 X線回折法に組み込んだ複合的な計測法開発を目的とするとともに、新しいターゲット

構成の検討を行う。 

平成２９年度に AR-NW14A に中村一隆准教授と共同で Nd:Glass レーザーを実験ハッチ内に設置し、16 

J/plse、波長 1064 nm、パルス幅 12 ns の高強度 Nd;ガラスレーザーを整備し、高強度レーザーパルス

とパルス幅 100 ps、12-18 keV の硬 X線パルスを同期させたシングルショット型の時間分解 X線回折装

置を整備した。 

弾塑性転移の試料として厚さ 100 m の両面研磨した Si(100)単結晶を用いた。ピークエネルギーが

15.5 keV かつエネルギー幅(E/E = 15 %)のプローブを用いて Si単結晶の衝撃圧縮下における弾塑性転

移過程を時間分解 Laue 回折により観測し、弾性波と塑性波の両方が伝搬する過程における構造変化を

明らかにするために行った。 

 

３ 研究成果 

 図 1 に衝撃圧縮前とレーザー照射後 12.7 ns の Si(100)単結晶のラウエ回折像を示す。すべての回折

パターンは１パルスの白色Ｘ線パルスにより測定し、計測後は破壊されてしまう。衝撃圧縮方向は

<100>であり、本実験では衝撃波伝搬方向から 13°傾けることで 022 や 040 といった<100>に対して垂

直成分を同時測定する計測システムを構築した。これにより弾塑性転移における一軸応力から３軸的
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な圧力へと変化する過程において格子面を選択することで弾性変形と塑性変形の各情報を実時間観測

することが可能になった。衝撃圧縮後12.7 ns では 13-1 や他の回折ピークでは弾性変形による異方的

な変形に起因する高角へのシフトが観測されるのと同時に、022 や 040 では塑性変形を示すブロードニ

ングが観測出来た。これにより弾性波と塑性波を含んだ２段の衝撃波が Si単結晶に発生していること

が言える。また弾性波の高角シフトしたプロファイルのピーク位置から弾性歪みを計算するとε = 

-5.5 %となることからこれまでの音速測定による弾性限界値とも良く一致している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1. Si<100>の衝撃圧縮前(0 ns)とレーザー照射後 12.7 ns の透過のラウエ回折画像 

４ ま と め 

Nd:Glassレーザーを用いたシングルショット型の時間分解X線回折測定装置を放射光実験施設に整備

し、レーザー衝撃圧縮下における Si<100>の弾塑性変形過程を実時間観測することに成功した。また速

度干渉計系を利用したレーザー誘起衝撃波の圧力プロファイル測定法も現在整備を進めており、圧力値

の時間化と動的構造の相関性を議論することで転位・欠陥の生成を議論することが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

0  ns 12.7  ns

1 3 ‐1

0 4 0

0 2 2

broadening
 

- 65 -



 

高圧法を用いた新規酸フッ化物巨大負熱膨張物質の探索 

 
                 中央大学理工学部 岡 研吾 

 

 

１ はじめに 

 近年、より高精度化した半導体産業などのナノテクノロジーにおいては、10-6 (ppm)オーダーで起こ

るほんの数℃の温度変化による熱膨張ですら致命的な問題となりうる。よって、現状では、高度空調

により温度を厳密に管理しているが、そのエネルギー消費は莫大なものであり、熱膨張という問題そ

のものを解決する技術が求められている。その鍵として注目を集めているのが、温めると縮む負熱膨

張という現象を示す物質である。正の熱膨張を負熱膨張で補償することにより、熱膨張を自在にコン

トロールすることが可能となる。母材の特性を保持したまま熱膨張を制御するには、負熱膨張材料の

添加量は少ない方が望ましい。そのためには、巨大な負熱膨張を示す材料の開発が急務である。 

 本研究では、巨大負熱膨張の候補物質として PbVO3に着目した。PbVO3は高圧合成法で得られる正方晶

ペロブスカイト酸化物である。PbTiO3と同様の c軸方向に分極を有する歪んだ構造を持ち、c軸 a軸長

比 c/a は 1.23 と非常に大きいのが特徴である。[1] この PbVO3は、3 GPa の圧力下で、正方晶から歪

みのない立方晶へと伴い構造相転移する。[2] その際に、c 軸方向の構造歪み解消に伴い、体積が約

10%も縮小する。この相転移による体積変化を応用すれば、従来材料を凌駕する負熱膨張を実現するこ

とが可能である。しかしながら、常圧下の加熱では PbVO3は構造相転移を起こす前に分解してしまう。

そのため巨大負熱膨張を実現するには、まずは相転移圧力と温度を下げる必要があった。 

 PbVO3 の構造相転移は金属絶縁体転移を伴う。[3] これは、

正方晶相ではV4+の d1電子は縮退の解けたdxy軌道のみを選択

的に占有するためモット絶縁体であるが、高圧相である立方

晶では dxy, dyz, dzxの三つの軌道が t2g軌道へと縮退するため

と考えられる。つまり、PbVO3の構造相転移は Vの電子状態と

密接な関係があるということになる。そこで相転移圧力と温

度を下げるアプローチとしてPbVO3の O2-を F-で置換するアプ

ローチを着想し、実際に過去の 2016 年度の共同利用課題で

PbVO3-xFx においてフッ素置換によって、結晶構造が正方晶か

ら立方晶相へと変化することを確認した。また、x = 0.20 の

組成では室温で正方晶相と立方晶相が共存する状態であり、

温度変化によって両者の相分率が変化、X線回折で見積もっ

た重みをつけた平均格子体積が室温付近で連続的に変化し、

巨大負熱膨張を示す事も見いだした。以上の結果から、x = 

0.20 において、組成を変化させれば負熱膨張特性を制御可

能であることが示唆された。しかし、この付近の組成におい

て試料合成を行っても、非常に再現性が悪く、サンプルによ

Fig. 1 Schematic drawings of the VO6 

octahdera with various distortions 

and the corresponding energy level 

diagrams for (a) tetragonal phase at 

ambient pressure and (b) cubic phase 

at high pressure. 
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って構造相転移の振る舞いのばらつきが大きいという問題があった。これは、得られた試料に若干の

不純物相が存在するため、実際の PbVO3-xFx の組成が仕込み組成からずれているためであると考えられ

る。よって、単相試料を得られる合成条件を見いだすことが必要であった。 

 

２ 研究目的 

 2017 年度の本研究課題では、2016 年度の共同利用課題で問題となっていた試料合成の再現性の改善

を目的とした。高圧合成では、通常の固相反応法と比較して、圧力も合成パラメーターとなるため、

合成について検討すべき項目が多い。本研究課題では合成に使用する原料、合成圧力および温度を再

検討し、良質な試料を得られる条件を調べた。 

  

３ 研究成果 

 原料には従来通り PbO, PbF2, V2O3, V2O5粉末を用いたが、グローブボックスを使用し原料を混合、ま

たグローブボックスから取り出した後素早く合成操作を行うことにより、空気中酸素による酸化の影

響を抑えた。また、合成圧力について検討した結果、従来の 4 GPa, 700-900 ℃という条件よりも、よ

り高圧力かつ高温の 8 GPa, 1200 ℃という条件で良質な試料が得られることを見いだした。そうして

得られた一連の試料の XRD パターンをFig. 2 に示す。x = 0.20 と x = 0.22 の間で正方晶相から立方

晶相へと構造が変化し、またその中間のx = 0.21で二相共存状態となっていた。この結果は、PbVO3-xFx

において、正方晶相と立方晶相が共存し負熱膨張を示す組成領域が非常に限られていることを示して

おり、試料品質のばらつきが構造相転移挙動の再現性に大きな影響を与えるという過去の知見と一致

している。また、x = 0.21 の組成において昇温による正方晶相から立方晶相への構造相転移および負

熱膨張を確認することに成功した(Fig. 3)。 

 

Fig. 2 XRD patterns for PbVO3-xFx synthesized under 8 GPa and 1200 ℃. 
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Fig. 3 Temperature dependences of the average unit cell volume and fraction of the cubic phase for PbVO2.79F0.21 

on both heating and cooling processes. 

 

４ ま と め 

 PbVO3-xFx の合成条件を詳細に検討したところ、8 GPa, 1200 ℃という条件で良質な試料が得られるこ

とを見いだした。また、この条件で合成した一連の試料の XRD パターンより、室温付近での負熱膨張

の起源となる二相共存状態は 0.20 < x < 0.22 という非常に限られた組成領域にしか存在しないこと

がわかった。そのため、負熱膨張挙動が試料品質に大きな影響を受けると考えられる。今後は、さら

なる再現性の検討とバルク試料における負熱膨張挙動の熱機械的な分析へと研究を発展させていきた

い。 
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トポロジカル半金属候補物質の結晶育成と物性 

 
                 名古屋大学大学院工学研究科  岡本佳比古 

 

 

１ はじめに 

近年、バンドギャップの大きさがちょうどゼロになった状態が安定に存在するゼロギャップ半導体が、

トポロジカルに保護された電子状態をもつトポロジカル物質であることが認識され、大きく注目されて

いる。このようなゼロギャップ半導体＝トポロジカル半金属において、非自明なトポロジーをもつ電子

状態を実現できれば、カイラル異常に起因する負の磁気抵抗や、異常量子ホール効果、超高易動度キャ

リアの実現といった極めて特異な電子輸送現象の実現が期待される。実験的にも、Cd3As2、Na3Bi や TaAs

をはじめとする、ディラック半金属またはワイル半金属を実現する新たなゼロギャップ半導体が次々と

報告されており、トポロジカル半金属は近年の固体物理学の研究におけるホットスポットといえる。 

 

２ 研究目的 

本課題では、様々なトポロジカル半金属のうち、ノーダルライン半金属（線ノードディラック半金属）

CaAgX (X = P, As)に着目する。最近、グラフェンや Cd3As2 に代表されるような、価電子バンドと伝導バ

ンドが波数空間において点で接する通常のディラック半金属と異なり、ディラック点が波数空間におい

て線状に繋がるノーダルライン半金属の報告が相次いでいる。このようなノーダルラインをもつトポロ

ジカル半金属では、ノーダルラインの長さに比例する軌道磁化・電気分極や、三次元系における分数量

子ホール効果や量子ホール強磁性の実現に繋がるようなフラットなランダウ準位が出現すると理論的

に指摘されているが、実験的にはほとんど未解明である。現在得られている候補物質は、フェルミエネ

ルギー付近にディラック点だけでなく通常のバンドをもつことが多いこと、化学的に不安定な物質が多

く実験研究が困難であることが挙げられる。 

CaAgX (X = P, As)は研究代表者らにより、ブリルアンゾーン内の円環上でゼロギャップとなることが

指摘された新しいトポロジカル半金属である（A. Yamakage, Y. Okamoto et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 013708 

(2016).）。フェルミエネルギーにおいてノーダルラインを形成するディラック点だけが存在するという

特徴をもち、ノーダルラインに起因する物性研究の舞台として適している。スピン軌道結合の影響によ

りノーダルライン上にはスピン軌道ギャップが開くが、CaAgP ではギャップの大きさは無視できるほど

小さく、理想的なノーダルラインに近い状況が実現していると期待される。一方、CaAgAs では As の強

いスピン軌道結合により 0.1 eV 程度のスピン軌道ギャップが開く。ノーダルラインのトポロジーを反映

して、ギャップを埋めるように表面バンドが存在するトポロジカル絶縁体である。 

実験研究の観点からみた CaAgX の特徴として、物性実験を行える程度の化学的安定性を有している

点が挙げられる（Y. Okamoto et al., J. Phys. Soc. Jpn. 85, 123701 (2016).）。平成 28 年度の研究により、最

大で数 mm の大きさをもつ CaAgAs 単結晶を合成し、各種の物性測定を行った。ホール抵抗測定により、

本試料が 5 K において n = 1.6  1020 cm3 の正孔キャリア濃度と、 = 2100 cm2 V1s1 の易動度をもつこと

が明らかになった。これらの低いキャリア濃度と高い易動度は、ノーダルラインの存在を反映している
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と考えられる。平成 29 年度の研究では、CaAgP 単結晶の合成およびこれを用いた精密物性測定と、

CaAgAs 単結晶を用いたさらなる物性測定により、新奇なトポロジカル物性の発現を目指した。 

 

３ 研究成果 

Bi をフラックスとしたフラックス法により、最大で数 mm の大きさをもつ CaAgP 単結晶の合成に成

功した。1.1 : 1 : 1 : 2 のモル比で秤量した Ca、Ag、P、Bi をタンマン管に入れ、石英管に真空封入した。

この石英管を 400 °C で 12 h、1000 °C で 3 h それぞれ保持し、400 °C まで 6 h から 72 h かけて徐冷した

のち、遠心分離によりフラックスを除去した。得られた単結晶は、最大で 0.2  0.2  4 mm 程度の六角柱

状であり、紫色の金属光沢を有する。得られた単結晶が CaAgP であることを、粉末 X 線回折測定によ

り確かめた。 

得られた CaAgP 単結晶の c 軸に平行な方向の電気抵抗率測定を行ったところ、金属的な温度依存性を

示した。気相成長により合成した CaAgAs 単結晶と比較して電気抵抗率の温度依存性はよく似ているも

のの、残留抵抗の大きさは 2 倍程度大きい。CaAgP 単結晶の、c 軸に平行な方向の横磁気抵抗は、1 T

以下の磁場領域で急激に増大し、1 T 以上では増大が急激に弱まる特異な振る舞いを示した。c 軸に平行

な方向の縦磁気抵抗は、低磁場領域では横磁気抵抗と同様に急激に増大するが、3 T 以上の領域におい

て負の傾きを示した。これらの磁気抵抗の振る舞いは CaAgAs の場合と異なる。ホール抵抗測定による

と、CaAgP 単結晶では正孔キャリアが支配的であり、キャリア濃度の値は 5 K において 4.0  1019 cm3

である。この値は CaAgAs 単結晶の約 1/4 の小さな値であり、CaAgAs 単結晶と比較して理想的なノーダ

ルライン半金属に近い状況を実現できたことが、磁気抵抗の異常な振る舞いに現れたと考えられる。 

CaAgAs 単結晶を用いた角度分解光電子分光測定が、東北大学および高エネルギー加速器研究機構と

の共同研究により行われた。これにより、CaAgAs において、円環状のノーダルラインに由来するトー

ラス形状のフェルミ面の存在が確認された。この結果は、ホールバンドと電子バンドのバンド反転が直

接観測されたことを意味し、CaAgAs が確かにトポロジカル絶縁体となるための前提条件を満たしてい

ることを示す。現状では、トポロジカル絶縁体に特徴的な表面バンドの観測には至っていないが、今後

よりキャリア数を減少させた単結晶を用いた分光測定により、その観測が期待される 

 

４ まとめ 

ノーダルライン半金属を実現するための有力な候補物質の一つである CaAgP 単結晶の合成に成功し、

各種の物性測定を行った。ホール抵抗および電気抵抗測定により、CaAgP 単結晶が、ノーダルラインの

存在を反映する小さなキャリア濃度と大きな易動度をもつことが明らかになった。磁気抵抗は CaAgAs

と異なる振る舞いを示し、より理想的なノーダルライン半金属に近い状況が実現していることが期待さ

れる。また、CaAgAs 単結晶を用いた角度分解光電子分光により、ノーダルラインに由来するトーラス

形状のフェルミ面の直接観測に成功した。今後は、CaAgP および CaAgAs 単結晶を用いたさらなる物性

測定、化学置換によりキャリア数を減らした単結晶試料の合成とこれを用いた物性測定により、ノーダ

ルラインに起因するトポロジカル量子現象の直接観測を目指す。 
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結晶性シリカの構造解析 

 
                 首都大学東京 大学院都市環境科学研究科 分子応用化学域  梶原 浩一 

 

 

１ はじめに 

シリカは化学式 SiO2で表される酸化物であり、そのほとんどは SiO4四面体の頂点共有という共通の特

徴を有しているが、SiO4四面体の連結様式の自由度が大きいため、多形が多く存在する。シリカゼオラ

イトは低密度な結晶性シリカ多型であり、その高い熱的安定性や疎水性から吸着剤、分離媒体、触媒担

体などとして広く利用されているが、合成に時間を要したり、形態制御が難しいことも多い。また、関

連物質であるシリカガラスは、赤外域から深紫外域にわたる広い透明領域や強い光や放射線等に対する

高い照射耐性を有し、化学的にも安定であるため、透明材料・光学材料としての有用性が高いが、その

透明性は微量の点欠陥(色中心)の影響を大きく受ける。シリカ中では、酸素欠陥(Si-Si 結合)や種々の

ダングリングボンドをはじめ、多くの欠陥種が同定されている。しかし、実際に観察される欠陥反応で

はしばしば未知・未同定の欠陥が関与しており、既知の欠陥種のみでは反応を記述できない場合も多い。 

 

２ 研究目的 

本研究では、代表的な典型元素の固体酸化物で高純度試料が得やすく、多孔質材料や透明材料として

も重要性の高いシリカの結晶および点欠陥の構造解析を行うことを目的とした。全極点測定を含む各種

X 線回折測定、発光測定、ラマン分光測定などによって、シリカゼオライトの結晶面の同定や、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塩素関連化学種の構造解析を行った。 

 

３ 研究成果 

必須原料である水、シリカ源(フュームドシリカ)、構造規定剤(1-アダマンタナミン)のみからシリカ

ゼオライト deca-dodecasil 3R (DDR)を水熱合成し、合成条件が DDR の生成や形態に及ぼす影響を調べ

た。得られた多様な形態の粒子の結晶面を同定した。また、吸着・分離への応用には菱面体状粒子の結

晶面が最適なこと、この粒子のミクロ孔体積は他の形態の粒子より大きいことを見出した。 

酸素プラズマ中での SiCl4 の酸化によって合成された塊状およびファイバー状の合成無水シリカガラ

スを用い、格子間 Cl2分子の発光測定を行った。発光寿命、非調和振動パラメータ、Huang-Rhys 因子な

どの基本的な物性値を評価するとともに、ファイバー配置で測定することで格子間 Cl2 の検出感度を

~1010 cm-3まで向上しうる可能性を示した。 

 

４ ま と め 

結晶性シリカの構造解析というテーマで 3年間研究を行い、高純度-石英、シリカゼオライト、関連

材料であるシリカガラスという種類の違うシリカ材料を題材として成果を得ることができた。これらの

知見は各種シリカ系材料の合成と評価および特性向上に役立つことが期待される。 
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トポロジカル絶縁体の量子ホール状態の普遍性研究 

 
                 国立研究開発法人 産業技術総合研究所  金子晋久 

 

 

１ はじめに 

二次元電子系が示す量子ホール効果ではホール抵抗が基礎物理定数 e, h および整数のみで表される普

遍値となると考えられている。量子化したホール抵抗の普遍性は様々な系の相互比較により検証され、

今日では直流抵抗の一次標準として利用されている。これまで Si-MOSFET や半導体ヘテロ接合系、ま

た近年ではグラフェンなど、様々な物質における量子化ホール抵抗が相互に比較され、普遍性が検証

されてきた。しかしながらトポロジカル絶縁体においては明らかにされていなかった。トポロジカル

絶縁体は絶縁的なバルクを持ちながら表面には二次元的な金属伝導状態を持っている。トポロジカル

絶縁体における量子ホール効果を精密測定により普遍性の検証研究することは、量子異常ホール効果

などの新奇物理現象の機構解明などへも広がりが期待される重要な課題である。 

 

２ 研究目的 

本研究では高いバルク絶縁性を持つトポロジカル絶縁体 Sn0.02Bi1.08Sb0.9Te2S (Sn-BSTS)の単結晶を作成

し、薄片化した上でホールデバイス化し特性評価を行う。特に低温度において、電気伝導が表面支配

的になっていることを確認する。さらに量子ホール効果の実現には電荷担体密度を低減する必要があ

るが、トポロジカル絶縁体は通常の二次元電子系と異なり全ての表面が電気伝導を担うため、それら

を独立に制御を行う必要がある。そこで本研究では、デバイス化の際、Sn-BSTS 薄片の上面および下面

の電子状態を独立に制御するためデュアルゲート構造を作製する。 

 

３ 研究成果 

はじめに Sn-BSTS の単結晶を改良ブリッジマン

法により作成した。単結晶 XRD を行い、結晶性が

良好であることを確認した(図 1)。作製したバル

クについて、4端子法により縦抵抗の温度依存性

を測定したところ、高温で半導体的であり、低温

では金属的というトポロジカル絶縁体に特徴的

な挙動が観測された(図 2)。絶縁的なバルクと、

金属的な表面の並列等価モデルを用いたフィッ

ティング解析により、高温域でのバルク抵抗率ρ

3D、熱活性化エネルギーΔ、表面残留抵抗 R0、

および金属伝導領域における抵抗の温度係数 A

を求めた（図 3、図 4）。1 桁以上厚さの異なる

サンプルにおいて、低温において同等の残留表面

 
図 1. (a)Sn-BSTS の結晶構造、(b) 改良ブリッ

ジマン法の温度プロファイル、(c) 単結晶 XRD

プロファイル。 
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抵抗が得られたことから、表面支配伝導が実現で

きていることが分かった。またバルク絶縁性の定

量的指標である熱活性化エネルギーΔは、150 meV

にも上ることがわかった。よく知られた高バルク

絶縁性トポロジカル絶縁体BiSbTe2Seを大きく上

回るものであり、表面伝導測定には Sn-BSTSが好

適であるといえる。バルク評価の結果については、

論文発表を行った[1]。 

さらに、作製した Sn-BSTS に電子線リソグラフィ

により Ti/Au 電極を形成することにより、ホール

デバイスを作製した（図 5）。さらにイオン液体

を滴下することにより、電荷二重層によるトップ

ゲートを形成し、バックゲートと同時に電圧印加

可能なデュアルゲート構造とした。トップゲート

電圧を適当に制御することにより、上面を電荷中

性状態に保つと、下面に存在する電荷担体により

デバイスの輸送特性が決定される。トップゲート

電圧を-0.2 V に固定し、2 K、9 T においてホー

ル抵抗のバックゲート電圧依存性を測定したと

ころ、符号の変化を伴う大きなホール抵抗の変化

が観測された。デバイスの作成及び測定結果につ

いても、現在論文発表準備中である。 

 

４ ま と め 

Sn-BSTS の高品質単結晶を作成し、輸送特性の評

価を行った。厚さの異なるサンプルに対し、残留

抵抗が同等であったことから、表面支配的な伝導

状態が低温において実現していることが分かっ

た。また熱活性化エネルギーは、従来型のバルク

高絶縁性トポロジカル絶縁体を上回ることが分

かった。Sn-BSTS を用いたデュアルゲートデバイ

スを作成し、両極性動作に成功した。本年度の研

究では、9 T までの磁場印加で量子ホール効果の

観測には至らなかったが、より高移動度を持つ試

料を用いることで量子ホール効果の実現が期待

される。 

 

[1] T. Misawa, Y. Fukuyama, Y. Okazaki, S. Nakamura, N. Nasaka, T. Sasagawa, and N. Kaneko, 

IEEE Trans. Instrum. Meas. 66, 1489 (2017). 
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図 2. バルク試料（厚さ 100 μm）の縦抵抗の温

度依存性。白抜き円は実験データ、実線はフィ

ッティング。 

 

図 3. 厚さの異なるバルク試料における高温域

での抵抗率ρ3Dと熱活性化エネルギーΔ 

 

図 4. 厚さの異なるバルク試料における表面残

留抵抗 R0と抵抗の温度係数A 

 

 

 
 

図 5. 作製したSn-BSTS ホールデバイス 
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B, P 同時ドープ Si ナノ結晶コロイドを用いた室温単電子素子の構築 

 
                 神戸大学大学院工学研究科  加納 伸也 

 

 

１ はじめに 

 クーロンブロッケード現象を利用した単電子素子は、再構成可能な単一の論理回路素子や、電子一つ

を検知できる単電子センサーといった、新しい電子素子としての利用が期待されている。室温で動作

する単電子素子を得るために、高精度にサイズ制御された金（Au）ナノ粒子を単電子島とした単電子

トランジスタ(SET)が研究されてきた。我々のグループでは、ホウ素（B）とリン（P）を同時に高濃

度にドープした「B,P 同時ドープシリコン(Si)ナノ結晶」を独自に開発しており 1、これまでに無電解

メッキによって形成した Au ナノギャップ電極上に、直径 7 nm の Si ナノ結晶を吸着させることで 9 K

下で動作する SET を作製してきた。2 

 一方、SET を構成するナノギャップ電極の形成には、無電解メッキを含む electrochemical deposition, 

break junction, shadow evaporation, electromigration 等、様々な手法が提案されている。3近年、ナ

ノギャップ構造を形成する新たな手法として、Adhesion lithography(AL)法が提案された。AL 法は、

自己組織化単分子膜(SAM)をスペーサー層として金属を 2 層重ねた後、金属の重なり部分を接着物質

で物理的に剥離することで、分子鎖長に近い間隔のナノギャップ構造を形成する手法である。英国

Imperial College London のグループから、ギャップ長 4 nm 以下のアルミニウム(Al)/Au ナノギャッ

プの形成が報告されている。4本手法は、電子ビームリソグラフィーを使わず、フォトリソグラフィー

のみで SET に使用するナノギャップ電極が一括作製できる可能性がある。 

 

２ 研究目的 

 B,P 同時ドープ Si ナノ結晶コロイドを使い、ボトムアップ手法で形成する室温単電子素子の構築をめ

ざした。本年度は、本研究の単電子素子に不可欠な、ナノギャップ電極の新たな形成法を検討した。

AL 法を用いて、フォトリソグラフィープロセスで Au ナノギャップ電極対を形成することを試みた。 

 

３ 研究成果 

 AL 法の概念図を図１に示す。1 層目の金属電極形成後に、金属電極表面に SAM を形成する。その後、

2 層目の金属電極を、1 層目の電極に重なるように形成する(図 1 左)。このとき、2 層目の金属電極の

密着が、SAM の影響により 1 層目の電極上で弱くなる。密着力が弱い部分を、接着物質で剥離するこ

とで、SAM の分子鎖長に近い間隔を有するナノギャップ電極が形成できる。基板は熱酸化膜付き Si

基板(SiO2膜厚 90 nm)を使用した。フォトリソグラフィー法を用いて、基板上に幅 10 μm の金属細線

を形成した。ポジ型レジスト AZ1500 を使用して、リフトオフ法で電極形成を行った。スペーサー層

に SAM は docosanethiol[CH3(CH2)21SH, 鎖長 3.2 nm]を使用した。2 層目金属の剥離は、

Polydimethylsiloxane(PDMS)を押し付けることで行った。 

- 74 -



 

 

図 1 AL 法の概念図。 

 

 本手法で形成した 2 層目金属の剥離前後における電極の光学顕微鏡像を図 2(a)に示す。1 層目 Au の

上に堆積した 2 層目 Al の部分が、PDMS の粘着力によって剥離されていることがわかる。これは、

図１の概念図通り、SAM が 1 層目 Au 上の 2 層目 Al の密着度を下げ、2 層目 Al のみが剥離されたこ

とを示唆している。剥離後の電極の走査型電子顕微鏡(SEM)像を図 2(b)に示す。ギャップの間隔は約

75 nm と見積もられた。 

 

図 2 AL法を用いたナノギャップ形成。(a)2層目剥離前後の光学顕微鏡像、(b)2層目剥離後の SEM 像。 

 

４ ま と め 

 AL 法を用いて、室温動作 SET 形成に必要な Au ナノギャップ電極の試作を進めた。現在までにギャ

ップ間隔 75 nm のナノギャップ電極が形成できた。今後は 10 nm 以下のギャップ長を有するナノギャ

ップ電極の形成をめざし、プロセス改良を進めていく。 

 

参考文献 

1 M. Fujii, H. Sugimoto, and K. Imakita, Nanotechnology 27, 262001 (2016). 

2 Y. Higashikawa, Y. Azuma, Y. Majima, S. Kano, and M. Fujii, Appl. Phys. Lett. 109, 213104 

(2016). 

3 T. Li, W. Hu, and D. Zhu, Adv. Mater. 22, 286 (2010). 

4 D.J. Beesley, J. Semple, L. Krishnan Jagadamma, A. Amassian, M. a McLachlan, T.D. 

Anthopoulos, and J.C. deMello, Nat. Commun. 5, 3933 (2014). 
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固体状態のバナジウム酸化物クラスターの反応場の評価 

 
                 金沢大学  菊川雄司 

 

 

１ はじめに 

バナジウム酸化物は合成条件を適切に制

御することで、1nm 程度の大きさの構造

が既定されたアニオン性クラスターを形

成する。これらは自己組織化により構築

され、有機溶媒中で、各種アニオンが存

在する条件下において、VO5四角錘構造が

球状に縮合した構造が形成される。多く

の VO5 を基盤としたバナジウム酸化物ク

ラスターは、アニオンの周りを完全に覆

うが、半球状構造を持つ[V12O32]
4−は、4.4 

Å 程度の大きさの穴を持つ（図 1）。溶

液中において、半球状バナジウム酸化物

クラスターをホストとし、包接されるゲ

ストの交換可能であることが見出された。

これらの知見を発展させることで、半球

状構造の内部を反応場として利用することが可能であると考えられる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、半球状のバナジウム酸化物クラスターを利用するために、中性分子をゲストとし、その

ゲストを除去することでゲストフリー体を調整し、ゲストフリー体のホスト特性について検討した。 

 

３ 研究成果 

昨年度までの共同研究において、ホストである半球状バナジウム酸化物クラスターとの親和性の高い、

アセトニトリルを包接した化合物では、ゲスト除去の際にバナジウム酸化物クラスター構造が崩壊す

ることが明らかとなった。そこで、より親和性の低い、ジクロロメタンを包接した化合物を用いて、

真空加熱条件下でゲスト除去を行い、その過程を in-situ IR により観察した（図 2）。 

真空条件下、温度を上昇させていくと、850 cm−1付近に観測されるピークが徐々に減少していくことが

明らかとなった。他のバナジウムと酸素由来のピークは変化しないことから、構造はおおよそ保たれ

ていることが明らかとなった。量子化学計算の結果から、このピークは底面の V−O−V の伸縮振動に帰

属されることが明らかとなった（図 2）。50℃で真空処理した化合物の 1H NMR スペクトルから、ゲス

トであるジクロロメタンはほとんど脱離していることが明らかとなった。ゲストフリー体の単結晶 X

図 1. 半球状バナジウム酸化物クラスターの(a)ゲスト

包接体、(b)ゲストフリー体のアニオン構造。(上)横か

ら見た図、(下)上から見た図。ゲスト分子は省略。 
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線構造解析に成功し、底面の一つの

VO5 ユニットがゲスト除去によって反

転していることが明らかとなった（図

1）。 

ゲストフリー体にゲスト分子の蒸

気（1,2-ジクロロエタン(DCE)、アセ

トニトリル、ニトロメタン）を作用さ

せることで、ゲスト捕捉と半球状バナ

ジウム酸化物クラスター構造が再生

されることが明らかとなった。このと

き、書く溶媒分子を吸着させることで、

それぞれの結晶性が回復することが

明らかとなった(図 3)。 

 

４ ま と め 

ジクロロメタンをゲスト分子とした

半球状バナジウム酸化物クラスター

のゲス除去により、ゲスト分子が除去

可能であることが明らかとなった。ゲ

スト除去の際、バナジウム酸化物クラ

スター構造の一部のVO5ユニットの反

転していることが明らかとなった。ゲ

ストフリー体に各種ゲスト分子を作

用させることで、バナジウム酸化物ク

ラスターへのゲストの再包接が可能

であり、反転していた VO5 ユニットが

再び反転し、ゲスト包接体への再生さ

れることが明らかとなった。さらに、

ゲスト蒸気を吸着させることで、結晶

構造が復元可能であることが明らか

となった。 

                                  

 

図 2. ジクロロメタンを包接した半球状バナジウム酸化物

クラスターの真空条件下、各温度における in-situ IR ス

ペクトルと量子計算によるスペクトルの帰属。 

 

図 3. ゲストフリー体への各種ゲスト分子蒸気を作用させ

たときの粉末 X線回折パターン。 
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免震構造物の極限挙動解析システムの開発 

 
                 北海道大学大学院工学研究院  菊地 優 

 

 

１ はじめに 

南海トラフ沿いの巨大地震等で発生が予測される長周期地震動は免震構造物にとっては大きな脅威

であり、大振幅の多数回繰り返し変形を強いられる免震装置は、疲労や発熱による性能劣化が懸念され

ている。2017 年度以降、国土交通省は超高層建築物および免震建築物の設計において、南海トラフ沿

いの巨大地震による長周期地震動への対策を求めており、検討対象地域において考慮すべき地震動を公

表している。以上の状況に鑑み、免震構造が今後も防災対策の一翼を担うには、免震装置自体の性能向

上に加え、免震構造の設計をする立場からは免震構造物の極限事象を再現できる高度な解析システムが

必要であると考える。 

 

２ 研究目的 

本研究では、過大な地震入力に対する免震装置や免震建物の極限挙動を追跡するために解析技術の高

度化を図り広く社会に展開することで、免震構造の普及を促すことを目的とする。高度な解析手法を社

会展開するには、それを扱う学術論文の公表のみならず、解析ツールそのものを社会に提供する必要が

ある。米国 UC Berkeley で開発・運用されているオープンソースコード構造解析システム OpenSees

は、本研究の主旨に合致する解析システムであり、世界中の研究者・技術者が開発した構造解析手法が

集約され、オープンソースの精神に則り社会に広く提供されている。OpenSees をプラットフォームと

して免震構造の極限挙動解析手法を開発することで、研究成果を広く社会に展開できることになる。 

 

３ 研究成果 

国土交通省が公表した地震動を用いての時刻歴解析による検証において、免震装置の繰り返し変形に

よる特性変化を考慮する方法には簡易法と詳細法がある。両者の計算フローを図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 1 免震装置の繰り返し変形による特性変化を考慮する方法 

(a) 簡易法 (b) 詳細法 

- 79 -



 

本研究において、前年度に OpenSees 上に構築した支承・減衰一体型積層ゴムの熱・力学連成挙動解

析システムは、後者の詳細法と位置付けられる。しかしながら、本研究成果を含め詳細法はまだ普及し

ておらず、設計実務では簡易法による検討に拠らざるを得ない。簡易法が免震装置の繰り返し変形によ

る特性変化をどの程度表現できるか、さらにその特性変化が免震建物の地震応答性状に与える影響につ

いては、未だに検討途上にあり、設計者にとっては最大の関心事でもある。そこで、2017 年度は前年

度に構築した熱・力学連成挙動解析システムを詳細法と位置づけ、長周期地震動下での免震装置の繰り

返し変形による特性変化が免震建物の地震応答に与える影響について簡易法との比較検討を行った。検

討対象とした免震装置は、昨年度と同様に錫プラグ入り積層ゴム（以下、SnRB）である。 

上部構造には文献 1)に記載されている16質点のせん断系振動モデルを使用した。免震層には外径1000 

mm、プラグ径 200 mm の SnRB を 14 台配置した。表 1 に解析に用いた SnRB の諸元を、図 2 に詳細

法で用いた熱伝導解析モデルを示す。対称性を考慮して積層ゴムの軸対称モデルの上側半分を解析対象

とする。SnRB の復元力モデルは修正バイリニアモデルとする。発熱を考慮しない場合は、錫プラグの

降伏応力pを基準値 14.8 MPa に固定した。 

 

表 1 SnRB 諸元 

ゴム外径 φ1000 mm 

錫プラグ径 φ200 mm 

ゴム層厚 7.5 mm×26 層（195 mm） 

せん断弾性係数 G = 0.39 N/mm² 

内部鋼板 4.5 mm 

 

入力地震動は、国土交通省より公表され

た地震動 2)のうち、3 地域 9 種類（CH1～

CH3、OS1～OS3、SZ1～SZ3）とした。 

初めに、CH1 波を入力した時の応答結

果として、SnRBの荷重変形関係を図3に、

錫プラグの温度変化を図 4 に、SnRB 内部

温度分布を図 5 に、各層の最大応答加速度

と最大応答変位の分布を図 6 に示す。比較

は、熱の影響を考慮しない（熱非考慮）、

簡易法、詳細法の三者で行った。図 3 の荷

重変形関係では、熱非考慮の場合に対して、

簡易法では 2.5 倍、詳細法では 1.9 倍に変

形が増大した。また、錫プラグの降伏応力

度は、基準値 14.8 MPa に対して、簡易法

では 31%、詳細法では 37%に低下した。

これにより、応答変位が増大したものと思

われる。図 4 に示す錫プラグの温度変化で

は、プラグ中心部の最高温度は、詳細法で

図 2 SnRB の熱伝導解析モデル 

図 3 SnRB の荷重変形関係（CH1 入力） 

図 4 錫プラグの温度変化（CH1 入力） 
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図 5 積層ゴム内部の温度分布（230 秒後） 

図 6 最大応答値分布 

は約 220℃に達した。簡易法では約 170℃と評価され、詳

細法における平均温度とほぼ同じ温度となっている。図 5

に、プラグ部が最高温度に達した時の積層ゴム内部の温度

分布を示す。プラグ中心部の温度上昇は著しいものの、プ

ラグ周辺の積層ゴム部の温度上昇はあまり見られない。数

分程度の地震継続時間では、プラグでの発生熱が周囲に拡

散されない。図 6 の最大応答値分布では、簡易法が最も大

きな応答変位を示しており、変位に関しては安全側の評価

を与えている。 

続いて、全入力地震動での詳細法と簡易法による結果を

比較する。図 7 に免震層の最大水平変位、基準値に対する

プラグの降伏応力の低下率、免震層の最大層せん断力係数、

頂部の最大加速度を示す。免震層では簡易法の方が大きな

変形を示し、プラグの降伏応力はより低下している。一方、

免震層最大応答層せん断力係数は概ね詳細法による値の方

が大きい結果となり、頂部の加速度応答では、

ほとんどのケースで簡易法による値の方が小

さい結果となった。総じて、簡易法は詳細法

と比して、応答変位を安全側に、応答せん断

力・加速度を危険側に評価する傾向がある。 

 

４ ま と め 

昨年度開発した免震装置の熱・力学連成解

析手法を用い、長周期地震動下での免震建物

の地震応答性状について検討した。繰り返し

変形により積層ゴム内部の金属プラグが発熱

し降伏応力が低下することから、概ね応答変

位は大きくなる。本解析手法を詳細法と位置

づけ、一般的に用いられている簡易法との比

較を行った結果、応答変位については簡易法

の方が大きな値となり安全側の評価となるが、

上部構造の応答加速度・応答せん断力は逆の

結果を与えることから、注意が必要である。 

 

参考文献 

1) 日本建築学会：長周期地震動と建築物の耐震性, 2007 年 

2) 国土交通省：超高層建築物等における南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動への対策について , 2016

年 6 月 24 日  

図 7 詳細法と簡易法の比較 

(a) 免震層最大応答変位 (b) p の低下率 

(c) 免震層最大応答 

せん断力係数 

(d) 頂部最大応答加速度 
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アモルファス酸化物半導体の新規応用提案 

 
                 龍谷大学  木村睦 

 

 

１ はじめに 

研究代表者らは、これまで、アモルファス酸化物半導体（AOS)の新規材料研究や新規応用提案を行っ

てきた。最近では、レアメタルを含まない Ga-Sn-O（GTO）を用いた薄膜トランジスタを開発し、代表的

な AOS である In-Ga-Zn-O（IGZO）に迫る初期特性と経時安定性を確認している[1]。いっぽうで、現在

は主にフラットパネルディスプレイに活用されているAOS の、新規応用探索も継続している。まず、近

年は特に注目を集めている人工知能分野への応用として、ニューラルネットワークをハードウェア化し

た脳型集積回路への応用を試みている。これは、これまでの共同利用研究で明らかにしてきた AOS 薄膜

の劣化メカニズムを参考にしながら、その特性変化をニューラルネットワークの基本素子のひとつであ

るシナプス素子の、結合強度変化の機能として活用しようというものである。成功すれば、超コンパク

ト・超低消費電力・超ロバストな人工知能の実現が期待できる。本研究では、IGZO のみならず GTO など

といった新規 AOS も含めて、脳型集積回路を試作し、動作を確認する。そのほか、磁気抵抗効果素子や

熱電素子への新規応用提案も行う。 

 

２ 研究目的 

本研究では、AOS の脳型集積回路への応用としては、まず、AOS 薄膜の特性変動がシナプス素子とし

て用いることができるように、そのデバイス構造や製造プロセスを探索する。そのあと、通常の LSI で

試作したニューロンのアレイ上に、AOS 薄膜を成膜してシナプスのアレイとし、ニューラルネットワー

クによる脳型集積回路を試作する。製造プロセスとしては、スパッタだけでなく、将来的に 3次元積層

も可能な液相プロセスも考えている。この脳型集積回路で、文字認識の機能を確認することで、動作を

確認する。 

つぎに、磁気抵抗効果素子への応用としては、磁場を印加しながらの抵抗変化を調べる。これまで、

AOS 薄膜では、条件によって、磁場印加で抵抗が増加する正の磁気抵抗効果と、逆に減少する負の磁気

抵抗効果が得られており、それらの発生メカニズムを明らかにするとともに、特に巨大磁気抵抗効果が

得られる可能性のある負の磁気抵抗効果を向上させることを試みる。 

さらに、熱電素子への応用としては、組成や製造プロセスなどでキャリア移動度を向上させ、微細構

造で熱伝導率を抑制するなどの工夫で、ゼーベック係数やパワーファクタをはじめとする熱電特性の向

上を図る。 

 

３ 研究成果 

AOS の脳型集積回路への応用としては、まず、RFマグネトロンスパッタで、ターゲットは焼結セラミ

ックの In:Ga:Zn=1:1:1、投入電力は 60W、基板加熱は無し、成膜圧力は 5Pa、スパッタガスは Ar、ガス

流量は 20sccm、成膜時間は 5 分で、IGZO 薄膜を成膜し、これを備えた IGZO 薄膜シナプスを成膜した。
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複数のサンプルに 1.8V の電圧を印加し、流れる電流を測定し、初期電流と経時変化のバラツキを調べ

た。両方ともかなり大きいが、ニューラルネットワークのシナプス素子の学習則として我々の提唱する

修正ヘブ学習則に応用可能であることが期待できる[2]。 
 

 

 

 
  

 

 

外観 初期電流 経時変化 

図 1  IGZO 薄膜シナプスの電気特性 
 

そして、通常の LSI で試作したニューロンのアレイ上に、IGZO 薄膜を成膜してシナプスのアレイとし、

ニューラルネットワークによる脳型集積回路を試作した。部分的であるがアルファベット「T」の文字

認識の機能を確認した[2]。 
 

   

外観 学習 

図 2  IGZO 薄膜シナプスを備えたニューラルネットワーク 
 

つぎに、磁気抵抗効果素子への応用としては、GTO 薄膜の負の磁気抵抗効果をあらためて確認し、ア

ンダーソン局在に起因するものと現時点では結論づけた。かなり大きい磁気効果の発現を確認した [3]。 

さらに、熱電素子への応用としては、RF マグネトロンスパッタ・その室温作製・ミスト CVD などで

GTO 薄膜を成膜し、熱電効果を測定したところ、IGZO薄膜には匹敵するパワーファクタ（PF）が得られ

た。GTO 薄膜は、今後のパラメータの最適化により、熱電効果の向上の可能性が示唆される材料であり、

また、動作の安定化やレアメタルフリーで液体プロセスで製造できることによる低コスト化も期待でき

るため、高効率・高信頼性・低コストのエナジーハーベスティングデバイスのひとつとして活用できる

[4]。 
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図 3  GTO 薄膜の熱電効果 
 

４ ま と め 

AOS の脳型集積回路への応用としては、IGZO 薄膜シナプスの電気特性を調査し、IGZO薄膜シナプスを

備えたニューラルネットワークの文字認識の機能を確認した。AOS 薄膜の応用で脳型集積回路が実現で

きれば、それは将来的に 3次元集積化の人工知能システムにつながり、超コンパクト・超低消費電力・

超ロバストな人工知能の実現が期待できる。これは、個々のモノのインテリジェンス化

（AIoE:Artificial Intelligence on Everything）を可能とするものであり、また、社会的な消費エネ

ルギ低減の要請にも応えるものである。 

熱電素子への応用としては、GTO 薄膜で IGZO 薄膜には匹敵するパワーファクタ（PF）が得られた。低

コストかつ高効率の、エナジーハーベストデバイスの実現が期待される。 

 

[1] T. Matsuda, K. Umeda, Y. Kato, D. Nishimoto, M. Furuta, and M. Kimura, Scientific Reports 

7, 44326, 2017. 
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[3] K. Aoki, T. Ozawa, Y.-Y. Chen, C.-P. Fan, C. Cheng, C.-W. Kuo, Y. Huang, C.-C. Kuo, T. Matsumoto, 

A. Yoshikawa, T. Matsuda, and M. Kimura, IEEE Electron Device Lett. 38, 1143, 2017. 

[4] T. Matsuda, M. Uenuma, and M. Kimura, Jpn. J. Appl. Phys. 56, 070309, 2017. 
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(Al,Fe)2O3 固溶体の高圧合成と磁気特性 

 
                 岡山理科大学・工学部  草野圭弘 

 

１ はじめに 

酸化鉄(Fe2O3)には、赤色顔料や鉄関連化合物の原料として用いられている-Fe2O3(ヘマタイト)や磁

気記憶材料に利用されている-Fe2O3 (マグヘマイト)などがある。多形の一つであるGaFeO3型の-Fe2O3

は、次世代の磁性材料として近年注目されている1,2)。-Fe2O3は、SiO2マトリックス中において、マグ

ヘマイト(スピネル構造)からヘマタイト(コランダム構造)に相変態する際に中間相として生成する1,2)。

固相反応法では、Feのサイトの50%をAlで置換したAlFeO3を大気圧下で合成することが可能であり、

酸素分圧の上昇とともにAl1-xFe1+xO3の鉄の固溶域が広がる。しかし、高圧下については明らかにされて

いない。 

 

２ 研究目的 

本研究は、高圧下で-Fe2O3型Al2-xFexO3固溶体の合成を試み、その固溶域および磁気特性を明らかに

することを目的としている。 

 

３ 研究成果 

出発原料に、Al(NO3)3･9H2OおよびFe(NO3)3･9H2Oを用い、Fe/Al=0.6/0.4 ~ 0.9/0.1の混合試料を大気中

にて500°Cで1h熱分解した後、種々の条件下で熱処理を行った。 

図1に、Fe/Al=1/1の熱分解試料を、大気中にて1400°Cで20h焼成した試料(a)、酸素中にて1400°Cで20h

焼成した試料(b)および2GPaで加圧して1400°Cで1h熱処理した試料(c)の粉末X線回折(XRD)パターンを

示す。Muanの平衡状態図によると3)、1400°Cでは大気中(O2:20kPa)でもAlFeO3単相となる組成であるが、

大気中で熱処理した試料はAl置換ヘマタイト(-Fe2-xAlxO3)とFe置換コランダム(-Al2-xFexO3)の2相共存

であった。酸素中で熱処理した試料は、AlFeO3単相であった。一方、高圧下で熱処理した試料は、Al

置換ヘマタイト、Fe置換コランダムおよびスピネル構造化合物(FeAl2-xFexO4)が生成した。状態図による

と3)、高温域ではAlFeO3はスピネル構造化合物とFe置換コランダムに分解することから、熱処理温度が

高いと思われる。 

図2に、図1bのAlFeO3単相試料(a)を2GPaの圧力下で1000°Cで1h(b)および1400°Cで1h(c)熱処理した試

料のXRDパターンを示す。1000°Cの熱処理でスピネル構造化合物とFe置換コランダムに分解すること

が分かった。図1の結果を考慮すると、高圧下では1000°Cより低い温度で熱処理する必要があることが

分かった。今後、熱処理温度と時間および圧力の影響を詳細に検討し、磁気特性との関連を検討する

予定である。 

 

４ まとめ 

酸素0.1MPa下で1400°Cで熱処理した試料は-Fe2O3型AlFxO3単相であったが、高圧下で熱処理した試

料中にはAlFeO3は生成せず、スピネル構造化合物が生成した。今後、高圧下で1000°C未満の温度で熱
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処理し、得られた試料について物性評価を行う。  

 

５ 文 献 

1) J. Jin, S. Ohkoshi, K. Hashimoto, adv. Mater. 16, 48-51, 2004. 

2) A.Namai1, M.Yoshikiyo, K.Yamada, S.Sakurai, T.Goto, T.Yoshida, T.Miyazaki, M.Nakajima, T.Suemoto, 

H.Tokoro, S.Ohkoshi, Nat. Comm., 3, 1035, 2012. 

3) A. Muan, Am. J. Sci., 256, 413-422, 1958. 

 

図1 Fe/Al=1/1の原料を、大気中にて500°Cで1h熱分解した後、大気中にて1400°Cで20h(a)、酸素0.1MPa下に

おいて1400°Cで20h(b)および2GPaで加圧し1400°Cで1h熱処理した試料(c)のXRDパターン。○:-Fe2-xAlxO3、

●:-Al2-xFexO3、▲:AlFeO3および▽:スピネル構造化合物。 

図2 図1bのAlFeO3単相試料(a)を、2GPaの高圧下で1000°Cで1h(b)および1400°Cで1h(c)熱処理した試料の

XRDパターン。▲:AlFeO3、●:-Al2-xFexO3および▽:スピネル構造化合物。 
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接合部降伏する鉄筋コンクリート造骨組の非線形地震応答解析 

 
                 名古屋工業大学  楠原文雄 

 

 

１ はじめに 

 梁降伏型に設計される鉄筋コンクリート造骨組では柱梁強度比と接合部横補強筋量により，「接合部

降伏」 が起こり計算上の梁曲げ強度が得られないことがある。その場合、履歴減衰性能の低下が地震

応答の増大を引き起こすばかりか，特定層への変形集中と架構の不安定化を引き起こすことが明らか

になっている。そのため，接合部降伏する柱梁接合部を含む鉄筋コンクリート造骨組の多層架構とし

ての多数の繰り返しによる応答の増大現象の解明が重要である。 

 一方，2016 年熊本地震のように巨大な地震が連続して発生する場合や，中小地震により骨組に損傷が

生じていても修復されずに継続使用している場合がある。1回目の地震動により接合部降伏が生じてい

ると，続いて入力された地震動に対する応答変形は無損傷の場合に比べて増大する場合があることが

報告されている。しかし，柱梁接合部の損傷によってどの程度骨組の耐震性能が低下しているかの検

討は十分ではない。 

 

２ 研究目的 

 鉄筋コンクリート造ラーメンについて 1 回目の地震動の大きさを変えて地震動を連続入力し，1 回目

の地震動による柱梁接合部の損傷と 2 回目の地震動入力の応答変形の増大および骨組の崩壊荷重の関

係について解析的に検討する。 

 

３ 研究成果 

a. 解析モデルと入力地震動 

 一般的に靭性型骨組であり，また地震応答において高次モードが支配的となることが少ない中層純ラ

ーメン建物を対象とする。保有水平耐力時のベースシア係数が 0.3 の全体崩壊形を形成するように設

計された無限均等骨組とし，柱と梁の曲げ耐力の比を柱梁接合部の横補強筋量を変えた 4 ケースとす

る。梁・柱は線材に置換し，柱梁接合部はフェースの剛板とコンクリート，鉄筋，付着を表す一軸ば

ねから構成されるマクロエレメントによりモデル化した。入力する地震動は告示波とし，倍率を変え

て 2回入力する。 

b. 最大層間変形角 

 図 1 に示す地震動の入力倍率と最大層間変形角の関係からは，地震動を連続入力した場合，1 回目の

入力倍率 0.2 および 0.5 では，いずれの建物も 2 回目の地震動の大きさが 1 回目の地震動の大きさよ

り小さい範囲では単独入力の場合に比べて応答が増大し，1回目の地震動の大きさを超えると単独入力

の応答とほとんど差はない。接合部降伏による層崩壊型（建物 I，II），接合部降伏する全体崩壊型（建

物 III）では入力倍率 1.0 を超えると 1回目の入力の大きさによって 2回目の地震の応答変形に差が再

び生じた。また，1回目の入力倍率が 1.0 の場合には 1回目の入力がない場合との差が大きく，一部の
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地震動に対する建物 IVの応答を除いて 2回目の入力倍率 0.5 程度で最大層間変形角が2%を超えた。 

 崩壊荷重は 1回目の地震動の大きさによる差がある。建物 IIへの WN位相の入力，建物 III への Taft

位相入力のように崩壊荷重が 30%程度低下する場合もある。ただし，すべてのケースで 1回目の入力が

大きい方場合に崩壊荷重が小さいわけではなかった。 

c. 層間変形角分布 

 図 2に示す 2回目の入力倍率を 1.0 とした場合の最大応答層間変形角の分布からは，接合部降伏が生

じる建物 I～III では 1回目の入力があったことにより応答が増大している。この中でも接合部横補強

筋量が多い建物 II では，単独入力では下層の応答が大きかった Miyagi 位相も含めて上層の応答が 1

回目の入力を経たことで著しく増大している。一方，接合部横補強筋量が少ない建物 I，III では，Taft

図 1 地震動の入力倍率と最大層間変形角 

図 2 2 回目入力倍率 1.0 倍のときの層間変形角分布 
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位相や Miyagi位相，WN位相では単独入力の場合と層間変形が増大する層が異なる場合がみられる。ま

た，このような変形の集中する層の変化は，建物 Iへの Taft 位相の入力では 1回目の入力倍率 0.5 の

場合だけ上層で変形が大きく他の場合は下層で変形が大きいたように，1回目の入力の大きさ，すなわ

ち損傷の大きさによって徐々に変わるのではないこともわかる。 

d. 1 回目入力による接合部変形と 2回目入力時の層間変形角の増大 

  図 3 に示す 1 回目入力時の接合部変

形と 2 回目入力時の層間変形角の増大

（1回目の最大層間変形からの増大率）

から，2 回目の入力倍率が 0.2 および

0.5 の場合は地震動によるばらつきは

あるが，1回目の入力による応答での接

合部変形角が 0.5%が超えると 2 回目の

入力による層間変形角が単独入力に対

して急激に増大することがわかる。1回

目の入力による接合部変形角が大きく

なっても 2 回目の応答に顕著な増大が

見られないのは，2回目の入力倍率 0.5

の場合の建物 II への Taft 位相入力，

建物 III への Taft 位相入力，WN位相入

力であるが，これらはいずれも入力倍

率0.5の単独入力でも応答の接合部変形角が1.0 %を超える大きな変形が柱梁接合部に生じるケースで

ある。 

 一方，2 回目の入力倍率 1.0 の場合は，いずれのケースでも応答の増大率と 1 回目の入力による接合

部変形角に相関は見られない。これは，入力倍率 0.5 で相関がみられなかったケースと同様，建物 IV

を除き入力倍率 1.0 では単独入力でも応答の接合部変形角は 1.0%を大きく超えるため，事前の損傷の

影響は小さいためと考えられる。 

４ まとめ 

・接合部降伏型骨組が崩壊する地震動の大きさは，1 回目の地震動による損傷の影響により大きく低下

する場合がある。つまり，本震によって損傷が生じることにより余震に対しては骨組の崩壊余裕度が

低下する場合がある。 

・応答の層間変形角の分布，すなわち地震時の層間変形角が大きくなる層は過去の地震動による損傷に

よって変わる場合がある。 

・過去の地震動による損傷により，中小地震に対する応答変形も増大し，過去に極めて稀に発生する地

震動によって損傷が生じていた場合，稀に発生する地震動に対しても層間変形角が 2%を超える変形が

生じる場合もあった。この無損傷の場合と比べた応答変形の増大は，過去の地震動に対する応答で柱

梁接合部の変形角が 0.5%を超えると生じる。 

 地震による柱梁接合部の損傷による骨組の耐震性能の低下は明らかであり，被災建物の残存耐震性能

の評価においても柱梁接合部の損傷を考慮する必要がある。 

 

図 3 1 回目入力の接合部変形と層間変形角の増大 
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２方向水平力を受ける 

せん断パネル型鋼製ダンパーの構造性能 

 
                 京都大学  聲高裕治 

 

１ はじめに 

 近年，地震入力エネルギーを制振ダンパーに吸収させることにより，主架構(柱，梁)の損傷を抑制す

る制振構造が広く普及している．制振ダンパーは，基本的には構面内挙動の把握が重要であり，これ

までに数多くの研究が行われている 1) など．しかし，実際の建物は地震時に 3次元的に挙動するため, 構

面外方向や水平 2 方向に関する検討も要求されるようになってきている 2),3) など．このようなニーズに

対して，文献 4)ではせん断パネルダンパーの部材単体の実験を行い，水平 2方向の挙動を検討した． 

 

２ 研究目的 

 本研究では，平面架構に組み込まれた間柱型せん断パネルダンパーを対象とした水平 2方向の繰返し

載荷実験を実施し，架構内でのせん断パネルダンパーやその取付部の構造性能を把握することを目的

とする． 

 

３ 研究成果 

 間柱が取り付く梁中央における構面外変形を拘束した場合と拘束しない場合の 2 体の実験結果より，

ダンパーにとって重要である構面内方向の挙動は，構面外拘束の有無によらずに同様の履歴性状を示

すことを確認した．また，構面外拘束の有無によらずダンパーがせん断降伏後，構面内の層間変形の

大部分をダンパーに集中させることができた．このことより，水平 2 方向変形が間柱型せん断パネル

ダンパーの面内挙動に及ぼす影響は小さいと言える． 

 

４ まとめ 

 本研究では間柱型せん断パネルダンパーを対象としたが，今後はブレース型のせん断パネルダンパー

が２方向の水平力を受けるときの構造性能の把握をめざす． 

 

参考文献 

1) 玉井宏章ほか：せん断パネルダンパーの最適スチフナ曲げ剛性比について，日本建築学会構造系論文集，第 79

巻，第 706 号，pp.1983-1990，2014.12 

2) 大出大輔ほか：面外変形が高力ボルト摩擦接合滑りダンパーの性能に及ぼす影響，鋼構造年次論文報告集，第

25巻，pp.919-924，2017.11 

3) 小﨑均ほか：二方向地震動入力を受ける座屈拘束ブレース付鉄骨架構のブレース構面外応答，構造工学論文集，

Vol.61B，pp.401-408，2015.3 

4) 山本優子ほか：水平 2 方向変形を受けるせん断パネルダンパーの実験，鋼構造年次論文報告集，第 25 巻，

pp.911-918，2017.11 
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高分極性イオンを含有した透明酸化物ガラスの 

低光弾性と短・中距離構造 

 
                 愛媛大学 大学院理工学研究科  斎藤 全 

 

１ はじめに 

酸化物ガラスは一般に，圧縮あるいは引っ張り応力が印加中に，屈折率の異方性（複屈折性）が誘起

される。しかし，高分極性イオンの Pb2+を高濃度に含有したガラスでは，ある特定の組成で応力誘起複

屈折性が消失することが知られている。この特性を活用して，電力会社の施設等で，高電流測定・事故

区間判定のための光ファイバー型センサーとして実用されている。ただし，組成に鉛を含むため，人体

に対する安全性の面から既に製造・販売は中止され，供給が再開される可能性はない。著者らはこれま

で，毒性の Pb2+の代わりに Sn2+を用いて，応力誘起複屈折性を生じない，いわゆるゼロ光弾性リン酸，

およびケイ酸ガラス組成を見出している。例えば，SnO-P2O5系ガラスに対する中性子線回折の結果から，

ゼロ光弾性組成において，Sn2+は低配位数(～3)をとることが明らかになっている。 

 

２ 研究目的 

非常に小さい光弾性定数を有し，かつ透明な酸化物ガラスの開発と，分光的手法を用いた関連するミ

クロ構造の特定を目的とした。具体的には，Pb2+以外の高分極性イオンを含む，リン酸，ケイ酸塩ガラ

スにおいて，光弾性定数が非常に小さくなるガラス構造の特徴を調査した。 

 

３ 研究成果 

本共同利用によって取得した 4 元系 ZnO-SnO-P2O5-B2O3ガラスと，2 元系 R2O3-SiO2(R = Bi,Sb)ガラス

の核磁気共鳴スペクトルを解析した結果，前者のリン酸塩ガラスでは，光ファイバーへ線引き加工され

る前のプリフォームガラスと，光ファイバーガラスのネットワーク構造に差は見られず，線引き時に発

生する熱応力，機械的応力に関係なく，光弾性定数が非常に小さい特性を光ファイバーでも保持してい

ることが予想される。一方，後者のケイ酸塩ガラスでは，光弾性定数が非常に小さい組成においても特

徴的なネットワーク構造は有せず，非架橋酸素を 1－2 個含んだ SiO4四面体構造が組成に対して，連続

的に変化している結果を得た。 

 

４ まとめ 

以上の知見は，ガラスの特有のデバイスである光ファイバーの環境調和型電流センサーへの応用と，

その組成設計に極めて有効である。さらに，ネットワーク構造ユニットとして，短距離構造を特定する

ことは，光と相互作用する高分極性イオン，酸素イオンの電子雲分布の推定につながり，今後の応力誘

起複屈折性（光弾性）のような，機械的・熱的ストレスの下での光学特性との相関性の理解につながる。  

ゼロ光弾性ガラスの構造の特徴を抽出し，その情報を基に新たな機能材料を提案することで，応用物

理学，並びに機能材料学に寄与できる可能性が拓ける。なお，本共同利用に関する成果の一部を論文に

まとめて現在投稿中であり，さらに 2編について投稿に向けて準備中である。 
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機能性有機分子に保護された金属クラスターを 

クーロン島として用いた単電子トランジスタの創製 
             

京都大学 化学研究所  坂本 雅典 

 

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ナノギャップ電極間への選択的挿入方法の確立を試み

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。また、配位子のクーロン島の性能に及ぼ

す影響は未だに充分に解明されていない。 

我々は Au25 金クラスター上に異なる数のリンカー配位子（1）を配位させることにより、リ

ンカー配位子の数のクーロン島の性能に及ぼす影響の調査を試みた（図 1）。既報に基づき合成

されたフェニルエタンチオール保護の Au25金クラスターからの配位子交換により、クラスター

上のリンカー配位子の数が厳密に規定された金属クラスターの合成を行った。フェニルエタンチ

オール保護の Au25金クラスターの合成は、低温下、液相中でフェニルエタンチオールの存在下

で金イオンを還元することにより行い、得られた金クラスターはリサイクル式のサイズ排除クロ

マトグラフィーにより精製した。フェニルエタンチオール保護の Au25金クラスターをリンカー

配位子の存在下で撹拌することによりリンカー配位子がそれぞれ 1 つおよび２つ交換した金ク

ラスターを合成し、リサイクル式のサイズ排除クロマトグラフィーにより精製した。得られた、

リンカー配位子がそれぞれ 1 つおよび２つ置換した金クラスターの同定は、MALDI-TOF-MS に

より行なった。現在、上記のクラスター群を用いて作成した単電子トランジスタ‐の評価を進め

ている。 

(a) (b)

 

図 1．(a) リンカー配位子（１）の構造。(b) リンカー配位子（１）の Au25金クラスター上への

配位様式。１置換および 2 置換の Au25 金クラスターを合成した。 
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バルク固体中のコヒーレントフォノン計測 

 
                 東京大学先端科学技術研究センター 鹿野 豊 

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所 中村一隆 

 

 

１ はじめに 
超短パルスレーザーを用いた固体物質中のコヒーレントフォノン計測は物質中の化学反応の種となる
固体中の振動状態分光の一種と捉えることが出来る。申請者はこれまでにもフロンティア材料研究所
中村研究室と共同し、コヒーレントフォノンを過渡反射率により測定する手法開発やコヒーレントフ
ォノン計測の結果の意味づけを行ってきた。現在、10fs の超短パルスレーザーを用いた室温における
計測と30fs の超短パルスレーザーを用いた低温環境下の計測系が立ち上がっている。 
２ 研究目的 
これら２つの実験系を用いて、10fsの超短パルスレーザーでは、ダイヤモンドのコヒーレントフォノ
ンを計測し、量子メモリの指標として重要なコヒーレンス時間を計測することを目標とする。また、
30fsの超短パルスレーザーでは、GaAsおよびBiの電子励起状態とコヒーレントフォノンの結合が過渡
反射率測定から信号として見えており、その解釈と透過率測定を含めた誘電率測定を同時に行うこと
を目標とする。これらの研究により、光励起
中の固体中の結晶振動ダイナミクスを包括的
に理解することを本研究の目的とする。 
３ 研究成果 
パルス幅8 fsの近⾚外光パルス（中⼼波⻑800 

nm）を⽤いた、pump-pump-probe法によりダ
イヤモンド光学フォノン（40 THz）のコヒー
レント制御を⾏った。ふたつの pumpパルスは

マイケルソン型⼲渉計により⽣成し、そのパ

ルス間隔は 300 as の精度で制御した。

230-270 fsの間で pumpパルス間間隔を制御し、
発⽣した光学フォノン強度とその初期位相の
変化の様⼦を図１に⽰した。ふたつの pumpパ

ルス照射による、誘導ラマン散乱過程を密度
⾏列を⽤いた量⼦系の時間発展を計算し、フ

ォノン⽣成過程を理論計算した。また、ヘテ

ロダイン計測まで含めた量⼦論モデルの理論
シミュレーションを⾏い、図１のように位相変
化まで含めて実験結果を再現することができた。 

 

図１ ダイヤモンド光学フォノン強度と初期位
相のダブルpumpパルス間隔依存性。実線は理論
シミュレーション 
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キノイド型縮環オリゴシロールを用いた単分子電子デバイスの開発 

 
                 大阪大学大学院基礎工学研究科  新谷 亮 

 

 

１ はじめに 

熱や光、電圧などによって導電性が制御される半導体は現代社会において不可欠な材料であり、シ

リコンに代表される従来の無機半導体ばかりでなく、柔軟性や軽量性に優れた有機半導体の研究・応

用が盛んに行われている。これらの材料が分子集合体としてバルクでの機能発現であるのに対し、近

年注目されているナノテクノロジーの革新的進歩においては単分子デバイスの構築が強く求められて

おり、単分子レベルでの導電性の発現・制御に関する研究・開発が必要となっている。 

 

２ 研究目的 

単分子デバイスは、その小さなサイズと低い消費電力からナノテクノロジーを支える次世代の電子

デバイスとして期待されており、様々なπ共役有機化合物の利用が検討されている。しかしながら、

多くのπ共役有機化合物は、空気中での安定性や電荷の変化に伴う安定性において問題を抱えており、

空気下帯電状態で再現よく動作するデバイスの構築のためには、安定性に優れたπ共役有機化合物の

開発・利用が必要である。本共同研究では、我々が最近開発した新しい有機合成の手法によって精密

に構造制御された、安定なπ共役有機化合物であるケイ素架橋ハシゴ型π共役化合物を用いて単分子

デバイスを作製し、その電気伝導についての検証および機能の向上を目的とする。 

 

３ 研究成果 

本共同研究におけるデバイス作製の候補化合物として、安定性に優れ、はっきりと分裂したエネル

ギー準位を持つケイ素架橋π共役化合物 Si1 および Si2 を選び、これらの両端にアルカンチオール部位

を持たせることで電極となる金基板上に固定化することとした。 

 

Si1 については走査型トンネル分光（STS）（Figure 1 左）およびナノギャップデバイス（Figure 2

左）を用い、100 K にてトンネル電流の測定を行った。その結果、いずれの測定においても負電圧を印

加した際に–1.8 V 付近をピークとする負性微分抵抗（NDR）が観測され、これは分子間での共鳴トン

ネルに由来するものと考えられる。この挙動は 100 K においてだけではなく室温においても観測され、

NDR を示すデバイスは分子スイッチなどへの利用が期待されることから、本測定により有用な知見が

得られたものと言える。 
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Figure 1. 100 K における Si1 のトンネル電流–電圧特性（左：STS、右：ナノギャップデバイス） 

 

一方、Si2 については 100 K での STM/ STS および 9 K でのナノギャップデバイスを用いたトンネル

電流の測定を行い、いずれも 0 V を挟んで電流が流れない電圧領域が存在し、+1 V 以上および–1 V 以

下の領域では有意なトンネル電流が観測された。このことから単一分子としての電気特性が発現して

いるものと考えられ、ナノギャップデバイスを用いた際の dI/dV ピークおよび Si2 の CV 測定の結果か

ら、分子の HOMO–LUMO ギャップは 2.6 eV であり、そのフェルミ準位は HOMO 準位よりも 1.24 eV

上にあり、観測された dI/dV ピークはそれぞれ HOMO、HOMO–1、および LUMO 準位を介した共鳴ト

ンネル現象であると言える。また、これらの測定は繰返し行っても再現性の良い挙動が確認され、Si2

を用いた単分子デバイスが帯電状態においても高い安定性を持つことが実証された。 

     

Figure 2. Si2 のトンネル電流–電圧特性（左：STS、右上：ナノギャップデバイス）および dI/dV–電圧

特性（右下：ナノギャップデバイス） 
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４ まとめ 

本共同研究により、独自に開発したケイ素架橋ハシゴ型π共役化合物 Si1 および Si2 を用いた単分子

電子デバイスが安定に動作することを確認できた。今後は、より詳細な電気伝導挙動を検討するとと

もに、さらに共役長を伸ばした分子を用いたデバイスの作製および導電性の測定を行うことにより、

有用性の高い単分子電子デバイスの開発を目指す予定である。 
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ルテニウム酸化物負熱膨張材料の高機能化 

 
                 名古屋大学  竹中康司 

 

 

１ はじめに 

産業技術の高度な発達により、固体材料の熱膨張制御が強く望まれている。そのため、材料の熱膨

張を制御できる、「温めると縮む」負熱膨張材料に強い関心が集まっている。本研究は、研究代表者

が 2017 年 1 月に発見した、還元された層状ルテニウム酸化物 Ca2RuO4y 焼結体の巨大負熱膨張を活用

し、革新的な熱膨張抑制剤を開発することを目的とする。この負熱膨張は、結晶学的単位胞の、極め

て異方性の大きな熱膨張に起因する材料組織の効果と考えられている。ドーパントの種類や量、酸素

欠損量などの化学組成と、結晶粒径、配向度、空隙、結晶粒の結合状態などの材料組織を制御する系

統的研究により、熱膨張抑制剤として必要な機能を付与する。また、樹脂との複合化など、その利用

技術を開発する。これにより、産業の広い分野に存在する熱膨張制御の強い要望に応える。 

 

２ 研究目的 

負熱膨張研究における大きなマイルストーンの一つが、ルテニウム酸化物 Ca2RuO4-yにおける負熱膨

張[1]である。当該酸化物において金属-絶縁体転移に端を発するこの負熱膨張は、負熱膨張による体積

変化 ΔV/V が最大で 6.7%を超える巨大なもので、これまで最大であった MnCo0.98Cr0.02Ge の 3.2% [2]の

倍に達する。この負熱膨張の特徴は、結晶学的なユニット・セル体積 v の負熱膨張（Δv/v～1%）より

ずっと大きいことであり、異方的な格子定数の温度変化がもたらす材料組織的要因によるものと考え

られている。このような「増強された」負熱膨張は、β-eucryptite でも見られたものであるが、負の線

膨張係数 α にして 10 倍の規模で生じている。材料組織が負熱膨張のバルク機能に深く関わる例は、近

年の巨大負熱膨張材料にはなく、材料系が限られている負熱膨張材料探索のフィールドを拡げるもの

として、パラダイム・シフトをもたらすものである。 

 

本研究では、Ca2Ru1-xFexO4y において、Fe 置換が負熱膨張特性に与える効果ならびに熱膨張抑制能力

を検証した[3]。線膨張係数や動作温度域の Fe ドーピング依存性、負熱膨張の熱履歴に対する再現性、

負熱膨張に関係する体積変化総量を決定する物理パラメータ、さらにはエポキシ樹脂との複合化によ

る熱膨張抑制能力を調べた。 

 

３ 研究成果 

Ca2RuO3.74では、T=135-345 K（ΔT=210 K）で α=115 ppm/K の顕著な負熱膨張を示す。負熱膨張の

開始温度は、この物質の金属-絶縁体転移と対応している[4]。負熱膨張を示す温度区域での体積変化で

あり、熱膨張抑制能力の指標である体積変化総量 ΔV/V は 6.7%に達する。Ru サイトの一部を Fe で置

換すると、負熱膨張は弱くなるが、動作温度域は広がり、また、温度に対する膨張の線形性も向上す

る。Ca2Ru0.92Fe0.08O3.82 では、α は28 ppm/K と負熱膨張は弱くなるが、動作温度域は測定でカバーして
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いる全温度域 100-500 K に拡がり、しかも温度に対してほぼ線形となる。この温度域での体積変化総量

は 2.8%であるが、測定下限温度 100 K まで線熱膨張の線形性が維持されており、100 K 以下でも負熱

膨張が続くと考えられる。その場合、体積変化総量は 2.8%より大きくなる。残念ながら、歪ゲージに

よる、100 K 以下の線熱膨張評価が、ゲージの剥離などの理由によりうまくいっていないが、エポキシ

樹脂と複合体は 4 K レベルまで低熱膨張を示しており、この物質の 100 K 以下での負熱膨張を示唆し

ている。Ca2Ru0.92Fe0.08O3.82については、300 K→500 K→300 K の熱サイクルを 20 回繰り返した後、線

熱膨膨張を測定したが、再現性は良好であった。 

 

過去になされた Ca2RuO4 の構造解析[5]では、金属-絶縁体転移（～360 K）に際して、高温金属相で

の c 軸が長くユニット・セル体積が小さい L 相から、低温絶縁体相での c 軸が短くユニット・セル体

積の大きな S 相への構造変態が生じることが示されている。低温 S 相のユニット・セル体積が高温 L

相のそれより 1%程度大きくなる。ただし、この転移において Pbca の対称性は保たれている。本研究

における Ca2RuO3.74 の X 線構造解析の結果も、おおむね過去の結果と同等である。一方、鉄置換体に

ついては、L-S 転移がはっきりしない。測定された全温度域（100-500 K）で Pbca が維持され、b 軸は

温度が低下するにつれて伸び c 軸は縮む、異方的な熱膨張を示す。見積もられるユニット・セル体積

は温度による変化がわずかである。注意すべき点は、Ca2Ru0.92Fe0.08O3.82 では、350 K 以上で、a 軸と b

軸の異方性が極めて小さくなっていることである。小さな ab 異方性は高温 L 相の特徴である[5]。L-S

転移がはっきりした転移にならず、クロスオーバー的なものになったと考えられる。過去になされた

Ca2Ru0.92Fe0.08O4 の単結晶を用いた研究[6]では、T=370 K で急峻な L-S が観測されており、そこではユ

ニット・セルは体積変化総量が 0.8 %の負熱膨張を示している。酸素欠損による、例えば乱れの効果が

これらの違いを生み出しているのかもしれない。特徴的なことは、いずれもユニット・セル体積の示

す負熱膨張よりずっと大きなバルクの負熱膨張を示していることである。とりわけ Ca2Ru0.92Fe0.08O3.82

では、ユニット・セルは 350-500 K で、わずかであるがむしろ正の熱膨張を示している。にもかかわら

ず、バルクの熱膨張は大きな負熱膨張となっている。ルテニウム酸化物焼結体の巨大負熱膨張と直接

関係するのは、ユニット・セルの体積ではなくて、その異方的な熱膨張である。 

 

複合材料において熱膨張抑制能力を直接的に決めるのは、結晶学的ユニット・セル体積の温度依存

性ではなくて、あくまで熱膨張計で得られる熱膨張抑制剤フィラー粒子のバルク熱膨張である。そこ

で、ルテニウム酸化物が実際の複合材料中でどの程度の熱膨張抑制能力を有するかを、bis-フェノー

ル・エポキシ樹脂をマトリックスとする複合材料の評価から検証する。ここで、体積分率は

Ca2Ru0.92Fe0.08O3.82 とエポキシ樹脂の真比重、それぞれ 4.48 と 1.15、を用いて、焼結体の充填率 d をア

ルキメデス法の予備的測定結果から d=0.8 とし、エポキシ樹脂のそれを 1 と仮定して、試料重量から算

出した。SEM の評価は、均一なフィラー分散と、フィラー粒径が典型的には 20-30 μm であることを示

した。この 20-30 μm の粒子は、さらに小さな結晶粒と空隙（～20%）からなると考えられる。 

 

実験結果は、複合材料の線熱膨張が、負熱膨張材料と樹脂との複合化に関する多くの先行研究[7,8]

と同様、体積分率から予測されるよりも抑制され、フィラー側に近いものとなった。このことは、複

合材料中のルテニウム酸化物粒子が、十分な負熱膨張と弾性率を有し、界面の力学的相互作用により、

基材であるエポキシ樹脂の熱膨張を効果的に抑制していることを示すものである。界面の力学的相互
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作用が教えるところは、熱膨張抑制剤の剛性が高くなればそれだけ、熱膨張抑制能が高くなることで

ある。空隙が含まれれば、それだけバルク焼結体の剛性は低下する。しかしながら、この機構では、

巨大な負熱膨張には空隙が不可欠であり、空隙をなくすことは不可能である。ルテニウム酸化物の実

用には、粒径や粒間の結合を改善し、巨大な負熱膨張を保ちつつ、いかにバルクの剛性を引き上げる

かにかかっている。 

 

 ルテニウム酸化物焼結体の巨大な負熱膨張は、「異方的な熱膨張を示す結晶粒と空隙からなる構造

体」という、負熱膨張研究の新しいパラダイムを提示する。材料的に極めて限定される負熱膨張材料

探索のフィールドを格段に拡げるものである。実際、最近になって、2 つの異なった（正の）熱膨張を

有する材料と空隙とからなる人工構造体の負熱膨張が提案されている[9]。ルテニウム酸化物焼結体は

その天然の構造体としての役割を果たすと期待される。竹澤らの最近の計算では、異方的な熱膨張と

空隙から、ルテニウム酸化物の負熱膨張が再現できることが示されている[10]。 

 

４ ま と め 

巨大な負熱膨張を示す Ca2RuO4y 焼結体に対する Fe 置換効果は、動作温度域を広げ、負熱膨張の温

度に対する線形性を向上させた。また、熱履歴に対する再現性も確認され、材料組織が安定であるこ

とが示された。エポキシ樹脂との複合材料では、マトリックスであるエポキシ樹脂の熱膨張がルテニ

ウム酸化物焼結体粒子により広い温度範囲で抑制され、その熱膨張抑制能力が実証された。異方的な

熱膨張を示す結晶粒と空隙からなる構造体は、負熱膨張材料開発の新しい強力な指針である。 
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単結晶 R Fe2O4-δ（R：希土類）の電気磁気応答 

 
                 京都大学大学院工学研究科材料化学専攻 田中勝久 

 

 

１．研究背景と目的 

RFe2O4（R=Ho～Lu、Y、In）は c 軸に沿って希土類（あるいは In）層、鉄層、鉄層の 3 層が周期的

に並んだ層状化合物である。鉄イオンの形式電荷は 2.5 価であるが、2 価、3 価の鉄イオンが同数存在

している。鉄イオンのサイトは 2 層の三角格子を形成し、ここに鉄イオンの電荷をそれぞれ配置する

と、2 価が多い層と 3 価が多い層が存在することになる。つまり、二つの鉄イオン層間に電荷分布の

差が生じるため、これにより層間で自発分極が生じると考えられており、このような自発分極の起源

に基づいてこの化合物群は電子誘電体と呼ばれている。電子誘電体の起源を明確にするために単結晶

の構造や物性が精力的に調べられてきた。また、この化合物は希土類や鉄を含むため、磁性体として

も研究されており、2 価、3 価の鉄イオンの磁気モーメントが c 軸に対して反平行（イジング系）に整

列し、反強磁性秩序を作るとされている。しかし、酸素欠陥が生じるとフェリ磁性体になると考えら

れており、強誘電性と磁性が共存する温度域では電気磁気応答が期待されている。 

一方、この系を機能材料としてとらえると、単結晶の誘電率は数千との報告があり、BaTiO3 と同程

度のオーダーである。また、353 K から 363 K で強誘電相から常誘電相への相転移が起こり、磁気転

移温度は約 240 K と室温より低い。この系を電子デバイスへ応用するには、他の材料にはない特性を

見いだす必要がある。しかし、既存の強誘電体や磁性体と比較して、電子誘電体の特徴的な点を十分

には見いだせていない。この点が電子デバイスへの応用を考える上での課題となっている。 

 そこで本研究では、この課題を克服するために、基板と薄膜の界面の不整合を制御して、単結晶の

機能を超える電子誘電体薄膜の作製を目的とした。 

 

２．研究成果 

  パルスレーザー堆積（pulsed laser deposition, PLD)法により、部分安定化ジルコニア基板上に

LuFe2O4 薄膜を成長させた。製膜条件の最適化により、これまでに論文で報告されている LuFe2O4 薄膜

と同程度の結晶性（ロッキングカーブの半値幅が 0.722°）を有する薄膜が得られた。Fig.1 に示すよう

に、得られた薄膜は c 軸配向していたが、わずかな異相（六方晶 LuFeO3）も認められた。薄膜表面の

平滑性を調べるために原子間力顕微鏡（atomic force microscopy, AFM）で評価した。その結果、3 μm×3 

μm の領域で膜厚のばらつきが 1.036 nm であることがわかった（Fig.2 参照）。この薄膜に対して磁化

測定を行うと、Fig.3 に示すように室温で自発磁化が見られた。異相の磁気転移温度は 150 K との報告

があり、LuFe2O4のバルク単結晶の磁気転移温度は室温以下であるため、薄膜化によって高い磁気転移

温度が得られた可能性がある。今後は室温で自発磁化が存在する理由を明確にする必要がある。 

 

３．まとめ 

 以下に本研究で得られた結論をまとめる。 

- 105 -



 

 ・過去の論文で報告されている LuFe2O4 薄膜と同程度の結晶性（ロッキングカーブの半値幅が 0.722°）

を有する c 軸配向した薄膜が得られた。 

 ・この薄膜は室温で自発磁化を有する可能性がある。 

・原子間力顕微鏡測定から、3 μm×3 μm の領域での膜厚は 1.036 nm 程度の粗さを示した。 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig.1 LuFe2O4 薄膜の X 線回折パターン 

 

 

 

 

 

  Fig.2 AFM で観察した薄膜表面の状態     Fig.3 LuFe2O4 薄膜の磁化の磁場依存性 
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セラミックスパウダープロセッシングの不規則性に関する研究 

 
                 長岡技術科学大学 田中諭 

 

１ はじめに 

セラミックスの機械的特性の信頼性向上は長年の課題である。強度は粗大欠陥と直接的な関係があり、

その粗大欠陥の発生と発達機構を理解できれば、その抑止について検討することが可能となる。従来の

焼結モデルでは、焼結中の結晶粒子で囲まれる欠陥は界面の曲率に依存し成長または収縮し、多くの結

晶で囲まれると界面は外へと移動し欠陥は成長することを示している。ただし、実際の系において粗大

欠陥を抑止するためには、その粗大欠陥の生成と成長は一連の製造過程の中で検討することが必要であ

る。我々はこれまで、セラミックス内部に含まれるわずかな粗大欠陥について、マイクロフォーカス X

線コンピュータトモグラフィー等を用いて 3次元で観察することで、その位置や形状等と製造プロセス

との関係を議論してきた。観察結果によって、粗大欠陥は成形段階に用いる原料顆粒が変形し互いに接

触する界面に由来すること、その一部が焼結温度の上昇に伴って成長することが明らかになった。ただ

し、その成形から焼結に至るプロセスでは、同時に一次粒子間の気孔や顆粒間の気孔の大半は系外へ移

動し、粒子間距離や顆粒間距離は収縮し全体としては緻密化が起きている。すなわち、焼結過程での一

次粒子や顆粒等の二次粒子の構造変化は非常に不規則で複雑な動きであると想像される。 

 

２ 研究目的 

 成形体が焼結するときの微構造の不規則な変化について、同一個所の観察を追跡することでその実際

の過程を明らかにすることを目的とした。ここでは焼結温度を一定として時間を変えた時の構造変化

を追跡した。 

 

３ 研究成果 

各試料の収縮率は保持時間に伴って増加し、1200 ℃に到達した時から 1 時間保持した時の収縮率は 

5.4 %から 10.0 %まで、1250 ℃に到達した時から 1 時間保持した時の収縮率は 9.6 %から 14.5 %まで

収縮した。この収縮時の相対密度は、1200℃保持サンプルは 62.1 %から 67.4 %、1250 ℃保持サンプ

ルでは 73.0 %から 82.0 %まで増加した。この結果から、1200 ℃保持のサンプルは初期焼結、1250 ℃

保持のサンプルは中期焼結における構造変化が観察できることがわかる。 

 Fig.1 に 1200℃での 0分と 30分における 3 μm 以上の粗大欠陥分布を示した。測定ではマイクロフォ

ーカス X線 CTを用いた。観察体積は 400 μm×400 μm×100 μm である。中央に数十 μm の粗大なき裂状

の欠陥が存在し、30 分後にその幅が拡大していることがわかる。より拡大して観察すると、0 分では

小さな欠陥が断続的に存在しているのに対し、30 分後にはそれらが連結して一つの粗大欠陥化するこ

とが分かった。この段階では欠陥の成長は粒成長とは関係せず、粗大欠陥の周囲の粒子の焼結のみが

関係している。すなわち、粗大欠陥の初期の成長では、粒子の充填構造とその焼結の進行による局所

的な収縮が大きな影響を及ぼすことがわかった。一方、焼結中期段階では、それぞれの欠陥が焼結と
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ともにそれぞれ独立して成長する様子が観察された。このときも周囲の緻密化が焼結とともに進むこ

とから、一次粒子間の微細な欠陥は近くの粗大欠陥へ粒界を通じて移動し、粗大欠陥が成長すること

が推測された。 

 

４ ま と め 

 マイクロ X 線 CT を使用して一定温度の焼結による内部構造変化を追跡し、初期から中期焼結に起

こる粗大欠陥の発達機構の解明を検討した。初期焼結では、一次粒子間でネックの形成と成長が開始

し、それと同時に欠陥が成長し、中にはそれらが結合する様子が観察された。中期焼結では、粗大欠

陥に周囲の気孔が移動し吸収して成長することが考えられた。粗大欠陥の成長には焼結の均質な進行

が重要であり、成形時の充填の均質性は欠陥の起点だけでなくその成長にも影響を及ぼすことが明ら

かとなった。 

 

報告論文 Tsuyoshi Hondo, Kouichi Yasuda, Fumihiro Wakai, Satoshi Tanaka. Influence of binder layer of 

spray-dried granules on occurrence and evolution of coarse defects in alumina ceramics during sintering, Journal 

of the European Ceramic Society, Vol. 38, No. 4, pp. 1846-1852 （2018） 

(a) (b) 

(c) 
(d) 

Fig. 焼結体のマイクロフォーカスX線CTによる粗大欠陥分布。(a, b) 焼結温度1200℃、

(c, d)焼結温度 1250 ℃。(a,c)焼結時間 0分、(b,d)焼結時間 30分。 
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RC 造建築物の継続使用性評価に資する 

曲げおよびせん断性状のモデル化の精度向上 

 
                 京都大学  谷 昌典 

 

 

１ はじめに 

建築構造における性能設計および性能規定化は時代の趨勢にあるが，部材および架構のモデル化に関

する技術的知見の不足などが影響して実設計への適用が進んでいないのが現状である。RC造部材の耐力

（曲げ，せん断）については，既往の評価式により概ね良好な精度で評価できることがこれまでに明ら

かとなっているのに対して，変形の評価に関しては，特に耐震壁部材においてひび割れや鉄筋降伏など

の実現象とモデルとの対応を詳細に検証した事例は少なく，その評価精度に改善の余地が残されている

状況にある。地震後の継続使用性も考慮した性能評価型の構造設計を行うためには，RC造部材の曲げお

よびせん断それぞれの挙動を，ひび割れおよび鉄筋降伏などの実現象と対応させて精度よく評価する必

要がある。 

 

２ 研究目的 

RC 造部材，特に耐震壁部材の曲げ挙動およびせん断挙動の評価手法に関する既往の研究を調査し，評

価手法の現状および問題点を取りまとめる。さらに，ひび割れや鉄筋降伏の実現象が発生する時の変形

に着目し，既往の実験結果に基づいて有限要素解析や断面解析を用いて評価手法の妥当性を検証すると

ともに，予測精度の向上を図ることを目的としている。 

 

３ 研究成果 

本年度は，過去に本研究対応教員の河野進教授との共同研究で実施した，片持ち形式の RC 造耐震壁

試験体 1)，2)および逆対称曲げを受けるRC造方立壁試験体 3)の実験結果（いずれも曲げ挙動が支配的）に

対して，構造設計実務で多用される一貫構造計算プログラムで一般的に用いられている 3 本柱モデル 4)

を適用し，層分割数や非線形曲げばねの位置を変数として，モデルの予測精度について検討を行った。

検討結果の一例として，文献 1)の片持ち形式の試験体 BC40 を対象とした水平荷重－変形角関係の実験

結果と 3本柱モデルによる解析結果を図 1に示す。最大耐力は実験結果よりやや小さく，層分割するこ

とによって初期剛性は実験結果に近付く結果となり，他の試験体でも同様の結果が得られた。また，柱

および壁板の各部材が負担する応力について検証を行ったところ，3 本柱モデルで用いられる解析仮定

の影響で，最大耐力に至るまでの各部材の応力状態を適切に再現することはできず，各部材の降伏等の

現象が生じる順序が実験結果とは異なる結果となった。また，文献3)の試験体のように逆対称曲げを受

ける壁部材に 3本柱モデルを適用する場合は，適切に層分割を行い，かつヒンジが発生すると考えられ

る位置の曲げばねに非線形な復元力特性を設定する必要があることが分かった。 

 

 

- 109 -



 

0

50

100

150

200

250

300

0 0.5 1 1.5 2

水
平

荷
重

(k
N

)

変形角(%)

実験結果

柱主筋降伏

増分解析による荷重変形角関係

引張側柱軸ひび割れ

引張側柱軸降伏

曲げひび割れ耐力(計算値)
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(a-2) 層分割なし（原点付近拡大） 
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(b) 2 層分割 
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(c) 3 層分割 

図 1 水平荷重－変形角関係（BC401)，実験結果と 3本柱モデルによる解析結果） 

 

４ ま と め 

本検討により，RC造壁部材の曲げ挙動およびせん断挙動に関する評価手法の予測精度向上が可能とな

る。その結果として，各種の限界状態に対応した精度の高い性能評価型の構造設計が可能となり，安全

性だけでなく継続使用性にも十分に配慮された RC造建築物の普及につながるものと考えられる。 

 

参考文献 
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的研究（その 3：実験概要および結果），日本建築学会大会学術講演梗概集（東海），pp.347-348，2012.9 
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講演梗概集（北海道），pp.125-126，2013.8 
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コンクリート工学年次論文集，Vol.37，No.2，pp.901-906，2015.7 
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ユビキタス酸化物による新規機能性材料の開発 
 

                 名古屋大学・大学院理学研究科・物質理学専攻（物理系）  谷口 博基 

 

 

１ はじめに 

地殻を構成する造岩鉱物の大部分は、シリケートやアルミネート等の酸素四面体を基本的な構成要

素とする酸化物によって形成されている。したがって、酸素四面体型酸化物に備わる性質の理解と自

在な制御による機能性材料開発、いわば"酸素四面体エンジニアリング"が実現すれば、サステイナブル

な次世代の科学技術の構築が大きく進展すると期待される。 

 

２ 研究目的 

地殻に豊富に存在する高クラーク数元素の酸化物（ユビキタス酸化物）に着目し、新たな機能性材

料の開発に取り組む。特に本研究では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ア

ルミネートゼオライトを軸とした新しい機能性誘電体の探索を実施する。本研究の成果によって、優

れた機能性と高い環境親和性を共に備えた革新的な酸化物誘電体材料の創出が見込まれる。 

 

３ 研究成果 

申請者は、平成２４年度から平成２８年度フロンティア材料研究所（応用セラミックス研究所）共同

利用研究において、酸素四面体を基本構造とする新たな酸化物強誘電体の設計・開発を実施してきた。

その結果、強誘電性層状シリケート Bi2SiO5 および強誘電性充填アルミネートゼオライト

(Ca,Sr)8[AlO2]12(WO4)2 を発見するに至り、それに基づいて本物質系における構造－物性相関解明と物性

制御に取り組んできた。平成２９年度フロンティア材料研究所共同研究ではこの取り組みを継続し、層

状シリケートおよび充填アルミネートゼオライトにおける新機能性誘電体開発の一環として

(Bi1-xLax)2SiO5[0<x≦0.2]および(Ca1-xSrx)8[AlO2]12(XO4)2 [X = W, Mo, S]の合成と物性計測、および構造解析

に取り組んだ。 

(Bi1-xLax)2SiO5においてはBi3+サイトに対してLa3+を数％の微量置換することで容易に強誘電性が消失

することを見出した。さらに、Bi3+を La3+で置換することによって Bi2SiO5 中の SiO4 四面体一次元鎖の

構造を支える孤立電子対が失われ、その結果として鎖状構造が乱れることによって強誘電性が消失する

ことを明らかにした。本成果は、 Phys. Rev. Materials への掲載が決定している。一方

(Ca1-xSrx)8[AlO2]12(XO4)2 では、間接型強誘電性に起因する優れた焦電発電特性を見出し、さらに新奇な短

距離秩序状態を含む未報告の物性相を複数発見するに至った。本成果は、physica status solidi RRL - Rapid 

Research Letters および Physical Review Applied にて報告され、日刊工業新聞に掲載された。 

 

４ ま と め 

本研究では、層状シリケート強誘電体における強誘電性の起源を明らかにし、さらに間接型強誘電性

充填アルミネートゼオライト化合物において優れた焦電発電特性と新奇な物性相を見出した。。            
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図 1 強誘電体 SEI による高速充放電機構 

超高速充放電二次電池に向けた強誘電体―活物質 
ナノ積層正極膜の開発 

 
                 岡山大学  寺西貴志 

 

 

１ はじめに 

ハイブリッド自動車(HEV)や電気自動車(EV)の爆発的な普及に伴い，リチウムイオン二次電池(LIB)を出発とし

たセル出力特性改善に向けた研究が近年活発化している．我々は，人工的な固体電解質界面(Solid Electrolyte 

Interface, SEI)として高誘電率誘電体に着目した．チタン酸バリウム BaTiO3(BTO)に代表される強誘電体は直流電界

下において大きな誘電分極を誘起する．誘電分極が活物質－電解質界面における Li イオン輸送に作用することで

高レート特性の向上を期待したものである．我々はこれまでに，正極活物質 LiCoO2 (LCO)の表面に汎用液相法で

あるゾルゲル法を用いて，僅か 1mol%程度の BTO ナノ粒子を人工 SEI として担持することで，出力特性が劇的に

改善されることを報告している[1-5]．強誘電体層内に現れる電気的双極子モーメントが Li イオンの挿入脱離をア

シストすることで，活物質・電解質界面における Li イオンの拡散速度を増強させたと解釈した(図 1，特開

2016-149270 他)．正極界面における Li イオンの移動円

滑化は特に電界集中が生じる強誘電体－活物質－電解

液の三相界面付近において活性に起こると推定するが，

従来ゾルゲル法では，上記三相界面密度を精密に制御

することが困難であった．そこで H27 年度から共同利

用研究により，パルスレーザー堆積法(Pulsed Laser 

Deposition, PLD)によりモデル的な二次元積層膜を作製

し電池評価を行っている．これまでに，強誘電体をド

ット状に担持したLCO膜において飛躍的に高レート特

性が改善することが分かった．この結果は，従来仮説

通り，誘電体－活物質－電解質の三相界面において Li

の優先拡散パスが存在し，電荷移動抵抗が大きく低下

していることを示唆するものであった．  

 

２ 研究目的 

昨年度までに，BTO をドット状に LCO 上に担持させた積層正極膜を評価したところ， BTO 被覆率が 3.3%から

77%の間に最適被覆率が存在することが分かった．本年度は，より詳細に BTO の最適被覆率を求めるとともに，

電磁界計算により実際に三相界面近傍で Li 移動が促進されるかどうかの検証を行うことを目的とした． 

 

３ 研究成果 

薄膜作製は東工大フロンティア材料研究所において PLD 法により行われた．(100)SrTiO3 (STO)基板上に集電体

層として SrRuO3 (SRO)と活物質層として LCO を積層成膜した．この際，LCO ナノ薄膜は優先的に Li の挿入脱離

が起こるとされる(104)面上[6]に成長させた．さらに LCO 上に強誘電体 BTO の極薄膜を堆積した．積層構造は

(001)BTO//(104)LCO//(100)SRO//(100)STO とした．PLD 蒸着時間を調整することで BTO 被覆率を制御した．具体
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図 2 異なる PLD 成膜時間で作製した BTO-LCO 積層膜の Top-view 像 

図 3 50C, 100C レートにおける放電容量の BTO 被覆率依存 

図 4 電磁界計算による電流密度分布 

的には，ドット成膜時間を 0sec(Bare LCO)，30sec，2min，4min および 6min とした．図 2 に Top-view における SEM

像を示す．成膜時間の増大に伴い，BTO 被覆率が増大していることが分かる．画像解析からそれぞれ BTO 被覆率

を求めた．これら異なる BTO 被覆率を有する積層膜を用いて，高レート試験を行った．対極を金属 Li，電解液を

1mol/L LiPF6とし，2032 型コインセルを用いて 3.3V－4.2V の範囲において充放電試験を行った．充放電レートは

1C から 100C [1C = 160 mA/g]の範囲において，各レート 5 サイクルずつ段階的に充放電速度を引き上げていき計

35 サイクル行った．50C レートおよび 100C レートそれぞれにおける容量保持率を図 3 に示す．50C レートにおい

てはドット堆積時間 2 分以上で特性向上限界を迎えているのに対し，100C レートでは Dot 2-4min において出力が

最大となることが分かった．LCO エピタキシャル薄膜における平均自己拡散係数[6]と充放電時間から，各レート

における膜中の Li 拡散距離を計算した．結果，50C における自己拡散距離は ca.~50nm，100C におけるそれは~25nm

であった．BTO の平均ドット径は約 20nm であるが，被覆率の増大に伴い BTO ドットの二次凝集径も増大する．

つまり高被覆率領域において，BTO の下の LCO バルク内部から電荷移動活性点である三相界面までの距離は増大

する．より高レートでは LCO 内を Li が移動できる距離は減少し，充放電時間中に三相界面まで移動できない Li

イオンは増加する．100C 高レートにおいて高被覆率側で出力が悪化に転じたのは上記の理由のためと推察された． 

続いて，電磁界計算による誘電体界面の効果を検証した．計算には，電磁界計算ソフトウェア HFSS(ANSYS, 

ver.R17.1)を用いた．正極活物質 LCO 上に直径 50nm，膜厚 10nm の誘電体アイランドが担持されているモデルを

作成した．正負極間電圧は 0.5V，解析周波数はほぼ直流を仮定できる 10Hz とした．また，誘電体層と並列に LCO

のレドックス副反応に由来する自然形成 SEI が存在する

と仮定した．SEI のパラメータはr = 1, tanδ= 0.01 とした．

計算した誘電体の誘電率を(a) r =10, (b) r =100, (c) r 

=300, (d) r =500 とした．図 4 に誘電体―活物質―電解液

三相界面近傍における電流密度分布を示す．誘電体層と

並列に低誘電率容量層(SEI)を想定した場合，誘電体層の

比誘電率増大に伴い三相界面付近での電流密度は単調増
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大した．三相界面近傍において活性な Li 移動パスが形成され，電荷移動抵抗が低下したことで出力が改善される

という我々の仮説を支持する結果であった． 

 

４ ま と め 

 誘電体界面の担持構造が LIB の高速充放電特性に及ぼす効果を明らかにすべく，モデル的実験としてナノ積層

正極膜における電池特性評価を行った．PLD 法により LCO 上に異なる被覆率の BTO ドット結晶を担持させた．

結果，測定する電流 C レートの違いにより，出力特性の BTO 被覆率依存性が異なることが分かった．これは LCO

エピタキシャル膜中の Li 拡散距離から説明可能であった．一方，電磁界計算より，担持させる誘電体層の比誘電

率が増大するほど三相界面での電流密度も増大することが明らかとなった． 

 

参考文献 
[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] T. Teranishi, S. Yasuhara, S. Yasui, M. Itoh et al., Adv. Electron. Mater. 4, 1700413-1-7 (2018). 
[6] S. Takeuchi et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 7, 7901 (2015). 
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高融点金属を単電子島とする室温動作単電子デバイスの実現 
 

                 東北大学 多元物質科学研究所  中村貴宏 

 

 

１ はじめに 

真島研究室では室温動作単電子トランジスタデバイスの実現を目的として研究が行われている．現

在，単電子トランジスタ研究に用いるナノギャップ電極は，電子線リソグラフィにより作製した初期

電極を無電解めっきにより成長させることで作製している．最近，白金初期電極に対する金の無電解

めっきによって，構造が制御されたシングルナノギャップ電極の作製に成功している．一方，ナノギ

ャップ間に導入する単電子島は化学修飾された金ナノ粒子を用いており，これらにより単電子トラン

ジスタデバイスを構築しているが，金ナノ粒子の構造揺らぎに起因して室温程度においては安定なデ

バイス動作が実現していない．本共同研究では，光ナノインプリントリソグラフィを用いて初期電極

を大量に合成し，単電子トランジスタデバイス研究を加速すること，さらに，レーザー誘起核生成法

を用いて通常の手法では困難な高融点金属ナノ粒子を作製し，それを単電子島として用いることで単

電子トランジスタデバイスの室温動作の実現に寄与することを目的とした． 

 

２ 研究目的 

本共同研究では，単電子トランジスタデバイスの室温動作を目的に，シングルナノメートルのナノ

ギャップ構造を有するナノギャップ電極の量産化に向けて，光ナノインプリントリソグラフィ用いた

白金初期電極の大量合成と，化学修飾された高融点金属ナノ粒子の作製を目指す．ナノインプリント

リソグラフィはナノメートルサイズの周期構造をインチオーダー領域に作製することのできる優れた

ナノ構造作製手法である．近年研究代表者らは，レーザー加工孔版印刷を応用することでモールドの

パターン密度に応じた光硬化性液体の位置選択的配置を実現し，残膜厚が均一なインプリント成形体

の作製とそれをレジストマスクとして用いた基板加工に成功した 1．本年度は，光ナノインプリントリ

ソグラフィによる白金初期電極の作製を目的に，電子線リソグラフィを用いて数 10 ナノメートルオ

ーダーの電極部と電気特性測定プローブ設置用の数 100 マイクロメートルオーダーの電極パッド部と

から構成される電極構造を有するモールドを作製してパターン形成を試みた．一方，これまでの研究

において単電子島として用いる金属ナノ粒子は，安定なデバイス構造形成のために表面が化学修飾さ

れている必要があることが明らかとなっている．したがって，レーザー誘起核生成法により作製した

金－白金合金ナノ粒子の表面修飾を試みた． 

本年度は以下の実験を遂行した． 

① 光ナノインプリントリソグラフィによる白金初期電極の作製 

② レーザー誘起核生成法と相関移送法を用いた表面修飾金－白金合金ナノ粒子の作製 

 

３ 研究成果 

① 光ナノインプリントリソグラフィによる白金初期電極の作製 

- 115 -



 

光ナノインプリントリソグラフィによる白金初期電極の作製のために，電子線リソグラフィを用い

てモールドを作製した．溶融石英基板 (信越化学) に対してポジ型電子線レジスト (ZEP520A，日本

ゼオン) を膜厚 110 nm で製膜し，真島研で電子線描画したパターンを ICP 装置 (EIS-700，エリオニ

クス) を用いてエッチングすることでモールドを作製した．熱酸化膜付き Si 基板上に Cr 3 nm/Pt 20 

nm/Ti 3 nm 積層膜を電子線蒸着したのち，光硬化性液体 NL-KK12を膜厚 100 nm となるようにスピ

ン塗布した．作製したモールドを用いた光ナノインプリントにより成形した樹脂パターンに対して，

O2 RIE により残膜を除去したのち Ar イオンミリングを用いたエッチングにより基板加工を行った．

インプリント成形された樹脂パターンと，エッチング後の白金電極パターンの光学顕微鏡像を図 1 に

示す．インプリント成形された樹脂パターン (図 1(a)) では，モールドの設計パターンを反映した構造

が形成されていることが確認されたが，モールドのパターン体積が大きいパッド部では未充填欠陥が

見られた．エッチング後の白金電極パターンでは形成樹脂パターンを反映した構造体が形成されてお

り，光ナノインプリントリソグラフィによる白金初期電極の実現可能性が示された．モールドのパタ

ーン密度に応じた光硬化性液体の位置選択的塗布については，レーザー加工孔版印刷を応用すること

で可能であることが明らかとなっており 1，塗布液滴とモールドの位置合わせ機構を確立することで光

ナノインプリントリソグラフィによる白金初期電極の大量合成が可能となるものと考えている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② レーザー誘起核生成法と相関移送法を用いた表面修飾金－白金合金ナノ粒子の作製 

これまでの研究において，安定なデバイス構造形成のために単電子島として用いる金属ナノ粒子は

その表面が化学修飾されている必要があることが明らかとなっている．したがって，レーザー誘起核

生成法により作製した金属，合金ナノ粒子に対して相関移送法を用いて有機溶媒中に移送し，粒子表

面の化学修飾を試みた．濃度 2.5×10-5 mol/dm3の塩化金酸水溶液，塩化白金酸水溶液ならびにそれら

を所定の割合で混合した混合水溶液中に，フェムト秒パルスレーザー光 (5 mJ，100 fs，Spitfire Pro，

Spectra Physics) を非球面レンズ (f= 5 mm，NA=0.8) を通して強く集光照射することで，水の光分

解反応に起因して生じるラジカルによる還元反応によって金，白金ならびに金－白金合金ナノ粒子を

作製した 3．その後，作製された金，白金ならびに金－白金合金ナノ粒子に対して，ヘキサンチオール

を分散したトルエン溶液と激しく撹拌することで，ヘキサン溶液中に表面が修飾された金属，合金ナ

ノ粒子が分散したコロイド溶液の作製を試みた．相関移送前後の各溶液の外観を図 2 に示す．ヘキサ

ンチオールを添加していないトルエン溶液を用いた場合，水溶液相からトルエン溶液相への金ナノ粒

子の移送は確認されず，表面修飾剤が金属ナノ粒子の相関移送に重要な役割を果たすことが示された．

金ならびに金－白金合金ナノ粒子はトルエン溶液中への移送が確認され，平均粒径が約 4 nm 程度のナ

Fig. 1. Optical microscope images of (a) an imprinted resin pattern 
and (b) Pt electrodes composed of nanoelectrodes and micropads. 

200 μm 

(a) (b) 
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ノ粒子がトルエン溶液中に分散された安定なコロイドが得られた (図 3)．しかしながら，白金ナノ粒

子についてはトルエン溶液中への移送が確認されなかった．これは，チオールと白金との化学的相互

作用が弱いことに起因しているものと考えられる．先行研究において，アルキルアミンを用いること

で化学的に合成された白金ナノ粒子の相関移送が達成されている 4．今後，レーザー誘起核生成法によ

り作製された白金ナノ粒子に対して，ヘキシルアミン (CH3(CH2)5NH2) を用いた相関移送を適用する

ことで表面が修飾された白金ナノ粒子コロイドの作製を試みる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ま と め 

本共同研究によって，光ナノインプリントリソグラフィによる白金初期電極作製のための指針が得

られた．また，レーザー誘起核生成法と相関移送法を用いることで表面修飾された金属，合金ナノ粒

子の作製にも成功した．今後は，白金初期電極作製に print-and-imprint 法を適用することで大量合成

を試みるとともに，作製したナノギャップ電極に表面修飾された合金あるいは白金ナノ粒子を導入す

ることで，単電子トランジスタデバイスを構築しその電気特性を測定する． 

 

参考文献 

1. T. Nakamura et al., J. Vac. Sci. Technol. B, 35, 06G301 (2017). 

2. T. Uehara et al., Chem. Lett., 42, 1475 (2013). 

3. 例えば T. Nakamura et al., J. Nanopart. Res., 14, 785 (2012). 

4. A. Kumar, et. al., J. Chem. Sci., 116, 293 (2004). 

Fig. 2. Biphasic aqueous and toluene solutions before and 
after phase transfer protocol. Colored solutions contain NPs.  
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Fig. 3. (a) TEM bright field image and (b) size distribution of hexanethiol (CH3(CH2)5SH) 
modified Au‒Pt NPs in toluene solution prepared by phase transfer protocol of NPs. 
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コアシェル型タンパク質により形成された単分子接合における 

透過関数の評価 

 
                 奈良先端科学技術大学院大学  中村雅一 

 

１ はじめに 

研究代表者らは、通常の衣服と同様に違和感なく身に纏うことができる体温によって発電するデバ

イスの実現を目指し、カーボンナノチューブ(CNT)複合材料紡績糸を用いた布状熱電変換モジュールの

作製法を研究している[1]。そのようなウェアラブル用途において自然空冷で十分な温度差を得るため

には、熱電材料の熱伝導率が従来の材料よりはるかに小さいことが要求される。ところが、熱電材料

としての CNT は、導電性が高く紡糸が容易であるというメリットに対して熱伝導率が高いというデメ

リットがある。そのため、CNT の凝集体としての熱伝導率を抑制する材料デザインが必要である。 

それを実現するための手段として、研究代表者らは、半導体コアを内包したかご状タンパク質に CNT

への吸着能を付与したもの(C-Dps)[2]を用い、CNT 間をタンパク質分子で接続したナノ複合材料の熱電

応用を研究している[3]。図１(a)に、その分子接合部の構造模式図を、同(b)に接合部のバンドダイヤグ

ラムを示す。CNT に C-Dps を適切な密度で吸着させたものを凝集させると、CNT 接合部に図１(a)のよ

うな分子接合が高頻度で形成される。このとき、CNT 中を伝播してきたフォノンは柔らかいタンパク

質シェルを伝わることができずに反射されるため、熱輸送が抑制される。一方、電子（あるいはホー

ル）は、内包された半導体コアを経由して薄いタンパク質シェルをトンネルし、対岸の CNT に輸送さ

れる。これまでに、C-Dps を吸着させた CNT の凝集体では、ニート CNT 凝集体膜と比較して導電率

をほとんど落とさず、熱伝導率が最大 1/1000 にまで低減されることが確認されている。 

 
(a)   (b)  

図１．(a)半導体コアを内包したかご状タンパク質による分子接合の模式図と(b)接合部のバン

ドダイヤグラム 

 

２ 研究目的 

 CNT フェルミ準位を基準とした半導体コアの状態密度関数(DOS)が、接合部の電子透過関数を決め

る。分子接合の前後に生じた温度差によって、例えば透過関数がｎ型的であれば電子が、ｐ型的であ

れば正孔が接合部を通過し、接合部に負あるいは正のセーベック効果が生じることが期待される。従

って、この複合材料の熱電性能を最大化するには、接合部のゼーベック係数が CNT 部で生じるものと

同極性で、かつ、ゼーベック係数最大となるように半導体コアの DOS を最適化することが望ましい。

ところが、そもそもコアの組成を変えたときにどのような DOS が得られているのかを決定することす
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ら困難であった。コアのバンドギャップは紫外-可視光吸収から実測できるのに対して、紫外光電子分

光法や光電子収量分光法では、シェルの厚みに阻まれてコアからの光電子が解析可能な強度で得られ

ないためである。そこで、本研究では、真島教授、東准教授と共同で、金ナノギャップ電極に Dps 分

子を接合させた単電子トランジスタ構造を作製し、低温での単電子トランジスタ特性から両側の絶縁

層の静電容量を求め、その情報を元に室温付近でのトンネル電流の電圧依存性からコア DOS を求める

ことを目的とした。 

 

３ 研究成果 

金電極に分子接合を形成するために、C-Dps の代わりに Ti および Au に吸着能を有する Dps である

TDG を選択し、それにコバルト酸化物を半導体コアとして内包させたものを用いた。まず、トランジ

スタの絶縁層として働く SiO2 には吸着せず、ナノギャプを形成した金電極に選択的に吸着させるため

の条件検討を行った。その結果、緩衝剤 として Tris-HCl を、SiO2 への吸着ブロッキング剤として

Tween-20 を用い、後者の濃度を最適化することで高い選択性が得られることを確認した。また、TDG

の濃度についても、ナノギャップ部に実験容易な確率で分子接合が形成されるが、TDG 凝集体があま

り生じない最適値を求めた。図２に、最適条件（TDG: 0.3 mg/ml、Tris-HCl: 50 mM、Tween-20: 0.01 wt%）

でTDGを吸着させたときの金およびSiO2表面のAFM像を示す。金上での吸着密度は約1.5×1011 cm-2、

SiO2 上では約 0.3×1011 cm-2 であった。 

 

(a)   (b)   

図２．(a)多結晶金薄膜上および(b)SiO2上の TDG 吸着量を測定した際の AFM 像の一例 

 

 この条件によってナノギャップ電極基板上に TDG を吸着させ、I-V 特性を測定したところ、20/80 の

確率で分子接合が形成されていると考えられる結果を得た。それらのうち、電流が特に大きいものは

複数個のタンパク質吸着が疑われる。それらを除いた 16 素子の I-V 特性を図３(a)に示す。いずれも比

較的対称的な非線形特性となっている。これらの素子のうちサイドゲートに印加する電圧による変調

が確認されたものが３素子あったが、残念ながら何れの素子においても「クーロンダイヤモンド」と

呼ばれる単電子トランジスタに特有のドレインおよびゲート電圧による電流変調は得られなかった。 

なお、図３(b)は、同(a)に I-V 特性を示した中の１つの素子について、I-V 特性を微分することによっ

て得られたトンネルスペクトルである。これを正確に解析するためには、単電子トランジスタ動作に

よるクーロンダイヤモンドから、両側のトンネル絶縁層の静電容量を求める必要がある。従って、現

時点では目的とする解析は行うことができないが、仮にタンパク質による絶縁層の非対称性が大きい

と仮定すると、コバルト酸化物のコアは金のフェルミ準位に対して弱いｐ型的な DOS を有していると

考えることができる。 
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(a)  (b)  

図３．(a)ナノギャップ電極間に分子接合が形成されたと考えられる素子の 9K における I-V

特性（20 素子中、比較的電流が小さい 16 素子の結果）、および、(b)そのうちの１素子にお

けるトンネルスペクトル 

 

４ ま と め 

 今年度の共同利用研究によって、ナノギャップ電極に半導体コアを内包するかご状タンパク質分子

の接合を十分に高い確率で形成するための作製条件を見出し、ナノギャップ電極による分子接合を通

じた I-V 特性を得ることに成功した。ただし最終的な目的を達するための次の段階である単電子トラン

ジスタ特性は得られなかった。この原因として、試料を低温にすることでタンパク質が本来の構造を

失っている、あるいは、コアが十分に形成されていないものが多数含まれる、などが考えられる。今

後、原因を追及した上で対策を検討し、タンパク質に内包された半導体コアの DOS を求めることに再

チャレンジしたい。 

 

参考文献： 

[1] M. Ito etal., J. Mater. Chem. A 5, 12068 (2017).  

[2] M. Kobayashi et al. Chem. Commun. 47, 3475 (2011). 

[3] M. Ito et al., Appl. Phys. Express 7, 065102 (2014).  
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横型単一分子発光素子の開発 

 
                 明治大学理工学部  野口 裕 

 

 

１ はじめに 

 電流励起による単一分子発光素子は、単一分子エレクトロニクス素子や単一光子源等への応用が期待

されるだけでなく、単一分子発光過程の解析の場としても興味深い。これまで、走査型トンネル顕微

鏡(STM)やナノギャップ電極等を利用した電流励起単一分子発光特性が報告されているが、いずれも探

針-基板間、あるいは電極間を単一分子で架橋した構造が用いられている。固体素子としての展開を考

えると、STM やブレイクジャンクション(MCBJ)等の可動電極系ではなく、基板上に固定されたナノギャ

ップ電極を用いることが望ましいが、固定電極系で単一分子架橋構造を作製することは容易ではない。

また、同種金属で構成されるナノギャップ電極から分子への両極性電荷注入を実現することも、一般

に困難である。 

 

２ 研究目的 

 本研究では、電極の仕事関数に依らず高効率な両極性電荷注入が可能な電気化学発光セル(LEC)をナ

ノギャップ電極間に作製し、ホスト-ゲスト分子間のエネルギー移動を経て単一分子からの発光を得る

新規電流励起単一分子発光素子を提案する。本年度は、ミクロンスケール横型 LEC を用いたホスト-ゲ

スト分子の選定と、ナノギャップ電極への展開に向けた素子作製条件を検討した。 

 

３ 研究成果 

 緑色発光性ポリマーF8BT とイオン液体 P66614-TFSA を重量比 4:1 で混合し、これに赤色発光分子DCJTB

を 5 wt%添加した。スピンコート法により電極上（電極金属 Au、チャネル長 100 µm、チャネル幅 2 mm）

に成膜することで横型 LEC を作製した。 

 図 1 は、F8BT-LEC および DCJTB ドープ F8BT-LEC の電流-時間特性(a)および発光強度-時間特性(b)で

ある。20秒以降で一定電圧 10 V を印加している。また、発光強度は DCJTB の発光波長(650 nm)に合わ

せたバンドパスフィルターを介して観測した。測定は大気中で行った。両者とも電流値は同等だが、

DCJTB ドープにより、650 nm の発光成分が増加していることがわかる。F8BT から DCJTB へのエネルギ

ー移動発光が得られたものと考えられる。同種金属かつチャネル長 100 µm の電極を用いているにも関

わらず 10 V 程度の低電圧で発光が得られていることから、横型 LEC が効果的に機能していることがわ

かる。 

 LEC は有機半導体中に混合したイオン液体の働きにより、電極界面に電気二重層を形成し、電荷注入

障壁を低減する。また、注入電荷がバルク中のイオンの再分布を促し、高いキャリア密度のドープ層

を形成することで、低電圧で高い発光強度を得ることができる。これをナノギャップ電極基板に作製

した場合、パッド電極やリード線などナノギャップ以外からの発光が支配的になる可能性が懸念され

る。これを抑制するためには、ナノギャップ間のみに有機層が成膜されることが望ましい。そこで、
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電極パターンを蒸着した SiO2基板表面を OTS 処理することで、基板上への有機層の成膜を抑制するこ

とを試みた。図 2 は、チャネル幅 80 µm の電極パターン上に F8BT: P66614-TFSA(4:1)混合膜を成膜した

基板の蛍光像である。電極上および電極間のみに有機層が成膜されていることがわかる。また、100 µm

以上のチャネル幅では、有機層は電極間に成膜されないことも確認した。すなわち、OTS 処理によりナ

ノギャプ電極間のみに有機層を成膜できる可能性が示唆される。 

 

 

４ ま と め 

 新規電流励起単一分子発光素子の実現に向け、ホスト-ゲスト分子の選定と、ナノギャップ電極への

展開に向けた素子作製条件を検討した。F8BT:P66614-TFSA 混合膜中に DCJTB をドープしたミクロンスケ

ール横型 LEC において、DCJTB 由来の電流励起発光を 10 V 以下の低電圧で得ることに成功した。また、

SiO2 基板の OTS 処理によって、電極上および電極間のみに有機層を成膜することができた。以上の結

果を踏まえて、今後、ナノギャップ LEC を作製していく。 

 

 

図 1 DCJTB ドープおよび未ドープ F8BT:P66614-TFSA-LEC の特性 

(20 s 以降で 10 V 印加, チャネル長 100 µm) (a)電流-時間特性 

(b)発光強度-時間特性(@650 nm) 

 

図 2 OTS 処理した SiO2基板上に 

成膜した F8BT:P66614-TFSA 混合膜 

の蛍光像 
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実験と理論計算との融合による 

リン化物半導体太陽電池の高効率化に関する研究 

 
                 京都大学大学院工学研究科  野瀬嘉太郎 

 

１ はじめに 

現在，太陽電池材料としてはシリコンが主流であるが，近年，省資源，コスト等の面から化合物半

導体を利用した薄膜太陽電池も期待されている。当研究グループでは，これまでにユビキタス元素か

ら構成されるリン化物半導体を光吸収層として用いた太陽電池に関する研究を遂行し，特に，ZnSnP2

太陽電池に関しては世界で初めて発電に成功した。1) 一方で，そのエネルギー変換効率は 3.4%と実用

レベルには及ばず 2)，変換効率向上が急務である。変換効率向上のためには様々な指針があるが，本研

究では太陽電池デバイスを構成するヘテロ接合界面に着目し，研究を遂行する。 
化合物半導体はシリコンとは異なり，p, n 両方の伝導型を一つの材料で得ることが難しいため，化合

物半導体太陽電池には種々のヘテロ接合界面が存在する。光照射により発生したキャリアは，このヘ

テロ界面を横切って輸送されるため，結晶学的にもバンド接続的にも良好な界面を実現することは，

太陽電池の高効率化に必要である。 
 

２ 研究目的 

今年度は，ZnSnP2 太陽電池に関する研究を遂行した。これまで，種々の硫化物を n 型材料として検

討してきたが，大場らによる第一原理計算の結果 3)を踏まえ，ZnSnP2 と同じカルコパイライト型構造

を有する CdSnP2 を検討した。ZnSnP2 がノンドープで p 型伝導を示すのに対し，CdSnP2は n 型伝導を

示す。両者の結晶構造は同じであるため，CdSnP2/ZnSnP2 接合は結晶学的にはホモ接合と考えることが

でき，界面欠陥の少ない構造が期待できる。そこで本研究では，まず，ガラス基板を用いて CdSnP2 の

成膜プロセスを確立し，これを基に ZnSnP2 バルク結晶上に CdSnP2 を成膜することで CdSnP2/ZnSnP2

接合を作製することを目的とした。得られた界面構造および物性と理論計算の結果とをつき合わせて

高効率化への指針を得ることを試みた。 
 

３ 研究成果 

CdSnP2 の成膜はリン化法により行った。前駆体である Cd-Sn 薄膜を 2 元スパッタリングによりガラ

ス基板上に成膜し，条件の確立を行った。300 – 400 ºC の種々のリン化温度でリン化を行ったところ，

350 ºC において単相の CdSnP2 が得られていることが XRD 測定の結果明らかとなった。図１に 350 ºC
でリン化した薄膜の表面および断面の SEM 像を示す。図には，以前に我々のグループが報告した

ZnSnP2 の SEM 像を併せて示している。4) これらの図から，リン化法で作製した CdSnP2 は，同じリン

化法により作製した ZnSnP2 に比べて平滑な表面が得られていることがわかる。ZnSnP2 の場合，Zn-Sn
前駆体のリン化過程において，まず，Zn とリンが反応して Zn3P2 が形成され，その後，Zn3P2 と Sn, リ
ンが反応して ZnSnP2が形成されることがわかっている。4) その過程で，薄膜表面の Sn を核として，

突起物状の ZnSnP2 が形成される。一方，CdSnP2 の場合は，Cd3P2などの二元系リン化物の形成よりも

CdSnP2 が優先的に形成されることがわかった。これは熱力学的にも理解でき，3 元系カルコパイライ

ト化合物の形成が表面形態に影響を及ぼしていると考えられる。また，得られた CdSnP2 薄膜は n 型伝

導を示し，キャリア濃度および易動度はそれぞれ(2−7) ×1015 cm−3, (4.7−17) cm2 V−1 s−1であった。 
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次に， CdSnP2/ZnSnP2接合試料の断面 TEM 像を図２に示す。先に述べたように，試料はフラックス

法により作製した ZnSnP2 バルク結晶上に CdSnP2 膜を成膜して作製した。図３の白く見える部分がリ

ン化法により成膜した CdSnP2 であり，膜厚は 100 
nm 程度であることが分かる。断面方向に濃度分

析を行ったところ，Zn と Cd が相互拡散している

ことがわかった。これにより，良好な接合界面が

得られていることが示唆された。そこで，ZnSnP2

領域，CdSnP2 領域，および両者の界面部分の

SAED 図形を取得した。その結果，図２の断面に

おいては，ZnSnP2，CdSnP2 いずれの領域からも

カルコパイライトの [110] もしくは [201] に対

応する回折図形が得られた。さらに，界面部分に

おいても，両化合物の格子定数差のため回折点は

ややぼけているものの，[110] もしくは [201] に
対応する回折図形が得られた。以上のことから，本

方法により結晶構造 (原子配列) の観点からは良

好な界面が得られることがわかった。図３に接合試

料の電流密度－電圧特性を示す。測定の際は，

ZnSnP2側に Cu を，CdSnP2側に Sn をそれぞれ電極

として成膜している。図からわかるように，明瞭な

整流性が確認できる。これまでの研究において，リ

ン化物半導体と電極間はオーミック接合であるこ

と が わ か っ て い る た め ， こ の 整 流 性 は

CdSnP2/ZnSnP2界面によるものである。つまり，こ

の界面において pn 接合が形成されていることを示

している。直列抵抗は～70 cm-2 とやや大きいも

のの，他のダイオードパラメータは，逆方向飽和電

流密度 J0 ～10-8 mA cm-2，理想因子 n ～1.7，並列

抵抗～106cm-2 であり，キャリア輸送の観点から

も良好な pn 接合が得られたと考えられる。 
 

４ まとめ 

今年度は，ZnSnP2 太陽電池に関する研究を遂行した。CdSnP2 の成膜においては，リン化法による成

膜条件を確立した。これを用いて CdSnP2/ZnSnP2 接合試料を作製したところ，結晶学的に，さらにはキ

ャリア輸送の観点から良好な界面を得ることができた。今後は理論計算結果も加味して議論を進め，

ZnSnP2太陽電池の高効率化を試みる。 
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図３. CdSnP2/ZnSnP2の電流密度－電圧特性． 
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図１. (a) CdSnP2 および (b) ZnSnP2 薄膜の表面 
(上段)，断面 (下段) SEM 像． 
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理論計算による新奇層状炭化物/窒化物材料の安定性評価 
                 九州大学  林 克郎 

 

１ はじめに 

MAX 金属複炭化物から、原子層 A を選択溶解することで生成する金属炭化物ナノシートは、MXene

と呼ばれ、電気化学・センシングデバイスへの応用が期待されている。代表的な組成は Ti3AlC2 から

Al を選択溶解した Ti3C2Tx（Tx : 表面官能基）である。M は前期遷移金属元素の Nb, V などに置換する

ことができるとされるが、それ以降の遷移金属を主要成分とする MAX 相、MXene の報告はごく少数に

限られている。 

２ 研究目的 

本研究では、従来 M 元素としての報告例のな

い Wを導入した Ti3-xWxAlC2の組成を持つMAX 相

を前駆体とすることで、W を副成分として導入し

た MXene : Ti3xWxC2Txの合成を試みた。また、そ

の際の W の優先的占有席および、それに伴う表面

官能基への影響を、理論計算によって明らかにす

ることを目的としている。 

さらに、Ti3C2Tx MXene を窒素雰囲気下で加熱

すると、MXene 特有のシート構造を維持した炭窒

化チタン Ti(C1xNx)が生成することを見出してい

ることから、Ti3C2Tx の加熱過程を詳細に調べ、

Ti(C1xNx)の生成機構を明らかにする。 

３ 研究成果 

組成が Ti3xWxAlC2 (x = 0.14–0.60)となるよう

に Ti, Al, W, およびグラファイト粉末を乾式混合

し、減圧した石英管内で 700 ºC, 24 h の仮焼を行っ

た。得られた仮焼体を放電プラズマ焼結（SPS）

装置を用いて、真空中, 13001450 ºC, 10 min の条

件で焼成を行い MAX 相を合成した。 20 M HF 溶

液、または、MAX 相に対して 7.5 モル当量の LiF を溶解した 6 M HCl 溶液を用いて、MAX 相から Al

の選択溶解を行った。処理後の試料を pH が 4 程度になるまで蒸留水で洗浄し、遠心分離および濾過に

よって生成した MXene を粉末試料として回収した。 

Ti3AlC2に 20 at%の W をドープすることで、格子が a 軸方向に 1%、c 軸方向に 0.6%収縮した。さ

らに、Ti2.4W0.6AlC2 では(002)と(004)のピーク強度の逆転が生じた（Fig. 1）。これは、Fig. 1 に示すよう

にドープした W が MAX 相の二つの Ti サイトのうち一方のサイト(Ti1)に選択的にドーピングされたこ

とに対応する。 

 

Fig.1 XRD pattern and structure model of 

Ti2.4W0.6AlC2. 

 

Fig. 2 Conversion of Ti3AlC2 and Ti2.4W0.6AlC2 to 

MXenes as a function of treatment time. 
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Alの選択溶解によりMXene積層シートが生成し、MAX相 002ピークの低角側にピークを生じる（Fig. 

2 内挿図）。各試料の抽出率と処理時間の関係を Fig. 2 に示す。Ti3AlC2 は 1 日の HF 処理で Al の抽出が

完了するのに対して、Ti2.4W0.6AlC2 では Al の抽出に 4 日の HF 処理を要した。また、LiF+HCl 処理では

両試料とも HF 処理よりも 4 倍程度長い処理時間を要した。MXene 試料の層間距離を比較したところ、

Ti3C2Txでは 2.4 nm、Ti2.4W0.6C2Txでは 2.8 nm となり、MXene のシート表面に W が部分置換することに

より、層間距離が広がることが明らかとなった。また、TG-DTA-MS より、Ti3C2Txでは 800 ºC 付近で

起こる表面官能基成分の F の脱離が、Ti2.4W0.6CTxでは 700ºC 付近で生じた。したがって、Ti3C2Txの表

面に W が部分置換することで、終端する表面官能基の F が不安定化されることが示唆された。 

現在、MXene の表面側の結晶席への W の優先的占有および、それに伴う脱 F について、理論計算

によって、裏づけを進めている。安定化に有効な要素を抽出することで、MXene への安定副成分導入

の指針を得ることが期待される。 

また、Ti3C2Txを N2 雰囲気中で 800-1200 C まで加熱し

た際の、Ti(C1xNx)への転換過程を追跡した。SEM 観察の結

果(Fig. 3)から、1000 C までの加熱では MXene 特有の構造

が維持されたが、1000 C 以降ではシートの凝集が見られた。

XRD および Raman 分光からは、1000 C まで加熱すること

でTi(C1xNx)の生成およびTi3C2Txの分解が確認された。EDS

より 900 C から 1100 C で C、O、F 元素の減少および N

元素の増加が見られたことから、MXene から TiN への転換

は 900 C から始まっていることが分かった。XRD で特定

した相構成比からも、同様に 900 C で Ti(C1xNx)への転換

が確認された。 

窒素中における熱重量–示差熱分析(TG-DTA)および He

中における熱重量–発生ガス分析(TG-EGA)の結果を Fig. 4

に示す。この結果から、MXene から Ti(C1xNx)への転換過程

は 3 つに大別できる。すなわち、I) 室温から 800 C では官

能基 Tの脱離およびMXene層間に内包されている水分子の

脱離、II) 800 C から 1000 CではMXeneからTiNへの転換、

III) 1000 C から 1200 C では TiN 中に残留している炭素分

の燃焼および TiN の再結晶化が進行と理解できる。 

４ ま と め 

MXene に転換された際に表面側の結晶席へ、W が優先

的占有されることを見出した。また、それに伴う脱 F を確

認した。これらの実験的観測結果を理論計算によって、裏

づけを進めている。安定化に有効な要素を抽出することで、

MXene への安定副成分導入の指針を得ることが期待される。

また、MXene 由来の特異なシート構造を引き継いだ

Ti(C1xNx)の生成過程を明らかにした。 

 

Fig. 4 TG-DTA in N2 and TG-EGA in He 

during the heating of Ti3C2Tx. 

 

Fig. 3 SEM images of the pristine MXene 

and samples heated at temperatures from 

800 to 1200 C. 
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結晶構造データベースと第一原理計算に基づいた 

新規複合酸化物の探索 

 
                 京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻  林 博之 

 

 

１ はじめに 

膨大な数の未知の無機化合物群から合成の可能性が高いものを効率的に予測する手法の開発を目的

とする．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結晶構造データベースを相補的に活用した材料

探索手法を提案し，複合酸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． 

 

２ 研究目的 

第一原理計算に立脚した効率的な材料探索を目的として，多数の第一原理計算を実行し結果を機械

学習的に処理するための技術開発，結晶構造データベースを活用する手法を開拓し，一連の材料探索

の流れを構築した．まず、無機結晶構造データベース(ICSD)[1]に登録されている既存のプロトタイプ

結晶構造をもとに作成した仮想的な擬三元系の結晶構造すべてに対し，電気的中性条件と空間的対称

性を考慮して元素置換を行い，得られるすべての仮想的な化合物に対して第一原理計算による相安定

性を評価した．計算には VASP コードを利用した[2，3]．今回，Li2O-MgO-Nb2O5の擬三元系酸化物を

対象とし，安定と評価された候補は実際に合成及び評価実験を行った．  

 

３ 研究成果 

 本手法で計算対象となる仮想的な化合物は 1416個あり，そのすべてにおいて第一原理計算を実施し，

単純酸化物に対する相安定性の評価を行った．その結果を図 1 に示す．計算したほとんどの結晶構造

は熱力学的に準安定もしくは不安定であったが，黒字で示す規則配置の既知化合物は本計算でも安定

と評価された．また，赤字で示す Mg3Nb2O8 と LiMgNbO4 は ICSD に登録のない未知物質であり，合成

の可能性が高いことが示唆される．実際に Li2O-MgO-Nb2O5 において様々な組成で固相反応法による合

成実験を行ったところ，図 2 に示すように予測とは多少異なる組成である Li2O : MgO : Nb2O5 = 1 : 1 : 1

において最も強い未知の XRD ピークが得られた．未知ピークを解析した結果，空間群と格子定数は

P1211，a = 10.73 Å, b = 5.123 Å, c = 9.814 Å,  = 100.3°であることが示唆された． 
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図 1  Li2O-MgO-Nb2O5擬三元系の相図． 

 

 

図 2  上)Li2O : MgO : Nb2O5 = 1：2：1 で混合し，1000℃で 12 時間焼成した試料の XRD プロファイル． 

   下)Li2O : MgO : Nb2O5 = 1：1：1 で混合し，1000℃で 12 時間焼成した試料の XRD プロファイル． 

 

４ ま と め 

本研究では，Li2O-MgO-Nb2O5 擬三元系酸化物の相安定性を，結晶構造データベースを活用した系統

的な第一原理計算により評価を行った．その結果，Mg3Nb2O8 と LiMgNbO4 の二つの組成において新規

化合物を予測した．今回提案する手法は，様々な組成および結晶構造を有する化合物群に対し適用可
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能である．今後は様々な材料系において，相安定性だけでなく電子状態や物性もパラメータとした材

料探索に本手法の拡充を目指す． 

 

参考文献 

[1] https://www.fiz-karlsruhe.de/icsd.html 

[2] G. Kresse and J. Furthmüller, Phys. Rev. B 1996, 54, 11169. 

[3] G. Kresse and D. Joubert, Phys. Rev. B 1999, 59, 1758. 
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複数の方立壁を有する鉄筋コンクリート造架構の耐震性能評価 
           

広島大学大学院 日比野 陽 

 

１ はじめに 

近年，災害拠点建築物の継続使用性を向上させるために，これまで二次壁として扱われてきた部材を

構造耐力上考慮する部材として扱うことが期待されている。一方，方立壁を有する鉄筋コンクリート造

架構の耐震性能評価手法は確立されておらず，特に，文献 1), 2)に見られるように方立壁を有する架構で

は，方立壁の形状や配置によって架構の耐力や変形性状が異なることが予想されるものの，方立壁を有

する架構の耐震性能については未解明な点が多い。特に複数の方立壁を有する鉄筋コンクリート造架構

の地震時の方立壁の挙動や架構の耐力の把握が課題となっている。 

 

２ 研究目的 

本研究では周辺架構と一体化した複数の方立壁を有する鉄筋コンクリート造架構の実験結果や 3 次元

FEM 解析を用いて，複数の方立壁を有する鉄筋コンクリート架構の変形や応力性状を把握するととも

に，塑性ヒンジ位置を仮定した崩壊機構を用いて，架構の耐力を推定手法について提案を行う。 

 

３ 研究成果 

３.１ 架構の抵抗機構 

FEM 解析により架構と方立壁の変形性状の把握を行った。解析対象は周辺架構と一体化した二枚の方

立壁を有する架構 3), 4)である。FEM 解析プログラム MSC Marc Mentat5)で試験体 B-WOA，B-WOB, C-

WOA, BH-WOA-V，BH-WOA-VH の解析を行った。試験体形状を図 1 に解析モデルを図 2 に示す。形状

特性についてコンクリートは 8 節点ソリッド要素，鉄筋は線材モデルに断面を与えることができる 2 節

点 Solid Rebar 要素とした。なお，コンクリートと鉄筋は完全付着とした。 

解析から得られた試験体 B-WOA および BH-WOA-V の最大耐力時の鉛直方向応力度分布を図 3(a)に

示す。試験体 B-WOA（図 3(a)）においては，左方立壁では方立壁上部から腰壁右下部にかけて，右方立

壁では方立壁上部から方立壁下部にかけてストラットが見られた。他の試験体でも同様であった。この

結果から，左方立壁では方立壁および腰壁の両部材が，右方立壁では方立壁部材のみが変形性能および

部材耐力に影響していると考えられる。また，方立壁の高さをパラメータとし，開口形状を変えた場合

の鉛直方向の応力度分布を図 3(b), (c)に示す。方立壁高さが大きくなった場合についても，同様の抵抗

機構であり，方立壁形状によらず左方立壁では垂れ壁から方立壁下部の下梁位置まで一体で，右方立壁

図 2 解析モデル（試験体 BH-WOA-V） 
(a) コンクリートの要素分割     (b) 鉄筋要素 

図 1 試験体形状 

- 130 -



 

では単体で抵抗すると考えられる。 

３.２ 架構耐力の推定 

図 3 に示す応力度分布の解析結果から方立壁を有する架構の塑性ヒンジ位置を仮定した崩壊機構から

仮想仕事法を用いて二次壁を有する架構の終局耐力を推定する。仕事量についての式(1)から崩壊荷重 Qu

を求める。 

Σ𝑃 ⋅ 𝛿 Σ𝑀 ⋅ 𝜃 (1) 

解析から得られた応力度分布（図 3）から崩壊機構を図 4 のように，柱降伏型（試験体 B-WOA，B-

WOB，C-WOA）と梁降伏型（試験体 BH-WOA-V，BH-WOA-VH）の 2 つで仮定した。柱降伏型を示す

試験体 3 体および梁降伏型を示す試験体 2 体それぞれに形成されるヒンジ位置の移動を今阪ら 1)が導出

した式(2)で考慮し，試験体の耐力を梁降伏型については式(4)で，柱降伏型については式(5)で計算した。

なお，実験においては，方立壁がせん断破壊した際に最大強度に達していることから，せん断変形によ

る水平変位と壁のせん断強度による内力の仕事量は無視できないとして，式中において方立壁のせん断

強度 Qsuとせん断破壊時の変形 δh を考慮した。 

𝐿 ℎ ℎ
2𝑀

𝐹 𝑝 𝜎 𝑡
 mm  (2) 

𝑄 ∙ 𝐻 ∙ 𝜃 𝑀 ∙ 𝜃 𝜃 𝑀 ∙ 𝜃 𝜃 𝑀 ∙ 𝜃 𝜃 𝑀 ∙ 𝜃 𝜃 𝑄 ∙ 𝛿   (3) 

𝑄 ∙ 𝐻 ∙ 𝜃 2𝑀 ∙ 𝜃 2𝑀 ∙ 𝜃 2𝑀 ∙ 𝜃 2𝑀 ∙ 𝜃 𝑄 ∙ 𝛿   (4) 

式(3)(4)の計算結果を図 5 に示す。図中の白抜き記号はヒンジ位置を二次壁端部フェースに仮定した

場合，塗りつぶし記号は式(2)によりヒンジ位置が移動した場合の計算結果である。柱降伏型および梁降

伏型の全試験体について，ヒンジ位置を式(2)で考慮することにより実験値を精度よく評価できている。

文献 8)の試験体 NWSM-53-4 および NWTKM-53-4 についてもおおむね精度よく評価した。二次壁の中

でも袖壁が大きな割合を占め，方立壁よりも袖壁の耐力が支配的である試験体 NWSM-53-4 の耐力は実

験値を過小評価した一方で，方立壁を 2 枚有する試験体 NWTKM-53-4 は実験値を過大評価したが，主

(a) 試験体 B-WOA (b) 試験体 B-WOA (h=350) 

図 3 鉛直方向圧縮応力度分布（h：方立壁高さ[mm]） 

(c) 試験体 B-WOA (h=575) 
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(a) 柱降伏型 (b) 梁降伏型 

図 5 計算結果 

(a) 柱降伏型 (b) 梁降伏型 

図 4 崩壊機構 
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体架構に取り付く方立壁が小さいものについては式(3), (4)のような計算方法で比較的精度よく評価でき

ると考えられる 

 

４ ま と め 

本研究では複数の方立壁を有する鉄筋コンクリート造架構の耐力推定手法の提案とその検証を行っ

た。以下に得られた知見を示す。 

(1) FEM 解析結果から左右の方立壁にはそれぞれ異なるストラットが生じており，ストラットの形状

は方立壁高さが変化してもおおむね一定であった。 

(2) 架構の崩壊機構を仮定して求めた耐力推定式において，既往の文献で提案される危険断面位置の

移動を考慮することで，実験値を精度よく推定できた。ただし，主体架構に取り付く二次壁の形状

により多少の誤差が生じることが分かった。 

 

参考文献 

1) 今阪剛，中村聡宏，勅使川原正臣：鉄筋コンクリート造二次壁付き架構の耐力と復元力特性の評価，

コンクリート工学年次論文集，Vol.36，No.2，pp.289-294，2014 

2) 尹ロク現，真田靖士，赤堀巧，鈴木卓，倉本洋：二次壁が単層単スパン RC 架構の水平耐力に与え

る影響，日本建築学会構造系論文集，Vol.76，No.706，pp.1869-1878，2014 

3) 日比野陽，藤谷涼：RC 造非構造壁の変形性状と周辺架構条件（その 1 実験概要と実験結果），
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4) 査冬，高橋良輔，日比野陽：梁の変形性状が内蔵される RC 非耐力壁の変形に及ぼす影響，日本建

築学会中国支部研究報告集，Vol.38，pp.241-244，2015 
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Ba(Ti,Zr)TiO3誘電体に関する研究 

 
                静岡大学工学部電子物質科学科 符徳勝 

 

 

１ はじめに 

ABO3 ぺロブスカイト構造をもつ BaTiO3 は高い誘電率、圧電効果を示す。そのため、積層セラミックスコンデン

サの材料や新規非鉛系圧電材料の母体材料として良く利用されている。その構造の Ti サイトがＺｒに置換される

と、興味の深い現象が現れる。特に x=0.1 組成の Ba(Ti1-xZrx)TiO3（BZT-Zr10%）において三重臨界点が報告さ

れ、大きく注目されている[1]。しかし、その三重臨界点が存在するかどうかについてはまだ完全にわかっていない。

２０１７年度の研究では、BZT-Zr10%の固溶体を合成し、誘電、焦電の温度変化の精密測定より構造相転移を明

らかにし、三重臨界点の存在を検討した。その結果、BZT-Zr10%において三重臨界点が存在しないことを判明し

た。 

 

２ 研究成果とまとめ 

本研究では BZT-Zr10%のセラミックス試料を作成し、250K-450K の温度範囲内に誘電率および焦電電流の

変化を精密に測定した。それらの精密測定より、温度変化に伴う BZT-Zr10%の構造変化を明らかにした。 

図１（左）は BZT-Zr10%の誘電率（）と誘電損失（tan）の温度変化を示す。その結果から、Tc ~363K 付近に

常誘電相･強誘電相間の相転移が起こることがわかった。また、温度の低下により T1~347K と T2~332K 付近に

誘電率の異常も観測された。T1 と T2 での誘電異常は正方晶･斜方晶間、斜方晶-夌面体晶間の構造相転移

に由来すると考えられる。誘電率の温度に対する微分及び誘電損失の温度変化はこの二つ相転移をより明確

にした。以上の結果から、BZT-Zr10%においては三つの相転移が 31K の狭い温度領域内に起こったことが判

明された。 

その三つ相転移の存在をさらに確認するために、相転移による電気分極（P）変化の観測も検討した。電気

分極の温度に対する微分(dP/dT)は焦電係数（）であるため、焦電係数の測定より電気分極（P）変化を観測す

ることができる。図１（右）は昇温過程における BZT-Zr10%の焦電係数の測定結果を示す。その結果からも Tc、

T1 及び T2 での構造相転移を確認することができた。 

 以上の結果から、BZT-Zr10%はチタン酸バリウムと同様に立方晶･正方晶、正方晶･斜方晶、斜方晶-夌面体

晶の三つ逐次相転移が存在することがわかった。言い換えれば、この結晶には三重臨界点が存在しないことが

判明された。ただし、その三つ逐次相転移が 31K の極めて狭い温度領域内に起こるため、それらの相転移を区

別するには十分な注意を払う必要がある。 

 

参考文献 

１ W. Liu and X. Ren, Phys. Rev. Lett. 103, 257602(2009). 
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図１．（左図）ＢＺＴ-Zr10%における誘電率と誘電損失(tan)の温度変化。（右図）焦電係数()の温度変化。
比較のため、誘電率の温度変化も示す。 
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室温マルチフェロイック薄膜の 

強磁性ドメインと強誘電ドメインの相関 

 
                 九州大学大学院総合理工学研究院  北條 元 

 

 

１ はじめに 

 BiFeO3 は巨大な電気分極を持つこと、またその強誘電性の秩序に加えて反強磁性秩序を併せ持つマル

チフェロイック物質であることから多くの注目を集めている。その磁気秩序は基本的に最近接スピン

が反平行の G 型であるが、それに重畳したサイクロイド変調が存在し、そのスピン構造に起因した電

気分極も存在する。スピン傾斜による磁気モーメントは局所的には存在するが、サイクロイド変調に

よりそれらは打ち消し会うため、自発分極は存在せず、線形の電気磁気効果も現れない。我々は、Fe

の一部を Co で置換した BiFe0.8Co0.2O3が、低温ではサイクロイドスピン構造を持つが、120 K 以上では

0.03 µB/f.u.の弱強磁性成分をもつ、キャントしたコリニアなスピン構造へ転移することを、多結晶試料

の中性子回折実験で見出した [1] 。パルスレーザー堆積(PLD)法により SrTiO3(111)基板上に作製した

BiFe1-xCoxO3 薄膜においても、温度変化によるサイクロイドからコリニアへのスピン構造変化を確認す

ることにより、本質的な弱強磁性と強誘電性が共存した薄膜を得ることに成功している [2] 。 

 

２ 研究目的 

 本研究課題では、弱強磁性と強誘電性が共存した BiFe1-xCoxO3 薄膜について、その強磁性ドメインと

強誘電ドメインを観察し、両者の関係を調べることを目的とした。弱強磁性と強誘電性の共存を確認

している SrTiO3(111)基板上の BiFe1-xCoxO3 薄膜では、自発磁化が薄膜の面内方向に存在することから、

プローブ顕微鏡である磁気力応答顕微鏡(MFM)を用いた強磁性ドメインの観察は困難であった。その

ため、面外磁化を実現することを目的として GdScO3(110)(擬立方表記で(001)ps)基板を用いた。BiFeO3

のスピン構造はエピタキシャル歪みによる格子変形に敏感であることが知られているため[3]、格子ミス

マッチの小さな GdScO3 基板を用いることで、バルクと同じスピン構造をもつ BiFe1-xCoxO3 薄膜の安定

化を試みた。 

 

３ 研究成果 

 PLD 法により、GdScO3(110)基板上に下部電極として 30 nm の SrRuO3 薄膜を作製したのちに、酸素分

圧 15 Pa、基板温度 700 °C の条件で BiFe0.9Co0.1O3(膜厚 100 nm)を作製した。まず、57Fe 内部転換電子メ

スバウアー分光測定を行い、その磁気構造を調べた。そのスペクトル形状は室温で左右対称であった

ことから、狙い通り磁気構造はコリニアであり、薄膜は弱強磁性を示すことが示唆された。 

 強誘電性と弱強磁性の相関を調べるために、圧電応答顕微鏡(PFM)と MFM を用いて、強誘電ドメイ

ンと強磁性ドメインの観察を試みた。図 1(a)に面内 PFM 像を示す。ストライプ状のコントラストが存

在することがわかる。このようなドメイン構造は(001)配向の BiFeO3 薄膜でしばしば報告されており、

71 °ドメインであると考えられる。図 1(b)に同一領域の MFM 像を示す。PFM 像と類似したコントラス
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トが存在することがわかる。磁性カンチレバーの磁化の向きを反転させて観察して、コントラストが

反転することを確認し、これらのコントラストが磁気ドメインに対応することを確認した。以上の結

果から、強誘電ドメインと強磁性ドメインの間には相関が存在することが明らかとなった。続いて、

PFM のカンチレバーに電圧を印加しながら観察領域の中央付近を走査することで、電気分極の反転を

試みた。図 1(c)に示す通り、ドメイン構造の変化を伴って電気分極が反転することがわかった。MFM

を用いて同一領域を再度観察したところ、興味深いことに、強誘電ドメインの構造変化に伴い、強磁

性ドメインの構造も変化することが明らかとなった(図 1(d))。 

 

４ ま と め 

 本研究により、GdScO3 基板上の BiFe0.9Co0.1O3 薄膜において、弱強磁性と強誘電性の両秩序には相関

が存在し、電場による磁化の制御が可能であることが示唆された。ただし、強磁性ドメインは、電気

分極反転後の強誘電ドメインの形状を反映した構造となっており、電気分極の反転前後でどのような

変化をしているのかを議論することは困難である。そこで、今後は詳細な議論を行うために、ドメイ

ン構造を制御した薄膜を作製し同様の実験を行う予定である。 

 

参考文献 

[1] I. Sosnowska, M. Azuma, R. Przenioslo, D. Wardecki, W. T. Chen, K. Oka, and Y. Shimakawa, Inorg. Chem. 

52, 13269 (2013). 

[2] H. Hojo, R. Kawabe, K. Shimizu, H. Yamamoto, K. Mibu, K. Samanta, T. Saha-Dasgupta, and M. Azuma, 

Adv. Mater. 29, 1603131 (2016). 

[3] D. Sando et al., Nat. Mater. 12, 641 (2013). 

 

 

 

                                  

図 1 GdScO3(110)基板上の BiFe0.9Co0.1O3薄膜の書き込み前の(a)PFM 像および(b)MFM 像。中央付近の 2 m 四

方の領域を-10 V のチップバイアスで書き込んだのちの(c)PFM 像および(d)MFM 像。PFM 像中の矢印は、電

気分極の面内成分を示す。 

- 136 -



 

地震被害を受けた建物の被災度判定法の検証と高度化 

 
                 東北大学大学院工学研究科  前田匡樹 

 

 

１ はじめに 

大地震により被災した建築・都市の迅速な復旧・復興のためには，被災した建物の被害程度をできる

だけ早く正確に評価・判定して，継続使用の可否や補修・補強の要否を判断することが必要である。地

震で被災した建築物の被災度判定や継続使用の可否・復旧の要否を判断するためには，(一財)日本建築

防災協会の「震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針」が広く用いられている。この基準・

指針は，1995 年阪神淡路大震災による災害に基づいて改訂され，使用されてきたが，2011 年東日本大

震災の被害を鑑みると，1995 年当時と比較して，建築物には耐震改修や新築による耐震性能の向上や新

しい破壊形式がみられる。また，津波による被害や非構造部材など，従来考慮されていなかった被害形

態が発生しており，これらへの対応が必要であるという問題も顕在化している。 

 

２ 研究目的 

そこで，本研究では，2011 年東日本大震災などの近年の地震災害で被災した建物のデータを用いて検

証を行い，現行の被災度判定法の適用範囲拡大や精度の向上を図る。特に，1995 年阪神淡路大震災時に

は少なかった 1982 年以降に設計された建物，耐震補強された建物，靭性抵抗型の建物，全体崩壊形を

形成する建物や，東日本大震災の特徴的被害である津波を受けた建物に対する適用性を検討し、判定手

法を提案する。今年度は，昨年度の研究成果を踏まえて，2016 年熊本地震による被災建物のデータ追加

し検討する。 

 

３ 研究成果 

本研究では，鉄筋コンクリート造建物について，被災度区分判定法を検証し高度化するため，2015

年度の成果を踏まえて，以下の研究を行った。 

(1) RC 造建物について，梁降伏型全体崩壊形建物の残存耐震性能率 R の評価法や，靭性のある部材の

損傷度や耐震性能低減係数に関する既往の実験データ収集・分析し定量化した。 

(2) 応答スペクトルと等価線形化法に基づく建物の荷重‐変形曲線に基づいて，残存耐震性能率 R を

算定する新しい手法について検討を行い，1982 年以降の新耐震設計法に基づく建物にも適用可能

な評価法を検討した。 

(3) 本研究の成果に基づいて 2015 年度末に改訂出版された（一財）日本建築防災協会の「震災建築物

の被災度区分判定基準」を 2016 年熊本地震における建築物の被害調査、復旧支援活動に適用し、

その妥当性を検討した。 

 

４ ま と め 

本研究の成果は，(一財)日本建築防災協会の「震災建築物の被災度区分判定基準及び復旧技術指針」
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の改訂作業の中に反映され，2015 年度に改訂版が刊行された。被災度区分判定法の適用範囲が拡大され

判定精度が向上することで，大地震が発生し建物に被害が生じた際に，被災建物を継続して使用する可

能か，また，補修・補強による復旧が可能か，どの程度の補修・補強が必要か，など被災建物の復旧の

方針立案に大きく寄与する情報が得られることとなった。2016 年熊本地震の被災 RC 造建物に対して，

「被災度区分判定基準」は概ね被災度を精度良く評価できたが，RC 造非構造壁や耐震補強部材の被災

度判定などに課題が残ることが明らかとなった。 
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無容器法により合成した磁性ガラスの物性と構造 

 
                 弘前大学  増野敦信 

 

 

１ はじめに 

強い磁性を持つガラスは，光アイソレータなどに応用できるため開発が進められている．本質的に

原子配列における長距離秩序が存在しないガラスに，強い磁性を持たせるためとして，大別して二つ

のアプローチがある．一つは磁性体，たとえば酸化鉄の結晶を微粒子としてガラスマトリックス中に

分散させるものであり，もう一つは磁性を有するイオンをそのままガラスの成分として用いる手法で

ある．磁性体微粒子を用いる場合，磁性の起源はあくまで結晶の微粒子である点で，ガラス材料とは

言いがたく，また大きな光散乱は避けられない問題がある．一方で磁性イオンを含む場合は，ガラス

であるので光に対する均質性は保証されるものの，原料として使う磁性酸化物が網目形成酸化物では

ないということから，多量に含有させようとするとガラス形成能が低下してしまい，そもそも通常の

溶融急冷法ではガラス化できなくなる． 

最近我々は，原料を空中に浮かせながら溶融，凝固させる無容器法を用いることで，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することに成功している．中でも希土類ホウ酸塩ガラス二

元系において，希土類酸化物を主成分とする組成域に新しいガラス化範囲が見つかったが，これらの

ガラスはその構造や物性の点で興味深い特性を示す．例えば 50La2O3-50B2O3 ガラスの構造は，LaBO3

結晶と極めて類似しており，孤立した BO3 三角形しか存在していない．こうした局所構造ユニットの

均一性の結果として，赤外領域に新しい光透過領域が出現する．また 60Gd2O3-40B2O3ガラスは，無色

透明でありながら，Gd3+の f 電子由来の磁性を持つため，室温で磁石につく．最近では Tb-B-O 系にお

いて，無容器法によって合成された Tb-rich ガラスが，磁気光学材料として知られている Tb3Ga5O12 結

晶よりも強い磁気光学効果を示し，大きなベルデ定数を有することが報告された[1]．  

 

２ 研究目的 

希土類ホウ酸塩ガラスは，通常のるつぼを用いた溶融急冷法ではガラス化範囲が狭く，B2O3がおおよ

そ 25 mol%付近でしかガラスが得られない．そのため，これまで La2O3以外の希土類を用いたガラスの

合成や物性測定などはあまり行われていない．本研究では，無容器法を使うことで希土類ホウ酸二元系

のガラス化範囲が大幅に広がることに着目した．まずは各種希土類酸化物に対するガラス化範囲を決定

し，その後いくつかのガラスについて，磁性を調べることとした．  

 

３ 研究成果 

試料合成は弘前大学に設置されているガス浮遊炉を用いて行った．ガラス組成は xR2O3-(100−x)B2O3，

（R は希土類）とした．原料粉末として高純度の希土類酸化物と H3BO3 を定比で混合し，600ºC，12 時

間空気中で焼結することでターゲットを作製した．約 20 mg のターゲットをガス浮遊炉で約 2000ºC で

加熱，溶融した後，急冷した．ガラス化の確認は実験室系 X 線回折で行った．得られたガラスの密度は
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ガスピクノメータにより決定した．R = La, Gd のガラスに対しては，ラマン散乱測定を行った．

50Eu2O3-50B2O3 ガラスの磁気特性計測には，東京工業大学フロンティア材料研究所東研究室所有の

SQUID を利用した．磁化の温度依存性として，

1000 Oe で 300 K から 5 K の範囲をゼロ磁場冷却

（ZFC）と磁場中冷却（FC）の条件下で測定した．

また 300 K での磁化の磁場依存性も測定した．こ

のとき，ガラスは無容器法で合成したときのまま

の球状試料を用いた． 

xR2O3-(100−x)B2O3 の組成においては，多くの希

土類に対して 50 ≤ x ≤ 60の範囲でガラス化したが，

希土類の原子番号が増えるに従ってガラス形成

能が低下し，R = Tm, Yb, Lu ではガラス化しなか

っ た ． Figure 1 は 無 容 器 法 で 合 成 し た

50R2O3-50B2O3ガラス（R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Tb, Dy, Ho, Er）の写真である．希土類イオン

に由来する着色が見られるガラスもあるが，すべ

て透明であった．密度は希土類の原子番号が増加

するとともに線形で増加していたことから，それ

ぞれの組成において希土類含有量にずれは無か

ったことが確認された． 

Figure 2 は 50Gd2O3-50B2O3 ガラスのラマン散

乱スペクトルである．950 cm−1あたりに見られる

鋭いピークは孤立 BO3 の振動に由来するもので

あり，この結果からガラスは GdBO3 結晶の高温

相と類似した構造であることがわかった． 

50Eu2O3-50B2O3 ガラスの磁気特性データから

は，室温では常磁性体であることが確認された．

ただし，Eu3+イオンの一部が Eu2+に還元されてい

ることから，低温磁性の詳細を明らかにするため

には，Eu3+/Eu2+比を含めてさらなる測定と解析が

必要である． 

 

４ ま と め 

 無容器法によって新たに希土類ホウ酸塩ガラスの合成に成功し，それぞれの希土類に対するガラス化

範囲を決定した．希土類を主成分とする組成では，ほぼ結晶と同じ構造を有していることが明らかとな

った．いずれのガラスも可視域で透明であり，f 電子由来の磁性を発現すると期待されるため，磁気光

学材料としての応用に向けて，今後さらなる物性データを取得する予定である． 

 

参考文献：[1] F. Suzuki et al., Optical Materials 76, 174 (2018).                              

Figure 1. 50R2O3-50B2O3ガラスの写真と密度． 

（R = La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er） 

Figure 2. 50Gd2O3-50B2O3ガラスのラマン散乱スペク

トル．挿入図は GdBO3結晶の高温相． 
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セルフセンタリング型 CLT 壁柱を有する木質制振架構の開発 

 
                 名城大学  松田和浩 

 

 

１ はじめに 

近年、中高層建築物における木材利用が推進されており、耐力や剛性の高い直交集成板（Cross 

Laminated Timber, 以下 CLT）の今後の普及が予想される。しかし、CLT を金物やボルトで接合するだ

けで構成された架構は、復元力特性がスリップ性状を示すため例えば 1)、地震後の機能維持が難しい。一

方、スリップの少ないセルフセンタリング機能を有する架構にダンパーを適用すれば、耐震性を高め

ることができると考えられる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、プレストレスの導入によりセルフセンタリング機能を有した CLT 壁柱と摩擦ダンパー

を併用した制振架構を対象に水平加力実験を実施し、一般的なパネル工法との比較を通して制振架構

の力学的挙動を把握する。 

 

３ 研究成果 

３．１ 実験概要 

図 1 に試験体形状を、表 1 に試験体一覧を、表 2 に部材諸元を、表 3 に接合部に用いた金物を示す。

使用する CLT の樹種はスギで、壁柱は 5 層 6 プライ（ラミナ 1 枚の厚さは 25mm）、強度等級を S60、 

4000 

2400 

鋼製ダボ 引きボルト 

ＰＣ鋼棒 

H-200×100×5.5×8 

(b) 制振架構 

図 1 試験体形状 

架構 梁‐壁柱間 壁柱‐基礎間

耐震架構
引きボルトφ16×4

鋼板×2

引きボルトφ24×2

U字金物×1

制振架構
引きボルトφ16×2
鋼製ダボφ38×2

PC鋼棒φ23×1
鋼製ダボφ50×2

表 4 PC鋼棒の諸元 

部材 樹種 強度等級 断面寸法 層構成

壁柱 S60 150×1000mm 5層6プライ

梁 Mx60 150×600mm 5層5プライ
スギ

表 2 部材諸元 

試験体名 架構 PC鋼棒 プレストレス ダンパー部

Type-SR 耐震架構 無 無 -

Type-N 有 有 接合しない

Type-N0 有 無 接合しない

Type-R 有 有 剛接合

Type-F 有 有 摩擦ダンパー

制振架構

表 1 試験体一覧 

23 205000 930 1080

径
[mm]

ヤング係数

[N/mm2]

降伏応力度

[N/mm2]

引張強さ

[N/mm2]

表 3 接合部使用金物 

4000 

鋼板 

Ｕ字金物 

2400 引きボルト 

(a) 耐震架構 

壁柱 

梁 
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断面寸法を 150×1000mm とし、梁は 5 層 5 プライ（ラミナ 1 枚の厚さは 30mm）、強度等級を Mx60、

断面寸法を 150×600mm とした。尚、壁柱で用いる CLT は、3 層 3 プライの CLT を 2 枚重ね合わせる

ことで作製した。 

耐震架構は、壁柱に対する PC 鋼棒の挿入とプレストレスの導入がない架構で Type-SR とする。接合

部は、せん断抵抗として鋼板、U 字金物をビス打ちし、引張抵抗として引きボルトで締め付けた。制

振架構は、壁柱中心に PC 鋼棒を挿入し、プレストレスを導入した架構で、ダンパー部の接合方法、プ

レストレスの有無をパラメータとして 4 種の試験体を作製した。接合部は、せん断抵抗として鋼製ダ

ボを設け、引張抵抗として引きボルトで締め付けた。表 4 に PC 鋼棒の諸元を示す。PC 鋼棒を挿入す

る CLT の中央には 30×30mm の貫通孔を設けた。導入するプレストレス量は、CLT の長期許容圧縮耐

力の 30%である 177kN とした。尚、PC 鋼棒に作用する引張力はロードセルによって測定した。導入方

法はポストテンション方式で、壁柱端部に取り付けた定着板と基礎に定着させた。定着板の寸法は

500×150×32mm とし、中央には φ30mm の孔を設けた。ブレースやダンパー部で用いた鋼材は SS400 で、

ブレースには H-200×100×5.5×8 の H 形鋼を用いた。図 2 にダンパー部の詳細を示す。ダンパー部につ

いて、Type-N，Type-N0 では接合せず、架構が独立している状態とした。Type-R は鋼板を設け、剛に

接合した。Type-F は摩擦材とステンレス材を設け、高力ボルトには 130kN の軸力を与えた。摩擦材は、

実験前にすべり試験を行い、表面を馴染ませた。また、事前のすべり試験から、摩擦材の摩擦係数は

約 0.24 であった。 

図 3に試験体のセットアップを示す。加力方法は正負交番繰り返し載荷とした。目標変形角を θ=1/450，

1/300，1/200，1/150，1/100，1/200，1/75，1/50，1/100，1/30，1/20rad とし、3 回の繰り返し載荷後、

一方向に引き切った。尚、Type-F は 1/30rad まで、Type-R は 1/450rad のみ載荷を行った。尚、層間変

形角は梁の絶対水平変位と、2 つの壁柱脚部の絶対水平変位の平均との差を試験体高さ 2400mm で除す

ことで求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．２ 実験結果 

図 4 に各試験体の荷重‐層間変形角関係を示す。尚、図中の F は荷重[kN]を、θ は層間変形角[rad]

を表す。Type-SR は、θ=1/300rad までは概ね弾性範囲内にあったが、それ以降はスリップ性状が顕著に

見られ、最大耐力は約 260kN であった。 

Type-N は、セルフセンタリング型の履歴特性を示したが、θ=1/100rad から戻り剛性が若干小さくな

り始め、θ=1/50rad 以降ではその減少が顕著に見えた。Type-N0 も Type-N と同様、原点回帰する履歴特

性を示し、θ=1/50rad 以降で戻り剛性の低下が大きくなった。Type-R は θ=1/450rad 時の耐力が約 450kN

で、概ね弾性範囲内にあった。 

図 2 ダンパー部詳細 
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Type-F について、図 5 にダンパー負担せん断力‐変形関係を示す。尚、ダンパーの負担せん断力は、

ブレースのひずみから算出した軸力の水平成分とした。ダンパーは約 250kN ですべり始め、そのとき

の摩擦係数を算出すると 0.241 であった。θ=1/300rad まではダンパーの降伏耐力が一定であったが、そ

れ以降は層間変形角が大きくなるにつれてダンパーの負担せん断力と摩擦係数が大きくなり、最大で

約 370kN、摩擦係数が約 0.45 となった。架構全体で見ると、最大耐力が約 550kN でバイリニア形の履

歴曲線となっていることから、ダンパーが効率的にエネルギーを吸収したことがわかった。θ=1/100rad

時に摩擦材と金物の間に挿入したステンレス製プレートの変形が見られ、θ=1/50rad のときに破断した。

θ = 1/30rad 時には、摩擦材が破断し、耐力が低下した。Type-F を除く試験体では耐力低下が見られな

かったが、壁柱脚部や梁-壁柱接合部で CLT のめり込みが確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ま と め 

実験概要を述べるとともに、実験結果を示した。CLT 壁柱にプレストレスを導入した木質架構はセ

ルフセンタリング機能を得ることを示し、さらに摩擦ダンパーを付加することで、効率的にエネルギ

ーを吸収することを示した。 

 

参考文献 

1) CLT を用いた木造建築基準の高度化推進事業委員会: 住宅整備推進事業 平成 26 年度報告書, 2015

年 3 月 
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傾斜組成強誘電体薄膜における構造と物性 

 
                 東北大学  丸山 伸伍 

 

 

１ はじめに 

傾斜組成材料は、1 つの材料内で意図的に組成を変化させたもので、古くから金属/セラミックス接

合等の分野で活発に研究が行われてきた。一方、電子機能の向上を目指す薄膜デバイス分野では、強

誘電体材料において傾斜組成薄膜内での分極電場勾配によりビルトインポテンシャルを自在に制御で

きる可能であると予想されたことから、いくつかの報告があるものの、多くの傾斜組成強誘電体で観

察される分極ヒステリシスシフトの起源やそのメカニズムは、組成変化による化学ポテンシャル・格

子定数の変化、基板からのエピタキシャル歪みの変化など多くの要因が絡み、まだよく理解されてい

ないのが現状である。 

 

２ 研究目的 

 本研究では、代表的な非鉛強誘電体として知られる BiFeO3(BFO)に Sm をドープした系を対象とした。

この系では Sm 濃度が 14%付近で菱面体晶から斜方晶へ構造転移するモルフォトロピック相境界(MPB)

を示し、その組成で圧電定数が PZT に迫る値を示すことが知られている[1]。Sm 濃度が膜厚方向に連続

的に変化した BiFeO3のエピタキシャル傾斜組成薄膜をパルスレーザ堆積(PLD)法により作製し、膜厚方

向の結晶構造変化や歪みが強誘電物性にどのように影響するかを明らかにし、傾斜組成強誘電体薄膜

の設計指針を確立することを目的とした。 

 

３ 研究成果 

傾斜組成強誘電体ではnmレベルでの組成制御を膜厚方向に連続的に行うことが重要である。そこで、

我々のグループで最近開発した、複数ターゲットを用いた交互堆積に適したガルバノ走査型 PLD 装置

[2]を用い、SrRuO3/SrTiO3(100)基板上に 300nm の膜厚を持つ Sm-BFO傾斜組成薄膜を作製した。Sm-BFO

は図 1 左模式図に示すように単膜と

Sm濃度を0～約14%までほぼ連続的に

変化させた。濃度変化の方向は基板近

傍が 0%で表面に向かうに従って濃度

増加する(0,14)とその逆の(14,0)を

作製した。XRD パターンから、2 つの

傾斜組成薄膜において、BFO と

14%Sm-BFO単膜で見られた薄膜の擬立

方晶 002 回折ピークの間の角度で連

続的な回折強度が見られた。さらに、

別に作成した 0-28%Sm 傾斜組成膜に

 

図1 Sm-BFO単膜および組成傾斜薄膜の膜内設計組成とXRDパタ

ーン。 
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ついての SIMS 測定で連続的な濃度変化が観測されたことから、0-14%Sm-BFO 傾斜組成薄膜においても

ほぼ設計通りの傾斜組成が作製できていると考えられる。次に、ほぼ同条件で作製した、0-13.3%Sm-BFO

傾斜組成薄膜について、フロンティア材料研究所

伊藤・谷山研究室の原子間力顕微鏡システム 

MFP-3D-SA-TM-U を用いた圧電応答顕微鏡(PFM)測

定を行い、強誘電ドメイン構造と分極反転特性を

調べた。その結果、図 2 に示すように、ノンドー

プ BFO 薄膜と(0,13.3)薄膜ではモザイク状ドメイ

ンが観察されたのに対し、(13.3,0)薄膜ではスト

ライプ状ドメインが観察された。ストライプドメ

インはエピタキシャル圧縮歪みを受けた BFO でよ

く見られる分極ドメイン構造であり、(13.3,0)薄

膜において面内応力がかかっている可能性を示唆

している。これは基板格子定数と近い Sm-rich 領

域が基板に近いため、歪みが緩和することなく薄

膜表面付近まで維持されたものと考えられる。ま

た、これらすべての薄膜で、電圧印加による分極

反転が見られた。 

 

４ ま と め 

 本研究では、Sm-BFO 傾斜組成薄膜の構造と強誘電ドメイン構造を調べた。その結果、組成傾斜の方向

によって薄膜への歪みの加わり方が異なることが分かった。強誘電体薄膜における歪みは分極の大き

さや抗電界などの強誘電物性に大きな影響を与えることから、現在、誘電率測定や P-E ヒステリシス

測定などの強誘電物性を調べることで、傾斜組成による強誘電物性制御に取り組んでいる。 

 

[1] Fujino et al., Appl. Phys. Lett. 92, 202904 (2008) 

[2] 丸山 伸伍ほか, 第 63 回応用物理学関係連合講演会, 22p-H103-3, 東京工業大学, 2016 年 3 月 22

日 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

図 2 BFO 単膜及び Sm-BFO 傾斜組成膜の面外 PFM

振幅・位相像(4μm 角)。書き込みは-30V(2μm

角)及び 30V(1μm 角)をチップに印加して行っ

た。 
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Eu-Dy ドープ SrO-Al2O3 系蛍光体材料の構造異常と特異な発光特性 
 

                 大阪府立大学大学院工学研究科  森 茂生 

 

１ はじめに 

 Sr1-xEuxAl2O4 は Dy3+や Nd3+を添加することにより、可視光の発光が数時間持続する長残光特性を示し、

時計の文字盤照明や新しいタイプの蛍光管用材料として実用化されている。蓄光型蛍光体の長残光メカニズ

ムとしては、Eu2+の励起により生成したホールが、Dy3+や Nd3+等の 3 価のランタノイド金属に一時的に捕獲され、

室温の熱エネルギーで徐々に開放されることにより、発光が持続するというメカニズムが提案されている。また、

Sr1-xEuxAl2O4 からも数秒の残光特性が観測できることから、Dy3+や Nd3+等を含まない Sr1-xEuxAl2O4 にもホール

トラップを形成する欠陥や不純物が含まれていると考えられている[1]。 

充填トリジマイト型酸化物 SrAl2O4は、AlO4 酸素四面体が頂点共有により、三次元的に連結したフレームワーク構

造をもつ。この AlO4酸素四面体から成る六角環の空隙に Sr が存在し、常誘電相では六方晶構造（空間群 ； P6322 ）

を有する [2]。さらに、SrAl2O4は、温度低下に伴い、1130 K、および950 Kで構造相転移を起こし、950 K以下では単斜晶構造

（空間群；P21）を持つ強誘電相が出現する[3]。最近、応力発光を示すEu2+をドープした SrAl2O4の歪み・弾性特性の測定が行われ、

強誘電相の450 K以下で顕著な弾性異常が存在することが示されており、応力発光特性との相関が議論されている[4]。ま

た、SrAl2O4の強誘電相の微細構造について、透過型電子顕微鏡（TEM）を用いたその場観察により、平均構造

は単斜晶構造（P21 構造）であるが、ナノスケールの局所領域において強弾性ドメインの形状変化（微細化）や新

たな欠陥構造が生じていることが見出された[5]。 

 

２ 研究目的 

SrAl2O4の単斜晶歪みによる強弾性ドメイン構造や欠陥構造は、長残光特性との相関が示唆されているホールトラップや、応力発

光特性に寄与するとされている歪み・弾性特性に関与していると考えられる。そこで本研究では、SrAl2O4 の強誘電相内における

歪・弾性異常の起因と考えられる単斜晶歪におけるドメイン構造等の微細構造を明らかにするために、固相反応法により多結晶試

料およびレーザー加熱帯溶融法により単結晶試料を作製し、電子回折法、暗視野法、高分解能 TEM 法、走査透過型電子顕微鏡法

および放射光X 線回折法を用いて、SrAl2O4の強誘電相での微細構造の温度変化について調べた。さらに Eu2+置換量(x)を変化さ

せた Sr1-xEuxAl2O4を合成し、発光特性と微細構造を調べ、本物質系の長残光メカニズム等の発光特性のメカニズムについて検討を

行った。 

 

３ 研究成果 

3.1 試料作製・評価法 

 仕込み組成を Sr1-xEuxAl2O4とし、固相反応法により試料を作製した。原料粉 Eu2O3, Al2O3, SrCO3 を秤量し、

湿式混合を行った。この混合粉をペレット化し、還元雰囲気（H2 4%, Ar 96%混合ガスフロー）において、

1150°C で 12 時間仮焼後、1150°C で 12 時間本焼した。 

得られた試料は粉末 X 線回折を用いて相同定を行った。また、PMT 電圧 270 V で蛍光分光測定実験、

TEM による 293 K ~ 393 K の範囲で高分解能 TEM 像および電子回折図形の観察を行った。 
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3.2 実験結果と考察 

(1) 粉末 X 線回折プロファイル 

 Sr1-xEuxAl2O4 試料の粉末 X 線回折プロファイルを Fig. 1 に示す。x = 0 ~ 0.12 試料において、P21構造による回

折ピークが存在し、Eu2+置換に伴う格子定数の大きな変化は見られなかった。また、各回折ピークにおいて顕著なピークシフトは

観察されなかった。これは、Eu2+イオンとSr2+イオンのイオン半径が1.2Åでほぼ同じであるためだと考えられる。また、x  ≥ 0.05試

料において、不純物 EuAlO3 によるピークが見られたため、x = 0.05 付近に固溶限があると考えられる。 

 

3.3 蛍光測定実験 

 x = 0.01 ~ 0.12 試料に対する最適励起波長（約 350 nm）、最適発光波長（約 520 nm）における発光スペクト

ル強度を Fig. 2 に示す。発光スペクトル強度は、x = 0.03 付近で最大となり、x ≥ 0.05 においては、Eu 添加量

(x)が増加するにつれて線形的に減少した。これは Eu 添加量の増加に伴い、濃度消光が起こっていることによ

ると考えられる。 

 

 

3.3 TEM を用いた局所構造変化のその場観察 

 微細構造と発光特性の相関を調べるために、発光強度が最大となる Sr0.97Eu0.03Al2O4 の電子回折図形およ

び高分解能 TEM 像の観察を行った。293K での回折パターン中には、平均構造（P21 構造）による基本格子反

射に加えて、局所的に Fig.3(a)に示すように、1/3<110>位置に強度の弱い回折斑点（矢印 α）や、ストリーク状

の散漫散乱（矢印 β）が見られた。また、高分解能 TEM 像（Fig.3(b)）中には、P21 構造による強弾性ドメイン構

造（矢印 A）に加えて、<110>方向に伸びる積層構造（矢印 B）の存在が観察された。そこで、SrAl2O4 の場合と

同様に、x=0.03 試料において P21 構造内で局所的な構造変化が生じるかを調べた。試料温度を 293K から上

昇させると、Fig.3(c)に示すように、1/6<110>位置の回折斑点（矢印 γ）が出現し、1/3<110>位置の回折斑点お

よびストリーク状の散漫散乱の強度比が増加していた。また、Fig.3(d)に示すように、高分解能 TEM 像中には、

四角形領域 C において、局所的に新たな強弾性ドメインおよび積層構造が出現することがわかった。この新た

に出現した強弾性ドメイン構造や積層構造は試料を室温に冷却後も残存していた。 

Fig.2 Emission spectrum of Sr1-xEuxAl2O4. 

( ) )

 

Fig.1 XRD profiles of Sr1-xEuxAl2O4 for (a) 
x=0, (b) x=0.01, (c) x=0.03, (d) x=0.05, (e) 
x=0.08, and (f) x=0.12 

 

Fig.2 Emission spectrum of Sr1-xEuxAl2O4.  

(Inset) Excitation spectrum) 
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4. まとめ 

 本研究では、SrAl2O4の強誘電相内における歪・弾性異常の起

因と考えられる単斜晶歪におけるドメイン構造等の微細構造を

明らかにするために、固相反応法により多結晶試料およびレー

ザー加熱帯溶融法により単結晶試料を作製し、電子回折法、暗

視野法、高分解能 TEM 法、走査透過型電子顕微鏡法および放

射光X線回折法を用いて、SrAl2O4の強誘電相での微細構造の

温度変化について調べた。さらに Eu2+置換量(x)を変化させた

Sr1-xEuxAl2O4 を合成し、発光特性と微細構造を調べ、本物質系の

長残光メカニズム等の発光特性のメカニズムについて検討を行

った。 

(1) SrAl2O4 試料において、TEM による電子回折図

形と高分解能 TEM 像のその場観察を行った結

果、393Kにおいて、1/3<110>および 1/6<110>の

位置にハニカム状の散漫散乱が出現し、局所的

に新たな強弾性ドメインおよび積層構造が出現

することが見出された。 

(2) x ≤ 0.03 試料 において Sr1-xEuxAl2O4 単相試料が得られた。一方、x ≥ 0.05 試料においては、

Sr1-xEuxAl2O4 と EuAlO3 の共存状態となった。 

(3) x = 0.03 試料において蛍光強度が最大となった。 

(4) x = 0.03 試料において局所的に[110]方向に 6 倍周期を持った積層構造が見出された。 

 

参考文献 

[1] T.Katumata et al., 資源処理技術, 47 (2000) 169. 

[2] S.-Y. Huang et al., Ferroelectrics 159 (1994) 127. 

[3] M. Avdeev et al., J Chem. 180 (2007) 3535. 

[4] M.A.Carpenter et al., J. Appl. Phys. 107 (2010) 013505 . 

[5] H.Tsukasaki et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55 (2016) 011502 

 

                                  

Fig. 3 Electron diffraction patterns and HR TEM 
images of Sr1-xEuxAl2O4 obtained at (a) and (b) 
293K, (c) and (d) 393K. 
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免震構造建物の耐震性能を評価する新指標の確立 

 
                 DYNAMIC CONTROL DESIGN OFFICE 

山下一級建築士事務所  山下忠道 

 

１ はじめに 

 免震構造における耐震性能評価は、等級や重要度係数などを用いた評価は現状では行われていない。

免震構造は経験的に耐震性能が高いと考えられているが、激震時における免震建物の応答が建物個々

でそれぞれ異なることを考えると、免震構造における耐震性能評価を客観的かつ容易な指標で提示す

ることが可能かつ必要である。 

 

２ 研究目的 

 本研究は、免震構造に対しても建物の耐震性能を客観的に評価する新しい指標を提案するとともに

その評価指標の確立を目指した検討を行う。また、既報告としては、個々の建物の耐震性能を統一的

に評価する方法として、地震動再現期間により建物の耐震性能を評価する方法を提案している。本研

究では、異なる3つの免震モデルに対して同一の限界状態クライテリアを設定し、各免震建物の入力倍

率および地震動再現期間を評価して、耐震性能と経済性について検討した結果を報告する。 

 

３ 研究成果 

  本検討では、上部構造は 5階建て非免震モデルをベースに、免震周期と降伏せん断力係数が異なる3

種類の免震層に対して、レベル 2 地震動による地震応答解析結果からそれぞれ設計用せん断力係数を

設定し、各部材を再設計したものとした。表１に各免震モデルの諸元を示す。尚、表中の記号で、CB

はベースシャー係数、W は上部構造重量、Tf は免震周期、Cyは免震層降伏せん断力係数をそれぞれ表

す。地震応答解析に用いた入力地震波は、EL CENTRO NS、TAFT EW、HACHINOHE NS の標準 3波

とし、レベル 2地震動としてそれぞれの最大速度を50(cm/s)に基準化して用いた。 

 

 上部構造の最大応答層間変形角、免震層の最大応答変形、および上部構造の最大応答加速度の 3項

目についてクライテリアを設定した。表 2に設定した限界状態クライテリアを示す。これは損傷限界

状態に相当するクライテリアで、上部構造の最大応答層間変形角については、レベル 2地震時に短期

許容応力度以内に留まることを目標として、1/150 とした。免震層の最大応答変形については、免震部

材の復元力の履歴が比較的安定している上限と考えられるせん断ひずみγ=300%となる 60(cm)とした。 
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免震モデルは物流倉庫を想定しており、レベル2地震時に倉庫内の荷物が落下しないことを目標とし

て、床面における最大応答加速度については、300(cm/s/s)とした。尚、最大応答加速度は屋根を除いた

床面の値を評価する。 

本検討の評価手順は、以下の通りである。 

① 入力地震波を用いて地震応答解析を行い、最大応答層間変形角、免震層の最大応答変形、最大応答

加速度を求める。 

② 入力地震波の地震入力倍率を漸増し、各免震モデルの最大応答値が限界状態クライテリア時に達し

た時の地震入力倍率Rを求める。 

③ ②で求めた地震入力倍率Rから、地震動再現期間rを下式により算定する。 

𝑅  r⁄100 0.54  →  𝑟  100  𝑅 1⁄ 0.54 

本検討の手法では、それぞれの限界状態クライテリア時の地震入力倍率等を別々に求めることが可

能であり、免震建物の損傷状態や終局状態に応じて適用できる。 

表3に限界状態クライテリア時の地震入力倍率Rと地震動再現期間rを示す。ここで、地震動再現期間

は400年程度を適用範囲としているため、地震動再現期間が400年を超える場合は「400年以上」と表記

し、求めた再現期間を参考として下段に併記している。 

地震入力倍率は、最大応答層間変形角に着目した場合で1.65～4.10、最大応答加速度に着目した場合

で1.27～9.31、免震層の最大応答変形に着目した場合で3.09～4.02となっている。特に、免震層の剛

性・耐力が高いモデルA2では上部構造の応答値（層間変形角または加速度）が先にクライテリアに達

しており、TAFT入力時で再現期間は最小で156年と、免震層の応答変形に着目した場合に比べて短く

なっている。一方で、免震層の剛性・耐力が低いモデルC2では免震層の応答変形が先にクライテリア

に達しているが、地震動再現期間はいずれも400年以上となっている。尚、各免震モデルの耐震性能と

しては、モデルA2は156年、モデルB2は400年以上(751年)、モデルC2は400年以上(827年)の再現期間

の地震動に耐えられるものとなり、モデルC2の耐震性能が最も良いと考えることができる。表3の右列

には、各免震モデルの最大応答層間変形角および免震層の最大応答変形に着目した場合の地震入力倍

率の比を示している。この値が1.0に近いほど限界状態クライテリアに対する上部構造と免震層の応答

の差が小さく、経済的・効率的に設計されていると考えられる。 本検討では、モデルA2では0.41～0.77、

モデルC2では1.23～1.27となっており、上部構造と免震層の応答の差が大きい。一方、モデルB2では

0.87～1.00と、上部構造と免震層の最大応答の差は小さく、設定した限界状態クライテリアに対して

最も経済的といえる。また、上部構造と免震層が同時に限界状態に達しないよう設計的配慮によりど

ちらかの限界状態に対する余裕度を大きくすることも考えられる。その場合にはモデルA2やC2が最も

経済的となる。表4に、各免震モデルの主要な躯体数量を示す。前報で用いた免震モデル（以下、前報

モデル）の躯体数量も合わせて表記しており、かっこ内に前報モデルとの比率を示している。免震層

に対して上部構造の応答が少ないモデルA2では躯体数量が最も多くなっており、次いでB2、C2となっ
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ている。この関係はベースシャー係数CBと対応しており、免震建物の耐震性能を考慮しつつ、上部構

造と免震層をバランス良く設定することで、より経済的・効率的な設計を行うことができると考えら

れる。 

 

 

 

 

４ ま と め 

本検討では、3 つの免震モデルに対して限界状態クライテリア時における各免震建物の地震入力倍率

および地震動再現期間を評価して、各免震建物の耐震性能と経済性について検討を行った。その結果、

上部構造と免震層の限界状態クライテリアに対する最大応答をバランス良く設定することで、免震建物

をより経済的かつ合理的に設計することが可能であり、耐震安全性に優れた免震建物を設計・評価する

上で、地震入力倍率および再現期間は、客観的かつ容易な評価指標になることを示した。 

 

参考文献 
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基礎的検討その 1～2，日本建築学会大会学術講演梗概集，2016 
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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 
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擬ギャップ系ホイスラー半導体を用いた新型磁気抵抗素子の開発 

 
                 大阪大学大学院基礎工学研究科  山田晋也 

 

１ はじめに 

「強磁性/非磁性/強磁性」三層構造からなる磁気抵抗素子はスピントロニクス素子の基本構造であり、

その高性能素子は次世代の不揮発メモリ素子や HDD 用の磁気抵抗センサーとして期待されている。

我々は近年、分子線エピタキシー(MBE)法を用いたホイスラー合金薄膜の低温規則化技術を発展させ、

全ホイスラー合金の「強磁性/非磁性/強磁性」薄膜積層構造の実証に成功してきた。この構造の非磁性

中間層を、半導体特性を示すホイスラー合金へと置換できれば、中間層にゲート電圧を印加すること

で素子性能をチューニングすることができる新型磁気抵抗素子を実現できると期待され、スピントロ

ニクス素子の応用範囲を飛躍的に拡大する技術の創製となる。  

 

２ 研究目的 

磁気抵抗素子への応用が容易に可能な全ホイスラー合金の『強磁性/半導体/強磁性』三層構造を実現

するため、非磁性金属バッファ層(V)上へのホイスラー合金薄膜の形成を検討し、その後、非磁性金属

バッファ層上に全ホイスラー合金の「強磁性/半導体/強磁性」三層構造の作製および評価を行った。 

 

３ 研究成果 

 MBE 法を用いて V バッファ層に作製した全ホイスラー合金の「Co2FeSi(5 nm)/Fe2VAl(5 nm)/Fe3Si(10 

nm)」三層構造を断面 TEM と EDX 線分析により評価した結果、各層界面に反応層が形成されている様

子は確認されず、組成が急峻に変化していたことから、全ホイスラー合金「強磁性/半導体/強磁性」三

層構造が形成されていることが明らかとなった。また、この試料の面内磁化曲線から 2 段のヒステリ

シス曲線が明瞭に観測されたことから、作製した三層構造はスピン伝導の観測が可能な構造であると

判断し、磁気抵抗素子の作製・評価を行った。測定した素子の電流-電圧特性の温度依存性を測定した

ところ、その微分抵抗の温度依存性は、測定温度の降下に伴って増大するという半導体的な振る舞い

を示した。これは、V バッファ層上に形成した全ホイスラー三層構造においても、半導体特性の Fe2VAl

非磁性中間層が形成されていることを示唆している結果と捉えられる。磁気抵抗効果測定を行った結

果、上下の強磁性電極の磁化配置に対応したヒステリシスを有するスピン信号が観測された。しかし、

スピン信号は 10 K でのみしか観測されず、磁気抵抗比も他の CPP-GMR 素子と比較して非常に小さい

(~ -0.04 %)ものであった。今後、素子性能の向上に向けて、V バッファ層の表面平坦性・三層構造の品

質の改善、半導体中間層の更なる薄膜化、素子の微細化などを検討していく必要がある。 

 

４ ま と め 

MBE 法を用いて非磁性金属バッファ層上に全ホイスラー合金の「強磁性/半導体/強磁性」三層構造を

実現し、低温(10 K)ではあるがスピン信号の観測に成功した。今後は、素子性能の高性能化(スピン信

号の増大、観測温度の高温化など)に向けて、研究を推進する予定である。                      
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銅酸化物高温超伝導体の超伝導状態の自己エネルギー解析 

 
                 京都大学 大学院人間・環境学研究科  吉田鉄平 

 

 

１ はじめに 

銅酸化物高温超伝導体の発見から 30 以上年経過するが，その超伝導機構についてコンセンサスが得

られていない。電子対を媒介する引力相互作用を実験的に明らかにすることが，超伝導機構の解明のた

めに最も重要な課題である。角度分解光電子分光(ARPES)測定によって得られる電子のスペクトル関数

A(k,)には電子が受ける相互作用を表す自己エネルギー(k,)の情報が含まれている。これまでの

ARPES による研究では，自己エネルギー解析のほとんどが，超伝導ギャップが閉じているノード方向に

ついて行われてきた。しかし，電子対の生成機構に迫るには，超伝導ギャップが開いているアンチノー

ド方向の電子状態で自己エネルギーを調べることが必要である。近年，超伝導ギャップが開いている状

態の自己エネルギーの解析が行われ[1,2]，特徴的なモードの存在が指摘され，超伝導状態の電子構造の

理解が進んでいるが，引力相互作用の同定には至っていない。複雑な超伝導状態のスペクトル形状につ

いて，さらに詳細な理解を進めることが求められている。 

 

２ 研究目的 

本研究では超伝導転移温度が比較的高い Bi2Sr2CaCu2O8+y（Bi2212）について，放射光を用いた高分解

能 ARPES により，超伝導状態のスペクトル形状を精密に測定し，超伝導状態の自己エネルギーおよび

超伝導ギャップ関数など，引力相互作用と深く関わる情報を得ることが目的である。これらの解析のた

めに Bi2212 のフェルミ面上の ARPES スペクトルを Tc 上下で精密に測定する。放射光 ARPES 測定は

KEK Photon Factory の BL-28A において行われた。また測定に用いた高品質な Bi2212 の単結晶試料は東

工大フロンティア研の笹川研に提供していただいた。 

 

３ 研究成果 

図１(a)に Bi2212 (Tc = 92 K)の超伝導状態(T = 20 K)のアンチノード方向の ARPES スペクトルを示す。

このスペクトルのフェルミ波数におけるエネルギー分散曲線(EDC)から全自己エネルギーtot をクラマ

ース・クロニッヒ変換を使って求めた[図 1(b)]。さらに，Tc 以上のスペクトル形状および下記の関係式

を利用して正常自己エネルギーnorおよび異常自己エネルギーano の抽出を行った。 

 

図 1(c)(d)にスペクトルの解析から得られたnor， ano を示す。どちらの自己エネルギーにも~30 meV に

励起構造が現れており，超伝導の起源と関係していると考えられる。一方，全自己エネルギーtot には

~30 meV のエネルギースケールが現れておらず，ARPES スペクトルにも現れていない。この結果は，最

近のハバードモデルの電子状態の理論計算の結果とよく似ており，「隠れたフェルミオン」のモデルと

良く一致している[3,4]。 
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４ ま と め 

本研究では，最適ドープ組成の高温超伝導体について ARPES を行い，アンチノード付近の自己エネ

ルギーの抽出を行い，特に正常自己エネルギーと異常自己エネルギーの分離に成功した。どちらの自己

エネルギーも複素関数の極に対応する特徴的なエネルギーを持つが ARPES スペクトルにはそのエネル

ギースケールの構造が現れていない。理論計算との対応から，「隠れたフェルミオン」の存在が示唆さ

れ，超伝導の起源と深く関わっていると考えられる。 

 

 

図１ 最適ドープBi2212のアンチノード付近のスペクトルと自己エネルギー。(a) ARPESスペクトル， 

(b) 全自己エネルギー tot，(c) 正常自己エネルギー nor，(d) 異常自己エネルギー ano 
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ナノ粒子高密度充填構造の形成とその焼結鍛造による 

透光性正方晶ジルコニアの作製 

 
                 岐阜大学  吉田道之 

 

１ はじめに 

強度、靭性および審美性をバランスよく備えている正方晶ジルコニアは素材製造、医療および日用品

など、幅広い領域で使用されている代表的なファインセラミックスの一つである。近年では、歯科材料

への適用が急速に進んでいることから透光性の向上が求められているが、正方晶ジルコニアは屈折率に

異方性があり、多結晶体で透光性を発現させるためには結晶粒径を 50nm 程度まで微細化する必要があ

る。一方で、ジルコニアを代表とするセラミックス部材の加工は、鋳込み成形など成形体から所望の形

状に加工するプロセスの他には、硬くて脆い焼結体から切削加工機で削り出すというプロセスに限定さ

れており、その加工にかかるコストは他材料と比べて高く、実用化の足かせになっている。 

 

２ 研究目的 

本研究グループは、これまでバルク体の原料として利用されることの少なかった希薄なナノ粒子懸

濁液からハイドロゲルを作製し、ゲルの乾燥過程で毛細管力によりナノ粒子が密に充填した成形体の

作製に成功した[1]。本研究では、ナノ粒子が高密度に充填した成形体に対して焼成と加工を同時に行

う焼結鍛造を 1000℃以下の温度域で試み、優れた機械的性質と透光性を兼ね備えた多機能ジルコニア

部材の製造プロセスを確立することを目的とする(Fig.1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 研究成果 

●透光性を示す正方晶ジルコニアの作製に成功 

Fig.2 に示すような 15nm のナノ粒子が高密度に充填した成形体（平均細孔径 20nm）に圧力を付与しな

がら 950℃で焼成することで透光性を示す正方晶ジルコニア焼結体の作製に成功した(Fig.3)。950℃と

いう焼結温度は正方晶ジルコニアで報告されている中では最も低い温度である。また、この焼結体の粒

子径は粒径 41nm と極めて微細であり、結晶粒の微細化により粒界での可視光の散乱が低減されたこと

により透光性が発現したと考えられる。一方、正方晶ジルコニアでは 40nm まで粒子を微細化すれば、

 
 

ナノ粒子高密度充填構造の形成 金属製の型が使用可能な

1000℃以下の温度域で焼

成と加工を同時に行う 

焼結鍛造 

透光性、高強度高靭性、

耐水蒸気腐食性などを兼

ね備えた多機能ジルコニ

アセラミックス 

毛細管力によ

るナノ粒子の

パッキング 

ナノ粒子懸濁液 

Fig.1 ナノ粒子高密度充填構造の焼結鍛造による多機能ジルコニアの開発 
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可視光領域においてガラスと同程度の透光性を実現できる

と理論的に予測されているが、本研究で得られた焼結体は、

透光性を示すものの、ガラスのように「透明」ではなかった。

これは焼結体に残存する3％程度の気孔により可視光が散乱

されたと考えられる。残存気孔のサイズや分布形態を詳細に

調べ、可視光の透光性との相関関係を明らかにすることで、

透光性の更なる改善が期待できる。今後の課題としたい。 

 

 

●1000℃以下での正方晶ジルコニアの塑性加工 

本研究で実施した焼結鍛造において焼成温度（900℃、950℃および 1000℃）に到達後 30 分の保持を

行い焼結緻密化がほぼ完了した状態でのサンプルの変形挙動を調査した。正方晶ジルコニアで超塑性が

発見された当時は 1450℃で 10-4の歪速度で加工が行われていた。一方、本研究では負荷応力は 200MPa

と高いものの、950℃という極めて低い温度で 10-5 の歪速度で正方晶ジルコニアの加工が可能であるこ

とを見出した。変形の活性化エネルギーは 1400℃付近の高温域で報告されている 500～600kJ/mol より

も低い 320kJ/mol となり、1000℃以下の低温域では異なるメカニズムが変形を支配していることが示唆

された(Fig.4)。 

 

４ ま と め 

ナノ粒子が高密度に充填した成形体に圧力を付与しながら 950℃で焼成することで、報告されている

正方晶ジルコニアの中で、最も粒径の小さな焼結体（粒子径 41nm）の作製に成功し、その焼結体は透光

性を示した。今後は、焼結体の強度や硬さ、耐水蒸気性などの評価を行い、最もポピュラーなセラミッ

クス材料の一つである正方晶ジルコニアの新たな可能性を見出していきたいと考えている。 
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Fig.3 Photograph of sintered samples fabricated by sinter 
forging and SEM images 

 

Fig.4 Relationship between strain rate 
and reciprocal of temperature 
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Fig.2 Pore distribution of calcined body. 
Inset pictures show calcined cylindrical 
body.  



多元系化合物材料の熱電特性 
 

宮崎大学 工学部 電子物理工学科 吉野賢二 
１ はじめに 

非化石エネルギーである再生可能エネルギー分野の拡大による安定したエネルギー資源確保が必要

である。化石エネルギーでは 60%近くが廃熱として環境に放出されている。特に日常生活に無くては

ならない自動車の場合、有効に活用されているエネルギーは 30%程度であり、残りは廃熱である。例

えばエンジンの熱やブレーキの際の摩擦熱を回収し電気に変換する事が可能ならば、エネルギー消費

量を有効に減らす事が出来るため熱電エネルギーは注目されている。現在実用化されている熱電材料

は Bi 系や Pb 系の化合物で効率は 10%程度であり環境負荷が大きいため「低コスト・安全性」と「熱

電特性の向上」が求められる。熱電材料において 2 元系材料探索は 1950 年代から長年にわたって行わ

れてきたが熱電性能の大幅な向上は見られず、近年は元素の組合せによる物性制御の観点から 3 元系

以上の多元系材料探索が行われており大きなポテンシャルを持っていると期待されている。熱電材料

の指標の一つとして低い熱伝導率があるが、多元系化合物は大きなユニットセルで構成され、組合せ

によって重元素も導入出来るため、熱電材料の条件に適している。本研究では、新規熱電材料として

期待される Cu2ZnSnS4 (CZTS)の熱電特性を解明するために高品質な単結晶を作製し、調査を行った。 
 

２ 研究成果 

 CZTS-Sn 擬二元系状態図を Fig. 1 に示す。CZTS が 30 mol%以下の Sn 溶液においては CZTS 相と二

液相に相分離し、30~60 mol%の溶液においては SnSx相と CZTS 相に相分離した。60 mol%以上におい

ては単純に CZTS が Sn に溶け相分離は見られなかった。結果として、60 mol%以上の Sn 溶液，成長

温度 820~980°C において CZTSSe 単結晶成長が可能であることを突き止めた。CZTS において 60 mol%
以下の Sn 溶液において相分離をし、Sn 相と SnS 相は CZTS よりも比重が大きいため底部に溜まり結

晶成長の妨げになる。90 mol%溶液，成長温度 900°C において CZTS 単結晶が得られ最適な結晶成長

条件とした。CZTS 単結晶インゴットを Fig. 2 に示す。 
得られた化学量論組成の CZTS 単結晶の熱電特性としてゼーベック係数と熱伝導率測定を 100-400 

K の範囲で行った。ゼーベック係数の温度変化を Fig. 3 に示す。ゼーベック係数は、室温 300 K にお

いて 540 μV/K となり、これは報告されている値より大きな値を示した 1)。この大きな値によって、パ

ワーファクターの向上が期待される。熱伝導率の温度変化を Fig. 4 に示す。室温 300 K において、3.0 
W/mKとなり、温度T-1に比例することから格子散乱が支配的である事を示した。この値は、報告され

ている CZTS ナノ結晶や Cu2ZnGeSe4 焼結体といった多結晶サンプルと同等の値を示している。これ

は、CZTS は Cu/Zn の配置が違う disordered 構造を持っているため、この格子欠陥によって単結晶サン

プルにおいても多結晶やナノ結晶サンプルと同等の熱伝導率を示したと考えられる。 

 Fig. 1 CZTS-Sn擬二元系状態図 Fig. 2 CZTS単結晶インゴット 
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３ まとめ 

CZTS は多元系材料であるために大きなユニットセルで構成され、組合せによって重元素も導入可

能で、さらに材料固有の不規則構造を持つため低い熱伝導度が期待でき熱電材料の条件に適している。

本研究は良質な CZTS 単結晶を用いて、まだまだ未知の部分が多い CZTS の熱電特性を明らかにする

ことを目的としている。室温 300 K において 540 μV/K のゼーベック係数と 3.0 W/mK の熱伝導度を示

した。今後は、組成を最適化し、固有点欠陥を制御する事で熱伝導率の改善とキャリア濃度を向上さ

せる。低い熱伝導度に関しては、ドーピングや他元素との混晶化によってもアプローチを行う。

 
５ 研究組織 
 
 代表：吉野賢二（宮崎大学工学部 教授） 
 共同研究者：永岡章（日本学術振興会特別研究員 PD） 
 共同研究者：富永姫香（宮崎大学大学院工学研究科Ｍ2） 
 共同研究者：谷山智康（東京工業大学フロンティア材料研究所 准教授） 
 
引用文献 
1) H. Yang, L. A. Jauregui, G. Zhang, Y. P. Chen, and Y. Wu, Nano Lett. 12, 540 (2012). 
2) C. P. Heinrich, T. W. Day, W. G. Zeier, G. J. Snyder, and W. Tremel, J. Am. Chem. Soc. 136, 442 (2014). 
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単一分子スピントロニクス素子の開発 

 
                 物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点  若山 裕 

 

１ はじめに 

省エネ型次世代ナノデバイスとして電荷の替わりにスピンを媒体にしたスピントロニクス素子が期待さ

れている。しかし金属磁性体を使った場合、電子-スピン相互作用が大きくスピン緩和時間が短くなっ

てしまうと言う課題がある。これに対し本研究は軽元素で構成されている有機分子を使うことにより

スピン緩和時間を長くして、これまでの課題を解決しようとするものである。確かにこれまでも類似

の研究はあったが、有機分子が遷移金属を含んだ錯体であったため、やはりスピン相互作用が大きく

緩和時間を長くするには限界があった。これに対し遷移金属を含まない「オール軽元素」の分子を採

用すればこの課題を解決できる可能性がある。 

 

２ 研究目的 

単一のラジカル分子をソース・ドレイン電極に架橋し、ゲート電圧から電荷及びスピンの流れを制御し

た単一分子スピントロニクス素子を開発することを目的とする。このため NIMS 側が有する低温磁場中

での電気的・磁気的特性測定技術や独自のラジカル分子と東工大が有するナノギャップ電極作製技術

を融合することにより、単一分子に流れるスピンを制御した新しい素子の動作原理を実証する。 

 

３ 研究成果 

ナノギャップ電極に架橋する前に以下のような予備実験を実施した。 

まず、真空プロセスで分子を蒸着したときでも分子が肝心のスピンを維持できる程の安定性があるか

を確認した。図 1 には本課題のために合成した TEMPO-OPE 分子の構造と石英基板上に真空成膜した

TEMPO-OPE 薄膜の ESR スペクトルを示す。赤丸で囲った酸素原子に不対電子がある。ESR スペクトルに

は不対電子スピンに起因するシグナルを検出できている。溶液中で確認した g 値と一致した値となっ

ていることから真空プロセスでも分子のスピンが維持されており、素子作製のプロセスを経ても充分

な安定性を有することが確認できた。 

次に Si基板上に SiO2/TEMPO-OPE/ Al2O3/Au で構成される多層膜を成膜した。これは TEMPO-OPE 分子が

中間電極、Al2O3膜がトンネル絶縁層、Si と Au が電極となったトンネル二重接合となっている。この

電圧-電流特性(I-V 曲線)を測定したところ、赤矢印で示したように階段状の電流変化が観測できた。

この微分曲線(dI/dV-V 曲線)を解析したところ、ピークの現れる電圧値が TEMPO-OPE 分子のエネルギー

準位に対応することがわかった。この結果から観測された電流の起源は分子軌道を介した共鳴トンネ

ル電流であることが実証できた。この素子構造と電気特性を図 2に示す。 

 

４ ま と め 

ここまで成果から我々が設計した分子では試料調製のプロセスでも充分な安定性を有すること、トンネ

ル二重接合の中に埋め込んだとき、共鳴トンネリングを誘起する量子ドットとしての機能を有するこ
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とが確認できた。本来の目標とするナノギャップ電極への分子の架橋までは進めることができなかっ

たが、ここまでの実験によりスピントンネル素子としての可能性が充分にあることを実証できた。 
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アゾベンゼン部位を構造変化させたジフェニル型キラルシッフ塩基

金属錯体との複合金属酸化物の表面構造分析 

 
                 東京理科大学理学部第二部化学科  秋津貴城 

 

１ はじめに 

近年、色素増感太陽電池(DSSC)は従来の太陽電池よりも安価かつ容易に合成でき、環境問題を考慮

した光エネルギー変換材料として期待されているが、色素には高価な金属である Ruを用いた錯体が主

流となっており、また配位子の合成が複雑であることが問題となっている。当研究室ではこれまで数

年間にわたり、サレン型錯体の分子設計と合成の容易さの観点に着目し、上記のような錯体の分子設

計上の問題を解決するために、キラルなカルボキシル基を有する種々のサレン型錯体を合成して、ア

ルデヒド側の置換基効果による近赤外領域への吸収波長の拡張と吸収強度の増大を研究してきた。本

共同利用研究では、DSSC の応用に向け、錯体と TiO2 の複合化に起因する光機能付与を目指して合成し

たアゾベンゼン及びカルボキシル基を含むジフェニルサレン型キラルシッフ塩基金属錯体と酸化チタ

ンの複合化を行い、アゾ基の光異性化による吸着量の増大やその吸着構造を解明することを目指す。 

２ 研究目的 

アゾベンゼン及びカルボキシル基を含むジフェニル

サレン型キラルシッフ塩基金属錯体（上図）におけるア

ゾ基を紫外光照射によって構造変化させることで酸化

チタンに対する配向を制御する。構造変化させた錯体を

酸化チタンに吸着させ、XPS 測定を行い、Ti2p における

ピークシフトや各元素のナロースペクトルを解明する。 

３ 研究成果 

試料は、ITO ガラス基板に酸化チタン粒子（P25）の

ペーストを塗布し、450℃で焼成後生じた膜に 0.3mM の

錯体 DMSO 溶液に一晩浸漬後、メタノールで洗浄し、乾

燥して得た。特定の束縛エネルギーのピークシフトによ

って化学吸着における電子状態の変化を議論する。酸化

チタンのTi 2p軌道は錯体が吸着すると高エネルギー側

にシフトした（下図）。吸着基の-COOH は電子求引基であり、Ti 2p 軌道が安定化することが明らかに

なった。これにより、表面吸着における化学結合の形成が示唆された。 

４ ま と め 

 さらに、酸化チタンへの錯体の吸着時に直線偏光紫外光を 10 分照射し、アゾ基のトランスからシス

への光異性化による配向制御を行った。浸漬後の溶液の吸光度 Aから Lambert-beer の式を用いて、溶

液中の錯体の物質量から、錯体の吸着量が求められる。紫外光照射で吸着量が 1.6 倍に増加した。酸

化チタンは多孔質の半導体で、表面には凹凸が存在する。吸着時にアゾベンゼンが光異性化し再配向

すると、錯体は空隙を埋めるように、酸化チタン表面に吸着していくことが示唆された。              
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固相担持ホスフィン配位子を用いたアルコールによる 

アミンの触媒的アルキル化反応に関する研究 
 

                 北海道大学大学院理学研究院  岩井智弘 

 

１ はじめに 
 アミンは医薬・農薬・機能性材料などの多様な化合物に含まれることから、その効率的合

成法の開発は重要である。なかでも、アルコールをアルキル源とするアミンのアルキル化反

応は、共生成物が水のみであるため環境負荷が小さく、原子効率の観点からも魅力的である

（式 1）。また、水酸基は植物性バイオマスから誘導される化合物群に広く見られる官能基

であることから、バイオマス由来プロセスの発展にも貢献すると期待される。これまでに、

後周期遷移金属錯体が本反応に高い触媒活性を示すことが報告されている[1]。効率的な合成

プロセスの確立には触媒の分離・再利用が容易な不均一系（不溶性）触媒の利用が望まれる

が、対応する均一系（可溶性）触媒と比較して活性が低下する、強塩基を使用する、高温・

長時間を要する、イミンなどの副生成物が生じるなどの解決すべき課題は多い。 
 

 
 

２ 研究目的 
 本研究では、不均一系触媒を用いたアルコールによるアミンのアルキル化反応の開発に取

り組む。活性サイトの孤立化に有効な固相担持ホスフィン配位子の特性を活かして、均一系

触媒を凌駕する高活性と高選択性を兼ね備えた効率的な合成プロセスを目指す。 
 

３ 研究成果 
 アルコールを用いたアミンの触媒的アルキル化反応では、ルテニウム錯体とビスホスフィ

ン配位子の組み合わせが有効なことが知られている[2]。そこで、モノキレート配位能を有す

るポリスチレン架橋ビスホスフィン PS-DPPBz[3]をはじめとした各種固相担持ホスフィン配

位子を用いてその活性を評価した（Table 1）。 
ルテニウム源として触媒量の RuHCl(CO)(PPh3)3（6 mol% Ru）を用いてベンジルアルコー

ルとアニリンとの反応をキシレン中 130 ℃で 20 時間行ったところ、PS-DPPBz を配位子とし

て用いた際に 25%収率で目的とする N-ベンジルアニリンが得られた。この活性は、対応する

可溶性配位子 DPPBz を用いた場合と同程度であった。Ru3(CO)12や RuCl3をルテニウム源とし

た検討や各種溶媒検討を行ったが、収率の低下がみられるのみであった。一方、モノ P 配位

特性を有するシリカゲル担持かご型ホスフィン Silica-SMAP[4]や Silica-TRIP[5]では反応が全く

進行せず、不均一系触媒においてもビスホスフィン配位子の優位性が示された。 
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表 1. ベンジルアルコールを用いたアニリンの N-アルキル化反応における配位子効果 

 
 

４ ま と め 
 ルテニウム触媒を用いるアルコールによるアミンのアルキル化反応に固相担持ホスフィン

配位子を適用した。ポリスチレン架橋ビスホスフィン PS-DPPBz は、対応する可溶性配位子

DPPBz と同程度の触媒活性を示した。今後は固定化ビスホスフィン配位子の中心骨格や担体

の構造改変を行うことで、触媒活性の向上が期待される。 
 

参考文献 
[1] Obora, Y. ACS Catal. 2014, 4, 3972–3981. 
[2] Bähn, S.; Imm, S.; Neubert, L.; Zhang, M.; Neumann, H.; Beller, M. ChemCatChem 2011, 3, 

1853–1864. 

[3] Iwai, T.; Harada, T.; Shimada, H.; Asano, K.; Sawamura, M. ACS Catal. 2017, 7, 1681–1692. 
[4] Hamasaka, G.; Kawamorita, S.; Ochida, A.; Akiyama, R.; Hara, K.; Fukuoka, A.; Asakura, K.; 

Chun, W. J.; Ohmiya, H.; Sawamura, M. Organometallics 2008, 27, 6495–6506. 
[5] Iwai, T.; Konishi, S.; Miyazaki, T.; Kawamorita, S.; Yokokawa, N.; Ohmiya, H.; Sawamura, M. 

ACS Catal, 2015, 5, 7254–7264. 
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Creation of crystalline metal oxides with porous structure and their 
catalyst application 

 

Department of Material and Life Chemistry, Kanagawa University 

Wataru UEDA 

 

Crystalline microporous materials, such as zeolites, are of great importance in the 

applications of catalysis, adsorption, and separation. Compared with zeolites, zeolitic 

transition metal oxides comprised of metal-oxygen octahedra are very rare. Only a few 

examples of microporous transition metal oxides are reported. There are, however, 

several problems in the materials, including poor structure diversity, un-opened 

micropores, low surface area and porosity, and main group element dependence. 

Therefore, new progresses in this field have been expected. One of an inventive method 

for obtaining zeolitic transition metal oxides seems to be an assembling of metal-oxygen 

fragments using a bottom up approach. By this approach, we are synthesizing a new 

catalog of zeolitic materials based on vanadotungstate (VT), which exhibits high 

structural diversity and microporosity. Two isomeric frameworks, denoted as VT-1 and 

VT-5, are constructed by cubane clusters, [W4O16], with V linkers, which are able to be 

synthesized using different structure directing agents. The materials show good 

adsorption property and catalytic activity.  

 
1. Material synthesis and characterization   

The materials were synthesized by a hydrothermal method with a precursor solution 

obtained by mixing dissolved tungstate with 

vanadyl sulfate in water. The countercation 

species, K+ or trimethyl ammonia, directed 

the formation of VT-1 and VT-5, respectively. 

XRD patterns and FTIR spectra 

demonstrated that they were isomeric 

materials.  

 
2. Structural characterization   

The basic structure of VT-1 was confirmed 

by HAADF-STEM (Figure 1a). The ordered 

arrangement of 4 light spots was observed in 

the (100) plane, which was attributed to the 

[W4O16] units in the crystal. The periodically 

packing of the [W4O16] units in the (100) 

 

Figure 1: HAADF-STEM (up) and 

corresponding structure models (down) 

of a) VT-1 in the (100) plane and b) VT-5 

( ) ( ) ( )
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plane was identical to the proposed structure. The window of the cavity was observed, 

which was surrounded by eight WO6 octahedra. HAADF-STEM image of VT-5 in the a-b 

plane exhibited a hexagonal distributed pattern, and the channels vertical to the a-b 

plane were observed (Figure 2a).  

For VT-1, four tetrahedrally linked W-O octahedra formed the building block, [W4O16], 

which were connected with six V ions in an octahedral fashion. The micropore was 

surrounded by eight-member ring. In the case of VT-5, the assembly manner of the 

[W4O16] units was different. Two [W4O16] units connected with each other via three V 

linkers, forming a secondary unit with a trigonal symmetry. Six V ions further linked the 

secondary units to form a porous network.  

 
3. Adsorption property 

Surface area and micropore volume of VT-1 were 310 m2/g and 0.102 cm3/g, respectively. 

Pore-size distribution exhibited a narrow distribution with a diameter of 0.49 nm. 

Furthermore, the micropores of VT-1 and VT-5 were accessible to variety of small 

molecules such as, CH4, C2H6, C3H8, n-C4H10, H2O, CO2, acetone, methanol, and ethanol 

(Figure 2).  

4.  Catalytic activity  

The zeolitic VT represented another catalyst design concept that simultaneously 

achieved an order complex microporosity and redox properties in a single crystal, which 

would offer new opportunities for improving the activity and indicated the potential of the 

zeolitic transition metal oxides in catalysis.  

VT-1 acted as an efficient catalyst for NH3-SCR. The activity of VT-1 continually 

increased with increasing temperature. When the temperature reached 120 oC, the 

conversion of NO reached 70% with 100% of N2 selectivity. The structure was remained 

after reaction at 120 oC, which indicated that the material was stable enough to achieve 

high activity without structural collapse. The activity of VT-1 was strikingly higher than 

that of the single metal oxides, such as VO2, V2O5, and WO3.  

 

Figure 2: a) Adsorption isotherms of alkanes for VT-1 at 25 oC, adsorption 

isotherms of small molecules for b) VT-1 and c) VT-5 at 25 oC. 
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超短パルス光を用いた光励起状態の 

コヒーレンス消失過程の研究 

 
                 北里大学理学部化学科 丑田公規 

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所 中村一隆 

 

 

１ はじめに 
コヒーレンス（状態の⼲渉性）は量⼦状態の最も顕著な特徴のひとつである。孤⽴した原⼦、分⼦では
コヒーレンスは⽐較的⻑い時間保持されるのに対して、固体物質では⾮常に短時間（フェムト秒ーピコ
秒時間スケール）で失われてしまう。我々は、フェムト秒レーザーを⽤いた時間領域分光法を⽤いるこ
とで、固体物質中の電⼦状態やフォノン量⼦状態のコヒーレンス消失時間を求め、その物理過程を明ら
かにすることを⽬的に研究を⾏っている。 
２ 研究目的 
本共同利⽤研究では、光励起状態のコヒーレ
ンス消失過程を実時間計測することを⽬的
として、フェムト秒レーザーパルスを⽤いた、

ポンプ・プローブ型の２次元分光システムの

開発を⾏った。 

３ 研究成果 
使⽤したフェムト秒レーザーは Coherent 社
MIRA seed で、パルス幅 100fs で中⼼波⻑
800nm の近⾚外パルスを発振する。励起レー
ザーにはダイオード励起 Verdi を⽤いていた
が、パワー安定性が低いために、新規の励起
レーザー（Sprout）を導⼊した。また、フェ

ムト秒レーザーの安定性を向上させるために、

光学定盤を囲い空調の⾵の影響を抑えると

共に温度空間分布を抑えた。フェムト秒レー
ザーからの光をビームスプリッタで２つにわけ、ポンプ・プローブ型の過渡反射光強度測定装置を組み
⽴てた。さらに、ポンプ光を２つに分け、パルス対で励起できるようにした。ポンプパルス間の時間
遅延とポンプパルス・プローブパルス間の時間遅延の２次元の時間制御に関するデータ取得が可能であ

る。ただし、このシステムではポンプパルス・プローブパルス間の時間遅延を固定し、反射光を分光器
に導き分光測定することで２次元分光を⾏うことにした。半導体 GaAs 単結晶を試料として、過渡反射
光分光測定を⾏い、作成した装置の動作確認を⾏った。図１に過渡反射光の２次元スペクトルの例を
⽰す。 
 

 

図１ GaAs のポンププローブ過渡反射計測によ
る２次元分光スペクトル。縦軸はポンプパルス間
の時間遅延で、横軸はプローブパルスの反射光の
スペクトルである。 
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高温超伝導体を含む層状混合アニオン化合物に対するアニオン置

換に関する研究 

 
                 慶應義塾大学理工学部  神原陽一 

 

 

１ はじめに 

  混合アニオン層状化合物(Mixed Anion Layered Compounds: MALC)型鉄系高温超伝導体の 1 つであ

る Sr2TMFePnO3 (TM: 遷移金属, Pn: P, As)は 21113 系と呼ばれる。21113 系は鉄系高温超伝導体の電気

伝導を支配するFePn層とキャリアブロック層として働く, ペロブスカイト関連遷移金属酸化物層が相

互に積層した結晶構造を示す。21113 系結晶中のペロブスカイト関連遷移金属酸化物層は、酸素欠損量

の変化により系の電子相/磁性相を変化させる働きが期待される。我々は 21113 系の 1 つである

Sr2VFeAsO3の多結晶に着目し、その格子体積と酸素欠損量()の線形関係を仮定して Sr2VFeAsO3の電

子磁気状態相図の作製を行った。1 

ペロブスカイト関連酸化物や混合アニオン化合物は、格子中の酸素サイトに水素負イオン(H)が部

分置換する場合がある。すなわち、酸素欠損と H部分置換を誤認する恐れがある。2,3 我々の

Sr2VFeAsO3の電子磁気状態相図は、本研究開始時は水素量を分析しておらず「酸素サイトへのH部分

置換は無視できる」の仮定のある状況であった。 

２ 研究目的 

 過去の Sr2VFeAsO3の電子磁気状態相図における「酸素サイトへの H部分置換は無視できる」の仮定

の可否を検証するため、昇温脱離分析(TDS)装置(電子科学株式会社, TDS1200)を用いた多結晶試料中

の水素定量を行った。 

３ 研究成果 

 試料としてその格子体積より=0.140, =0.267, =0.664 と酸素欠損量を決めた多結晶試料を用いた。

=0.140、 =0.267、=0.664 の多結晶試料中に含まれる水素量は、化学式あたり 0.02 wt%、0.03wt%、

0.02 wt%であった。この数値は、多結晶の主相である 21113 相の酸素欠損サイトに水素が置換された

場合の水素量に対して無視できる程度に小さく、の増加量に対してほとんど変化しない。 Sr2VFeAsO3

の電子磁気状態相図の作製に用いた多結晶試料中の「酸素サイトを部分置換した水素負イオン」は存

在が確認できなかった。すなわち「酸素サイトへのH部分置換は無視できる」は実験事実となった。 

本研究により、我々は自ら作製した Sr2VFeAsO3の電子磁気状態相図の妥当性を検証し、確定した。4 

４ ま と め 

  本研究は Sr2VFeAsO3の電子磁気状態相図の妥当性を検証し、その信頼を確定した。 

 

1. Y. Tojo, et al, NS22013, Tokyo, Japan, November 2013. 

2. Y. Muraba, et al, Inorg. Chem. 54, 11567-11573 (2015). 

3. J. Bang, et al, J. Am. Chem. Soc. 136, 7221-7224 (2014).  

4. Y. Tojo, et al, arXiv: 1802.03907 (2018).                                  
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ビスマスおよびチタンを含むパイロクロア型酸化物 

の高圧合成と特性評価 

 
                山梨大学大学院医学工学総合研究部 

附属クリスタル科学研究センター  熊田伸弘 

 

 

１ はじめに 

申請者らはこれまでに水熱反応やソフト化学的手法によって多くの新しい酸化物を合成し、その結晶構

造や特性を明らかにしてきた 1)。高圧処理によってイルメナイト型の NaBiO3
2)および AgBiO3では構造相

転移を生じることを見い出した。水熱反応や高圧法によって通常の固相反応では合成できない 5価の Bi

を含む化合物を合成できる。また、2価の Snと 4価の Tiを含む化合物である Sn2TiO4は溶融塩を用いた

反応によって合成することができた 3)。このように異常原子価を持つ化合物の合成には特殊な合成手法

が必要である。 

 

２ 研究目的 

Bi、Sn および Tiを含むパイロクロア型酸化物に注目して、単一相の合成およびその特性評価を行う。

Biと Ti を含むパイロクロア型酸化物では溶液法によって Bi2Ti2O7が合成でき、この化合物は加熱処理

あるいは高圧処理によって分解することが既に報告されている 4-6)。最近、固相反応および水熱反応を

用いて Sn あるいは Na を添加することによって Bi と Ti を含むパイロクロア型酸化物が合成できるこ

とを見出いしたが、単一相として単離することができていない。そこで、この系について単一相の合

成を試み、その特性評価を行うことが本研究の目的である。 

 

３ 研究成果 

SnO、Bi2O3およびルチル型 TiO2を出発物質として種々のモル比で湿式混合し、窒素気流中で 1100℃

で焼成することでパイロクロア型酸化物の合成を試みた。その結果、SnO:Bi2O3:TiO2 比が

0.16:0.29:0.55 の時に最も不純物の少ないパイロクロア型酸化物を合成することができた。この化合

物の化学組成は(Bi1.8Sn0.2)(Ti1.7Sn0.3)O6.9で、2 価の Sn が A サイト 4 価の Sn が B サイトを占めている

と考えられた。放射光粉末 X線回折データを

用いた Rietveld 法による結晶構造の精密化

を行ったところ、Rwp = 12.42% および Rp = 

8.30%で、格子定数は a = 10.4354(1)Å であ

った。図１に Rietveld 法による放射光粉末

X線回折プロファイルを示す。このパイロク

ロア型化合物の誘電率の周波数依存性およ

び温度依存性を図 2 に示す。室温での誘電率

は 70 程度で温度上昇および周波数の低下と
Fig. 1 Rietveld refinement profile for 
(Bi1.8Sn0.2)(Ti1.7Sn0.3)O6.9. 
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ともに誘電率が増大する傾向に

あった。また、紫外線照射下に

おいてフェノールの分解の光触

媒活性が認められた(図 3)。水熱

反応で合成されるパイロクロア

型 Na0.32Bi1.68Ti2O6.68 では光触媒

活性は認められないことから 7)、

2 価の Sn が導入されることによ

って光触媒活性を発現すること

がわかった。UV-vis スペクトル

から求めた光学的バンドギャッ

プはパイロクロア型 Na0.32Bi1.68Ti2O6.68では 2.5eV、パ

イロクロア型(Bi1.8Sn0.2)(Ti1.7Sn0.3)O6.9では2.8eVであ

った。 

 

４ ま と め 

 SnO、Bi2O3 およびルチル型 TiO2 を出発物質とした固

相 反 応 に よ っ て パ イ ロ ク ロ ア 型

(Bi1.8Sn0.2)(Ti1.7Sn0.3)O6.9を合成することができ、その

結晶構造の精密化を行った。誘電率は 70 程度で、紫

外線照射下においてフェノールの分解の光触媒活性

が認められた。通常の固相反応ではパイロクロア型化

合物の生成する組成範囲が狭いので 2 価の Sｎがより

多く導入できるように高圧法による合成を試みる。 

 

５ 参考文献 

1) N. Kumada, J. Ceram. Soc. Jpn., 121, 135-141 (2013). 

2) O. Naa, N. Kumada, A. Miura, T. Takei, Azuma, Y. Kusano, and K. Oka, Inorg. Chem., 55, 

5547-5549 (2016). 

3) N. Kumada, Y. Yonesaki, T. Takei, N. Kinomura and S. Wada, Mater. Res. Bull., 44, 1298-1300 

(2009). 

4) I. Radosavljevic, J. S. O. Evans and A.W. Sleight, J. Solid State Chem., 136, 63-66 (1998). 

5) A. L. Hector and S. B. Wiggin, J. Solid State Chem., 177, 139-145 (2004). 
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Fig. 2 Frequency dependence (left) and 
temperature dependence of dielectric constant 
for (Bi1.8Sn0.2)(Ti1.7Sn0.3)O6.9. 
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Fig. 3 Time dependence of phenol 
degradation for (Bi1.8Sn0.2)(Ti1.7Sn0.3)O6.9 

and Na0.32Bi1.68Ti2O6.68 under UV-light 
irradiation. 

- 171 -



 

 

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 

 
                 横浜国立大学大学院工学研究院機能の創生部門  黒田義之 

 

 

１ はじめに 

我々人類の直面する環境問題、エネルギー問題、資源問題解決の観点から、物質を高効率に合成す

る高機能触媒の開発が急務である。この様な目的に資する高機能な固体触媒を得るためには多孔質構

造の制御が重要である。しかし、ゼオライトやメソポーラスシリカに代表される無機多孔体の多くは

固体酸である。このため、アルドール反応等の有機合成化学上重要な反応に適用するためには多孔性

の固体塩基触媒の開発が求められる。 

層状複水酸化物（layered double hydroxide, LDH）はアニオン交換性の層状化合物である。構成元素と

して Mg、Al を含む Mg–Al 型 LDH は、熱処理により塩基性の Mg–Al 複酸化物に変換されるため、従

来より固体塩基触媒として利用されている。[1] また、Mg–Al 複酸化物を不活性雰囲気中で再水和するこ

とで、層間に OH–を有する塩基性の LDH を調製することもできる。[2] しかし、LDH は金属カチオンと

塩基との反応による共沈法で調製されるため、結晶成長が早く、その制御は困難である。従って、LDH

及び複酸化物を骨格として多孔体を調製することで、高活性な固体塩基触媒が調製できると考えられ

る。 

近年、筆者らは三脚型配位子（tris(hydroxymethyl)aminomethane; THAM）を結晶成長抑制剤として用

いることで、粒径が 10 nm 程度と非常に小さく、かつ水に高分散な LDH ナノ粒子の合成に成功してい

る。[3] この様な LDH ナノ粒子をビルディングブロックとして用いることで、LDH 及び複酸化物を骨格

とする多孔体を調製できると考えられる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、LDH ナノ粒子をビルディングブロックとして用いた多孔性固体塩基触媒を調製し、そ

のナノ構造制御を目的とした。昨年度の共同利用研究において、高比表面積を有するメソポーラス

Mg–Al 複酸化物（MMO）の調製に成功し、Knövenagel 反応に活性を示すことを明らかにしている。

本年度は高活性が期待される OH–型 LDH の合成を目指し、合成方法を改良した。 

 

３ 研究成果 

LDH は炭酸等のアニオンとの親和性が高いため、イオン交換により OH–型 LDH を合成した報告は

無い。一方、LDH を一度焼成して酸化物とした後、二酸化炭素を排して水和すると、LDH が再構築さ

れ、OH–型 LDH が得られるとされている（再構築法）。[2] しかし、焼成の際に粒子が凝集してしまう

ため、ナノ粒子の高比表面積を活かすことができない。そこで、本研究では再構築の際に三脚型配位

子を添加し、再構築とナノ粒子合成を同時に行う新プロセスを開発した（図 1）。 

 出発物質には、通常の共沈法で合成した LDH 粗大粒子を用いた（粒径約 85 nm, 図 2a）。これを
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450 °C で焼成し、複酸化物粒子を得た（図 2b）。

この際、粒径に変化は見られなかった。この複

酸化物を純水に分散させ、再水和させた。XRD

より、LDHへと構造変化したことを確認した。

また、この際も粒径に顕著な変化は見られなか

った（図 2c）。この様に、通常の再構築法では

LDH の粒径を大幅に変化させることなく反応

が進行した。 

一方、複酸化物を 1.0 M THAM 水溶液に分散

させたところ、LDH ナノ粒子が得られた。XRD

より、LDH に帰属される回折線が観測される

ものの、ピークはブロードであり、結晶サイズ

の減少が示唆された。SEM 観察より、生成物

は平均粒径約 12 nm のナノ粒子であった。この

様に、三脚型配位子を用いることで大きな粒子

を出発物質としてもナノ粒子を得ることがで

き、焼成による凝集の問題を解決できる見通し

が立った。 

再構築のメカニズムはこれまで多くの議論

がなされており、原子が相対的な位置を保持し

つつトポタクティックに構造変化するという

説[4]と、複酸化物が一度溶解して再析出しなが

ら LDH へ変化する溶解再析出[5]の 2 説が提唱されている。今回の結果は、トポタクティックな構造変

換では説明することができない。再構築の少なくとも一部は溶解再析出が主体となって進行し、析出

過程で三脚型配位子が結合して結晶成長を抑制したと考えられる。 

 

４ ま と め 

三脚型配位子を用いることで、再構築法においてもLDHナノ粒子が得られることが明らかとなった。

これにより、高活性な OH–型 LDH を用いて固体塩基触媒の材料設計が可能になると期待される。今後

は再構築法による OH–型 LDH ナノ粒子の合成と、その触媒能評価が課題である。 

 

５ 参考文献 

[1] B. F. Sels, D. E. De Vos, P. A. Jacobs, Catal. Rev. 2001, 43, 443. 

[2] K. Ebitani, K. Motokura, K. Mori, T. Mizugaki, K. Kaneda, J. Org. Chem. 2006, 71, 5440. 

[3] Y. Kuroda, Y. Miyamoto, M. Hibino, K. Yamaguchi, N. Mizuno, Chem. Mater. 2013, 25, 2291. 

[4] T. Sato, H. Fujita, T. Endo, M. Shimada, React. Solids 1988, 5, 219–228. 

[5] T. S. Stanimirova, G. Kirov, Appl. Clay Sci. 2003, 22, 295–301. 

 

 

 
図 1. 本研究の概要. 

 

図 2. (a) LDH 粗大粒子, (b) LDH 粗大粒子から得られ

た酸化物 , (c) 通常の再構築による生成物 , (d) 

THAM 存在下での再構築による生成物の SEM 像. 
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合成梁の塑性変形能力に基づく耐震性能評価指標の策定 

 
                 千葉大学大学院工学研究院建築学コース  島田 侑子 

 

 

１ はじめに 

現行の耐震設計において，構造要素は十分な塑性エネルギー吸収能力をもたせるために，接合部が先

に破壊を生じないよう保有耐力接合の条件を満たす必要がある．この保有耐力接合の条件は純鉄骨骨組

については示されているが，床スラブがついた合成梁についてはいまだ示されていない．合成梁として

の保有耐力接合の条件を明らかにすることは，耐震工学的に重要である．筆者らは，既往の実験結果か

ら合成梁が塑性ヒンジを形成する際の耐力(塑性耐力)と合成梁端接合部の最大耐力の計算式について

実験結果に基づく検討を行い，塑性耐力に対する最大耐力の比の形で，合成梁としての接合部係数の計

算手法を示してきた．しかし，合成梁の接合部係数をどの程度の値とすれば保有耐力接合を満足すると

言えるのかについては，そもそも合成梁の塑性変形能力がどれほどあるのかを明らかにし，接合部係数

との対応関係を示さなければならない．破断により終局を迎える合成梁の塑性変形能力は，既往の研究

より，柱･梁及びスラブの断面形状やディテール，また頭付きスタッドによる合成効果の影響を受ける

と考えられる． 

２ 研究目的 

本研究では合成梁の塑性変形能力に影響を与えるパラメーターに関するものとして，頭付きスタッド

の終局せん断耐力に着目する．頭付きスタッドの終局せん断耐力がどのように計算されるかで，完全合

成梁・不完全合成梁の判断が変化し，筆者らがすでに示した合成梁としての接合部係数の算定方法の適

用範囲が変わる可能性がある．そこで頭付きスタッドの押し抜き試験のデータベースを構築し，各種合

成構造設計指針・同解説 1)に示された終局せん断耐力の計算値と，実験での終局せん断耐力値との関係

を示し，より実験での終局せん断耐力を再現する耐力式を検討することを目的とする． 

３ 研究成果 

既往文献2)3)を基に，スタッドの押し抜き試験で得られた終局せん断耐力に関するデータベースを構

築した．ここで収集した等厚スラブの試験体は259体（φ9～φ25）であり，これらについて文献1)に

よる耐力の計算値（以下，設計値）calqsと実験結果による終局せん断耐力（以下，実験値）expqsを比較

して図1に示す．同一設計値でも実験値のばらつきが大きく，これは設計値が頭打ちに設定されている

EcFc ≧900の範囲で顕著である．そこで，この頭打ちをなくしても実験値を適切に評価できる補正式

を検討した．ここでは，実務面で適用しやすいように，現行の設計式に簡易な補正係数を乗じた形態

とし，主に補正係数について検討を行う．補正係数は現行の設計式が作成された経緯より，スタッド

の寸法やコンクリート，鋼材の材料強度などの各種の因子による計算式とする．現行の設計式に乗じ

る補正係数と各因子の影響度を検討するため，因子の組み合わせについて，重回帰分析を行った．因

子は現行の設計式に用いられているsca，Ec，Fc，及び欧米の設計指針で因子として用いられているL/d，

Fuとした．重回帰分析は，これら5つの因子が全て示されていないと実施できないので，条件に当ては

まる等厚スラブの試験体192体を分析対象とした．最も実験値と対応する組み合わせは5つの因子全て
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を含んだ場合であり，この場合の回帰分析結果を式で表すと式(2)となる． 

0.50
6.7 1.02 0.31 0.30 0.12

s sc c c u

L
q e a E F F

d
    

                (2) 

現行の設計式に乗じる等厚スラブの場合の補正係数の式を検討する．まず，式(7)の各因子にかかって

いる指数を簡易にして整理し，現行の設計式と共通する部分を除すると，補正係数は式(3)で表される． 

0.12 0.12

0.19 0.20 0.19 0.20

1.22
2.44

0.5

u u

c c c c

L L
F F

d d
E F E F

  
                    (3) 

 次に，の計算をより簡易にするため，式(3)中にあるEcやFc，Fuの部分を実数に近似変換する．文献

4)を参考に，各因子の平均値（Ecの平均値は23753.95N/mm2，Fcの平均値は38.06N/mm2，Fuの平均値は

466.02 N/mm2）を代入し，さらに線形近似をとった補正係数 'は式(4)のように表される． 

' 1.2913

1.2913*0.363 0.47L L

d d

 

 
                 (4) 

式(4)による終局せん断耐力をmodqscとする．modqscと実験で得られた終局せん断耐力expqsとの相関関係を

図2に示す．modqscは概ねexpqsとよい対応を示すことがわかる． 
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図 1 設計値と実験値の比較         図 2 補正係数×設計値と実験値の比較 

 

４ ま と め 

頭付きスタッドの終局せん断耐力に関して，押し抜き試験に関するデータベースを整理し，簡単に

実験値を精度良く評価するために，設計式に乗じる簡易な補正係数を検討した．補正係数は諸因子の

組み合わせについて，全 26Case の重回帰分析から最も対応関係のよい組み合わせとなった Case を選

び，係数部分を実数に変換して算出した．このようにして求めた補正係数を用いた終局せん断耐力の

補正式は，設計式よりも実験値を適切に評価していることが確認された．  

 
参考文献  

1) 日本建築学会：各種合成構造設計指針・同解説 第 2版，2010 

2)  平間ちひろ，他 3名：頭付きスタッドを用いた押抜き試験のせん断耐力に関する文献研究 スラブ形状・破壊種別とスタッ

ド軸径に着目した包括的かつ俯瞰による分析，日本建築学会構造系論文集，第 82巻 第 735 号，pp.745-751, 2017.5 

3) 島田侑子，他 4 名：頭付きスタッドの設計式に関する考察，鋼構造年次論文報告集，第 24 巻，pp.103-110，2016.11 

4) 平城弘一，他 2名：頭付きスタッドの強度評価式の誘導－静的強度評価式－，構造工学論文集，Vol.35A，pp.1221-1232，1989 
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Ba を添加した La2Mo2O9 の相転移現象 

 
                 京都大学大学院エネルギー科学研究科  高井 茂臣 

 

 

１ はじめに 

立方晶 La2Mo2O9(β 相)は高温では安定化ジルコニアより高い酸化物イオン伝導率を示すが，580℃以下で

は単斜晶(α 相)に相転移して電気伝導率は 1～2 桁低下する．しかし La の一部を La2-xBixMo2O9 のように Bi

やBaで置換すると，立方晶の構造を室温まで維持できることが知られている．Biの置換量が比較的少ないx = 

0.06 程度の組成では，中温度領域でアニールすると α – β 相転移よりも低温側で比較的小さな熱異常が観測

される．我々はこれが β 相に類似した別の相(β’)への相転移と考え，転移エンタルピーのアニール温度および

アニール時間依存性から緩やかに生じる相転移の速度論を議論してきた[1]． 

また La の一部を Ba で置換した試料 La2-xBaxMo2O9-x/2 (x = 0.08)でも中程度の温度領域でアニールを施した

ところ，Biで置換したものと同様の熱異常が観測されることがわかってきた．しかしBaで置換した系については，

速度論的な解析を行うには至っていない．Ba2+と Bi3+では，La3+と置換することによって酸化物イオン空孔濃度

を変化させることができるため，これらの比較は相転移の空孔濃度依存性を議論する上で重要である．そこで

本研究では，La2-xBaxMo2O9-x/2 系のβ’に関する相転移挙動について調べることにした． 

２ 実験 

サンプルの La2-xBaxMo2O9-x/2は固相反応法によって合成した．化学量論比の La2O3，BaCO3および MoO3を

出発物質とし，1 次および 2 次焼成温度は 500℃および 1000℃とした．結晶相の同定は研究室既設の X線回

折計(Ultima-IV)を用いて行った． 

なお組成については，当初 x = 0.08 の予定であったが，予備実験の結果 x = 0.06 の方が熱異常を検出しや

すいことから，後者の組成を選んだ． 

３ 研究成果 

La2-xBaxMo2O9-x/2 (x = 0.06)について様々な温度で 5 時間アニールし，450℃付近で観測される熱異常の吸

熱量を Fig. 1 にプロットした．400℃付近で最大値を示し，相転移温度に向かって緩やかに減少していった． 

また，400℃でアニールしたときの吸熱量のアニール時間依存性を Fig. 2 にプロットした．50～100 時間で飽

和する挙動が観測され，核発生-核成長の挙動が予想された． 

４ ま と め 

La2-xBaxMo2O9-x/2 (x = 0.06)においても中間温度領域でアニールすることによりβ’相が出現することを確かめ，

その成長はAvramiプロットに載ることがわかった．現在DSCで得られた吸熱量を校正しており，速度定数の活

性化エネルギーなどを Bi で置換した系と比較してゆく予定である． 

 

[1] S. Takai, K. Chisaka, H. Kawaji, T. Yao, T. Esaka, Solid State Ionics, 262, 540-542, 2014. 
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Fig. 1 Endothermic heat at ’- phase transition around 450oC 
plotted against annealing temperature. 
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Fig. 2 Annealing time dependence of the measured endothermic heat 
at the transition.  Annealing was carried out at 400oC. 
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ブレース付きラーメン架構において 

柱面の補強の有無が柱の構造性能に及ぼす影響 

 
宇都宮大学 中野達也 

１ はじめに 

近年の建築物の大スパン化に伴い，柱に角形鋼管を用いたブレース付きラーメン構造の採用が増加し

ている．当該構造で問題になるのは，角形鋼管柱の面外変形に起因する①ブレース接合部の構面外回転

剛性の低下と，②ブレースの軸力伝達性能の低下である．これらへの対策と，周辺軸組材が損傷するの

を防ぐことを目的として，ブレース接合部の周辺には様々な補強材を取り付けることが推奨されている． 

現行のブレース構造の設計法では，ガセットプレートなどが角形鋼管柱に取り付く部分で局部的な面

外変形を生じないように補強が求められている．他方で，共同研究者の吉敷准教授の研究成果からは柱

内部の補強が不要であることを示唆する結果が得られている．しかし，検討内容がブレースの軸力伝達

性能に限定され，柱材としての構造性能が充分に議論されていない． 

 

２ 研究目的 

そこで本研究では，ブレース接合部の軸力伝達機構ならびに構面外曲げ抵抗機構を明らかにすること，

柱面の面外剛性および補強の有無が，ブレースの軸力伝達性能だけでなく，柱材としての力学性能に及

ぼす影響を明らかにすることを目的とする．本報では，昨年度に報告したブレース端接合部の回転剛性

と曲げ耐力の評価式を改良し，有限要素法解析による広範なパラメトリックスタディの結果と照合して

評価精度を検討した結果をまとめる． 

 

３ 研究成果 

ブレース端接合部の回転剛性について，板の曲げ理論およびサンブナンの薄板ねじりを考慮した評価

式を構築した．支配パラメータは，G-PL の曲げ剛性（板厚），サイドスチフナによる補強高さ比，ス

カラップ欠損比の 3 種類となった．評価式による計算値は，G-PL の板厚が小さいほど，サイドスチフ

ナ枚数が多いほど，解析値を過小評価する傾向があった．解析値／計算値は 0.79～1.63 の精度であった． 

ブレース接合部の曲げ耐力について，G-PL 崩壊型とサイドスチフナ崩壊型を想定して，降伏線理論

による全塑性曲げ耐力の評価式を構築した．評価式による計算値は，G-PL 板厚が大きいほど解析値を

過小評価する傾向があった．解析値／計算値は 0.90～1.12 の精度であった．一方，崩壊型の評価として

はモードの変化点を捉え切れておらず，サイドスチフナの板厚が小さい範囲で，計算値は解析値を過大

評価している傾向があった． 

 

４ まとめ 

ブレース端接合部の回転剛性と曲げ耐力の評価式を改良し，有限要素解析から得られた解析値を工学

的に充分な精度で評価することができる評価式を構築した．今後は，柱に軸力を作用させたブレース付

ラーメン架構の FEM 解析を行い，柱面の面外剛性や柱内部の補強の有無が，軸力保持材としての柱の

力学性能に及ぼす影響を検討する． 
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損傷位置保証型鉄筋コンクリート骨組への座屈拘束ブレース 

の適用に関する研究 

 
                 千葉大学大学院工学研究院  毎田 悠承 

 

１ はじめに 

圧縮・引張の弾塑性域で安定した履歴特性を有する座屈拘束ブレース 1）（以下，BRB）は鋼構造骨組

を中心に普及している．BRB は鉄筋コンクリート（以下，RC）骨組においても耐震性確保に有効であ

る．RC 骨組における BRB は柱や梁の交叉部に鋼製のガセットプレート（以下，G.PL）などを介して接

合されるが，G.PL は周辺部材の変形を拘束するため，RC 骨組では短柱化の問題が懸念される．しかし，

この問題を避けるために梁のみに BRB を接合しようとすると，BRB 接合部となる梁端部は地震時には

塑性ヒンジを形成するため BRB 本来の性能を発揮できない可能性がある．そこで本研究では BRB 接合

部に，梁の塑性ヒンジ位置を柱面から離す方法であるヒンジリロケーション（以下，HR）技術 2）を採

用する．HRを施していれば，BRB接合部の損傷が抑制されBRBを有効に機能させられると考えられる．

HR 技術は 1970 年代頃から Paulay ら 2）が行った研究が始まりとされ，近年では石川ら 3）により RC 柱

梁接合部の損傷抑制のために実用化が試みられている．既報 4）などでは，BRB 接合部を有する HR を施

した RC 梁の実験を行った．実験から，HR を施すことで BRB 接合部の変形を抑制させることができた． 

２ 研究目的 

本研究では，実験 4）を再現する非線形有限要素解析を行い，解析モデルの有効性を確認する．また，

そのモデルを用いて BRB 接合部における HR の設計に関して，パラメトリックに検討する．今年度は主

に BRB 接合部のコンクリートの主応力度分布に着目した． 

３ 研究成果 

３．１ 有限要素解析の概要 

３．１．１ 対象とした実験および試験体 

解析対象とした試験体の諸元を表 1 に，実験セットアップを図 1 に示す．試験体はスパン中央を反曲

点位置として切り出した片持ち梁である．実験では BRB の挙動は油圧ジャッキで荷重制御することに

より再現した．BRB は G.PL を介して梁に接合した．梁への G.PL の接合として 2 種の方法を考案した． 

1 種目は G.PL とクッションプレート（以下，C.PL）を梁の上下から PC 鋼棒によって圧着した PC シリ 
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図 1 セットアップ 
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⊕ 
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基準 PC-U EP-U PC-HR EP-HR

端部

中央部

- PC EP PC EP

試験体名

梁

b ×D [mm] 275×450
4+2-D19(SD490) 4+4-D19(SD490)
4+2-D19(SD490) 4-D19(SD490)

端部主筋

中央部主筋

スタブ

b ×D [mm] 700×450
主筋 14-D19(SD490)

せん断補強筋 6-D6@100(USD685)

あばら筋
4-D6@100(USD685)
4-D6@150(USD685)

G.PL接合方法

表 1 試験体諸元 

（b：幅，D：せい） 
試験体名称 
PC：PC 鋼棒による圧着接合，EP：埋め込み鋼板による接合 
U：ヒンジリロケーションなし，HR：ヒンジリロケーションあり 

- 180 -



 

ーズである．2 種目は G.PL を兼ねた鋼板を梁に埋め込み，鋼板の頭付スタッドボルト（以下，単にス

タッド）により梁と一体化させた EP（Embedded Plate）シリーズである．以上，2 種の BRB 接合方法

に HR の有無を組み合わせた 4 体と，HR 無の梁のみの基準試験体を含めて計 5 体を解析対象とした．

実験の詳細については，文献 4）を参照されたい． 

３．１．２ 解析モデル 

解析には“FINAL Ver.11.”5）を用いた．3 次元解析として，形状・載荷の対称性を利用して試験体の半

分をモデル化した．解析モデルを図 2 に示す．コンクリート，鋼板には六面体要素を用い，鉄筋にはト

ラス要素を用いた．コンクリート－鉄筋間の付着すべりは考慮せず，完全付着とした．G.PL および埋め

込み鋼板とコンクリート間には接合要素を挿入して，せん断特性を与えた．PC 鋼棒はトラス要素でモ

デル化し，その要素に初期応力を与えることで圧着力を再現した．頭付スタッドはティモシェンコ梁要

素でモデル化した． 

３．１．３ 材料構成則 

【コンクリート】コンクリートの主応力度と等価一軸ひずみ関係の詳細については，文献 6）を参照さ

れたい． 

【鋼材】鋼材の応力度－ひずみ関係は引張試験を基にバイリニア型にモデル化した． 

３．１．４ 載荷・境界条件 

載荷は，BRB 軸力 PBRB を G.PL 端部に一定で与えながら，梁自由端に一方向の強制変位B を与えた．

本解析では，正負での BRB 軸力作用下の RC 梁や BRB 接合部の挙動の把握を目的としたため，正負そ

れぞれの方向において単調載荷とした．境界条件は切断面を Y 方向ローラー支持，スタブの底面（実験

時，反力床に接する面）を固定支持とし，正側載荷時はスタブ上面を，負側載荷時はスタブ下面を固定

支持とした． 

３．２ 有限要素解析の結果 

解析より得られた梁のせん断力 QB－部材角 RB関係を実験結果と比較して図 3 に示す．いずれの試験

体においても耐力，剛性ともに解析値と実験値は比較的良い対応を示しており，本解析モデルの有効性

が確認された． 

 

 

 

 

 

 

３．３ 有限要素解析モデルによるパラメトリックスタディ 

３．３．１ 目的 

前節までに作成した解析モデルを用いて，HR 梁における BRB 接合部の挙動に関して，石川ら 2）の研

究を参考に，BRB 軸力を考慮した HR 曲げ終局強度比h（=Mfu/Mf= (Mfu/Mh)(lh/lf)）（HR 断面が曲げ終局

強度計算値 Mhu に到達したときの柱面位置の作用モーメント Mfに対する BRB 軸力を考慮した柱面位置

断面の曲げ終局強度計算値 Mfu の比（図 4 参照））に着目して検討する． 

３．３．２ パラメトリックスタディモデルの概要 

パラメトリックスタディモデルの諸元を表 2 に示す．曲げ終局強度の算出には，Mhu は靱性指針 7）の 

：スタッド（梁要素） 

：鋼板（六面体要素） 
：鉄筋（トラス要素） 

EP-U（鉄筋，鋼板） 
Z 

Y 

X 

PBRB 
全モデル共通（コンクリート，鋼板） 

+ 
- 

：コンクリート（六面体要素） 

- 

+

強制変位B 

図 2 解析モデルおよび載荷 

QB[kN] 300 

-300 

RB[rad] 

0.025 -0.025 

（a）PC-U 

解析 
実験 

図 3 梁のせん断力－部材角関係 

QB[kN] 300 

-300 

RB[rad] 
0.025 -0.025 

（b）PC-HR 

解析 
実験 
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曲げ終局強度略算式を，Mfu は RC 規準 8）の引張軸力作用時の曲げ

降伏モーメント略算式を用いた．h が 1.14，0.93，0.81 の計 3 種の

HR を施した RC 梁に，EP，PC による計 2 種の BRB 接合方法を適

用した計 6 種のモデルで比較した．それぞれのモデル名は「BRB 接

合方法-h 値」とする．梁・スタブの断面寸法，スパン，せん断補強

筋量は実験試験体と同一とした．なお，h1.14 モデルは実験試験体

と同一の配筋とした梁であり，実験時の HR タイプのh は 1.14 であ 

ったことになる．載荷は前節までと同様とした．ここで

は不利な条件として，BRB 軸力が引張となる正側載荷の

みを対象とした． 

３．３．３ パラメトリックスタディの結果と考察 

【コンクリートの主応力度分布】EP シリーズモデルの

RB=1/50rad 時における梁端周辺のコンクリートの最小主

応力度分布を図 5 に示す．切断面は図 5 左端に示す位置

である． 

 図 5 から，HR 断面付近の主応力度はh の違いによる 

差は見られない．柱面位置付近に着目すると，h 0.93，h 0.81 モデルでは圧縮縁コンクリートの要素で

圧縮軟化，圧縮破壊が見られる．一方，h 1.14 モデルでは圧縮軟化要素が一つのみ見られる．h が 1.0

以上となる HR 梁においても，圧縮縁コンクリートの主応力度は HR 断面位置よりも柱面位置で大きく

生じる傾向にあることが分かる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ま と め 

本研究では HR 梁における BRB 接合部の挙動に関して，h に着目して検討した．大変形時まで BRB

を有効に機能させるためにはh は 1.14 以上で，且つより大きな値となるように設計すべきであることが

分かった． 
【参考文献】 
1） 藤本盛久，和田章，佐伯英一郎，渡辺厚，人見泰義：鋼管コンクリートにより座屈を拘束したアンボンドブレースに関する

研究，構造工学論文集，Vol.34B，pp.249-257，1988.3 
2） T. Paulay, et al.: Shear effect on Plastic Hinges of Earthquake Resisting Reinforced Concrete Frames, Bulletin D'information 132, 

Committee Euro Inter, du Beton, 1979.4 
3） 石川裕次ほか：鉄筋コンクリート造ヒンジリロケーション接合部の耐震性能，構造工学論文集，Vol.61B，pp.59-69，2015.3 
4） 毎田悠承，曲哲，吉敷祥一，坂田弘安：柱非拘束型の座屈拘束ブレース接合部を有する RC 梁の実験，コンクリート工学年

次論文集，Vol.35，No.2，pp.985-990，2013.7 
5） 伊藤忠テクノソリューションズ(株)：FINAL/V11 HELP，2011.7 
6） 毎田悠承，曲哲，吉敷祥一，坂田弘安：鉄筋コンクリートコッターのせん断抵抗機構，コンクリート工学年次論文集，Vol.34，

No.2，pp.613-618，2012.7 
7） 日本建築学会：鉄筋コンクリート造建物の靭性保証型耐震設計指針・同解説，1999.8 
8） 日本建築学会：鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 2010，2010.6 
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梁曲げモーメント分布 
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Mmu 梁曲げ終局強度曲線 

図 4 BRB を取り付けた HR梁 

 h1.14*  h0.93  h0.81
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1段筋 4-D19 4-D19 4-D19

2段筋 - - -

372 304 262
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1.14 0.93 0.81

HR断面の曲げ

終局強度計算値M hu[kNm]

HR曲げ終局強度比 h

モデル名

配筋

梁端部断面

HR断面

BRB軸力を考慮した柱面位置

の曲げ終局強度計算値M fu[kNm]

表 2 パラメトリックスタディモデルの諸元 

※主筋種別は全径で SD490 とし，鉄筋・コンクリートの材料特性

は実験時の材料試験結果を用いた．*実験の HR タイプと同一配筋 

図 5 RB=1/50rad 時の最小主応力度分布（EPシリーズ） 
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最⼩値：-97.1N/mm2 

（a）h1.14 

最⼩値：-76.1N/mm2 

（b）h0.93 

G.PL区間 HR断⾯ 
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圧縮破壊要素： 

切断⾯ 

- 182 -



 

 

新無機機能材料の電子構造と材料設計 
 

独立行政法人国立高等専門学校機構 北九州工業高等専門学校 松嶋茂憲  

 

１ はじめに 

  化合物半導体には様々な欠陥種が存在し、その欠陥固有の電子状態によって多種多様な物性が発現す

るため、欠陥の種類と量を制御することにより材料設計が可能となる。近年では、新機能性材料の設計

において第一原理計算が強力なツールとして活用されており、実験結果の解析や機能の起源を解明す

るために広く利用されている。 

 

２ 研究目的 

 第一原理計算により材料機能の起源を解明する手法を習得することを目的とした。計算の対象として、

Ⅲ-Ⅴ族化合物半導体であるウルツ鉱型を有する窒化アルミニウム (AlN) を選択した。AlN はその広い

バンドギャップと紫外線透過性から、紫外 LED デバイス材料として注目されている。 

 

３ 研究成果 

 第一原理計算は、平面波基底 PAW 法[1] (VASP[2-4]) に基づいて実施し、交換相関項は一般化密度勾

配近似 (GGA) の枠内で取り扱った。欠陥種として、Al 空孔 (VaAl), N 空孔 (VaN), Al サイト Mg (MgAl), 

N サイト O (ON), 格子間 H (Hi1: 八面体サイト, Hi2: 四面体サイト) を考慮した。欠陥形成エネルギー

は、72 原子 (3 x 3 x 2) を含むスーパーセルを用いて評価した。その際、拡張型 FNV 法を用いて欠陥

形成エネルギーを補正した[5]。Fig. 1 には、Al-rich および N-rich 条件下における欠陥形成エネルギー

のフェルミレベル依存性を示している。n 型の AlN においては、N 空孔の形成エネルギーが低くなっ

ているのに対し、p 型の AlN においては Al 空孔の形成エネルギーが低くなっている。Al サイト Mg は、

浅いアクセプターとして働くため、p 型伝導性に寄与すると考えられる。N サイト O および四面体サ

イトの格子間 H は、伝導帯下端付近にドナー準位を形成する。このため、これらは浅いドナーとして

働くことが期待される。一方、八面体サイトの格子間 H は伝導帯下端から約 1.2 eV 離れた位置にドナ

ー準位を形成することから、キャリア生成には関与しないことがわかった。 

Fig. 1.  (a) Al-rich および (b) N-rich 条件下における欠陥形成エネルギーのフェルミレベル依存性 
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４ ま と め 

 本研究では、第一原理計算により欠陥固有の電子状態に起因する材料特性を明らかにする手法を学ん

だ。その計算対象として窒化物半導体である AlN を例にとり、各欠陥種の形成エネルギーのフェルミ

レベル依存性を評価した。今後は、既知材料だけでなく新規機能材料の設計も同様に行う。 
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鋼構造制振建物における合成梁の 

弾塑性挙動に関する解析的検討 

 
                 東京理科大学 松田頼征 

 

 

１ はじめに 

 制振部材（以下、ダンパー）を取り付けることで建物の損傷制御と応答低減を可能にする制振構造が

広く普及しており、中でもダンパーを着実に取付けられる鋼構造建物に多く適用されている。その主架

構は鉄骨梁・柱・ガセットプレート・コンクリートスラブ（以下、スラブ）で構成されことが典型であ

り、これらが最適な剛性と耐力を有することで、ダンパーを十分に機能させることができる。また、弾

性に留まることを目標に設計されるが、想定以上の地震動などで損傷する場合には、各構成部材に固有

の非線形挙動が生じ、それらの相互作用によって主架構の挙動が支配される。そのため、主架構の弾塑

性挙動を精確に把握することの必要性は高い。 

スラブが有する非線形挙動はコンクリートの引張・圧縮破壊とスタッドの降伏がある。制振構造の主

架構を対象にして、スラブの非線形挙動を含めた各構成部材の相互作用、ひいては主架構の挙動に及ぼ

す影響を示した研究は、著者が知る限り行われていない。今後、スラブの影響を包括した研究の実施が

必要であると考えられる。 

  

２ 研究目的 

本研究の目的は、軸力と複曲率曲げを受ける合成梁を対象に、合成梁を構成する部材の弾塑性、ひい

ては主架構の挙動に及ぼす影響を明らかにすることで、鋼構造制振構造における主架構の設計法の確立

に資することである。そのために、実験と解析による検討から多数の支配要因の影響度を明確にする。

今年度は、来年度に実施を予定している縮小試験体の載荷実験に先駆けた数値解析を行い、合成梁を構

成する部材の弾塑性挙動について検討する。 

 

３ 研究成果 

３．１ 解析概要 

数値解析モデルの全体像を図 1 に示す。下

柱と接合される治具の下端を固定端、試験体

上部にある載荷治具に上柱と接合されるクレ

ビスを剛接合し、加力点に強制変位を与える。 

柱は曲げ変形、軸変形、せん断変形を考慮し

た梁要素でモデル化している。ダンパーは、鋼

材ダンパーと取付けた場合を対象として、そ

の履歴は Menegotto-Pinto2), 3)モデルを用いる。 

 

図 1 解析モデル概要 

Damper
(Menegotto-Pinto)

Column
(beam-column element)
E, Icol, Acol, Acol,sh

Rigid Link

Fj, uj Loading jig
(beam-column element)
E, Ijig, Ajig, Ajig,sh
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合成梁のモデル化を図 2 に示す。文献 1)と同様

であり、鉄骨梁はマルチスプリングとせん断変形

のみを考慮した梁要素、スラブはトラス要素でそ

れぞれモデル化し、鉄骨梁とスラブの各要素はそ

れぞれの図心に配置し、スタッドと鉄骨梁図心を

剛体で繋ぐ。なお、ここではスタッドは剛体とし

ている。また、左右梁端のスラブ接触面では、ギ

ャップ要素を用いて柱とスラブの支圧と離間を

再現する。 

ガセットプレートは、図 3 に示すように、ダンパー軸方向とダンパー交差方向 4)の 2 つの部材に分け

てモデル化している。パネルは、図 4 に示すように、柱梁交点における梁端を繋ぐ節点と柱端を繋ぐ節

点を回転ばねで接続することでモデル化し、梁端と柱梁交点の柱側の節点および柱端と柱梁交点の梁側

の節点の回転角をそれぞれ等しくしている。 

鋼材の弾性係数 E は 205kN/mm2、降伏応力度 σy は 490N 級を想定して公称値の 1.1 倍に相当する

360N/mm2 とした。コンクリートについて、圧縮強度 Fc は 21N/mm2、引張強度 Ft は Fc の 1/10 として

2.1N/mm2、弾性係数は鋼材の 1/7 として 29.3N/mm2 とした。ガセットプレートは弾性として扱う。 

載荷は θ = ±1/800, ±1/400, ±1/200, ±1/100, ±1/67, ±1/50 を 2 サイクルずつ与える漸増振幅載荷を行う。

なお、θは上下のピン間の相対変位を区間長さで除した値である。 

３．２ 解析結果 

図5に鉄骨梁の降伏とスラブの圧縮破壊が生じた

θ を示す。ここで、本解析の正載荷時では、梁の左

側では正曲げと引張軸力が作用するため、軸力によ

って下フランジの歪は大きくなり、スラブの歪は軽

減される傾向にある。一方、右側では負曲げと引張

軸力が作用するため、軸力によって下フランジの歪

は小さくなり、スラブの歪は大きくなる傾向にあ

る。よって、鉄骨梁の下フランジは、左側ではスラ

ブが寄与しない負載荷時、右側では正載荷時に塑性

化している。 

図 6 に θ=1/200, θ=1/50 における鉄骨梁にかかる

曲げモーメント Ms と軸力 Ns、スラブにかかる軸力

Nc、スタッドにかかるせん断力 q の分布を示す。これらと合成梁に作用する曲げモーメント M と軸力 N

図 3 ガセットプレートのモデル化概要 図 4 パネルのモデル化概要 

剛体

剛体

ダンパー交差方向
ガセットプレート
（トラス要素）
E, Agc

ダンパー軸方向
ガセットプレート （梁要素）
E, Ig (=∞), Aga

剛体

回転ばね

鉄骨梁部分

MS 要素25 mm

せん断変形のみを
考慮する梁要素

鉄骨梁 （梁要素）
E, Is, As, As,sh

スラブ （トラス要素）
E, Ac /n

スタッド （梁要素）
E, Ist

ギャップ要素
（梁端のスラブ
  接触面のみ） 3H

剛体
（梁端のみ）

剛体

図 2 鉄骨梁及び合成梁のモデル化概要 

図 5 鉄骨梁の降伏とスラブの圧縮破壊が生じた θ 

①降伏 : θ=-0.0047
   (θ=±1/200 のサイクル )

⑦降伏 : θ=-0.0067
            (θ=±1/100 のサイクル )

②降伏 : θ=-0.0053
            (θ=±1/100 のサイクル )

③降伏 : θ=-0.0056
(θ=±1/100 のサイクル )

⑨圧縮破壊 : θ=-0.0100
(θ=±1/100 のサイクル )

⑤降伏 : θ=0.0063
            (θ=±1/100 のサイクル )

⑥降伏 : θ=-0.0037
            (θ=±1/67 のサイクル )

④圧縮破壊 : θ=0.0060
                   (θ=±1/100 のサイクル )

⑧圧縮破壊 : θ=-0.0070
(θ=±1/100 のサイクル )
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との力の釣合いを次式に示す。 

M=Ms-Nc∙yc, N=Ns+Nc, qi=Nc,i-Nc,i-1 

 

ここで、qi は左端から i 番目のスタッ

ド要素のせん断力、Nc,i は i 番目のスタ

ッド要素の右側に繋がるスラブ要素の

軸力である。図 6 から、上梁と下梁に

おける左側での Ns の大きさが、θ=1/200

以降で変化していないことが確認され

る。これは、Ns と釣合う Ncが圧縮強度

に達したためであり、これ以降では M

の増加に伴って Ms が増加する。 

図 7 に θ=±1/50 における塑性域上下

フランジの歪分布について上梁のもの

を示す。鉄骨梁の塑性化領域は、正曲

げを受ける場合では梁せいの 2 倍程度

の比較的長い範囲の下フランジ、負曲

げを受ける場合では端部の上下フラン

ジに集中していることが確認される。

歪の大きさについては、正載荷時と負

載荷時で共に正曲げを受ける梁端の下

フランジが負曲げ側のものに対して大

きく、θ=+1/50 で 1.3 倍、θ=+1/50 で 1.1

倍であった。なお、下梁についても、同様であった。 

 

４ ま と め 

 本研究では数値解析により、合成梁を構成する部材の弾塑性挙動について検討した。 

 

参考文献 
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pp.791-801，2016.4 
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図 6 θ=1/200 と 1/50 での Ms, Ns, Nc, q 分布 
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図 7 θ=±1/50 での塑性域と上下フランジの歪分布 
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インジウム酸硫化物の高圧合成 

 
                 北海道大学 大学院工学研究院  三浦 章 

 

 

１ はじめに 

 硫化物や酸硫化物は、新規エネルギー材料として超伝導体や熱電材料、光触媒として盛んに研究され

ている。そのなかでも、LaOBiS2や LaOInS2をはじめとする層状酸硫化物は、これらの層状構造に起因

する二次元的な構造を制御することで、電子構造を変化させ、熱電特性の向上や超伝導転移温度の向

上が報告されている。Bi を In に変えた LaOInS2は、可視光照射下での水素および酸素の発生(光触媒

能)を確認している（A. Miura, M Nagao et al., J. Mater. Chem. A 2017）。LnOInS2 においては、

Ln-O 層の希土類置換による化学圧力によって硫化物層(In-S 層)の結合を制御することが予想されるため、新

規超伝導体や、光触媒や圧力センサーなどの創出が期待できる。 

 

２ 研究目的 

本研究では、希土類を La からイオン半径の小さな希土類である Ce や Pr へと変更することで、In-S

層に化学圧力を印加した新規化合物の合成と、その特性を明らかにすること目的とした。 

 

３ 研究成果 

CeOInS2の合成を目指して、以下の反応を常圧と高圧の両方で行った。 

CeOCl + NaInS2 →CeOInS2 ＋ NaCl 

常圧下では期待した合成反応が起きたが、高圧下では反応が

進行しなかった。一つの理由としは高圧では NaCl の溶融がお

こらず、フラックスとして作用しなかったことが考えられる。

合成に成功した CeOInS2の 100 K, 300K および 700 K での X

線回折の結果、700K で直方晶から正方晶の転移が観測された。

また、CeOBiS2が 1.2 K で超伝導転移をしめすため、常圧で合

成した CeOInS2の磁化率測定を行ったが、2 K 以上での超伝導

転移は観測されなかった。常磁性的なふるまいを示し、価数

はおおよそ３価と見積もられた。また、電子伝導特性の温度

依存性は半導体的な挙動を示した。 

 

４． ま と め 

新規酸硫化物である CeOInS2の合成に成功した。CeOInS2は 2 K 以

上で常磁性的なふるまいをしめし、半導体的な伝導特性を示した。                    

Fig. 1 Structure of CeOInS2 
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液中レーザプロセスによるナノ粒子の作製と工学的応用 
                 東京工業大学 物質理工学院 和田裕之 

１ はじめに 

ナノ粒子は各分野で様々な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。

その中でもレーザを用いた作製法として、液中レーザアブレーション法と液中レーザ溶融法が注目

されている。前者は液体中のターゲット材料に強いパルスレーザ光を照射してナノ粒子分散溶液を

得るもので、後者は液体に分散したナノ粒子に弱いパルスレーザ光を照

射して高い結晶性の球状ナノ粒子を得るものである。 

２ 研究目的 

本研究では、液中レーザアブレーション法により無機および有機ナノ

粒子を作製し、その光学的応用を検討する。また、液中レーザ溶融法に

より窒化物の球状ナノ粒子を作製し、この応用を検討する。 

３ 研究成果 

液中レーザアブレーション法：無機ナノ粒子(YVO4:Eu)1 

超純水中で作製した YVO4:Eu ナノ粒子は、Fig. 1 の走査型電子顕微鏡

(SEM)写真に示す様に楕円体形状であったが、エタノール中では Fig. 2

に示す様に球状となった。これはナノ粒子生成時にエタノール分子が粒

子表面に吸着したことなどが考えられる。この球状ナノ粒子は Fig. 3 の

透過型電子顕微鏡(TEM)写真に示す様に高い結晶性を示し、蛍光測定で

は Eu3+の 4f 軌道に起因する強い発光が観察された。 

液中レーザアブレーション法：有機ナノ粒子(ナフタロシアニン)2 

ナフタロシアニンナノ粒子の生成が確認され(Fig. 4)、動的光散乱法に

よる 2 次粒径は照射レーザのフルエンスの増加と共に減少することが分

かった。表面にはカルボキシル基が生成し、フルエンスの増加と共に正

のゼータ電位が減少することが明らかになった。このナノ粒子を用いて

近赤外光による光音響イメージングを行ったところ、ナノ粒子化前の原

料より高い造影効果を示すことが分かった(Fig. 5)。 

液中レーザ溶融法：窒化チタン球状ナノ粒子(TiN)3 

照射レーザのパルス幅をナノ秒からピコ秒に変えると、TiN 球状粒子

の粒径が小さくなり、球状化に必要なフルエンスも減少した。これらは

粒子の温度上昇と降下のプロファイルと関連していることをシミュレー

ションにより示した。 
参考文献 

1. Haohao Wang, Osamu Odawara, Hiroyuki Wada, Appl. Surf. Sci. 425 (2017) 
689. 

2. Ryuga Yanagihara, Tsuyoshi Asahi, Yukihide Ishibashi, Osamu Odawara, 
Hiroyuki Wada, Jpn. J. Appl. Phys. 57 (2018) 035001. 

3. Shota Sakaki, Ken-ichi Saitow, Masanori Sakamoto, Hiroyuki Wada, Zaneta 
Swiatkowska-Warkocka, Yoshie Ishikawa, Naoto Koshizaki, Appl. Phys. 
Express 11 (2018) 035001. 

Fig. 1. SEM image of 
nanoparticles in water1. 

Fig. 2. SEM image of 
nanoparticles in ethanol1. 

Fig. 3. TEM image of 
nanoparticle1. 

Fig. 4. SEM image of 
nanoparticles2. 

Fig. 5. Photoacoustic 
image of (a) nanoparticles, 
(b) microparticles and (c) 
water (Red: photoacoustic 
image, white: ultrasonic 
image)2. 

200 nm 

200 nm 
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ペロブスカイトニオブ系固溶体の合成、構造及び物性に関する研究 
 

                 国⽴研究開発法⼈ 産業技術総合研究所 王 瑞平 
 

 
１ はじめに 

圧電材料の積層体は、低い駆動電圧で⼤きな変位特性が得られ、センサーやアクチュエータとして利⽤されている。
現在実⽤化されている圧電積層体の殆どはチタン酸ジルコン酸鉛(Pb(Zr,Ti)O3, PZT) 圧電セラミックスと Ag/Pd
内部電極で構成されている。環境に有害な元素鉛を含むことに加え、コストが⾼い。そのため、近年、内部電極材料
にニッケル Ni 等の卑⾦属を使⽤することにより、圧電積層体の安全化・低価格化の研究が活発である。 

ビスマスイオン Bi3+は、鉛イオン Pb2+と同じ電⼦構造を持つため、鉛フリー圧電材料によく含まれている。しかしなが
ら、Pb や Bi は、還元焼結過程で⾦属化されるため、Ni 内部電極との共焼結ができない。従って、Ni と共焼結でき
る⾼性能な鉛フリー＆ビスマスフリー圧電セラミックスの開発が必要である。 

 
２ 研究⽬的 

我々は、0.92(Na0.5K0.5)NbO3-xBaZrO3-(0.08-x)(Bi0.5Li0.5)TiO3 (x= 0.00 - 0.08)固溶体において、
MPB の形成により、電気機械結合係数 kp〜56％、圧電定数 d33~420pC/N の鉛フリー圧電セラミックスの開発
に成功した。本研究では、上記固溶体のビスマスイオン Bi3+をランタンイオン La3+で置換し、⾼性能な鉛フリー＆ビス
マスフリー圧電セラミックスの開発を⽬指す。 

 
３ 研究成果 

0.92(Na0.5K0.5)NbO3-xBaZrO3-(0.08-x)(La0.5Li0.5)TiO3 (x= 0.00 - 0.08)試料を固相反応法により
作製した。試料の粉末 X 線回折(XRD)パターンを図１に⽰す。全ての組成は、ペロブスカイト単相構造である。x < 
0.05 の試料が、正⽅晶構造、x > 0.07 の試料が、菱⾯晶構造を持ち、x = 0.05~0.06 で、MPB が形成され
ている。誘電率の温度依存性(図２)から、試料の⽴⽅晶-四⽅晶相転移温度(キュリー温度)は x にほぼ依存せず、
220~230℃近傍にあることがわかる。x > 0.05 の試料は、室温近傍にもう⼀つの相転移が存在する。これは、四
⽅晶-菱⾯晶相転移で、XRD の結果と⼀致する。試料のキュリー温度 tc1、四⽅晶-菱⾯晶相転移温度 tc2、電気
機械結合係数 kp、圧電定数 d33 と室温の誘電率𝜀 を表１に⽰す。MPB 近傍の組成は、圧電特性が⼤幅に向
上され、⾼い特性を⽰す。kp と d33 の最⼤値はそれぞれ〜56%(x=0.06)と〜300pC/N(x=0.05)である。 

 
４ まとめ 

⾼性能な鉛フリー＆ビスマスフリー圧電セラミックスを開発した。ビスマスフリー系は、ビスマス含有系と同じ kp を持つ
が、d33 が低下した。Bi3+と La3+は、価数が同じで、イオンサイズの差もほぼないが、電⼦構造が異なる。La3+の電⼦
構造は[Xe]で、Bi3+の電⼦構造は[Xe]4f145d106s2 である。La3+置換することにより、Bi3＋の持つ 6s2 孤⽴電
⼦対がなくなる。このことは、圧電特性への影響が⼤きいと考えられる。 
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図１ 粉末 X線回折パターン 

図２ 誘電率の温度依存性 

表１ 試料の誘電・圧電特性 
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第 10 回先進セラミックス国際会議 (STAC10－The Tenth 
International Conference on the Science and Technology for 

Advanced Ceramics) 

 
                 国立研究開発法人物質・材料研究機構  大橋  直樹 

 

 

１ はじめに 

STAC は先端のセラミックス科学技術研究に特化した国内発の国際会議であり、東京工業大学 応用セ

ラミックス研究所（現：東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所）が主体となって

2006 年 5 月に第 1 回を開催した。第 1 回、第 3回、第 5 回、第 8 回会議（STAC-1, 3, 5, 8)では東京

工業大学 応用セラミックス研究所が主催し、第 2回および第 7回（STAC-2, 7)は東京工業大学 工学部

無機材料工学科（現：東京工業大学物質理工学院 材料系）が、第 4回、第 6回、第 9回（STAC-4, 6, 9）

は物質材料研究機構が主担当として開催し、それぞれで実行委員会を組織した。今回が 10回目の会議

である。 

 

２ 研究目的 

各回ごとに主担当組織がそれぞれの特徴を出して会議の重点領域を決めるとともに、特別セッション

や共同開催会議を通して時々の最先端の研究テーマを取り入れてきた。例えば，STAC-1，STAC-3 では

新材料開発・界面・測定技術といった基礎的なトピックに重点が置かれていたのに対し，STAC-2 では

伝統的なセラミックスから機能・生体セラミックスまで全般的なトピックを網羅し、STAC-4 では構造

材料・材料設計に重点が置かれた。STAC-5 では特異構造無機材料・金属融合技術を、STAC-8 では元素

戦略および計算材料科学及びガラス／非晶質材料の先端科学を重要テーマとしており、STAC-9 では透

明酸化物材料の国際会議（TOEO-9）との共催を行っている。今回の STAC-10では革新材料における元素

戦略および先端コンピュータシミュレーションを駆使した次世代材料の設計と探索を重点テーマとし、

物質材料研究機構が企画する NIMS Special Session も開催した。 

 

３ 研究成果 

招待講演 38 件、口頭発表 53 件、ポスター発表 76 件の計 167 件の論文発表があり、199 名が参加し

た。STACの特徴として、毎回主催機関と重点領域が変わることが挙げられる。近年の STAC では、STAC8 

では元素戦略および計算材料科学及びガラス／非晶質材料の先端科学を重要テーマとしており、STAC9 

では透明酸化物材料の国際会議（TOEO-9）との共催を行っている。今回は特別セッションとして（1）

Computer-Aided Materials Design と（2）Oxide Semiconductor を取り上げた。口頭発表トピックス

は大別して（1）Advanced Materials、（2）Electronic and Magnetic Materials、（3）Optical materials、

（4）Chemical materials、（5）Structure materials、（6）Bio/medical/environmental materials、

（7）New processes、（8）Analysis and characterization の 8 つを選んだ。上記の特別セッション

を中心に、関連の強い 2 分野以上をジョイントセッションとし、異分野の研究者が相互のセッション
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に参加する工夫をした。 

1日には Solid-State Chemistry、Catalyst、Dielectric Materials、NIMS Special Session: Oxide 

Semiconductor の 4 セッションについて 34 件の口頭発表が行われた。2 日は Glasses、Advanced 

Bio-material、Engineering Ceramics、Ferroelectrics、Solid-State Chemistry の 5セッションにつ

いて 29 件の講演が行われた。 ポスターセッションでは、1 日に 34 件、2 日に 42 件の発表があった。

STAC4 よりポスター論文賞が新設されている。今回は、学生、若手研究者の中から、First Prize Poster 

Award 2 件、 Poster Award 5 件が選ばれた。 2日夜には懇親会を開催し、133 名が参加した。招待講

演者である Prof. Choy にご挨拶をいただき、Prof. Wakai より 2018 年度の STAC11 は NIMS が中心とな

って開催する旨が報告された。3 日は Special Session: Computer-Aided Materials Design, 

Engineering Ceramics, Spectroscopy の 3セッションにおいて 28件の口頭発表が行われた後に、閉会

となった。最終日にもかかわらず多数の出席者があった。 

 

参加者の集合写真 

 

４ ま と め 

2017 年 8 月 1 日～3 日にメルパルク横浜において、第 10 回先進セラミックス国際会議 

(STAC10－The Tenth International Conference on the Science and Technology for Advanced 

Ceramics) が開催された。参加国は、開催国である日本の他、韓国、中国、台湾、シンガポ

ール、インドネシア、インド、USA、ロシア、ウクライナ、イギリス、イタリア、ノルウェー、

ルーマニアと、全世界広域にわたり、セラミックス材料の科学から応用までを広く扱う日本

発の国際会議としてプレゼンスを示すことが出来た。 
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第 2 回負熱膨張と関連物質に関する国際シンポジウム 

(2nd International Symposium on Negative Thermal Expansion and 

Related Materials: ISNTE-II) 
           

名古屋大学  竹中康司 

 

１ はじめに 

社会の持続的発展や環境の保全といった観点から、廃熱の有効利用や熱電変換などに代表される「熱

マネジメント」に高い関心が集まっている。熱膨張制御はその中核技術の一つであり、精密プロセスや

光学という伝統的な分野にとどまらず、パワーエレクトロニクスや 3次元集積半導体デバイス（3D IC）

といった先端的エレクトロニクス、さらには燃料電池といったグリーンテクノロジーまでを含む広範な

産業分野で、その革新が求められている。 

 

熱膨張制御の最有力な方法が、温めると縮む「負熱膨張材料」を用いることである。この負熱膨張に

関しては、この 10年で新物質発見が相次ぎ、世界的な関心も高まっている。それを受けて、2015 年 10

月に、北京で第 1回負熱膨張国際会議（International Symposium on Negative Thermal Expansion and 

Related Materials: ISNTE-I）が開催された。一口に「負熱膨張」と言っても、様々なメカニズム、材

料系が存在しており、これまではそれぞれの分野が個別に研究を進めていた。世界的な関心の高まりが、

負熱膨張に関する研究者を統合して、負熱膨張に関する議論を深めようとする機運を生み、第 1回の国

際会議開催につながった。 

 

２ 研究目的 

負熱膨張材料研究の一層の進展と、その中での我が国のプレゼンス確立を目指して、第 2回目の会合

（ISNTE-II）を東京工業大学で企画した。本共同利用研究の代表者である竹中は、近年の巨大負熱膨張

材料の先駆けともいえる「逆ペロフスカイト型マンガン窒化物」を発見し（Appl. Phys. Lett. 2005）、

2017 年にはこれまで最大の体積収縮量を有する超巨大負熱膨張材料「層状ルテニウム酸化物」を発見

した（Nature Commun. 2017）。また、対応教員の東は、電荷移動型と呼ばれる負熱膨張機構を有し、

層状ルテニウム酸化物が発見されるまでは最も大きな負の線膨張係数であった「ビスマス・ニッケル酸

化物」を発見した（Nature Commun. 2011）。これらの成果を中心に、我が国の研究が国際的な負熱膨

張研究を主導してきたといえるが、中国を中心とした諸外国の研究進展も著しい。第 2回目を我が国で

主催することは、近い将来に展開されるであろう産業化・実用化のイニシアティブを確固たるものにす

ることも目的としている。 

 

３ 研究成果 

2017 年 12 月 12 日～15 日に東京工業大学すずかけホールで、第 2 回負熱膨張国際会議 (The 2nd 

International Symposium on Negative Thermal Expansion and Related Materials: ISNTE-II) が開

催された。招待講演 27件、一般講演（ポスター講演）28の計 55件の発表があり、国内外から76名が
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参加した。ISNTE-II の特徴は、口頭発表は全て厳選された招待講演としたことである。「物質・材料

の垣根を取り払う」という目的達成のため、当該分野の主要な研究者ほぼ全てが、国内外から招待講

演者として集まった。トピックスとして、Open Framework Materials (8 件)、Ruthenates (2 件)、

Charge/Orbital Ordering (3 件)、Magnetic Materials (4 件)の 4 分類に加え、関連分野として

Fundamental Physics (3 件)と Advanced Measurement (5 件)の 2 分類を設けた。さらに、基調講演 2

件からなる Review Session を会議の冒頭に設けた。この基調講演により、様々な研究背景を持つ参加

者の間で当該分野の現状や今後の展望・課題などが共有でき、その後の活発な議論につながった。 

 

ポスターセッションでは、大学院学生を含む若手研究者により 28件の発表があった。Open-Framework 

and Other NTE/ZTE Materials (8 件)、Charge/Orbital-Order and Related Materials (12 件)、Magnetic 

Materials (8 件)の 3 つに分類され、関連する話題で議論しやすいよう配置などを工夫した。ISNTE-I

ではなかった試みとして、若手研究者奨励のため、Poster Award を新設した。招待講演者を中心とす

るシニアの参加者の投票によりGold Poster Award 2 件、 Silver Poster Award 3 件、Bronze Poster 

Award 3 件が選ばれた。これまで最大の体積変化量を有する新物質の発表など、質の高い講演が多く、

当初は合計で 5名程度を想定していたが、それでは収まらず、7名を表彰した。授賞式プレゼンターは、

Review Session で最初に基調講演をした英国 Durham 大学教授の J. S. O. Evans 氏が務めた。同氏は

著名な負熱膨張材料 ZrW2O8の発見者として名高い。 

 

本会議のもう一つの特徴は、民間企業からの積極的な参加であり、負熱膨張材料の量産に取り組む国

内材料メーカー2社による量産品の展示をはじめ、ポスター講演 1件、聴講者 7名の参加を得た。新規

負熱膨張材料の量産に関しては我が国が諸外国に先駆けて成功しており、国外の参加者は「すでに市販

のレベルにあるのか」と驚きを隠さない様子であった。 

 

3 日目の夜に懇親会を開催し、61名が参加した。本会議での招待講演者であり、ISNTE-I の Executive 

Organizer でもあった中国・北京科技大学教授の X. R. Xing 氏にご挨拶をいただいた。研究者に加え、

民間企業からの聴講者も参加し、交流が深められた。 

 

4 日目、全講演終了後、第 3回目の会議（ISNTE-III）が 2019 年 7月に英国 Edinburgh で開催される

ことが、次回会議の Executive Organizer である英国Edinburgh 大学教授の J. P. Attfield 氏より説

明された。 

 

４ ま と め 

諸外国の研究が、Open Framework と呼ばれる、結晶構造の特異性に根ざした物質群に集中している

のに対し、我が国の負熱膨張研究は、遷移金属化合物を中心とした強電子相関の物理をベースに、多彩

な物質群を舞台に展開されている。国内の招待講演者についてもその点を考慮して選出した。重層的な

我が国の負熱膨張研究の特色は本国際シンポジウムでも色濃く出ており、我が国の研究をアピールでき

たと考える。 
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バルクセラミックスの信頼性に関するワークショップ 

 
                 東京工業大学物質理工学院  安田公一 

 

1 はじめに 

 近年，海外のセラミックス企業も技術改良と経済性の追求により，急速に国際競争力を伸ばしつつあ

る．このような状況の中で，日本のセラミックス産業は，現状の製品に満足することなく，これまでと

は一線を画するような，さらに高い信頼性をセラミックス製品に付与し，また，これを実現するための

高度な製造技術と生産性を追求して，世界をリードしていく必要がある．これに加えて，燃料電池，DPF，

風力発電などのエネルギー・環境問題に対するセラミックス部品の適用に際しても，やはり，これらの

信頼性そのものが大きな課題となっている．そこで，セラミックスの信頼性向上をさらに一歩すすめ，

次世代のファインセラミックスを開発するためには，企業，公的研究機関，大学の研究者が一同に会し，

さらに，プロセス研究者と評価研究者が同じ土俵で議論して，製造時および稼働時の信頼性向上に資す

る新しい基礎科学と基盤技術を構築することが求められている. 

 これまでに，『セキュアマテリアル概念に基づいた次世代ファインセラミックスに関するワークショ

ップ』をフロンティア材料研究所と共催して，主に構造用セラミックスに関する話題提供を企業，公的

研究機関，大学の研究者にお願いして，それぞれ質問が出尽くすまで議論することにより，参加者全員

の理解が深まり，高信頼性を実現した次世代ファインセラミックスへの道筋に関する共通理解を図って

きた． 2016 年度の東京工業大学の改革に合わせて，これまでのワークショップの運営方法を継承しな

がらも，より広く，機能性セラミックスやバイオセラミックスなどをも対象とした『バルクセラミック

ス』の信頼性に関するワークショップに発展的に展開することを目的とし，本ワークショップを申請し

て，これまで，継続採択されてきた．このようなワークショップ活動を通して，フロンティア材料研究

所とワークショップ参加者との共同研究を促進する．  

 

2 ワークショップの目的 

本ワークショップでは，粉体プロセスで作られる機能性セラミックス，ガラス，バイオセラミックス，

エンジニアリングセラミックスなどのバルクセラミックス各分野の研究者が一同に会して，セラミック

スの高信頼性化を実現するための具体的な議論をし，その結果として，次世代バルクセラミックス開発

のための基盤技術と基礎科学の構築することを目的とする．また，このような高度な議論の中に，大学

院生などの若手研究者にも参加してもらって，１０年後，２０年後のセラミックス産業とその基盤科学

を担う人材育成についての効用も期待している． 

 

3 実施内容 

 バルクセラミックスの信頼性に関するワークショップを主眼とした研究会を 2 回開催した．以下に

その内容をまとめる． 

 

（１）2017 年度第 1回バルクセラミックス関するワークショップ 

   （第 20回バルクセラミックス研究会を兼ねる） 

   主催：東京工業大学フロンティア材料研究所国内ワークショップ 

   共催：日本セラミックス協会 次世代バルクセラミックス基板技術研究会 

   開催日：2017 年 6月 17 日（土）13：00-17：00 

   開催地：東京工業大学大岡山キャンパス南７号館 202 講義室 

   内容：   １．招待講演 

           13:00-15:00 吉見 享祐（東北大学） 
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                 『MoSiB 基合金の機械的性質に及ぼす TiC 添加の効果 

                     — ガスタービンやジェットエンジン用の新しい合金組成の 

                    組織最適化と高温強度の向上 — 』 

           15:00-17:00 小柳 潤（東京理科大） 

                          『一方向強化複合材料横引張強度の温度時間依存性 

                     – 有限要素法などの数値シミュレーションの活用事例 —』 

     参加者： 15 名 

   参加機関：8 機関（旭硝子，物材機構，東北大，横国大，大阪大，長岡技科大，東大，東京工業

大学） 

 

（２）2017 年度第２回バルクセラミックス関するワークショップ 

   （第 5回バルクセラミックス若手セミナーを兼ねる） 

   開催日：2017 年 9月 7日（木）〜9日（土） 

   開催地：ハートピア熱海 

   講演  

    特別講演１ 『成形と焼結』 

            篠原 伸広（旭硝子） 

    特別講演２ 『噴霧乾燥による粒子設計』 

            根本 源太郎（大川原化工機） 

        特別講演３ 『よくわかる！粉体・混相流シミュレーションの最先端技術』 

           酒井 幹夫（東京大学） 

    一般講演 

    １．『微構造制御に立脚した高性能セラミックスの開発』 

       髙橋 拓実（神奈川県立産業技術総合研究所） 

    ２．『気相法とレーザープロセスを活用したセラミックスコーティング』 

        伊藤 暁彦（横浜国立大学） 

    ３．『酸炭化物セラミックスの新展開：耐火物から機能性材料へ』 

        小林 亮太 (東京都市大学) 

    ４．『水熱合成法によるリン酸カルシウムの結晶形態の制御』 

       後藤 知代（大阪大学）   

        5. 『複合材料構造設計のための微粒子分散・集合状態の制御技術』 

           飯島 志行（横浜国立大学） 

      6. 『成形体の不均一構造に由来する不均一な緻密化挙動』 

        本堂 剛（長岡技術科学大学） 

    ７．『界面トポロジーによる焼結段階の分類』 

        大熊 学（東京工業大学） 

    ８．『多結晶ニオブ酸タンタル酸カリウムの合成と配向』 

           小野 悠綺（長岡技術科学大学） 

        9. 『化学気相析出法によるハフニア厚膜の高速合成』 

         松本 昭源 (横浜国立大学) 

    10.『柱状晶組織を有する配向性マグネシア膜の気相合成』 

       伊海 雅和 (横浜国立大学) 

    11.『光硬化反応を利用した配向焼結体の作製』 

       馬場 翔子（長岡技術科学大学） 

    12.『非水系で粒子集合構造が制御されたSi系湿式成形体のポスト反応焼結挙動』 

       森田 聖太郎（横浜国立大学）     

   参加者：20名 
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      参加機関：12 機関（ニッカトー，アスザック，大河原化工，神奈川県立産業技術総合研究所，

旭硝子，東京都市大，阪大，長岡技科大，東工大，東大，横国大） 

 

4 成果 

 本ワークショップの活動での議論の結果，予備的成果で以下の学会発表などが行われている． 

1) “Influence of Binder Layer of Spray-dried Granules on Occurrence and Evolution of Coarse defects in 
Alumina Ceramics during Sintering”, 

     Tsuyoshi HONDO, Kouichi YASUDA, Fumihiro WAKAI, Satoshi TANAKA, Journal of European 

Ceramic Society, 38 (20018) 1846-1852. 
2) 『成形方法に由来する不均一構造が緻密化挙動に与える影響 』 

  本堂 剛, 安田 公一, 若井 史博, 田中 諭  

    2017年度日本セラミックス協会年会予稿集, 2017.9/19-21,神戸大（神戸） 

3) 『各種のセラミックス多孔体の曲げ強度分布』 

  安田公一, 大西宏司，小野孝, 北英紀, 高橋学, 高橋洋佑, 田中諭, 樽田誠一,  

  本多沢雄, 光岡健, 武藤浩行, 山本周一, 吉澤友一  

  2017 年度日本セラミックス協会年会予稿集, 2017.9/19-21,神戸大（神戸） 

 

5 まとめ 

 本ワークショップでは，１つ 1 つの講演に際しては，質問時間の制限を設けずに，会場から質問が

出尽くすまで，議論を続けるという方式を採用し，平均すると，各講演に対して 1 時間程度の議論を

行った計算になる．これにより，様々な分野の研究成果に関して多面的に議論することができ，その

講演内容を専門とする研究者はプロフェッショナルな立場からの質問をし，また，その分野に詳しく

ない研究者は，素人ながらもそもそも論の質問をして，その講演の質疑が出尽くした段階では，参加

者全員の理解が，それぞれ深まったとのことであった．また，一番，勉強になったのは，質問をされ

た講演者自身であったとも言える． 

 こうした討論の結果，参加者同士で，共同研究の話が進んだ事例もあり，あるいは，そこまで行か

なくても，お互いに教え教えられということがざっくばらんにできるような雰囲気が，このワークシ

ョップの活動を通して培われたという印象を受ける．仮に，このことがすぐに何かの成果に結びつか

なくても，次世代ファインセラミックスの扉を開くための重要な基盤になっているとも考えられるの

で，そう言う意味で，このワークショップは，とても，有意義な議論と研究交流の場となっていると

考えられる． 

 また，今回特筆されることは，第２回ワークショップの実際の運営を，２０代３０代の若手研究者

が自主的に取り組んでくれたことである．少しずつではあるが，若手との世代交代も進み，次世代の

セラミックス研究者のネットワーク形成も図られていると言った印象を受けた． 

 ワークショップ経費は，主に，遠隔地からの参加者，あるいは若手の参加者の旅費として使用した．

普段，遠隔地であるが故，あるいは，自分自身の旅費を持たないために，中々，こういったワークシ

ョップに参加できない方からは，今回，旅費の補助があって，参加しやすくなって良かったと好評で

あった．このように，有意義な議論の他，研究者の相互交流，若手の育成という意味でも，有効な成

果をもたらしているので，今後も，東京工業大学フロンティア材料研究所の共同利用研究として，こ

のワークショップが継続できるようにお願いしたい． 

 最後に．本ワークショップの受け入れ教員である若井先生には，ワークショップに積極的にご参加

の上，多数の質問やコメントをして頂き，ワークショップがとても興味深い議論の場となりました．

記して感謝の意を表します． 

 

以上        
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卓越した機能発現を目指した 
セラミックプロセッシングに関するワークショップ 

 
                  静岡大学  脇谷尚樹 

 

 

１ はじめに 

近年、世界的な規模でエネルギーや環境に対する意識が高まりつつあるが、この『意識』と『実現』

を橋渡しするものが高い性能を有するセラミックス材料の開発である。例えば、太陽光を高い効率で電

気に変換するためには新しい高効率の太陽電池の開発が必要であるが、太陽電池はシリコン、カルコパ

イライト、二酸化チタンといったセラミックスから構成されている。また、最近、圧電体を並べたマッ

トを人間が踏むことによって電気を発電する『発電床』等が開発されているが、圧電体は典型的なセラ

ミックスである。特に圧電体については近年の環境意識の高まりを受けて毒性のない非鉛系の新しいセ

ラミックスの開発が進められている。セラミックスはプロセッシングを制御することにより特性を大き

く変化させることが可能である。例えば、圧電体や磁性体には異方性があり、特定の方位に結晶の方位

を制御することにより最高の性能を実現することが可能になる。また、単に方位を制御するのみならず、

応力等の外的な要因を与えることによりその性能はさらに高めることが可能になる。本ワークショップ

はこの分野の第１人者である応用セラミックス研究所の神谷利夫教授を受け入れ教員、静岡大学大学院

工学研究科の脇谷尚樹教授を代表者として申請したものである（2011 年度より継続して開催）。 

 

２ 研究目的 

本ワークショップでは、薄膜、微粒子、バルク等幅広い形態の種々の機能性セラミックスについてプ

ロセッシングを最適化することにより卓越した機能を発現させることを目指している。この目的を達成

するため、本ワークショップでは多くのセラミックスの研究者によってプロセッシングが結晶構造、微

構造、ナノ構造、バンド構造やその他の物性に及ぼす影響について議論・検討を行う。 

 

３ 研究成果 

セラミックスプロセッシングを主眼とした研究会を２回（平成２９年９月９日（土）、平成２９年１

２月１０日（日））開催し、毎回３～４人の講師を招いて講演及び討論を行った。各回の講演日時・

講演題目・講演者を以下に列記する。 

 

__________________________________________ 

平成 29年度プロセス研究会 第 1回講演会 

（応用セラミックス研究所 共同利用研究） 

 

開催日：平成２９年９月９日（土） 

 

- 199 -



 

講演場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 南７号館 １階 １０１教室 

 

時間：１３：３０～１８：００ 

 

講演： 

１． 荻原 隆 先生（大研化学工業株式会社） 

題目：高圧水アトマイズ技術によるエレクトロデバイス向け銀粉末の研究開発 

 

２． 宇治原 徹 先生（名古屋大学） 

題目：高熱伝導度を実現する AlN ウィスカー材料の開発 

 

３． 安達 信泰 先生（名古屋工業大学） 

題目：ビスマス鉄ガーネットの液相法による合成とその応用 

 

４． 川口 昂彦（静岡大学） 

題目：ダイナミックオーロラ PLD 法を用いたセラミックス薄膜の成長 

 

__________________________________________ 

 

平成 29年度プロセス研究会 第２回講演会 

（応用セラミックス研究所 共同利用研究） 

 

開催日：平成２９年１２月１０日（日） 

 

講演場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 南７号館 １階 ２０１教室 

 

時間：１３：３０～１８：００ 

 

講演： 

１． 篠崎 和夫 先生（東京工業大学） 

題目：バッファー層による酸化物薄膜の成長制御  

 

２． 増田 淳 先生（産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター） 

題目：太陽電池モジュールの劣化現象 

   

３． 川口 昂彦（静岡大学） 

題目：ダイナミックオーロラ PLD 法を用いたMn3CuN 薄膜の成長  
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４ ま と め 

今年度で７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。磁場印加 PLD法の窒化物薄膜作製への適用、太陽電池モジュールの劣化現象、AlN

ウィスカーによる高熱伝導材料の開発からベンチャー化、などプロセス・応用両面の最先端研究に関す

る、これまでに無い新しい分野の情報交換がなされた。これにより、研究の幅が広がった・新しい知見

を得られた、などの意見が数多く聞かれ、参加者にとって有意義な研究会となった。また参加者間の協

力による新たな研究成果も得られつつある。研究会の参加者にもたいへん好評であることから、今後も

継続して研究会の開催及び共同利用研究として継続させて頂きたい。 
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「共同研究に関わる既発表論文一覧」 

 
 

この「共同研究に関わる既発表論文一覧」は、当研究所の共同利用研究の成果および動向

を知るために、共同研究に関わる論文を学会誌等に発表した論文著書等を調査し、収録し

たものです。（平成 30 年 2 月調査） 
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◆ 東京理科大学　秋津 貴城

2016年度共同利用研究

M. Matsuno,  S. Noor,  T. Numata,  T. Haraguchi,  T. Akitsu,  and M. Hara：Synthesis and Structural 
characterization of New [Cu(II)-TiO2] composites from Cu(II)-salen as precursors；J. Indian Chem. 
Soc

2017年度共同利用研究

S. Yamane,  Y. Hiyoshi,  S. Tanaka,  S.　Ikenomoto,  T. Numata,  K. Takakura,  T. Haraguchi,  M. A. 
Palafox,  M. Hara,  M. Sugiyama and T. Akitsu：Substituent Effect of Chiraldiphenyl Salen Metal (M = 
Fe(II),  Co(II),  Ni(II),  Cu(II),  Zn(II)) Complexes for New Conceptual DSSC Dyes；J. Chem. Chem. 
Eng

◆ 物質・材料研究機構　磯上 慎二

2017年度共同利用研究

磯上慎二, 谷山智康：Strain mediated in-plane uniaxial magnetic anisotropy in amorphous CoFeB films 
based on structural phase transitions of BaTiO3 single-crystal substrates；Physica Status Solidi (a)

◆ 神奈川大学　上田 渉

2016年度共同利用研究

S. Ishikawa,  T. Murayama,  M. Kumaki,  Z. Zhang,  A. Yoshida,  W. Ueda：Synthesis of trigonal Mo-V-
M3rd-O (M3rd = Fe,  W) catalysts by using structure-directing agent and catalytic performances for 
selective oxidation of ethane；Topics in Catal

2017年度共同利用研究

Q. Zhu,  Z. Zhang,  M. Sadakane,  F. Matsumoto,  N. Hiyoshi,  A. Yamamoto,  H. Yoshida,  A. Yoshida,  
M. Hara,  W. Ueda：Structural Characterization of 2D Zirconomolybdate by Atomic Scale HAADF-
STEM and XANES and its Highly Stable Electrochemical Properties as a Li Battery Cathode；Inorg. 
Chem

Z. Zhang,  S. Ishikawa,  M. Kikuchi,  H. Yoshikawa,  Q. Lian,  H. Wang,  T. Ina,  A. Yoshida,  M. 
Sadakane,  F. Matsumoto,  W. Ueda：High-Performance Cathode Based on Microporous Mo-V-Bi 
Oxide for Li Battery and Investigation by Operando X-ray Absorption Fine Structure；ACS Appl. 
Mater. Interfaces

Z. Zhang,  M. Sadakane,  S. Noro,  N. Hiyoshi,  A. Yoshida,  M. Hara,  W. Ueda：The Assembly of an 
All-Inorganic Porous Soft Framework from Metal Oxide Molecular Nanowires；Chem. Eur. J

Z. Zhang,  Sadakane,  S-I. Noro,  N. Hiyoshi,  A. Yoshida,  M. Hara,  W. Ueda：Ultrathin anionic 
tungstophosphite molecular wire with tunable hydrophilicity and catalytic activity for selective 
epoxidation in organic media；Chem. Eur. J
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Q. Zhu,  Z. Zhang,  M. Sadakane,  A. Yoshida,  M. Hara,  W. Ueda：Synthesis of crystalline 
molybdenum oxides based on a 1D molecular structure and the ion-exchange property；New Journal of 
Chemistry

T. Igarashi,  Z-X. Zhang,  T. Haioka,  N. Iseki,  N. Hiyoshi,  N. Sakaguchi,  C. Kato,  S. Nishihara,  K. 
Inoue,  A. Yamamoto,  H. Yoshida,  N. Tsunoji,  W. Ueda,  T. Sano,  M. Sadakane：Synthesis of ε-
Keggin-type Cobaltomolybdate-based 3D Framework Material and Characterization Using Atomic-
scale HAADF-STEM and XANES；Inorg. Chem

Z. Zhang,  M. Sadakane,  S-I. Noro,  N. Hiyoshi,  A.Yoshida,  M. Hara,  W. Ueda：All-inorganic porous 
soft-framework by assembly of metal oxide molecular wires；Chem. Eur. J.

定金正洋, Z.X. Zhang, 上田渉：ポリオキソメタレートユニットの集合による新規機能性酸化物結晶の合

成；日本結晶成長学会誌

◆ 東京工業大学　大場 史康

2016年度共同利用研究

Y. Hinuma,  T. Hatakeyama,  Y. Kumagai,  L. A. Burton,  H. Sato,  Y. Muraba,  S. Iimura,  H. 
Hiramatsu,  I. Tanaka,  H. Hosono,  and F. Oba：Discovery of earth-abundant nitride semiconductors 
by computational screening and high-pressure synthesis；Nature Commun.

Y. Kumagai,  L. A. Burton,  A. Walsh,  and F. Oba：Electronic structure and defect physics of tin 
sulfides: SnS,  Sn2S3,  and SnS2；Phys. Rev. Applied

H. Hayashi,  S. Katayama,  T. Komura,  Y. Hinuma,  T. Yokoyama,  K. Mibu,  F. Oba,  and I. Tanaka：
Discovery of a novel Sn(II)-based oxide β-SnMoO4 for daylight-driven photocatalysis；Adv. Sci.

Y. Hinuma,  Y. Kumagai,  I. Tanaka,  and F. Oba：Band alignment of semiconductors and insulators 
using dielectric-dependent hybrid functionals: Toward high-throughput evaluation；Phys. Rev. B

Y. Hinuma,  G. Pizzi,  Y. Kumagai,  F. Oba,  and I. Tanaka：Band structure diagram paths based on 
crystallography；Comput. Mater. Sci.

L. Ding,  P. Manuel,  D. D. Khalyavin,  F. Orlandi,  Y. Kumagai,  F. Oba,  W. Yi,  and A. A. Belik：
Unusual magnetic structure of the high-pressure synthesized perovskites ACrO3 (A=Sc,  In,  Tl)；Phys. 
Rev. B

J. M. Skelton,  L. A. Burton,  F. Oba,  and A. Walsh：Chemical and lattice stability of the tin sulfides；
J. Phys. Chem. C

J. M. Skelton,  L. A. Burton,  F. Oba,  and A. Walsh：Metastable cubic tin sulfide: A novel phonon-
stable chiral semiconductor；APL Mater.

Y. Kumagai,  K. T. Butler,  A. Walsh,  and F. Oba：Theory of ionization potentials of nonmetallic 
solids；Phys. Rev. B
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2017年度共同利用研究

L. A. Burton,  Y. Kumagai,  A. Walsh,  and F. Oba：DFT investigation into the underperformance of 
sulfide materials in photovoltaic applications；J. Mater. Chem. A

J. M. Skelton,  L. A. Burton,  A. J. Jackson,  F. Oba,  S. C. Parkera,  and A. Walsh：Lattice dynamics of 
the tin sulphides SnS2,  SnS and Sn2S3: vibrational spectra and thermal transport；Phys. Chem. Chem. 
Phys.

Y. Kumagai,  K. Harada,  H. Akamatsu,  K. Matsuzaki,  and F. Oba：Carrier-induced band-gap 
variation and point defects in Zn3N2 from first principles；Phys. Rev. Applied

Y. Hinuma,  H. Hayashi,  Y. Kumagai,  I. Tanaka,  and F. Oba：Comparison of approximations in 
density functional theory calculations: Energetics and structure of binary oxides；Phys. Rev. B

K. Fujita,  T. Kawamoto,  I. Yamada,  O. Hernandez,  H. Akamatsu,  Y. Kumagai,  F. Oba,  P. Manuel,  
R. Fujikawa,  S. Yoshida,  M. Fukuda,  and K. Tanaka：Perovskite-type InCoO3 with low-spin Co3+: 
Effect of In–O covalency on structural stabilization in comparison with rare-earth series；Inorg. Chem.

A. A. Belik,  Y. Matsushita,  Y. Kumagai,  Y. Katsuya,  M. Tanaka,  S. Y. Stefanovich,  B. I. Lazoryak,  
F. Oba,  and K. Yamaura：Complex structural behavior of BiMn7O12 quadruple perovskite；Inorg. 
Chem.

◆ 名古屋大学　岡本 佳比古 

2016年度共同利用研究

Y. Okamoto,  T. Inohara,  A. Yamakage,  Y. Yamakawa,  and K. Takenaka：Low Carrier Density Metal 
Realized in Candidate Line-Node Dirac Semimetals CaAgP and CaAgAs；Journal of Physical Society 
of Japan

2017年度共同利用研究

Daichi Takane,  Kosuke Nakayama,  Seigo Souma,  Taichi Wada,  Yoshihiko Okamoto,  Koshi 
Takenaka,  Youichi Yamakawa,  Ai Yamakage,  Taichi Mitsuhashi,  Koji Horiba,  Hiroshi Kumigashira, 
Takashi Takahashi,  and Takafumi Sato：Observation of Dirac-Like Energy Band and Ring-Torus 
Fermi Surface Associated with the Nodal Line in Topological Insulator CaAgAs；npj Quantum 
Materials

Takumi Inohara,  Yoshihiko Okamoto,  Youichi Yamakawa,  Ai Yamakage,  and Koshi Takenaka：
Large Thermoelectric Power Factor at Low Temperatures in One-Dimensional Telluride Ta4SiTe4；

Applied Physics Letters

◆ 産業技術総合研究所　金子 晋久

2017年度共同利用研究

三澤哲郎, 福山康弘, 岡崎雄馬, 中村秀司, 名坂成昭, 笹川崇男, 金子晋久：Preparation and 
characterization of Sn-BSTS topological insulator for universality test of the quantum Hall effect；
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement
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三澤哲郎, Widiatmo Januarius, 狩野祐也, 笹川崇男, 山澤一彰：Progress Report on NMIJ Acoustic Gas 
Thermometry at the Triple Point of Water；International Journal of Themophysics

◆ 慶應義塾大学　神原 陽一

2017年度共同利用研究

Yujiro Tojo,  Taizo Shibuya,  Tetsuro Nakamura,  Koichiro Shoji,  Hirotaka Fujioka,  Masanori Matoba, 
Shintaro Yasui,  Mitsuru Itoh,  Soshi Iimura,  Hidenori Hiramatsu,  Hideo Hosono,  Shigeto Hirai,  
Wendy Mao,  Shinji Kitao,  Makoto Seto,  and Yoichi Kamihara：Superconducting transition 
temperatures in electronic and magnetic phase diagram of a superconductor,  Sr2VFeAsO3−δ；arXiv に
て公開中,  https://arxiv.org/abs/1802.03907

◆ 北海道大学　菊池 優

2017年度共同利用研究

本田栞, 菊地優, 石井建, 中南滋樹, 安永亮, 福田滋夫：錫プラグ入り積層ゴムの熱・力学連成挙動解析；日

本建築学会大会学術講演梗概集

◆ 龍谷大学　木村 睦

2016年度共同利用研究

Tokiyoshi Matsuda,  Kenta Umeda,  Yuta Kato,  Daiki Nishimoto,  Mamoru Furuta,  and Mutsumi 
Kimura：Rare-Metal-Free High-Performance Ga-Sn-O Thin Film Transistor；Scientific Reports

Tokiyoshi Matsuda and Mutsumi Kimura：Evaluation and Development of New Oxide Semiconductor, 
Energy Materials and Nanotechnology；EMN

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Unique Application using Oxide TFTs；IMID 2016

Mutsumi Kimura,  Tokiyoshi Matsuda,  and Yasuhiko Nakashima：Brain-type Integrated System 
using Thin-Film Devices；IC-TECS 2016

木村睦：薄膜デバイスを用いた脳型集積システム；薄膜材料デバイス研究会 山陰特別研究会

木村睦：酸化物半導体の研究開発と電子デバイスへの新規応用；第2回 NEDIA Day 関西

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Neuromorphic Application of Oxide Semiconductors；ECS 
Trans.

Yuta Kato,  Kenta Umeda,  Daiki Nishimoto,  Tokiyoshi Matsuda,  and Mutsumi Kimura：
Characteristic Evaluation of Ga-Sn-O Thin Films fabricated using RF Magnetron Sputtering；
IMFEDK 2016

Kota Imanishi,  Asuka Fukawa,  Tokiyoshi Matsuda,  and Mutsumi Kimura：Characteristic Evaluation 
of Ga-Sn-O Thin Film by Hall Measurement；IMFEDK 2016
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Hiroki Fukushima,  Masahiro Yuge,  Tokiyoshi Matsuda,  and Mutsumi Kimura：Evaluation of Ga-Sn-
O Films fabricated using Mist Chemical Vapor Deposition；IMFEDK 2016

Asuka Fukawa,  Kota Imanishi,  Shogo Miyamura,  Tokiyoshi Matsuda,  and Mutsumi Kimura：
Magnetoresistance Effect of Ga-Sn-O Thin-Film Device；IMFEDK 2016

Yuki Koga,  Tokiyoshi Matsuda,  and Mutsumi Kimura：Neural Network Using FPGA for Neurons 
and IGZO Thin Films for Synapses；AM-FPD '16

古我祐貴,  山川大樹,  中西弘樹,  中村奈央,  松田時宜,  木村睦：IGZO 薄膜をシナプスとして用いたニュー

ラルネットワーク；薄膜材料デバイス研究会 第13回研究集会

Mutsumi Kimura,  Yuki Koga,  Tokiyoshi Matsuda,  and Yasuhiko Nakashima：Characteristic 
Analysis of IGZO Thin Films using Planar and Stacked Devices - Evaluation of Electrical Resistivity 
and Current Density -；IDW '16

福嶋大貴,  弓削政博,  木村睦,  松田時宜：ミストCVD法で作製したGaSnO薄膜の特性評価；電子情報通信学会 研
究会

梅田鉄馬,  加藤雄太,  西本大樹,  松田時宜,  木村睦：新規レアメタルフリーAOS-TFTの研究開発；電子情

報通信学会 研究会

符川明日香,  野村竜生,  松田時宜,  木村睦：IGZO薄膜素子の磁気抵抗効果に対する電極の影響；電子情報

通信学会 研究会

今西恒太,  符川明日香,  野村竜生,  松田時宜,  木村睦：GaSnO膜のHall効果測定；電子情報通信学会 研究

会

生島恵典,  梅田鉄馬,  松田時宜,  木村睦：GTO薄膜を用いたプレーナ型シナプスの特性評価；電子情報通

信学会 研究会

堀賢将,  田中遼,  古我祐貴,  松田時宜,  木村睦：a-IGZO薄膜を用いたニューラルネットワークのシナプス

の作製；電子情報通信学会 研究会

梅田鉄馬,  松田時宜,  木村睦：高性能レアメタルフリーGa-Sn-O薄膜トランジスタ；第64回応用物理学会

春季学術講演会

生島恵典,  古我祐貴,  堀賢将,  松田時宜,  木村睦,  亀田友哉,  中島康彦：Ga-Sn-O薄膜をシナプスに用いた

ニューラルネットワーク；第64回応用物理学会春季学術講演会

木村睦,  松本貴明,  吉川朗登,  松田時宜：薄膜トランジスタのホール効果；電子情報通信学会2017年総合

大会

2017年度共同利用研究

Tokiyoshi Matsuda,  Ryo Takagi,  Kenta Umeda,  and Mutsumi Kimura：Room-Temperature 
Fabrication of Ga-Sn-O Thin-Film Transistors；Solid State Electronics

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Neuromorphic Application of Oxide Semiconductors；ECS 
Trans.
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Tokiyoshi Matsuda,  Mutsunori Uenuma,  and Mutsumi Kimura：Thermoelectric Effect of Amorphous 
Ga-Sn-O Thin Film；Jpn. J. Appl. Phys.

Koji Aoki,  Tokuro Ozawa,  Ying-Ying Chen,  Chun-Pin Fan,  Chuncheng Cheng,  Chia-Wei Kuo,  
YuSheng Huang,  Chih-Che Kuo,  Takaaki Matsumoto,  Akito Yoshikawa,  Tokiyoshi Matsuda,  and 
Mutsumi Kimura：Magnetoresistive Effect of Amorphous In-Ga-Zn-O Magnetic Field Sensors；IEEE 
Electron Device Lett

Mutsumi Kimura,  Yuki Koga,  Hiroki Nakanishi,  Tokiyoshi Matsuda,  Tomoya Kameda,  and 
Yasuhiko Nakashima：In-Ga-Zn-O Thin-Film Devices as Synapse Elements in a Neural Network；
IEEE J. Electron Devices Society

Mutsumi Kimura：Neuromorphic Application using Thin-Film Devices；SSTE 2017

Mutsumi Kimura and Tokiyoshi Matsuda：Neuromorphic Application of Oxide Semiconductors；2017 
ULSIC vs. TFT Conference

Mutsumi Kimura：Novel Application of Thin-Film Devices - Sensing Devices,  Electronics Devices,  etc 
-；IDMC '17

Mutsumi Kimura：Novel Applications of Thin-Film Devices - Flatpanel Imager,  Proximity Sensor,  
Artificial Retina,  etc. -；SID Taipei Chaper,  Student Branch

Hiroki Yamane,  Tomoya Kameda,  Mutsumi Kimura,  and Yasuhiko Nakashima：Development and 
Evaluation of Neural Networks using Oxide Semiconductor Synapses for Letter Reproduction；
NOLTA 2017

Mutsumi Kimura,  Tomoya Kameda,  and Yasuhiko Nakashima：Brain-like Integrated System using 
Thin-Film Devices；NOLTA 2017

Karim Khan,  Weiliang Wang,  Mingzhi Dai,  and Mutsumi Kimura：A Model for Amorphous Oxide 
Semiconductor (AOS) Devices to mimic Synaptic Transmission Behaviors；NOLTA 2017

Mutsumi Kimura and Yasuhiko Nakashima：Neuromorphic Hardware using Simplified Elements and 
Thin-Film Semiconductor Devices；CANDAR '17

Takayuki Hasegawa,  Masashi Inoue,  Mutsumi Kimura,  Kenji Nomura,  Toshio Kamiya,  and Hideo 
Hosono：3-D Stacked Complementary Circuit with n-type a-IGZO and p-type F8T2 TFTs - Tolerant 
Characteristic against Temperature Change -；EM-NANO 2017

Ryo Tanaka,  Yuki Koga,  Keisuke Ikushima,  Kenta Umeda,  Toshimasa Hori,  Tomoharu Yokoyama,  
Koki Watada,  Daiki Yamakawa,  Mutsumi Kimura,  and Tokiyoshi Matsuda：Cross-Point Device 
using In-Ga-Zn-O Semiconductor for Synapse Element in Neural Network；IMFEDK 2017

Ryo Takagi,  Kenta Umeda,  Mutsumi Kimura,  and Tokiyoshi Matsuda：Room-Temperature Forming 
of Ga-Sn-O Film for Thin-Film Transistors；IMFEDK 2017

Daiki Yamakawa,  Yuki Koga,  Keisuke Ikushima,  Kenta Umeda,  Toshimasa Hori,  Tomoharu 
Yokoyama,  Koki Watada,  Ryo Tanaka,  Mutsumi Kimura,  and Tokiyoshi Matsuda：Planar Device 
using In-Ga-Zn-O Semiconductor for Synapse Element in Neural Network；IMFEDK 2017
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Ryugo Okamoto,  Hiroki Fukushima,  Mutsumi Kimura,  and Tokiyoshi Matsuda：Characteristic 
Evaluation of Ga-Sn-O Films deposited using Mist Chemical Vapor Deposition；IMFEDK 2017

Ryuki Nomura,  Asuka Fukawa,  Kota Imanishi,  Hiroki Fukushima,  Ryugo Okamoto,  Mutsumi 
Kimura,  and Tokiyoshi Matsuda：Magnetoresistance Effect of Ga-Sn-O Film deposited using Mist 
Chemical Vapor Deposition；IMFEDK 2017

Takaaki Matsumoto,  Akito Yoshikawa,  Tokiyoshi Matsuda,  Mutsumi Kimura,  Tokuro Ozawa,  Koji 
Aoki,  and Chih-Che Kuo：Hall Effect in Thin-Film Transistor - Sensitivity Dependence on Applied 
Voltage -；IMFEDK 2017

Keisuke Ikushima,  Kenta Umeda,  Tokiyoshi Matsuda,  Mutsumi Kimura,  Tomoya Kameda,  and 
Yasuhiko Nakashima：Ga-Sn-O Thin Films as Synapse Devices for Neural Networks；AM-FPD '17

Tomoya Kameda,  Mutsumi Kimura,  and Yasuhiko Nakashima：Neuromorphic Hardware using 
Simplified Elements and Thin-Film Semiconductor Devices as Synapse Elements - Simulation of 
Hopfield and Cellular Neural Network -；ICONIP 2017

Kota Imanishi,  Asuka Fukawa,  Tokiyoshi Matsuda,  and Mutsumi Kimura：Characteristic 
Evaluation of Ga-Sn-O Thin Films by Hall Measurement；IDW '17

生島恵典,  新村純平,  松田時宜,  木村睦：Ga-Sn-O 薄膜をシナプスに用いたニューラルネットワーク；薄

膜材料デバイス研究会

杉崎澄生,  倉崎彩太,  田中遼,  松田時宜,  木村睦：Ga-Sn-O 薄膜を用いた抵抗変化型メモリ；薄膜材料デ

バイス研究会

今西恒太,  符川明日香,  松田時宜,  木村睦：Hall 効果測定による Ga-Sn-O 薄膜の特性評価；薄膜材料デバ

イス研究会

松田時宜,  梅田鉄馬,  木村睦：レアメタルフリー金属酸化物半導体Ga-Sn-O薄膜トランジスタ；電子情報

通信学会2017年ソサイエティ大会

Mutsumi Kimura,  Keisuke Ikushima,  Sumio Sugisaki,  Ryo Tanaka,  Daiki Yamakawa：Brain-type 
Integrated System using Thin-Film Devices as Variable Resistance Elements；応用物理学会関西支部セ

ミナー

Sumio Sugisaki,  , Ayata Kurasaki,  Ryo Tanaka,  Daiki Yamakawa,  and Mutsumi Kimura：Variable 
Resistance Device using Amorphous Oxide Semiconductor Ga-Sn–O；応用物理学会関西支部セミナー

髙木瞭,  梅田鉄馬,  松田時宜,  上沼睦典,  木村睦：GaSnO薄膜を用いたフレキシブルデバイス応用；電子

情報通信学会 研究会

野村竜生,  荒牧達也,  松田時宜,  梅田鉄馬,  上沼睦典,  木村睦：レアメタルフリー酸化物半導体のゼーベッ

ク効果測定；電子情報通信学会 研究会

山川大樹,  柴山友輝,  生島恵典,  杉崎澄生,  宮前義範,  木村睦：IGZO薄膜を可変抵抗素子として用いた脳

型集積システム；電子情報通信学会 研究会

田中遼,  杉崎澄生,  木村睦：アモルファス酸化物半導体を用いたクロスポイント型シナプス；電子情報通

信学会 研究会
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岡本龍吾,  福嶋大貴,  松田時宜,  木村睦：ミストCVD法を用いたGaSnO薄膜の特性評価；電子情報通信学

会 研究会

Mutsumi Kimura：Research and Applications of Amorphous Metal-Oxide Semiconductor Devices - In-
Ga-Zn-O and Ga-Sn-O Thin-Film Devices -；ICDT 2018

◆ 京都大学　聲高 裕治

2016年度共同利用研究

付翔, 山本優子, 吉敷祥一, 小西克尚, 蓑和健太郎, 聲高裕治：水平2方向変形を受けるせん断パネルダンパー

の力学挙動, その1 実験概要；日本建築学会大会学術講演梗概集

山本優子, 付翔, 吉敷祥一, 小西克尚, 蓑和健太郎, 聲高裕治：水平2方向変形を受けるせん断パネルダンパー

の力学挙動, その2 実験結果；日本建築学会大会学術講演梗概集

山本優子, 吉敷祥一, 小西克尚, 蓑和健太郎, 聲高裕治：水平2方向変形を受けるせん断パネルダンパーの実験；日
本鋼構造協会鋼構造年次論文報告集

2017年度共同利用研究

山本優子, 吉敷祥一, 小西克尚, 蓑和健太郎, 聲高裕治：水平2方向変形を受ける間柱型せん断パネルダンパーの
架構実験；日本建築学会関東支部研究報告書

◆ 産業技術総合研究所　高島 浩

2016年度共同利用研究

H. Takashima,  M. Itoh：Thin film perovskite electroluminescence with BaTiO3 films as insulating 
layers；Ferroelectrics

H. Takashima,  M. Cho,  T. Taniyama,  M. Itoh：Surface morphology and dielectric behavior of 
perovskite SrTiO3 thin film in heterostructure electroluminescence devices；Current Applied Physics

◆ 名古屋大学　竹中 康司

2016年度共同利用研究

K. Takenaka,  Y. Okamoto,  T. Shinoda,  N. Katayama,  and Y. Sakai：Colossal negative thermal 
expansion in reduced layered ruthenate；Nature Communications

2017年度共同利用研究

K. Takenaka,  T. Shinoda,  N. Inoue,  Y. Okamoto,  N. Katayama,  Y. Sakai,  T. Nishikubo,  and M. 
Azuma：Giant negative thermal expansion in Fe-doped layered ruthenate ceramics；Applied Physics 
Express

- 211 -



◆ 名古屋大学　谷口 博基

2016年度共同利用研究

Y. Ishii,  S. Mori,  Y. Nakahira,  C. Moriyoshi,  J. Park,  B. G. Kim,  H. Moriwake,  H. Taniguchi,  and 
Y. Kuroiwa ：Two competing soft modes and an unusual phase transition in the stuffed tridymite-type 
oxide BaAl2O4 ；Phys. Rev. B 93 (2016) 134108.

2017年度共同利用研究

T. Nagai,  Y. Yamada,  K. Tanabe,  I. Terasaki,  and H. Taniguchi：Photo-induced persistent 
enhancement of dielectric permittivity in Zn:BaAl2O4；Applied Physics Letters 111 (2017) 232902.

H. Taniguchi,  K. Ando,  and I. Terasaki：Enhancement of the dielectric permittivity of 
(Nb1/2In1/2)0.02Ti0.98O2 single crystals at low temperatures due to (Nb+In) codoping；Japanese Journal of 
Applied Physics 56 (2017) 10PC02.

Y. Fujii,  D. Katayama,  M. Morita,  A. Koreeda,  H. Taniguchi,  and I. Terasaki：Broadband micro 
light scattering observation of ferroelectric sodium metavanadate；Ferroelectrics 512 (2017) 14-19.

M. Kawarasaki,  K. Tanabe,  I. Terasaki,  Y. Fujii,  and H. Taniguchi：Intrinsic Enhancement of 
Dielectric Permittivity in (Nb+In) co-doped TiO2 single crystals；Scientific Reports 7 (2017) 5351.

T. Nagai,  H. Takahashi,  R. Okazaki,  K. Tanabe,  I. Terasaki,  and H. Taniguchi：Optical Control of 
Dielectric Permittivity in LaAl0.99Zn0.01O3-δ；Applied Physics Letters 110 (2017) 172901.

T. Wakamatsu,  K. Tanabe,  I. Terasaki,  and H. Taniguchi：Improper ferroelectrics as high-efficiency 
energy conversion materials；Physica Status Solidi RRL 11 (2017) 1770324.

Y. Maeda,  T. Wakamatsu,  A. Konishi,  H. Moriwake,  C. Moriyoshi,  Y. Kuroiwa,  K. Tanabe,  I. 
Terasaki,  and H. Taniguchi：Improper ferroelectricity in stuffed aluminate sodalites for pyroelectric 
energy harvesting；Phys. Rev. Applied  7 (2017) 034012.

谷口博基：温度揺らぎで発電するゼオライト型酸化物；FCレポート, Vol.35 (2018)

谷口博基：充填ゼオライト型酸化物における間接型強誘電性と焦電発電への応用可能性；セラミックス

データブック２０１８ (2018)

◆ 徳島大学　塚越 雅幸

2016年度共同利用研究

豊田啓生,  塚越雅幸,  石川真志,  上田隆雄：アクティブサーモグラフィ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；コンクリート工学年次論文報告集

塚越雅幸,  豊田啓生,  渡邉健,  上田隆雄 ：超音波法を用いたポリマーセメント系表面仕上材料の物性評

価；土木学会四国支部平成29年度技術研究発表会論文集

豊田啓生,  塚越雅幸,  石川真志,  上田隆雄：アクティブサーモグラフィによるポリマーセメント系防水層

の塗膜厚さの推定；日本建築学会四国支部研究発表会論文集
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塚越雅幸,  豊田啓生,  上田隆雄,  石川真志：アクティブサーモグラフィ法によるシーリング目地の漏水箇

所の推定；日本建築学会四国支部研究発表会論文集

◆ 奈良先端科学技術大学院大学　中村 雅一

2017年度共同利用研究

M. Ito,  T. Koizumi,  H. Kojima,  T. Saito,  and M. Nakamura：From materials to device design of a 
thermoelectric fabric for wearable energy harvesters；J. Mater. Chem. A 5 (24),  12068-12072 (2017.6).

中村雅一：タンパク質単分子接合を用いたカーボンナノチューブ熱電材料の高性能化；フレキシブル熱電

変換材料の開発と応用（第Ⅱ編第８章）,   pp. 88-92,  中村雅一監修,  シーエムシー出版 (東京,  2017.7.31).

◆ 京都大学　野瀬 嘉太郎

2017年度共同利用研究

Shigeru Nakatsuka,  Shunsuke Akari,  Jakapan Chantana,  Takashi Minemoto, Yoshitaro Nose：
Impact of Heterointerfaces in Solar Cells Using ZnSnP2 Bulk Crystals；ACS Applied Materials & 
Interfaces

Shunsuke Akari,   Jakapan Chantana,  Shigeru Nakatsuka,  Yoshitaro Nose,  Takashi Minemoto：
ZnSnP2 solar cell with (Cd, Zn)S buffer layer: Analysis of recombination rates；Solar Energy Materials 
and Solar Cells

Shigeru Nakatsuka,  Ryosuke Inoue,  Yoshitaro Nose：Fabrication of CdSnP2 Thin Films by 
Phosphidation for Photovoltaic Application；ACS Applied Energy Materials

◆ 広島大学　日比野 陽

2016年度共同利用研究

橋根靖弥, 査冬, 日比野陽：開口間に施工される複数の非耐力方立壁の変形及び破壊性状に関する研究；コ

ンクリート工学年次論文集

査冬, 橋根靖弥, 日比野陽：拘束されたRC非耐力壁の軸力に関する解析的検討；コンクリート工学年次論

文集

査冬, 橋根靖弥, 日比野陽：RC架構内に施工される非耐力方立壁の軸力に関する解析的研究；日本建築学

会大会学術講演梗概集

橋根靖弥, 査冬, 日比野陽：同一架構内の複数の鉄筋コンクリート造非耐力方立壁の負担せん断力と軸力に

関する研究；日本建築学会大会学術講演梗概集

2017年度共同利用研究

橋根靖弥, 森悠吾, 日比野陽：複数の鉄筋コンクリート造二次壁を有する架構の破壊形式と耐力評価；日本

建築学会大会学術講演梗概集
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橋根靖弥, 森悠吾, 日比野陽：鉄筋コンクリート造二次壁の開口形状を考慮した破壊メカニズムと耐力評価

に関する研究；日本建築学会中国支部研究報告集

◆ 千葉大学　毎田 悠承

2017年度共同利用研究

濱田真, 毎田悠承, 吉敷祥一, 前川利雄, 坂田弘安：有限要素解析による座屈拘束ブレース接合部を有する損

傷位置保証型RC梁の力学挙動の検討；日本建築学会大会学術講演梗概集2017, 構造IV

毎田悠承, 吉敷祥一, 曲哲, 前川利雄, 濱田真, 坂田弘安：座屈拘束ブレースを取り付けるための接合部を有

する損傷位置保証型RC梁の3次元有限要素解析；日本地震工学会大会2017梗概集

◆ 東北大学　前田 匡樹

2016年度共同利用研究

HAO Linfei, 鈴木裕介, 前田匡樹：構造性能低下を考慮した被災RC造建築物の残存耐震性能評価法；コン

クリート工学年次論文集

門田太陽人, 向井智久, 鈴木裕介, 前田匡樹：実大5層RC造袖壁付き架構における袖壁付き柱の残存耐震性能評
価；コンクリート工学年次論文集

M. Maeda,  T. Koike,  N. Hosoya,  Y. Suzuki,  K. Tsurugai,  A. Nimura：DAMAGE AND RESIDUAL 
SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCREATE SHEAR WALLS；16th 
World Conference on Earthquake Engineering

Linfei Hao,  Yusuke Suzuki,  Masaki Maeda：RESIDUAL SEISMIC CAPACITY EVALUATION FOR 
RC BUILDINGS CONSIDERING REDUCTION OF SEISMIC PERFORMANCES；16th World 
Conference on Earthquake Engineering

M. Maeda,  T. Nishida,  K. Matsukawa,  M. Murakami：Revision of Guideline for Post-Earthquake 
Damage Evaluation of Reinforced Concrete Buildings in Japan；16th World Conference on Earthquake 
Engineering

細谷典弘, 小池拓矢, 鈴木裕介, 前田匡樹, 鶴飼和也, 尾形芳博：地震により損傷を受けた鉄筋コンクリート

造耐震壁の残存耐震性能に関する研究　その1　実験計画と無損傷試験体の結果概要；日本建築学会大会

学術講演梗概集

小池拓矢, 細谷典弘, 鈴木裕介, 前田匡樹, 鶴飼和也, 尾形芳博：地震により損傷を受けた鉄筋コンクリート

造耐震壁の残存耐震性能に関する研究　その2　損傷レベルと構造性能低下の関係；日本建築学会大会学

術講演梗概集

HAO Linfei, 門田太陽人, 前田匡樹, 鈴木裕介, 向井智久, 谷昌典, 河野進, 衣笠秀行：損傷低減のために袖壁・

腰壁・垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験　その10：1階北片側袖壁付き柱の損傷
性状の分析；日本建築学会大会学術講演梗概集

鈴木裕介, 門田太陽人, Hao Linfei, 前田匡樹, 真下智士, 谷昌典, 庄子由麻, 衣笠秀行, 向井智久, 河野進：損

傷低減のために袖壁・腰壁・垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験　その

13：1階南北の片側袖壁付き柱の損傷性状の比較；日本建築学会大会学術講演梗概集
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門田太陽人, Hao Linfei, 前田匡樹, 鈴木裕介, 向井智久, 谷昌典, 河野進, 衣笠秀行：損傷低減のために袖

壁・腰壁・垂れ壁を活用した実大5層鉄筋コンクリート造建築物の静的載荷実験　その17：1階の北片側袖

壁付き柱における2014年度実験との損傷性状の比較；日本建築学会大会学術講演梗概集

小池拓矢, 細谷典弘, 鈴木裕介, 前田匡樹, 尾形芳博：RC造耐震壁の残存性能評価とひび割れに基づく損傷

量評価 に関する研究；構造工学論文集

2017年度共同利用研究

細谷典弘, 半沢守, 尾形芳博, 前田匡樹：壁筋比が損傷を受けたせん断破壊先行型耐震壁の構造性能に及ぼ

す影響の検討；コンクリート工学年次論文集

半沢守, 細谷典弘, 尾形芳博, 前田匡樹：損傷を受けたRC造耐震壁の損傷量評価及び残存耐震性能評価に関

する研究；コンクリート工学年次論文集

HAO Linfei, 晉沂雄, 前田匡樹：破壊モード混在型被災RC造架構における構造性能低下を考慮した残存耐

震性能評価法；コンクリート工学年次論文集

門田太陽人, 向井智久, 前田匡樹：構造部材として活用する袖壁がRC造架構の損傷低減に与える影響と有

用性の検証；コンクリート工学年次論文集

Masaki Maeda, Norihiro Hosoya, Takuya Koike, Mamoru Hanzawa, Yoshihiro Ogata, Kiwoong Jin：
STATIC LOADING TEST ON SEISIMIC CAPACITY OF REINFORCED CONCRETE SHEAR WALLS 
IN NUCLEAR POWER PLANT Part 2 EVALUATION OF DAMAGE AND RESIDUAL CAPACITY；

24th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology

半沢守, 細谷典弘, 前田匡樹, 晉沂雄, 尾形芳博, 田所麻衣：地震により損傷を受けた鉄筋コンクリート造耐

震壁の残存耐震性能に関する研究　その５ 壁筋比が比較的小さい耐震壁についての静的載荷実験結果；日

本建築学会大会学術講演梗概集

細谷典弘, 半沢守, 前田匡樹, 晉沂雄, 尾形芳博, 田所麻衣：地震により損傷を受けた鉄筋コンクリート造耐

震壁の残存耐震性能に関する研究　その６ 総残留ひび割れ幅に基づく損傷量評価法；日本建築学会大会学

術講演梗概集

◆ 東京工業大学　安田 公一

2017年度共同利用研究

Tsuyoshi HONDO,  Kouichi YASUDA,  Fumihiro WAKAI,  Satoshi TANAKA：Influence of Binder 
Layer of Spray-dried Granules on Occurrence and Evolution of Coarse defects in Alumina Ceramics 
during Sintering”；Journal of European Ceramic Society,  38 (20018) 1846-1852.

◆ 豊田工業高等専門学校　山田 耕司

2016年度共同利用研究

山田耕司,  松田和浩, 坂田弘安：減衰性能の壁量換算法　その2；東海支部研究報告集, 第55号
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◆ 静岡大学　脇谷 尚樹

2016年度共同利用研究

S. Ghodke,  N. Hiroishi,  A. Yamamoto,  H. Ikuta,  M. Matsunami and T. Takeuchi：Enhanced 
Thermoelectric Properties of W- and Fe-Substituted MnSiγ；J. Electron. Mater.

H. Sakamoto,  K. Ogawa,  T. Kondo,  S. Shin,  M. Matsunami,  H. Ikuta and T. Takeuchi：Carrier 
Concentration Dependence of Superconducting Gap of Bi2(Sr, La)2CuO6+δ；J. Phys. Soc. Jpn.

C. Tarantini,  K. Iida,  J. Hänisch,  F. Kurth,  J. Jaroszynski,  N. Sumiya,  M. Chihara,  T. Hatano,  H. 
Ikuta,  S. Schmidt,  P. Seidel,  B. Holzapfel and D. C. Larbalestier：Intrinsic and extrinsic pinning in 
NdFeAs(O, F): vortex trapping and lock-in by the layered structure；Sci. Rep.

S. Ghodke,  A. Yamamoto,  H. Ikuta and T. Takeuchi：Thermoelectric Properties Higher Manganese 
Silicide Containing Small Amount of MnSi/Si Nano-Particles；Ceramic Transactions

D. Daghero,  M. Tortello,  L. Gozzelino,  R. Gonnelli,  T. Hatano,  T. Kawaguchi and H. Ikuta：Effect of 
ion irradiation on surface morphology and superconductivity of BaFe2(As1−xPx)2 films；Appl. Surf. Sci.

S. Schmidt,  S. Döring,  N. Hasan,  F. Schmidl,  V. Tympel,  F. Kurth,  K. Iida,  H. Ikuta,  T. Wolf and 
P. Seidel：Josephson effects at iron pnictide superconductors: Approaching phase-sensitive 
experiments；physica status solidi (b)

S. Ghodke,  A. Yamamoto,  M. Omprakash,  H. Ikuta and T. Takeuchi：Thermoelectric Properties of p-
Type Cr Doped MnSiγ Prepared by Liquid Quenching Technique；Mater. Trans.

T. Ohno,  T. Masuda,  S. Ochibe,  S. Hirai,  H. Suzuki,  T. Arai,  N. Sakamoto,  N. Wakiya and T. 
Matsuda：Effect of the reduction condition on the catalytic activity for steam reforming process using 
Ni doped LaAlO3 nano-particles；Adv. Powder Technol.

T. Ohno,  K. Fukumitsu,  T. Honda,  S. Hirai,  T. Arai,  N. Sakamoto,  N. Wakiya,  H. Suzuki and T. 
Matsuda：Orientation control of SrRuO3 thin film on a Si substrate by chemical solution deposition for 
an electrode of lead zirconate titanate thin films；Mater. Lett.

W. Aihara,  T. Shiota,  O. Sakurai,  K. Shinozaki：Improvement of crystallinity and surface roughness 
in epitaxial CeO2/Ce1-xZrxO2/Y0.15Zr0.85O1.93 buffer layers deposited on a Si(100) substrate by pulsed 
laser deposition；Journal of the Ceramic Society of Japan

T. Kiguchi,  S. Nakamura,  A. Akama,  T. Shiraishi,  T.J. Konno：Solid State Epitaxy of (Hf, Zr)O2 Thin 
Films with Orthorhombic Phase；J. Ceram. Soc. Jpn.

C. Fan,  T. Kiguchi,  A. Akama,  and T.J. Konno：Atomic-resolution analysis for the effects of heat 
treatment temperatures on the growth of chemically-ordered regions in Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 thin films；J. 
Ceram. Soc. Jpn.

K. Sato,  S. Tashiro,  Y. Yamaguchi,  T. Kiguchi,  T.J. Konno,  T. Yamamoto,  K. Yasuda,  and S. 
Matsumura：Three-Dimensional Imaging of Long-Period Stacking Ordered Structures in Mg97Zn1Gd2 
using High-Voltage Electron Microscopy ；Mater. Trans.

K. Katayama,  T. Shimizu,  O. Sakata,  T. Shiraishi,  S. Nakamura,  T. Kiguchi,  A. Akama,  T.J. 
Konno,  H. Uchida,  and H. Funakubo ：Orientation control and domain structure analysis of {100}-
oriented epitaxial ferroelectric orthorhombic HfO2-based thin films ；J. Appl. Phys.
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T. Shiraishi,  K. Katayama,  T. Yokouchi,  T. Shimizu,  T. Oikawa,  O. Sakata,  H. Uchida,  Y. Imai,  T. 
Kiguchi,  T.J. Konno,  and H. Funakubo：Impact of mechanical stress on ferroelectricity in (Hf0.5Zr0.5)O2 
thin films；Appl. Phys. Lett.

T. Shimizu,  K. Katayama,  T. Kiguchi,  A. Akama,  T.J Konno,  O. Sakata,  and H. Funakubo：The 
demonstration of significant ferroelectricity in epitaxial Y-doped HfO2 film；Sci. Rep.

木口賢紀,  佐藤和久,  今野豊彦：長周期積層構造型Mg基合金における微細組織形成；化学工業

木口賢紀,  今野豊彦,  佐藤和久：収差補正STEMの焦点深度がMg97Zn1Gd2合金の板状濃化層のZコントラストに

及ぼす影響；まてりあ

木口賢紀,  青柳健大,  白石貴久,  今野豊彦,  舟窪浩：強誘電体薄膜の90˚ドメインと整合界面の弾性相互作

用；まてりあ

K. Kakiage,  H. Osada,  Y. Aoyama,  T. Yano,  K. Oya,  S. Iwamoto,  J. Fujisawa,  and M. Hanaya：
Achievement of over 1.4 V photovoltage in a dye-sensitized solar cell by the application of a silyl-anchor 
coumarin dye；Sci. Rep.

J. Fujisawa,  R. Muroga,  and M. Hanaya：Interfacial charge-transfer transitions and reorganization 
energies in sulfur-bridged TiO2-x-benzenedithiol complexes (x: o,  m,  p)；Phys. Chem. Chem. Phys.

J. Fujisawa,  A. Osawa,  and M. Hanaya：A strategy to minimize the energy offset in carrier injection 
from excited dyes to inorganic semiconductors for efficient dye-sensitized solar energy conversion；
Phys. Chem. Chem. Phys.

J. Fujisawa,  N. Kikuchi,  and M. Hanaya：Coloration of tyrosine by organic-semiconductor interfacial 
charge-transfer transitions；Chem. Phys. Lett.

J. Fujisawa and M. Hanaya：Electronic structures of TiO2–TCNE,  –TCNQ,  and –2, 6-TCNAQ surface 
complexes studied by ionization potential measurements and DFT calculations: Mechanism of the shift 
of interfacial charge-transfer bands；Chem. Phys. Lett.

J. Fujisawa,  S. Matsumura,  and M. Hanaya：A single Ti-O-C linkage induces interfacial charge-
transfer transitions between TiO2 and a π-conjugated molecule；Chem. Phys. Lett.

J. Fujisawa,  S. Matsumura,  and M. Hanaya：A Surface Nanocavity Structure of Bisphenol P on TiO2 
Showing Interfacial Charge-Transfer Absorption；ChemistrySelect

J. Fujisawa,  T. Eda,  and M. Hanaya：Interfacial Charge-Transfer Transitions in BaTiO3 Nanoparticles 
Adsorbed with Catechol；J. Phys. Chem. C

Yoshiki Hara,  Toshihiro Takashima,  Ryoya Kobayashi,  Sameera Abeyrathna,  Bunsho Ohtani,  
Hiroshi Irie：Silver-Inserted Heterojunction Photocatalyst Consisting of Zinc Rhodium Oxide and 
Silver Antimony Oxide for Overall Pure-Water Splitting under Visible Light；Applied Catalalysis B,  
Environmental

Ryoya Kobayashi,  Toshihiro Takashima,  Satoshi Tanigawa,  Shugo Takeuchi,  Bunsho Ohtani,  
Hiroshi Irie：Heterojunction Photocatalyst Composed of Zinc Rhodium Oxide,  Single Crystal-Derived 
Bismuth Vanadium Oxide,  and Silver for Overall Pure-Water Splitting under Visible Light up to 740 
nm；Physical Cheistry Chemical Physics
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Toshihiro Takashima,  Koki Ishikawa,  Hiroshi Irie：Detection of Intermediate Species in Oxygen 
Evolution on Hematite Electrodes Using Spectroelectrochemical Measurements；Journal of Physical 
Chemistry C

T.Ogihara,  T.Kubo,  S.Arita,  N.Aoyagi,  R.Ueyama,  M.Harada,  A.Harada：Production and 
Characterization of Silver Powder Created Using High-pressure Water Atomization；Journal of the 
Ceramic Society of Japan

S.Arita,  T.Ogihara,  M.Harada,  Y.Furukawa：Mass Production and Particle Characterization of Fine 
Spherical Ag Powder by Gas Combustion-Type Spray Pyrolysis；Materials Transaction

S.Arita,  T.Ogihara,  T.Kubo,  Y.Tsubota,  K.Ohshita,  N.Aoyagi,  R.Ueyama,  M.Harada,  A.Harada：
Characterization of Silver Powder Produced through Water Atomization and RF Plasma Treatment；
International Journal of Metallurgical & Materials Engineering

Nipa Debnath,  Takahiko Kawaguchi,  Wataru Kumasaka,  Harinarayan Das,  Kazuo Shinozaki,  
Naonori Sakamoto,  Hisao Suzuki,  Naoki Wakiya：As-grown enhancement of spinodal decomposition 
in spinel cobalt ferrite thin films by Dynamic Aurora pulsed laser deposition；J. Magn. Mag. Mater

坂元尚紀, 間根山しおり, 豊田泰史, 鈴木脩人, 大野智也, 川口昂彦, 松田剛, 脇谷尚樹, 鈴木久男：液中プラズ

マ法による新規カルシウムアルミネート化合物粉末の合成と構造解析；粉体工学会誌

P. Jeevan Kumar,  K. Nishimura,  M. Senna,  A. Düvel,  P. Heitjans,  T. Kawaguchi,  N. Sakamoto,  N. 
Wakiya,  H. Suzuki：A novel low-temperature solid-state route for nanostructured cubic garnet 
Li7La3Zr2O12 and its application to Li-ion battery；RSC Advances

Naoki Wakiya,  Naonori Sakamoto,  Shota Koda,  Wataru Kumasaka,  Debnath Nipa,  Takahiko 
Kawaguchi,  Takanori Kiguchi,  Kazuo Shinozaki and Hisao Suzuki：Magnetic-Field-Induced 
Spontaneous Superlattice Formation via Spinodal Decomposition in Epitaxial Strontium Titanate Thin 
Films；NPG Asia Materials

Tomoya Ohno,  Kentaroh Fukumitsu,  Takamasa Honda,  Shigeto Hirai,  Takashi Arai,  Naonori 
Sakamoto,  Naoki Wakiya,  Hisao Suzuki,  Takeshi Matsuda：Orientation control of SrRuO3 thin film 
on a Si substrate by chemical solution deposition for an electrode of lead zirconate titanate thin films；
Mater Lett.

Tadashi Shiota,  Yuko Mori,  Jun Sugiyama,  Osamu Sakurai,  Akio Nishiyama,  Naoki Wakiya,  
Sumitaka Tachikawa,  Kazuo Shinozaki：Preparation of (La1-xSrx)MnO3-δ thin films on Si(100) 
substrates by a metal-organic decomposition method for smart radiation devices；Thin Solid Films

Tadej Rojac,  Andreja Bencan ,  Goran Drazic,  Naonori Sakamoto,  Hana Ursic,  Bostjan Jancar,  
Gasper Tavcar ,  Maja Makarovic,  Julian Walker,  Barbara Malic and Dragan Damjanovic：Domain-
wall conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defects；Nature Materials

A. Horio,  S. Harada,  D. Koike,  K. Murayama,  K. Aoyagi,  T. Sakai,  M. Tagawa,  T. Ujihara：
Polytype control by activity ratio of silicon to carbon during SiC solution growth using multicomponent 
solvents；Jpn. J. Appl. Phys

T. Isogai,  E. Akada,  S. Nakada,  N. Yoshida,  R. Tero,  S. Harada,  T. Ujihara,  M. Tagawa：Effect of 
magnesium ion concentration on two-dimensional structure of DNA-functionalized nanoparticles on 
supported lipid bilayer；Jpn. J. Appl. Phys.
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T. Umezaki,  D. Koike,  S. Harada,  T. Ujihara：Analysis of the carbon transport near the growth 
interface with respect to the rotational speed of the seed crystal during top-seeded solution growth of 
SiC；Jpn. J. Appl. Phys.

K. Murayama,  T. Hori,  S. Harada,  S. Xiao,  M. Tagawa,  T. Ujihara：Two-step SiC solution growth 
for dislocation reduction；J. Cryst. Growth.

M. Matsumoto,  H. Saitou,  Y. Takeuchi,  S. Harada,  M. Tagawa,  T. Ujihara：Morphology of AlN 
whiskers grown by reacting N2 gas and Al vapor；J. Cryst. Growth.

M. Kuwahara,  Y. Nambo,  K. Aoki,  K. Sameshima,  X. Jin,  T. Ujihara,  H. Asano,  K. Saitoh,  Y. 
Takeda,  N,  Tanaka：The Boersch effect in a picosecond pulsed electron beam emitted from a 
semiconductor photocathode；Appl. Phys. Lett.

S. Watanabe,  M. Nagaya,  Y. Takeuchi,  K. Aoyagi,  K. Aoyagi,  S. Harada,  M. Tagawa,  T. Ujihara：
High-Speed Solution Growth of Single Crystal AlN from Cr-Co-Al Solvent；Mater. Sci. Forum

Z. Wang,  T. Kawaguchi,  K. Murayama,  K. Aoyagi,  S. Harada,  M. Tagawa,  T. Sakai,  T. Kato,  T. 
Ujihara：Spatial Distribution of Carrier Concentration in 4H-SiC Crystal Grown by Solution Method；
Mater. Sci. Forum

H. Niinomi,  T. Sugiyama,  M. Tagawa,  M. Maruyama,  T. Ujihara,  T. Omatsu,  Y. Mori：Plasmonic 
Heating-Assisted Laser-Induced Crystallization from a NaClO3 Unsaturated Mother Solution；Cryst. 
Growth Des.

S. Xiao,  S. Harada,  K. Murayama,  T. Ujihara：Characterization of V-shaped defects formed during 
the 4H-SiC solution growth by transmission electron microscopy and X-ray topography analysis；
Cryst. Growth Des.

H. Niinomi,  T. Sugiyama,  M. Tagawa,  K. Murayama,  S. Harada,  T. Ujihara：Enantioselective 
amplification on circularly polarized laser-induced chiral nucleation from a NaClO3 solution containing 
Ag nanoparticles；CrystEngComm.

T. Isogai,  S. Nakada,  N. Yoshida,  H. Sumi,  R. Tero,  S. Harada,  T. Ujihara,  M. Tagawa：Phase 
transition process in DDAB supported lipid bilayer；J. Cryst. Growth.

S. Xiao,  S. Harada,  K. Murayama,  M. Tagawa,  T. Ujihara：Conversion behavior of threading screw 
dislocations on C face with different surface morphology during 4H-SiC solution growth；Cryst. 
Growth Des.

S. Yamada,  T. Isogai,  R. Tero,  Y. Tanaka-Takiguchi,  T. Ujihara,  M. Kinoshita,  K. Takiguchi：
Septin Interferes with the Temperature-Dependent Domain Formation and Disappearance of Lipid 
Bilayer Membranes；Langmuir.

T. Yamamoto,  N. Adkar,  Y. Okano,  T. Ujihara and S. Dost：Numerical investigation of the transport 
phenomena occurring in the growth of SiC by the induction heating TSSG method；J.Cryst. Growth

N. Komatsu,  T. Mitani,  Y Hayashi,  T Kato,  S. Harada,  T. Ujihara,  H. Okumura：Modification of 
the surface morphology of 4H-SiC by addition of Sn and Al in solution growth with SiCr solvents；J. 
Cryst. Growth
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Trang Ngo,  Yushi Heta,  Takuya Doi,  Atsushi Masuda：Effects of UV on power degradation of 
photovoltaic modules in combined acceleration tests；Japanese Journal of Applied Physics,

Seira Yamaguchi,  Atsushi Masuda,  Keisuke Ohdaira：Changes in the current density-voltage and 
external quantum efficiency characteristics of n-type single-crystalline silicon photovoltaic modules 
with a rear-side emitter undergoing potential-induced degradation；Solar Energy Materials and Solar 
Cells

Hideaki Hagihara,  Masao Kunioka,  Hiroyuki Suda,  Yukiko Hara,  Atsushi Masuda：Degradation of 
encapsulants for photovoltaic modules made of ethylene vinyl acetate studied by positron annihilation 
lifetime spectroscopy；Japanese Journal of Applied Physics

Atsushi Masuda,  Minoru Akitomi,  Masanao Inoue,  Keizo Okuwaki,  Atsuo Okugawa,  Kiyoshi Ueno,  
Toshiharu Yamazaki,  Kohjiro Hara：Microscopic aspects of potential-induced degradation phenomena 
and their recovery processes for p-type crystalline Si photovoltaic modules；Current Applied Physics

Seira Yamaguchi,  Atsushi Masuda,  Keisuke Ohdaira：Progression of rapid potential-induced 
degradation of n-type single-crystalline silicon photovoltaic modules；Applied Physics Express

Atsushi Masuda,  Yukiko Hara：Potential-induced degradation of thin-film Si photovoltaic modules；
Japanese Journal of Applied Physics

Seira Yamaguchi,  Chizuko Yamamoto,  Keisuke Ohdaira,  Atsushi Masuda：Reduction in the short-
circuit current density of silicon heterojunction photovoltaic modules subjected to potential-induced 
degradation tests；Solar Energy Materials and Solar Cells

Daishi shiojiri,  Daiji Fukuda,  Ryosuke Yamauchi,  Nobuo Tsuchimine,  Koji Koyama,  Satoru Kaneko, 
Akifumi Matsuda,  Mamoru Yoshimoto：Room-temperature laser annealing for solid-phase epitaxial 
crystallization of β-Ga2O3 thin films；Applied Physics Express

Kodai Shimada,  Geng Tan,  Yasuhisa Nozawa,  Tatsuhiro Urakami,  Koji Koyama,  Satoru Kaneko,  
Akifumi Matsuda,  Mamoru Yoshimoto：Nanocontact printing of Au nanoarray onto atomically 
stepped ultrasmooth polymer sheets；Japanese Journal of Applied Physics

Geng Tan,  Kodai Shimada,  Yasuhisa Nozawa,  Satoru Kaneko,  Tatsuhiro Urakami,  Koji Koyama,  
Motonori Komura,  A. Matsuda,  M. Yoshimoto：Atomic step-and-terrace surface of polyimide sheet for 
advanced polymer substrate engineering；Nanotechnology

Noriyuki Tsuruoka,  Takao Sasagawa,  Tokuo Yodo,  Mamoru Yoshimoto,  Hiroyuki Wada：Facile 
Preparation of YAG:Ce Nanoparticles by Laser Irradiation in Water and their Optical Properties；
Springer Plus

Takashi Yatsui,  Kazunori Kuribara,  Tsuyoshi Sekitani,  Takao Someya,  Mamoru Yoshimoto：
Temperature-modulated annealing of c-plane sapphire for long-range-ordered atomic steps；Journal of 
Physics D: Applied Physics

S. Kaneko,  Y. Shimizu,  T. Rachi,  C. Kato,  S. Tanaka,  Y. Naganuma,  T. Katakura,  K. Satoh,  M. 
Ushiyama,  S. Konuma,  Y. Itou,  H. Takikawa,  G. Tan,  A. Matsuda,  M. Yoshimoto：Multigraphene 
growth on lead-pencil drawn silver halide print paper irradiated by scanning femtosecond laser；
Japanese Journal of Applied Physics
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Geng Tan,  Yasuhisa Nozawa,  Tomoyuki Funabasama,  Koji Koyama,  Masahiro Mita,  Satoru Kaneko, 
Motonori Komura,  Akifumi Matsuda,  Mamoru Yoshimoto：Atomic-scale Thermal Behavior of Nano-
imprinted 0.3-nm-High Step Patterns on PMMA Polymer Sheets；Polymer Journal

Fu-Chih Li,  Yoshitaka Kitamoto：Fabrication of UCNPs/TiO2 aerogel photocatalyst to improve 
photocatalytic performance；AIP Conference Proceedings

Suko Bagus Trisnanto,  Yoshitaka Kitamoto：Brownian particle-kinetics in a superparamagnetic 
ferrofluid subjected to static magnetic-field；AIP Conference Proceedings

Shoya Oda,  Yoshitaka Kitamoto：Relationship between ion concentration of ferrofluid and response 
signals of magnetic nanoparticles against ac magnetic fields；AIP Advances

Xinyue Chen,  Ruoyu Zhang,  Ayako Takada,  Shun Iwatani,  Chiemi Oka,  Yoshitaka Kitamoto,  
Susumu Kajiwara：The role of Bgl2p in the transition to filamentous cells during biofilm formation by 
Candida albicans；Mycoses

石井悠督,  北本仁孝：磁気光学デバイスに用いるBi-YIG/Au複合微粒子の作製；粉体および粉末冶金

C. Oka,  K. Ushimaru,  N. Horiishi,  T. Tsuge,  Y. Kitamoto：Heat generation of core-shell particles 
composed of biodegradable polymer and iron oxide；J. Magn. Soc. Jpn.,

Suko Bagus Trisnanto,  Yoshitaka Kitamoto：Optimizing coil system for magnetic susceptometer with 
widely-adjustable field-strength and frequency；Jpn. J. Appl. Phys.

Chiemi Oka,  Kazunori Ushimaru,  Nanao Horiishi,  Takeharu Tsuge,  Yoshitaka Kitamoto：
Biodegradable and magnetic core-shell composite particle prepared by emulsion solvent diffusion 
method；Jpn. J. Appl. Phys.

Suko Bagus Trisnanto,  Yoshitaka Kitamoto：Nonlinearity of dynamic magnetization in a 
superparamagnetic clustered-particle suspension with regard to particle rotatability under oscillatory 
field；Journal of Magnetism and Magnetic Materials

Jia Liu,  Yoshitaka Kitamoto：Composite of magnetic drug carriers with thermo-responsive polymer 
for controlled drug release；Jpn. J. Appl. Phys

増田淳, 原由希子：Potential-induced degradation of thin-film Si photovoltaic modules；Japanese 
Journal of Applied Physics

山口世力, 山本千津子, 大平圭介, 増田淳：Reduction in the short-circuit current density of silicon 
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Shota Sakaki,  Ken-ichi Saitow,  Masanori Sakamoto,  Hiroyuki Wada,  Zaneta Swiatkowska-
Warkocka,  Yoshie Ishikawa,  Naoto Koshizaki：Comparison of picosecond and nanosecond lasers for 
the synthesis of TiN sub-micrometer spherical particles by pulsed laser melting in liquid；Applied 
Physics Express

Ryuga Yanagihara,  Tsuyoshi Asahi,  Yukihide Ishibashi,  Osamu Odawara,  Hiroyuki Wada：
Fabrication of naphthalocyanine nanoparticles by laser ablation in liquid and application to contrast 
agents for photoacoustic imaging；Japanese Jouranal of Applied Physics

Fu-Chih Li,  Hiroyuki Wada,  Yoshitaka Kitamoto：IR-responsive upconversion nanoparticles/anatase 
TiO2 composite aerogel；Japanese Jouranal of Applied Physics

Haohao Wang,  Osamu Odawara,  Hiroyuki Wada：Morphology and optical properties of YVO4:Eu3+ 
nanoparticles fabricated by laser ablation in ethanol；Applied Surface Science

- 225 -





◆ 名古屋大学　竹中 康司

【出願番号】 特願2016-254103

【研究成果 (名称) 】 複合材料

【発明者】 竹中康司, 岡本佳比古, 篠田翼, 井上徳大, 東正樹

【出願番号】 PCT/JP2017/046208

【研究成果 (名称) 】 複合材料

【発明者】 竹中康司, 岡本佳比古, 篠田翼, 井上徳大, 東正樹

◆ 静岡大学　脇谷 尚樹

【出願番号】 特願2016-165393

【研究成果 (名称) 】 硬質被覆層がすぐれた耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具

【発明者】 藤原和祟、柿沼宏彰、脇谷尚樹、鈴木久男、篠崎和夫

【出願番号】 特願2016-093620

【研究成果 (名称) 】 金属触媒,ガス拡散電極用触媒層,及び燃料電池

【発明者】 山口猛央, 黒木秀記, 田巻孝敬, 北本仁孝

【公開番号/登録番号】 中国特許登録番号：ZL201210528346.X

【研究成果 (名称) 】 高速重切削においてすぐれた耐摩耗性を発揮する表面被覆切削工具

 【発明者】 柿沼宏彰、高岡秀充、長田晃、脇谷尚樹、鈴木久男、篠崎和夫

【公開番号/登録番号】 中国特許登録番号：ZL201310087419.0

【研究成果 (名称) 】 高速断続切削加工においてすぐれた潤滑性、耐チッピング性、耐摩耗性を発揮する
表面被覆切削工具

【発明者】 柿沼宏彰、高岡秀充、長田晃、脇谷尚樹、鈴木久男、篠崎和夫

【公開番号/登録番号】 中国特許登録番号：ZL201210040509.X

【研究成果 (名称) 】 耐摩耗性に優れた表面被覆切削工具の製造方法

【発明者】 高岡秀充、長田晃、脇谷尚樹、鈴木久男、篠崎和夫

【公開番号/登録番号】 特許第6086497号

【研究成果 (名称) 】 ガス拡散電極用触媒層、その製造方法、膜電極接合体および燃料電池

【発明者】 山口猛央, 小倉俊, 田巻孝敬, 渕上輝顕, 北本仁孝

「共同利用研究に関わる特許」
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