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  Center for Environmental  & Energy Science and Engineering 

環境環境環境環境エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー研究研究研究研究センターセンターセンターセンター 

工学研究科では、従来から太陽光発電、燃料電池、バイオプロセス等の環境エネルギー分野の研究を

行ってきましたが、複雑に絡み合う環境エネルギー問題の解決には、電気系、物質系、 機械系といっ

た個別専門領域を跨ぐ複合的な物の見方や協力体制が必須です。 組織横断的研究を積極的に推進

して情報発信力を高め、循環型社会の構築に向けた具体的提案を行うため、本研究センターを設置し

ました。                         環境エネルギー研究センター センター長 岸 肇 

■■■■設置設置設置設置のののの目的目的目的目的 

✓ 高効率・低コスト太陽電池、リチウムイオン電池、エネルギー輸送等のクリーンエネルギーに関す

る研究 

✓ 有機、無機、金属、及び複合材料などの環境低負荷化材料に関する研究 

✓ 生物由来燃料、バイオプロセス、資源のリサイクル分離技術等のグリーンプロセスに関する研究 

クリーンエネルギー 

太陽光発電太陽光発電太陽光発電太陽光発電 

水素水素水素水素エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー 

リチウムイオンリチウムイオンリチウムイオンリチウムイオン電池電池電池電池

環境低負荷材料 グリーンプロセス 
複合高強度材料複合高強度材料複合高強度材料複合高強度材料

機能性材料機能性材料機能性材料機能性材料 

有機材料有機材料有機材料有機材料 

無機材料無機材料無機材料無機材料 

生物由来燃料生物由来燃料生物由来燃料生物由来燃料 

バイオプロセスバイオプロセスバイオプロセスバイオプロセス

環境分析環境分析環境分析環境分析 

大気水質 

土壌浄化 

先端計測 

■■■■研究内容研究内容研究内容研究内容 
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平成 24年度活動一覧 

 

【2012年】 

 場 所 イベント名 活 動 内 容 

5月 23日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

講演会 関西大学化学生命工学部 岩崎泰彦教授 

「生体・環境低負荷型ﾎﾟﾘﾏｰﾏﾃﾘｱﾙの設

計」 

8月 20日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

講演会 オレゴン州立大学 Michael Lerner教授 

「New Graphite Intercalation Chemistry with  

Amines and Ammonium Ion 

8月 30日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

講演会 奈良工業高等専門学校物質化学工学科 宇田

亮子准教授 「光応答性ﾄﾘﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ誘導体

による金属イオンの分離と検出」 

9月 24日 イーグレ姫路

（姫路） 

兵庫県立大学シンポジウム 研究センター活動説明 

10月 3日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

研究センター内 話題提供会  古賀真由子准教授，柿部剛史助教 

11月 14日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

兵庫県立大学シンポジウム 東京大学工学系研究科 岸村顕広助教 

「ﾎﾟﾘｲｵﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｸｽを用いた低環境負

荷・低エネルギーナノ材料合成」 

 

【2013年】 

1月 17日 じばさんビル 

（姫路） 

【【【【主催主催主催主催】】】】第第第第 2222 回環境回環境回環境回環境エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー研研研研

究究究究センターシンポジウムセンターシンポジウムセンターシンポジウムセンターシンポジウム        

招待講演 3件，ポスター発表 31件 

1月 29日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

講演会 神戸大学海事科学研究科 蔵岡孝治 

准教授 「有機-無機ハイブリッドガスバ

リア膜の作製とその膜特性」 

2月 6日 じばさんビル 

（姫路） 

【共催】第 31 回播磨産業フォーラ

ム 

 
主催：播磨産業懇話会 

2月 27日 姫路工学キャ

ンパス（姫路） 

講演会 ダルム シュ タット 工科 大学 Peter 
Stephan 教授 「Research Topics of 
Boiling Heat Transfer in the Institute 
for Technical Thermodynamics in 
Technical University Darmstadt」 
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平成 24年度 参加教員一覧 

（役職は平成 24年 3月末のもの） 

グループグループグループグループ名名名名 メンバーメンバーメンバーメンバー 役職役職役職役職 分野分野分野分野・・・・キーワードキーワードキーワードキーワード 

クリーン 
エネルギー 
グループ 

佐藤真一（グループ長） 
吉田晴彦 
新船幸二 
伊藤省吾 
森 英喜 
中村龍哉 
藤原閲夫(副センター長) 
松尾吉晃 

河合 正 
河南 治 
小舟正文 
古賀真由子 
岡好浩 

教 授 
准教授 
准教授 
准教授 
助教 
教 授 
教 授 
准教授 

准教授 
准教授 
教授 
准教授 
助教 

・太陽光発電（シリコン系） 
・太陽光発電（化合物系） 
・リチウムイオン電池の電極材料 
・水素貯蔵 
・エネルギー輸送プロセス 
・マイクロ電力の無線伝送 
・水力、風力 

環境 
低負荷材料 
グループ  

矢澤哲夫（グループ長） 
岸 肇（センター長） 
松田 聡 
森下政夫 

山本宏明 
松尾吉晃 
嶺重 温 
大幸裕介*1 
松田 均 
八重真治 
福室直樹 
鈴木道隆 
飯村健次 
遊佐 真一 
菊池 丈幸 
柿部剛史 
先端計測技術 
村松康司 

持地廣造 
盛谷浩右 

教授 
教授 
准教授 
教授 

准教授 
准教授 
准教授 
助教 
教授 
准教授 
助教 
教授 
准教授 
准教授 
准教授 
助教 
 
教授 
教授 
准教授 

・軽量高強度材料 
・バイオマス材料 
・電解質 
・分離膜 

・電池、電極材料 
・機能性表面、界面 
・機能性粒子、繊維 
・環境低負荷ガラス 
・圧電材料、熱電変換材料 
・SPring-8、ニュースバル放射光計測 
・革新的計測技術 

グリーン 
プロセス 
グループ 

福井啓介（グループ長） 
根来誠司 
武尾正弘 
加藤太一郎 
西岡 洋 
前田光治 
朝熊裕介 
鈴木道隆 

佐藤根大士 
本田逸郎 
中川究也*1 
伊藤和宏 
松田 均 
八重真治 
福室直樹 

教授 
教授 
准教授 
助教 
准教授 
教授 
准教授 
教授 

助教 
准教授 
准教授 
助教 
教授 
准教授 
助教 

・ 小型、高効率機械システム 
・ ゼロエミッションプロセス 
・ 環境低負荷プロセス 
・ 微生物、酵素利用 
・環境分析 

*1 平成 25 年 3 月退職 

活性活性活性活性 

バクテリアバクテリアバクテリアバクテリア 

地下水地下水地下水地下水 

SPring-8 
XFEL 

ニュースバルニュースバルニュースバルニュースバル 

O
2
 

電子 e

-

 

H
+

 
  H

2
 

H2O 

電解質 
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平成 24 年度教員間共同研究テーマ 

 

佐藤、新船、吉田、森、堀田  シリコン結晶系太陽電池の高効率化(JST-CREST)  

新船、佐藤根  シリコン微粉末のリサイクル  

伊藤(省)、遊佐 、豊田 色素増感型太陽電池 

矢澤、大幸、遊佐  分離膜  

伊藤(和)、遊佐  光応答性粘弾性流体の乱流計測  

本田、伊藤(和) 魚類の推進機構の流体力学的解明 

遊佐、河南  温度応答性高分子を用いた局所流量制御技術  

加藤、河南  層状チタン酸系ナノチューブの表面改質とその応用  

中川、加藤 ナノ構造体中への酵素タンパク質の導入技術の開発 

持地、根来、盛谷  ｶﾞｽｸﾗｽﾀｰ SIMS を利用したﾅｲﾛﾝ加水分解反応の解析と定量化 

村松、矢澤  ガラス中ホウ素の放射光分析  

村松、松田(均)  めっき中軽元素の放射光分析  

小舟、岸  ビスマス層状構造強誘電体ナノプレートの有機複合化  

松田(均)、福室、森下  ﾅﾉ金属ｺﾊﾞﾙﾄﾄﾞﾒｲﾝ内包ﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ炭化物の創成とﾀﾝｸﾞｽﾃﾝ省資源超硬

合金の開発  

松田(均)、矢澤  太陽電池形成プロセスとしてのガラス－金属薄膜の接合  

松田(均)、鈴木  環境負荷低減のための粉体上への金属コーティング  

岸、矢澤、松田(均)、八重 高分子／有機・無機ハイブリッド／金属コーティング 

武尾、内海、根来、加藤、遊佐、 マイクロリアクターを用いた携帯型 ELISA 分析機の開発 

兵庫県工業技術センター 

武尾、西岡、根来、加藤、神戸大 放射性物質含有廃水処理用吸着剤・凝集剤の開発 

松尾、嶺重 フッ素を利用した革新型電池の研究(NEDO)  

村松、柿部、岸 イオン液体の放射光分析  

村松、岸 炭素繊維複合材料の放射光分析  

小舟、柿部、岸  イオン液体を応用した BaTiO3 球状中空体の創製 

小舟、菊池 ナノピラー型マルチフェロイックデバイスの開発 

小舟、菊池、福室、松田(均) 新規層状構造化合物 (m = 5)ナノプレートの創製 

八重、西岡、福室、松田(均) 都市鉱山からリサイクルした貴金属の分析 
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光応答性紐状ミセルの創成と 

非ニュートン性乱流の特性評価 
 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 機械系工学専攻  伊藤和宏 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 物質系工学専攻  遊佐真一 
 

１．はじめに 
 鋳造は，金属を溶かして型に流し込む単純なプロセスであり古くより用いられている技術であるが，
今日でも自動車産業や家電製品製造業などの基幹産業を支える重要な生産技術の一つである． 
 鋳造での最も重要な課題は，製造時に発生する鋳造欠陥を無くすことである．鋳造工程は，(1)湯流
れ過程（溶融した金属の流動性を利用し，鋳型内に流し込む過程）と(2)凝固過程（鋳型への熱移動を
利用して溶融金属を凝固させ，固相を得る過程）に大別されるが，この２つの過程において材料の熱的，
力学的挙動に関連して鋳造欠陥が発生する．適
切な工程設計により，欠陥発生を予防するため
には，湯流れや凝固の程における高速，高温，
高圧環境下での材料の挙動と非線形な材料物
性を知る必要があるが，これらを実験的に調べ
ることは容易ではなく，欠陥対策の多くは経験
や勘に頼らざるを得なかった． 
 これに対し，鋳造の物理現象を数値的にシミ
ュレーションする研究が進められている．現在
では，鋳造シミュレーションのうち凝固解析に
ついては，３次元形状での解析が実用的に利用
可能となっている．しかし，湯流れ解析につい
ては，自由界面など複雑な物理現象を取り扱う
必要があり，流動現象の実験観察が困難である
ことから，凝固解析よりも開発が難しいとされ
ている．例えば，柏井（2008）は，マッシー
（Mushy）凝固形態となるアルミニウム合金
等の湯流れに関する数値解析では，固相が容易
に液相とともに移動するため，固液混合溶湯の
粘性を考慮した欠陥予測が不可欠と指摘して
いる．図 1 に柏井の解析を示す．鋳込み温度
973K, 肉厚 9mm の板状鋳物の湯流れの状態
をシミュレーションしたもので，図 1 (a)が溶
湯粘性を一定として取り扱った場合，(b)が粘
性を変化させた場合の結果である．鋳込み
0.21s後の時点では両者の相違は見られないが，
0.4s以降は溶湯温度が液相線以下になり，溶湯
粘性が増加することにより，湯流れの予測結果
が大きく異なる． 
 この他にも，固液混合金属の粘性の考慮は，
レーザー溶接・切断技術の開発においても重要
とされている．山下ら（2011）は，福島原発
事故で損傷した炉心の解体技術の有力候補と
してレーザー切断を取り上げて数値シミュレ
ーションを行っているが，レーザー切断時の金
属の溶融プロセス（図 2）に現れる溶融池内の
乱流拡散や半溶融帯（Mushy zone）の対流予
測において，非ニュートン性流体の乱流挙動，
とりわけ溶融池内のように局所的に粘度特性
の変化する流れの再現性を実験データにより
検証する必要性を指摘している． 

 

(a) 溶湯粘性が一定の場合 

 

(b) 固液混合溶湯の粘性変化を考慮した場合 

図 1 鋳造工程湯流れに関する数値解析[1] 

レーザーレーザーレーザーレーザー光光光光照射照射照射照射

アシストガスアシストガスアシストガスアシストガス噴射噴射噴射噴射

金属金属金属金属のののの熱伝導熱伝導熱伝導熱伝導

相変化相変化相変化相変化

溶融金属溶融金属溶融金属溶融金属のののの排出排出排出排出
 

図 2 レーザー切断の数値シミュレーション[2] 
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 そこで本研究は，紫外線の吸収によって粘性
特性の変化する紐状ミセル流体に着目し，これ
を流動させて乱流計測を行うことを研究目的と
した．本研究で創成する光応答性紐状ミセル流
体は，桂皮酸のシスートランス異性化を利用し
て，紫外線の吸収によって粘弾性を変化させる
新しい機能性流体であり，温度変化による余計
な対流を伴わずに流体粘性を局所変化させるこ
とが可能である． 
 このような流体を用いた乱流研究は前例がな
く，これまでに類のない実験事実と対比させて
数値解析モデルを検討することにより，湯流れ
やレーザー切断時の溶融金属の排出過程の飛躍
的な予測精度の向上が期待できる． 
 
２．実験方法 
 カチオン性界面活性剤と低分子アニオンから
形成される紐状ミセルには，その３次元的な絡
み合い構造により溶液に高い粘度を付与するこ
とができ，これに光に応答してシス－トランス
異性化を起こす桂皮酸の光異性化反応を付加す
れば，局所的に粘性を制御可能な非ニュートン
性流体を作ることができる．本研究では，カチ
オン性のセチルトリメチルアンモニウムブロマ
イド（CTAB）及びアニオン性の桂皮酸のナト
リウム塩（NaCin）を混合した紐状ミセルを作
製し，紫外線照射で溶液粘性を変化させること
が可能かどうかを調べた． 
 
３．実験結果 
 粘性変化を確認した予備的試験の写真を図 2
に示す．紫外光照射でミセル溶液の粘度が減少
して典型的なニュートン流体（粘度～1mPa・s）
となり，紫外線照射後に自由界面が水平になっ
ていることがわかる．また，出力 16W/cm2，波
長 275nm 以上の紫外線照射させた場合の吸収
スペクトルを図 4 に示す．約 30 秒で吸収スペ
クトル特性が大きく変化し，異性化することが
確認された．また，乱流実験に備えて出力の低
い紫外線光源による照射実験も行った．出力
0.1W/cm2 の UV-B ランプを様々な粘度のミセ
ル溶液に照射し，粘度の時間変化を測定した結
果を図 5に示す．低濃度では数時間で粘性が低
下するが，濃度が高くなると粘性変化に時間を
要することが明らかとなった．今後，このよう
な実験結果をもとに流路を設計し，乱流速度分
布の計測を行っていく． 
 
４．まとめ 
 紫外線を吸収して粘性を変化させる機能性流体を製作し，粘性変化に要する時間を調べた．この新流
体を用いて粘性変化を伴う乱流計測を行い，湯流れなどの数値解析モデルの検証データを得る計画であ
る．本研究は，鋳造や乱流といった機械工学的な研究に，機能性ミセル溶液の創成といった物質系工学
の技術が加わって実現されたものであり，領域横断的な活動によりこれまでの常識を破る可能性を見い
だすことができた．研究を助成してくださった環境エネルギー研究センターに心より御礼申し上げます． 
参考文献 [1] 柏井茂雄, 大阪大学博士論文第 22328号(2008). 
     [2] Y. Yamashita, et al. Trans. JWRI, 39(2), pp.48s-52s (2011). 

 

図 3 紫外線照射によるミセル粘度の変化 

図 4 紫外線吸収スペクトルの変化 
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図 5 紫外線照射による粘度変化 
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生体との親和性を示しながら 

高い紫外線吸収能力を発揮する材料(nanoZX)の開発 
 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 物質系工学専攻  加藤太一郎 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 機械系工学専攻  河南治 
 

１．はじめに 

 酸化チタンは、UV 吸収や断熱・遮音効果を発揮する機能性材料として利用されているが、エネル

ギー吸収に伴って光触媒活性が発現し有機物を分解してしまう欠点がある。申請者らの研究グループ

は、本欠点をできる限り抑制し、UV 吸収能力を優先させた極めて独創性の高い酸化チタンナノ材料

の作成に成功し、商品化(nanoZX)に向けた検討を企業と共同で進めている。本技術の核は、有機無機

ハイブリッド試薬による酸化チタンナノチューブ表面への自己組織化膜の構築にあり、材料のさらな

る高機能化が実現可能となっている。本申請課題では、光触媒活性を完全に抑制することを目指し、

修飾方法の改善を試みた。 

 

酸化チタンは、化粧品・建築材

の顔料や食品添加物として利用

されている安価な無機材料の一

つである。また可視光を透過する

一方で、UV光はほぼ完全に吸収

できることから、UV吸収材料と

して塗料・高分子素材など様々な

有機系材料に添加されている。さ

らに近年では断熱効果や遮音効

果など新たな性質が次々に見出

されつつあり、エネルギー転換材

料としての利用価値が高まっている。 

このように酸化チタンはエネルギー転換材料として優れた性質を示す一方、エネルギーを吸収する

と、その吸収と同時に光触媒活性に付随する強力な酸化還元力が生じ周囲の有機物を分解、製品劣化

を引き起こすという問題点があった。このような光触媒活性を抑制するために、現状では二酸化ケイ

素等の無機材料にて酸化チタン表面を覆うなど多くの検討がなされているが、完全に抑制すること

はできておらず、また耐久性が低いため UV照射によって容易に修飾膜が分解してしまっていた。ま

た有機材料との相性が悪くなるという新たな問題点も生じていた。 

 

申請者らの研究グループは、酸化チタンに簡単な化学修飾を施すことによって、従来法より有意

に光触媒活性を抑制できることを見出している(ref1-3)。またこの光触媒活性抑制膜は第 2、第 3 の

修飾も容易であり、表面状態を変化させることで様々な物性を付加することも可能となっている。

本研究では、より UV 耐性が向上した材料を開発するためにこれまでの修飾方法を改良することを

試みた。 

 

Ref:  1) 加藤太一郎, 河南治, 「酸化チタンナノチューブを用いた新規な UV吸収材料」 

特願 2008-52746.     

2) 加藤太一郎, 河南治, 加藤直行, 掃部恭弘「紫外線遮蔽素材及び紫外線遮蔽素材の製造方法」 

特願 2012-168027.  

3) 加藤太一郎, 河南治, 加藤直行, 掃部恭弘, 田中良納「塗材及びその製造方法」 

特願 2012-168028. 

 

２．実験計画・方法 

 これまでに申請者らは、酸化チタンの持つ高い UV 吸収能力はそのままに光触媒活性のみが有意

に抑制された表面修飾酸化チタンナノチューブの作成に関する基本技術を有している。本研究では、

このグループが中心となり、より UV耐性の高い酸化チタンナノチューブを開発すべく表面修飾技術

の改良を試みた(下図)。具体的な検討課題を以下に示す。 

Ti O Ti O Ti O Ti

O O O O

Si Si Si SiO O O

自己組織化膜：
　光触媒活性の抑制
　有機材料との相性向上

生体に高い親和性を示すUV吸収材料(nanoZX)として技術
移転を目指す表面修飾酸化チタンナノチューブの模式図

X X X X

酸酸酸酸化化化化チチチチタタタタンンンン層層層層

有有有有機機機機無無無無機機機機
ハハハハイイイイブブブブリリリリッッッッドドドド層層層層

物物物物性性性性付付付付与与与与層層層層

更なる修飾：
　任意の物性を発現
　高い拡張性

高い水酸基密度：
　完全な自己組織化
　構造の実現
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課題 1：各種有機溶媒への酸化チタンナノチューブの分散 

酸化チタンナノチューブを効率よく表面修飾す

るためには、本材料を修飾時に分子レベルに均一か

つ安定に分散させる必要がある。本検討では既に確

立済の分散方法を用いて様々な有機溶媒に分散さ

せ、3wt%の濃度で安定に分散するスラリー状溶液

の作成を試みた。 

 

課題 2：表面修飾反応時の溶媒および反応条件の決定 

分子レベルに分散させた酸化チタンナノチュー

ブに対して効率よく表面修飾反応を行うためには、

反応時の溶媒、および反応温度等の条件設定が重要

であることが分かっている。そこで上記分散液を利

用して、表面処理に適した反応条件の確立を試みた。 

 

３．結果 

酸化チタンナノチューブの光触媒活性は高く、UV 照射によって表面の有機物は容易に分解される

ことが分かっている。これまでに我々は、酸化チタンナノチューブ表面をシランカップリング剤にて

修飾することによって、この光触媒活性を抑制し従来法よりも有意な UV 耐性を付与することに成功

している。ただしその抑制度合いは完全ではなく、紫外線の長期照射によって徐々に表面の修飾膜が

分解されてしまうことが確認されていた。 

本材料が高い UV 耐性を示すためには、シランカップリング剤による自己組織膜の構築が非常に重

要となる。また自己組織化膜を効率よく構築するためには、表面修飾時に酸化チタンナノチューブが

溶媒中に単分散している必要がある。しかし実際には、表面修飾を行うための有機系溶媒中ではチュ

ーブ同士で凝集してしまい、均一に分散していないということが判明した。そこで申請者らは分散方

法を検討し、有機溶媒中、3%wt%にて安定的にほぼ単分散(100-200 nm)する条件を確立することが

できた(検討課題 1)。また分散時に分散安定剤を添加すれば、濃度を最大 40wt%と 10 倍以上とする

ことにも成功した。 

そこで上記方法にて単分散させた酸

化チタンナノチューブに対してシラン

カップリング剤による修飾を行い、ま

た修飾手順を再検討したところ、従来

方法にて得た修飾体よりも明らかに高

い UV耐性を示すことが分かった(検討

課題 2)。具体的にはこれまでは UV-B

換算で 2 日分の紫外線を照射するだけ

で完全に表面の修飾が分解されてしま

っていたものが、新規方法にて得た修

飾体ではおよそ 1 年分(399 日)照射し

ても全く分解されておらず、光触媒活

性を完全に抑制していることを確認で

きた(右図)。 

 

４．まとめ 

申請者らは今回、系横断型の研究を推進することによって、これまでの常識を打ち破る新たな材

料の開発を行うことができた。具体的には、機械系工学専攻・河南の有する酸化チタンナノチュー

ブ作成技術と、物質系工学専攻・加藤の持つ有機合成技術を組み合わせることによって、酸化チタ

ンの持つ高い UV 吸収能力はそのままに光触媒活性のみが有意に抑制された表面修飾酸化チタンナ

ノチューブ作成に関する核技術を開発することができた。また、現在では企業と共同で、本技術を

基にした商品(nanoZX)の開発も進めている。本研究をさらに進めることによって、酸化チタンの持

つ UV吸収能力を最大限に引き出すことのできる革新的ナノ材料を創出できると期待している。 

有機溶媒への分散

nanoZXととととししししてててて共共共共同同同同研研研研究究究究企企企企業業業業よよよよりりりり商商商商品品品品化化化化

加加加加藤藤藤藤太太太太一一一一郎郎郎郎助助助助教教教教河河河河南南南南治治治治准准准准教教教教授授授授

表表表表面面面面修修修修飾飾飾飾酸酸酸酸化化化化チチチチタタタタンンンンナナナナノノノノチチチチュュュューーーーブブブブ

目標：3wt%安定分散

修飾条件の確立

目標：光触媒活性完全抑制

(表面修飾による高付加価値化)

参画する研究グループとその役割・目標

改良修飾法により表面修飾した酸化チタンナノチューブへの 

UV照射試験(TG-DTA) 
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天然色素を用いた色素増感太陽電池の高性能化 
 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 物質系工学専攻 遊佐 真一 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 電気系工学専攻 伊藤 省吾 
 

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに 

現在、人類の高度な文化・生活は大量の資源消費により成り立っている。しかし、長期間にわたり使

い続けてきた資源は、枯渇する危険性が指摘されている。石油および天然ガスの可採年数はそれぞれ 45
年および 64 年と言われている。このように使えば補うことができない化石燃料資源の枯渇問題や、森

林資源の減少による地球環境悪化の問題など、人類が未来のために解決しなければならない多くの問題

が生じている。 
そこで、再生可能なエネルギー資源の太陽光・熱、風力、波力、地熱などが注目されている。これら

のエネルギー資源は、化石燃料などに比べて、枯渇の心配がない、資源量が多い、環境への負荷が小さ

いなどの特徴がある。中でも太陽光エネルギーは、地表に降り注ぐ総エネルギー量が他の再生可能エネ

ルギーに比べて大きい。そこで現在、色素増感型太陽電池が注目されている。色素増感型太陽電池は、

グレッツェル電池とも呼ばれ、1991 年にスイスのグレッツェル博士らが開発したもので、従来のアモ

ルファスシリコン太陽電池に代わる次世代の太陽光発電として期待されている。色素増感型太陽電池は、

色素を使って太陽の光を電気に変えるといった、安価で電気への変換効率も高い新しいタイプの太陽電

池である。また、製作に大掛かりな設備を必要とせず、低コストの太陽電池として期待され研究開発が

行われている。 
色素増感型太陽電池の構造は、透明な導電性ガラス板に酸

化チタン粉末を焼きつけて色素を吸着させた電極と、導電性

ガラスの対極、電解液から構成されるシンプルな構造である

（図 1）。動作原理は光を吸収した色素が酸化チタンへ電子

を放出する。その電子は酸化チタンを経由して透明電極に移

動する。最後に電子が対極に移動し、ヨウ素電解液（I3-/I-）
を経由して色素に戻ることで電流が流れる。 
19 世紀中頃に化学合成により色素が工業生産されるまで

は、天然色素が一般的に使用されていた。合成色素は、安価

で種類が多く安定に供給されるために広く利用されている

が、最近人体に対する安全性や環境保全意識の高まりから、

再び天然色素が注目されている。そこで本研究では、天然色

素を使用した色素増感型太陽電池の開発を行った。 
 
２２２２．．．．実験方法実験方法実験方法実験方法 

 FTOガラス基板（7.5 cm×2.5 cm）を洗剤水中で超音波を 15分間照射した後、水とエタノールで洗

浄した。その後 18分間 UV-オゾン処理を行った後、FTOガラス基板を 40 mMの TiCl4水溶液中に浸

して、30分間 70°Cで加熱して洗浄した。スクリーン印刷で酸化チタンペースト（P25または 18NR）
のレイヤーを FTO基板上にコートして、125°Cのホットプレート上で 4分間乾燥した。その後、膜厚

が 12～14 μm になるまでスクリーン印刷を繰り返し行った。酸化チタンのフィルムを 125°C で乾燥

した後、別の酸化チタンペースト（400C）をスクリーン印刷で堆積させた。酸化チタンペーストでコー

トした電極は除々に加熱した。加熱後に、酸化チタンダブルレイヤーフィルムを 40 mMの TiCl4水溶

液の中に浸して 70°Cで 30分間放置した後、水とエタノールで洗浄を行った。さらに 500°Cで 30分間

焼結した。70°Cまで冷却して酸化チタン電極を色素溶液に 15～120分間浸して洗浄した。 
白金対電極は、FTOガラス基板に直径 1 mmの穴をあけ、水および 0.1 Mの HClエタノール溶液で

洗浄し、さらにアセトン中で超音波を照射して洗浄した。ヒートガンを用いて 400°Cで 15分間加熱し

て溶媒を取り除いた。H2PtCl6のエタノール溶液（2 g/L）を一滴 FTOガラス上に滴下して塗ることで、

白金触媒を FTOガラスに堆積した。さらに 400°Cで 15分間焼成することで白金対電極を作製した。 
 色素増感型太陽電池（DSC）の作製は色素溶液に浸漬した酸化チタン電極と白金対電極をサンドウィ

ッチタイプのセルとして組み立て、アイオノマーSurlyn 1702(厚さ 25 μm)のホットメルトガスケット

で接着した。対電極の穴は 125°Cのホットプレート上で Surlynフィルムにより封止した。対電極の裏

側の穴に電解液を一滴垂らし、セルを真空チャンバー中で、逆真空移入により電解液をセルの中に導入

図図図図 1.1.1.1. 色素増感型太陽電池の構造と

動作 
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してカバーガラスで封止した。接続部の電気接触を良くするため FTO電極の両面にハンダを塗った。 
 光電特性の測定は 450 Wキセノンランプを装着した AM1.5ソーラーシュミレーター(山下電装)を使

用した。疑似光の出力は、疑似光と AM1.5の誤差を 2%以下に抑えるために参照シリコンダイオード(分
光計器株式会社)を基準とした。電流-電圧特性曲線（I-V曲線）は外部バイアスをセルに印加し、発生し

た光電流をデジタルソースメーターで測定した。電圧ステップと光電流の遅延時間は、それぞれ 10 mV
と 40 msとした。光電子変換効率（IPCE）測定はハイムーンイエローS200A溶液を吸着させた電極で

組んだ色素増感型太陽電池の光電子変換効率（IPCE）を測定した。測定には 1.0 cm×1.0 cmの酸化チ

タン電極を使用した。吸光度測定はハイムーンイエローS200Aの水溶液と、酸化チタン電極に吸着した

場合の吸光度を測定した。測定には 1.0 cm×1.0 cmの透明酸化チタン電極（PST-18NR）を使用した。 
 
３３３３．．．．結果結果結果結果 

 ムラサキイモ、紫トウモロコシ、赤大根、赤キャベツ、ブドウ果皮、ブドウ果汁、クチナシ黄、クチ

ナシ青、クチナシ赤、エルダベリー、ウコン、ベニコウジ、ベニコウジ黄、ベニバナ黄、アナトー、ビ

ートレッド、シソ、コチニール、トウガラシなどから抽出した色素を、イオン交換水で 100倍に希釈し

た。また非水溶性のトウガラシ、ヘマトコッカス藻、マリーゴールドの抽出色素はアセトンで 100倍に

希釈した。これらの天然色素溶液を用いて色素増感型太陽電池を作製して発電効率を調べた。色素増感

型太陽電池は最低でも 3つ以上作製して、それぞれの平均値を変換効率として求めた。その結果ベニコ

ウジ黄色から抽出した色素のハイムーンイエローS200Aに酢酸を添加した場合の変換効率が 1.2 %で最

もよかった。このハイムーンイエローS200Aを用いて作製した色素増感型太陽電池の最適化を行った。 
酸化チタンに P25を使用した電極を色素溶液に浸してから取り出して、洗浄するときの溶媒の影響に

ついて I-V曲線を調べて変換効率を求めた。洗浄用溶媒としてイオン交換水、エタノール、アセトニト

リル、アセトンを使用して色素増感型太陽電池を作製した。酸化チタンペーストに P25を用いて、水を

洗浄溶媒に使用した場合の変換効率は 1.29 %、エタノー

ルは 1.14 ％、アセトニトリルは 1.19 %、アセトンは

1.39 %だった。 
ハイムーンイエローS200A の酸化チタン電極への吸

着時間を 15-120 分間と変えて色素増感型太陽電池を作

製して、I-V 曲線の変化から発電効率を求めた。浸漬時

間の最も短い 15 分間で発電効率が 2.095 %となった。

120分間浸漬した場合の発電効率は 1.765 %だった。浸

漬時間を長くしても発電効率は向上しなかった。 
ハイムーンイエローS200A 原液を 100 倍に希釈した

水溶液と、それに酢酸を 0.05 mL加えた溶液に 30分間

浸した18NR酸化チタン電極の IPCEおよび吸光度を測

定した（図 2）。酢酸を添加していないハイムーンイエロ

ーS200A 色素溶液に浸漬した酸化チタン電極の IPCE
と吸光度は低いが、酢酸を添加することで大幅に上昇し

ている。したがって、酢酸を添加して溶液を酸性にする

ことで、酸化チタン表面に対する色素の吸着量が増加し、

光電特性が向上することがわかった。 
 
４４４４．．．．まとめまとめまとめまとめ 

 31種類の天然色素を用いて色素増感型太陽電池を作製し、発電効率を調べてスクリーニングを行った

ハイムーンイエローS200Aが最も高い光エネルギー変換効率（1.2 ％）だった。さらに色素増感型太陽

電池の作製条件の最適化を検討した。酸化チタンペーストに 18NRを用いて作製した酸化チタン電極を、

酢酸を添加したハイムーンイエローS200A水溶液に 15分間浸漬して、エタノールで洗浄してセルを組

み立てることで高い変換効率（1.98 %）を実現できた。抽出で得られた天然色素としては、これまでに

報告されているものより高い変換効率の色素増感型太陽電池の作製に成功した。 
 
５５５５．．．．謝辞謝辞謝辞謝辞 

 色素を提供してくださったヤエガキ酒蔵株式会社に感謝いたします。この研究は兵庫県立大学工学研

究科環境エネルギー研究センター内共同研究費の補助を受けて行われました。 

図図図図 2.2.2.2. ハイムーンイエローS200A 溶

液に浸漬した後の酸化チタン電極の

IPCEと吸光度 
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第２回環境エネルギー研究センターシンポジウム 

 

主催： 兵庫県立大学大学院工学研究科環境エネルギー研究センター，兵庫県立大学産学連携機構 

共催： 兵庫県立工業技術センター， (公社 )兵庫工業会，兵庫イノベーション集積評議会，     

ひょうご産学官連携コーディネーター協議会，(公財)ひょうご科学技術協会 

後援： 兵庫県中播磨県民局，姫路市，姫路商工会議所， (公財 )新産業創造研究機構，        

姫路産業高度化センター，21世紀播磨科学技術フォーラム，はりま産学交流会 

 

日程：平成 25年 1月 17日（木） 

場所：西播地域地場産業振興センター（じばさんびる）9階 901会議室 
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プログラム 

 

第一部 特別講演 

S01 スマートグリッドへのリチウムイオン電池の応用 

財団法人 電力中央研究所  小林 陽 

S02 家庭用固体酸化物形燃料電池（SOFC）コジェネシステムの商品化と開発動向 

大阪ガス（株）商品技術開発部 鈴木 稔 

S03 太陽光発電の今後の展望 

兵庫県立大学大学院工学研究科 新船 幸二 

 

第二部 ポスター発表 

P01 高圧力による鉛蓄電池の高速充電技術  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 前田光治、福井啓介 

P02 表面エネルギー化学研究グループの産学交流への取り組み  

 兵庫県立大学大学院工学研究科  松田均、八重真治、福室直樹 

P03 固体電解質を用いた起電力法による金属ホウ化物の標準生成ギブズエネルギーの決定と高温

酸化特性の熱力学的評価 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 山本宏明 

P04 ベニコウジ黄色を用いた色素増感太陽電池の作製  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 遊佐真一、伊藤省吾 

P05 溶液プロセスによる機能性酸化物の合成  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 菊池丈幸 

P06 放射光軟Ｘ線分光法によるエネルギー関連材料の精密分析技術   

 兵庫県立大学大学院工学研究科 村松康司 

P07 エマルション法によるヒドロキシアパタイトミクロスフェアの調製 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 飯村健次、鈴木道隆 

P08 レーザー切断時溶融金属乱流の解明に向けた光応答性紐状ミセル流体の特性評価  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 伊藤和宏、遊佐真一 

P09 高塩分濃度試料水からのセシウムおよびストロンチウムイオン回収を目指した吸着材の開発

 兵庫県立大学大学院工学研究科 西岡 洋 

P10 沈降静水圧法を用いた高濃度スラリーの粒子径分布直接測定技術の開発 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 佐藤根大士、鈴木道隆 

P11 ArガスクラスターSIMSによる超高感度表面分析  

 兵庫県立大学大学院工学研究科  盛谷浩右、持地廣造、乾徳夫 

P12 ナトリウムイオン電池負極の開発   

 兵庫県立大学大学院工学研究科 松尾吉晃 

P13 ミクロ相分離構造の自己組織化を活用した高性能・高機能 高分子材料の創出 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 岸 肇、松田 聡、柿部剛史 

P14 全固体薄膜リチウムイオン電池用正極の開発   

 兵庫県立大学大学院工学研究科 岡好浩、松本英良、中村龍哉 
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P15 酸化チタンナノチューブの表面物性制御による新規ナノ材料の調製とその応用展開  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 加藤太一郎、河南 治、梶浦 学 

 日本パーミル株式会社 掃部恭弘 

 情報ネットワーク ゆうゆ 加藤直行 

P16 イオン液体を使ったバイオマスエポキシ樹脂の合成  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 柿部剛史、岸 肇  

P17 高圧力場における液体粘度の計測技術   

 兵庫県立大学大学院工学研究科 福井啓介、前田光治 

P18 SOFC向け次世代電解質の開発と今後の課題  

 兵庫県立大学大学院工学研究科 嶺重温、大幸裕介、矢澤哲夫 

 兵庫県立工業技術センター 吉岡秀樹 

P19 アパタイト型ランタンシリケート電解質膜を用いたSOFCの開発   

 兵庫県立工業技術センター 吉岡秀樹 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 嶺重 温、大幸裕介、矢澤哲夫 

P20 水銀フリー酸化物系深紫外発光膜の開発 

 兵庫県立工業技術センター 石原嗣生、福住正文、泉宏和 

P21 ハイブリッド船による省エネ型定点航行システムの開発 

 兵庫県立工業技術センター 三浦久典、中里一茂 

 古野電気（株） 今坂尚志 

 大阪市立大学 南繁行 

 (有)スクラムソフト 上村哲也 

P22 高効率小型太陽熱発電システムの開発  

 兵庫県立工業技術センター 松本卓也、瀧澤由佳子、三浦久典 

 (株)神戸製鋼所 吉村省二 

P23 兵庫県立工業技術センターについての紹介  

P24 兵庫県立大学紹介 

P25 兵庫県立大学産学連携機構紹介 

P26 アドミレックス（ADMIREX）フィルターバグ 

 (株)アンビック 

P27 環境浄化に向けた砂泥吸引ジェットポンプの開発 

 株式会社ハマダ 帽田 泰輔，吉田利樹，尾上健   

 兵庫県立大学大学院工学研究科 伊藤 和宏 

P28 アルミ合金ダイキャスト製コネクティングロッドへのカチ割り工法の適用 

 日本ワヰコ(株) 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 日下正弘 

P29 天然凝集材およびヒ素・六価クロム吸着材の開発  

 (株)アステック 

P30 Ni, Mn-free高窒素オーステナイト系ステンレス鋼の機械的特性に及ぼす炭素の影響 

 ガウス(株) 

P31 金属表面に異材質を被覆することによる新たな表面機能付与と省エネ 

 トーカロ(株) 檜山耕作、神野晃宏 
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S03 

太陽光発電の今後の展望 
 

 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

新船 幸二 
 

    

太陽電池太陽電池太陽電池太陽電池、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー    

 
 2011年に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故をきっかけに、

エネルギー政策の見直しが急務となっている。目先の経済面から考えれば原発再稼

動が望ましいが、事故発生時のリスクや、将来の放射性廃棄物処理の問題を抱えて

いる。火力発電は安定な電力供給という面では優れているが、燃料調達コストが嵩

み、発電時に二酸化炭素を放出するため、経済・環境面に問題が存在する。再生可

能エネルギーは環境面では優れているが、電力の安定供給、コストの面で問題が残されている。今後どの

ようなエネルギーミックスを選択するかを検討するとき、それぞれの特徴を十分に理解しておく必要があ

る。再生可能エネルギーには、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス等があるが、太陽光発電は他の発

電方法と比較して「個人でも導入が容易」、「立地選定から発電開始までの期間が短い」といった利点があ

るため、非常に注目が集まっている。そこで太陽光発電の現状と今後の展望について紹介する。 

 図１に示すのはNEDOの太陽光発電ロードマップ(PV2030+)で示

された発電コストターゲットである。現状では 23円/kWhであり、

住宅用電力価格とほぼ同等である（第一グリッドパリティ）。つま

り、各家庭が太陽光発電を導入してもおおよそ損をしないレベルと

言い換えることが出来る。このままでも太陽光発電の導入は自然増

すると期待出来るが、発電コスト削減には産業規模の拡大が必須で

あるため、太陽光発電の導入を加速する必要がある。そのために導

入されたのが、2012 年 7 月 1 日に施行された再生可能エネルギー

の固定買取制度である。調達価格を住宅用電力価格よりも高い 42

円/kWhと高く設定したため、調達期間である 10年で元が取れる計

算になる。大規模発電用では調達期間を 20 年と設定したため、投

資額に対して年 4~5%程度の利回りが期待出来る。 

 2020 年の目標は 14 円/kWh であり、業務用電力価

格とほぼ同等である（第二グリッドパリティ）。さら

に 2030年の目標は 7円/kWhであり、発電事業者によ

る発電価格とほぼ同等である（第三グリッドパリテ

ィ）。このように順調に発電コスト削減が進めば、2030

年に総電力発電量の 10%を太陽光発電で担うことが

期待出来る。このような状況が国内の太陽電池メーカ

ーにとって追い風か、というと微妙である。なぜなら

ば、現状の第一グリッドパリティが不健全な形で達成

されているからである。太陽電池パネルの 2012年末

の 1kWあたりのスポット価格は平均で 5万 3000円程

度だが、これは 1 年前と比較して 30%以上も低価格

である。価格低下の原因は太陽電池パネルの供給過多（需要の 2 倍近くの供給能力）によるものであり、

多くの太陽電池メーカーは赤字となっている。需給バランスが改善されるまでに少なくとも 1,2 年はかか

り、その後も、パネル価格を下げ続けなければ海外メーカーとの競争に勝てないため、厳しい状況が続く

のは間違いない。国内メーカーは生き残りをかけて、低コスト・高効率太陽電池実現に向けて、図 2 に示

すような技術開発を進めている。 

 現状の政策では、太陽光発電により一部の会社・個人は利益を得ることが出来るが、多くの人はその利

益分を負担しなければならない。このことを認識し、調達価格や導入目標等を再検討する必要がある。 

2010             2020             2030                        2050

7円/kWh以下

発
電
コ
ス
ト

(1) 2007年 46円/kWh

■

■

(2) 2012年 23円/kWh

●

(3) 2020年 14円/kWh

●

(4) 2030年 7円/kWh

2010             2020             2030                        2050
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発
電
コ
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■

■
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●
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●

(4) 2030年 7円/kWh

図1 PV2030+ のターゲットと現状

� AR and Passivation

Front electrodeFront electrode

� fine line (mesh, paste)

� Cu paste

EmitterEmitter

� high sheet resistance

� selective emitter

Rear electrodeRear electrode

� point contact

� hetero junction

WaferWafer

� low cost feedstock

� high-quality crystal growth

� thinner wafer (slicing)

図2 低コスト・高効率太陽電池実現への課題
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P01 

高圧力による鉛蓄電池の高速充電技術 
 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 前田光治・福井啓介 
Battery, CrystallizatBattery, CrystallizatBattery, CrystallizatBattery, Crystallization, High Pressure,ion, High Pressure,ion, High Pressure,ion, High Pressure,    

Electrolyte solutionsElectrolyte solutionsElectrolyte solutionsElectrolyte solutions    

近年、注目されている蓄電池の性能は電極の品質に依存しており、電極表面において

緻密な酸化被膜が維持されることが不可欠である。われわれは，高圧力下では、緻密

で、格子欠陥の少ない結晶が得られ、かつ液相中の 2 次核発生も抑制できる新しい充

放電技術を開発した．[1],[2] 

 
・ 電池の効率を維持しながら急速充電する許容電流は，高圧力下で飛躍的に増大 

・ １００MPa では約４０倍，電極表面結晶が極微細化，電極剥離まったくなしを実現

(１部は，[1]J. Crystal Growth, in press.，[2]日本特許出願中)  

・ 鉛電池の実用化と他の電池への適用,高圧力(晶析)＋電気化学」新分野の模索 
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P02 

表面エネルギー化学研究グループの産学交流へのとりくみ 
〜表面・薄膜の分析解析技術の紹介〜 

 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

教授 松田 均, 准教授 八重真治, 助教 福室直樹 
 

めっきめっきめっきめっき、、、、表面処理表面処理表面処理表面処理、、、、薄膜材料薄膜材料薄膜材料薄膜材料、、、、表面分析表面分析表面分析表面分析、、、、構造解析構造解析構造解析構造解析、、、、組織観察組織観察組織観察組織観察、、、、物性評価物性評価物性評価物性評価、、、、技技技技

術開発術開発術開発術開発、、、、問題解決問題解決問題解決問題解決    

    

 
めっきや材料表面に特化した各種の最新解析装置を所有しております。これら

を利用し、研究で培った高度な解析テクニックを駆使して、めっきや表面処理

関連の開発担当者やトラブル対策担当者の方々がお持ちの問題点（開発の停

滞・不良・トラブル）の解決に対応できる体制を整備しております。また、こ

れらの高度な測定を行うだけでなく、測定結果を基礎的・専門的に解析し、技術情報（過去の事例・

文献情報・他の機関からの情報）に基づいた解釈を行い、問題解決のための具体的な指針を提供でき

るように心がけております。 

 

・ 小さな問題から最先端の研究開発における分析依頼と技術相談を受けています。 

・ 様々な企業との共同研究実施や、姫路市産学協同研究助成等の受領、地域連携卒

業研究等の実績があります。 

・ 皆様からの技術相談や共同研究の提案を歓迎します。 

 

めっきめっきめっきめっき技術技術技術技術におけるにおけるにおけるにおける水素水素水素水素のののの問題問題問題問題

3 3 3 3 μμμμmmmm

内部応力内部応力内部応力内部応力
引張応力：クラック 圧縮応力：ふくれ

基板基板基板基板

膜膜膜膜

水素脆化水素脆化水素脆化水素脆化とととと応力腐食割応力腐食割応力腐食割応力腐食割れれれれ

鉄鋼素材鉄鋼素材鉄鋼素材鉄鋼素材
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固体電解質を用いた起電力法による 

金属ホウ化物の標準生成ギブズエネルギーの決定と 

高温酸化特性の熱力学的評価 
 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

山本宏明   
 

標準生成標準生成標準生成標準生成ギブズエネルギーギブズエネルギーギブズエネルギーギブズエネルギー、、、、固体電解質固体電解質固体電解質固体電解質、、、、起電力法起電力法起電力法起電力法、、、、金属金属金属金属ホホホホ

ウウウウ化物化物化物化物、、、、平衡図平衡図平衡図平衡図    

 
[目的目的目的目的]    化学反応や状態変化の自発的な進行性の可否の判断やそれに伴い出入りす

る熱量やエネルギーの把握、平衡状態の予測には熱力学的な考察が有効であり、そ

れには熱力学諸量、特に標準生成ギブズエネルギーが必要不可とされるが、一般的

な合金や化合物を除くと、未だそのデータベースは充分に整備されていない。本研

究では、 ZrO2-Y2O3 固体電解質を用いた起電力法を利用して、様々な金属ホウ化物

の標準生成ギブズエネルギーを決定を行ってきているが、ここではそのひとつである Mo-B 系（中間化合

物：Mo2B、MoB、Mo2B5、MoB4）の標準生成ギブズエネルギー（∆fG
°）を決定し、その値を用いて Mo-B

合金の高温酸化特性を熱力学的・平衡論的に評価した結果について紹介する。 

[原理原理原理原理とととと方法方法方法方法] 酸化物固体電解質を介して酸素分圧が異なる物質が平衡すると、酸素濃淡電池が形成され起

電力が発生する．本研究では、ZrO2-Y2O3固体電解質製の管の内部に測定対象である Mo-B系中間化合物を

含んだ一定の平衡酸素分圧を示す測定試料を入れ、管の外側は大気とすることで酸素濃淡電池を作製した。

一例として∆fG
°
(Mo2B)を測定するための電池の電池式を(1)式に示した。 

∆fG
°
(Mo2B)測定用電池:  Pt｜Mo, Mo2B, B2O3｜YSZ(8)｜O2 in air｜Pt (1) 

このような電池の起電力 Eを測定すれば、(2)式のように管の内外の酸素分圧比や電池反応のギブズエネル

ギー（∆rG）を知ることができ、さらに、∆rG を構成する該当物質の∆fG
°を決定することが可能となる。 

 ∆rG =RTln(pO2, inside/ pO2, outside) = -nEF (2) 

[結果結果結果結果とととと考察考察考察考察] (1)式に示した電池の起電力を測定したところ、(3)式のような温度の一次関数として近似す

ることができ、この測定結果から∆fG
°
(Mo2B)を(4)式のように精度良く決定することができた。 

 E / V = 1.473－2.592×10-4 T ± 1×10-3  (1198-1323 K) (3) 

 ∆fG
°
(Mo2B) / J mol

-1 

 = －189300 + 41.24 T ± 400   (4) 

Mo-B 系中間化合物に対して同様の測定を他

の行い、Mo-B 系の標準生成ギブズエネルギ

ーを決定した。 

ま た 、 耐 摩 耗 ・ 耐 腐 食 合 金 と し て 有 望 な

Ni-NiMo2B2 合金の高温酸化特性を平衡論的

に考察するために､これまでに測定した Mo-B

系､Ni-B および Ni-B-O 系、Ni-Mo および

Ni-Mo-O 系の中間化合物・酸化物の標準生成

ギブズエネルギーを用いて、右図に示すような

組成-酸素ポテンシャル図を作成した。これは､

任意の組成の Ni-Mo-B 合金が酸化する際の

生成酸化物相とその平衡酸素分圧の関係をよ

く示している。 

 

・ 固体電解質を用いた起電力法による合金や化合物などの標準生成ギブズエネルギ

ーを決定することで、熱力学データベースを充実させる。 

・測定して得られた熱力学諸量を利用することで、化学平衡図・計算状態図の作成

や、高温酸化特性などの平衡論的評価が可能となる。 

Ni Mo

B

NiMo2B2

αNi α+NiMo Μο+NiMo

α+MoO2

ΝιΟ+MoO2 ΝιMoO4

ΝιΟ+NiMoO4
MoO2+NiMoO4 MoO3+NiMoO4

-5

L
o
g
(p
O
2
/P
a)

0  
Fig. Composition-partial oxygen pressure diagram of the 

Ni-Mo-B-O system at 1223 K . 
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ベニコウジ黄色を用いた色素増感太陽電池の作製 
〜安全で高効率色素増感太陽電池の作製を目指して〜 

 

1 兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

2 兵庫県立大学大学院工学研究科 電気系工学専攻 

遊佐真一 1、伊藤省吾 2 
 

色素増感型太陽電池色素増感型太陽電池色素増感型太陽電池色素増感型太陽電池、、、、天然色素天然色素天然色素天然色素、、、、麹菌麹菌麹菌麹菌、、、、光光光光エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー変換効率変換効率変換効率変換効率、、、、多孔質酸化多孔質酸化多孔質酸化多孔質酸化チチチチ

タンタンタンタン、、、、ヨウヨウヨウヨウ素素素素、、、、電流電流電流電流----電圧特性曲線電圧特性曲線電圧特性曲線電圧特性曲線（（（（IIII----VVVV 曲線曲線曲線曲線）、）、）、）、次世代次世代次世代次世代エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、再生可能再生可能再生可能再生可能

エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、持続可能持続可能持続可能持続可能なななな社会社会社会社会、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー教育教育教育教育    

 
エネルギー問題と環境問題は、できるだけ早急に解決すべき重要な課題として社

会的に認識されています。これからの発展途上国の経済成長により、ますます深刻

な問題となることが懸念されます。このような社会情勢の中、クリーンで持続可能

なエネルギー源として太陽光は大きく期待されています。太陽光はほぼ無尽蔵に地

表に注いでいるため、化石燃料のような枯渇の心配がありません。現在、普及している太陽光をエネルギ

ー源とするシリコン系太陽電池は、太陽電池の中で古い歴史を持ち、高い耐久性を持つことが特徴でです。

しかしそのコストの高さと電池自体を生産するために必要となるエネルギー収支、コンピューターのメモ

リー材料として今後シリコンが大量に必要になることなどが問題となっています。 

そこで本研究では安価、安全、高効率な色素増感太陽電池の開発を目的としています。色素増感太陽電

池はシリコンを使用した太陽電池に比べて比較的安価ですが、色素の安定性に問題がありました。本研究

では安定で、より低コストな天然抽出色素を使用することで色素増感太陽電池の実用化を目指します。 

現在最も変換効率が良

く、実用化に近いとされる

色素はルテニウムと呼ば

れる貴金属を含む錯体が

用いられています（図 1）。

しかし今後予想されるル

テニウム産出量の低下が

大きな問題となっていま

す。そこでルテニウムを使

用しない色素として、食用

に用いられてきた麹菌が

生産する天然色素のベニ

コウジ黄色を色素増感太

陽電池用の色素に用いて、

ベニコウジ黄色に最適化された太陽電池の開発を行っています。 

本研究で非常に安価で安全な材料を用いた新しいタイプの色素増感太陽電池を作製できれば、現在のエ

ネルギー問題の解決および、温室効果ガスの削減にもつながります。さらに食用の色素を利用した色素増

感太陽電池の作製は教育用の教材としても大変有用だと考えられます。 

 

 
・ 人体に無害な材料だけで構成された色素増感型太陽電池を作製できます。 

・ 小・中・高校などで、安全性の高い色素増感太陽電池を生徒が自ら作製できるキ

ットとして教育現場に導入することで、エネルギーや環境問題に対する関心を早

期から育むことができると期待されます。 

 

図図図図 1．ルテニウム錯体を色素に使用した色素増感型太陽電池の概念図 
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溶液プロセスによる機能性酸化物の合成 
 

 

 兵庫県立大学 大学院 工学研究科 物質系工学専攻 

菊池 丈幸   
 

溶液溶液溶液溶液をををを反応場反応場反応場反応場とするとするとするとする無機合成無機合成無機合成無機合成プロセスプロセスプロセスプロセス    

強磁性強磁性強磁性強磁性，，，，強誘電性強誘電性強誘電性強誘電性，，，，マルチフェロイクスマルチフェロイクスマルチフェロイクスマルチフェロイクス    

 

１．はじめに 

これまでセラミックス材料の大半は，原料となる粉末を砕いて混ぜ合わせた後，

高温の炉で焼く，いわゆる「やきもの」の手法を用いて合成されてきた．しかし，

図１の(a)に示す様に，粉末同士が接している部分(図中☆印)で起こる緩慢な化学反

応に頼っているため，所望の無機物質を不純物の少ない状態で得るには，材料全体に反応が行き渡るよう

に高温で長時間焼いたり，何度も粉砕と混合をはさんで焼成を繰り返したりする必要がある．そこで考え

られたのが溶液を反応場とする無機合成プロセスである．溶液プロセスでは，原料塩を全て適切な溶媒に

溶解し溶液にするため，図 1の(b)に示す様に粉末を混ぜるだけでは実現できない分子サイズレベルでの混

合が可能になる．そのため，外部から高いエネルギーを与えなくても化学反応を進行させることが可能と

なり，目的とする酸化物の生成温度を低下させることができたり，従来の手法では合成が出来なかった複

雑な化学組成・結晶構造をもつ新しい酸化物の合成が可能になったりするなどの利点がある．これまでに

様々な溶液プロセス(共沈法，ゾル-ゲル法，水熱法等)が考案されてきたが，本研究では錯体重合法と呼ば

れる合成法に着目した．以下に研究成果の一例を示す． 

２．研究成果の一部（La-Co置換 Srヘキサフェライトの低温合成） 

ここで紹介する La-Co置換 Srヘキサフェライトは，高性能な永久磁石を作製するためのフェライトとし

て知られているが，構成元素が多く高純度な合成には高い温度(約 1200度)での熱処理が必要とされていた．

合成法として錯体重合法を適用した結果，合成温度の低温化(900～950度)と磁石特性(保磁力)の向上を実現

することが出来た(図 2)． 

・一般的な手法では合成が難しい多種の構成元素からなる酸化物の精密合成 

・強磁性体のキャラクタリゼーション(特に高周波応答特性) 

・新規なマルチフェロイック物質(強磁性と強誘電性の共存)の探索 

 

 

図 2 錯体重合法により合成した La-Co 置換 Sr ヘキ

サフェライトの磁気特性．保磁力 8,100 Oe はフェライ

ト磁石としては世界第一位（2012 年 12 月現在）． 図 1 溶液を反応場とする無機合成プロセスの概念図 
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放射光軟Ｘ線分光法によるエネルギー関連材料の精密分析

技術 
〜ナノ材料を原子・分子・電子レベルで観る先端技術開発〜 

 
 兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

物質制御計測化学研究グループ 

村松康司 

 
放射光放射光放射光放射光，，，，軟軟軟軟ＸＸＸＸ線線線線，，，，材料分析材料分析材料分析材料分析，，，，軽元素材料軽元素材料軽元素材料軽元素材料，，，，ホウホウホウホウ素素素素，，，，炭素炭素炭素炭素，，，，窒素窒素窒素窒素，，，，酸素酸素酸素酸素，，，，化学状態化学状態化学状態化学状態，，，，

電子状態電子状態電子状態電子状態，，，，局所構造局所構造局所構造局所構造    

 
 

高輝度なＸ線であるシンクロトロン放射光を利用した放射光軟Ｘ線分光法は，材料

を構成する原子や分子の姿を電子・化学状態の観点から詳細に描ける最先端の分析手

法である。特にホウ素（B），炭素（C），窒素（N），酸素（O）など軽元素の精密分析

ができるため，最近ではナノ材料，電池材料，ソフトマターなどのエネルギー・環境

材料の分析評価技術として注目されている。具体的には，軟Ｘ線の発光スペクトル(XES)や吸収スペクトル

(XAS)を高分解能で測定すると物質の化学状態や電子状態に関する情報を抽出でき，特に XES と XAS を組

み合わせると半導体の解析に重要なバンドギャップを詳細に解析できる（図 1）。本方法を用いてホウ素注入

ダイヤモンドを分析したところ，ホウ素濃度が 1000 ppm以下の場合は典型的な p 型半導体のバンドギャッ

プを示すが，数万 ppmの高濃度でホウ素を注入するとバンドギャップが閉じて金属的になることがわかった

（図 2）。さらに量子力学計算で解析したところ，半導体的状態ではホウ素がダイヤモンド格子の炭素と置換

固溶するが，金属的状態ではホウ素クラスターが格子欠陥に挿入される構造をとることが明らかになった。 

 

我々は 1990年代初頭より放射光軟Ｘ線発光・吸収分光法を駆使した軽元素材料の分

析研究を先駆的に展開してきた。この約 20年にわたる軟Ｘ線分光計測技術の開発，膨

大なスペクトルデータベースの蓄積，量子化学計算（DV-Xα, CASTEP）による理論解

析技術の確立など，放射光軟Ｘ線分析の要素技術を全て保有しており，当研究室は放射

光軟Ｘ線分析をワンストップで完結できる強みをもつ。放射光測定には，世界最高輝度

の軟Ｘ線放射光が得られる米国の施設 Advanced Light Source（ALS）をパワーユーザーとして常用し，並行し

て本学ニュースバルでの軟Ｘ線分析の環境整備をビームライン BL10で進めている。最近は，全国・地域の企

業から炭素材料を中心とした材料分析の依頼や共同研究を数多く受け入れている。具体的には，カーボンブ

ラック，ダイヤモンド半導体，黒鉛系材料，ナノカーボン，炭素繊維，工業ゴム，塗料，電池電極材料，B/C/N

合金など，様々な工業材料の分析を実施した。食品の劣化は主に有機物の酸化反応であり，食品企業から依

頼された食品分析も手がけた。また，金属材料中の炭素，窒素，酸素の分析も可能であり，現在この分析に

向けて基礎研究を進めている。 
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エマルション法によるヒドロキシアパタイトミクロスフェアの調製  
 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

粉粒体工学研究グループ 

 飯村健次、鈴木道隆 

 

ヒドロキシアパタイトヒドロキシアパタイトヒドロキシアパタイトヒドロキシアパタイト、、、、クロマトグラフィークロマトグラフィークロマトグラフィークロマトグラフィー担体担体担体担体、、、、ミクロスフェアミクロスフェアミクロスフェアミクロスフェア、、、、単分散単分散単分散単分散    

 
ヒドロキシアパタイト Ca10(PO4)6(OH)2 は歯や骨の主要な構成成分であることから，

生体親和性に優れた生体材料として人工骨，人工歯根等として実用化されて久し

い。また，生体親和性からも明らかなように，タンパク質吸着に優れることから，タンパ

ク質を分離精製する吸着クロマトグラフィー担体としての開発・研究が盛んに行われ

ている。一般的なヒドロキシアパタイトの合成法として，水酸化カルシウムとリン酸の湿式法による合成や三

リン酸カルシウム，炭酸カルシウムと水を 1000℃以上で反応させる固相反応法が報告されているが，これ

らの方法で生成するアパタイト粒子の形状は板状，棒状または塊状粒子であるとされる。これらの形状のヒ

ドロキシアパタイトは，カラム充填した場合に，均一に充填できないため，目詰まりやチャネリングを起こす

という欠点があり，球形ヒドロキシアパタイトミクロスフェアが求められるようになった。現在，球形リン酸カル

シウム粒子の作製法について多く報告されているが，操作性や物性の点で乗り越えるべき課題は少なくな

い。本研究は全く新規な球形ヒドロキシアパタイト調製法を提案するものである。 

 

得られた球形アパタイト粒子の表面電位を測定したところ，興味深い事実が明ら

かとなった。市販のヒドロキシアパタイト粒子のゼータ電位が+20.6mV であったのに

対し，本手法によって得られた粒子では，-12.3mV と負に帯電していることが明らか

となった。この事実は，タンパク質の吸着に対する嗜好性にも如実に現れ，市販のア

パタイトが負に帯電する酸性タンパク質（牛血清アルブミン）を多く吸着するのに対

し，本手法による粒子は正に帯電する塩基性タンパク質（リゾチーム）のみを選択的に吸着することが明ら

かとなった。この特徴的な吸着能により，これまでにない分離性能を有する吸着クロマトグラフィーカラムの

開発が可能となる。なお，本研究の成果は，「球状ヒドロキシアパタイト及びその製造方法」（出願番号：特

願 2009-232624 ，出願人：兵庫県）として特許出願済みである。 

 

・ 参考論文：ヒドロキシアパタイトミクロスフェアの新規合成法 飯村健次，中藤俊明，二階堂 賢 

佐藤根大士，鈴木道隆，粉体工学会誌, 48484848, 152-159(2011) 
・https://www.jstage.jst.go.jp/article/sptj/48/3/48_3_152/_pdf 
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レーザー切断時溶融金属乱流の解明に向けた 

光応答性紐状ミセル流体の特性評価 
 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻  

伊藤 和宏   
 兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

 遊佐 真一   
 

光機能材料光機能材料光機能材料光機能材料，，，，紐状紐状紐状紐状ミセルミセルミセルミセル，，，，粘性変化粘性変化粘性変化粘性変化，，，，レーザーレーザーレーザーレーザー切断切断切断切断，，，，    

流体解析流体解析流体解析流体解析，，，，乱流計測乱流計測乱流計測乱流計測    

 
福島原発事故の炉心解体など，遠隔操作を

要する作業現場において，出力制御が容易

で高速かつ局所加工が可能な「「「「レーザーレーザーレーザーレーザー切切切切

断技術断技術断技術断技術」」」」が着目されています．しかし，実

用化には「溶融金属をアシストガスで吹き

飛ばす技術」を確立する必要があり，金属の流動や相変化の様子

を明らかにして，コントロールする必要があります． 

 

この技術の実現に向け，日本原子力研究開発機構（JAEA）では，

次のような研究開発を進めています（図図図図1111と図図図図2222参照）． 

☆☆☆☆ SPring SPring SPring SPring----8 BL19B28 BL19B28 BL19B28 BL19B2ビームラインビームラインビームラインビームラインでのでのでのでの溶融金属溶融金属溶融金属溶融金属のののの可視化可視化可視化可視化    

☆☆☆☆    液体金属解析用液体金属解析用液体金属解析用液体金属解析用のののの数値解析数値解析数値解析数値解析コードコードコードコード（（（（SPLICESPLICESPLICESPLICE））））のののの開発開発開発開発    

 

しかし，溶融した液体金属流は非ニュートン性（流れのせん断応

力と速度勾配が一般の流体と異なる）流体であり，そのような流

体を効率的に数値解析するための手法（乱流モデル）は開発され

ていません．そこで本研究は， 

☆☆☆☆    非非非非ニュートンニュートンニュートンニュートン性流体性流体性流体性流体のののの乱流乱流乱流乱流モデルモデルモデルモデル開発開発開発開発とととと検証検証検証検証データデータデータデータのののの取得取得取得取得    

を目的に，JAEAと兵庫県立大学が協力して，光応答性紐状ミセ

ル流体を用いた乱流計測を行うことを目指しています． 

 

本研究で創成した光応答性紐状ミセル流体は，カチオン性のセチ

ルトリメチルアンモニウムブロマイド（CTAB）及びアニオン性

の桂皮酸ナトリウム塩(NaCin)を混合することにより生成され， 

次のような性質を持ちます． 

☆☆☆☆ 3 3 3 3次元的次元的次元的次元的なななな絡絡絡絡みみみみ合合合合いいいい構造構造構造構造によりによりによりにより，，，，溶液溶液溶液溶液にににに高高高高いいいい粘度粘度粘度粘度をををを与与与与えるえるえるえる    

☆☆☆☆    紫外線紫外線紫外線紫外線のののの吸収吸収吸収吸収によってによってによってによってシスートランスシスートランスシスートランスシスートランス異性化異性化異性化異性化をををを起起起起こすこすこすこす    

（（（（桂皮酸桂皮酸桂皮酸桂皮酸のののの光異性化反応光異性化反応光異性化反応光異性化反応をををを付加付加付加付加））））    

すなわち，この流体は紫外線の照射によって粘度が低下する光

機能流体であり（図図図図3333），流体の局所粘弾性を変化させた実験を

可能にします．図図図図4444にCTAB-NaCin水溶液（33.8 mmol/l）に15.5 

mW/cm
2の紫外線を照射し，紫外可視吸収スペクトルを測定した

結果を示します．照射後30秒からスペクトルが変化し始め，異

性化が確認されました．今後，乱流実験に応用する予定です． 

・紫外光を吸収して粘性変化する光応答性紐状ミセル流体を創成 

・非ニュートン性流体の乱流モデルを開発し，流体解析の可能性を広げる 

・レーザー切断技術を早期確立し，福島原発事故処理の切り札に！ 

 

固液界面固液界面固液界面固液界面 レーザーレーザーレーザーレーザー光光光光

図 1 Spring-8 を利用した溶融金属の可視化実験 

図 2 溶融金属の数値解析の例（SPLICE コード） 

図 3 紫外線による粘度変化（界面に着目） 

図 4 紫外可視吸収スペクトルの時間変化 
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高塩分濃度試料水からのセシウムおよびストロンチウム 

イオン回収を目指した吸着材の開発 
〜放射性物質の除去をめざして〜 

 
 兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

ナノドメイン・環境材料研究グループ 

西岡 洋 

 
セシウムセシウムセシウムセシウム、、、、ストロンチウムストロンチウムストロンチウムストロンチウム、、、、吸着材吸着材吸着材吸着材、、、、高塩分高塩分高塩分高塩分濃度試料濃度試料濃度試料濃度試料    

    

 
平成 23 年 3 月 11 日に発生した

東北地方太平洋沖地震による東京

電力福島第一原子力発電所事故に

伴う放射性物質の拡散が問題とな

っている。原子力発電はウラン235

の核分裂によって発生するエネルギーを利用しており、

ウラン235が分裂する場合には質量数が140付近のグル

ープの原子と 95 付近のグループの原子が生成する。前

者のグループにはセシウム 137 が含まれ、後者のグルー

プにはストロンチウム 90 が含まれる。セシウム 137 も

ストロンチウム 90も半減期が約30年の放射性同位体で

ある。セシウムはカリウムと同じアルカリ金属元素で、

化学的性質はカリウムに似ている。カリウムは肥料の三

大成分として知られているように生物必須元素であり、

植物に吸収される。同様にセシウムも植物に吸収された

り、土壌中の粘土鉱物と結合する。一方、ストロンチウ

ムはカルシウムと同様にアルカリ土類金属元素であり、

化学的性質はカルシウムに似ている。したがって、生物

に吸収されると骨などに長くとどまる性質を持ってい

る。このため、セシウム 137 もストロンチウム 90 も体

内に入ってしまうと、内部で放射線を出し続ける（内部

被曝）危険性がある。このような放射性物質の除去を

目的として、我々の研究グループでは、セシウムやストロンチウムを選択的に取り込む吸着材の開発

に取り組んでいる。この吸着材は図 1 に示すような無機の結晶性物質であり、この結晶の内部には図

２に示すように、セシウムイオンがちょうど収まるサイズのリングが存在する。セシウムイオンは 8

個の酸素イオンが作るリングの穴にフィットするため、この吸着材はセシウムイオンを捕らえやすい

性質を有している。一方、ストロンチウムイオンに対しては、結晶中の別のサイトで捕捉する。すな

わち、一つの吸着材でセシウム、ストロンチウム両イオンを別々に捉えることが可能である。 

高塩分濃度試料、すなわち、カリウムやナトリウム、カルシウムイオンといっ

たセシウムやストロンチウムイオンと競合するイオンが高濃度で存在する海水

のような試料中でも高い吸着性を示すため、海水が混じった汚染水の浄化への応

用も期待できる。原料には牡蠣殻やガラスなどの無機廃棄物を使用することも可

能である。環境中に拡散したセシウムは粘土鉱物と結合しているためにセシウム

イオン吸着材は無意味という見解もあるが、本吸着材を微細化して水に分散したスラリー溶液を土壌

洗浄剤として使用できないかという点については福島で現地実験を行なっている。無機結晶で不燃性

粉末であることから、原子力発電所に常備する消火剤への応用も期待できる。本吸着材の特許は兵庫

県とフジライト工業株式会社から協同出願（出願番号：特願 2011-239290）済みである。本吸着材以

外にも新たな吸着材の開発とハンドリングについて検討中である。 

 

a） 
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沈降静水圧法を用いた 

高濃度スラリーの粒子径分布直接測定技術の開発 
 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

佐藤根 大士、鈴木 道隆 
 

    

沈降静水圧法沈降静水圧法沈降静水圧法沈降静水圧法、、、、スラリースラリースラリースラリー、、、、粒子径分布粒子径分布粒子径分布粒子径分布測定測定測定測定    

 
 粒子径分布は粉体を扱ううえで最も重要な情報であり、これまでに様々な測定方

法が開発・利用されている｡それらの方法に共通した問題として、希薄濃度しか測定

できないことがあり、一般的には希釈して測定しているが、測定したい状態とは異

なる状態のスラリーを測定することになってしまう可能性がある。このため、高濃

度スラリーを希釈なしに直接測定する方法が求められている。そこで我々はスラリ

ーの分散・凝集状態の評価に使用される沈降静水法に着目し、この方法で得られる静水圧の経時変化を解

析することにより、高濃度スラリーの粒子径分布を希釈することなく測定することを目的とした。 

測定原理 

右図に静水圧の経時変化の模式図を示す。模擬的にスラリー中に

3 種類の大きさの粒子が存在している場合を考え、それぞれ大粒子、

中粒子、小粒子と呼ぶものとする。容器底部の静水圧を測定すると

き、沈降開始時にスラリー最上部の気液界面近傍に存在した大粒子

が測定点を通過するまでは、静水圧は直線的に変化する。これ以降、

測定点より上部には大粒子は存在せず、中粒子と小粒子が沈降し、

静水圧はこれまでよりも緩やかな傾きで直線的に変化する。次に静

水圧の傾きが変化するのは、測定点よりも上部に中粒子が存在しな

くなるとき、つまり、沈降開始時にスラリー最上部の気液界面近傍

に存在した中粒子が測定点を通過したときである。これ以降は、測

定点より上部には小粒子のみが沈降しており、静水圧はこれまでよ

りもさらに緩やかな傾きで直線的に変化する。最終的に全ての小粒

子が測定点を通過したとき、静水圧は一定となる。最後の区間の静

水圧の傾きは、小粒子のみが沈降しているときの傾きであり、この直線を外挿したときの縦軸との切片が、

スラリー中の小粒子のみが寄与した圧力となる。同様に、それぞれの区間を外挿したときの縦軸との切片

がそれぞれの粒子の寄与となり、それぞれの寄与と、全静水圧の変化との比が粒子径分布となる。 

測定結果 

実験には、公称粒子径 6.7μm のアルミナ研磨材と蒸留水を用い

てスラリーを調製した。スラリー濃度は 10〜30vol%の範囲で変化

させた。上記原理を用いて粒子径分布の測定を試みたところ、いず

れの濃度でも公称粒子径よりも小さな値が算出され、さらに濃度が

濃くなるほど値は小さくなり、同一の試料を測定しているにも関わ

らず濃度により値が異なるという結果になった。これは、粒子群の

沈降時に発生する干渉沈降が原因ではないかと考え、過去に提案さ

れている干渉沈降補正式を用いて補正を試みたが結果は改善しな

かったため、実験結果とフィッティングを行うことで実験式を作製

した。その結果、右図のように、公称粒子径と一致する結果が得ら

れた。既存のその他の測定方法では公称値と異なる値が得られるこ

とから、高濃度にも関わらずかなり正確な測定が可能といえる。 

 

・原理が簡単・明確なので、装置がブラックボックス化しない 

・高濃度スラリーを希釈せずに直接測定できる 

・既存の装置の流用で測定可能 
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Ar ガスクラスターSIMS による超高感度表面分析 
 

兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

盛谷浩右, 持地広造, 乾徳夫 
 

有機高分子材料有機高分子材料有機高分子材料有機高分子材料、、、、表面分析表面分析表面分析表面分析、、、、二次二次二次二次イオンイオンイオンイオン質量分析質量分析質量分析質量分析、、、、    

ガスクラスターイオンビームガスクラスターイオンビームガスクラスターイオンビームガスクラスターイオンビーム、、、、    

    

 
【はじめに】二次イオン質量分析法（SIMS）では、表面に存在する分子の構造に関する情

報が得られるため、表面に吸着した未知の有機分子の種類を同定できる。しかし、従来の

SIMSでは、高エネルギー（数千 eV以上）の 1次イオンの照射によって試料内部まで分子

の化学結合が破壊されてしまうため、得られる化学構造情報は制限されていた。またノック

オンやミキシングが表面層に擾乱を引き起こすため、特に有機物試料の分析では表面・界

面部位の詳細な分析や分子種の同定は困難であった。そこで、我々は希ガス気体の巨大クラスターのイオンビー

ム (Gas cluster ion beam; GCIB )を一次イオンに用いた SIMS装置を開発してきた(1)。ガスクラスターイオンは、数

千個の希ガス原子(Ar)が凝集したクラスターをイオン化したものである。GCIB を用いると、一原子当たり数 eV 程度

という低エネルギーの原子を、数 nm
2程度の領域に数千個という超高密度で照射することができる。そのため、ガス

クラスターイオンビーム(GCIB)をプローブとして表面分析を行えば、試料表面の極浅い領域に存在する物質の情

報を、高感度で得られると考えられる。開発した装置では、Arクラスタ－イオンの構成原子数（サイズ）と加速電圧を

調整することで、Ar一原子当たりに換算して 1～20eVの低エネルギー１次イオンの照射が可能である。今回、本装

置をいくつかの無機および有機薄膜試料に応用することにより、表面の極浅い領域に存在する汚染物質層を従来

の SIMS 分析よりも極めて敏感に検出できることが示唆されたので報告する。 

【実験方法】クラスターサイズを選別したアルゴンガスクラスターイオン(Ar-GCIB)を、Si 基板上に塗布した 1,4-ジド

デシルベンゼン（1,4-didodecylbenzene,DDB）薄膜、ポリスチレン(polystyrene, PS)薄膜および ITO 膜付きガラス表

面に加速電圧 5 または 10 kV で照射し、試料表面から放出された二次イオンをリフレクトロン型質量分析器により

測定した。 

【結果と考察】図 1 に加速電圧 10kV の Ar1500
+イオン（一原子当たりの運動エネルギー:6.7eV）（a）および、Ar+イオ

ン（b）を一次イオンとして PS薄膜表面に照射した

ときの SIMS スペクトルを示す。Ar1500
+照射の場

合、m/z=91に現れる PS由来のフラグメントピーク

に対して m/z=45 (C2H5O
+
), m/z=59 (C3H7O

+
),73 

(C4H9O
+
),147 (C8H19O2

+
)など試料表面の汚染物

質であるポリジメチルシロキサン(PDMS)由来のフ

ラグメントイオンが極めて敏感に観察された。

DDB,薄膜 ITO ガラスサンプルにおいても同様

に、ArクラスターSIMSではPDMSが数十倍〜数

百倍敏感に検出された。これらの結果は、ガスク

ラスターイオンを SIMSの一次イオンに用いること

で、試料表面の極浅い領域のみに存在する分子

を従来の SIMS よりも極めて敏感に測定できるこ

とを示唆している。 

 (1) K. Moritani, M. Hashinokuchi, J. Nakagawa, 

T. Kashiwagi, N. Toyoda, and K. Mochiji, Appl. 

Surf. Sci. , 255, 948-950, (2008).  
 

・本研究では、Ar クラスターのイオンビームをプローブとする SIMS 装置を開発して

きました。本装置では、表面の第一層に吸着した分子を、従来型 SIMS よりも数百倍

高感度で検出することが出来ます。また、分子の破壊が抑制されるため、質量スペ

クトルの解釈および分子の同定を容易に行うことが出来ます。 
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次イオンスペクトル  
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ナトリウムイオン電池負極の開発 
 

（兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻） 

松尾吉晃   
 

ナトリウムイオンナトリウムイオンナトリウムイオンナトリウムイオン電池電池電池電池、、、、酸化黒鉛酸化黒鉛酸化黒鉛酸化黒鉛、、、、熱分解熱分解熱分解熱分解、、、、インターカレインターカレインターカレインターカレ

ーションーションーションーション    

    

 
1.    はじめにはじめにはじめにはじめに     

 現在、リチウムイオン電池が大量に生産されており、電気自

動車への搭載も検討されるようになっているが、リチウム資源は

偏在しているため資源供給に不安がある。そこで、資源が豊富

で安価に製造されることが期待されるナトリウムイオン電池の実

用化が期待されている。ナトリウムイオン電池の負極には、リチウムイオン電池で使用実績

のある黒鉛を用いることができないため、ハードカーボン 1)や熱処理した石油コークス 2)、

BC2N
3) 等がテストされている。これらの充放電曲線の形状はリチウムイオン挿入の場合と

類似しているが容量はあまりそれほど大きくない。そこで、我々は、酸化黒鉛の熱分解で

得られる炭素をナトリウムイオン電池の負極材料として検討している。この炭素は炭素層の

積層秩序が比較的高いにもかかわらず大きな層間距離を持つと通常の炭素材料では見

られないいうユニークな構造を持っており、リチウムイオンを多量に吸蔵することが分かっ

ている材料である。 
 

2. 実験実験実験実験         

 黒鉛を発煙硝酸中、塩素酸カリウムにより酸化して得た酸化黒鉛（以下 GO）を真空下 300℃以上の様々な温度で焼成するこ

とで熱分解酸化黒鉛を得た。熱分解酸化黒鉛を PVDF と混合したものを Ni 網で挟み、プレスして作用極とし、対極と参照極に

Na金属を用い 0.5M NaClO4－EC/DEC、1.0M NaClO4－PCおよびこれにフルオロエチレンカーボネート(FEC)を 2%添加したも

のを電解液とし 20mAh/g、0-2.0V vs. Na/Na+の範

囲で定電流充放電試験を行った。 
 

3. 結果結果結果結果とととと考察考察考察考察     

 Fig.2 天然黒鉛および人造黒鉛から得た GO の

熱分解生成物の SEM 像を示す。いずれの試料

の X 線回折測定より算出された面間隔も 0.42nm

であったが、天然黒鉛から得た試料がアコーディ

オン状に膨張しているのに対し人造黒鉛から得た

試料では、そのような変化は見られなかった。 

Fig.3 に人造黒鉛から得た GO を 300℃で熱分

解して得られた試料の充放電曲線を示す。易黒

鉛化炭素と同様の形状の曲線が得られ、1 サイク

ル目の不可逆容量は大きいが、260mAh/g の可

逆 容 量 を 示 し 、 10 サ イ ク ル 後 で も 容 量 は

200mAh/g 以上であった。なお、充放電容量は低

い温度で熱分解した面間隔の大きな試料で大き

い傾向が見られた。また、天然黒鉛から得た試料

でも同様の結果が得られたが、Fig.4 に示すよう

に、サイクル劣化が顕著であった。これはこの試

料がアコーディオン状のためナトリウムイオンの挿

入脱離に伴うストレスによる活物質の脱落等が起

こりやすかったものと考えられた。 
 

・ユニークな構造を有する熱分解酸化黒鉛の利用  

・250mAh/g の大きなナトリウムイオン貯蔵容量 

・比較的良好なサイクル特性 

 

 

～0.4nm

Fig.1 300℃で熱分解した GO

の TEM 像 

Fig.2 （左）：天然黒鉛及び（右）：人造黒鉛から得た GO を 300℃で熱

分解して得られた炭素の SEM 像 

Fig.3 300℃で熱分解した

GOの充放電曲線 

0

50

100

150

200

250

300

0 10 20 30 40 50

C
a
p
a
ci
ty
 / 
m
A
h
/g

Cycle numner

●:人造黒鉛
○:天然黒鉛

Fig.4 300℃で熱分解した

GOのサイクル特性 



27 

P13 

ミクロ相分離構造の自己組織化を活用した 

高性能・高機能 高分子材料の創出 
 

兵庫県立大学 大学院工学研究科 機械系工学専攻 

環境エネルギー工学部門 岸 肇、松田聡、柿部剛史 

 
高分子高分子高分子高分子、、、、複合材料複合材料複合材料複合材料、、、、接着接着接着接着、、、、界面界面界面界面、、、、レオロジーレオロジーレオロジーレオロジー、、、、自己組織化自己組織化自己組織化自己組織化、、、、相構造相構造相構造相構造、、、、    

エポキシエポキシエポキシエポキシ樹脂樹脂樹脂樹脂、、、、ブロックブロックブロックブロック共重合体共重合体共重合体共重合体、、、、イイイイオンオンオンオン液体液体液体液体、、、、バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス、、、、ゲルゲルゲルゲル、、、、    

破壊破壊破壊破壊、、、、変形変形変形変形、、、、靭性靭性靭性靭性、、、、熱膨張熱膨張熱膨張熱膨張、、、、劣化劣化劣化劣化、、、、疲労疲労疲労疲労、、、、導電導電導電導電、、、、イオンイオンイオンイオン伝導伝導伝導伝導、、、、熱伝導熱伝導熱伝導熱伝導        

 
接着性、耐熱性に優れるエポキシ樹脂は、塗料、接着剤、電子材料、航空機構造材、

土木・建築等の多分野で用いられるネットワークポリマーだが、脆さが課題である。

強靭化すれば、例えば航空機、自動車の部品厚みが薄くなり、構造体の軽量化・省

エネルギーに貢献できる。 

本研究室では、高分子改質剤を設計し、エポキシブレンド樹脂中に様々な形態のナ

ノサイズの構造を自己組織的に形成する技術を見出した。ナノ相構造形成技術を用いれば、例えばエポキ

シ樹脂本来の接着性や耐熱性を維持したまま、元のエポキシ樹脂と比べて 10～20 倍強靭な樹脂となる。こ

の技術は他のエンジニアリングプラスチックにも活用でき、導電性接着剤や制振性接着剤への応用も可能。

さらには、熱伝導性、イオン伝導性付与や耐疲労性発現機構解明といった基礎研究にも注力している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)ランダムシリンダー       (b)湾曲ラメラ        (c) 配列シリンダー 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・種々の高分子（樹脂）・接着剤・複合材の高性能化、高機能化を目指した工学研究 

・化学・物理学・力学といった基礎学問を融合し、新コンセプトを提案 

・物質と現象の徹底的観察と基礎理解から仮説を立て、実験検証する研究姿勢 

・専門領域を限定せず現場から学び、切磋琢磨の中で成長する研究室（学生たち） 

 

200nm

  

200nm200nm200nm200nm    
200nm200nm200nm200nm200nm200nm200nm200nm

 

200nm

図図図図 1 1 1 1 エポキシエポキシエポキシエポキシ////アクリルブロックアクリルブロックアクリルブロックアクリルブロック共重合体共重合体共重合体共重合体ブレンドブレンドブレンドブレンド樹脂中樹脂中樹脂中樹脂中にににに形成形成形成形成されるされるされるされる種種種種々々々々ののののナノナノナノナノ相構造相構造相構造相構造 

兵庫県立大学工学研究科兵庫県立大学工学研究科兵庫県立大学工学研究科兵庫県立大学工学研究科『『『『高分子材料工学研究室高分子材料工学研究室高分子材料工学研究室高分子材料工学研究室』』』』ののののキーワードキーワードキーワードキーワード

導電導電導電導電、、、、イオンイオンイオンイオン伝導伝導伝導伝導

植物植物植物植物バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス

変形変形変形変形・・・・破壊破壊破壊破壊・・・・疲労疲労疲労疲労

相構造相構造相構造相構造・・・・ゲルゲルゲルゲル構造構造構造構造

樹脂樹脂樹脂樹脂

接着接着接着接着・・・・粘着粘着粘着粘着 複合材複合材複合材複合材
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(a) 従来電池

 

 
(b) 薄膜電池 

Fig. 1 電池の構造比較 

P14 

全固体薄膜リチウムイオン電池用正極の開発 
 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 電気系工学専攻 

       岡 好浩、松本 英良、中村 龍哉 
 

リチウムイオンリチウムイオンリチウムイオンリチウムイオン電池電池電池電池、、、、RFRFRFRF スパッタスパッタスパッタスパッタ、、、、薄膜電池薄膜電池薄膜電池薄膜電池、、、、全固体電池全固体電池全固体電池全固体電池    

    

 
 リチウムイオン電池は高電圧、高エネルギー密
度であることから、携帯電話、ノートパソコン
等に使用されている。しかしながら、リチウム
イオン電池は電解液に可燃性の有機溶媒を使用
しているために発火や破裂の危険性がある。ま

た、低温領域では電解液の凍結や粘度増加、高温領域では電解液の揮
発、分解による電気化学特性の劣化および寿命の低下が問題となって
いる。これらの問題点を解決するために、有機電解液を固体電解質に
置き換えることで電池部材に液体を使用しない構成にした全固体型リ
チウムイオン電池が提案されている。その中でもすべての工程をスパ
ッタリングやレーザーアブレーションなどの薄膜堆積技術を用いて作
製する全固体型薄膜リチウムイオン電池(Fig. 1)は小型、薄型、軽量、
フレキシブルであることから、ID タグ、MEMS、LSI など小型電子機器、
医療機器への応用が期待されている。今回は全固体薄膜リチウムイオ
ン電池用正極の充放電特性について報告する。 
 正極は LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 ターゲットを設置した RF スパッタ装置
(E-200S, キャノンアネルバ)を用いてアルミニウム集電体上に成膜し
た。スパッタ条件は Ar 流量 12 sccm、ガス圧力 0.5 Pa、ターゲット-
サンプル間距離 75 mm、RF 電力(ターゲット) 70 W 、基板加熱なし、
成膜時間 120 min とした。成膜後の正極はφ16 mm に打ち抜き、500℃、600℃で 10 h アニールした。作製
したサンプルを正極、Li 金属を負極、1.0 M-LiPF6 / EC-DEC を有機電解液に用いて電池セルを構成した。
充放電サイクル特性は定電流モード、充放電の上下限電圧は 2.5 - 4.5 V で 10 サイクル測定した。 

 Fig. 2 はアニールなし、500℃、600℃でアニールした正極を用いた半電池の充放電サイクル特性である。 

アニールなしでは電池動作しないが、アニール処理を施すとサイクル動作する。また、アニール温度 500℃

では放電プロアイルに低温相が見られるが 600℃に上昇させると充放電プロファイルがなめらかになり低

温相が消失していることがわかる。このことから、アニール処理により正極の結晶性が向上していること

が示唆される。詳細は当日述べる。 

 安全で小型で温度特性に優れた全固体型薄膜リチウムイオン電池の研究開発が進

めば、MEMS、LSI などと融合し 1チップ化することにより、医療、環境エネルギー分

野への発展に貢献できると考えている。 
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Fig. 2 充放電サイクル特性 
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P15 

酸化チタンナノチューブの表面物性制御による 

新規ナノ材料の調製とその応用展開 
 

兵庫県立大学大学院工学研究科 物質系工学専攻 

加藤 太一郎 
兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

河南 治、梶浦 学 
日本パーミル株式会社 

掃部 恭弘 
情報ネットワークゆうゆ 

加藤 直行 

 
酸化酸化酸化酸化チタンチタンチタンチタン、、、、ナノチューブナノチューブナノチューブナノチューブ、、、、UVUVUVUV 吸収材料吸収材料吸収材料吸収材料、、、、光触媒抑制光触媒抑制光触媒抑制光触媒抑制    

 
最近の研究から、酸化チタンには紫外線（UV）吸収はもちろんのこと、断熱や吸

音・遮音といった新しい効果を期待できることが明らかになっている。ただしこの

ような用途に酸化チタンを利用しようとする場合には、光触媒活性という作用が立

ちはだかり、耐候性の高い製品を作り出すことができないでいるのが現状であった。 

もし酸化チタンの持つ光触媒活性を長期間抑制することができれば、酸化チタン

の持つ UV 吸収能力により材料の寿命が延び製品のライフサイクルを長くすることができるため、材料の省

資源化と生産プロセスの省エネルギー化に貢献することができる。 

このように UV 吸収能力に特化した酸化チタンに対する技術的・社会的ニーズの高まりの中、我々は、酸

化チタンナノチューブに簡単な化学修飾を施すことによって上述の問題を克服できることを発見した。本

技術の核は、図図図図１１１１に示す酸化チタンナノチューブの合成方法の最適化と、図図図図２２２２のような有機無機ハイブリ

ッド試薬による酸化チタンナノチューブ表面への自己組織化膜の構築にある。これによって酸化チタンの

持つ高い UV 吸収能力はそのままに光触媒活性のみを完全に抑制できる。また、表面修飾された酸化チタン

ナノチューブは一見すると有機化合物にて覆われており、有機材料との相性が高まることも分かっている。

つまり高分子素材や塗料等有機系材料への添加材という観点から、酸化チタンの持つ UV 吸収能力を最大限

に引き出すことのできる新しい先端材料となる可能性を秘めている。 

・ 酸化チタンを用いる様々な産業分野へ適用可能 

・ 要望に応じた材料の提供や機能付加が可能 

 
図図図図１１１１ 本申請で用いている酸化チタンナノチューブの透

過電子顕微鏡写真(右下スケールバーは 100nm） 

①酸化チタン層

②有機無機ハイブリッド層

③物性付加層
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図図図図２２２２ 有機無機ハイブリッド試薬による酸化チタンナノ

チューブ表面への自己組織化膜構築の概念図 
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イオン液体を使ったバイオマスエポキシ樹脂の合成 
 

 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

柿部 剛史・岸 肇 
 

イオンイオンイオンイオン液体液体液体液体・・・・バイオマスバイオマスバイオマスバイオマス・・・・エポキシエポキシエポキシエポキシ樹脂樹脂樹脂樹脂・・・・セルロースセルロースセルロースセルロース・・・・    

高強度樹脂高強度樹脂高強度樹脂高強度樹脂    

 
イオン液体は幅広い温度範囲で液体として存在する塩であり、イオンのみからな

る液体です。一般に 100℃以下の融点を有する塩をイオン液体（ionic liquid、IL）

と定義していますが、特に室温付近に融点を有するイオン液体を“room tempreture 

IL（RTIL）”と呼び、イオン液体研究の中心となっています。蒸気圧が低い、難燃性

である、熱安定性・電気化学的安定性が高い、電気伝導性が高いなど、他の物質に

はない独自の興味深い性質を有するため、イオン液体はこの 20 年ほどの間に様々な分野で活発に研究さ

れ、すでに実用化されている技術および今後期待される

アプリケーションは非常に多岐にわたっています。 

イオン液体を構成する代表的なカチオン（陽イオン）

とアニオン（陰イオン）の例を Fig.1 に示しました。一

般に、水や有機溶媒との混和性は、カチオン種の側鎖長

とアニオン種に依存することが知られています。カチオ

ンとアニオンの構造や組合せにより自由に分子を設計

することができ、目的により様々な物性を付与できるこ

ともイオン液体の特徴の一つです。 

近年、このイオン液体がセルロースの良溶媒となるこ

とがわかってきました。セルロースは自然界に豊富に存

在するバイオマス資源ですが、水や有機溶媒に難溶性であり、アルカリ触媒下で高い温度でなければ溶解

しません。また、セルロースの液化に関してはアルコー

ルを付与する必要があり、純粋なバイオマス資源として

利用するのは困難でした。そこで、我々はセルロースの

良溶媒であるイオン液体に注目し、イオン液体中に溶解

したセルロースを直接エポキシ化することで、バイオマ

ス純度の高いエポキシ樹脂を合成しています。さらに木

材の主成分はセルロース、ヘミセルロース、リグニンで

すが、その中で芳香族環を持つリグニンを成分としたエ

ポキシ樹脂を作製することで石油由来のエポキシ樹脂

に匹敵するような特性を引き出すことが期待できます。

これは有機化合物の耐熱性、機械的・電気的特性が芳香

族環により付与される場合が多数見られるからです。 

さらにイオン液体の低蒸気圧（揮発しにくい）、分子

デザイニングにより様々な有機溶媒と相溶・相分離するという特性を活かすことで、Fig.2 に示すような

サイクル性の高い合成・精製プロセスを組むことができます。 

 本研究は基礎研究段階であるが、作製したエポキシ化バイオマスは高分子量の繊

維状セルロースなどの高強度なバイオマス高分子との混和性も高いと考えられるた

め、反応率の高い低分子量のセルロースをエポキシ化し、高強度の高分子量セルロ

ースを混和した高強度樹脂にも応用が期待できます。積極的に植物由来、木質由来

のバイオマス資源を用いた高強度樹脂の開発は、化石資源の枯渇や地球温暖化など

の問題が危惧される現在において、低炭素化社会づくりや枯渇性資源からの脱却において非常に重要な課

題です。 

Fig.1 イオン液体の代表的なカチオンとアニオン 

Fig.2 イオン液体中でのエポキシ化バイオマス合成プロセス 
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高圧力場における液体粘度の計測技術 
〜アルコール水溶液（測定例）〜 

 

 兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

福井啓介、前田光治 
 

液体粘度液体粘度液体粘度液体粘度、、、、最大最大最大最大 4000400040004000 気圧気圧気圧気圧、、、、レーザーレーザーレーザーレーザー光光光光をををを使用使用使用使用、、、、短時間測定短時間測定短時間測定短時間測定    

動的光散乱動的光散乱動的光散乱動的光散乱、、、、ブラウンブラウンブラウンブラウン運動運動運動運動、、、、微粒子微粒子微粒子微粒子、、、、静止液体静止液体静止液体静止液体、、、、自動化自動化自動化自動化    

 
液体粘度の測定には、回転粘度計、球落下粘度計などが使用されている。粘度測定

は流体中で固体物体を運動させる必要があり、高圧力下で測定可能な装置の開発が

困難である。そこで、超高圧力（最大 4000 気圧）で測定可能な計測装置を開発した。 

 

 

1. 高圧力場での液体粘度の測定装置と方法 

 高圧装置の概略を図 1 に示す。昇圧作用流

体は水であり、測定サンプルは 3mL のバイア

ルビンで作用流体と分離されている。測定部

分は４方にサファイヤ製窓があり、レーザー

光の透過とそれに直角方向の散乱光の測定が

可能である。散乱光は光電子倍増管により電

気信号に変換され、測定された光子数の時間

的変化より自己相関関数を求め、その減衰率

)( Dq2=Γ を算出する。減衰率より粒子拡散

係 数 D を 求 め 、 Einstein-Stokes の 式

（ Dd3Tk pB πη = ）より流体粘度を算出する。

ここで q は光学系で決まる定数、kB はボルツ

マン定数、Tは温度、dpは粒子径、Dは粒子拡

散係数である。 

 

 

 

2. 測定結果の一例 

測定対象流体の一例として、エタノール、メタ

ノール、2 プルパノールの各水溶液の高圧力場で

の粘度測定を試みた。尚、使用した粒子の径は

100nm である。図 2に 303K におけるメタノール水

溶液の各種濃度に対する粘度の圧力依存性を示

す。圧力の増加とともに粘度が増大する。上記各

種アルコール水溶液の粘度を温度 303K, 313K, 

323K、濃度 0～100mol%、圧力 0.1MPa～400MPa の

条件で測定した。 

 

・ 最大 4000 気圧での液体粘度の測定が可能 

・レーザー光を使用した非接触の測定 

・サンプル資料は 2mL 程度 

・測定時間は数分、自動化も可能 
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図 2 高圧力場でのメタノール水溶液の粘度(303 K) 
●xe=0、■Xe=0.123、▲Xe=0.273、○Xe=0.568、□Xe=1 

1 High-pressure cell 
2 Pressure promoter 
3 6-ways valve 
4 Plunger pump 
5 Water pressure media 
6 Laser 
7 PMT.  

PH: High pressure gauge 
PL: Low  pressure gauge 
VH: High pressure valve 
VL: Low pressure valve 
VT: Top valve 
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   図 1 高圧力場での液体粘度の測定装置 
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SOFC 向け次世代電解質の開発と今後の課題 
〜アパタイト型酸化物の燃料電池への適用〜 

 

 （兵庫県立大学大学院工学研究科）嶺重 温、大幸 裕介、矢澤 哲夫 

 （兵庫県立工業技術センター）吉岡 秀樹 

 
固体酸化物形燃料電池固体酸化物形燃料電池固体酸化物形燃料電池固体酸化物形燃料電池（（（（SOFCSOFCSOFCSOFC）、）、）、）、アパタイトアパタイトアパタイトアパタイト型酸化物型酸化物型酸化物型酸化物    

ケイケイケイケイ素酸化物素酸化物素酸化物素酸化物、、、、固体電解質固体電解質固体電解質固体電解質    

 
災害時対応、あるいは低炭素社会実現を可能とする発電システムの開発が望まれており、燃料電池

に注目が集まっている。セラミックスを電解質に用いる固体酸化物形燃料電池（SOFC）は高温（700

～1000˚C）作動燃料電池であり、様々な燃料を電気エネルギーに高効率変換可能、電極材に貴金属が

不要、等の特長を有する。これらの特長を活かし、昨年にはいよいよ家庭用 SOFCの市場投入がなさ

れ、コスト等の課題はあるものの、SOFC の普及に向けて期待が高まっている。我々はアパタイト構

造をもつ新しいタイプのイオン伝導体：ランタンシリケート（La9.333+xSi6O26+1.5x, LSO）に着目してお

り、これを次世代の SOFC電解質と位置付け、LSO電解質の特性向上に向けた種々の研究開発を行っ

ている。本発表では本材料を用いた SOFCの研究開発の現状と今後の課題を明らかとする。 
 

１．組成の最適化と、構造とイオン伝導性の相関解明 

 LSOは酸素過剰型組成を持ち、c軸方向に高いイオン伝導性（伝導の異方性）を持つユニークな O
2-

イオン伝導性酸化物である。 Al を LSO の Si サイトに置換固溶させる［組成式；

La9.333+x(Si6-yAly)O26+1.5x-0.5y］ことで、優れたイオン伝導性を有することから、本研究では組成（x, y）

を最適化することと、さらにそこに意図的に遷移金属元素を添加することによる物性への影響を詳細

に調べた。特に、本材料では第二相を共存・制御した材料合成が重要であると考えており、第二相の

析出を伴う La過剰組成（x > 0.5）に注目して材料開発を行ったところ、La10(Si5.8Al0.2)O26.9の組成をも

つ LSO が、既存材料をも凌駕する優れたイオン伝導度を示すことを明らかとした。このようにイオ

ン伝導性に優れた材料が開発されたが、x の大きい組成では化学的に不安定となるという問題も明ら

かとなった。一方、この最適組成を持つ材料に鉄を添加したところ、材料の化学的安定性や機械的強

度が著しく改善されるということを見出した。これにより、高いイオン伝導性と高い化学的安定性を

兼備した材料開発に成功した。さらに、放射光を用いた結晶構造解析や微量元素状態解析を実施する

ことにより、LSO におけるイオン伝導と結晶構造、欠陥構造との因果関係の解明を行い、Al 置換固

溶による酸素移動性の向上や鉄添加による粒界構造安定化等の事実が明らかとなりつつある。 
 

２．電極／電解質界面特性の評価と発電特性向上 

最適化された LSO 電解質と、正極・負極の両電極材料と組み合わせて構築した燃料電池は 800˚C

において 0.25 W cm
-2とほぼ実用レベルの出力性能を示した。現在、種々の電極と本電解質材料で形成

される界面特性について詳細に調べているところである。さらに、金属ナノ粒子を修飾した高性能電

極も別途開発しており、更なる発電特性の向上に期待が寄せられる。 
 

３．今後の取り組み 

現在、LSOの薄膜化や優先配向による電解質の実効抵抗の低減、さらには電極界面構造設計による

電極抵抗の低減に取り組んでおり、これらの組み合わせによって更なる発電特性向上を目指してい

る。また、酸素過剰型 LSO の性能を最大に引き出す材料設計を行うためには、格子関酸素等、点欠

陥の評価手法の確立が必要であり、これらについても取り組みを進めている。 
 

・安価安価安価安価ななななケイケイケイケイ酸酸酸酸をををを原料原料原料原料としとしとしとし、、、、伝導性伝導性伝導性伝導性とととと耐久性耐久性耐久性耐久性にににに優優優優れたれたれたれた OOOO2222----伝導体伝導体伝導体伝導体をををを開発開発開発開発したしたしたした。。。。    

・燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池をはじめをはじめをはじめをはじめ各種各種各種各種センサセンサセンサセンサ、、、、酸素透過膜等酸素透過膜等酸素透過膜等酸素透過膜等のののの高効率化高効率化高効率化高効率化がががが期待期待期待期待されるされるされるされる。。。。 

・試作試作試作試作したしたしたした燃料電池燃料電池燃料電池燃料電池はははは 800800800800˚̊̊̊CCCC においてにおいてにおいてにおいて出力出力出力出力 0.25 W cm0.25 W cm0.25 W cm0.25 W cm----2222とととと良好良好良好良好なななな特性特性特性特性をををを示示示示したしたしたした。。。。 

・配向操作配向操作配向操作配向操作、、、、薄膜化薄膜化薄膜化薄膜化によるさらなるによるさらなるによるさらなるによるさらなる特性向上特性向上特性向上特性向上がががが現在進現在進現在進現在進められているめられているめられているめられている。。。。 
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アパタイト型ランタンシリケート電解質膜を用いたSOFCの開発 
 

（1兵庫県立工業技術センター、2兵庫県立大学大学院工学研究科物質工学専攻） 

吉岡秀樹 1、嶺重 温 2、大幸裕介 2、矢澤哲夫 2 
 

酸化物酸化物酸化物酸化物イイイイオンオンオンオン伝導体伝導体伝導体伝導体、、、、固体酸化物形燃料電池固体酸化物形燃料電池固体酸化物形燃料電池固体酸化物形燃料電池、、、、アパタイトアパタイトアパタイトアパタイト型構造型構造型構造型構造、、、、

ランタンシリケートランタンシリケートランタンシリケートランタンシリケート、、、、固体電解質膜固体電解質膜固体電解質膜固体電解質膜、、、、スピンコーティングスピンコーティングスピンコーティングスピンコーティング    

    

    
ビーズミルを用いてアパタイト型構造のランタンシリケート微粒子ペーストを作製した。スピ

ンコーティングによりサーメット基板上にペーストを展開・焼成し、ランタンシリケート電解

質薄膜を用いた負極支持型 SOFC を開発した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ランタンシリケート電解質膜を用いた負極支持型 SOFC の作製に成功した。 

・微粒子ペーストを用いることにより焼成温度を下げることができた。 

・負極支持体や正極の微細構造制御によりさらに高い発電出力が期待される。 

・研究グループでは、溶射法による作製についても成功している。 

 
特許特許特許特許のののの出願出願出願出願 

１．吉岡、酸化物イオン伝導体及びその製造方法、特許第 4581077 号 

２．吉岡、嶺重、固体酸化物型燃料電池用セル及びその製造方法、特開 2011–165424 

外部資金外部資金外部資金外部資金のののの獲得獲得獲得獲得 

１．アパタイト型イオン伝導体の緻密な薄膜の作製、H18 科学技術振興機構シーズ発掘試験 

２．中温作動型ＳＯＦＣへの適用を目指したアパタイト型固体電解質薄膜の高イオン伝導化、H20～H22 科学研究費補助金基

盤研究 C 

３．固体酸化物形燃料電池の中温作動を可能にするアパタイト型ランタンシリケート電解質膜の作製技術、H23～H24 科学技

術振興機構 A-STEP シーズ顕在化タイプ 

４．燃料電池電解質膜への適用のための微粒子溶射による緻密セラミックス膜製造技術の開発、H24～26 戦略的基盤技術高

度化支援事業 

アパタイトアパタイトアパタイトアパタイト型型型型ランタンシリケートランタンシリケートランタンシリケートランタンシリケート電解質膜電解質膜電解質膜電解質膜をををを用用用用いたいたいたいた負極支持型負極支持型負極支持型負極支持型 SOFC

１．アパタイト型ランタンシリケートは高いイオン

伝導度を示す新しい酸化物イオン伝導体であ

る 

２．中温作動 SOFC 用電解質として期待されて

いる 

３．希少な金属元素を用いない SOFC である 

４．薄膜化による高イオン伝導が期待できる 

微粒子微粒子微粒子微粒子ペーストペーストペーストペーストによるによるによるによるＳＯＦＣＳＯＦＣＳＯＦＣＳＯＦＣのののの開発開発開発開発 

目的目的目的目的 

１．微粒子化したペーストによる焼結温度の

低減 

２．ディップコーティング、スピンコーティング

等、汎用製造装置による SOFC の作製 

３．多層膜への展開 

作製方法作製方法作製方法作製方法 

１． NiO–ランタンシリケートサーメット基板にス

ピンコーティングでペーストを塗布、乾燥後、

500℃で脱脂 

２．上記操作を４回繰り返した後、1500℃で 4

時間焼成 

３．電解質表面に LSCF 正極をスクリーン印刷 
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■開回路電圧: 0.91–96 V 

■最大出力密度 : 

    150, 51, 14 mW cm
−2

 
    (800, 700, 600ºC) 

■スピンコーティング膜を 1500

ºC で焼成することにより 15 µm

の緻密な電解質膜が得られた 

（従来の焼成温度は 1700 ºC） 
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水銀フリー酸化物系深紫外発光膜の開発 
〜ナローバンド UVB光源として〜 

 

兵庫県立工業技術センター 環境・バイオ部 

石原嗣生、福住正文、泉 宏和   
 

水銀水銀水銀水銀フリーフリーフリーフリー、、、、ナローバンドナローバンドナローバンドナローバンド UVB、、、、ガドリニウムガドリニウムガドリニウムガドリニウム、、、、薄膜薄膜薄膜薄膜、、、、    

スパッタリングスパッタリングスパッタリングスパッタリング、、、、カソードルミネッセンスカソードルミネッセンスカソードルミネッセンスカソードルミネッセンス    

 
【背景】欧州の WEEE&RoHS 指令（水銀 1000ppm 以下）や「水銀規

制条約」の策定作業など、環境有害物質に対する規制は益々厳しくな

り、水銀ランプを利用した紫外光源にも使用環境および製造環境にお

ける安全性には厳しい目が向けられています。そのため、水銀フリー

で環境に対応した革新的な代替深紫外光源の開発は喫緊の課題となっています。 

本研究では、ガドリニウムの f-f電子遷移を利用した水銀の輝線よりもピーク幅の狭い

深紫外光源の開発を目的としました。スパッタリング法により、ガドリニウム添加アル

ミン酸イットリウム系酸化物の薄膜化を検討し、水銀フリーで高強度な深紫外発光膜の

創製を試みました。 
 

【成果】ガドリニウム（Gd）添加アルミン酸イットリウム系酸化物膜は、高周波マグネ

トロンスパッタリング法を用いて、サファイア基板上に成膜しました。基板温度 800℃

で得られた試料は、非晶質であったため、ポストアニール処理（900～1400℃）により

結晶を生成させることを検討しました。その結果、1100℃以上で熱処理することにより、

波長 315nm で高強度に紫外発光する Y3Al5O12（YAG）膜が得られました。得られた

YAG:Gd 膜は、カソードルミネッセンス（CL）測定で 1mW/cm
2 以上の出力を示したこ

とより、水銀フリーの深紫外光源として使用可能です。今後、紫外光源のさらなる高出

力化を実現し、ナローバンド UVB 皮膚治療器用光源や様々な紫外光源市場での利用を

目指します。有害物質を含まない紫外光源を開発する事によって、従来の水銀ランプの

代替として、工業用から家庭用までの普及を図り、環境問題の改善に貢献していきます。 
 

・ 希土類元素ガドリニウムを用いることで、有毒な水銀を使用しないでも、ピーク

の半値幅の狭い深紫外線が得られます。 

・ピーク幅が狭い特徴を活かし、ナローバンド UVB 皮膚治療器用光源としての利用

が考えられます。 
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高効率小型太陽熱発電システムの開発 
 

兵庫県立工業技術センター(*1)、(株)神戸製鋼所(*2) 

松本卓也(*1)、瀧澤由佳子(*1)、三浦久典(*1)、吉村省二(*2) 
 

太陽熱発電太陽熱発電太陽熱発電太陽熱発電，，，，地産地消地産地消地産地消地産地消，，，，可変焦点放物面鏡可変焦点放物面鏡可変焦点放物面鏡可変焦点放物面鏡，，，，光学測定光学測定光学測定光学測定，，，，シミュレーションシミュレーションシミュレーションシミュレーション 

 
小出力において高効率なスクリュー型タービンの特性を活かした地産地消型低コス

ト小型太陽熱発電システムの実用化を目指した研究である．ヘリオスタット（太陽

追尾ミラー）のコストダウンのための可変焦点放物面鏡の設計製作を行い、その集

光性能の測定方法を確立し実験によって確かめると共に、蒸気蒸発部の概念設計を

行いシステム全体のエネルギー効率をシミュレーションによって算出した。 

     
  

1. 可変焦点放物面鏡の設計製作 

４隅をサポートして中央をバネにより引っ張る構造とし，放物面になるように鏡の各部曲げ剛性を変

化させ、有限要素法により計算を行なった。製作上の問題から、厚さ一定のアルミ製の鏡の裏面に、

剛性を変化させたアルミ製リブを貼り付ける構造とした。大きさは、一辺が１．２５ｍの正方形であ

る。 

2. 蒸気蒸発部の開発 

小型の太陽熱地産地消型太陽熱発電システムに適したタワー型集熱システムの蒸気蒸発部をターゲ

ットとしたときの蒸気蒸発部の概念設計を行った。 

3. 可変焦点鏡の反射光の光強度の測定方法の確立 

ヘリオスタットに搭載した可変焦点鏡の性能を評価するために、可変焦点鏡によって集光された光強

度を画像処理結果から推定した。通常、実験室等の屋内での光強度の計測には光パワーメータを用い

るが、可変焦点鏡が集光する光の光軸方向の断面積はセンサヘッドの受光部面積より大きく、そのま

までは測定できないため、太陽光を可変焦点鏡によって白色のパネルに集光させ、そのときの画像を

撮り、この画像を用いて光強度の推定方法を考案した。 

4. システムの最適化のための集光シミュレーション 

集光エネルギーを推定するため、太陽光がヘリオスタットにより反射され、受光部に集光されるまで

のサブシステムについて詳細なシミュレーションを行った。ヘリオスタットを自由に配置した場合の

時々刻々の集光エネルギー量の推定が行えるシミュレーションモデルを作成し、NEDO の年間直達日射

量データを用いて年間の集光エネルギー量を推定した。このデータをもとに、全体システムでの出力

を推定した。 

   （平成 23～24 年度 ＪＳＴ戦略的創造研究推進事業（先端的低炭素化技術開発）にて実施） 

・地産地消型低コスト小型太陽熱発電システム 

・可変焦点放物面鏡による低コスト化 

・画像処理による光強度測定 
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アドミレックス（ADMIREXTM）フィルターバグ 

〜地球環境の保全とエネルギーの有効活用〜 

 アンビック株式会社   
〒670-0841 兵庫県姫路市城東町 180 番地  

TEL.（079）281-2171（代表）FAX.（079）281-6515 http://www.ambnfk.com 

 

環境環境環境環境、、、、フィルターフィルターフィルターフィルター、、、、ダイオキシンダイオキシンダイオキシンダイオキシン、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー回収回収回収回収、ＰＴＦＥ、、ＰＴＦＥ、、ＰＴＦＥ、、ＰＴＦＥ、耐熱耐熱耐熱耐熱、、、、耐薬品耐薬品耐薬品耐薬品    

    

フィルターの語源は、ラテン語の Filtrum（フエルト）より派生したもので、 

ぶどう酒の滓をフエルトでろ過していたのが最初とされています。フィルターは、 

ある流れから物を濾し分ける手段であり、フエルトのような複雑な三次元構造を 

したものが、理想的なものとなります。合成繊維からなるフエルト構造（三次元構造）        

の総称は、不織布と呼ばれフィルターとして広く使用されています。 

アンビック（株）は、幅広い産業分野に資材用のフェルト・不織布を提供しています。排ガス処理装置 

のひとつであるバグフィルターの粉塵を捕集するろ布（フィルターバグ）用フェルトを国内で初めて市場 

に送りだして以来、さまざまなニーズに応える商品開発・技術開発に取り組んできました。 

フィルターバグは、「粉じん公害防止」、「労働環境改善」、「有価物の捕集」「エネルギーの回収」などの 

用途で、あらゆる産業分野において用いられています。近年は、ナノテクノロジーの進展などとも関連して、 

微粒子の回収技術としての重要性が高まると共に、厳しくなる一方の環境保全への要求と相俟って、高集 

じん効率、省エネルギーのフィルターバグが求められています。 

極細 PTFE（Polytetrafluoroethylene）繊維を用いた高性能フィルターバグ「アドミレックス（ADMIREXTM）」 

はダイオキシンの低減や、HC（l 塩化水素）、SOx などの有害ガスの排出量の削減を可能にするフィルター 

バグです。都市ゴミや産業廃棄物といった焼却炉の集塵装置をはじめ、特に微粒子ダストの多いガス化 

溶融炉や灰溶融炉の排ガス処理において欠かせないフィルターバグとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADMIREX の特長 

①極細 PTFE 繊維とウォータージェット製法を採用することで細密なフェルト層が形成

されています。 

②集じん機能層は細密なフェルト層であることから表面に均一な一次付着層を形成さ

せることが可能です。 

③集じん機能層は PTFE 素材であることからその特性上ダスト剥離性に極めて優れています。 

④二層の複合化には接着剤を一切使用しないウォータージェット製法を採用していますので、フェルト層 

の表面空隙率を損なわず、かつ交絡が強固で膜構造と違い、層間剥離やクラック等の破損は起きない。 

⑤強度保持層には用途に応じた生地（素材）を選定することができます。 

高密度の高圧水流によって特殊 PTFE 繊維層と強度保持層（ガラス織布）を強固に絡ませ、緻密なフェルト層を形成させる 

 

特殊 PTFE 繊維（平均 10μm）のウェブ 

フェルト、織布など 

ADMIREXTMの概念図 
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環境浄化に向けた砂泥吸引ジェットポンプの開発 
 

株式会社ハマダ 

帽田 泰輔，吉田利樹，尾上 健   
ご連絡先: 株式会社 ハマダ〈担当者：尾上 健〉姫路市網干区新在家１２６１－１２ 

TEL：079－272－1081    FAX：079－273－3547    mail：k-onoe@hamada-inc.co.jp    URL：http://www.hamada-inc.co.jp 

兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 

伊藤 和宏   
土壌浄化土壌浄化土壌浄化土壌浄化，，，，環境保全環境保全環境保全環境保全，，，，砂砂砂砂のののの洗浄洗浄洗浄洗浄，，，，攪拌攪拌攪拌攪拌，，，，輸送輸送輸送輸送，，，，    

ジェットポンプジェットポンプジェットポンプジェットポンプ，，，，効率評価効率評価効率評価効率評価    

 
タンカー事故に伴う重油汚染や，漂着ごみから溶出される重金属類，あるいは福島

原発事故で放出された放射線物質などから海岸・河川の砂を浄化し，速やかに生態

系を再生することは，四方を海に囲まれた我が国の環境保全において重要です． 

 

これより，汚染砂を積極的に浄化し，環境を回復させる技術の開発が望まれていま

すが，自然界に存在する大量の砂を効率よく輸送し，混合・撹拌，洗浄することは容易ではありません． 

 

そこで本研究では，砂泥を吸引する流

体機器としてジェットポンプに着目

し，性能評価を行ってきました．図 1

にジェットポンプの概要を示します．

構造が簡単で内部に羽根車や弁機構

がないため，故障が少なく，固液二相

流の搬送に適しています． 

 

天然の海砂（佐賀県平瀬東沖産，図 2）や人工砕砂

（図 3）などを吸引した実験を行いました．ジェッ

トポンプがこれらの砂を自給できることを確認し，

吸込管内濃度は約 10%でした． 

 

図 4にポンプ効率を整理した結果を示します．質量

流量比 M（=吸込流量/駆動流量）で整理すれば，水

単相流の実験データ（黒丸）や設計式（実線）に

近い値が得られることがわかりました．これによ

り，砂を吸引する

ジェットポンプ

の設計指針が得

られました． 

 

現在，図 5に示す

ような環境浄化

装置を開発し，販

売も行っていま

す．土壌浄化，環

境保全への適用

を期待しています． 

・砂や泥を自給し，攪拌，洗浄，輸送する機器としてジェットポンプを提案 

・天然の砂を吸引して実験することで性能を評価 

・結果を設計に生かし，高性能なジェットポンプを提供します 

 

図 1 ジェットポンプ試験部の概要 

図 2 吸引した海砂 図 3 吸引した砕砂 

図 4 効率曲線の例 図 5 株式会社ハマダ SPS-NEO 



38 

P28 

アルミ合金ダイキャスト製コネクティングロッドへのカチ

割り工法の適用 
〜 世界初の試み！ 加工時間を飛躍的に低減するエコな工法 〜 

 日本ワヰコ株式会社 

〒544-0002 大阪市生野区小路 3 丁目 6 番 2 号 

℡06-6751-0636 connrod@wico.jp 
 

兵庫県立大学大学院工学研究科 機械系工学専攻 機械工学部門 

〒671-2280 姫路市書写 2167 

℡079-267-4832  kuska@eng.u-hyogo.ac.jp  

            日下 正広  

  
エコエコエコエコななななコンロッドコンロッドコンロッドコンロッド製造法製造法製造法製造法，，，，エンジンエンジンエンジンエンジン軽量化部品軽量化部品軽量化部品軽量化部品，，，，工数低減工数低減工数低減工数低減，，，，    

素材使用量削減素材使用量削減素材使用量削減素材使用量削減，，，，EVEVEVEV 車車車車・・・・HVHVHVHV 車用補助発電車用補助発電車用補助発電車用補助発電エンジンエンジンエンジンエンジン用用用用，，，，    

アルミアルミアルミアルミ破断分割工法破断分割工法破断分割工法破断分割工法，，，，カチカチカチカチ割割割割りりりり工法工法工法工法，，，，加工加工加工加工エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー削減削減削減削減    

 
 コネクティングロッド（以下コンロッド）はエ

ンジンのピストンとクランクシャフトを結び，ピ

ストンの動力をクランクシャフトに伝え，往復運

動を回転運動へ変換する重要な部品である．アル

ミ合金製コンロッド（以下アルミコンロッド）は

軽量化・低騒音化・低振動等に優れていることか

ら，汎用エンジン・マリンエンジン・コンプレッサーなどに使用されてい

る．コンロッドはクランクシャフトに組み込むために，その大孔部を分割

可能な構造に加工し，ボルト締め後，内径の加工を行っている．そのため

に，多くの加工工程と時間とともに余分な材料を必要としてきた．これを

改良するためカチ割り工法の研究開発を行っている．このカチ割り工法は

鉄（鍛造または鋳鉄）製のコンロッドにおいて一部実用化されているが，

アルミ合金製コンロッドに関しては弊社の研究開発が世界初と思われる。

また,この工法を採用することで従来工法に比べて，品質レベルは同等で

ありながら、1/3 程度の工数低減ができるだけでなく，エンジン・コンプ

レッサーへの組付け工数をも低減できることから,事前の顧客へのヒアリ

ンにより，ニーズがあることを把握している． 

 

【従来工法】 

クランクシャフトへの組付けには，コンロッド大端孔部をロッド側とキャップ側に分解し，規定トルクでボルト締

めする必要があり，規定トルクでの締め付け時に大端孔の真円度が満足されなければ，摺動が阻害されるため，精密

な加工を要する部品である．従来の加工方法は，ロッド部とキャップ部が一体の状態で成型されたコンロッドを，①

ボルト穴加工後，②ロッド部とキャップ部に切断加工し，再結合するための③ハメコミ部の加工を嵌め合い管理で０．

０３程度の加工精度で実施し，④ボルト締めを行い，⑤内径加工を実施する．クランクシャフトへの組付け時には，

いったんボルトを外し，規定トルクで再度⑥ボルト締めを行わなければならない．このように，従来工法は加工工程

が多いため，加工に要する時間が長く，また，切断加工・嵌め合い加工時に削り代が必要なため，素材使用量が多く

なるといった問題点が挙げられる． 

【カチ割り工法】 

従来工法の問題点を解決する方法であるカチ割り工法では，ロッド部とキャップ部が一体の状態で成型されたコン

ロッドを用いて，①ボルト穴加工後直ちにボルトを取り付けることなく②内径加工を実施し，③プレスあるいは衝撃

荷重を加えることでロッド部とキャップ部を破断分割し，後は納品先である顧客においてクランクシャフトに④ボル

ト組立するだけである． 

従来工法と比較すると，破断面の凹凸を利用するので，はめあい加工をすることなく「貝合わせ」のように位置決

めが可能となる．従来工法の切断加工・ハメコミ加工の両方を瞬時に完成させ，加工工数を１/３に短縮できる画期的

な工法である.また,納入先でエンジンに組付けるためにコンロッドのボルトを外す必要があったが，弊社の工法の場

合には加工工程でボルト締めを行う必要がないので，その手間も削減できる．その他，従来工法の切断加工・ハメコ

ミ加工に必要とされた削り代が不要となるため，素材の使用量を低減できる利点もある． 

 カチ割り工法は、加工に要する時間を従来工法よりも削減することができる．即ち，加工

に必要なエネルギー使用量を削減することにつながる．また、切断や切削代が不要なことか

ら，素材の使用量も削減できるエコなコンロッド製造工法である． 

 

小端孔 
シリンダへの 

取り付け部 

大端孔 
クランクシャフト 

への取り付け 

ロッド部 

キャップ部 ボルト締め 
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天然凝集材およびヒ素・六価クロム吸着材の開発 
 

 株式会社アステック 
兵庫県姫路市岩端町 107-4 

TEL：079-298-6666 

http://www.astec-geo.co.jp/ 

E-mail  himeji@astec-geo.co.jp 

 
天然凝集材天然凝集材天然凝集材天然凝集材「「「「ドロンパドロンパドロンパドロンパ」」」」    

 
アステックでは、アルミフリー凝集材「ドロンパドロンパドロンパドロンパ」（特許取得済）を開発しました。 

ドロンパは原料の粘土鉱物を分散という特殊な加工技術を用いており、高い凝集能

力を発揮させることに成功しました。 

ドロンパはひょうご新商品調達認定商品および国土

交通省・新技術情報提供システム NETIS（番号：

KK-100082-A）に登録されています。 

 

ドロンパドロンパドロンパドロンパのののの特徴特徴特徴特徴    
■主原料は天然の粘土鉱物と水。 

■汚濁物質を素早くキャッチし、速やかに凝集。かつ強い再凝集性を持つ。 

■微量の pH 調整剤の他は、アルミニウムや鉄系の無機凝集剤および 

有機高分子凝集剤等の化学薬品を一切使用していない。 

■有害性や毒性，腐食性が全く無く、二次公害の心配がないので環境や 

人体に安全。 

■COD，BOD，電気伝導度等の上昇がない。 

■原料が粘土鉱物なので底質の安定性は非常に高く、万一環境中に流出 

しても生態系には影響がない。 

■凝集された沈殿物は再利用が可能で、処理費用を低減し、かつ環境に 

やさしい。 

 

 

ヒヒヒヒ素素素素・・・・六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム吸着材吸着材吸着材吸着材「ＭＰ－Ｃ」「ＭＰ－Ｃ」「ＭＰ－Ｃ」「ＭＰ－Ｃ」    

 

また、アステックでは全く新しい高性能砒素・六価クロム吸着処理材「MPMPMPMP----CCCC」（特許取得済）を開発しました。 

 

MPMPMPMP----CCCC をををを用用用用いたいたいたいた砒素砒素砒素砒素・・・・六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム除去除去除去除去システムシステムシステムシステムのののの特長特長特長特長 
■従来からの凝集法や緩速ろ過法など大規模で手間のかかるシステム 

から、より簡単で効果的な処理が可能に。 

■砒素・六価クロムだけでなく他の重金属類(シアン・ 水銀・セレン・ 

鉛等）の吸着能力も高く、重金属汚染水の浄化にも効果を発揮。 

■MP-C を用いたシステムは従来からのシステムと比べて簡易かつ 

省スペースな処理が可能で、場所を選ばず無電力で浄化できる。 

 

砒素砒素砒素砒素・・・・六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム吸着能力吸着能力吸着能力吸着能力 

従来からの吸着材（公開特許の物質も含めて）と比較して、2～3 倍の除去能力を持ちます。 

 
汚染水中の対象濃度 

（ヒ素・六価クロム） 

高濃度ヒ素 

5mg/ℓ 

低濃度ヒ素 

0.5mg/ℓ 

低濃度六価クロム 

0.5mg/ℓ 

MP-C 1g あたりの 

ヒ素・六価クロム吸着量 

（理論値） 

（約） 

5mg 
（約） 

2mg 
（約） 

2mg 
 

 
左：原水 右：ドロンパ添加 

 
撹拌停止 10 分後 

 

天然天然天然天然、、、、凝集材凝集材凝集材凝集材、、、、ドロンパドロンパドロンパドロンパ、、、、ヒヒヒヒ素素素素、、、、六価六価六価六価クロムクロムクロムクロム、、、、

吸着材吸着材吸着材吸着材、、、、MPMPMPMP----CCCC    
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Ni, Mn-free 高窒素オーステナイト系ステンレス鋼の 

機械的特性に及ぼす炭素の影響 
 

 ガウス株式会社 

〒678-0092 兵庫県相生市矢野町上土井 273-1 

TEL:0791-29-1771 

FAX:0791-29-1772 

E-mail: katsuhisa-takane@gauss.ne.jp 

URL: http://www.gauss.ne.jp 

金属粉末射出成形法金属粉末射出成形法金属粉末射出成形法金属粉末射出成形法、、、、高強度高靭性高強度高靭性高強度高靭性高強度高靭性、、、、延性脆性遷移温度延性脆性遷移温度延性脆性遷移温度延性脆性遷移温度    

高窒高窒高窒高窒素鋼素鋼素鋼素鋼、、、、高窒素高窒素高窒素高窒素オーステナイトオーステナイトオーステナイトオーステナイト系系系系ステンレスステンレスステンレスステンレス鋼鋼鋼鋼、、、、窒素吸収窒素吸収窒素吸収窒素吸収    

 
オーステナイト系ステンレス鋼は耐食性に優れ，さらに低温脆性を示さないことから各

種化学工業，石油鋼業をはじめ電機機械，各種車両，低温用，その他原子炉関係な

どに広く使用されている。しかし，オーステナイト系ステンレス鋼は耐力の低さや，置か

れた環境によっては粒界腐食，応力腐食割れ，孔食，すきま腐食などの局部腐食現

象を示すという欠点がある．  

オーステナイト系ステンレス鋼の主要合金元素である Ni は地球上に偏在

している為に供給不安が危惧され、資源枯渇問題の為、価格が高騰する

など不安定要素を含んでいる．近年西洋では，環境問題からNiは人体に

アレルゲンな元素として使用が制限され、加圧式エレクトロスラグ再溶解

法により、Mn を含んだ高窒素オーステナイト系ステンレス鋼が開発されて

いる。しかし、MnはNiと同様に希少金属であり，しかも、オーステナイト系

ステンレス鋼の優れた特性である耐食性・耐酸化性を劣化させる。そこ

で、Ni とMnの代替元素として窒素を高濃度添加した高窒素ステンレス鋼 

が近年注目されている。 

窒素は大気中に大量に存在する元素であり，人体にとって無害である．ま

た，窒素はオーステナイト生成元素であり，侵入型固溶強化元素の為、添

加させることで高強度を得ることができる．さらに窒素は孔食指数(PI)値を

上げ，耐孔食性の改善が期待できる．  

窒素の添加方法として加圧式エレクトロスラグ再溶解法，固相窒素吸収

法，メカニカルアロイング法などが挙げられる．中でも粉末冶金法を用いた

窒素吸収法は固相状態での窒素の固溶限が溶液状態の場合よりも著しく大

きいという利点を持つ． 

粉末冶金法の一つである金属射出成形法を用いると、焼結時の適切な温度

で、炉内を窒素雰囲気にし，鋼に窒素を吸収させる固相窒素吸収法を組み合

わせることで高窒素ステンレス鋼 を作製できる． 

金属射出成形法によって得られた Ni, Mn-free 高窒素オーステナイト系ステ

ンレス鋼に熱間圧延を施した時の機械的性質を右図に示す。 

金属射出成形法+熱間圧延法による Ni,Mn-free 高窒素オーステナイト系ステ

ンレス鋼は従来のオーステナイト系ステンレス鋼である焼結 SUS316L 鋼と比較し，0.2%耐力は約 3 倍の

600MPa，引張強さは 2倍以上の 1100MPa，0.1mass%C までは全伸び 60%以上の高強度と高延性を示した 

金属射出成形法+熱間圧延法による Ni,Mn-free 高窒素オーステナイト系ステンレス鋼の延性脆性遷移温度

は極低 Cである 0.003Cに比べ炭素量が増加すると低下する傾向が見られ，0.1Cでは約 70℃低温側へ大き

くシフトした．更に 0.3Cは延性脆性遷移温度が-20℃ほどと予測出来る． 

・金属粉末射出成形法により作製した Ni,Mn-free 高窒素オーステナイト系ステンレス

鋼は、高強度高靭性で、非磁性を示し、人体のアレルゲンになる元素 Ni の代替元素

として窒素を使用していることから医療用機器部品への使用が期待できる。 
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金属表面に異材質を被覆することによる 

新たな表面機能付与と省エネ 
〜排ガス温度向上・輻射率向上・放射線遮蔽〜  

       
トーカロ株式会社  神野晃宏、檜山耕作    

放射線遮蔽放射線遮蔽放射線遮蔽放射線遮蔽・・・・断熱断熱断熱断熱・・・・燃焼燃焼燃焼燃焼ガスガスガスガス温度上昇温度上昇温度上昇温度上昇    

輻射利用輻射利用輻射利用輻射利用・・・・加熱効率向上加熱効率向上加熱効率向上加熱効率向上・・・・省省省省エネエネエネエネ    

 
金属の表面に異材質の金属またはセラミックを被覆することにより様々な機能性を

付与する事が可能である。このたびは、①断熱による排ガス温度上昇、②輻射利用

による加熱効率向上、③放射線遮蔽についてその概略を紹介する。 

 

 

① 断熱断熱断熱断熱セラミックセラミックセラミックセラミック：排気ガス管の金属表 

面に断熱セラミック膜を被覆すると放熱

低減により燃焼ガス温度の上昇が可能で

ある。横のグラフは昨年の『アジアンル・

マンシリーズ』レースカー実車搭載時の

測定結果である。燃焼ガス温度が 60～

70℃上昇する事により出側でのガス流速

向上・エンジン低回転でのタービン効率

向上を実現している。 

 

② 放熱放熱放熱放熱セラミックセラミックセラミックセラミック：また逆に、複数の金属酸化物と炭化物を複合化 

させて膜の緻密さ・厚みを制御してやることにより、表面の輻射性能

が向上して金属の温度上昇を抑制できる(被覆なしでは 510℃に温度

上昇する環境でセラミック被覆してやる事により金属の温度は 460℃

に低減)。この現象を利用すれば加熱対象物を効率良く加熱する事が

可能となる。 

 

③ 放射線遮蔽放射線遮蔽放射線遮蔽放射線遮蔽：東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故により、 

放射性物質を含む汚染水やガレキの処理が問題となっている。現状、汚染

水処理に用いたゼオライトや、ガレキ等を中間貯蔵するための容器（キャス

ク）は、地中等で保管・管理されるため、容器自体やコンクリート壁に対して環

境にやさしいγ線遮蔽技術が求められている。これらの背景を踏まえ、当社

では、表面処理の技術を利用して効率的な放射線遮蔽と人や自然に優しい

放射線遮蔽・環境調和性コーティング技術の開発に着手し、放射線遮蔽機

能を有し、鉛など環境や人体へ悪影響を及ぼす有害金属の代替材料となりう

るタングステンを使用した放射線遮蔽・環境調和性コーティング技術を開発し

た。尚、本コーティング開発は X 線遮蔽が必要な医療機器、放射線滅菌装

置、異物検査装置などへ応用することも可能であり、機器装置の小型化や高

安全化が期待される。 

熱の有効利用による省エネルギー化や、鉛などの有害金属を使用しない放射線遮蔽

の実現により環境面で大きく寄与できる技術である。さまざまな燃焼系装置・加熱

装置・環境装置に有用であり、実機での実証を繰り返しながらその系に最適な表面

機能を創り出していくことにより、エネルギーを有効利用した各種設備が期待でき

る。 
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