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  １．センター長挨拶（巻頭言）

� 地方創生センター長　小　川　信　明

　人口の急激な減少や超高齢化という我が国が直面する大きな課題は、地域活力の低下にとどまらず、

地方の衰退や市町村の消滅が懸念されるとともに、人口減少率が全国一の秋田県にとっても深刻な問

題となっています。このため、国と地方が一体となり、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で

持続的な社会を創生する「地方創生」の取り組みが全国的に展開されているところですが、秋田大学

では、いち早く「地域再生のための知の創生の見地から、地域と連携し、地域の活性化、教育活動、

住民活動への助言や地域の防災等に関する研究と支援等を行い、地域の発展及び安全・安心な地域社

会の形成に寄与する」ことを目的に平成23年4月「地域創生センター」を設立しました。

　その後、秋田大学が地域産業の活性化と雇用創出につながる研究や人材育成を進めるためには、学

部・研究科の枠を超えた研究面での地域貢献に一層力を注いでいく必要があるとの判断から、秋田大

学が地域と連携し、地域の活性化と発展に寄与することを目指して、地域協働、地域防災の事業を担っ

てきた「地域創生センター」と、希少元素に注目した新リサイクル技術の開発と高度素材設計に関す

る研究を課題に掲げて研究活動を行ってきた「ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（平成13年5月

設置）」、また、企業等との共同研究や人材育成、産学官連携活動を一層促進することを目的とした「ベ

ンチャーインキュベーションセンター（平成24年10月設置）」などの既存の施設を再編統合し、平成

28年4月に新たに「地域協働・防災部門」と「地域産業研究部門」の2部門からなる「地方創生センター」

を設置しました。

　秋田大学は、大学の使命である教育と研究を地域に還元する任務を担っています。その中で「地方

創生センター」は、地方創生に取り組む地（知）の拠点大学の中心的な役割を担いつつ、「地域協働・

防災部門」では、学内の各学部・研究科と連携しながら、地域との協働による地域振興策、地域課題

解決への取り組みと地域防災等の研究・支援を推進することで、地域を担う人材育成を図るとともに、

「地域産業研究部門」では、秋田県及び秋田大学の特色でもある資源開発の研究や医理工連携を含め

た地域産業の成長に資する研究6事業を推進し、秋田県が掲げる政策とも連携した地域の産業振興、

活性化に貢献するとともに、特に高度な教育を受けた人材及び高度な研究や新しいものづくりのでき

る人材を地域に輩出できるように努力し、最先端の研究で地域産業の発展に取り組んでまいります。
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  ２．地方創生センター組織及び運営会議・専門委員会等の構成

【運営会議】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎小　川　信　明
　志　立　正　知
　村　岡　幹　夫
　藍　澤　淑　雄
　林　　　良　雄
　中　村　順　子
　神　谷　　　修
　有　明　　　順
　柴　山　　　敦

地方創生センター長
地方創生センター副センター長（地域協働・防災部門長）
地方創生センター副センター長（地域産業研究部門長）
国際資源学研究科　准教授
教育文化学部　　　教授
医学系研究科　　　教授
理工学研究科　　　教授
秋田産学官ネットワーク産学官連携シニアコーディネータ
国際資源学研究科　教授

◎は議長

【地域協働・防災部門運営委員会】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎志　立　正　知
　水　田　敏　彦
　鎌　滝　孝　信
　根　岸　　　均
　濱　田　　　純
　茂　木　　　優
　保　坂　正　智

地域協働・防災部門長
地方創生センター教授
地方創生センター准教授
横手分校長
北秋田分校長
男鹿なまはげ分校長
地方創生センター兼務教員（教育文化学部特任准教授）

◎は委員長

地方創生センター組織図

センター長
【理事（地方創生・研究担当）】

地方創生センター運営会議

副センター長
【地域協働･防災部門長】

副センター長
【地域産業研究部門長】

（６事業）
資源開発・環境リサイクル研究事業
新素材・機能性材料開発研究事業
機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業
新エネルギー開発研究事業
航空宇宙産業研究事業
医理工連携産業研究開発事業

（３事業）
地域連携事業
地域防災事業
社会貢献事業

地域産業研究部門運営委員会地域協働・防災部門運営委員会

設備管理専門委員会

研究員選考専門委員会

【地方創生センター組織図】
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【地域産業研究部門運営委員会】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎村　岡　幹　夫
　丹　野　剛　紀
　柴　山　　　敦
　寺　境　光　俊
　渋　谷　　　嗣
　三　島　　　望
　神　谷　　　修
　巖　見　武　裕

地域産業研究部門長
地方創生センター　准教授
国際資源学研究科　教授
理工学研究科　教授
理工学研究科　教授
理工学研究科　教授
理工学研究科　教授
理工学研究科　教授

◎は委員長

【研究員選考専門委員会】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎小　川　信　明
　志　立　正　知
　村　岡　幹　夫
　水　田　敏　彦
　柴　山　　　敦
　林　　　良　雄

地方創生センター長
地方創生センター副センター長（地域協働・防災部門長）
地方創生センター副センター長（地域産業研究部門長）
地方創生センター　教授
国際資源学研究科　教授
教育文化学部　　　教授

◎は委員長

【設備管理専門委員会】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎村　岡　幹　夫
　丹　野　剛　紀
　神　谷　　　修
　柴　山　　　敦
　吉　村　　　哲

地域産業研究部門長
地方創生センター　准教授
理工学研究科　　　教授
国際資源学研究科　教授
理工学研究科　　　准教授

◎は委員長
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  ３．地域協働・防災部門

（1）地域連携事業・地域防災事業
大学・自治体間交流
秋田大学地域交流朝市

実　施　日　①平成28年5月21日（土）
　　　　　　②平成28年10月16日（日）※地域交流市として実施
会　　　場　①秋田大学インフォメーションセンター前広場
　　　　　　②秋田大学大学会館前
協力自治体　①北秋田市、男鹿市、潟上市、美郷町、横手市、
　　　　　　　仙北市、東成瀬村
　　　　　　②北秋田市、男鹿市、潟上市、横手市、仙北市、
　　　　　　　東成瀬村
　秋田大学が連携協定を締結している自治体の協力を得て実

施。各自治体の名産品や特産品を販売することで、大学と自治

体との連携を深めるとともに、近隣住民が秋田大学へ気軽に足

を運ぶ機会を設けることを目的とした事業である。

　朝8時の開会前から多くの住民が訪れ、販売開始後は終了時

間を待たずに商品が売り切れる自治体も見られるほどの盛況

だった。本事業へは秋田大学生も参加し、郷土の伝統民族芸能

や学生のサークル活動を披露したほか、学生が「地域協力サポーター」として、事前に自治体へ伺っ

て学習してきた商品知識を活かしながら販売を手伝った。

　10月は、秋田大学祭内で地域交流市として実施した。

秋田県との連携事業
「学校安全外部指導者派遣事業」における出前授業

講　　　師　教授　水田敏彦、准教授　鎌滝孝信
三種町立森岳小学校 6月23日 五城目町立五城目第一中学校 10月��5日
男鹿市立美里小学校 6月30日 秋田県立雄勝高等学校 10月��5日
能代市立第四小学校 7月12日 秋田市ウェルビューいずみこども園 10月��6日
男鹿市立船越小学校 7月14日 秋田県立岩城少年自然の家 10月��8日
男鹿市立払戸小学校 7月20日 秋田市ナーサリーふじ 10月12日
秋田市河辺保育所 7月21日 秋田県立横手高等学校定時制 11月��2日
秋田県立能代工業高等学校 8月30日 秋田市川添保育所 11月��9日
秋田市立仁井田小学校 9月��6日 湯沢市立雄勝中学校 11月10日
秋田県立由利工業高等学校 9月27日 秋田市立山王中学校 11月24日

　秋田県教育庁が主催する事業。県内の幼・保・小・中・高等学校において出前授業、防災訓練指導

等を実施し、今後災害が発生した場合においても、正しい知識を持ち避難ができる児童・生徒を育て

ることを目的とした。

　平成28年度は上記18校において計3,213名が受講した。
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「自主防災組織育成指導者研修会」講演

実　施　日　平成28年11月8日（火）、21日（月）、25日（金）、30日（水）、
　　　　　　平成29年1月20日（金）、25日（水）
会　　　場　井川町、秋田市、横手市、男鹿市、大仙市、羽後町
講　師　等　教授　水田敏彦、准教授　鎌滝孝信
参 加 者 数　全6会場　計247名
　秋田県総務部総合防災課および実施市町村との共催事業とし

て、県内各市町村の町内会長自主防災組織の長らを対象に、地

域の特性や課題を踏まえた防災に関する講話と実践型研修を

行った。水田教授・鎌滝准教授は県内で過去に発生した地震災

害に関する解説、地震・津波の発生メカニズムやそれらから命

を守るための心構えについて講話を行った。

秋田市との連携事業
秋田市自主防災組織連絡協議会総会・研修会における講演

実　施　日　平成28年7月29日（金）
会　　　場　秋田市庁舎
講　　　師　地方創生センター　地域防災アドバイザー　野越三雄
参 加 者 数　150名
　秋田市が主催する研修会において、野越防災アドバイザーが「熊本地震と秋田の内陸地震－秋田市

自主防組織に期待するもの－」と題し、4月に発生した熊本地震や秋田の古地震について地球物理学

の観点から解説し、秋田市の自主防災組織の在り方について専門的見地から提言を行った。

大館市との連携事業
メディカル・サイエンスカフェ・ネクスト

実　施　日　平成28年7月25日（月）
会　　　場　大館市北地区コミュニティセンター別館多目的室
カフェマスター　医学系研究科　教授・研究科長　伊藤宏
講　　　師　医学系研究科　教授　中村順子
　　　　　　理工学研究科　教授　巖見武裕
　　　　　　教育文化学部　准教授　清水貴裕
参 加 者 数　約100名
　大館市及び近隣市町村の住民を対象に「高齢社会を明るく元

気に生きる」をテーマに講演会を大館市との共催で開催した。

飲み物や軽食を楽しみながらカフェのようなくつろいだ雰囲気

の中、医学や健康について医学系研究科、理工学研究科、教

育文化学部所属の3名の講師がそれぞれの専門分野から講演を

― 7 ―



行った。

【秋田大学北秋田分校事業】※詳細はHPをご覧下さい。http://www.akita-u.ac.jp/honbu/k-bunko/
ワクワク子ども科学教室

　身の回りにある材料を用いて実験することで、子どもたちに

科学を身近に感じ興味を深めてもらい、ひいては、科学好き児

童を増やし理系に強い生徒育成につなげようと平成23年度から

開催している。

小坂町との連携事業
メディカル・サイエンスカフェ・ネクスト「高齢社会を明るく元気に生きる」

実　施　日　平成28年11月14日（月）
会　　　場　天使館（旧聖園マリア園）
カフェマスター　医学系研究科　教授・研究科長　伊藤宏
講　　　師　医学系研究科　教授　中村順子
　　　　　　教育文化学部　教授　髙﨑裕治
参 加 者 数　約40名
　小坂町及び近隣市町村の住民を対象に「高齢社会を明るく元

気に生きる」をテーマに講演会を小坂町との共催で開催した。

飲み物や軽食を楽しみながらカフェのようなくつろいだ雰囲気

の中、医学や健康について医学系研究科、教育文化学部所属の

2名の講師がそれぞれの専門分野から講演を行った。

横手市との連携事業
介護福祉職のためのフィジカルアセスメント
　「医療的マインドをもった介護職講座」　～医療につなぐ新しい介護の視点～

主　　　催　医学系研究科
　　　　　　附属地域包括ケア・介護予防研修センター
共　　　催　地方創生センター
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協　　　力　横手市健康福祉部地域包括支援センター
　　　　　　秋田大学横手分校
実　施　日　平成29年3月11日（土）
会　　　場　朝倉公民館／あさくら館
担 当 講 師　日本赤十字秋田短期大学　教授　高橋美岐子
　　　　　　医学系研究科　教授　中村順子
　　　　　　　　　　　　　准教授　伊藤佐知子
　　　　　　　　　　　　　助教　津軽谷恵
　　　　　　　　　　　　　助教　藤田智恵
参 加 者 数　13名
　介護福祉に関わる方を対象に「医療につなぐための新しい介

護の視点」をテーマに講座を開催した。講座ではどのような視

点を持って介護すればよいのかをフィジカルアセスメント（※

問診･打診･視診･触診などを通して、実際に患者の身体に触れ

ながら、症状の把握や異常の早期発見を行うこと）の観点から

解説した。

【秋田大学横手分校事業】※詳細はHPをご覧下さい。http://www.akita-u.ac.jp/honbu/y-bunko/
秋田大学オフィシャルいぶりがっこ「いぶりばでぃ」づくり

　平成21年度より3年間実施した「秋田大学オフィシャルいぶ

りがっこ製造プロジェクト」から誕生した本学オリジナルのい

ぶりがっこ「いぶりばでぃ」づくりを継続して活動を続けてい

る。

大学生・高校生教職体験プログラム「教育ミニミニ実習」

　将来教職を目指す大学生・高校生が、中学生への学習指導補

助等のプログラムを通して自己の適性を知り、学びのモチベー

ションを高めるとともに、本県における優れた教員養成・育成

サイクルの一助となることを目的としている。
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秋田大学「地（知）の拠点整備事業（COC事業）『聞き書きボランティア』」

　秋田大学「地（知）の拠点整備事業（COC事業）」の一環として、

横手市において一般市民、高校生を対象とした「聞き書きボラ

ンティア」を実施している。「聞き書き」とは、高齢者の話を

聞いて記録し、後世に残すことを言い、聞き手は庶民の歴史な

ど様々な事柄を学び、また、語り手となる高齢者にとっては話

すことで生きがいを持ってもらうことを目的としている。

よこて発酵文化研究所「よこて味噌（仮称）開発プロジェクト」

　よこて発酵文化研究所では、新たな地域ブランド商品「よこ

て味噌（仮称）」の開発を行っている。横手分校では同研究所

から開発にあたっての相談を受け、専門機関である産学連携推

進機構との仲介を行った。

声楽入門講座「歌は人生を楽しくする～声の出し方、歌い方のヒント～」

　発声法や歌唱法の指導を通して、歌うことの楽しさを参加者

へ伝える事を目的に開催した。また、あえて「入門講座」とす

ることで、経験の無い方でも気軽に受講できる内容とした。

秋田大学教育文化学部学校教育課程教育実践コース
　「初年次ゼミ」における不登校経験者との懇談会

　将来教職を目指す学生が、横手市若者支援事業「つながリン

グ」の不登校経験者本人からその体験や思いを聞くことで、現

在の学校及び社会が抱える課題を認識する事を目的に実施して

いる。
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野球少年向け理学療法講座

　スポーツ少年団員を対象に、自身の身体のケアについて意識

するきっかけとなることを目的に実施している。

中学生モデルロケット秋田県大会

　能代宇宙イベント内の中学生向けコンテンツ「中学生モデル

ロケット秋田県大会」に向けた講習会を開催し、横手分校は横

手市教育委員会との調整等で協力を行っている。 

楽天野球団協働事業

　楽天野球団からの依頼により、横手市で開催された「2016プ

ロ野球イースタン・リーグ公式戦」において、秋田大学の学生

サークル「よさとせ歌舞輝」が演舞を行い、イベントの盛り上

げに貢献した。

よこて“わいわいワイド”地域連携活性化事業「エコライフフェスタ28」

　エコライフフェスタとは、環境に関連した様々な展示、ワー

クショップなど家族で楽しめる体験型イベントである。横手分

校ではこのイベントの趣旨・意義に賛同し、平成23年度より協

力を続けている。
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北秋田市との連携事業
介護福祉職のためのフィジカルアセスメント「医療的マインドをもった介護職講座」

主　　　催　医学系研究科
　　　　　　附属地域包括ケア・介護予防研修センター
共　　　催　地方創生センター
協　　　力　北秋田市地域包括支援センター
　　　　　　秋田大学北秋田分校
実　施　日　平成29年１月29日（土）
会　　　場　北秋田市　北秋田市交流センター
担 当 講 師　日本赤十字秋田短期大学　教授　高橋美岐子
　　　　　　医学系研究科　助教　佐藤亜希子
　　　　　　　　　　　　　助教　津軽谷恵
　　　　　　　　　　　　　助教　藤田智恵
参 加 者 数　16名
　介護福祉に関わる方を対象に「医療につなぐための新しい介

護の視点」をテーマに講座を開催した。講座ではどのような視

点を持って介護すればよいのかをフィジカルアセスメント（※問診･打診･視診･触診などを通して、

実際に患者の身体に触れながら、症状の把握や異常の早期発見を行うこと）の観点から解説した。

【秋田大学北秋田分校事業】※詳細はHPをご覧下さい。http://www.akita-u.ac.jp/honbu/k-bunko/
「ふるさとの風景に学ぶ」－米づくりで紡ぐ心と自然－

　平成26年度より行っている、学生が自然の土壌に生きる微生

物の力を最大限活用した環境保全型農業を体験するとともに、

地域住民との交流を通してキャリア形成を図る事業である。

田んぼアート

　地域住民のつながりを育むとともに、観光客が訪れたくなる

景観をつくり、内陸線の利用者増につなげようと、北秋田地

域振興局が地域住民や地元の小学校や高校などに協力を呼び掛

け、平成24年度から取り組んでいる事業。北秋田分校では当初

から企画に携わっている。
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森吉四季美湖まつり

　森吉四季美湖周辺をより一層盛りたて、さらなる発展と地域

の発展を担う人材の育成を目的に、北秋田分校では森吉山ダム

水源地域ビジョン実行委員会に協力する形で学生を派遣してい

る。

阿仁の花火と灯籠流し

　毎年8月16日に、お盆の供養の灯ろう流しに合わせて開催さ

れる北秋田市の花火大会。学生が訪れることで地域活性化を図

ることを目的に、本学サークルである「よさとせ歌舞輝」のメ

ンバーがアトラクションで演舞を披露している。

首都圏大学教育実習誘致

　首都圏大学の学生の教育実習の受入れ先として誘致するこ

とにより、北秋田市の交流人口増大を進め、地域経済活性化

につなげるとともに、学力が全国トップの本件のノウハウを

広める。

おもしろ理科実験教室

　身の回りにある材料を用いて実験することで、子どもたち

に科学を身近に感じ興味を深めてもらい、ひいては、科学好

き児童を増やし理系に強い生徒育成につなげようと平成23年

度から開催している。
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スノーキャンドルストリート in あに

　北秋田市阿仁合駅前の水無・銀山地区を会場に、各家庭のろ

うそくを使い、地域住民と協力して幻想的な雪のある世界を創

り出す参加型のイベント。スノーキャンドルストリート実行委

員会に後援する形で学生を派遣し、地域住民に学生の元気とパ

ワーを伝える。

大仙市との連携事業
荒川鉱山跡地歴史保存活用事業

担　　　当　国際資源学研究科
　　　　　　教授　今井忠男（同科附属鉱業博物館長）
　　　　　　技術専門員　千田恵吾
　平成26年3月に締結した「大仙市と秋田大学との荒川鉱山跡

地の活用に関する覚書」に基づき、大仙市協和荒川地区にある

荒川鉱山跡地を産業遺産として保存活用することを目的とした

「『荒川鉱山誌』発掘プロジェクト」を同市との協働事業として

展開している。

　これまでに、文化財として保存すべき選鉱場基礎とシックナー（沈殿池）、及びその周辺をドロー

ンを活用した空撮・写真測量等により、詳細な画像や３次位置データを取得（平成27年4月空撮）し、

測量データは文化財保護のため３次元デジタルアーカイブ化して保存するとともに、その成果を地域

住民等に対して広く公開（平成27年9月講演会開催）してきた。

　平成28年度の事業としては、製錬所跡に現存する煙突部分について周辺環境を整備したうえで現地

調査を実施したほか、これまでの基礎資料や調査で得られたデータに基づく詳細な平面図と立面図の

作成、そしてこれら図面をもとにした基礎の立体図の再現に着手した。

「荒川鉱山誌」発掘プロジェクト講演会・見学会

実　施　日　平成28年10月7日（金）13:30～15:00
会　　　場　大仙市協和自然資源等活用型交流促進施設　大盛

館及び荒川鉱山跡地
講　　　演　絵図と写真と遺構で見る荒川鉱山史（講師：今井

忠男教授）
見　学　会　荒川鉱山跡地に残る製錬所の煙突（説明：今井忠

男教授）
　このプロジェクトでは、選鉱場の基礎・建屋及びシックナー
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の設計図・建築図を再現するとともに、同鉱山で採用されてい

た選鉱システムや使用機器を解明することで、往時の選鉱場の

様子を模型またはCGを用いて再現しようとしている。最終的

には学術資料としてだけではなく、当地の産業遺産の学習資料

として同市の資料館において公開する計画である。

男鹿市との連携事業
秋田大学ぼうさい教室 in 男鹿市

実　施　日　平成28年8月6日（土）
会　　　場　ジオパーク学習センター・男鹿半島
担 当 講 師　地方創生センター　教授　水田敏彦、准教授　鎌

滝孝信
参　加　者　27名（県内在住小学生・保護者）
　秋田県内で過去に発生した地震に関する講義と県内に残る地

震痕跡の野外観察を通じて身近な地域で発生した過去の地震に

ついて学び防災意識の高揚につなげることを目的として開催し

た。

　今年度は1回目として男鹿市を舞台に日本海中部地震や男鹿地震等災害の歴史を辿る野外観察を行

い、今後の地震災害へ備えるという気持ちを新たにする機会となった。

メディカル・サイエンスカフェ・ネクスト「高齢社会を明るく元気に生きる」

実　施　日　平成28年12月20日（火）
会　　　場　男鹿市民文化会館　小ホール
カフェマスター　医学系研究科　教授・研究科長　伊藤宏
講　　　師　医学系研究科　教授　中村順子
　　　　　　理工学研究科　教授　尾髙雅文
　　　　　　医学系研究科　准教授　佐々木久長
参 加 者 数　約60名
　男鹿市及び近隣市町村の住民を対象に「高齢社会を明るく元

気に生きる」をテーマに講演会を男鹿市との共催で開催した。飲み物や軽食を楽しみながらカフェの

ようなくつろいだ雰囲気の中、医学や健康について医学系研究科、理工学研究科所属の3名の講師が

それぞれの専門分野から講演を行った。
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講演会「男鹿市の津波防災について考える：東日本大震災から6年を経て」

実　施　日　平成29年3月25日（土）
会　　　場　男鹿ハートピア
担 当 講 師　地方創生センター　准教授　鎌滝孝信
参　加　者　約30名
　秋田大学大学院理工学研究科附属地域防災力研究センター・地方創生センターの主催により実施。

男鹿市における津波防災をテーマに講演を行った。

【秋田大学男鹿なまはげ分校事業】※詳細はHPをご覧下さい。http://www.akita-u.ac.jp/honbu/o-bunko/
首都圏大学合宿誘致事業

　首都圏大学の体育系クラブの合宿誘致により、男鹿市の交流

人口の増加を進め、男鹿市民の意識高揚、男鹿市の知名度アッ

プ、地域経済活性化につなげることを目的に実施している。

安全寺地区里山保全事業

　平成26年度から実施している事業であり、男鹿市安全寺地区

の住民で組織する「安全寺里山保全会」の活動に学生が参加し

ている。農作業体験や交流会を通じ、里山の田んぼを保全して

いくサポーターとして参加している。
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男鹿市児童生徒の秋田大学医学部訪問

　将来の職業として医師を目指す子どもや医療機関での仕事に

興味のある子どもが、より具体的な形で夢の実現に努力できる

よう、男鹿市教育委員会との共催事業として実施している。

わくわくドキドキ理科実験教室

　本学の出張実験室として、身の回りにある物を使用した実験

や実験観察を通じ、子どもたちの理科への興味を高め、探究心

を育んでいこうと、平成26年度から開催している。

学習講演会

　中学3年生の学習意欲を喚起するとともに、将来の自分の姿

を見据えた学校生活を送ることができるように、男鹿市内の全

中学校において学習講演会を開催した。

中学準備教室

　この春中学校へ進学する男鹿市内の小学校卒業生を対象に、

中学校生活への関心や意欲を高め、中学校生活や授業へスムー

ズに移行できるようにすることを目的に開催。秋田予備校の講

師が行う光通信講座において講座の進行スピードについていけ

ない児童のサポートや、問題の答え合わせ及び解説を大学生が

行うなど、子どもたちの中学校生活についての不安や疑問の解

消に努めた。
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メンタルヘルスサポーターフォローアップ研修会

　男鹿市の自殺率が県全体平均より高めに推移しており、その

中でも60歳以上の自殺率が男鹿市全体の7割を占めるほど高い

現状である。この現状に対処するため、県・市の養成講座を修

了した男鹿市メンタルヘルスサポーターのスキルアップや情報

交換を目的として研修会を開催した。

スローエアロビック教室

　男鹿市民の健康寿命の延伸を図ることを目的に、中高年の運

動不足解消と体調維持のため開催。一般市民有志で運営してい

る「男鹿市ニコニコ元気アップ体操クラブ」とタイアップして

開催した。

笑いヨガ講座

　男鹿市民の健康寿命の延伸を図ることを目的に、中高年の運

動不足解消と体調維持のため開催。一般市民有志で運営してい

る「男鹿市ニコニコ元気アップ体操クラブ」とタイアップして

開催した。

セルフケア講座

　一般介護予防事業としての基盤となるような高齢期の総合的

な健康づくりを目的とし、生活習慣病予防・筋力向上・認知症

予防・閉じこもり予防など機能向上のメニューを学習し、自ら

の健康を自己管理できる機会をつくるために開催した。
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認知症講座

　高齢期の心身の健康について考え、住み慣れた地域でその人

らしい生活を継続することや、地域の社会的交流の促進、孤立

防止を図ることを目的とし、コグニサイズによる認知症講座を

開催した。

美郷町との連携事業
美郷町立六郷小学校における防災に関する出前授業

実　施　日　平成28年5月24日（火）
会　　　場　美郷町立六郷小学校
担 当 講 師　地方創生センター　教授　水田敏彦
参　加　者　95名（5･6年生児童・教職員）
　地元で発生した地震災害を知ることで今後起こり得る自然災

害に対する防災意識を高めてもらうことを目的に「しらないと

こわいじしん～地震や津波から命を守ろう～」と題した出前授

業を実施。同校5・6年生の児童に向けて、地元・六郷で1896年

に起きた陸羽地震について、当時の被災状況を伝える写真やスライドを交えた解説や、この地震を引

き起こした断層の一部である千屋断層に関する説明を行い、参加児童・教職員の防災意識高揚を図っ

た。

秋田大学音楽教育研究室学生によるコンサート

実　施　日　平成28年10月22日（土）
会　　　場　美郷町公民館
担 当 講 師　教育文化学部教育実践講座　講師　石原慎司
参 加 学 生　15名
　秋田大学は美郷町と「水」をテーマに連携協定を結んでいる。

このコンサートは連携事業の一環として、同町のイベント「美

郷フェスタ」の中で実施したもので、秋田大学生が美郷町で演

奏するのは、平成24年度に美郷中学校合唱祭へゲストとして招

かれ「水のコンサート」を開催してから5年目となる。

　学生は音楽に関わっている美郷町内の小中学生を含む、来場した大勢の町民を前に、ピアノや声楽、

トランペットなどの美しい演奏と、「水」を意識した楽曲「川の流れのように」のクラリネットによ

る演奏などを披露し、イベントを大いに盛り上げた。
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秋田大学ぼうさい教室 in 美郷町

実　施　日　平成28年10月29日（土）
会　　　場　美郷町北ふれあい館・千屋断層
担 当 講 師　地方創生センター　教授　水田敏彦、准教授　鎌

滝孝信
参　加　者　11名（県内在住小学生・保護者）
　地震に関する講義や県内に残る地震痕跡の野外観察を通じ

て、防災意識の高揚につなげることを目的として開催している。

水田教授（地震工学）による地震発生のメカニズムや秋田県の

地震災害に関する講義や千屋断層の模型づくりに加え、鎌滝准教授（地質学）による案内で、千屋断

層や1896年陸羽地震で5人の子どもが犠牲になったとされる場所等を見学した。参加者からは「川べ

りを覗き込んだら断層面がはっきりと見えて驚いた」「地震の仕組みを理解して正しく備えることが

大切だと思った」などの声が寄せられた。

潟上市との連携事業
秋田大学ぼうさい教室　命を守る防災マップづくり

実　施　日　平成28年8月2日（火）～3日（水）
会　　　場　潟上市天王地区及び昭和・飯田川地区
担 当 講 師　地方創生センター　准教授　鎌滝孝信
参　加　者　29名（3～6年生児童）
　現在各小学校で行われている防災教育が座学中心であること

から、児童が、地震災害発生時に危険となる箇所や避難する際

に注意することなどを前もって予測しておくことで地震災害が

発生した時でも児童自らが道路上に潜む危険性を把握し最も安

全なルートを自分達で考え、避難できるようになることを目的としたものである。3回目となる今年

度は潟上市昭和・飯田川地区及び天王地区で実施した。当該地区に住む児童らが参加し、地区の危険

箇所等を確認しながら地区を歩き防災マップを作成した。
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（2）社会貢献事業
公開講座

●事業内容
　地域に開かれた大学づくりの一環として、秋田大学の持つ

教育資源を広く市井に向けて提供することを目的に実施して

いる。

開　講　数：10講座
総受講者数：203名

No. タイトル 実施日 担当講師 受講者数 内　　容

1 資源とは何か？
－社会・人類と資源
の関わり－

平成28年
7月  7日（木）
7月14日（木）
7月21日（木）
7月28日（木）
8月10日（水）

国際資源学部
資源政策コース
教授　安達毅
教授　内田隆
教授　宮本律子
教授　縄田浩志
教授　三宅良美
准教授　田所聖志
准教授　藍澤淑雄
特任准教授　小山健一
講師　伊藤豊

28名（30） 資源の国、秋田においてもう
一度資源を見直し、今資源に
関連して世界で起こっている
ことを9人の講師が紹介した。

2 トランペットの歴史
から見る西洋音楽文
化

平成28年
7月16日（土）
7月23日（土）

教育文化学部
教育実践講座
講師　石原慎司

14名（30） 吹奏楽やオーケストラに含ま
れる楽器として身近なトラン
ペットの話題を中心に、映像
や音声、実際の演奏を交えな
がら西洋音楽文化を紹介し
た。

3 数理科学の世界 平成28年
8月25日（木）
9月  7日（水）
9月13日（火）
9月16日（金）
9月23日（金）
9月30日（金）

理工学部
数理・電気電子情報学科
数理科学コース
教授　河上肇
教授　小野田勝
教授　山村明弘
准教授　山口邦彦
准教授　小林真人
准教授　田沼慶忠

32名（30） 数学、物理学、計算機科学に
代表される数理科学は社会で
どのように役立っているか、
そして、どのように我々の
生活や暮らしに関係している
か、世の中の多くの技術が数
理科学に関連している事を6

人の講師が紹介した。

4 声楽講座
－個人レッスンを中
心とした発声法と歌
唱法－

平成28年
9月  1日（木）
9月  4日（日）
9月  7日（水）
9月  9日（金）
9月11日（日）

教育文化学部
教育実践講座
准教授　爲我井壽一

8名（8） 声楽を専門とする講師が、個
人レッスンを中心として発声
法・歌唱法をの指導を行った。
最終回では受講者全員が揃っ
てのグループレッスンを行っ
た。
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No. タイトル 実施日 担当講師 受講者数 内　　容

5 看護・リハビリテー
ションの専門家によ
る乳幼児期の子育て
講座

平成28年
10月18日（火）
10月25日（火）
11月  1日（火）

医学部保健学科
理学療法学講座
助教　木元稔
母子看護学講座
助教　安達倫子
作業療法学講座
講師　髙橋恵一

17名（30） 乳幼児期の子育てについて、
「運動発達」「母乳・睡眠」「嚥
下・摂食」の観点から、それ
ぞれを専門とする3人の講師
が実演を交えながら解説し
た。

6 食生活を通して守る
家族の健康
～栄養と食事に関す
る援助の視点から～

平成28年
11月  2日（水）
11月  9日（水）
11月16日（水）

医学部保健学科作業療法
学講座
助教　津軽谷恵
基礎看護学講座
准教授　山口典子
地域生活支援看護学講座
　講師　永田美奈加

24名（30） 栄養学的視点と食べることに
関する身体機能（嚥下機能）
や援助方法（口腔ケア）につ
いて、実際に飲食して体験し
たり、ケア用品や医療用品を
紹介しながら食生活の在り方
を解説した。

7 ビジネスに関わる人
のためのデザイン講
座

平成28年
11月  4日（金）
11月11日（金）
11月18日（金）
11月25日（金）

教育文化学部
教育実践講座
准教授　石井宏一

10名（8） ビジネスを行う上での「デザ
インのコツ」について、デザ
インの考え方や基本的な作法
を詳細に解説し、それらを踏
まえた基礎実習を行った。

8 サイコロジカル・カ
フェ

平成28年
11月11日（金）
11月16日（水）
11月17日（木）
11月18日（金）
11月24日（木）
11月25日（金）

教育文化学部
心理学領域担当
地域文化学科
教授　柴田健
准教授　宮野素子
准教授　北島正人
学校教育課程
教授　森和彦
准教授　清水貴裕
准教授　中野良樹

①16名（30）
②10名（10）
③22名（30）
④14名（30）
⑤16名（30）
⑥9名（10）

心理学系教員6名がオムニバ
ス形式で、最新の心理学の知
見、研究、実験や技法につい
て実演や演習を交えて紹介し
た。

9 アクティブラーニン
グを体験しよう

平成28年
11月30日（水）
12月  7日（水）
12月14日（水）

評価センター
准教授　辻高明

17名（20） 近年の大学で行われているプ
レゼンテーションやスピー
チ、ネゴシエーションやディ
ベートなどを用いた「アク
ティブラーニング」につい
て、実際に受講者同士で体験
した。

10 どうして肩がこるの
だろう？原因別の対
策

平成28年
12月  1日（木）
12月  8日（木）
12月15日（木）

医学部保健学科
理学療法学講座
教授　岡田恭司
助教　齊藤明
作業療法学講座
教授　金城正治

21名（30） 有訴者数の上位を占める肩こ
りについて、その原因を明ら
かにし、原因別の対策として
日常的に行うことが可能な体
操療法などについて解説し
た。

※受講者数の括弧の数字は募集定員数を示す。
※サイコロジカル・カフェは実施回毎の応募・受付のため、受講者数は実施回毎に記載。
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大学見学受入

●事業内容
　大学という機関を知り、興味を深めてもらうことを目的に、

小・中学校の「総合的な学習の時間」におけるキャリア教育

や、一般団体の大学見学など、各種ニーズに応じて秋田大学

への訪問を受け入れている。

受入団体数：23団体
総見学者数：654名

団 体 名 実 施 日 人　数
1 能代市立能代第二中学校　2年生

  5月  9日（月）
6

2 能代市立能代南中学校　2年生 10

3 八峰町立八峰中学校　2年生   5月10日（火） 60

4 横手市立横手南中学校　1年生   5月11日（水） 89

5 秋田県立大館鳳鳴高等学校SSH   5月17日（火） 41

6 大館市立下川沿中学校　2年生   5月19日（木） 15

7 能代市立常盤中学校　2年生
  5月24日（火）

2

8 能代市立能代第一中学校　2年生 5

9 北秋田市立阿仁中学校　2年生   5月25日（水） 17

10 大仙市立大曲中学校   6月  1日（水） 49

11 大仙市立西仙北中学校　3年生   6月28日（火） 33

12 秋田市立御所野学院中学校　3年生   7月12日（火） 25

13
大館市教育委員会教育研究所
（子どもハローワーク）

  7月22日（金） 22

14 かんば学童教室　小学1～4年生   8月  2日（火） 27

15 宮城県仙台向山高等学校（教員研修）   8月  8日（月） 8

16 秋田市立明徳小学校   9月14日（水） 8

17 合同家庭教育学級   9月16日（金） 9

18 湯沢市立湯沢南中学校　2年生 10月27日（木） 29

19 秋田県立横手清陵学院中学校　2年生 11月  2日（水） 39

20 秋田市立外旭川中学校　2年生 11月  4日（金） 16

21 秋田県立北鷹高等学校SSH 11月11日（金） 90

22 秋田大学教育文化学部附属中学校
11月29日（火）～
12月  1日（木）

22

23 秋田県立本荘高等学校   1月  6日（金） 32
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子ども見学デー
タイトル　秋田大学子ども見学デー　～知らない世界をのぞきにいこう！～

実　施　日　平成28年8月5日（金）
会　　　場　秋田大学
参 加 者 数　217名
　小学生とその保護者を対象として、夏休みの間に大学内の見

学や様々な体験学習を通して、大学に対する関心を深めてもら

うことを目的として開催している。平成16年度から継続実施し

ており、今年度は95家族217名が参加した。参加者は60周年記

念ホールにて行われた開会セレモニーの後、10の見学コースに分かれて体験学習を行った。
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（3）専任教員業務
地域防災専任教員
教授　　水田　敏彦（みずた　としひこ）　　専門：地震工学・地震防災

准教授　鎌滝　孝信（かまたき　たかのぶ）　専門：地質学・古地震学

調査・研究
教授　水田　敏彦

⑴　秋田県の歴史地震に関する研究
　　対象地域　秋田県
　秋田県で発生した歴史地震について、当時の被害調査報告書や地方新聞記事等から、秋田県内の被

害分布や人的被害の発生状況、震災対応といった被害の実態を明らかにする研究を進めた。

　○水田敏彦, 鏡味洋史：「1896年陸羽地震の温泉被害に関する文献調査」東北地域災害科学研究, 第

53巻, pp.127～132, 2017.3

　○鏡味洋史, 水田敏彦：「1896年陸羽地震の踏査報告の足跡をたどって」東北地域災害科学研究, 第

53巻, pp.133～138, 2017.3

⑵　秋田市の地震動特性に関する研究
　　対象地域　秋田市
　特に秋田市における地震災害の防災・被害軽減化に貢献する、秋田大学手形キャンパスにおける地

震観測を実施し、地震動特性について検討を行った。

⑶　積雪寒冷地の地震災害危険度に関する研究
　　対象地域　秋田県
　豪雪地帯の積雪期（12月～3月）に発生した地震災害の調査・分析、マルチエージェントシステム

を用いた積雪期地震災害シミュレーションモデルの構築,また、横手市を中心に屋根雪による住宅振

動特性の常時微動観測を実施した。

　○水田敏彦, 鏡味洋史「積雪期の被害地震の文献調査―1854年安政東海地震の雪に関わる被害に着

目して―」日本建築学会技術報告集, 22巻, 第51号, pp.821～824, 2016.6

　○水田敏彦, 鏡味洋史「積雪期に発生した1927年北丹後地震の雪に関する新聞記事による文献調査」

日本建築学会技術報告集, 22巻, 第52号, pp.1165～1168, 2016.10

　○Toshihiko MIZUTA：「Simulation of evacuation behavior from earthquake in snow season 

utilizing multiagent system」Proceedings of 16th World Conference on Earthquake Engineering, 

CD-ROM, Santiago, Chile, 2017.1
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准教授　鎌滝　孝信

⑴　秋田県沿岸地域における古地震・古津波に関する研究
　　対象地域　八峰町・男鹿市・潟上市・にかほ市など
　八峰町、にかほ市にて津波堆積物調査を実施し、過去の津波浸水履歴やその範囲に関する検討を行っ

た。この研究に関連して、9月に東京で開催された日本地質学会第123年大会、11月に潟上市で開催さ

れたCOCミニフォーラム、11月に大阪市で開催された土木学会海岸工学講演会、12月に岩手県陸前

高田市で開催された東北地域災害科学研究集会、3月に仙台市で開催された土木学会東北支部技術研

究発表会および3月に八峰町で開催された市民向け講演会で成果を発表した。

　○鎌滝孝信「秋田県男鹿市および八峰町における津波堆積物調査」土木学会論文集B2（海岸工学）, 

72, 2, 1693-1698．

　○鎌滝孝信「津波氾濫水密度の土砂堆積や遡上高への影響」土木学会論文集B2（海岸工学）, 72, 2, 

397-402．

　○鎌滝孝信「歴史時代に噴出した同一火山由来の軽石層の同定：宮崎平野で見出された桜島文明テ

フラの例」地質学雑誌, 122, 89-107．

　○鎌滝孝信「房総半島南部沿岸の海岸段丘と津波堆積物に記録された関東地震の履歴（巡検案内書）」

地質学雑誌, 122, 357-370．

　○鎌滝孝信「秋田県北部沿岸域にみられるイベント堆積物」東北地域災害科学研究, 52, 169-173．

　○鎌滝孝信「秋田県男鹿市におけるイベント堆積物調査」東北地域災害科学研究, 52, 163-168．

⑵　秋田県内の中学生およびその保護者の防災意識に関する研究
　　対象地域　秋田県沿岸部・内陸部
　主に1983年日本海中部地震の際に津波被害を受けた自治体の中学生を対象としたアンケート調査を

実施し、その結果を解析し、今後の防災教育内容に必要な項目を検討した。この研究成果は、11月に

潟上市で開催されたCOCミニフォーラム、12月に岩手県陸前高田市で開催された東北地域災害科学

研究集会および3月に仙台市で開催された土木学会東北支部技術研究発表会で発表した。

地域防災アドバイザー　野越　三雄

⑴　秋田県における誘発地震等の研究
⑵　830年天長地震の研究
⑶　津波避難における生死に関する考察
⑷　緊急地震速報の実践的研究
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出前講義・講師派遣・講演会等
センター事業（主催）

日　付 内　　　　　　　　　　容 担　当

1   8月  5日 秋田大学子ども見学デー　コース⑩「なるほど！ぼうさい教室」
水田敏彦
鎌滝孝信

大学事業（協力）
日　付 内　　　　　　　　　　容 担　当

1   3月25日
理工学研究科地域防災力研究センターとの共催事業「男鹿市の津波防災につ
いて考える：東日本大震災から6年を経て」

鎌滝孝信

自主防災組織育成指導者研修会（講演） 秋田県との連携事業（7頁参照）

日　付 場　　　所 担　当

1 11月  8日 井川町 鎌滝孝信

3 11月21日 秋田市 水田敏彦

4 11月25日 横手市 水田敏彦

5 11月30日 男鹿市 水田敏彦

6   1月20日 大仙市 鎌滝孝信

7   1月25日 羽後町 鎌滝孝信

学校安全外部指導者派遣事業（講義） 秋田県との連携事業（6頁参照）

日　付 場　　　所 担　当

1   6月23日 森岳小学校 水田敏彦

2   6月30日 美郷小学校 水田敏彦

3   7月12日 能代第四小学校 鎌滝孝信

4   7月14日 船越小学校 水田敏彦

5   7月20日 払戸小学校 鎌滝孝信

6   7月21日 河辺保育所 水田敏彦

7   8月30日 能代工業高校 鎌滝孝信

8   9月  6日 仁井田小学校 鎌滝孝信

9   9月27日 由利工業高等学校 鎌滝孝信

10 10月  5日 五城目中学校 鎌滝孝信

11 10月  5日 雄勝高等学校 水田敏彦

12 10月  6日 ウェルビューいずみこども園 鎌滝孝信

13 10月12日 ナーサリーふじ 水田敏彦

14 11月  2日 横手高校（定時制課程） 水田敏彦

15 11月  9日 川添保育所 水田敏彦

16 11月10日 雄勝中学校 鎌滝孝信

17 11月24日 山王中学校 鎌滝孝信
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出前講義、講師派遣
日　付 場　　　所 担　当

1   5月24日 美郷町立六郷小学校にて防災出前講義 水田敏彦

2   6月  7日
大学見学に訪れた市民団体の方々へ、秋田県の地震や火山に関する講義（本
荘由利・環境エネルギーフォーラム）

鎌滝孝信

3   6月17日 秋田県消防協会湯沢市雄勝郡支部視察研修会にて講演 水田敏彦

4   7月  3日 旭南地区防災運動会ワークショップにて講演 水田敏彦

5   7月24日 「大阿仁地区防災キャンプ事業（北秋田市大阿仁地区）」にて講演 水田敏彦

6   7月26日 NEXCO東日本防災対策協議会にて講演 水田敏彦

7   7月29日 秋田市主催「平成28年度秋田市自主防災組織連絡協議会総会」にて講演 野越三雄

8   8月16日 秋田市教育委員会主催「学校安全防災教育研修会」にて講演 鎌滝孝信

9   8月27日 秋田県主催生涯学習講座「平成28年度あきたスマートカレッジ」にて講演 鎌滝孝信

10 10月  2日 能代市上町自治会自主防災訓練防災セミナーにて講演 水田敏彦

11 10月  8日
旭南地区自主防災組合連合会、日本建築学会災害委員会共催「秋田市旭南地
区防災運動会2016」にて講演

水田敏彦

12 10月  8日 岩城少年自然の家主催「レッツ！チャレンジ防災キャンプ」にて講演 水田敏彦

13 10月16日
土木学会土木技術映像委員会主催「土木学会土木技術映像アフタヌーンシア
ター2016in秋田」にて講演

水田敏彦

14 10月27日 国学館高等学校環境学習研究発表会にて講演 鎌滝孝信

2 11月13日 秋田県自主防災組織リーダー講習会にて講演 鎌滝孝信

15   2月  9日 東北公益文科大学地域防災講演会にて講演 鎌滝孝信

16   2月11日 秋田大学被災地復興支援団体防災セミナーにて講演 水田敏彦

17   2月18日 由利本荘市出前公民館　防災講話意見交換会にて講演 鎌滝孝信

18   2月26日
潟上市自治会役員研修会主催「自然災害から家族や地域を守るため，身近な
災害危険度を探る」にて講演

鎌滝孝信

19   3月11日 「能代市市民おもしろ塾講座」にて講演 水田敏彦

委員会参加・指導・助言等
教授　水田　敏彦

学校安全推進委員会
横手市伝統的建造物群保存地区防災計画策定委員会
秋田県再生可能エネルギー等導入推進臨時対策基金事業評価委員会
秋田大学医学部付属病院災害対策委員会
秋田県国民保護協議会
秋田県事前通行規制区間見直し検討委員会
秋田県国土強靱化基本計画策定検討委員会

准教授　鎌滝　孝信

　秋田県ジオパーク連絡協議会研究統括委員会
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  ４．地域産業研究部門

（1）資源開発・環境リサイクル研究開発事業の報告（平成28年度）
事　業　名：資源開発・環境リサイクル研究開発事業
代表者氏名：柴山　敦

予�　 算�　 額

部門研究活動活性化経費（間接経費）　　　　　500,000円
年度計画推進経費（基盤整備工事）　　　　　 1,841,000円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　   2,641,000円

協力教員氏名

国際資源学研究科
柴山敦、藤井光、石山大三、井上亮、今井忠男、渡辺寧、安達毅、川村洋平、高崎康志、
別所昌彦、木崎彰久、小川泰正

理工学研究科
芳賀一寿、川村 茂（DOWA寄附講座教員）

目　　　　 的

秋田大学が強みを持つ資源・リサイクル・環境分野の研究力を活用し、地の利を活かした資
源生産、リサイクルや環境技術、地熱エネルギー等の資源開発に関する研究を推進する。特に、
電子基板（E-Waste）等のリサイクルを中心に研究を進めるほか、協力教員が進める個別研究
を支援する。さらに地域再生につながる人材育成について、これまでの既存事業を参考にしつ
つ、資源リサイクル・環境・エネルギー等に関する新たな人材育成事業の可能性を検討する。

実施内容・成果

１．研究活動について
秋田大学が強みを持つ「資源・リサイクル・環境」に関する研究を中心に、協力教員の個別

研究を支援し、地方創生・地域志向型の研究を推進した。特に、部門研究活動活性化経費とし
て採択された「物理選別・製錬技術を基盤とした環境配型再資源化プロセスの開発」では、地
元関連企業の一画であるDOWA寄附講座と連携し、電子基板のリサイクルやスズの回収率アッ
プを目指した研究を進めるなど、社会性を考慮した研究を進めた。
　その他、秋田県内の地質学的特性に関する研究や次世代を見越した鉱山開発技術、地中熱利
用システムなどについて研究を行った。

２．人材育成に関する基礎検討について
　本事業活動については、現在も検討を進めている状況である。ただし、平成28年度は、平成
30年度概算要求に向けた準備を進め、「県内産業の活性化や雇用創出」など県内産業の振興や
社会人の学び直し等につながる人材育成の可能性について検討を行った。

３．広報企画活動について
広報活動の一環として、秋田大学国際資源学教育研究センターによる第11回国際シンポジ

ウム「資源学の最新の取り組み」に共催協力した。この国際シンポジウムでは、講演会に加え、
ポスターセッションが企画され、当該事業に関する研究成果6件を含む総勢39件のポスター発
表が行われた。同シンポジウムには多数の学生が参加するなど、国際的な研究者等と活発な研
究交流を行うことができた。また、平成28年11月1日（火）、秋田市民交流プラザ“アルヴェ”
で開催された「あきた産学官連携フォーラム2016（合同フォーラム）」にも参画し、ポスターを
２点展示するなど、多くの参加者と意見交換、研究交流を行った。

４．施設整備等の活動について
　施設整備の一環として、地方創生センター２号館（旧VBL棟）の「１階実験スペースの基盤
整備工事（空調設備工事）」を進めた。当該予算は平成28年度年度計画推進経費に採択された
事業であり、同館１階のリサイクルエリア、資源研究エリア、表面解析室など複数区画の研究
環境を整備する上で重要な役割を果たした。
また、平成30年度概算要求「基盤的設備等整備分」として、設備「鉱物・材料物性解析シス

テム-鉱物単体分離解析装置（MLA）」の申請を行った。
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資源開発・環境リサイクル
研究開発事業

秋田大学地方創生センター
地域産業研究部門

事業代表 柴山 敦

（秋田大学大学院国際資源学研究科）

平成２９年６月２１日

平成２８年度事業報告
（研究成果・活動報告と平成２９年度事業計画）

資源開発・環境リサイクル研究開発事業

基幹・連携組織
地方創生センター、国際資源学研究科（鉱業博物館含）、
理工学研究科（理工学研究センター含）、国際資源学教育研究センター

資源・リサイクル・環境分野を中心に、研究機能の強化と国際的な
先端研究の展開並びに産業化につながる研究を推進する

協力教員（研究推進メンバー）

国際資源学研究科（12名）
柴山敦、藤井光、石山大三、井上亮、今井忠男、渡辺寧、安達毅、
川村洋平、高崎康志、別所昌彦、木崎彰久、小川泰正

理工学研究科（2名）
芳賀一寿、川村茂（ＤＯＷＡ寄附講座教員）

県内の特徴を活かした資源・リサイクル等産業に直結する「地方創生・
産業振興型研究」を推進し、共同研究や外部資金の獲得を目指す。

活動目的
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平成２８年度の事業目的・計画
地域への展開を考慮した資源・リサイクル・環境研究の推進
秋田大学および秋田県が強みを持つ資源・リサイクル・環境分野の研究力を活用し、
地の利を活かした資源生産、リサイクル、環境技術、地熱エネルギー等の資源開発
に関する研究（個別研究）を推進する。

協力教員を通じた個別研究の支援と推進

地域再生につながる人材育成事業の検討や広報活動等
既存事業（あきたアーバンマイン開発マイスター養成コース等）を参考に、新たな
人材育成事業の可能性を検討する。

他の研究開発事業とともに
具体化を検討

地方創生センターなど関連部局と協議を重ね、独自の可能性として検討を進める。

資源開発・環境リサイクル研究開発事業

研究活動と成果概要

「物理選別・製錬技術を基盤とした
環境配慮型再資源化プロセスの開発」

２．部門研究活動活性化経費

１．協力教員を中心とした個別研究活動

 秋田県大覚野峠トンネル予定地域の地質及び岩石評価

 秋田の鉱山管理と鉱業史研究に関する調査・研究事業

 次世代型鉱山開発に寄与する「スマートマイニング」

 人工的な地下水流れを用いた省エネ型地中熱利用システムの開発

 田沢湖の過去と今、そして未来の環境修復へ

 持続可能な資源供給と資源戦略・資源問題へのアプローチ

３．広報・講演会活動と施設整備事業、人材育成事業に関する検討
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秋田県大覚野峠トンネル予定地域の地質及び岩石評価

大覚野峠トンネル予定地域（だいがくのとうげ、北秋田市～仙北市）の地質調査を実施．岩
石の安定性を評価する目的で，１）岩石の変質鉱物の同定と２）酸性化促進試験を
実施した．

結果
1. 予定地域を構成する地層は中新統大又層，

鳥坂川層，打当層，北ノ又沢層の火山岩
類，堆積岩類．

2. 変質鉱物として絹雲母，緑泥石，スメクタ
イト，沸石等を同定．トンネル予定地には
部分的にスメクタイト形成帯を確認．

3. 酸性化促進試験により，ｐHが2.0‐3.0にな
る岩石の点在を確認

4. 酸性を示した岩石には硫化物が含有．

膨張性粘土(スメクタイト)と酸性化を示す

岩石の存在はトンネル掘削時に何らかの
対応の必要性を示す．

変質鉱物分布図(藤岡2017MS)

酸性化促進試験結果(澤藤2017MS)

〇渡辺 寧・藤岡 悠・澤藤凌太（国際資源学研究科）

平成29年度は岩石・変質鉱物の記載の詳細化と有害元素量(As,Pb,Cｄ他)の測定を予定．

b.秋田の鉱業史研究a.秋田の鉱山管理

図a1 県内の坑内掘り採石場

図a2 坑内岩盤の新き裂

図a3 岩盤のき裂変位の測定 図a4 き裂変位の長期変化

き裂

県内採石場の安全・環境管理についての調査・研究

き裂

定期的にき裂の観察を行
い坑内岩盤の安全状況を
記録している

各所の変位の大きいき裂について、変位の計測を長期的に行い、その
変化が周期的であることを明らかにした。

き裂変位に周期性

県内旧鉱山の開発史についての調査・研究

図b1 荒川鉱山の選鉱場跡の3D-CG画像

航空測量データを行い、これ元にCG画像として再現
した。今後はCGで選鉱場の復元を進める。

図b2 阿仁伝承館における第5回特別展の開催

阿仁鉱山の発達しに
ついて、継続的に調
査・研究を進めており、
今回で5回目となった。

秋田の鉱山管理と鉱業史研究に関する調査・研究事業
国際資源学研究科 今井忠男・木崎彰久

平成29年度も採石場内の岩盤調査やき裂
変位の測定などを継続し長期観察を行う

平成29年度も秋田県内鉱山史に関する調
査研究を継続する。
【地域の学習活動等にも展開する】
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次世代型鉱山開発に寄与する「スマートマイニング」

〇川村洋平（国際資源学研究科）

平成29年度新規テーマ

・鉱山VRシステムの開発
・ハイパースペクトルと人工知能を活用した岩種判定システムの構築

審査付き雑誌論文（6編採録、2016年度）
1. 出川諒、亀田能成、川村洋平、Hyongdoo Jang, 北原格：粒度
分布推定のための発破ずり3次元モデルの生成手法，信学技
報, Vol. 116, No. 496, MVE2016‐77, pp.197‐202, 2017
2. Youhei Kawamura, Hyongdoo Jang, K. Ohta, Y. Inagaki: 
Development of a Landslide Observation System Using ZigBee 
Wireless Communication Technology, SUSTAINABILITY AND 
RESILIENCY IN GEOTECHNICAL ENGINEERING (Geo‐Chicago 2016), 
SUSTAINABILITY AND RESILIENCY IN GEOTECHNICAL 
ENGINEERING, American Society of Civil Engineers, pp.542‐550, 
2016
3. Itaru Kitahara, Shogo Atsumi, Ryo Degawa, Youhei Kawamura, 
Hyongdoo Jang, Yuichi Ohta: SUSTAINABILITY AND RESILIENCY IN 
GEOTECHNICAL ENGINEERING (Geo‐Chicago 2016), 
SUSTAINABILITY AND RESILIENCY IN GEOTECHNICAL 
ENGINEERING, American Society of Civil Engineers, pp.508‐517, 
2016
4. Hyongdoo Jang, Erkan Topal, Youhei Kawamura: Illumination of 
parameter contributions on uneven break phenomenon in 
underground stoping mines, International Journal of Mining 
Science and Technology, Vol.26, pp.1095‐1100, 2016
5. Rui Wang and Youhei Kawamura: Development of climbing 
robot for steel bridge inspection, Industrial Robot: An 
International Journal, Vol.43, Issue 4, pp.  2016
6. Rui Wang and Youhei Kawamura: An automated sensing 
system for steel bridge inspection using GMR sensor array and 
magnetic wheels of a climbing robot, Journal of Sensors, vol. 
2016, Article ID 8121678, 15 pages, 2016

外部資金獲得実績（2016年度）
1．科研費 基盤B 代表
2．科研費 基盤A 分担
3．科研費 基盤B 分担
4．JST CREST メンバー
5．コマツ共同研究
6．安藤・ハザマ共同研究

その他
特許1件申請（秋田大学承継）

人工的な地下水流れを用いた省エネ型地中熱利用システムの開発

 空調試験室：国際資源学部1号館内研究室（面積：50m2）

 ヒートポンプ：GSHP-1001

 揚水･注水ポンプ：PG-87A-5

 揚水･注水チューブ設置深度：50m

半開放式地中熱利用システムの設置

揚水・注水ポンプ システムモニタ

ファンコイルユニット
揚水・注水を併用した熱応答試験結果

揚水・注水により，熱媒体温度の上昇が抑
制された。

: Pumping
: Injection

BLUE : 1L/min
RED     : 3L/min

GREEN : 5L/min

一方，長期冷暖房試験では揚注水による消
費電力削減率は5%程度にとどまった。

長期冷暖房試験

平成29年度はより大きい省エネ効果がみら
れるシステムを構築予定。

本研究はNEDO「再生可能エネルギー熱利用技術開発」により実施中

国際資源学研究科 〇藤井 光（エネルギー資源工学研究室）
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田沢湖 ３次元イメージ
（原口，大阪市大）

田沢湖 ３次元イメージ
（原口，大阪市大）

秋田県 玉川温泉 大噴
日本一の酸性度（pH1.2）と湧出量

2005（H17）年～
玉川温泉の田沢湖への影響

2016（H28）年

田沢湖湖心の鉛直方向の水質調査

2017（H29）年（予定）

田沢湖湖底堆積物の解析

湖底堆積物

過去の水質データとの比較

田沢湖の過去と今、そして未来の環境修復へ

酸性泉の影響の可視化

423 m

堆積物採取
国際資源学研究科

石山大三・小川泰正

持続可能な資源供給と資源戦略・資源問題へのアプローチ

持続可能性の検証
長期需給モデル

供給リスク指標の開発

資源産業の経済分析
価格と市場のモデル化

鉱業の経済貢献

資源開発プロジェクト
の経済性評価

リアルオプション分析

資源開発の環境影響評価
資源開発のＬＣＡ

環境破壊
投資と政策
の評価

資源価格
の高騰

資源の
枯渇問題
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Sin: ストックに入る量、Sout: ストックから出る量、 Yout: 回収選別から出る量
a: 歩留まり、bup: スクラップ回収率上限値、b:内生的に求まるスクラップ回収率

Sin

YI

M

IN-Use
ストック

輸出入

処分

(1-b)*
(Z-Sin+ΣSout)

b(Z-Sin+ΣSout)回収選別

Yout = b(Z-Sin+ΣSout)

地金製造

Y Z
(1-a)

(1-a)/a*D

採掘
X

最終製
品需要D

Z-Sin+ΣSouta

Out-of Use
ストック

ΣSout
P

最終製
品製造R FD

PI PE RI RE YE DI DE Yout

upbb 

1-b

b

探査ステージ
外生：コスト、年数
出力：鉱量、品位

技術ステージ
外生：コスト、年数

出力：製造・操業コスト

開発・操業ステージ
外生：金属価格、鉱量、品位、

各種コスト、年数
出力：プロジェクト価値（収支）

金属価格

鉱量、品位

技術開発（コスト） 将来の不確実性

意
志
決
定

平成２９年度新しく取り組むテーマ：資源ナショナリズムの指標化
CO2フリーキャンパスの実現可能性評価

国際資源学研究科 安達 毅

太陽光発電セルなどに使用され
る銀の需要増加に伴う供給可能
性なども検証
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物理選別・製錬技術を基盤とした
環境配慮型再資源化プロセスの開発

部門研究活動活性化経費

研究分担者 井上亮、高崎康志（国際資源学研究科）
川村茂、芳賀一寿（理工学研究科）

研究代表者 柴山敦（国際資源学研究科）

〇製鋼スラグの利用技術開発
～スラグからの溶出成分（アルカリ溶出）抑制技術の開発～

〇廃電子基板（E-Waste）からのスズを中心とする有価金属
の濃縮プロセスの開発

～物理選別によるスズ（Sn）の濃縮回収の可能性調査～

■⽇本における Sn 供給の現状

参照資料： JOGMEC 鉱物資源マテリアルフロー 2015 錫

低融点、延性や展性に富む易加⼯⾦属
スズ(Sn)

・⻘銅

・鉛はんだ
（Sn品位 約60%）

・ITO (Indium Tin Oxide)

・ステンレス添加剤
・鉛フリーはんだ
（Sn品位 約99%）

・ブリキ

■⽤途

Import：
88%

国内のスズ供給
Stock：5%

Production：6%
Byproduct from 
lead smelting：1%

スズのリサイクルの現状（例：電⼦基板）
（電⼦基板に着⽬した場合）
・Sn含有量が⾼く（約3％程度）主に「はんだ」に含まれている。
・銅製錬プロセスで処理すると、スラグ（酸化物）相に移⾏するため、回収が困難。

廃電⼦基板からのスズの回収と精製プロセスの構築を⽬的とした、
物理選別と化学分離操作を組み合わせた新たなスズリサイクル技術の開発

目的

電⼦基板等E-wasteからの
スズのリサイクルは極めて困難

廃電子基板（E-Waste）からのスズを中心とする有価金属の濃縮プロセスの開発

国内の年間使用量は
約26,000トン（2015）

 需要量 国内⽣産量
⇒約9割を輸⼊（塊、合⾦塊等）

 国内におけるSn地⾦の⽣産は
リサイクル原料由来、他⾦属の副産物

 スズのリサイクル率は8〜9%

参考までにレアメタルである
ニッケル（地金）は64,000トン

金属価格（2017年6月上旬、トンあたり）
スズ 19,000ドル強＞ニッケル9,000ドル

秋田県内のリサイクル事業者（小坂・大館地区）でも長年の課題になっている
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平成28年度試験：物理選別試験（廃電⼦基板⇒スズ濃縮物）
本研究で想定しているスズ分離回収フロー

廃電⼦基板（Sn 3%）

パーツセパレーター

⽐重選別

中・軽質物（樹脂等）重質物（混合メタル）(Sn 15%)

Sn濃縮物

物理選別

破砕・粉砕

ふるい分け

⽬標値 Sn品位50%
（混合メタルからの）Sn回収率70% 

粗粒群 細粒群
各種集合選別

物理選別⼯程において確実のSnを回収する
〜各単位操作の最適条件を検討〜

物理選別⼯程において確実のSnを回収する
〜各単位操作の最適条件を検討〜

①⾊彩認識カメラにより選別物を認識
②コンピューターにより選別対象物を決定
③圧縮空気により選別物を吹き⾶ばし、分離を⾏う

メタル/樹脂・プラの分離

Sn除去混合メタル

カラーソーティングに
着⽬し、試験を実施

 今回は、カラーソーティング試験において
最もSn濃縮できたRGBモデルを報告

混合メタルからのSnの濃縮

液晶TV電源基板

部品⾯ はんだ⾯

スズ含有産物
銅含有産物

メタル
(Cu, Au, Ag)

スラグ
(Fe, SiO2)

廃電⼦基板

Cu溶錬

破砕・粉砕・物理選別 Sn濃縮物

Sn精製⼯程

精製 Sn

本研究で提案する基板処理フロー図

カラーソーティング概要図

H28年度

H29年度

Cu Sn
含有率（%） 53.29 35.97
分布率(%) 22.38 63.16

液晶TV電源基板由来
混合メタル（7.3 kg）

ふるい分け

ソーティング

Cu conc. (0.7kg) Sn conc. (2.0kg)

+1-2mm(2.7kg) +2mm(1.8kg)

ソーティング

Cu conc. (1.4kg) Sn conc. (0.4kg)

混合メタル Cu Sn
含有率（%） 66.04 15.79
分布率(%) 100 100

+2mm Cu Sn
含有率（%） 85.67 10.11
分布率(%) 32.59 16.08

+1-2mm Cu Sn
含有率（%） 63.77 28.04
分布率(%) 35.68 65.62

Cu Sn
含有率（%） 96.06 2.22
分布率(%) 27.91 2.70

Cu Sn
含有率（%） 52.07 35.64
分布率(%) 4.68 13.39

Cu Sn
含有率（%） 95.27 4.21
分布率(%) 13.31 2.46

Cu Sn
含有率（%） 53.08 35.91
分布率(%) 27.05 76.54

 Sn濃縮物中のSn品位は36%, Sn回収率は77%
（⽬標値：Sn品位50%（未達成）, Sn回収率70%（達成））

⇒カラーソーティングにより良好なスズ分離・濃縮性を確認

RGBモデルのカラーソーターによるCu選択選別結果

-1mm
-1mm Cu Sn

含有率（%） 55.24 7.62
分布率(%) 31.73 18.29

混合メタル

+1-2mm +2mm

+1-2mm Cu conc. +1-2mm Sn 
conc.

+2mm Cu conc. +2mm Sn conc.

Sn濃縮物

Sn品位50%
（混合メタルからの）Sn回収率70% 

平成29年度は浸出＋電解採取法を利⽤したスズ精製プロセスの開発に取り組み、
実装⾯を考慮したリサイクルプロセスの構築を⽬指す

目標
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混合メタル
5mmスクリーン混合メタルCu選択選別（HSV）
8mmスクリーン混合メタルSn選択選別（HSV）
8mmスクリーン混合メタルCu選択選別（RGB）
8mmスクリーン混合メタルSn選択選別（RGB）

物理選別⽬標

化学分離⽬標
Sn品位：36%
Sn回収率：76%

混合メタル

廃電⼦基板からのスズの回収と精製プロセスの構築を⽬的とした、
物理選別と化学分離操作を組み合わせた新たなスズリサイクル技術の開発

物理選別と化学的分離法を⽤いた廃電⼦基板からのスズの回収と精製

⽬的

物理選別による廃電⼦基板からのスズの濃縮可能性を調査

破砕、粉砕、物理選別の組み合わせにより、
Sn品位36%までの濃縮を達成（混合メタルからのSn回収率77%）

 平成２９年度計画 平成２８年度の成果

 カラーソーターを⽤いた選別によるスズの濃縮結果
今年度の調査項⽬

浸出、電解等の化学分離操作の組み合わせにより、
⾼純度スズ（純度99.99%）の精製を⽬指す

 ソーターの⾊彩認識法

◆選別⽅法

Sn品位約3%

液晶TV電源基板

選別フロー

パーツセパレーター

破砕・粉砕

⽐重選別

重⽐重物（混合メタル）軽⽐重物

分級

粗粒細粒

カラーソーティング

スズ濃縮物スズ除去混合メタル

Cu（淡⾚⾊）選択選別

①HSVモデル ②RGBモデル

⾊相、彩度、明度の
値により⾊彩を表現

光の三原⾊である⾚、緑、
⻘の値により⾊彩を表現

Sn（灰⽩⾊）選択選別

エアーノズルでCuを吹き
⾶ばし、残り側へSnを濃縮

エアーノズルでSnを吹き
⾶ばし、回収側へSnを濃縮

Sn品位約35%

Sn品位：16%
Sn回収率：100%

・液晶TV電源基板 ・スズ濃縮物

川村茂（理⼯・DOWA寄附講座）、芳賀⼀寿（理⼯）、⾼崎康志（国資）、柴⼭敦（国資）

製鋼スラグの利用技術開発
スラグからの溶出成分（アルカリ溶出）抑制法の開発

陸域土木工事で埋設→土壌のpHに影響
湾岸土木工事で埋設→海水が白濁

製鋼スラグを

製鋼スラグからのアルカリ
溶出抑制方法の検討

スラグからの溶出成分を抑制するため
強固で無害な被膜形成剤の開発

キトサン
カニやエビなどの甲殻類外骨格に存在するキチンを
濃アルカリで脱アセチル化することで得られる有機物質

キトサンを使ってスラグ表面を被覆し、水中
（あるいは海水中）への溶出を抑制する

鉄鋼系企業との共同研究
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キトサン水溶液中でのキトサンヒドロゲルの生成
pH=6.7
5

pH=6.8 pH=6.9 pH=7.0 pH=7.5

after 5 min
pH=6.8 からキトサンヒドロゲルが生成し始める

製鋼スラグ溶出液のpH上昇
（キトサン溶液による上昇幅を抑制）

キトサンヒドロゲル膜
の形成モデル

製鋼
スラグ

キトサン水溶液
(pH 6.5)

高pH境膜
(pH 10.5～12.3)

スラグ表面からの距離

溶
液
中
pH

値

製鋼
スラグ

キトサンヒドロゲル膜

一旦形成したキトサンヒドロゲル膜は安定であり、カルボキシル基
が0.4当量以上存在しないと溶解しない（関西大学 田村ら）

【水溶液を用いた実験】

1.  酸性域でのキトサンヒドロゲル被膜の安定性

2. キトサンヒドロゲルが生成しなくなるキトサン濃度

3. 炭酸化処理におけるキトサンヒドロゲル被膜の堅牢化

【擬似海水を用いた実験】

4.  海水中でのキトサンヒドロゲル生成 （特にホウ素の影響）

Ca2+イオン濃度にかかわらず、pH=6.8から
キトサンヒドロゲルが生成し始める

水溶液中でのキトサンヒドロゲル析出
におよぼすpHとCa濃度の影響

平成２９年度の実験計画
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協力教員等による研究成果・活動実績

地方創生センターの研究に限ったものではないが、地域性あるいは地方型研究に展開できる可能性
がある成果をピックアップ

 サーマルレスポンス試験の非充填型熱交換井への適用に関する実験的検討，日本地熱学会誌，Vol.38, 43-51.
 Exergetic Sensitivity Analysis of ORC Geothermal Power Plant Considering Ambient Temperature, Geothermal

Resources Council Transactions, Vol.40, 279-286.
 坑井内での注水や揚を伴う地中熱交換システムシステムに関する数値シミュレーョン，日本地熱学会誌，Vol.39，

39-48.

【査読付き論文】

【外部資金】

 地下水を利活用した高効率地中熱利用システムの開発とその普及を目的としたポテンシャルマップの高度化
（NEDOからの受託研究，H26~H30）

 秋田県の河川堆積物のSとMn濃度の地球化学的特徴．NMCC共同利用研究成果報文集22（2015），140-144．

【査読なし論文】

○論文,著書,特許,学会発表会等
・論文 査読つき論文 4件
・論文 査読なし論文 2件

・学会等の発表 一般講演 国際会議 13件
・学会等の発表 一般講演 国内会議 12件

・共同研究、受託研究、その他の競争的資金 小規模プロジェクト（1000万円以下） 9件

広報企画および施設整備等に関する主な活動

秋田大学国際資源学教育研究センターによ
る第11回国際シンポジウム
「資源学の最新の取り組み」への共催協力

地方創生センター
「資源開発・環境リサイクル研究開発事業」
として、当該事業に関する研究成果６件を含む
総勢３７件のポスター発表

招待講師および山本学長と秋田大学教員など
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秋 田 大 学 国 際 資 源 学 教 育 研 究 セ ン タ ー
第 1 1 回 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム （ 秋 田 会 場 ）

資 源 学 の 最 新 の 取 り 組 み

学内外より約７０名参加（講演会のみ）
～ポスター発表ではさらに多数の学生が参加～

平成28年11月1日（火）
秋田市民交流プラザ“アルヴェ”で開催された「あきた産学官連携フォーラム2016
（合同フォーラム）」にも参画し、協力教員の講演のほかポスターを２点展示

○地域貢献・社会貢献等活動等

 あきた産学官連携フォーラム2016講演、「月へ！地中へ！ DigBot」（川村洋平教授）

施設整備関係および事業連携など
施設整備に関する支援業務

平成28年度年度計画推進経費 地方創生センター２号館（旧VBL棟）
「1階実験スペースの基盤整備工事（空調設備工事）」

→ リサイクルエリア、資源研究エリア、表面解析室など複数区画の研究環境を整備

平成30年度概算要求「基盤的設備等整備分」
「鉱物・材料物性解析システム‐鉱物単体分離解析装置（MLA）」の申請

人材育成・社会貢献に関する検討と事業間連携の可能性

理工学研究科で開講している「あきたアーバンマイン開発マイスター養成
コース」等を参考に、人材育成事業や社会貢献活動の可能性を検討

新素材・機能性材料開発研究事業（寺境光俊教授）が主催した「新素材・機能性
材料開発セミナー（H29.3.1）」へのポスター出展（協力）とセミナー参加

その他、事業間横断で白金族リサイクル･分離技術のための先行研究を実施中
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１．未利用鉱物資源の処理技術と都市型資源のリサイクルプロセス開発

２．ロジウム選択回収を可能にするアミン系沈殿剤の開発

３．素材製造プロセスを利用した希土類金属元素の回収に関する研究開発

４．資源効率の良い製品設計手法の研究

５．希少元素の天然での存在状態および分布の把握と濃集条件の解明

６．秋田県大覚野峠トンネル予定地の地質安定性と堀削ずり処分に関する研究

７．超音波を用いたモノエタノールアミンからの二酸化炭素の低温脱離

８．機能性天然鉱物微粉末を原料に用いた高効率イオン吸着材料の開発

９．大環状化合物などを用いた機能性素材に関する研究開発

１０．FeCo基合金薄膜への格子歪みの導入による一軸磁気異方性の発現

１１．溶融塩電析法によるLaNi5表面層の形成と水素チャージ後のアノード特性

１２．希少元素含有マグネシウム合金の析出組織とその制御

１３．高品位な強磁性･強誘電薄膜の探索および作製とその高機能な磁気素子およびデバイスへの応用

１４．省資源型希少金属含有自動車排ガス浄化触媒の開発

１５．Pt酸化物によるCO2電解還元とメタノール合成

１６．機能性材料のテラヘルツ振動に関する研究

１７．ナノスケール磁気イメージングシステムの開発とその先端磁性材料・磁気デバイス評価への応用

１８．タングステンカーバイド表面への省エネルギー型燃焼炎によるはく離抑制を考慮したダイヤモンド皮膜合成

１９．材料表面層評価のための光散乱分光法の高度化に関する研究

２０．ＥＶ，ＦＣＶのための高効率電動機に関する研究（高性能モータ設計手法の開発）

２１．摩擦攪拌接合による継手特性の改善，および摩擦攪拌接合を適用した複合構造体の接合技術に関する研究

２２．生物活性パラターフェニル系天然物の全合成と構造活性相関に関する研究

平成２９年度「地方創生センター」での主要研究テーマ
～研究員による応募型テーマ～

国際資源学研究科
理工学研究科
医学系研究科
などを中心とする応募型テーマ

平成２９年度の事業計画について
資源開発からリサイクル、環境技術、地熱エネルギー・地中熱等の先進研究を遂行
し、地域に貢献するための「技術蓄積」と「研究力強化」を進める。

 地元企業あるいは寄附講座等と連携した電子基板（E‐Waste）等のリサイクルや
金属回収技術の改善・高度化

 秋田県内の地質学・岩石学評価（特定地域の地質環境調査）

 鉱山開発システム技術の開発

 地中熱利用技術・システムの開発（再生可能エネルギー熱利用技術）

 田沢湖の環境調査や鉱山地域での地球化学図作成への応用

個別テーマとして（研究計画案）

人材育成のための継続検討（今後の課題）
既存の人材育成事業を参考に関連部局や関係教員と協議を重ね、新たな可能性に
ついて検討を進める（一般向け公開講座等を含む）。

地方創生センター（１号館・２号館）の施設設備の維持と管理体制への支援、
研究基盤の強化・有効利用に協力。その他にも広報活動など。
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（2）新素材・機能性材料開発研究事業の報告（平成28年度）
事　業　名：新素材・機能性材料開発研究事業
代表者氏名：寺境光俊

予�　 算�　 額

部門研究活動活性化経費（間接経費）　　　　　1,000,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　  3,000,000円
　事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　     300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  4,300,000円

協力教員氏名

（理工学研究科物質科学専攻）
寺境光俊、進藤隆世志、原基、齋藤嘉一、加藤純雄、大川浩一、小笠原正剛、松本和也、
長谷川崇、福本倫久、高橋弘樹
（理工学研究センター）
齊藤準、林滋生、吉村哲
（地方創生センター）
丹野剛紀

目　　　　 的

　素材や材料に関する研究は、現在の社会を支えるテクノロジーに対する基盤的技術であると
ともに、将来の低炭素社会の実現に向けたアプローチとして欠かせないものである。高付加価
値製品の生産や高度生産技術の実現に向け、原子･分子レベルからの材料設計や合成、既存の概
念を覆す新材料の提案や開発、既存素材の高機能化･高性能化、さらには画期的新プロセスの開
発などが求められる。新素材・機能性材料開発研究事業では秋田大学における基礎研究成果を
基盤とした新素材や先端材料の開発に関連した研究を推進する。さらに、素材･材料関連の高
機能化や高度解析などに関連したニーズに対応し、地域の高等研究機関としての機能を果たす。
これら研究をとおして秋田県内企業、大学、公設試の連携による新産業や雇用の創出を目指す。

実施内容・成果

　事業独自の活動として、研究助成事業とセミナー開催を行った。
　研究助成事業では年度計画推進経費と間接経費を活用して「地域産業連携助成」と「機器使
用料補助助成」を行った。

　「地域産業連携助成」は協力教員と企業、公設試、他大学の研究者と連名で研究プロポーザル
について、６件の助成を行った（各50万円）。
　「機器使用料補助助成」は地方創生センター１号館、２号館設置の共通分析機器の使用量に対
する助成であり、研究の活性化と装置の稼働率上昇を目的としたものである。

　平成29年３月１日（水）に事業主催の新素材･機能性素材開発セミナーを開催した。協力教員
である吉村准教授、伊藤浩志教授（山形大学大学院有機材料システム研究科長）、松田宏雄氏（産
総研東北センター所長）による講演とポスターセッション（７件）を行った。

　また、上記２事業実施後の余剰金については地方創生センター１号館設置の機器の修理費、
消耗品費代金として予算執行を行った。

　構成員による査読付き原著論文は23報であった（目標値20報以上）。

　各種学協会から協力教員が以下の４件の受賞を受けた。
　第6第64回 日本金属学会論文賞、福本倫久、櫻庭拓也、原　基、金児紘征
　（公社）日本磁気学会 優秀研究賞、受賞題目「走査型磁気力顕微鏡の空間高分解能化に関す
る研究」（齊藤準）
　（公財）マツダ財団 研究助成奨励賞, 受賞題目「革新的な電界工藤型磁気デバイスの創製に向
けた高機能強磁性・強誘電薄膜材料の探索・合成」（吉村哲）
　平成28年度日本素材物性学会（第26回） 優秀論文発賞 (2016. 6. 23)（高橋弘樹）

　協力教員による科研費を含めた外部資金は22件獲得した。

― 42 ―



新素材･機能性材料開発研究事業	

理工学研究科物質科学専攻	  
寺境光俊	  

地方創生センター　地域産業研究部門成果報告会(H29,	  06,	  21)	

目的	  
　素材や材料に関する研究は，現在の社会を支えるテクノロジーに対する基盤的技術で
あるとともに，将来の低炭素社会の実現に向けたアプローチとして欠かせないものであ
る。高付加価値製品の生産や高度生産技術の実現に向け，原子･分子レベルからの材
料設計や合成，既存の概念を覆す新材料の提案や開発，既存素材の高機能化･高性能
化，さらには画期的新プロセスの開発などが求められる。新素材・機能性材料開発部門
では秋田大学における基礎研究成果を基盤とした新素材や先端材料の開発に関連した
研究を推進する。さらに，素材･材料関連の高機能化や高度解析などに関連したニーズ
に対応し，地域の高等研究機関としての機能を果たす。これら研究をとおして秋田県内
企業，大学，公設試の連携による新産業や雇用の創出を目指す。 	  
	  
協力教員	  
（理工学研究科物質科学専攻）	  

寺境光俊，進藤隆世志，原基，斎藤嘉一，加藤純雄，大川浩一，小笠原正剛，]	  
松本和也，長谷川崇，福本倫久，高橋弘樹	

（理工学研究センター）	  
斉藤準，林滋生，吉村哲	  

（地方創生センター）	  
丹野剛紀 	  

目的
　素材や材料に関する研究は，現在の社会を支えるテクノロジーに対する基盤的技術で
あるとともに，将来の低炭素社会の実現に向けたアプローチとして欠かせないものであ
る。高付加価値製品の生産や高度生産技術の実現に向け，原子･分子レベルからの材料
設計や合成，既存の概念を覆す新材料の提案や開発，既存素材の高機能化･高性能化，
さらには画期的新プロセスの開発などが求められる。新素材・機能性材料開発研究事業
では秋田大学における基礎研究成果を基盤とした新素材や先端材料の開発に関連した研
究を推進する。さらに，素材･材料関連の高機能化や高度解析などに関連したニーズに
対応し，地域の高等研究機関としての機能を果たす。これら研究をとおして秋田県内企
業，大学，公設試の連携による新産業や雇用の創出を目指す。

協力教員
（理工学研究科物質科学専攻）
　　寺境光俊，進藤隆世志，原基，齋藤嘉一，加藤純雄，大川浩一，小笠原正剛，
　　松本和也，長谷川崇，福本倫久，高橋弘樹
（理工学研究センター）
　　齊藤準，林滋生，吉村哲
（地方創生センター）
　　丹野剛紀 

― 43 ―



実施内容（H28計画）	  
	  
地域創生センターと事業の理念を学内教員に説明し，構成員として参加する教員を募集
する（１５名程度）。基本的には各構成員が自身の所属する研究室において各自の研究
課題を実施し，研究成果をもとにシーズ提案型の地域貢献を行う。	
 	
想定される主要な研究テーマについて以下に示す。	
１）有機材料，複合材料関連	
　　生分解性高分子，熱電材料，繊維強化プラスチックなど	
２）無機材料，金属材料関連	
　　多孔質材料，触媒材料，磁性材料，高強度合金など	
３）ナノテクノロジー，境界領域関連	
　　ナノ分散複合体，ナノスケール分析，生体親和性材料など	
 	
構成員による原著論文を年間２０報以上とし，インパクトファクターの高い雑誌への投稿を
積極的に行う。第３期中期計画期間内で各種学協会からの受賞を１件以上とする。	
外部資金について年間１５件以上獲得する。	
受託研究及び共同研究について年間５件以上実施する。	
 	
地方創生センター設置の分析機器に対する使用料金補助を行い，補助を受けた構成員
は発表会にてプレゼンテーションを行う。	
年度末に各構成員が研究報告書を作成する。 	

新素材・機能性材料開発セミナー	

地方創生
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発表者	 タイトル	

寺境光俊	 やわらかさと強さをあわせもつポリ乳酸共重合体の開発 	

林　滋生	 機能性天然鉱物微粉末を原料に用いた環境材料の創製 	

齊藤　準 	 交番磁気力顕微鏡による高密度磁気記録媒体の高分解能磁
気イメージング　　-‐	  高感度Fe系非晶質ソフト磁性探針の開発	  -‐	

齋藤嘉一	 次世代型高強度Mg-‐Zn-‐Gd系合金の析出組織とその制御 	

長谷川　崇	 電子線描画装置を用いたナノスケール磁性体の作製と新機能性 	

松本和也	 ナノ界面を制御したカーボンナノチューブ／ポリスチレン複合体
の熱電特性評価 	

柴山　敦	 資源開発・環境リサイクル研究事業 	

柴山　敦	 物理選別・製錬技術を基盤とした環境配慮型再資源化プロセス
の開発 	

セミナーにおけるポスター発表	

地域産業連携助成	  
	  
年度計画推進経費により協力教員と外部研究者との連名による研究プロポーザルに対
し研究助成を行った。	  
	  

教員名	 課題名	

寺境光俊	 セルロースナノファイバーを用いた複合材料の作成	

林　滋生	 十和田石微粉末を利用したジオポリマー硬化体の作製	

齊藤　準 	 磁気記録ヘッド検査装置用・高性能磁場センサーの試作	

齋藤嘉一	 次世代型高強度Mg-‐Zn-‐Gd系合金の析出組織とその制御 	

長谷川　崇	 電子線描画装置を用いた正方晶FeCoナノドットの作製と高保磁力化 	

松本和也	 カーボンナノチューブ／高分子複合体を用いた熱電材料の開発 	

機器使用料補助助成	  
	  
部門研究活動活性化経費を活用し，協力教員による研究の活性化と地方創生センター1
号館，2号館設置の研究装置の稼働率向上を目指し，機器利用料の補助を行った。	  

― 45 ―



研究業績等	  
	  
査読付き原著論文・・・２３報（目標　20報以上）	  
	  
“High	  temperature	  exchange	  bias	  effect	  in	  melt-‐spun	  Mn55Bi45alloys”,	  Yiming	  Song,	  Zhen	  
Xiang,	  Taolei	  Wang,	  Junchao	  Niu,	  Kada	  Xia,	  Wei	  Lu,	  Hong	  Zhang,	  Yongze	  Cao,	  Satoru	  
Yoshimura	  and	  Hitoshi	  Saito,	  Applied	  Physics	  LeXers,	  Vol.	  109,	  p.	  112402-‐1-‐5	  (2016)	
(Impact	  factor	  3.411)	  
	  
査読なし論文・・・４報　　　　　著書等・・・１	  
	  
	  
受賞等・・・4件（目標　1件以上）	  
	  
第64回 日本金属学会論文賞，福本倫久，櫻庭拓也，原　基，金児紘征	
 	
（公社）日本磁気学会 優秀研究賞，受賞題目「走査型磁気力顕微鏡の空間高分解能化
に関する研究」（齊藤準）	
 	
（公財）マツダ財団 研究助成奨励賞,	  受賞題目「革新的な電界工藤型磁気デバイスの創
製に向けた高機能強磁性・強誘電薄膜材料の探索・合成」（吉村哲）	
 	
平成28年度日本素材物性学会（第26回） 優秀論文発賞	  (2016.	  6.	  23)（高橋弘樹）	

特許　　　出願　10件，　取得　1件	  
	  
主な出願	  
松本和也，寺境光俊，山川澄人，櫻田忠建，上谷文宏，野口剛，“組成物および成形品”， 
特願2016-‐157880	
	  
松本和也，寺境光俊，山川澄人，上谷文宏，野口剛，“デンドリマー，組成物及び成型品”， 
特願2016-‐157881	  
	  
取得特許	  
齊藤準，吉村哲，木下幸則，野村光，中谷亮一，米国特許番号US9482692（2016.11.1特
許登録），名称「Magne`c	  field	  value	  measuring	  device	  and	  method	  for	  measuring	  
magne`c	  field	  value」（磁場値測定装置および磁場値測定方法） 	
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外部資金等	  
	  
科研費	  
基盤研究(B)　1件	  
若手研究(A)　1件	  
基盤研究(C)，若手研究(B)，萌芽研究　５件	  
	  
	  
共同研究，受託研究等（目標　5件以上）	  
大規模プロジェクト　0件，中規模プロジェクト　３件，小規模プロジェクト　12件	  
	  
主なプロジェクト	  
NEDO次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発	  
（代表者）斉藤準	  
	  
JST研究成果展開事業（産学共創基盤研究プログラム）革新的次世代高性能磁石創製の
指針構築　（代表者）斉藤準	  
	  
JST戦略的創造研究推進事業（さきがけ）素材･デバイス・システム融合による革新的ナノエ
レクトロニクスの創成（代表者）吉村哲	  
	  
NEDO平成28年度エネルギー･環境新技術先導プログラム	  
（代表者）石尾俊二，（分担者）長谷川崇	  
	  

実施内容（H29計画）	  
	  
協力教員である理工学研究科物質科学専攻，理工学研究センター，地方創生センター所属の教員

（１５名）が所属する研究室において各自の研究課題を実施し，研究成果をもとにシーズ提案型の地
域貢献を行う。	
 	
想定される主要な研究テーマについて以下に示す。	
１）有機材料，複合材料関連	
　　生分解性高分子，熱電材料，繊維強化プラスチックなど	

２）無機材料，金属材料関連	
　　多孔質材料，触媒材料，磁性材料，高強度合金など	
３）ナノテクノロジー，境界領域関連	
　　ナノ分散複合体，ナノスケール分析，生体親和性材料など	
 	

本事業が主催するセミナーを開催し，外部講師による講演会と協力教員によるポスターセッションを
実施する。また，年度末に協力教員から研究報告書を提出してもらい，事業としての成果をとりまとめ
る。	
 	

構成員による原著論文を年間２０報以上とし，インパクトファクターの高い雑誌への投稿を積極的に
行う。第３期中期計画期間内で各種学協会からの受賞を１件以上とする。	
外部資金について年間１５件以上獲得する。	
受託研究及び共同研究について年間５件以上実施する。	
 	

年度計画推進経費，部門研究活動経費を活用した下記2点の助成事業を実施する。	
１）新素材・機能性材料開発促進経費（大型予算獲得に向けた試験研究に対し助成）	
２）分析機器使用料補助（分析機器の稼働率向上）	

（代表者）齊藤準

（代表者）齊藤準
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秋田大学地方創生センター地域産業研究部門事業工程表	

平成28年度	   平成29年度	   平成30年度	 平成31年度	 平成32年度	 平成33年度	

○第3期中期目標中期計画	  
	

○年度計画	

○大型予算申請	  
　（JST,	  NEDOなど）	

事
業
内
容	

1　組織運営	  

①協力教員	

②セミナー開催	

③助成事業	  
　　分析経費補助	

　　開発促進経費	

地
域
貢
献	

1　産学官連携	

2　受託，共同研究	

事  業  名　： 　新素材・機能性材料開発研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　  	  
代表者名　：　　寺　境　光　俊　　　　　　	  
　　　　　　　　　　　　（平成29年　6月　16日作成）	

構成員募集，	

連携体制の構築	

セミナー	

受託，共同研究の実施	

セミナー	 セミナー	 セミナー	 セミナー	 セミナー	

受託，共同研究の実施	
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（3）機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業の報告（平成28年度）
事　業　名：機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業
代表者氏名：渋谷　嗣

予�　 算�　 額

部門研究活動活性化経費（間接経費）　　　　　2,650,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　0円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円
　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  2,950,000円

協力教員氏名 村岡幹夫、田島克文、吉田征弘、野老山貴行、景山陽一、水戸部一孝、濱岡秀勝

目　　　　 的

　次世代の航空機、自動車のために、複合材構造製造を中間素材から一新し、航空機向けた新
規加工プロセスの開発と評価、高効率動力システムの開発を推進するため、次世代高効率誘導
モータの最適設計に必要な、高速高精度な動特性解析手法を開発、低摩擦発現を阻害する要因
の特定を行う。また、運転・歩行支援やインフラに関して、最高速度標識の認識法の開発、運
転者・歩行者に対する安全支援情報の提示やプローブデータを用いた車両の利用道路に関する
検討を行う。上記研究開発事業の推進により輸送機に関連した地域の広範なモノづくり産業の
活性化に寄与する。

実施内容・成果

　複合材料加工プロセスの開発と評価に関して、秋田県地方創生関連事業「平成28年度新世代
航空機部品製造拠点創生事業」（総事業費約2億円）を日本精機、三栄機械、秋田大学、秋田県
立大学、秋田県産業技術センター、インテリジェント・コスモス研究機構の産学官連携の実施
体制により受託した。秋田大学は研究統括を担い、委託費は約6,000万円である。次の研究成果
を得た。(1)　炭素繊維強化“熱可塑”樹脂を対象に、従来困難であった成形時の迅速加熱・温
度分布制御およびオートクレーブレス成形を、秋田大学の技術シーズを含む独自の手法によっ
て実現できる技術の基本コンセプトを確認した。(2)　複合材部品接合時の接着剤の接着品質を
非破壊で検出できる検査技術の基礎を開発した。
　高効率誘導モーターの最適設計に関して、動力システムでは三相誘導モータをインバータ駆
動することが一般的であることから、コンデンサモータの解析モデルを三相誘導モータの解析
が可能となるよう拡張するものとした。コンデンサモータと磁心寸法等のパラメータがほぼ同
じ仮想的な三相誘導モータに対し、固定子巻線の三相構造を考慮した解析モデルを導出したと
ころ、回転子が静止した回転子拘束時において有限要素法による計算とほぼ同様な結果が得ら
れ、提案モデルの妥当性が明らかとなった。また、低摩擦発現を阻害する要因の特定に関して、
潤滑油中に含まれるMoDTC（モリブデンジチオカーバメイト）由来の酸化物である三酸化モ
リブデンやMoDTCのアルキル基長さを調節して潤滑油に溶けない粒子を用いた摩擦試験及び
摩擦面内への流入過程のその場観察を行った結果、表面保護膜を形成するはずのMoDTC粒子
が摩擦面内に存在することで炭素系硬質薄膜の摩耗量が増加することを明らかにした。 
　運転・歩行支援やインフラに関して、最高速度標識の認識法の開発のために夜間に走行する
自動車の助手席に高感度カメラを設置して撮影を行い、動画像データを取得した。認識処理で
は、最高速度標識内部の白領域を抽出し、数字の形状特徴に基づいて画像相関法により標識の
認識を行う。提案手法の有用性を検証し、抽出率は95.0%、認識率は82.8%となった。特に、標
識が路側式で設置され、車両のライトがハイビームの条件下では96.2%の認識率を得た。また、
運転者・歩行者に対する安全支援情報の提示法について検討するために、VR技術とモーション
キャプチャ技術を組み合わせることで歩行者の行動を計測できる歩行環境シミュレータを改良
し、自転車乗車中の行動を評価できる自転車シミュレータを開発した。プローブデータを用い
た車両の利用道路に関して、道路規模や交通量などにより、階層を分けている。現在の道路階
層を見直すことを考え、理想ではない階層利用をしている車両に着目し、なぜ理想ではない階
層利用をしているのかを分析した。その分析結果より、多くの車両が理想の道路利用をするよ
うに、新たな道路階層を設定。また、新たな道路階層において階層の利用は階段状になるか、
新たな道路階層の評価を行った。
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2017/6/19

1

地方創生センター地域産業研究部門

機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業

代表者 渋谷 嗣

研究発表会

平成29年6月21日

事業の目的

2017/6/19

1

地方創生センター地域産業研究部門

機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業

代表者 渋谷 嗣

研究発表会

平成29年6月21日

事業の目的

系研究開発事業を行う。
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2017/6/19

2

協力教員と実施項目

１．構造設計に関する研究開発
村岡幹夫 （理工学研究科・教授）

２．動力システムに関する研究開発
田島克文 （理工学研究科・教授）
吉田征弘 （理工学研究科・助教）
野老山貴行 （理工学研究科・准教授）

３．運転・歩行支援とインフラに関する研究開発
景山陽一 （理工学研究科・教授）
水戸部一孝 （理工学研究科・教授）
濱岡秀勝 （理工学研究科・教授）

平成28年度成果報告

2017/6/19

2

協力教員と実施項目

１．構造設計に関する研究開発
村岡幹夫 （理工学研究科・教授）

２．動力システムに関する研究開発
田島克文 （理工学研究科・教授）
吉田征弘 （理工学研究科・助教）
野老山貴行 （理工学研究科・准教授）

３．運転・歩行支援とインフラに関する研究開発
景山陽一 （理工学研究科・教授）
水戸部一孝 （理工学研究科・教授）
濱岡秀勝 （理工学研究科・教授）

平成28年度成果報告
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2017/6/19

3

複合材料成形技術
村岡幹夫

EV，FCVのための高効率電動機に関する研究

田島克文, 吉田征弘

2017/6/19

3

複合材料成形技術
村岡幹夫

EV，FCVのための高効率電動機に関する研究

田島克文, 吉田征弘
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2017/6/19

4

情景動画像を用いた夜間における最高速度標識の抽出・認識に関する検討

景山陽一

移動時の安全支援技術を構築するための自転車運転シミュレータの開発

水戸部一孝

2017/6/19

4

情景動画像を用いた夜間における最高速度標識の抽出・認識に関する検討

景山陽一

移動時の安全支援技術を構築するための自転車運転シミュレータの開発

水戸部一孝
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2017/6/19

5

プローブデータを用いた車両の利用道路に基づく新たな階層の検討

浜岡秀勝

平成29年度の計画

2017/6/19

5

プローブデータを用いた車両の利用道路に基づく新たな階層の検討

浜岡秀勝

平成29年度の計画
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（4）新エネルギー開発研究事業の報告（平成28年度）
事　業　名：新エネルギー開発研究事業
代表者氏名：三島　望

予�　 算�　 額

部門研究活動活性化経費（間接経費）　　　　　350,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　  650,000円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　   1,300,000円

協力教員氏名
田島　克文
中村　雅英

目　　　　 的
　本研究事業の目的は、秋田県において高いポテンシャルを持つとされる新エネルギー（主と
して風力、地熱）を活用して、地域産業の活性化、雇用創出等を行うことである。その際、秋
田県による各種事業と連携して、地域の技術開発力の中核としての役割を果たして行く。

実施内容・成果

（１）秋田県からの委託事業
　秋田県の事業「風力発電高度メンテナンス人材育成事業」における委員委嘱を受け、事業委
員会に参加するとともに、必要な学内調整、調査研究を行った。平成29年度は外部講師による
プレ講座の一部、平成30年度からは本講座の一部を学内で開催することとなり、細部の詰めを
行っている。
（２）研究事業
　本事業のうち研究事業では以下の3つの研究項目に関して研究及び成果普及を行った。
（A）市民風車をモデルケースとした新エネルギー設備に対するNIMBY解消の研究
　本研究項目においては、新エネルギー施設を含む公共性の高い施設を建設する際の問題とし
て広く知られているNIMBY（Not in my backyard）に着目し、その緩和が可能かどうか市民風
車と呼ばれる一般出資型の風車をモデルケースとして検討する。研究では市民風車設置サイト
における実地調査を行い、風車に対する居住者の意識と、風車に対する投資意志額の違いによ
る意識変化の関係を調査した。また、別途行った非居住者（学生）に対する同様のアンケート
調査結果と比較した。これらの結果とその分析を通じて、社会的に有益な施設と見なされる新
エネルギー施設に対する ResidentとVisitorの反応の違いを明らかにした。
（B）風車のメンテナンス計画策定とライフサイクルシミュレーションの研究
　本研究項目では、（１）の秋田県委託事業と連動して、風力発電用風車の適切なメンテナン
ス計画策定技術を確立するとともに、秋田県独自の気象状況や産業上の背景などの地域性を
考慮したメンテナンス計画を策定することを目標とする。風力発電施設を含む大規模な施設
のメンテナンス方法は近年のIoT技術とセンサーの低価格化により、CBM（Condition Based 
Maintenance）が優位になりつつある。しかし、 CBM技術が確立した場合、風車設置サイトに
必要な人材は、高所作業、クレーン操作などの実務作業者に限られ、高度メンテナンス人材の
育成が目標である（１）の事業展開とは齟齬をきたす可能性もある。 本研究項目では、セン
サー情報を用いたCBMと離散事象シミュレーションを組み合わせた新しいメンテナンス計画策
定方法を提案することを目指している。平成28年度は既存の市民風車に関する簡単なLCC（Life 
Cycle Costing）とLCA（Life Cycle Assessment）を実施した。また、離散事象を考慮すること
でより精度の高いLCC、LCAを行う修正モジュールをコーディング中である。
（C）風車のメンテナンス性設計の研究
　本研究項目では、風力発電用風車の交換部品の県内供給を最終目標とする。事業計画期間に
おいては、研究項目（B）の結果を利用して、交換頻度の高い部品を同定したうえで、メンテ
ナンス性を考慮したモジュール化設計方法を提案することを目的とする。本研究項目について
は、文献調査と関連学会における情報収集を行った。
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平成２８年度 新エネルギー開発事業報告 
平成 29年 6月 21日 三島望 

 
１．事業概要 
（１）秋田県からの委託事業 
 事業のこの部分では、秋田県の事業「風力発電高度メンテナンス人材育成事業」における

委員の委嘱を受け，事業委員会に参加するとともに，必要な学内調整，調査研究を行ったも

のである． 
 
（２）研究事業 
 本事業のうち研究事業では以下の 3つの研究項目に関して研究及び成果普及を行う． 
（A） 市民風車をモデルケースとした新エネルギー設備に対するNIMBY解消の研究（事

業期間平成 28~29年度） 
 本研究項目においては，新エネルギー施設を含む公共性の高い施設を建設する際の問題

として広く知られているNIMBY（注 1，Not in my backyard，[1]-[3]）に着目し，その緩
和が可能かどうか市民風車と呼ばれる一般出資型の風車をモデルケースとして検討する．

このときヒントとなるのは，風車の一部所有を仮定することで風車に対する問題意識が変

化するというこれまでの研究[4]，[5]の結果である．また，新エネルギー設備の導入に際し
て市民ファンドを活用することによる効果を論じた研究[6]もみられる． 
平成 28年度の研究においては，市民風車設置サイトにおける実地調査を行い，風車に対

する居住者の意識と，風車に対する投資意志額の違いによる意識変化の関係を調査した．ま

た，別途行った非居住者（学生）に対する同様のアンケート調査結果と比較した．これらの

結果とその分析を通じて，社会的に有益な施設と見なされる新エネルギー施設に対する居

住者と非居住者の反応の違いを明らかにした．本成果については一 2017年 12月に発表[7]
予定である． 

 
（B） 風車のメンテナンス計画策定とライフサイクルシミュレーションの研究（事業期間

平成 28~30年度） 
 本研究項目では，（１）の秋田県委託事業と連動して，風力発電用風車の適切なメンテナ

ンス計画策定技術を確立するとともに，秋田県独自の気象状況や産業上の背景などの地域

性を考慮したメンテナンス計画を策定することを目標とする． 
風力発電施設を含む大規模な施設のメンテナンス方法は近年の IoT 技術とセンサーの低
価格化により，TBM（注 2，Time Based Maintenance, [8]）に対して CBM（注 3，Condition 
Based Maintenance, [9]）が優位になりつつある．しかし， CBM技術が確立した場合，風
車設置サイトに必要な人材は，高所作業，クレーン操作などの実務作業者に限られ，高度メ

ンテナンス人材の育成が目標である（１）の事業展開とは齟齬をきたす可能性もある．  
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そこで本研究項目では，センサー情報を用いた CBMと離散事象シミュレーションに基づ
くフレキシブル TBM を組み合わせた新しいメンテナンス計画策定方法を提案することを

目指している．平成 28年度は既存の市民風車に関する簡単な LCC（Life Cycle Costing）
と LCA（Life Cycle Assessment）を実施した．また，離散事象を考慮することでより精度
の高い LCC，LCAを行う修正モジュールをコーディング中である． 

 
（C） 風車のメンテナンス性設計の研究（事業期間平成 28(29)年度～平成 30年度） 
 本研究項目では，風力発電用風車の交換部品の県内供給を最終目標とする．事業計画期間

においては，研究項目（B）の結果を利用して，交換頻度の高い部品を同定したうえで，メ
ンテナンス性を考慮したモジュール化設計方法を提案することを目的とする． 
 ただし，本研究項目については，平成 28年度は文献調査以外の具体的な作業は実施して
いない． 
 
２．事業実施結果 
（１）秋田県からの委託事業 
 事業のこの部分では、秋田県の事業「風力発電高度メンテナンス人材育成事業」における

委員の委嘱を受け，事業委員会に参加するとともに，必要な学内調整，調査研究を行ったも

のである．秋田県の事業の詳細は同事業の報告書に譲るが，本事業への協力として，平成 29
年度は外部講師によるプレ講座の一部，平成 30年度からは本講座の一部を学内で開催する
こととなり，細部の詰めを行っている 
 
（２）研究事業 
 本事業のうち研究事業では以下の 3つの研究項目に関して研究及び成果普及を行う． 
（A） 市民風車をモデルケースとした新エネルギー設備に対するNIMBY解消の研究（事
業期間平成 28~29年度） 
 本研究項目においては，新エネルギー施設を含む公共性の高い施設を建設する際の問題

として広く知られているNIMBY（Not in my backyard）に着目し，その緩和が可能かどう
か市民風車と呼ばれる一般出資型の風車をモデルケースとして検討する．このときヒント

となるのは，風車の一部所有を仮定することで、風車に対する問題意識が変化するという既

存研究の結果である（図 1）． 
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図 1 所有と風車に対する住民意識の関係 

 
平成 28年度の研究においては，市民風車設置サイトにおける実地調査を行い，風車設置

の悪影響として懸念される事項が，風車に対する投資意志額の違いによりどのように変化

するかを調査した（図 2, 3）．また，別途行った非居住者（学生）に対する同様のアンケー
ト調査結果と比較した（図 4，5）．これらの結果とその分析を通じて，一般的には社会的に
有益な施設と見なされる新エネルギー施設に対する居住者と非居住者の反応の違いを明ら

かにした．  

 

図 2 投資意欲の無い場合の住民意識 
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図 3 投資意欲の有る場合の住民意識 

 
図 4 投資意欲のない非居住者の意識 

 
図５ 投資意欲のある非居住者の意識 

投資意欲向上に伴う重心の動き 

投資意欲向上に伴う重心の動き 
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 投資意欲の向上に伴って居住者では低周波，騒音，事故などの個人的影響が考えられる項

目がより重視される傾向がある．一方，ビジターにおいては投資意欲の向上に伴い景観，生

息環境の悪化という共有財産に対する影響が懸念されるようになる． 
 このことは，発電用風車の導入そのものに加えて，クリーンファンド，グリーンエネルギ

ー認証などのビジネスを展開して行く上での示唆となる． 
 
（B） 発電用風車のメンテナンス計画策定とライフサイクルシミュレーションの研究 
 本研究項目では，（１）の秋田県委託事業と連動して，風力発電用風車の適切なメンテナ

ンス計画策定技術を確立するとともに，秋田県独自の気象状況や産業上の背景などの地域

性を考慮したメンテナンス計画を策定することを目標とする． 
風力発電施設を含む大規模な施設のメンテナンス方法は TBM（Time Based Maintenance）
と CBM（Condition Based Maintenance）に大別されることは良く知られている．近年の
IoT技術とセンサーの低価格化により，CBMが復権しつつあり，風車に関してもナセルや
タワーの軸受け部からの音響信号，応力変化などを検知してメンテナンスを実施する方法

が主流である．しかし，このような CBM技術が確立した場合，風車設置サイトに必要な人
材は，高所作業，クレーン操作などの実務作業者に限られ，メンテナンスのタイミングの判

断などの知識は不要であると考えられる．自律的判断が可能な高度メンテナンス人材の育

成を図る（１）の事業展開とは方向性が異なる可能性もある．また，冬季雷や結氷などの問

題がある秋田県では，CBM だけでは重大な故障要因には対応できないことが考えられる． 
そこで本研究項目では，センサー情報を用いた CBMと離散事象シミュレーションに基づく
可変 TBM を組み合わせた新しいメンテナンス計画策定方法を提案することを目指してい

る．平成 28年度は既存の市民風車に関する LCC（Life Cycle Costing，表 1）と簡易的な
LCA（Life Cycle Assessment，表 2）を実施した． 
 

表 1 市民風車の LCC 

定格出力（ｋW) 1,500 

ハブ高(m) 80 

平均風速(2013年実績，m/s) 5.3 

年間発電量（2013年実績， GWｈ) 3.8 

設備利用率(2013 年実績，%) 28.9 

2013 年の売電収入（21円/kWh として計算，万円) 7,980 
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表 2 2MW級風車の簡易 LCA 

定格出力（ｋW) 2,000 

ハブ高(m) 80 

運用期間(year) 20 

ライフサイクルを通じた CO
2
排出量(t-CO

2
) 1033.4 

総発電量(GWh) 101.3 

発電量当たりの CO
2
排出量（g-CO

2
/kWh) 10.2 

 
発電用風車の LCAに関しては既存研究が多くあり，2MW級風車の LCA例[10]では，発
電用風車の環境負荷の内訳の多くを製造段階占めることが明らかにされている．ただし，ナ

セル部に限っては，メンテナンスを含む使用段階が総環境負荷の 20%程度を占めている．
一方，風車の基礎，タワー，ローター，ナセルの各部のうちナセルの環境負荷は 1割程度で
あるため，使用段階の環境負荷は概ね製造段階の 2%程度である．この値は表 2の計算時の
仮定と概ね一致している．このように風車の全環境負荷に対しては，メンテナンスの影響は

軽微であっても，メンテナンス計画は風力発電によって回収可能なエネルギー（つまり負の

環境負荷）に大きく影響する．風力発電システムの総合効率である EROI [11]の向上のため
には適正なメンテナンス計画の策定が大きな課題である． 
現在，保険支払いデータをもとに運転阻害要因とその発生確率を明確化した．この確率を

もとにして乱数発生を行い，離散事象を考慮することでより精度の高い LCC，LCAを行う
方法を検討中である． 
 
（C） 発電用風車のメンテナンス性設計の研究（事業期間平成 28(29)年度～平成 30 年
度） 
 本研究項目では，風力発電用風車の交換部品の県内供給を最終目標とする．事業計画期間

においては，研究項目（B）の結果を利用して，交換頻度の高い部品を同定したうえで，交
換頻度をメンテナンス性を考慮したモジュール化設計方法を提案することを目的とする． 
 ただし，本研究項目については平成 28年度は文献調査以外の具体的な作業は実施してい
ない． 
 
３．今後の事業計画 
以下の各項目について研究開発および調査研究事業を実施する． 
（１）秋田県からの委託事業 
・県からの委託に基づきプレ講座を実施する． 
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・平成 30 年度開始の本講座に向けて，開催時期，秋田大学から提供可能な講義，対象者，
告知方法などを検討する． 
・より高度な講義内容をどのように盛り込んで行くか，県と連携して考える． 
 
（２）研究事業 
（A）市民風車をモデルケースとした新エネルギー設備に対する NIMBY解消の研究 
・当面新たな現地調査は行わず，既存の調査結果を新たな方法で分析する．分析においては

現行のクラスター化（事故，低周波＋騒音，景観の破壊＋生息環境悪化の３クラスターに分

類）が適切かの検討，相関係数の導出など，より統計的に信頼性の高い結果が得られるよう

な分析方法を中心に研究を進める． 
 
（B）風車のメンテナンス計画策定とライフサイクルシミュレーションの研究 
・事故発生時の復旧費用などを保険支払い実績などの実データを用いてより高精度でモデ

ル化した上で，LCCを行う． 
・メンテナンスパターンの違いによる環境負荷と回収可能エネルギーの違いを LCAにより
シミュレートする． 
・冬季雷など地域性のある関連事象を離散事象シミュレーションにより反映し，風車のライ

フサイクルシミュレータを完成させる． 
  
（C）風車のメンテナンス性設計の研究 
・（B）に基づき，風車の部品別の故障確率関数を導出する． 
・部品別の LCAを行う．これらの結果から，どのようなモジュール化を行い，メンテナン
スとモジュールの修理交換をどのように組み合わせれば，投入エネルギー（ないし CO2）に

対する EROI（Energy Return on Investment）を最大化できるかを明らかにする． 
 
注１） 公共施設などとしての必要性を認めながらも，居住地の近くにあって欲しくないと

いう反応．発電所，清掃工場，基地等に典型的にみられる．近年では原発事故によ

る汚染土壌の保管場所問題にも顕著に現れている． 
注２） 時間基準保全．故障の有無に関係なく，一定の時間使用した部品の交換や，一定の 

周期毎に点検・分解・修理を行うこと． 
注３） 状態基準保全．現在，安定稼動している設備に対して，不要な機器交換などのメン

テナンスを行うのではなく，必要と判断された時にのみ実施する．CBMの考え方
自体は 1970年代に普及していたが，故障診断に用いるデータを収集するセンサー
の設置やデータ解析用の計算機など，設備の導入費用が高価であったことや想定故

障を算出する処理の煩雑さなどの観点から当時としては広く実用化されるに至らな

かった． 
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注４） 風力発電施設の建設，運用，廃棄処理などのライフサイクルに投入した全エネルギ

ー換算の何倍のエネルギーが発電により得られるかを表す数値．風力発電の場合，

20~70程度とのデータがある． 
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（5）航空宇宙産業研究事業の報告（平成28年度）
事　業　名：航空宇宙産業研究事業
代表者氏名：神谷　修

予�　 算�　 額

部門研究活動活性化経費（間接経費）　　　　　1,200,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　0円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,500,000円

協力教員氏名 神谷修、堤明正、宮野泰征、足立高弘、三島望

目　　　　 的
　秋田県内の航空宇宙産業に関連する機関と連携しながら新しい要素技術の研究開発と企業側
と大学側双方の人材育成を目的とする。その結果として、秋田県地方における航空宇宙産業の
発展と若者の地元定着を図る。

実施内容・成果

①　学内学生向けの教育環境整備事業
　宇宙を学ぶ学生用に、小型ハイブリッドロケット製作するためのエンジン（輸入品）、小型
燃焼試験装置、機体製作用の素材を準備することにより、学生25名が「プロジェクト実践研究」
として学んだ。学生5名が、県内企業である五十鈴製作所に定期的に訪問し、酸化剤タンク開発
を目的にして設計と製造現場を体験した。学生の技術力と設計製作力が向上した。学生の1名が
五十鈴製作所秋田工場に就職した。

②　学内でのロケット打上げの環境整備および燃焼試験の実施
　酸化剤タンクの設計製作および強度評価装置の製作をして、圧力試験と燃焼試験を実施した。
その結果、本事業の設備環境として、ロケットのひずみ、温度、圧力を動的に計測して解析す
る研究環境が整備された。

③　ロケット打上げ支援事業
　信州大学のハイブリッドロケットの製作と打上げの支援を行い、2018年3月19日に能代市落合
浜から高度1000mの打上げと回収に成功した。

④　県菜企業との連携によるハイブリッドロケットの製作
　五洋電子との共同研究を実施して、飛翔中のロケットと通信できる軽量で経済的な無線機の
試作機を開発した。佐々木製作所と共同研究をして、発射台を開発してSUWAロケットの打ち
上げを成功させた。同社では、独自の発射台を工夫して製作できるようになった。五十鈴製作
所との共同研究によりハイブリッドロケットの酸化剤タンクを設計製作し燃焼試験と打上げを
成功させた。ポリテクセンターにおいてハイブリッドロケット酸化剤タンクの溶接法であるア
ルミニウムTIG溶接法の特別講習会を実施し、県内技術者2名が参加した。これにより、県内の
溶接技術力がアップした。
　以上のことから、県内でハイブリッドロケットを製造して打ち上げができることが証明された。

⑤　航空宇宙に関する展示会と推進会議の定期的な実施
　航空宇宙事業において、実施した活動の説明と、成果物としてロケットと燃焼試験装置を展
示して説明した。第1回展示会2016年11月21日に実施。秋田大学長はじめ、学内外より参加者が
あり、理解協力者が増進した。
　秋田大学、秋田県、県内企業3社が連携して「小型ロケット開発」に関する会議を定期的に実
施した。第1回会議を2016年12月21日に実施した。

― 64 ―



2018/3/22

1

秋田大学地方創生センター
地域産業部門
平成29年度成果発表会

航空宇宙産業研究事業

代表 神谷 修

日時：2017年6月21日(水）
場所：ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ棟

2018/3/22

2

秋田大学地方創生センター
航空宇宙産業研究事業

「秋田県産小型ハイブリッドロケットの開発」

目的：秋田県内機関と連携しハイブリッドロケットに関する研究開
発と双方の人材育成を目的とする。その結果として、秋田県
における航空宇宙産業の発展と若者の地元定着を図る。

平成28年度の成果

成果：①学生向けの教育環境整備事業

②ロケット打上げの環境整備および燃焼試験の

③ロケット打上げ支援事業

④県内企業との連携によるハイブリッドロケットの製作

⑤航空宇宙に関する展示会と推進会議の定期的な実施
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2018/3/22

3

秋田県小型観測ロケット開発の背景

1955年4月12日

糸川英夫が

秋田県道川海岸

日本初ペンシル
ロケット発射

1962年秋田県能代に
東京大学生産技術研
究所付属施設、

現能代ロケット実験場

ロケット地上燃焼試験の実施
日本のロケット開発を支えた

L-4Sや「はやぶさ」を打
ち上げたMⅤロケットの
成功に貢献した

1976年大館市田代
三菱重工（株）
田代ロケット
燃料燃焼試験場開設
民間レベルの宇宙開発

2006年12月
秋田県輸送機コンソーシアム設立
航空宇宙産業への取り組み
現在県内18社参画

2014年現在
県内企業（三栄機械）ボー
イング787、国産MRJ航空機
の製造に参加

2005年能代市浅内堆積場
糸川50周年記念
能代宇宙イベント開始

秋田大学ものづくり創造工
学センター

2013年第8回能代宇宙イベント
全国から学生400名宇宙技術競技
地域から3000名の参加者。
高度400mハイブリッドロケット打上
能代市落合浜から海打ち成功

2011年秋田大学と秋田県
産業技術センターとロケット
開発共同研究契約締結
2012年にCFRP強化型ハイ
ブリッドロケット打上成功

県内企業アクトラスが無線
点火システムを開発10回実
験成功

2016年から2022年に向けて
秋田県の特徴を生かした

高度60km小型観測ロケットの開発
秋田の特色を生かす－ロケット発祥の
地，燃焼実験や打上実験場が存在、新
産業の創出を目指す

・高度60kmからの気象データ取得
・高層大気サンプリング

（黄砂，PM2.5，放射線の高度調査）
・無重力試験機会の提供

・オーロラオゾン層の観測実験予定

秋田県と共同研究契約締結済み

秋田県輸送機コンソーシアムと協力

既に3社の協力を得て開始。

2017年高度10km
小型観測ロケット
SSX120M-2A打上

ス
タ
ー
ト

2018/3/22

4

安全で教育研究に相応しいハイブリッドロケットとする
ハイブリッドロケットとは何か

液体酸化剤 固体燃料

燃料：熱可塑性ポリマー
各種炭素化合物

酸化剤：N2O（亜酸化窒素）
別名：笑気ガス

用途例：手術用麻酔

酸化剤タンク ロケットモータ
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5

教育研究用に
相応しいシステム

化学推進ロケット 固体ロケット

液体ロケット

ハイブリッドロケット

固体ロケット 液体ロケット ハイブリッドロケット

価格 高価 高価 安価

性能 △ ◎ ○

安全性 火薬燃料
危険

水素燃料
危険

プラスチック燃料
安全

構造（複雑さ） 単純 複雑 中間

環境性
（排出ガスの汚染等）

塩酸ガス 良好 良好

開発技術で必要な法
的技術事項

・火薬製造
・火薬消費

・高圧ガス製造設備
・極低温ガス設備
・ターボポンプ設備

・高圧ガス製造設備

秋田県産ロケットとして
開発できないか

2018/3/22

6

①学生向けの教育環境整備事業

１．創造生産工学実験設備の整備 (40万円）ー学
生実験、高校生見学、オープンキャンパス

２．プロジェクト実践研究における開発と打上の支援

酸化剤タンク圧力試験、燃焼試験装置整備、

燃焼試験の実施、モデルロケットの製作打上
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7

②ロケット打上げの環境整備および燃焼試験の
③ロケット打上げ支援事業

・圧力試験装置、燃焼試験装置の整備

・信州大学との覚書に基づく打上支援

技術職員が信州大学に

通いつめて指導

能代市との打上交渉、

打上時のマンパワーとして支援

２０１７年３月１９日に打ち上げ成功。

高度１０００mに到達した。
後方の発射台は、秋田県企業の

佐々木製作所が作り、

右写真で、３名は秋田大学の学生で、

１名は秋田大学技術職員である。

彼らの行動力が信州大のロケットを

成功に導いた。

2018/3/22
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④県内企業との連携によるハイブリッドロケットの製作

• 分離装置（駆動ガス発生システム）：日本工機 研究開発部

• ロケットエンジン（推進剤タンク開発）：五十鈴製作所 秋田工場

• アビオニクス、無線機：五洋電子
• 移動組立式の発射台：佐々木製作所（信州大学にも製作した）
• 地上燃焼試験場借用：秋田県産業技術センターAIT複合材料Gr
• 諏訪小型ロケットプロジェクト（打上支援など）
• 秋田大学地域創生センター地域産業研究部門（予算支援）
• 秋田大学創造生産工学コース（全体設計支援・調整・運用）
（社会人ロケット開発グループTOKAI ROCKETEERS （運用支援））
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・地上への計測データ
無線伝送システムの構築

・ロケットエンジンの国産化

・ロケット構造体の開発

・洋上捜索システムの開発・発射台の製作

・地上設備遠隔制御システムの開発

発射設備側 回収設備（回収船）側

・浮力展開システムの開発

・ロケット分離装置
の開発秋田県産ロケット構想

2018/3/22
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（米国製）ホビー用ハイブリッドロケットエンジン
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⑤航空宇宙に関する展示会と推進会議の定期的な実施

• 2016年11月21日にロケット公開説明会を実施した。
• 2016年12月21日に第1回ハイブリッドロケット開発会議の
実施。

• 2017年5月26日に平成29年度第1回
平成29年度の方針が定まる
9月、3月の打上
特区としての継続的な推進

学内の予算で実績を積み外部資金への挑戦

2018/3/22

12

ロケット展示会 2016年11月21日
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平成29年度「航空宇宙産業研究事業」の計画

小型ロケットの教育研究活動を通じた産業の振興と高度技術者育成

• 目的
• 平成２９年度は教育、地域貢献、人材育成に関す
る活動を強化した。

• 県内企業と連携して資源・防災・環境・プラズマ
の観測をするための秋田県産小型ハイブリッドロ
ケットの開発をする。この事業活動を通じて、県内
産業の振興と人材育成をすることと、開発された
技術は航空宇宙輸送機、自動車産業にスピンア
ウトすることを目的とする。さらに本事業を通じて
得られた成果は企業と連名で研究論文にして公開
する。

2018/3/22
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秋田県産観測ロケットのマイルストーン

エンジン・機体構造・分離装置・計測器の開発と共に大型化を目指す

Mission 実機サイズ 到達高度

Stage 1 2～3㎞
対流圏内

Stage 2 ～11㎞
対流圏限界

航空機到達限
界

Stage 3 ～30㎞
成層圏中間部
（オゾン層内）
ゾンデ到達限界

Stage 4 ～60㎞
中間圏、電離圏
（オゾン層以上）

ロケットのみ到
達可能域

全長：2m 直径：Φ120㎜ 推力1000Nクラス

全長：3m 直径：Φ150㎜ 推力5000Nクラス

全長：5m 直径：Φ200㎜ 推力10,000Nクラス（1tf）

全長：7m 直径：Φ400㎜ 推力50,000Nクラス（5tf）
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段階的な目標
高度3kmの秋田県産ロケットの開発と改良

高度10kmの秋田県産ロケットの開発

高度60kmの秋田県産ロケットの開発

１．地域連携による人材育成と地元定着
２．ハイブリッドロケット打上支援事業
３．技術のスピンアウト
４．実績を積んで外部資金への挑戦

１．気象観測や突発的災害への対応

２．資源探査情報の収集

３．環境汚染状況のデータ収集

４．宇宙科学のデータ（プラズマ物理学）

2018/3/22

16
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2018/3/22
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秋田県産小型ロケットを実際に打ち上げた場合の軌道・・・（仰角80度時）

高度60㎞軌道

高度11㎞軌道

高度3㎞軌道

高度30㎞軌道

秋田県沿岸の領海内で実験が可能
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平成29年度「航空宇宙産業研究事業」の計画
小型ロケットの教育研究活動を通じた産業の振興と高度技術者育成

１．ハイブリッドロケットの開発

２．燃焼実験装置の改良

３．ロケット発射台の開発

４．県内各地における打上拠点の整備 2018/3/22

20

平成29年度航空宇宙産業研究事業計画

１．ハイブリッドロケットの開発

• 県産業技術センターと炭素繊維強化複合材を使用したロ
ケット機体開発を行う。五十鈴製作所とは酸化剤タンクの
製造を行い、五洋電子とはロケットに搭載する計測器およ
び制御機器を開発し、県外企業である日本工機とは、蒸気
圧破砕材を用いた特色ある分離装置等を開発中である。
さらに、計画中の目標としては日本精機とはFSWによる
CFRPの接合を試みる。

酸化剤タンクの課題は学生と共に考える。
右手前の学生はこの会社に就職した。
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平成29年度航空宇宙産業研究事業計画

２．燃焼実験装置の改良

• 平成29年度はより大推力（５ｋNクラス）の燃焼実験装
置へと改良を行う。バルブ切替など燃焼タイミングの
自動化を計る。

• 自動化に関しては、五洋電子と共同で開発する。

2018/3/22

22

平成29年度航空宇宙産業研究事業計画

３．ロケット発射台の開発

• 佐々木製作所と全
長６ｍの可搬式発
射台の設計開発を
実施する。平成28
年度の信州大学に
対して設計製作し
た装置を改良して
開発する。

• 共同研究契約を結
び担当学生も決め
開始した。
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平成29年度航空宇宙産業研究事業計画

４．県内各地における打上拠点の整備

• 由利本荘市道川周辺の打上可能性調査、秋田県産業技
術センター(秋田市内)における燃焼試験場所の整備、能代
市落合浜の整備をして３市が連携する。それを踏まえ秋田
県と連携して「ロケット開発特区」を推進して、秋田地域を
全国的なロケット開発拠点とする。

2018/3/22

24

小型ロケット打上げ事業
特区とした場合の売上げ

打上事業名 特徴 単価 個数 売上げ

①研究用打上 推力5kN，高度10km 200万円 ５機 １０００万円

②教育研究打上 推力1kN,高度1000m １00万円 １０機 １０００万円

③記念ロケット 推力500N,高度500m 30万円 ５０機 １５００万円

④モデルロケット打上 推力10N,高度80m 5000円 ２００機 １００万円

⑤打上げ機器販売 システム、発射台 別表 ２００件 １０００万円

計 ４６００万円

本特区は、高度６０km以下の教育研究用に限定した宇宙空間とする。
特区である利点として、打上げ続き費用は含んでいない。
①燃焼試験装置、ロケットシステム１機を付属。技術指導あり。発射台は別売。
②燃焼試験装置、ロケットシステム１機を付属。技術指導あり。発射台別売
③ロケット１機による打上のみ。打上指導無し。ブライダルロケット、会社創立記念など
④ロケット製作キット１組付属。製作から打上まで指導します。
⑤モデルロケット製作キット、研究開発用ロケット打上げシステム、燃焼試験装置、
発射台、消耗部品の販売、特許の関係からロケットのみの販売はしない。
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（6）医理工連携産業研究開発事業の報告（平成28年度）
事　業　名：医理工連携産業研究開発事業
代表者氏名：巖見武裕

予�　 算�　 額

部門研究活動活性化経費（間接経費）　　　　　300,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　  300,000円
事業費

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  600,000円

協力教員氏名

医学部整形外科　島田教授、松永准教授
医学部保健学科看護学専攻　佐々木教授、
理工学部数理・電気電子情報学科人間情報工学コース　水戸部教授、
理工学部物質科学科応用科学コース　寺境教授、
理工学部システムデザイン工学科機械工学コース　長縄教授、山本准教授、関講師、巖見

目　　　　 的

　本事業では、高齢者の多い秋田県において、県内を中心とした企業と共に医療・福祉関連分
野における少子高齢化に伴う新しい機器の開発と事業化を提案する。開発機器は医療機器だけ
ではなく、健康増進、長寿に関する一般ユーザーを対象としたものに広げる。また、AMIネッ
トワーク（秋田メディカルインダストリ・ネットワーク）などの取り組みを通して、産学官連
携による医療機器産業の育成に努める。

実施内容・成果

実施項目１：運動器症候群の予防機器開発について
⑴　座位バランス装置
　高齢者の転倒予防を目的として、座位におけるバランス能力を計測する装置を開発し、男鹿
市民病院にて年齢別のバランスデータを取得。製品化へ向けた改良と市販デザインを検討。
⑵　FESサイクル
　高齢者および障がい者の下肢筋トレーニングを目的とした運動機器を開発し、臨床試験のた
め倫理委員会へ申請。機器の改良と臨床試験へ向けた準備。

実施項目２：医療機器の開発について
⑴　瞬きエピテーゼ
　顔の欠損部を修復するシリコン素材のマスク（エピテーゼ）に、夢を語る会でリクエストの
あった目の瞬き機能を持たせたものを試作。
⑵　脳外科手術器具の開発
　顕微鏡外科手術において、ピンセットに代わるマイクロハンド器具を試作。
⑶　片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット
　脳卒中片麻痺患者の歩行訓練を行うリハビリロボットを開発。28年度は倫理委員会の承認を
経た後に、健側の動作フィードバックによる臨床試験を実施。
⑷　上肢訓練ロボット
　脳卒中片麻痺患者の上肢訓練を行うリハビリロボットの開発と、倫理委員会の承認を経た臨
床試験を実施。28年度はゲーム機能の付加と評価試験。

実施項目３：運動計測と医療教育システムの開発について
⑴　看護教育システム
　夢を語る会でリクエストのあった看護動作教育システムについて、家庭用ゲーム機のカメラ
kinectを使った動作評価システムを提案し、カラーマーカーを用いた動作計測プログラムを開発。
⑵　VR手術支援システム
　これまで模型を使っていた脊椎外科手術のスクリュー孔の穿孔作業のための訓練手法に対し
て、VR技術を使った新しい訓練システムを開発。
⑶　術前カンファレンスのための視認映像共有システムの開発
　光学透過型Head Mounted Displayを介して、現実空間にMRIデータから再構築した脳の立体
映像を重ね合わせて視ることのできる画像共有システムを開発。
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⑥医理工連携産業研究開発事業

代表 巖見 武裕
（理工学研究科システムデザイン工学専攻）

目的
本事業では，高齢者の多い秋田県において，県内を中心とした企業と共に医
療・福祉関連分野における少子高齢化に伴う新しい機器の開発と事業化を提
案する．開発機器は医療機器だけではなく，健康増進，長寿に関する一般ユー
ザーを対象としたものに広げる．また，ＡＭＩネットワーク（秋田メディカルインダ
ストリ・ネットワーク）などの取り組みを通して，産学官連携による医療機器産業
の育成に努める

事業内容
実施項目１：高齢者の運動器症候群（ロコモーティブ

シンドローム）の予防機器開発

実施項目２：医療機器の開発

実施項目３：身体運動計測技術を生かした機器評価の支援と
医療教育システムの開発
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事業内容

実施項目１：高齢者の運動器症候群（ロコモーティブ
シンドローム）の予防機器開発

① 座位バランス装置
高齢者の転倒予防を目的として，座位におけるバランス能力を計測する装置
を開発し，男鹿市民病院にて年齢別のバランスデータを取得．製品化へ向けた
改良と市販デザインを検討．

② FESサイクル
高齢者および障がい者の下肢筋トレーニングを目的とした運動機器を開発し
，臨床試験のため倫理委員会へ申請．機器の改良と臨床試験へ向けた準備．

研究背景

日本の高齢化率

（65歳以上の高齢者が総人口に占める割合）

高齢化社会と高齢者の転倒

高齢化率の推移 出典 内閣府，平成28年版高齢社会白書

2015（H27）年26.7%
2025（H37）年30.3%

ケガの約7割が転倒
➡寝たきりの原因
➡QOLの低下
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研究背景

転倒の予防

・総合的なバランス能力の向上

視覚・前庭器・体性感覚

・下肢筋力の向上

筋力トレーニングを含む複合運動

バランス能力評価
・重心動揺検査
・静的直立時の身体動揺を測定

・下肢筋力の影響も大きい
・計測中に転倒の危険

重心動揺検査

座位バランス計測装置
の開発

3軸力覚センサ
(テック技販:Co)
X，Y，Z方向の力を計測

X方向：±250[N]
Y方向：±250[N]
Z方向：±500[N]

座位バランス計測装置
座面動揺速度 :0.1~0.5[Hz]
座面動揺角度 : ±3，±5，±7[deg] 
計測時間 :1～600[sec]
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座位バランス計測装置
座面動揺速度 :0.1~0.5[Hz]
座面動揺角度 : ±3，±5，±7[deg] 
計測時間 :1～600[sec]

人数[人] 年齢[歳] 身長[cm] 体重[kg]
中学生 91（男48,女

43）
14.0±1.0 163.2±9.3 55.4±14.4

高校生 36（男36） 17.0±1.0 172.8±6.1 71.1±5.8
大学生 25（男25） 23.0±1.0 172.4±6.1 71.5±7.1
高齢者 28（女28） 71.0±6.6 146.8±4.4 48.0±5.1

結果

圧力中心点（COP）軌跡

・中学生：集中，一過性動揺によるフラつき

・高校生：集中

・大学生：集中

・高齢者：拡散

Fig.7 COP軌跡（中学生，高校生，大学生，高齢者）

前方

後方

右

左
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結果

Fig.8 総軌跡長（中学生，高校生，大学生，高齢者）

*（p<0.05）

単位時間軌跡長（mm/sec）
・圧力中心点が単位時間に
移動した距離

・身体動揺の安定性を示す値

・値が小さいほど安定

COP

中学生 高校生 大学生 高齢者
単位時間軌跡長
（mm/sec） 114.14 76.72 54.37 63.93

p値 中学生 高校生 大学生 高齢者

中学生 p<0.01 p<0.01 p<0.01

高校生 p<0.01 p<0.01 p<0.01

大学生 p<0.01 p<0.01 p<0.01

高齢者 p<0.01 p<0.01 p<0.01
*（p<0.05）
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結果

Fig.9 矩形面積（中学生，高校生，大学生，高齢者）

矩形面積（mm2）
・COP軌跡の最大・最小値を
通る長方形の面積
・値が小さいほど安定

・平衡障害の評価に使用

中学生 高校生 大学生 高齢者

矩形面積（mm2） 2262.3 2061.7 1590.1 2077.8

p値 中学生 高校生 大学生 高齢者

中学生 0.11 p<0.01 0.13

高校生 0.11 p<0.01 0.91

大学生 p<0.01 p<0.01 p<0.01

高齢者 0.13 0.19 p<0.01
*（p<0.05）
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結果

Fig.10 外周面積（中学生，高校生，大学生，高齢者）

外周面積（mm2）
・COP軌跡の外周を囲む面積

・値が小さいほど安定

・平衡障害の評価に使用

中学生 高校生 大学生 高齢者

外周面積（mm2） 1001.6 1014.6 852.4 1111.2

p値 中学生 高校生 大学生 高齢者

中学生 0.81 0.01 0.06

高校生 0.81 0.02 0.26

大学生 0.01 0.02 p<0.01

高齢者 0.06 0.26 p<0.01
*（p<0.05）
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脊椎トルク

中学生 高校生 大学生 高齢者

脊椎トルク
[Nm]

右 9.50 6.69 5.46 8.18
左 -8.83 -7.67 -6.32 -7.83

Fig.13 関節トルク（中学生，高校生，大学生，高齢者）

+
L3

脊椎トルク
・バランスを保つのに必要な筋力
・値が小さいほどバランス能力が高い

左側屈曲 右側屈曲
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頭頂振幅

中学生 高校生 大学生 高齢者

頭頂の振幅
[mm]

右 0.039 0.044 0.047 0.093

左 -0.031 -0.033 -0.046 -0.074

Fig.14 頭頂の振幅（中学生，大学生，高齢者）

頭頂振幅
・身体動揺による頭頂の動揺を示す
・値が小さいほど安定

右左
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0
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*（p<0.05）

*

*
*

***

* * *
*

右

左

考察

・COP軌跡・評価項目・関節トルク

・中学生：反射が最適化されておらず，身体動揺に対して

過剰な反応

バランス能力が未成熟

・大学生：全体的に安定している

バランス能力が成熟

・高齢者：身体動揺に対しての反応が鈍く，バランス維持が

できていない

バランス能力が低下
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第28回リハ工学カンファレンス優秀賞

第15回骨粗鬆症学会学術奨励賞

⇒ 製品化を前提とした開発へ

研究背景

転倒の予防

・総合的なバランス能力の向上

視覚・前庭器・体性感覚

・下肢筋力の向上

筋力トレーニングを含む複合運動

② FESサイクル
高齢者および障がい者の下肢筋トレーニングを目的とした運動機器を開発し
，臨床試験のため倫理委員会へ申請．機器の改良と臨床試験へ向けた準備．
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機能的電気刺激（FES）を用いた
下肢トレーニング機器の開発

コントローラ

クランク角度

ＦＥＳ刺激装置
伸展筋 刺激

ペダルを押す動作

障害者が楽しみながらトレーニングできる
リハビリ機器の開発FESサイクル
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障害者が楽しみながらトレーニングできる
リハビリ機器の開発FESサイクル

倫理委員会へ申請．機器の改良と臨床試験へ向けた準備

事業内容

実施項目２：医療機器の開発

① 瞬きエピテーゼ
顔の欠損部を修復するシリコン素材のマスク（エピテーゼ）に，夢を語る会で
リクエストのあった目の瞬き機能を持たせたものを試作．

② 脳外科手術器具の開発
顕微鏡外科手術において，ピンセットに代わるマイクロハンド器具を試作．

③ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の歩行訓練を行うリハビリロボットを開発．28年度は倫理
委員会の承認を経た後に，健側の動作フィードバックによる臨床試験を実施．

④ 上肢訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の上肢訓練を行うリハビリロボットの開発と，倫理委員会
の承認を経た臨床試験を実施．28年度はゲーム機能の付加と評価試験．
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現状のロボット
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事業内容

実施項目２：医療機器の開発

① 瞬きエピテーゼ
顔の欠損部を修復するシリコン素材のマスク（エピテーゼ）に，夢を語る会で
リクエストのあった目の瞬き機能を持たせたものを試作．

② 脳外科手術器具の開発
顕微鏡外科手術において，ピンセットに代わるマイクロハンド器具を試作．

③ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の歩行訓練を行うリハビリロボットを開発．28年度は倫理
委員会の承認を経た後に，健側の動作フィードバックによる臨床試験を実施．

④ 上肢訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の上肢訓練を行うリハビリロボットの開発と，倫理委員会
の承認を経た臨床試験を実施．28年度はゲーム機能の付加と評価試験．
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事業内容

実施項目２：医療機器の開発

① 瞬きエピテーゼ
顔の欠損部を修復するシリコン素材のマスク（エピテーゼ）に，夢を語る会で
リクエストのあった目の瞬き機能を持たせたものを試作．

② 脳外科手術器具の開発
顕微鏡外科手術において，ピンセットに代わるマイクロハンド器具を試作．

③ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の歩行訓練を行うリハビリロボットを開発．28年度は倫理
委員会の承認を経た後に，健側の動作フィードバックによる臨床試験を実施．

④ 上肢訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の上肢訓練を行うリハビリロボットの開発と，倫理委員会
の承認を経た臨床試験を実施．28年度はゲーム機能の付加と評価試験．
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姿勢コントロール
（ サーボモータ制御 ）

筋活動の発生
（機能的電気刺激：FES）

DC サーボモータ
ロータリーエンコーダ

サーボ
コントロール

モーション
センサ

コントローラ

FES

屈曲・伸展筋

FESによる下肢の筋活動を主体として運動を行い、
サーボモータにより姿勢をコントロールできる装具の開発

ハイブリッドFES（ FES +モータアシスト）

立ち上がり補助 歩行補助

設置型歩行訓練機

バイオレッグ クララ1号 クララ2号 ミナト1号

歩行補助ロボット

装着型歩行補助
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 マスタースレーブ動作を実現(動画1)
 関節軌道を生成(動画2)

マスタースレーブ動作 関節軌道の生成

慣性センサ(IMU)を用いた健側の運動計測と
それを用いたロボットの運動制御

 健足側のさまざまな歩行に対応して、麻痺側の自然な歩行動作を実現
（動画1）

 医師の指導のもと、片麻痺患者に対して臨床試験を実施（動画2）

慣性センサ(IMU)を用いた健側の運動計測と
それを用いたロボットの運動制御

― 93 ―



事業内容

実施項目２：医療機器の開発

① 瞬きエピテーゼ
顔の欠損部を修復するシリコン素材のマスク（エピテーゼ）に，夢を語る会で
リクエストのあった目の瞬き機能を持たせたものを試作．

② 脳外科手術器具の開発
顕微鏡外科手術において，ピンセットに代わるマイクロハンド器具を試作．

③ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の歩行訓練を行うリハビリロボットを開発．28年度は倫理
委員会の承認を経た後に，健側の動作フィードバックによる臨床試験を実施．

④ 上肢訓練ロボット
脳卒中片麻痺患者の上肢訓練を行うリハビリロボットの開発と，倫理委員会
の承認を経た臨床試験を実施．28年度はゲーム機能の付加と評価試験．

世界の上肢リハビリロボット

InMotionReo Go J

Amadeo
Bi-Manu-track
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 サーボモータとオムニホイール4輪による全方向移動機構

 本体中心の6軸力覚センサに接続した操作部（ハンドル）に

使用者が進行方向へ力を加える →リハビリマウス本体が駆動

力

速度

製品化を考え、平面運動に限定して小型化

上肢リハビリロボット

全方向移動ホイール

６軸力覚センサ

 サーボモータとオムニホイール4輪による全方向移動機構

 本体中心の6軸力覚センサに接続した操作部（ハンドル）に

使用者が進行方向へ力を加える →リハビリマウス本体が駆動

製品化を考え、平面運動に限定して小型化

上肢リハビリロボット
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製品化を考え、平面運動に限定して小型化

上肢リハビリロボット

倫理委員会の承認を経た臨床試験を実施．
28年度はゲーム機能の付加と評価試験

事業内容

実施項目３：身体運動計測技術を生かした機器評価の支援と
医療教育システムの開発

① 看護教育システム
夢を語る会でリクエストのあった看護動作教育システムについて，家庭用ゲー
ム機のカメラkinectを使った動作評価システムを提案し，カラーマーカーを用いた
動作計測プログラムを開発．

② VR手術支援システム
これまで模型を使っていた脊椎外科手術のスクリュー孔の穿孔作業のための
訓練手法に対して，VR技術を使った新しい訓練システムを開発．

③ 術前カンファレンスのための視認映像共有システムの開発
光学透過型Head Mounted Displayを介して，現実空間にMRIデータから再構築
した脳の立体映像を重ね合わせて視ることのできる画像共有システムを開発．
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家庭用ゲーム機のカメラkinectを使った動作評価
システムを提案し，複数のkinectとカラーマーカー
を用いた動作計測プログラムを開発中．
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事業内容

実施項目３：身体運動計測技術を生かした機器評価の支援と
医療教育システムの開発

① 看護教育システム
夢を語る会でリクエストのあった看護動作教育システムについて，家庭用ゲー
ム機のカメラkinectを使った動作評価システムを提案し，カラーマーカーを用いた
動作計測プログラムを開発．

② VR手術支援システム
これまで模型を使っていた脊椎外科手術のスクリュー孔の穿孔作業のための
訓練手法に対して，VR技術を使った新しい訓練システムを開発．

③ 術前カンファレンスのための視認映像共有システムの開発
光学透過型Head Mounted Displayを介して，現実空間にMRIデータから再構築
した脳の立体映像を重ね合わせて視ることのできる画像共有システムを開発．
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（7）専任教員業務
准教授　　丹野　剛紀（たんの　たけのり）
◇学会発表

日　　付 タ イ ト ル 備　考

1 9月14-16日
日本分析化学会第65年会
『テラヘルツ分光法を用いたガス吸着ZIF-8の解析』（丹野、
小川センター長、ほか）

2 9月18-19日
第25回有機結晶シンポジウム
『ジベンゾフラン単結晶のテラヘルツ振動の異方性』（丹野、
ほか）

3 12月16-18日

International Conference on Material Processing and 
Applications 2016（材料プロセスと応用に関する国際会議
2016）
『Terahertz vibrational spectroscopy of organic crystals』（丹
野）

◇実施事業
日　　付 タ イ ト ル 備　考

1 8月3、4、5、8日
秋田県委託事業「あきたサイエンスクラブ科学講座 秋大コー
ス」取りまとめ

2 11月1日
あきた産学官連携フォーラム2016  成果展示
『秩序-無秩序相転移のテラヘルツ分光』（丹野）
『MOFのガス吸蔵・放出に伴うテラヘルツ吸収の変化』（丹野）
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  ５．地方創生センター研究員の構成と研究テーマ

（1）教員研究員
グループ 氏　名 所属部局等名 研究開発プロジェクト名 プロジェクト

課題等

1

柴山　敦 国際資源学研究科
資源分離と製錬技術を用いた貴金属・レアメタルの分離および
リサイクルプロセスの開発

①

川村　茂 理工学研究科

芳賀一寿 理工学研究科

2 林　滋生 理工学研究科 高効率イオン吸着・回収のためのセラミックス材料開発

3
寺境光俊 理工学研究科

芳香族アミン化合物を用いた白金族金属の選択的回収法の開発
松本和也 理工学研究科

4

秋葉宇一 理工学研究科
大環状化合物などを用いたレアメタルを含む金属高選択的分
離・抽出剤の合成に関する研究

近藤良彦 理工学研究科

山田　学 理工学研究科

5
井上　亮 国際資源学研究科 素材製造プロセスを利用した希土類金属元素の回収に関する研

究開発高崎康志 国際資源学研究科

6
大笹憲一 理工学研究科

貴金属-遷移金属系磁気機能薄膜の開発と微細磁区構造観察

②

長谷川崇 理工学研究科

7
原　　基 理工学研究科

電析法と熱拡散法によるAl-Cu-Fe化合物コーティングの作製
福本倫久 理工学研究科

8
齋藤嘉一 理工学研究科

希少元素含有Mg合金の組織・構造制御と機械的性質
佐藤勝彦 理工学研究科

9

齊藤 準 理工学研究科
希少元素を用いた高機能磁気素子及びナノスケール磁気計測シ
ステムの開発

吉村 哲 理工学研究科

木下幸則 理工学研究科

10

進藤隆世志 理工学研究科

省資源型希少金属含有自動車排ガス浄化触媒の開発加藤純雄 理工学研究科

小笠原正剛 理工学研究科

11 高橋弘樹 理工学研究科
電気化学還元したPt酸化物のアンモニア酸化活性と直接アンモ
ニア燃料電池アノードへの適用

12 野老山貴行 理工学研究科
炭素系硬質薄膜の境界潤滑における低摩擦・耐摩耗性に関する
研究

13 藤原憲秀 理工学研究科
希少金属化合物を用いる生物活性パラターフェニル系天然物の
全合成研究

14 髙橋　護 理工学研究科
タングステンカーバイド表面への省エネルギー型燃焼炎による
はく離抑制を考慮したダイヤモンド皮膜合成

③
15

神谷　修 理工学研究科 循環型社会を形成するための材料利用、ならびに生産プロセス
の開発宮野泰征 理工学研究科

16
菅原勝康 理工学研究科

超音波の特異反応場を利用した水質浄化材料の合成
大川浩一 理工学研究科

17 三島　望 理工学研究科 価値創出効率に基づく製品の資源効率評価方法の研究

18 今井由美子 医学系研究科
微小粒子状物質（PM2.5）に対する生体のエピジェネティック
な応答機構の解析

④
19

石山大三 国際資源学研究科
希少元素の天然での存在状態および分布の把握と濃集条件の解明

増田信行 国際資源学研究科

プロジェクト課題等　①希少元素資源の精製、リサイクル技術に関する研究
　　　　　　　　　　②希少元素の機能性の高度設計に関する研究
　　　　　　　　　　③希少元素のリサイクルと循環型社会形成に関する設計研究
　　　　　　　　　　④希少元素のリサイクル環境全般に関する研究
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（2）大学院学生研究員
氏　　　名 所属部局等名 研究指導

教　　員 プロジェクト課題等に関する研究課題名 プロジェクト
課題等

韓　百歳
国際資源学研究科
資源開発環境コース

柴山　敦
選鉱尾鉱および低品位鉱石からの選鉱技術
に関する研究

①

リフィルウェ サンドラ マグワネン
国際資源学研究科　
資源開発環境コース

柴山　敦 選鉱尾鉱からの金属回収に関する研究

生沼竜二
理工学研究科
応用化学コース

柴山　敦 高ヒ素含有銅鉱石の処理技術に関する研究

鈴木誉也
理工学研究科
応用化学コース

柴山　敦
高不純物含有銅アノードを用いた電解採取
技術の開発

原田茂一
理工学研究科
応用化学コース

柴山　敦 電解採取技術に関する基礎的研究

ホアン ティー スーン
理工学研究科
応用化学コース

柴山　敦
Ag含有鉛アノードを用いた亜鉛電解採取
に関する研究

ザヒール アハメド
理工学研究科
応用化学コース

柴山　敦 銅鉱石の選鉱技術に関する研究

中田　翔
理工学研究科
応用化学コース

井上　亮
素材製造プロセスを利用した希土類金属元
素の回収に関する研究開発

笠井菜生
理工学研究科
応用化学コース

井上　亮
素材製造プロセスを利用した希土類金属元
素の回収に関する研究開発

伊藤光祐
理工学研究科
材料理工学コース

長谷川崇
L10FePt薄膜の第３元素置換による強磁性-
非磁性相転移とその機構

②

金谷峻介
理工学研究科
材料理工学コース

長谷川崇
種々のバッファー上に製膜した正方晶
FeCoの一軸磁気異方性

高橋海里
理工学研究科
材料理工学コース

長谷川崇
MgO/Rh/FeCo-M薄膜の結晶構造と磁気異
方性

熊谷洸平
理工学研究科
材料理工学コース

長谷川崇
AlN、SiO2を添加したFeCoグラニュラー
薄膜の作製と磁気特性評価

小野　凌
理工学研究科
材料理工学コース

長谷川崇
L10型規則構造を有するFeMnPt薄膜への
Arイオン照射による不規則化と微小ドッ
ト作製

中根大斗
理工学研究科
材料理工学コース

長谷川崇
L10FePt薄膜の磁気特性に及ぼす第三元素
（Ir、 Rh）添加と格子歪みの影響

小林功卓
理工学研究科
材料理工学コース

齋藤嘉一
希少元素含有Mg合金の組織・構造制御と
機械的性質

柘植雄斗
理工学研究科
材料理工学コース

齋藤嘉一
希少元素含有Mg合金の組織・構造制御と
機械的性質

赤石悠輔
理工学研究科
材料理工学コース

齊藤　準
吉村　昭
木下幸則

高飽和磁化非晶質ソフト磁性探針の開発に
よる弱磁場計測用・交番磁気力顕微鏡の高
分解能化

牧野滉平
理工学研究科
機械工学コース

宮野泰征
神谷　修

摩擦攪拌接合プロセスを応用した鉄鋼材料
の継手特性向上に関する研究

③

プロジェクト課題等　①希少元素資源の精製、リサイクル技術に関する研究
　　　　　　　　　　②希少元素の機能性の高度設計に関する研究
　　　　　　　　　　③希少元素のリサイクルと循環型社会形成に関する設計研究
　　　　　　　　　　④希少元素のリサイクル環境全般に関する研究
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（3）博士研究員
氏　　　名 研究開発プロジェクト名 プロジェクト

課題等

Cao Yongze
希少元素を用いた高機能磁気素子及びナノスケール磁気計測システムの
開発

②

Kannan Senthil レアメタル－大環状化合物金属錯体の合成と新規機能性発現 ②

Zhao Yue
希少元素を用いた高機能磁気素子及びナノスケール磁気計測システムの
開発

②

Liu Liwang
酸化物添加によるグラニュラー FePt薄膜のフェーズ・フィールド・シ
ミュレーション

②

MUNIYAPPAN
RAJIVGANDHI

新規白金族金属抽出剤の開発とリサイクル原料からの白金族抽出プロセ
スの開発

①

プロジェクト課題等　①希少元素資源の精製、リサイクル技術に関する研究
　　　　　　　　　　②希少元素の機能性の高度設計に関する研究
　　　　　　　　　　③希少元素のリサイクルと循環型社会形成に関する設計研究
　　　　　　　　　　④希少元素のリサイクル環境全般に関する研究
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  ６．地方創生センター研究員の研究成果および活動実績

（1）研究成果集

 1 ．資源分離と製錬技術を用いた有用金属の分離回収技術の開発
柴山　敦（大学院国際資源学研究科）

川村　茂・芳賀　一寿（大学院理工学研究科）

 2 ．Selective extraction of platinum group metal extraction using calix[4]
arene-based n-dialkylamino extractants

Muniyappan Rajiv Gandhi（地方創生センター）

 3 ．機能性天然原料を利用した高機能吸着材の開発
林　滋生（大学院理工学研究科）

 4 ．芳香族アミン化合物を用いた白金族金属の選択的回収法の開発
寺境光俊・松本和也（大学院理工学研究科）

 5 ．シクロデキストリンポリマーの金属吸着挙動
秋葉宇一・近藤良彦・山田学（大学院理工学研究科）

 6 ． NEW HETEROCYCLIC DITHIOETHER LIGANDS FOR HIGHLY 
SELECTIVE SEPARATION AND RECOVERY OF Pd(II)  FROM ACIDIC 
LEACH LIQUORS OF SPENT AUTOMOBILE CATALYST

Kannan Senthil（地方創生センター）

 7 ．素材製造プロセスを利用した希土類金属元素の回収に関する研究開発
井上亮・高崎康志（大学院国際資源学研究科）

 8 ．貴金属-遷移金属系磁気機能薄膜の開発と微細磁区構造観察
大笹　憲一・長谷川　崇（大学院理工学研究科）

 9 ．電析法と熱拡散法によるAl-Cu-Fe化合物コーティングの作製
原　基・福本倫久（大学院理工学研究科）

10．希少元素含有Mg合金の組織・構造制御と機械的性質
齋藤嘉一・佐藤勝彦（大学院理工学研究科)
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11．希少元素を用いた高機能磁気素子及びナノスケール磁気計測システムの開発
齊藤 準・吉村 哲・木下幸則（大学院理工学研究科）

12．省資源型希少金属含有自動車排ガス浄化触媒の開発
進藤隆世志・加藤純雄・小笠原正剛（大学院理工学研究科）

13．電気化学還元したPt酸化物のアンモニア酸化活性と直接アンモニア燃料電池ア
ノードへの適用

高橋　弘樹（大学院理工学研究科）

14．炭素系硬質薄膜の境界潤滑における低摩擦・耐摩耗性に関する研究
野老山貴行（大学院理工学研究科）

15．希少金属化合物を用いる生物活性パラターフェニル系天然物の全合成研究
藤原憲秀（大学院理工学研究科）

16．タングステンカーバイド表面への省エネルギー型燃焼炎によるはく離抑制を考
慮したダイヤモンド皮膜合成

髙橋　護（大学院理工学研究科）

17．摩擦攪拌接合により得られる中炭素鋼（JIS-S55C）継手の機械的特性に関す
る研究

神谷修・宮野泰征（大学院理工学研究科）

18．超音波の特異反応場を利用した水質浄化材料の合成
菅原勝康・大川浩一（大学院理工学研究科）

19．環境効率デザインのための意匠デザインと機能設計の統合評価の試み
三島望（大学院理工学研究科）

20．ベトナム北部Sin Quyen鉱床の軽希土類元素鉱化作用
石山大三（大学院国際資源学研究科）
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研究の概要 

１． 未利用鉱物資源への資源分離技術の応用とプロセス開発 

ヒ素含有銅鉱物として代表的な硫砒銅鉱(Enargite, Cu3AsS4)を対象に、高温高圧浸出法を用いた Cuと
Asの浸出分離性を調査したほか、得られた残渣の安定性評価を行った。本研究の結果、条件によって
は鉱石中の Cuを 90%以上浸出する一方、Asの浸出率を 10%以下に抑えるなど、両者の分離性が見出
された。また、浸出より得られる残渣の安定性を評価するため溶出試験を行った結果、わずかな溶出

は確認されたものの、比較的安定な鉄－ヒ素残渣を得ることができるなど、高ヒ素含有銅鉱石からの

銅浸出液の回収ならびにヒ素の分離の可能性が明らかとなった。 
 

２． リサイクル原料からのスズ回収および製錬プロセスに適応した銅電解精製技術の開発 

廃電子基板からのスズの回収を目的に、物理選別を用いたスズの濃縮を検討した。磁力選別やカラ

ーソーターなど、各種物理選別装置を組み合わせることで、基板中のスズを濃縮できることを確認し

た。また、不純物を多く含む銅アノードを用いた電解精製技術の開発を行った結果、電解槽中で攪拌

を行う、あるいは周期的反転電流を用いた電解精製を行うことで、継続した電解精製を行うことが可

能となった。 

１．未利用鉱物資源への資源分離技術の応用とプロセス開発 

資源分離と製錬技術を用いた有用金属の分離回収技術の開発 

 
国際資源学研究科  柴山 敦 

理工学研究科    川村 茂，芳賀 一寿 

       （第１研究グループ） 
e-mail: sibayama@gipc.akita-u.ac.jp 

 
概要：本研究グループでは、資源分離技術と製錬技術を利用した有用金属の分離とリサ

イクルプロセスの開発を目的に、不純物を含む銅資源の処理プロセスとリサイ

クル原料由来の不純物（貴金属やレアメタルなど）を含む銅アノードを用いた

電解精製技術および基板からのスズ回収技術の高度化を試みた。各金属の挙動

を実験的に解析したほか、熱力学的あるいは電気化学的な考察を加え、実際の

プロセスに適用可能な技術開発を試みた。 
 
キーワード：資源リサイクル、製錬プロセス、金属回収、資源分離  

          

独自性・実用性： 

本年度の研究では，不純物（ヒ素やアンチモン）を含む銅鉱石の処理技術と

して高温高圧浸出法に着目し、銅と不純物の浸出挙動を調査した。酸素加圧・

高温条件下で硫酸鉄を用いた浸出を行うことで、銅を選択的に浸出できること

を確認したほか、ヒ素は酸化鉄を主体とする残渣に残留することを明らかにし

た。一方、高不純物含有粗銅アノードを用いた電解精製では、昨年度に引き続

き不働態化の要因の一つである銀の含有量が高いアノードを用いた電解試験を

行った。電極間で電解液を電解槽中で攪拌する、あるいは周期的反転電流を用

いた電解精製を行うことで、継続した電解精製を行うことが可能となった。そ

の他、電子基板に含まれるスズを選択的に回収するための物理選別技術の確立

に取り組むなど、実際の生産プロセスに活用できる金属回収・リサイクルプロ

セス開発の可能性が示唆された。 
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２．リサイクル原料からのスズ回収および製錬プロセスに適応した銅電解精製技術の開発 

不純物（ヒ素）を含む銅鉱石からのヒ素除去方法

浮遊選鉱

焙焼法 高温高圧浸出アルカリ浸出

(SX-EW)

ヒ素を除去しクリーンな銅精鉱を回収する方法 銅のみを浸出しヒ素を固体として回収する方法

沈殿処理

クリーン銅精鉱 電気銅

硫砒銅鉱
Cu3AsS4 

安定化処理

保管・最終処分

安定化処理

Cu Cu CuAs AsAs
Gas Solid Solid Soln. Solid Soln.

As flow

Cu flow

Asを揮発させ、Cu精鉱
を残渣として回収

Asを浸出させ、Cu精鉱
を残渣として回収

Cuを浸出させ、AsをFe酸化
物とともに残渣として回収

多量の熱エネルギーが必
要となるほか揮発した
Asの安定化処理が必要

薬剤のコストが高いほか
沈殿回収したAsの
安定化処理が必要

酸素加圧と160℃以上の温度、
ある一定濃度以上のFeが必要と
なり、高コスト

黄銅鉱
CuFeS2

特徴 特徴 特徴

課題 課題 課題

乾式法 湿式法

主なヒ素処理プロセス

ヒ素含有銅鉱石または精鉱
(As 1%以上)

銅鉱石

保管・最終処分

CuO
CuS(Cu2S)

CuS
(Cu2S)

Na3AsS4

20g/L Cu

ジャロサイト
（一部ヒ酸鉄 FeAsO4）

As2O3, AsSなど

効率的に浮選ができても、
不純物を含む精鉱の発生は避けられない

H28年度実施テーマ

Conditions : -45 μm, 160 ℃, 100 g/L, 
60 min, 1MPa (vapor + O2 gas)

Leaching reagent : H2SO4 0.1 M, Fe2(SO4)3 0.1 M, 
Distilled water, (+NaCl 0.34 M)

✓ Fe2(SO4)3を用いることでAs浸出率が低
下(< 2 %)

✓ NaClの添加によりCuの浸出率とAsとの分
離性が共に向上

✓ XRD解析より残渣中にScoroditeの形成を
確認
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● : Enargite (Cu3AsS4)
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○ : Scorodite (FeAsO4・2H2O)
□ : Natrojarosite (NaFe3(SO4)2(OH)6)

XRD解析
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浸出率

Enargite鉱石標本の浸出（浸出剤種類の影響）

2θ (deg.)

試料
USA, Arisona産
硫砒銅鉱

(Enargite, Cu3AsS4)
As(%) Cu(%) Fe(%)
15.04 46.71 10.62

鉱石の化学組成 (mass%)

Cuを溶液として回収しAsを残渣中
にScoroditeとして分離可能
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Sn
回
収
率

[%
]

Sn品位 [%]

混合メタル

5mmスクリーン混合メタルCu選択選別

（HSV）
8mmスクリーン混合メタルSn選択選別

（HSV）

物理選別目標

化学分離目標

Sn品位：36%
Sn回収率：
76%

混合メタル

廃電子基板からのスズの回収と精製プロセスの構築を目的とした、
物理選別と化学分離操作を組み合わせた新たなスズリサイクル技術の開発

目的

物理選別による廃電子基板からのスズの濃縮可能性を調査

破砕、粉砕、物理選別の組み合わせにより、
Sn品位35%までの濃縮を達成（混合メタルからのSn回収率76%）

 来年度計画 今年度の成果

 カラーソーターを用いた選別によるスズの濃縮結果今年度の調査項目

浸出、電解等の化学分離操作の組み合わせにより、高
純度スズ（純度99.99%）の精製を目指す

 ソーターの色彩認識法

◆選別方法

Sn品位約3%

液晶TV電源基板

選別フロー

パーツセパレーター

破砕・粉砕

比重選別

重比重物（混合メタル）軽比重物

分級

粗粒細粒

カラーソーティング

スズ濃縮物スズ除去混合メタル

・Cu（淡赤色）選択選別

①HSVモデル ②RGBモデル

色相、彩度、明度の値
により色彩を表現

光の三原色である赤、緑、青
の値により色彩を表現

・Sn（灰白色）選択選別

エアーノズルでCuを吹き
飛ばし、残り側へSnを濃縮

エアーノズルでSnを吹き
飛ばし、回収側へSnを濃縮

Sn品位約35%

Sn品位：16%
Sn回収率：100%

・液晶TV電源基板 ・スズ濃縮物

物理選別と化学的分離法を用いた廃電子基板からのスズの回収と精製

通電方式：PR電解（Periodic Reverse Current ）電解液の流動条件：電極間における液撹拌

➢ 層流域の液流を電極板に対して断続的に与えることで、スライム
層の緻密化を防ぐことができ、不働態化防止に有効であることが
示唆された。

➢ 反転率1/20までにおいて周期的に電流を負に切り替えることで
Cu濃度の上昇を防ぎ、不働態化抑制の可能性が見出された。

Fig. 1（a） アクリル製撹拌板（b）断続撹拌による実験装置図
（c）上方からみた撹拌板平行運動イメージ図

Fig.2 断続撹拌における電解時間と槽電圧の関係

✓ 不働態化を回避できた
スライム空隙率は53～70％

✓ 不働態化したスライム
空隙率は15％以下

✓ 添加剤を使用しなくてもAg含有
率が通常より低い高品位の電気
銅が得られた。

→溶出したAgが反転電流により、
局所的なセメンテーション反応を
防ぐだけでなく、電気銅への電析
を回避したものと考えられる。

Fig.5 PR電解における電解装置図
Fig.6 PR電解イメージ

（反転率1/10）

Fig.4 各撹拌条件におけるスライム層の空隙率

Fig.3 不働態化の有無における
スライム層の分布（×500）

(上：不働態化有り,下：不働態化無) Fig.7 PR電解における電解時間と槽電圧の関係
Fig.8 アノード表面のAgマッピング図

Fig.9 各通電方式における電解後の
液中Ag濃度と電気銅中のAg濃度

高Ag含有粗銅アノードを用いた電解精製における不働態化抑制技術の開発
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Selective extraction of platinum group metal extraction using calix[4]arene-based n-dialkylamino extractants 
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Abstract: To clarify efficiency recovery for platinum group metal (PGM) from leach liquors of 

automotive catalysts, synthesis of three p-dialkylaminomethylcalix[4]arenes (propyl = 1; butyl = 2; 

and amyl = 3), as extractants and their PGM extractabilities toward Pt, Pd, and Rh, from single-

component PGM solutions and leach liquors of automotive catalysts was investigated. The 

experimental condition, such as the effect of shaking time and HCl concentration was studied. 

Extractants 2 and 3 showed a higher extractability compared to 1 toward Pd(II) and Pt(IV) ions from 

the leach liquors of automotive catalysts: E% = 91.5% and 87.5% for 2, and 88.3% and 88.1% for 3, 

respectively. In contrast, the extractability of all the other metal ions (Al, Ba, Ce, La, Rh, Y, and Zr) 

by 2 and 3 was E% = <6%. Stripping of Pd(II) and Pt(IV) from organic solutions was achieved using 

a thiourea/HCl solution. Reusability of extractants 2 and 3 is also discussed. 

Keywords: Extraction, Platinum group metals, Calix[4]arene, Automotive catalyst 

 

 
 
 
 
 
Introduction 
 

            Calix[n]arenes, which are composed of phenol and methylene linking moieties, are bowl-

shaped structures.[1–3] To them, we can introduce, in an orderly fashion, a variety of functional groups 

that possess high affinity for transition metals, PGMs, and rare earth metals.[4–8] Calixarene-based 

extractants have been widely used for the removal of heavy metal ions from aqueous solutions.[9] 

Compared to commercial extractants, polydentate functionalized calix[n]arenes efficiently and 

selectively extract PGMs by arranging suitable functional groups at the calixarene “upper” and “lower” 

rims. Practical applicability of calix[n]arenes for the successful separation and recovery of variable 

metals is tremendous. 

Recently, we found that amino compounds based on the macrocyclic molecule, p-

diethylaminomethylthiacalix[4]arene, have good Pt(IV) extractability.[10] The amino extractant shows 

rapid extraction of Pt(IV) via an ion-pair extraction mechanism and a high selectivity from the liquors 

of acid-leached automotive catalysts, which are composed of nine metals (Pt, Pd, Rh, Al, Ba, Ce, La, 

Y, and Zr), in HCl media. Despite the good Pt(IV) extractability and capacity of the extractant, the 

Applications: The present study reports synthesis of novel upper rim functionalized      
n-dialkyl aminomethylcalix[4]arene.  The newly developed extractants 1-3 was used  
 as new extracting reagents for the separation of Pd(II) and Pt(IV) from leach liquors  
of automotive catalysts. 
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linking sulfurs of the native thiacalixarene are ineffective for obtaining Pt(IV) during solvent 

extraction from single Pt(IV) solutions and leach liquors. This is because the extraction behavior of 

[PtCl6]2‒ from both solutions in HCl media is governed by an ion-pair mechanism. In fact, the 

bridging sulfurs are component elements of thiacalixarenes that are unable to approach Pt(IV) metal 

centers due to the stereo effect of an interceptive Cl‒ ligating group in [PtCl6]2‒ species.  

The aim of our study is to clarify the effect(s) of the structural properties of macrocyclic 

calix[4]arene-based extractants on Pt(IV) and Pd(II) extraction from HCl media. We synthesized four 

calix[4]arenes having dialkylamino moieties at the “upper” rims, p-dialkylaminomethylcalix[4]arenes 

(propyl = 1; butyl = 2; and amyl = 3).[11] Extractants 2 and 3, the aminomethyl-calix[4]arenes with 

longer alkyl chains, exhibited better solubility, superior PGM extractability, and clearer phase 

separation, than that obtained with extractant 1. Specifically, this study investigated the efficiency of 

Pt(IV), Pd(II), and Rh(III) extractions with respect to the shaking time and HCl concentration. Using 

the prepared extractants, we also investigated selectivity toward PGMs from a leach liquor of 

automotive catalysts. 

Experimental section 
Synthesis of extractants 1–3: Synthesis of extractant 1-3 were given in Scheme 1. Extractant 1 was 

synthesized as follows: Calix[4]arene[1] (1.06 g, 2.64 mmol), THF (60 mL), dipropylamine (3.64 mL, 

2.66 mmol), acetic acid (6 mL, 0.105 mol), and 37% formaldehyde solution (2.3 g, 28.34 mmol) were 

stirred for 24 h at room temperature. The solvent was removed under vacuum and the resulting 

residue dissolved in water. The aqueous solution was extracted twice with diethyl ether and then 

neutralized with 10% K2CO3 solution. The colorless precipitate that formed was removed by filtration. 

The product was dried under vacuum at room temperature. The yield was 1.30 g (56.3%). 1H NMR 

(600 MHz, CDCl3, δ from TMS): 6.95 (s, 8, Ar-H), 4.38, 3.26 (d, 8, ArCH2Ar), 3.44 (s, 8, ArCH2N), 

2.35 (t, 16, NCH2), 1.42(q, 16, -CH2-), 0.89 (t, 24, -CH3). IR (v/cm): 2956, 2930, 2870, 2794, 1608, 

1455, 1162, 910, 870, 791. 

Extractant 2 was synthesized following a similar procedure as described for 1, using dibutylamine. It 

was obtained in 57.0% yield. 1H NMR (600 MHz, CDCl3, δ from TMS): 6.90 (s, 8, Ar-H), 4.20 and 

3.49 (d, 8, ArCH2Ar), 3.30 (s, 8, ArCH2N), 2.31 (t, 16, NCH2-), 1.38 (t, 16, NCH2CH2-), 1.25 (m, 16, 

NCH2CH2CH2-), 0.88 (t, 24, -CH3). IR (v/cm): 2954, 2929, 2869, 2861, 1608, 1455, 1150, 910, 871, 

789. 

Extractant 3 was synthesized following a similar procedure as described for 1 and 2, using 

diamylamine. It was obtained in 40.0% yield. 1H NMR (600 MHz, CDCl3, δ from TMS): 7.00 and 

6.80 (d, 8, Ar-H), 4.27 and 3.47 (d, 8, ArCH2Ar), 3.38 (s, 8, ArCH2N), 2.37 (t, 16, NCH2), 1.24 (m, 48, 

-CH2-), 0.88 (t, 24, -CH3). IR (v/cm): 2957, 2927, 2857, 1583, 1463, 1151, 910, 871, 815.  
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Scheme 1. Synthesis of extractant 1-3. 
Results and discussion 
Firstly, to study the extraction behavior of extractants 1–3, metal extraction from single PGM 

solutions (Pt, Pd, Rh) and from a simulated mixed PGM solution in HCl media were performed, using 

various shaking times and various HCl concentrations. Single PGM extractions were performed using 

1.0 mM of each of extractants 1–3 and 0.1 mM of each of the three PGMs in 0.1 M HCl. Formation of 

a third layer was obtained during evaluation of the extraction of the three PGMs using extractant 1. 

When using extractants 2 and 3, no formation of a third layer was observed and good phase 

separations were achieved after the extractions. Hence, hereafter, extraction characteristics toward 

three PGMs from single-component and simulated mixed solutions and leach liquors of automotive 

catalysts by extractants 2 and 3 only were investigated. Figure 1a shows the effect of shaking time 

(0–60 min) on the Pd extraction using 2. The extraction of single PGMs reached equilibrium within 5 

min. The E% of Pd(II) was found to be 98.3% of 2. Pt(IV) extraction by 2 exhibited a similar 

extractive trend to Pd(II) extraction, but E% of Pt(IV) was slightly lower than for Pd(II); the value of 

the former was 94.7% of 2. In contrast, 2 was found to be capable of extracting Rh(III) but the E% of 

Rh(III) was low (ca. 12%). A similar behavior was observed for extractant 3. The E%, after 5 min, 

was Pd(II) = 99.2%, Pt(IV) = 91.8%, and Rh(III) = 16.5%, respectively, as shown in Figure 1b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.  Effects of shaking time on the extraction of  PGMs by extractants a) 2 and b) 3. Shaking 

time = 5–60 min; [E] = 1.0 mM; [Pd(II)] = 0.1 mM (10.6 mg/L); [Pt(IV)] = 0.1 mM (19.5 mg/l); 

[Rh(III)] = 0.1 mM (10.2 mg/L); HCl =0.1 M. 
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Subsequently, the effects of HCl concentration on the extraction of PGMs from single PGMs 

solutions were studied in the range 0.1–8.0 M HCl using 1.0 mM of extractants 2 and 3 and 0.1 mM 

solutions of three PGMs, (Pt(II), Pd(IV), and Rh(III)), for 60 min. Figures 2a and 2b illustrate the E% 

of three PGMs in various HCl concentration by 2 and 3. Figure 2a shows the following: when 

increasing the HCl concentration from 0.1 M to 8.0 M, the E% of 2 for Pd(II) and Pt(IV) decreased, 

whereas the E% for Rh(III) remained virtually constant. The maximum E% of Pd(II) and Pt(IV) was 

at 0.1 M HCl, and the minimum E% of each reached the following values at 8.0 M HCl: Pd(II) = 

48.1% and Pt(IV) = 43.5%. It was interesting to note different decreasing trends of the E% between 

Pd(II) and Pt(IV). The extractability of Pd(II) gradually decreased, whereas that of Pt(IV) was 

maintained up to 5 M HCl, whereafter it rapidly decreased from 6.0 to 8.0 M HCl. Figure 2b shows 

that, in contrast with 2, the extractability of 3 toward Pd(II) and Pt(IV) gradually decreased with 

increasing HCl concentration, and the E% of each reached the following values at 8.0 M HCl: Pd(II) = 

48.4% and Pt(IV) = 25.1%. In the case of Rh(III) extraction by 3, no substantial change was observed 

after varying the HCl concentration. The clear difference in extraction behaviors between 2 and 3, 

over the selected HCl concentration range, may be ascribed to alkyl chains of amino moieties that 

encourage capturing of anionic metal species. As already mentioned, the Pt(IV) extractability of 2 is 

suggested that the macrocyclic structure having dibutylamino moieties of 2 pulls a [PtCl6]2– in and 

selectively corrals a [PtCl6]2– by a specific annular effect of the macrocyclic host molecules. However, 

3, possessing longer alkyl chains, is unable to retain Pt(IV). As mentioned above, various HCl 

concentrations have an obvious effect on Pt(IV) and Pd(II) extractions by 2 and 3. The optimum 

conditions for high extraction of Pt(IV) and Pd(II) was found to be at 0.1 M HCl with  extractants 2 

and 3. 

 

Figure 2. Effects of HCl concentration on the extraction of  PGMs by extractants a) 2 and b) 3 

Shaking time = 60 min, [E] = 1.0 mM, [Pt(IV)] = 0.1 mM (19.5 mg/l), [Pd(II)] = 0.1 mM (10.6 mg/L), 

[Rh(III)] = 0.1 mM (10.2 mg/L), HCl = 0.1–8.0 M. 

Crushed powder samples of automotive catalysts were leached with HCl (11.6 M) and H2O2       

(1 vol %) at 65°C for 3 h.[12] The leach liquors were diluted 25 times with water before evaluating the 

PGM extractability of 2 and 3. The pH of the leach liquors, after dilution, was 1.22 (~0.06 M HCl). 
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The metal concentrations in the diluted leach liquors were measured using ICP-AES. The leach 

liquors of automotive catalysts consist of nine metal ions: Pt(IV), Pd(II), Rh(III), Y(III), La(III), 

Ce(III), Zr(IV), Ba(II), and Al(III). Extraction of PGMs was performed using the leach liquors (10 

mL) and 1.0 mM of extractants (10 mL) 2 and 3 over a period of 60 min. Figure 3 (left side) shows 

E% values of various metal ions included in the leach liquors. 

The stripping efficiency of extracted metal species from an organic phase and the reusability 

factor of the extractants are of considerable importance to successfully establish an extraction system. 

The stripping of Pt(IV) and Pd(II) from organic phase (10 mL) was carried out using 0.1 M thiourea 

in 1.0 M HCl solution (10 mL) for 60 min. The five cycles of stripping and extraction of Pt(IV) and 

Pd(II) ions for 2 is shown in Figure 3 (right side). The stripping percentage (S%) of 2 during the first 

stripping cycle for Pt(IV) and Pd(II) was 99.2% and 90.1% in 2. After, the first stripping cycle, the 

organic solution of extractant 2 (10 mL) was washed with distilled water (20 mL) to remove thiourea 

from the organic phase and then extraction from the leach liquors was repeated. The first-cycle reused 

extractant 2 indicated that the E% for Pd(II) and Pt(IV) was 91.3% and 87.5% in 2. Similarly, 

extraction and stripping were conducted for up to five cycles for 2. A result of the second to fifth 

extractions and back-extractions by 2 was similar to results of the first extraction and stripping cycle. 

The E% of Pt(IV) and Pd(II) after the final cycle was found to be 89.9% and 87.0% in 2. The S% 

toward Pd(II) and Pt(IV) was found to be 98.9% and 87.0% in 2. Similar, extraction and stripping % 

was obtained for 3. These promising results suggest that extractants 2 and 3 can be used for more than 

five extraction and stripping cycles without loss of the E% and S% toward Pd(II) and Pt(IV), and 

therefore can be considered suitable for extraction of PGM from secondary resources. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Liquid–liquid extraction of metal ions from diluted leach liquors of automotive catalysts by 

extractants 2 and 3 (left side) and reusability of extractants 2 (right side). Shaking time = 60 min for 

extraction and stripping, [E] = 1.0 mM, metal ions = Pd(II), Pt(IV), Rh(III), La(III), Ce(III), Y(III), 

Zr(IV), Ba(II), and Al(III) pH = 1.22 (~0.06 HCl), stripping agent = 0.1 M thiourea/1.0 M HCl, A/O 

(ratio of aqueous/organic phases) = 1 (10 mL × 10 mL) for extraction and stripping, A/O = 2 (20 mL 

× 10 mL) for washing with water.  
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Conclusions 

     Extractants 2 and 3 showed high and selective extractability toward PGM ions in HCl 

media. PGM extractability of 2 and 3 was found to be in the order Pd(II) > Pt(IV) >>> 

Rh(III). The extractants extracted Pt(IV) and Pd(II) ions via protonation of dialkylamino 

groups on the upper rim of calix[4]arene via any ion-pair mechanism. Very high Pd(II) and 

Pt(IV) extractions were found at 0.1 M HCl. In addition, extractants 2 and 3 showed higher 

extractability toward Pt(IV) and Pd(II) ions from the leach liquors of automotive catalysts; 

extractability toward all other metal ions was <6%. The high stripping toward Pd(II) and 

Pt(IV) ions was obtained when using thiourea/HCl solution in the five extraction/stripping 

cycles. Results of investigations into the reusability of extractants 2 and 3 showed that E% for 

Pt(IV) and Pd(II) did not decrease, even after five continuous extraction/stripping cycles. It is 

expected that the newly developed extractants 2 and 3 will be used as new extracting reagents 

for the separation of Pd(II) and Pt(IV) from various secondary resources. 
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概要に示した研究方針に従い，平成 28 年度の研究では，秋田県産天然ゼオライト（クリノプチロライ

ト）微粉末の電気泳動堆積，ならびに十和田石（緑色凝灰岩）微粉末を用いたジオポリマー硬化体の作製

を試みた。 

電気泳動堆積（EPD）法は，液体中に分散させた微粉末に直流電界を与えることで，電極表面に電気泳

動・堆積させる手法である。本研究では異なる形状のステンレス鋼（SUS304）製電極を用い，EPDによる堆

積と，アルカリシリケートを利用した固定化を試みた。ネジ棒形状の電極とメッシュ形状の電極を比較し

たところ，堆積速度，堆積物の耐はく離性，イオン吸着特性など，様々な面においてメッシュ状電極が有

利であることが分かった。 

十和田石については，粉末状にした原料を用いて，ジオポリマー法による硬化体の作製を試みた。ジオ

ポリマー法は，ケイ酸イオンの重合体によって様々な粉末の硬化体を比較的低温（＜100℃）で作製する手

法である。作製条件（添加するケイ酸ナトリウムの量）を変えて実験を行った所，20 MPa 以上の圧縮強度

（建築用の標準的なコンクリート程度）を有する硬化体を作製することができたが，水中での Na+イオンの

溶出が大きく，また長期間の水中耐久性に難が有り，今後も硬化プロセスに関する更なる検討が必要であ

ることが分かった。 

以上の結果は，平成 29年 3月 1日に秋田大学で開催された，「平成 28年度新素材・機能性材料開発セ

ミナー」で発表を行った。発表の概要（パワーポイント資料）を次ページ以降に示す。 

今後とも，秋田県産の天然鉱物・岩石を原料として利用し，より吸着性能に優れ，耐久性を有する材料

の検討を続けていく所存である。 

 

機能性天然原料を利用した高機能吸着材の開発 

林  滋 生 ， 加 賀 谷  史  

 (第 2研究グループ) 
shigeo@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：リサイクルや環境浄化等に関する様々な局面で各種の吸着材が利用されてい

るが，実用に際しては粉末状の吸着材を多孔質の基材表面に膜状に堆積・固定化す

る，あるいは表面積の広い形状に成形する等して，吸着性能やハンドリング（取り

扱い）性の向上を図ることが有効と考えられる。本研究では，天然の吸着材である

秋田県産天然ゼオライトや十和田石を対象として，セラミックス製造プロセスに使

用される様々な粉末成形・固定化手法を用いた形態・組織制御の検討を行った。 

キーワード：天然ゼオライト，十和田石，吸着材，粉末原料，形態・組織制御 
          独自性・実用性： 
天然の無機系吸着材と考えられる様々な鉱物・岩石類に対して，粉末状にした原料を利

用して形状・組織を制御することで高機能化を図ることは，本研究の独自の発想である。

ちなみにいずれの手法も簡便でエネルギー消費が少なく，実用に際しての大規模化も容易

な手法であることを付け加えておきたい。 
現時点ではまだ基礎的な検討の段階だが，性能の飛躍的な向上ができれば，将来的には

秋田県産天然資源の有効利用に結びつけることができると考えている。 
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機能性天然鉱物微粉末を原料
に用いた環境材料の創製

（秋田大学・大学院理工学研究科

・附属理工学研究センター）

○林滋生，加賀谷史

H28年度新素材・機能性材料開発セミナー

1

研究のコンセプト

機能性天然鉱物

機能の向上，新機能の発現

セラミックス
プロセッシング
（無機材料作製工程）
技術

（省エネルギー・ソフトプロセス）

（マクロ～ミクロスケールで
形状・組織を構築）

・イオン吸着・放出機能
・ 脱臭機能
・意匠性

…etc.

（環境材料への応用）
2

キーテクニック（１） 電気泳動堆積法

・粉末分散液に直流電界を印加すると，
粉末が電界と表面電荷の相互作用に
よって電極方向に異動（電気泳動）し，
電極表面に膜上に堆積する現象を電気
泳動堆積という。

・この方法を，セラミックス粉末粒子の成
形方法として利用することができる。

3

キーテクニック（２） ジオポリマー法

・粉末粒子を無機ケイ酸ポリ
マーで結合し，硬化体を作る
手法。

・比較的低温（＜100℃）で進
行し，環境負荷の小さい手
法である。

・従来のポルトランドセメント
の代替材料として注目され
ている。

4

ゼオライトについて

・一般式（MI
+, MII

2+
1/2)m(AlmSinO2(m+n))・

xH2Oで表される含水アルミノケイ酸
塩化合物

・多孔質結晶構造（孔径：数Å～十数
Å ）

・各種の機能（イオン交換，乾燥，触
媒，分子ふるい…）

O2-

O2-
O2-

O2-
Si4+ or Al3+

= Pb2+、Cd2+など

ゼオライト
（HEU型）
結晶構造

ゼオライト
構造の

基本単位

ゼオライトの
陽イオン交換

機能

5

EPDプロセスによる金属基材への
天然ゼオライト微粉末の堆積

5
0
 m

m

陽極
(金属メッシュ)

陰極
(ステンレス金網)

ゼオライト分散液

電源装置
30 mm

30 mm

0.98 mm

0.98 mm

線径 0.29 mm

（天然ゼオライト微粉末
in エタノール（2 g /270 cm3））

6
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天然ゼオライトEPD堆積膜
（外観，微細構造）

金属メッシュ
・表面積 14.6 cm2

・自重 1.5 g

ネジ棒
・表面積 11.0 cm2

・自重 7.1 g

金属メッシュ堆積試料の
微細構造
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Pb²⁺,Cd²⁺イオン吸着特性
（金属メッシュ堆積・固定化試料による）

8

十和田石について

種別
・緑色凝灰岩（グリーンタフ）

主な用途
・建築・意匠材料
（内装材，温浴施設）
・農業用土壌改良材

期待される機能
・イオン吸着・溶出機能
・脱臭機能
・微生物培養効果

化学組成 (%)*)

主な構成鉱物*)

曹長石，緑泥石，石英
（＋非晶質成分）

SiO2 Al2O3 Fe2O3 Na2O K2O MgO CaO P2O5

71.4 13.1 3.6 3.5 2.6 1.2 1.2 0.1

（秋田大学地方創生センター2号館）

*) 十和田グリーンタフ・アグロサイエンス（株） 資料より 9

ジオポリマー法による
十和田石粉末硬化体の作製プロセス

注型
・養生 乾燥

原料
混合

（ポリエチレン型
Φ25×25 mm）

・十和田石微粉末
・メタカオリン（活
性フィラー）
・アルカリシリケー
ト水溶液（NaOH + 
Na2SiO3)

.   .   .   .   .  .   .   .   .   .  .   .   .   .   .  

アルミ箔
ピンホール

水蒸気（パラフィルム
封入）

乳鉢 40℃‐24 h 40℃～ 10 days

10

作製した硬化体
圧縮強度

Na+イオン溶出試験

外観
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(Sample B)

11

総 括

• 機能性を有する天然鉱物微粉末を原料として，セラミック
ス（無機材料）作製のための手法を利用してマクロ～ミク
ロスケールの形状・組織を構築し，新たな機能を創出する
試みを行っています。

• 手法としては，金属基材に微粉末を堆積する「電気泳動堆
積（EPD）法」，微粉末をケイ酸塩高分子で硬化させる「ジ
オポリマー法」を用いています。

• 今後は，構築された構造・組織が様々な機能にどの様な
影響を及ぼすかを検討し，明らかにしていきたいと考えて
います。

12
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白金族元素は電子機器類や触媒など幅広い用途で利用されているが、産地が偏在していることや埋蔵量

が有限であることなどにより、価格変動や供給量の変化が起きやすいという問題を有する。そのため、使

用済み電子機器類などからの白金族金属のリサイクル技術が重要である。白金族金属をリサイクルする際

には複数の金属を相互に分離回収する必要があるが、性質が類似しているため目的の金属のみを回収する

ことは困難である。本研究では、白金族元素の中でも特にパラジウムと白金に着目し、パラジウムと白金

を相互に分離回収する回収法を開発することを目的とした。我々は、芳香族第一級アミン化合物が白金族

金属の沈殿剤として働き、４－ヘキシロキシアニリンが塩酸濃度の低い領域ではパラジウムと白金の両方

を沈殿させる一方、高塩酸濃度条件下においては選択的に白金のみを沈殿させることを新たに見出した。

この結果を基に、塩酸濃度を変化させて金属回収を行ったところ、白金とパラジウムの相互分離に成功し

たのでこれを報告する。 

芳香族アミン化合物を用いた白金族金属の                        
選択的回収法の開発 

松 本 和 也 ・ 寺 境 光 俊  

 (第 1研究グループ) 
kmatsu@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：白金族金属は工業的価値が高く、使用済み機器からのリサイクルが必須であ

る。しかし、白金族金属である白金とパラジウムは性質が類似しているため 、相互
に分離回収するのが難しいことが知られている。本研究では、芳香族第一級アミン

化合物を沈殿剤として用いた白金族金属の選択的回収法の確立を目指し、研究を行

った。その結果、４－ヘキシロキシアニリンが低塩酸濃度領域ではパラジウムと白

金の両方を沈殿させる一方、高塩酸濃度条件下においては選択的に白金のみを沈殿

させることを見出した。高濃度塩酸条件下で白金を回収した後、塩酸濃度を低下さ

せてパラジウム回収を行うことで白金とパラジウムの相互分離を達成した。 

キーワード：白金、パラジウム、リサイクル、選択回収 
          

独自性・実用性： 
・芳香族第一級アミン化合物を回収剤として用いた例はほとんどない 
・高濃度塩酸条件下において、従来技術では困難である白金の選択回収が可能 
・他の沈殿剤等を用いることなく、４－ヘキシロキシアニリンのみで白金とパラジウムの 
 相互分離が可能 

― 120 ―



 

  

 

 

 

― 121 ―



 

  

 

 

 

― 122 ―



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 ＜シクロデキストリン＞ 
大環状化合物は、分子認識化学において主役の座を占めており、

その中でもクラウンエーテル、シクロデキストリン、そしてカリ

ックスアレーン（チアカリックスアレーン）はその代表的な化合

物である。また、分子認識化学においてその大環状化合物の分子

骨格を高度に化学修飾することにより、分子の動的挙動の制御や

刺激応答性、錯形成そしてイオン認識など様々な機能性の付加に

より発展してきた分野である。シクロデキストリンは（CyD）D-グ
ルコースが-1,4グリコシド結合した環状オリゴ糖であり、グルコース
単位が 6個のものを-CyD、7個のものを-CyD、8個のものを-CyDと
呼び、空孔サイズや水溶性がそれぞれ異なる。（図１、表） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

シ ク ロ デ キ ス ト リ ン ポ リ マ ー の 金 属 吸 着 挙 動  

近 藤 良 彦 、 秋 葉 宇 一 、 山 田 学  

 (第 1研究グループ) 
y_kondo@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：環状オリゴ糖であるシクロデキストリンはその空孔内に他の有機分子を包接

する特徴があり、食品や医薬品など様々な分野で利用されている。本研究ではシク

ロデキストリンと珪藻土を混合しポリマー化した、新たな有機－無機複合ポリマー

と修飾シクロデキストリンポリマーを合成し、その構造と金属抽出能について検討

した。 

キーワード：シクロデキストリン、レアメタル、複合ポリマー 
          

独自性・実用性： 
本研究で用いられるシクロデキストリンは疎水相互作用により有機分子を包接、安定化する

特徴を有する環状化合物である。現在は食料品、医薬品、化粧品などの分野に多く利用され

ている。以前の研究より、籾殻灰とシクロデキストリンを複合ポリマー化し、その環境ホル

モン吸着能について特許出願している。本研究では籾殻灰の代わりに、珪藻土と複合ポリマ

ー化した化合物が金属イオンを効率よく吸着することを明らかにした。 
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Cyclodextrins D-glucose 

number 

Cavity depth 

(nm) 

Inside diameter 

(nm) 

Water solubility 

(g / 100 mL at 25ºC) 

Digestibility 

-CyD 6 0.78 0.45 14.5 nondigestibility 

-CyD 7 0.78 0.70 1.85 nondigestibility 

-CyD 8 0.78 0.85 23.2 digestibility 

 

-CyD 

図１ -CyDの構造 

表 各種CyDの性質 
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＜複合ポリマーの合成法＞ 
-CyDと珪藻土を重量比 1:0.5、1:1、1:2の割合で混合し、アルカリ条件下、エピクロロヒドリンを
加え反応温度 80℃で反応させた。反応終了後、1N-HClにて中和し得られた固体を濾別し、十分に水、
メタノールで洗浄後、目的物である珪藻土含有 CDP を得た。得られた珪目的物は SEM による表面
観察（(株)日立ハイテクノロジーズ製 SU-70）、比表面積測定（日本ベル(株)製ベルソープ 18SP-
V）、TG-DTA測定（(株)リガク製Thermo Plus TG8120）による物性評価を行った。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
＜修飾シクロデキストリンの合成法-1＞ 
既知反応により、トシル化-CyDを合成し、そこにエチレンジアミンを反応させ、下記スキーム 2の
EDA -CyDの合成を行った。 
 
 

 

 

 

 

 

Scheme 2 Preparation of EDA -CyD 
 

 
＜修飾シクロデキストリンの合成法-2 ＞ 

既知反応により、ヨウ素化-CyDを合成し、そこにベンジルメルカプタンを反応させ、下記スキーム
3のBenzyl -CyDの合成を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme 3 Preparation of Benzyl -CyD 
 
 
＜修飾シクロデキストリンポリマーの合成法＞ 
水酸化ナトリウム水溶液に各修飾-CyDを溶解させ、そこに非晶質ケイ酸を添加、エピクロロヒドリ
ンを加え、50℃、7 時間反応させた。反応終了後、十分に水で洗浄し、非晶質ケイ酸を含まない、各
修飾-CDPを得た。 
 
  

NaOH aq. 80 ºC, 6 h 

Epichlorohydrin 

Diatomite 
Epichlorohydrin 
CyD 

Image of Hybrid polymers 
- CyD 

Scheme 1 Preparation of hybrid polymers  

Diatomite 

 

E t hyl e ne di a m i ne 
N 2 , 70  ℃ , 2 h   

N  
H   

NH 2   

EDA -CyD 

O   S   

O   

O   
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＜金属抽出＞ 所定の濃度に調製した各種金属標準水溶液を用いて、室温にて 300ストローク／分で
振とう後、水層の金属濃度を ICPにより測定した。 
 
＜複合ポリマーのCs吸着特性＞ 

pHを 1～8に調製したCs標準水溶液（20ppm、30ｍL）を準備し、そこに各珪藻土含有CDPを 0.1 g 添
加し、10分振とうさせた時の吸着結果を Fig. 2に示す。各珪藻土含有CDPは強酸性条件下では吸着能
力は低いが、pH 3 付近から吸着能力の上昇が見られ、pH 4 以降では一定となった。特に珪藻土含有
CDP(1:0.5)は pH 3以降で吸着率が約 90％以上と一定となり、他の二つよりも低い酸性条件下で高い吸
着能力を示すことが明らかとなった。これまでの研究結果より、CDP自体の金属吸着能力は低いこと
が明らかとなっている。これらの結果より、ポリマー化反応時に珪藻土表面が活性化されることで、

未反応の珪藻土よりも金属吸着能力が高くなるものと推測される。 
 
＜各種ポリマーのHg吸着特性＞ 

 

 
図. 2  Effect of pH for Cs ion adsorption. The Cs standard solution (20 ppm, 30 ml) containing absorbent 
(0.1 g) was shaken 300 times per minute at an ambient temperature for 10 min 

 
図. 3  The Hg standard solution(10 ppm, 20ml) containing absorbent(0.1 g) was shaken 300 times per 
minute at an ambient temperature. 
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10ppm、20mlの水銀標準溶液に各種ポリマーを 0.1g添加し、1分～24時間まで攪拌を行った時の水
銀吸着能に関して図 3に示す。この結果、珪藻土含有 CDP（1:1）は時間と共に吸着量の増加が観察
されたが、24 時間でも 60％程度しか吸着できなかった。一方、修飾 CDP の水銀吸着に関して、時
間変化に伴う吸着量の変化は見られず、Benzyl -CDPはおよそ 30％、EDA -CDPはおよそ 80％の
吸着能を示した。このことから修飾 CDP の吸着はイオン吸着が示唆される。また、未修飾の-CDP、
珪藻土では吸着を示さなかったことから、修飾残基が吸着能を示していることも示唆される。今後、

珪藻土などと複合化した修飾 CDP はより高効率な金属吸着特性を示し、修飾残基による金属選択性
を付与することも可能性があると考えられる。 
 
4．参考文献 
・Tohru Kikuchi, Yoshihiko Kondo and Fumio Hamada, "Synthesis of Endocrine Disruptor Absorbents 

Based on Cyclodextrine" Int. J. Soc. Mater. Eng. Resour., 13, 13-16 (2005). 
・「シクロデキストリン架橋体及びこれを用いた環境ホルモン除去材」濱田文男、成田美雪、 
佐藤和彦、特許第 4225731 

・ Munkhtuya Ulzii, Yoshihiko Kondo, Manabu Yamada, and Fumio Hamada, “Metal Extraction 
capability for hybrid polymers consisted of -cyclodextrin and diatomite”, Int. J. Soc. Mater. Eng. 
Resour., 19(1), 32-36, (2013). 
・「シクロデキストリンと多孔質シリカ粒子との複合材料、及びその製造方法、金属抽出、セシウム

抽出剤、並びにガス吸着剤」濱田文男、近藤良彦、山田学、特許第 5892837号 
・「金属吸着剤」近藤良彦、三戸千明、藤原憲秀、濱田文男、特願 2016-169731 
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NEW HETEROCYCLIC DITHIOETHER LIGANDS FOR 

HIGHLY SELECTIVE SEPARATION AND RECOVERY OF 

Pd(II)  FROM ACIDIC LEACH LIQUORS OF 

SPENT AUTOMOBILE CATALYST 

Kannan Senthil,a Uichi Akiba,b Kenshu Fujiwara,b Fumio Hamada,b Yoshihiko Kondob* 
aCenter for Regional Revitalization in Research and Education, Akita University,                                                      

1-1 Tegatagakuen-cho Akita 010-8502, Japan 
bGraduate School of Engineering Science, Akita University, 1-1 Tegatagakuen-cho                      

Akita 010-8502, Japan 

Email: senthil@gpic.akita-u.ac.jp 

 

Abstract: The solvent extraction behavior of Pd(II) from a hydrochloric acid solution with 

heterocyclic dithioether ligands, namely, 1,2-bis((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)ethane 

(BMDTE) and 1,2-bis((5-(methylthio)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)ethane (BMTDTE) were 

investigated, for the first time, as potential extractants by using chloroform as diluent. The 

experimental parameters such as effects of the concentration of hydrochloric acid and loading 

experiments were investigated in detail. Both of the two extractants exhibit high extraction 

percentage (>99%) and selectivity toward Pd(II) from an automotive catalyst residue (ACR) 

solution comprising platinum group (PGMs) metal ions (i.e., Pd(II), Pt(IV), Rh(II), La(III), 

Al(III) and Ce(III)). Studies of the reusability of both extractants have shown no significant 

loss in activity even after five cycles of continuous extraction and stripping experiments.  

Keywords: Heterocyclic dithioether ligands, Solvent extraction, Palladium(II), Recovery. 

 

 

 

 

 

Applications: The effect of the alkyl (-CH3) and thioalkyl (-SCH3) groups as electron 

donors substituents on the heterocyclic dithioether ligands BMDTE and BMTDTE for 

the liquid‐liquid extraction of Pd(II) from a hydrochloric acid medium have been 

carried out.  
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Introduction: 

In recent progress, there has been a growing demand for platinum group metals (PGMs), 

namely palladium (Pd), platinum (Pt) and rhodium (Rh) because of their wide range of 

applications in various fields like petroleum, catalysts in organic processes, electronic 

industries, automotive catalyst, etc [1,2]. Demand for PGMs, particularly palladium has been 

expected that the annual gross demand in autocatalysts will increase by as much as 8.6 

million ounces between 2014 and 2017 [3]. The natural occurrences of palladium have found 

rather scarce within the earth's crust is only 0.0063 ppm, this places it as one of the least 

metals on earth and the available resources are geographically exist in limited locations in 

South Africa, North America, Russia and Zimbabwe [4]. Literature survey indicates that 

extraction and recovery process of PGMs are extremely complicated because 

of their constituent chemical similarities and it is substituted with other metals species. 

Among the different methods for separation, liquid-liquid extraction has been widely used for 

the separation and recovery of PGMs from mineral ores [5], spent catalysts in 

hydrometallurgical processes [6], and reprocessing of nuclear fuels [7]. Consideration of 

these facts provoked us to search for new ligands having soft donor atoms 'S' with 

outstanding extraction rate as well as high extraction selectivity. In this study, we report our 

studies on the use of the alkyl (-CH3) and thioalkyl (-SCH3) groups as electron donors 

substituents on the heterocyclic dithioether ligands BMDTE and BMTDTE for the 

liquid‐liquid extraction of Pd(II) from a hydrochloric acid medium have been carried out. The 

synthesis of BMDTE and BMTDTE was carried out according to the procedure reported 

earlier literature [8]. For this purpose, the influence of various experimental condition on the 

extraction of Pd(II) were examined in more detail.   

Result and Discussions: 

Extractions studies  

The extraction experiments were performed with a certain amount of BMDTE or BMTDTE 

dissolved in chloroform was employed as organic phase and the solution containing desired 

concentration of Pd(II) or mixed metal ions of Pd(II), Pt(IV), Rh(III), La(III), Al(III)  and 

Ce(III) in hydrochloric acid was employed as aqueous phase. An equal volume (5 mL each) 

of the two phases were mixed in a glass tube (50 mL) and horizontally shaken at 300 strokes 

per min at an appropriate time. The mixture was then separated by a centrifuge at 2000 rpm 

for 3 min. All the extractions experiments were carried out at room temperature. Each 

experiment was performed 2 times and the percentage relative standard deviation (RSD%) for 

the results did not exceed 5%. The metal ions concentration in the aqueous phase was 
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measured by ICP-AES. The concentration of metal ions in the organic phase was determined 

from the difference between the concentration in the aqueous phase before and after 

extraction. The extraction and stripping percentage of metal ions are defined as Eqs. (1) and 

(2). 
weight of  a metal ions extracted into organic phaseExtraction percentages (% ) = x100

initial weight of  a metal ions in the aqueous phase before extraction
E

    (1) 

weight of a metal ions stripped into aqueousStripping percentage (% ) = x100
initial weight of a metal ions in the organic phase before stripping

S
      (2) 

Effect of hydrochloric acid concentration  

To evaluate the influence of aqueous HCl in the concentration range from 0.01 to 1.0 M HCl 

on the extraction of 1.0 mM Pd(II) was investigated using 1.5 mM of BMDTE and BMTDTE 

as extractants in chloroform as the organic phase. The contact time between both phases was 

fixed 30 min time range in order to completely extract of Pd(II) from the aqueous phase. The 

extraction results are displayed in Figure 1(a). It can be seen that the alkyl (-CH3) substituents 

in BMDTE showed better %E value, which was greater than 99% between 0.01 M and 0.4 M 

HCl and 97-89% in 0.5-1.0 M HCl, while for thioalkyl (-SCH3) substituent in BMTDTE 

shows higher than 99% in 0.01-0.1 M HCl and then decreased to 40% with increasing 

concentration from 0.2 to 1.0 M HCl. The significant difference in extraction behaviour 

between BMTDTE and BMTDE can be explained on the basis of donor substituents such as  

-CH3 or -SCH3 into the heterocyclic part. From these observations, it is clear that the 

extraction efficiency of both extractants is dependent on the HCl concentration. Hence, 0.1 M 

HCl concentration was recommended for subsequent experiments, in order to achieve the 

quantitative extraction of Pd(II).   

Loading experiments  

The loading test was investigated by varying the concentration of Pd(II) in aqueous phase 

between 10 to 180 ppm in 0.1 M HCl with a fixed concentration of 1.5 mM extractants 

BMDTE or BMTDTE in chloroform. The results obtained were shown in Figure 1(b).         

The loading capacity for Pd(II) was found to be 124 ppm and 118 ppm for BMDTE and 

BMTDTE, respectively. Hence, this result implies that one mole of Pd(II) is coordinate to 

one mole of both extractants BMDTE and BMTDTE, separately.    
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Figure 1 (a). Extraction behavior of Pd(II)) from different molarities of HCl by 1.5 mM 

BMDTE and 1.5 mM BMTDTE in chloroform. Aqueous phase, 1.0 mM Pd(II). Figure 1 (b). 

Loading capacity test for Pd(II) with BMDTE and BMTDTE. Conditions: organic phase = 

1.5 mM BMDTE or BMTDTE in chloroform, Aqueous phase = 10 to 180 ppm Pd(II) in 0.1 

M  HCl.       

Palladium(II) extraction from automotive catalysts residue (ACR) solution 

To evaluate the practical applicability of the prepared extractants BMDTE and BMTDTE for 

the separation and recovery of Pd(II) from ACR solution containing six metals- Pd(II), Pt(IV), 

Rh(II), La(III), Al(III), and Ce(III). The ACR solution was prepared by dissolving an 

automotive catalyst residue in the acid mixture (12 M HCl +1.0 vol% H2O2) [9] and diluted 

to 5 times their original volume with distilled water, and the pH of the ACR solution was 

found to be 0.30 (~ 0.5 M HCl). For this purpose, 20.0 mM extractant was used to extract 

PGMs metals. Before extraction, the metal ions concentrations in the ACR solution are 

presented in Table 1. Figure 2 shows that the both extractants has excellent selectivity 

towards Pd(II) were extracted up to 99.9% efficiency and small amount of 17.3% (31.6 ppm) 

and 10.6% (19.4 ppm) for Pt(IV), 7.9% (1.4 ppm) and 2.7% (0.48 ppm) for Rh(III), 2.8% 

(0.82 ppm) and 3.4% (1.0 ppm) for La(III), and Al (III) and Ce(III) was < 1.0%. The 

simplicity, separation and recovery of Pd(II) shown by the both BMDTE and BMTDTE 

demonstrate its potential application for the selective separation of Pd(II) from ACR. The 

complete back extraction of Pd(II) from loaded organic phase can be achieved in single 

contact using ammonia solution (v/v, 5%). The regenerated organic phase of both extractants 

was not noticeable change even after five cycles of extraction and the extraction efficiencies 

was found that above 99% (Figure not shown). Therefore, the both extractant can be a used 

for recovery of Pd(II) from acidic leach automotive catalyst residue solution.     
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Table 1 Individual concentration of each metal ions in the ACR solution before extraction.  

S. No. 

Metal ions 

Metal ions in the ACR solution 

before extraction (ppm) 

1  Pd(II) 102.22 

2 Pt(IV) 182.72 

3 Rh(III) 19.74 

4 Al(III) 1894.72 

5 La(III) 30.97 

6 Ce(III) 1630 

  

 

Figure 2. Selective extraction of Pd(II) with BMDTE and BMTDTE from the ACR solution 

containing six metal ions (i.e., Pd(II), Pt(IV), Rh(II), La(III), Al(III), and Ce(III)). 

Conditions: organic phase = 20.0 mM BMDTE or BMTDTE in chloroform.    

Conclusion   

In the research, two heterocyclic dithioether ligands BMDTE and BMTDTE have been 

examined for their solvent extraction performances of Pd(II) in hydrochloric acid solution. 

The findings of the various studies demonstrated that the synthesized low molecular weight 

of both extractants (BMDTE and BMTDTE) could be a potential candidate for Pd(II) 

recovery from ACR in an acidic medium in the future.  
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研究内容 
本研究グループでは、鉄鋼製錬にて発生する多量のスラグ中にレアメタルが含まれており、しかも、元

素によって存在する鉱物相が異なることに着目し、都市鉱山中のレアメタルをいったんスラグに取り込み、

スラグの冷却過程において特定の鉱物相に濃縮させた後に、その鉱物相を分離することでレアメタルを回

収する技術の確立を研究目的としている。これまでの研究において、レアメタルやりんを含有する酸化物

の組成を制御し高温で溶融後に冷却処理することにより、希少元素を特定の相に濃縮できることを見出し

た。本年度は、Dyの拡散実験から濃化の反応機構を推察した。 

含めた実験データのさらなる効率的な分離回収を目指し研究を行った。 

その結果、Nd、 Smおよび Dyは Calcium phosphate相(CP相)に濃縮し、 Coは Magnesio wustite相(MW相)

中に濃縮することを見出した。さらに、Nd, Sm, Dyの CP相への濃縮には P2O5が、 Coの MW相への濃縮には

FeOが強く寄与していることも見出した。また、1300℃において 20at%Dyにおける Dyの相互拡散係数は

C3P2O8相(C3P相)中で 6.36×10-11 cm2/s 、 MW相中で 1.45×10-11cm2/sであり, 60at%Dyでは C3P相中で 1.41× 

10-11 cm2/s, MW相中で 1.48×10-11cm2/sであった。 MW相中では Fe3+が Dy3+と置換し、 C3P相中では 5～

42at%Dyで Ca2+が Dy2+と 42～90at%Dyで P5+が Dy3+と それぞれ置換することがわかった。以上の結果より、 

C3P相中の Dy拡散速度(6.36×10-11 cm2/s)は MW相中(1.45×10-11 cm2/s)より 4.2倍大きく、 C3P相中の Dy拡

散速度(1.41×10-11 cm2/s)は MW相中(1.48×10-11 cm2/s)と等しい。つまり、 C3P中の拡散速度と MW中の Dyの

拡散速度との差は Dy高濃度域より低濃度域の方が大きく、 Dyの拡散初期で MW相よりも CP相中に Dyが

拡散しやすいことを見出した。 

 

素材製造プロセスを利用した希土類金属元素の回収に 

関する研究開発 

井 上 亮 ・ 高 崎 康 志  

 (秋田大学国際資源学研究科) 
ryo@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：希土類元素を含むレアメタルは様々な産業において必須の元素である。しか

しリサイクルされている割合は低く、新たなレアメタル資源入手ルートの確立が望

まれている。一般的にレアメタルは自動車用鋼材や電子部品等に含まれているが、

その濃度は低い。したがって、従来のリサイクル技術では分離回収ができてもコス

ト的に採算が合わないことが多い。本研究では、希土類金属元素をはじめとするレ

アメタルを酸化物融体中に濃化し、さらに冷却過程において特定鉱物相へ濃縮さ

せ、分離回収することでレアメタルの回収技術確立を目的としている。                       

キーワード：レアメタル、スラグ、高温プロセス、都市鉱山  

独自性・実用性： 
当研究室では鉄鋼製錬におけるレアメタル回収について研究を行っている。鉄鋼製錬では、 
スラグ（酸化物融体）が多量に発生するが、このスラグ中にレアメタルを濃化して回収す 
ることを目的としている。従来スラグ中のレアメタルを回収する研究は行われているが、 
コスト面などの問題から実用化には至っていない。本研究はスラグの冷却過程において晶 
析出する特定の鉱物相にレアメタルを濃化し、これを回収するという独自の視点から研究 
を行っている。本研究結果を基に、大量に発生するスラグから有用元素を回収する技術を 
確立することにより、我が国の資源戦略に貢献できると考えられる。 
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研究背景
我が国の資源戦略上、レアメタルの資源確保は最重要課題である。

産業廃棄物や製錬スラグ中に含有

我が国の資源損失

海外へ搬出

低濃度であるが

多量に存在

希少資源の回収
技術の開発

我が国の
資源戦略に貢献

高温素材製造プロセスの

副産物として

従来のリサイクル技術による
再生地金は新地金に比べ
コストメリットが低い

希少資源の
新入手ルートの確立

・Sm-Co磁石

・Nd-Fe-B磁石

電子レンジ等に使われる。
防錆処理なしでも耐食性は高く、
温度特性も優れた高温に強い

自動車の高性能モーターに使わ
れる。現有磁石の中でも圧倒的
に優れた磁気性

レアアース製品例 分離プロセススラグ凝固
プロセス

酸化プロセス

鉄浴を反応媒体と
してC, Alにより
溶融還元

目的

希少金属元素の中で特に重要なNd, Sm, Dy, Coが濃化
される鉱物相を特定し, 濃化の反応機構を解明する

〈目的〉

●本研究が目標とするレアメタル回収フロー

酸化
(Flux吹込, O2吹付)

濃縮

特定鉱物相への
レアメタルの濃縮

スラグからの
レアメタルの回収

特定鉱物相の
分離

使
用
済
み
先
端
材
料
・
製
造
工
程
く
ず

レ
ア
メ
タ
ル
を
含
む
鉄
鋼
ス
ラ
グ

高
品
位
レ
ア
メ
タ
ル
鉱
石
代
替
品

高炉
スラグ

製鋼
スラグ

磁力選別、浮遊選鉱、
溶液回収等

溶銑

溶銑中に回収

MF

CSMF

MF

MF

スラグ中
に濃化

CS: Calciumsilicate相
MF: Magnesioferrite相

還元プロセス

実験操作（1）特定鉱物相の解明

FeO系： Ar雰囲気中で溶解・冷却
Fe2O3系：大気中で溶解・冷却

 重量比CaO/SiO2(以降C/Sと称す)=1.00, 1.56, 2.00
 FeOまたはFe2O3=24mass%(Fe2O3はスラグ酸化の影響を調べるため)
 Nd, Sm, Dy, Co, B=1%(酸化物として添加）
 緻密質のMgOるつぼ中で溶解

〈スラグの作成条件〉基本組成：CaO-SiO2-FeO- MgO-P2O5系(製鋼スラグ)

10 min

30 min

15 min

15 min

5 h 40 min

るつぼを炉上部に設置

EPMA(EDX, WDX)

るつぼを降下させ、900℃地点で保持

降下再開

支持台に設置(1600℃)

150℃/hで降温

800℃でるつぼごと急冷

樹脂埋め、研磨

＜溶解実験＞

結果

・FeOスラグ(C/S=1.56)の元素マッピング像

Magnesio wustite相(以下MWと称す)

Calcium phosphate相(以下CPと称す)

得られたスラグ試料中には, Calcium phosphate相とMagnesio
wustite相を主とする3~5種類の鉱物相が存在

Dy-Lβ1

Sm-LαNd-LαP-Kα

Fe-Kα Co-Kα

5μm

Nd, Sm, DyはCP相と同相

CoはMW相と同相

考察 FeO系スラグの分配比

・LNd, LSm, LDyとCP相中のP2O5濃度の関係

・LCoとMW相中のFeO濃度の関係

増加
増加 増加

増加

C/S=1.56のとき分配比は最も高い

=

異なる酸化物相A, B間の分配比を
次のように定義

特定鉱物相への濃縮性を示す指標とする

Nd, Sm, Dy,Coの分配比を算出

E. F. Osborn and A. Muan, Pennsylvania State University, State 
College, Pennsylvania; private communication, 1960.

SiO-CaO-FeO系状態図

1600℃

C/S=1.56
C/S=2.00 固液共存状態

・P2O5の活量高い
・粘性高い

C/S=1.00

P2O5はCPに入りづらい
拡散しにくい

考察 FeO系スラグの分配比

CPが析出しづらい
拡散しにくい

1600℃では融解
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1. Dy2O3活量測定

1)MW, MF, CP相中のDy2O3活量の低さを比較
2)中間化合物生成によるDy2O3活量の低下

2. MW, CP相中でのDy置換・拡散

3.   中間化合物中のDy置換・拡散

4. 状態図作成

考察 Dy2O3濃化相の生成しやすさの解明

拡散対法

なぜDy2O3はMWよりCPに濃化しやすいのか

〈解明方法〉

マッピング, 分配比

拡散実験 拡散対法

MW/Dy2O3とC3P/Dy2O3を拡散対とした拡散実験を行う

濃度－距離曲線をもとに相互拡散係数を算出

CP中でDyが濃化しやすいのか考察
短時間・長時間での濃化挙動

拡散対法とは

界面近傍で
A原子⇒B側, B原子⇒A側
に移動し, AとBが混合

異なる金属or酸化物を機械的に
張り合わせ, 加熱t=0

t=t1

A B

※Tricalcium phosphate
C/S=1.56のとき, CP相としてC3Pが
確認されたため, 拡散実験で使用

実験操作（2）

Tricalcium phosphate試薬
(以降C3Pと称す)

Dy2O3

圧粉体作成

(1400℃3day焼結したもの)

大気下それぞれ1300~1500℃
で所定時間保持

樹脂埋め、ダイアモンドカッター
で縦に切断した後、鏡面研磨

EPMA-EDX(WDX)で観察、分析

REM濃度変化領域
樹脂

(1550℃で3day焼結,急冷したもの)

Magnesio wustiteであるとXRDで確認

80mass%MgO-Fe2O3

Dy2O3

80%MgO-20%Fe2O3
またはC3P

線分析
反応
界面

中間相

Dy2O3 MW
または

C3P

C3P MW C3P MW C3P MW
3min ○ ○ △ ○
5min ○ ○ △ ○ △ ○
8min ○ ○ △ ○ △ ○
10min ○ ○ △ ○ △
15min △

1h △
3h △
6h △ ○ △ △

1300℃ 1400℃ 1500℃Temp
Mineral phase

H
ol

di
ng

tim
e

中間相あり中間相なし

結果 温度条件と各保持時間

MW中のDyとC3P中のDyの
相互拡散係数 の算出

0

20
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80

100

-5 -3 -1 1 3 5C
on

ce
nt

ra
tio

n 
of

 D
y/

at
%

 

Position, x/μm

Dy2O3

MW
または

C3P

中間相なし

0

20

40

60

80

100

-5 -3 -1 1 3 5C
on

ce
nt

ra
tio

n 
of

  D
y/

at
%

 

Position, x/μm

中間相あり

Dy2O3

MW
または

C3P

〈濃度ー距離曲線モデル〉

※相互拡散係数： 濃度勾配を駆動力として
拡散物質が移動する速度

0

20

40

60

80

100

-5 -3 -1 1 3 5

C
on

ce
nt

ra
tio

n
of

 c
A
/a

t%
 

Position, x/μm
x=0

考察 Boltzmann-Matanoの解析

接線の傾き
の逆数

Matano Interface
左右で斜線領域の面積
が等しくなる界面

緑領域の
面積

相互拡散係数

反応界面

成分A 成分B
2元多相系の相互拡散の解析法

非定常で拡散係数Dが濃度c(位置x)の
関数である場合

0

20

40

60

80

100

0 2 4 6 8

Position, x/μm

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
of

 D
y/

at
%

考察

拡散距離の熱処理時間依存各保持時間に対するDyの濃度
プロファイル

5min

10min
8min

15min

1300℃のC3P中における濃度プロファイル

-10

-5

0

5

10

0 2 4 6 8

Po
si

tio
n,

x/
μm

Sqare root of time, √ / min1/2

10at%
20at%
30at%

60at%
70at%
80at%

10min
5min 8min

t=60をひき、1h後のプロファイルの形状を推定

M M M
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-10

-5

0

5

10

15

20

0 20 40 60 80 100

Po
si

tio
n,

x/
μm

Concentration of Dy/at%

考察

予想される1h後の濃度プロファイル
相互拡散係数

傾き(赤) 斜線部分

1300℃におけるDDyの比較

in C3P

in MW

Dy=20at %では

MW中

C3P中

・Dy=60at %

⇒同様にしてDy=60at%のC3P中, MW中, 
中間相中の を算出

1.41×10-11cm2/s

1.48×10-11cm2/sMW中

C3P中

C3P/Dy2O3の中間相中 ×10-11cm2/s

＞

より大きい

Dy=60at %では
最も大きい

考察 Dyの置換

リン酸塩鉱物の基本組成 A5(XO4)3Z A2A3(XO4)3Z

‘

‘

レアアース, P, Caを含む鉱物として

参考：ASTM-Rare Earth

Ca2+⇔Dy3+もしくはDy2+の置換反応と仮定

Z: F, Cl, OH, O
X: P, S, Si, As, V, B, Al, Ta
A, A: Ca, Pb, Sr , Ba, Y, La,Ce, Nd, Na, Bi, Th, Fe, REM, Ln,Ti

AとA’の置換反応

Ex.)モナズ石, cheralite, ゼノタイム等

これらの拡散はどのような反応なのか

考察 Dyの置換

水平であるほど, その置換反応が優勢

DyがC3P中でどの元素と置換しながら拡散するのか

DyがP5+もしくはCa2+と置換すると仮定したときの
陽イオン等量

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100

1300℃, 6h

L i

Concentration of Dy/at%

Dy3+ ⇔ P5+

Dy2+ ⇔ Ca2+

Dy3+⇔P5+は次式で置換固溶したと推測

Dy3+ ⇔ Ca2+

・Dy=42~90at% ⇒ Ca3(P1-yDyy)O8-2y (y=0.42~0.90)

・Dy=5~42at%⇒ 3(Ca1-xDyx) O・P2O5 (x=0.083~0.42)

考察 Dyの拡散速度

3(Ca0.8 Dy0.2)O・P2O5相中

6.36×10-11cm2/s
Mg(Fe0.8Dy0.2)2O4相中

1.45×10-11cm2/s
4.2倍

1300℃において

Ca3(P0.4Dy0.6)8-2y相中

1.41×10-11cm2/s
Mg(Fe0.4Dy0.6)2O4相中

1.48×10-11cm2/s

＞

≒

MW/Dy2O3拡散C3P/Dy2O3拡散

Dy=60at%

Dy=20at%

C3P中の
MW中の

Dy高濃度域＜Dy低濃度域

Dyの拡散初期はMW相よりもCP相中にDyが拡散しやすい

の差・・・

C3P/Dy2O3における中間相では ×10-11cm2/s

Dyが中間相中に拡散しやすくなる

最も大きい

考察 Dyの拡散速度

3(Ca0.8 Dy0.2)O・P2O5相中

6.36×10-11cm2/s
Mg(Fe0.8Dy0.2)2O4相中

1.45×10-11cm2/s
4.2倍

1300℃において

Ca3(P0.4Dy0.6)8-2y相中

1.41×10-11cm2/s
Mg(Fe0.4Dy0.6)2O4相中

1.48×10-11cm2/s

＞

≒

MW/Dy2O3拡散C3P/Dy2O3拡散

Dy=60at%

Dy=20at%

C3P中の
MW中の

Dy高濃度域＜Dy低濃度域

Dyの拡散初期はMW相よりもCP相中にDyが拡散しやすい

の差・・・

C3P/Dy2O3における中間相では ×10-11cm2/s

Dyが中間相中に拡散しやすくなる

最も大きい

結論

合成スラグの融解・冷却およびSEM-EDX(EDX)による分析を
行い, Nd, Sm, Dy, Coの濃縮について以下の結論を得た。

(1) Nd, SmおよびDyは製鋼スラグ中のCP相に濃縮し, CoはMW相へ
濃縮した。

(2) Nd, Sm, DyのCP相への濃縮にはP2O5が, CoのMW相への濃縮に
はFeOが強く寄与した。

(3) MW相中ではFe3+がDy3+と置換し, C3P相中では5~42at%DyでCa2+

がDy2+と, 42~90at%DyでP5+がDy3+と, それぞれ置換することが
わかった。

(4) Dyの拡散初期はMW相よりもCP相中にDyが拡散しやすい

(5) DyがC3P/Dy2O3の中間相中に拡散しやすくなる
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■今年度の研究成果 

代表的な研究課題名並びに研究項目は以下の通りである。 

(1) 正方晶 B2・FeCo基合金による革新的永久磁石の開発（NEDO H28エネルギー・環境新技術先導
プログラム） 
・単結晶 FeCo薄膜の合成と格子整合によるエピタキシャル成長あるいは第三元素添加を利用し
た一軸歪の導入 

(2) イオン注入で 3nm未満の反強磁性ナノ構造を誘起する新規な超高密度記録媒体の開発（H27科学
研究費補助金 若手研究 A） 
・L10 FePt-M (M = Cr, Mn, Ru, Rh, Ir) 規則合金薄膜の合成と磁性相変化メカニズムの解明 
・電子線リソグラフィー及びイオン照射を利用したナノドット配列（BPM）の作製 

 以降は主に上記(1)の成果について報告する。 

貴金属-遷移金属系磁気機能薄膜の開発と微細磁区構造観察 

長 谷 川  崇 ,  大 笹  憲 一  

 (第２研究グループ) 
takashi@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：貴金属(Ru, Rh, Pd, Ir, Pt)と遷移金属(Cr, Mn, Fe, Co)の合金は、規則化すること
で高い一軸磁気異方性と、高い耐食性および耐酸化性を有するものが多く、高性能な永

久磁石や次世代の超高密度磁気記録媒体（ビット・パターンド・メディア；BPM）への
応用が期待されている。磁性薄膜の高機能化のためには、結晶構造制御、ナノスケール

微細加工によるサイズ制御、微細磁区構造観察による磁化過程の解明等が重要になる。

本研究グループでは、革新的永久磁石創製および次世代 BPM の開発を目的として研究

を進めている。 

キーワード：貴金属 (Ru, Rh, Pd, Ir ,  Pt)‐遷移金属 (Cr,  Mn, Fe,  Co)合金、規則合
金、磁性相変化、磁性ナノドット，磁性ナノ粒子  

実用性： 
電気電子材料を用いた薄膜の結晶構造制御や物性制御は、電子デバイス、ナノス

ケール微細加工を目指す産業界にとって、重要なキーテクノロジーである。 
(1) 革新的永久磁石創製 
 高性能な永久磁石を実現するための候補材料として、全遷移金属中で最も飽和磁

化が高い FeCo 合金に注目する。本材料は、第一原理計算によると、正方晶歪みを
導入することで非常に大きな一軸磁気異方性を発現することが予測されている。 
(2) 次世代 BPM開発 
 超高密度磁気記録媒体の有力候補である BPM では、物理的ミリングの際に生じ
る結晶ダメージが問題となっている。そこで本研究では、膜を物理的にはミリング

せずに磁性相のみを制御する新規な BPM 作製法の開発を進めている。これにより
製造プロセス数が半減すると同時に、より一層の高記録密度化が可能となる。 
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calculation

Till Burkert et.al., Phys. Rev. Lett., 93. 027203 (2004)

Motivation

fcc

bcc

1

FeCo
Buffer

Material Structure a (nm) a/√2 (nm) c/a FeCo
FeCo bcc 0.285

Rh fcc 0.381 0.269 1.19
SrTiO3 ペロブスカイト 0.391 0.276 1.10

Ir fcc 0.384 0.271 1.16
FePt fcc 0.384 0.271 1.16

Au0.5Cu0.5 fcc 0.396 0.280 1.06
Au0.3Cu0.7 fcc 0.375 0.265 1.24
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Experiment 2
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5

Due to the high Ms and the high Ku, the tetragonally distorted FeCo is expected for the

practical applications of recording media and permanent magnets.

Results
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Figure 2 | Micropatterning process. a, Fabrication process using electron beam 
lithography. b, Top-view drawing of the dot patterns.

a

b

Spacing = 30 nm (constant)D

Ar ion milling

Negative resist

MgO substrate

FeCo(Al) (t nm thick)
Rh (20.0 nm thick)

― 140 ―



7Results

Single domain size: 30-50 nm

Figure 3 | Surface topography and magnetic domains in dots. SEM images and 
demagnetized MFM images.
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9

The demagnetizing factors (ND and Nt) for an oblate spheroid having the major 
axis (D, D, t) with k = D/t > 1 are

ND = k 2 k 2 k 2 and Nt = 1–2ND. 

Discussion

D

t

The demagnetizing field (Hd) is given by  Hd = –N Ms/μ0.

Ms
Hd

Nucleation sites
(Regions with low order parameter S and/or low Ku
caused by annealing and/or ion milling.

t→D,  k→1,  ND→Increase,  Nt→Decrease,  Hd→Decrease,  Hc→Increase

Hc is given by Hc = p(2Ku/Ms) – Hd, where p is a factor describing the nucleation 
site, with p < 1.

10Summary

(1) A tetragonally distorted FeCo(Al) thin film with a lattice parameter ratio c/a

of 1.01–1.21 was fabricated, and a large Ku of 2.1 × 106 J·m-3 was

obtained.

(2) A coercivity of 0.60 T was measured for the micropatterned FeCo layer with

20.0 nm thickness and dot pattern diameter of 50 nm.

(3) The maximum energy product (BH)max of FeCo(Al) is expected to be ~763

kJ·m-3, i.e. 150% of FeNdB, under the assumption of single domain dots

following coherent rotation with Ms = 1.95 Wb·m-2 and 100% filling of dots

on the 2D surface.

(4) The bct FeCo shows high potential for future applications requiring high

magnetic anisotropy and high flux density, such as high-density magnetic

storage and innovative permanent magnets.

(5) The combination of lattice engineering and micropatterning can yield

materials possessing high Ku, Hc, and Ms.
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  キーワード：コーティング，準結晶，Al-Cu-Fe系合金，電析，熱拡散 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

1. はじめに 

 自動車エンジン内で燃料を燃焼させたとき，燃料のもつ熱エネルギーはピストンの頂面と筒内壁の昇温

により多くが浪費され，有用な出力に約 1/3 しか変換されていない 1 )。この浪費される熱を減少させると

エンジンの熱効率は改善される。この熱効率を改善する方法の１つに，エンジンピストンに低熱伝導，低

熱容量の特性をもつ材料のコーティングがある。低熱伝導の特性による遮熱化により，昇温時のピストン

温度の上昇がピストン頂面で抑えられ，熱損失を減らすことができる。また，低熱容量の特性から，排気

時におけるピストン温度の低下が促進され，吸気時の燃料と空気の混合気の温度上昇が抑えられる。エン

ジンピストン材料は Al-Si 合金から構成されており，このコーティング材にはこれと熱膨張係数の近い Al
系合金が求められる。準結晶金属は，低熱伝導性，低熱容量性の特性をもつことから，Al-Cu-Fe 系準結晶
合金（Al63Cu25Fe12）がエンジンピストンのコーティング材料としてふさわしいと考えた。 
 工業的に合金を 100 μm 程度の厚さにコーティングする場合には溶射法が利用されている。しかし，溶
射法ではコーティング合金の溶解鋳造による作製，作製した合金の粉末化，粉末合金を使った溶射の 3 プ
ロセスを要するため，溶射法によるコーティングはコスト高になるという欠点がある。また，溶射法では

形成される膜の緻密性や基材との密着性が良好といえない。本研究で採用する電析法では，電析膜が緻密

で基材との密着性が良好な場合が多い。また，装置が簡単なため，設備コストが安く，さらに 1 プロセス
で成膜できるためランニングコストも安価である。 
 エンジンピストン用のコーティングの厚さについては，低熱伝導性，低熱容量性の特性をピストンに発

現させるためには50 μm以上が必要と考えられている。しかし，電析法により形成される膜の厚さは最大

増 田  実 ， 佐 藤 菜 花 ， 福 本 倫 久 ， 原  基  

 (第 2研究グループ) 
haramoto@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：低熱伝導，低熱容量の物質である Al系準結晶物質を Al基材にコーティングするた
めに，電析法により Al基材上に Cu，Feおよび Alを膜状に付着させ，さらに応力をかけ
ながら拡散熱処理を行った。各金属の膜厚と熱処理条件を変えながらコーティングの作製

を試みた結果，Cu，Fe，Al，Cuの順に成膜し，それぞれの厚さを約 8，10，9，6 μmとし
て，さらに 565℃で 5.7 ksの熱処理を行うことにより化学組成が均一なコーティングを作
製することができた。このコーティングを X線回折で同定した結果，Al-Cu-Fe系準結晶
相を多く含むことが確認された。 

キーワード：研究概要、結果紹介等に係るキーワードを 3つ以上記入願います 
          

独自性・実用性： 
当研究グループでは，電析法と熱拡散法の組み合わせで耐酸化性を有するコーティングの 
作製に成功してきた。この方法によるコーティングは工業的に行われている溶射法に比べ 
設備コスト，ランニングコストとも格段に安価であるという特長がある。本研究では，自 
動車用エンジンのピストンに低熱伝導，低熱容量の物質をコーティングするとエンジンの 
熱効率が改善されることに着目し，ピストン材料であるAlに低熱伝導，低熱容量の物質 
であるAl系準結晶物質を電析法と熱拡散法の組み合わせでコーティングすることを試み 
た。 

電析法と熱拡散法による Al-Cu-Fe化合物コーティングの作製 
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で 10 μm程度であるため，本研究では Cu，Fe，Al，Cuの順に成膜して 4層膜とし,これらを熱処理によ
り相互拡散させることで厚さが 50 μm以上の Al-Cu-Fe系合金コーティングを作製した。作製したコーテ
ィング試料については，断面形態の観察，化学組成の分析，構成相の同定を行った。 
 
2. 実験方法 

 基材試料には10 mm×10 mm×2 mmのAl板を使用した。Al板はエメリー紙400～1500番まで研磨し
た。前処理として60℃の硫酸（30 vol%）中でエッチングを行い，表面を清浄化した。 
 Cu 電析には硫酸銅，硫酸，塩化ナトリウムから成る水溶液を使用し，Fe 電析には硫酸鉄，塩化鉄，塩
化アンモニウムから成る水溶液を使用した。ともに浴温度は 30℃とし，電流密度 100 mA/cm2の定電流電

解により電析を行った。Al 電析は，水溶液中での電析ができないため，電解浴に有機溶媒を使った。すな
わち，ジメチルスルホンを電解浴 2 )とし，これにAlイオン源として塩化アルミニウムを添加した。浴温度
は100℃とし，電流密度100 mA/cm2の定電流電解により電析を行った。 
 Al 基材上に Cu，Fe，Al，Cu の順に電析した試料について，真空（5.0×10-4 Pa）中で拡散熱処理を行
った。熱処理中，試料面に垂直な圧力をかけた。加熱温度は 565℃とし，加熱時間は 8.1 ksとした。熱処
理後の試料表面について X線回折を行い，コーティングを構成する物質を同定した。その後，試料断面を
SEMで観察し，コーティング断面についてEPMAにより化学組成の分析を行った。 
 
3. 実験結果 

3. 1 電析後の試料形態 

 図 1に，Al材上にCu，Fe，Al，Cuの順に電析し，それぞれの膜厚を電析時間の調整により約 8，10，
9，6 μm としたときの試料断面の光学顕微鏡写真を示す。それぞれの金属の膜が均一にかつ緻密に形成さ
れたことがわかる。基材Alに対する密着性も良好である。 
 

3. 2  熱処理後に形成されたコーティングの形態と構成物質 

 図 2に，Al材上にCu，Fe，Al，Cuの順に電析し，Al膜および最後に電析したCuの膜の厚さをそれぞ
れ約9 μmおよび約6 μm一定とし，最初に電析したCu膜およびFeの膜の厚さをそれぞれ6～11 μm，8
～13 μmに変えた試料について，565℃，8.1 ksの熱処理を行った後，試料表面に対しX線回折を行ったと
きの X 線回折図を示す。各試料とも，形成されたコーティングが主に準結晶相（i 相，Al62.5Cu25Fe12.5）と

ω相（Al2Cu2Fe）から成ることがわかる。とくに，Cu膜厚さ8 μm，Fe膜厚さ10 μm，Al膜厚さ9 μm，
Cu膜厚さ 6 μmの試料で最も準結晶相の回折強度が強くなることがわかった。この結果は，この試料に形
成されたコーティングには準結晶相が多く含まれていることを示している。 
 図 3に，最も準結晶相が多く含まれた，Cu膜厚さ 8 μm，Fe膜厚さ 10 μm，Al膜厚さ 9 μm，Cu膜厚
さ 6 μmの試料の断面の SEM写真（反射電子線像）とライン分析結果を示す。厚さ約 80 μmのコーティ
ングが基材Alに対し密着性良く形成されたことがわかる。コーティング中のAl，Cu，Feの濃度はほぼ一
定になっているが，コーティングの表面部で Cu 濃度がやや高かった。コーティング表面部における Cu
濃度は約23 at%，Fe濃度は約11at%となっている。 
 図４に，図 3に示した試料のコーティング表面部におけるAl，CuおよびFe濃度をAl-Cu-Fe3元状態図
（600℃）3 )上に示す。この結果は，コーティング表面部が準結晶相（i 相）とω相に構成されていること
を示している。これは，図2のX線回折結果と対応している。 
 以上のように，Al材上にCu，Fe，Al，Cuの順にそれぞれの厚さを約8， 10， 9， 6 μmとして電析し，
565℃，8.1 ks の熱処理を行うことにより，Al-Cu-Fe 系準結晶相を多く含むコーティングが形成されるこ
とが明かになった。 
 
4. まとめ 

 本研究で得られた結果をまとめると次のようになる。 
(1) 水溶液を媒体としたCuおよびFe電析と有機溶媒を媒体としたAl電析により，Al基材上にCu膜，Fe
膜，Al膜，Cu膜から成る4層膜が形成された。 
(2) Cu膜，Fe膜，Al膜，Cu膜の厚さをそれぞれ約8，10，9，6 μmとし，565℃，8.1 ksの熱処理を行う
ことにより，Al-Cu-Fe系準結晶相（Al62.5Cu25Fe12.5）を多く含むコーティングが形成された。 
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図 1   Al基材上へCu膜，Fe膜，Al膜，Cu膜を電析した後の断面の光学顕微鏡写真 

図 2   Al基材上にCu膜(6~11 μm)，Fe膜(8~13 μm)，Al膜(9 μm)，Cu膜(6 μm) を電析後，565℃， 
  8.1 ks 熱処理した試料表面のX線回折結果 
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図 3   Al基材上にCu膜(8 μm)，Fe膜(10 μm)，Al膜(9 μm)，Cu膜(6 μm) 電析後， 565℃，8.1 ks  
熱処理した試料の断面の SEM写真とライン分析結果 

図 4    Al-Cu-Fe 3元状態図（600℃）上への図 3に示したコーティング表面部のAl，
Cu，Fe濃度のプロット 
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１．緒 言 

省エネルギー対策の推進に適う軽量金属構造材料の開発研究を通じ，マグネシウム(Mg)にイットリウム(Y)と亜鉛

(Zn)を同時添加した Mg 合金が，従来材を圧倒する機械的性質を示すことが明らかになって以来（K. Kawamura et 

al. : Mater. Trans. 42 (2001) 1172-1176.），今や最も実用化が期待される研究材料の一つとなった。その後，優れた機

械特性をもたらす主因が，α-Mg 固溶体と濃度変調と構造変調を同期させた新奇な長周期積層構造(LPSO)相から

成る二相組織にあることが明らかになり (E. Abe et.al.: Acta Mater., 50 (2002) pp.3845-3857)，今やMg合金といえば

LPSO型構造を中心とする研究が全盛の時代となった。 

Mg-Zn-Y 系で生じる LPSO 相は，鋳造の凝固過程で形成される安定相であり，その後の熱処理による組織制御

は原理的に困難とみられてきた。そのため，「押出」のような塑性加工を利用して二相組織の微細化を促す以外には，

機械的性質の向上を目指した精緻な組織制御の開発に関する研究はほとんど行われていないのが現状である。今

後の合金探査方針として，できる限り希土類(RE)金属に対する依存度の低減を図りながら，材料自体の比重増加を

抑えることが望ましい点を考慮すると，同じ原子分率で比較したときに軽量化に有利な合金，つまり原子量の比較的

小さな Y＋Al を添加した LPSO 型 Mg 合金の有望性を検証してゆくことが重要である。そこで本研究では Mg-Al-Y

系を軸に，析出強化の更なる増強を追求して，LPSO 相の高規則化と微細分散化の促進に加え，異種析出物を混

在させることで析出組織の複合化を図るための制御プロセスを検討した。  

 

希少元素含有 Mg合金の組織・構造制御と機械的性質 

齋 藤 嘉 一 ， 佐 藤 勝 彦  

 (物質科学専攻，材料理工学コース) 
ksaito@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：次世代の軽量金属材料の開発を念頭に，希少金属を含有させたマグネシウム

合金の機械的性質の向上を追求した組織制御を試みた。特に，Y や Gd（1.5～
2.0at%）と少量の Al（～0.1at%）を複合添加した合金に対して，高温域（～500℃）
と低温域（～200℃）の時効処理を組み合わせた複合熱処理を施すことによって，長
周期積層構造（LPSO 相）ならびに Mg7Y 型斜方晶を有する時効析出物から成る複合
組織が得られ，従来Mg材を上回る軽量化と強靭化が期待された。 

キーワード：マグネシウム合金，軽量構造材料，組織制御，析出強化 
          
独自性・実用性： 
本研究は，次世代の構造用金属材料として期待される LPSO 型 Mg 合金の機械的

性質の向上を企図した組織制御の技術開発に関わる基礎研究である。濃度変調と構

造変調が同期した長周期積層規則構造(LPSO)相を含有する Mg 合金が優れた強度・

延性能を有することで注目されているが，その微視的強化機構や強化原理については

不明な点が多い。本研究では，同型合金の添加物として最も一般的な「Zn＋Y」の代わ

りに「Al＋Y」を採用した Mg-Al-Y 基合金に注目し，LPSO 相の高規則化と微細分散化

に加え，異種析出物を混在させて析出組織のハイブリッド化を促すことで析出強化の

増進を追求した。 
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２．実験方法 

 本研究で試作した合金は表１に示す 3 種類で，いずれも所定の組成比になるよう秤量した純金属原料を元に，高

周波誘導加熱装置による均一合金化によって得た。これらに対して，所定の溶体化処理（～580℃）と析出熱処理を

施したものを電子顕微鏡観察用試料に供した。本実験で用いた透過型電子顕微鏡は日本電子製 JEM-2100F で，

加速電圧 200KVの下，TEM像，電子回折像，STEM像を撮影し，組織・構造に関わる情報を収集した。 

 

表１ 合金組成と熱処理 

  

 

３．実験結果 

 （次頁のパワーポイント参照） 

 

４．結 論 

 Y や Gd（1.5～2.0at%）と少量の Al（～0.1at%）を複合添加した合金に対して，高温域（～500℃）と低温域（～200℃）

の時効処理を組み合わせた複合熱処理を施すことによって，長周期積層構造（LPSO 相）ならびに Mg7Y 型斜方晶

を有する析出物から成る複合組織が得られ，Mg 材料の析出強化の増強が期待された。また，Al を微量添加するこ

とによって，18R-LPSO型構造を基本としながら，HCP母相の c軸方向にとどまらずその垂直面内にも高い規則配列

を併発させた発展的秩序相が安定化することが明らかになった。以上の結果は，LPSO型 Mg合金の開発研究を推

進させるための先導的知見になるものと期待される。 
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■新技術の特徴 

（Ａ）強磁性・強誘電材料を用いたハードディスクドライブ・磁気メモリ・光磁気デバイスでは，現行のそれ

らと比較して，超低消費電力駆動，低エラーレート動作，素子の微小化および構造簡略化，が可能となる． 

（Ｂ）交番磁気力顕微鏡に関して，非共振交番磁気力が誘起する探針振動の周波数変調現象を利用することで，

従来の磁気力顕微鏡では困難であった，1）試料表面（平滑面および凹凸の大きな破断面）近傍での磁場の単独

検出，2）磁場の上向き/下向き等の極性識別，3）交流磁場のストロボ計測・直流磁場のベクトル計測，4）直

流・交流磁化成分の同時計測を実現できる．また，磁気力顕微鏡探針に関して，自転した探針ホルダーへの磁

性薄膜の傾め方向成膜，in-situ で Si 探針表面酸化処理/磁性薄膜成膜，を行うことができる磁性探針作製用成

膜装置を用いることで，a）立体物である探針先端部分への均一成膜，b）薄膜初期成長層の無い極薄高品位磁

性薄膜の形成が可能になり，優れた磁気特性を有する先端先鋭な磁性探針を形成できる． 

■想定される用途 

（Ａ）電圧駆動方式の超低消費電力型磁気デバイス（磁気記録装置・磁気メモリ・磁気センサ・光磁気素子）． 

（Ｂ）磁気記録ヘッド・磁気記録媒体などの磁性薄膜デバイスや永久磁石等の強磁場発生試料の，表面磁区構

造観察および表面磁場の高空間分解能観察． 

実用性： 
（Ａ）強磁性・強誘電薄膜に関する今年度の成果として，これまで検討してきた(Bi0.6Ba0.4)FeO3

に対して３倍程度大きい飽和磁化（200 emu/cm3）を有するε構造の Fe2O3を，ｽｯﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ法で作

製することに成功した［本稿 2 ページ参照］．本検討は，超低消費電力書込み型の新規な磁気記録

媒体（特許 第 5771788 号および US8,891,190 を基本特許として保有）および新規な磁気ﾒﾓﾘ（特

願 2015-126013）の実現に向けたこれまでの研究の一環である．さらに，本薄膜の光磁気ﾃﾞﾊﾞｲｽ応

用に関する共同研究を計画しており，特許（特願 2016-69189,69190）を共同出願した． 
（Ｂ）磁気力顕微鏡に関する今年度の成果として，従来の磁気力顕微鏡では困難であった永久磁石

の破断面での磁区観察に世界で初めて成功した．さらに磁石に交流磁場を印加した際の試料磁化の

可逆成分（交流磁化率に対応）及び不可逆成分の同時観察に成功した．［本稿 3～5 ページ参照］こ

こでは，独自技術である交番磁気力顕微鏡（世界最高の空間分解能 5 nm（従来は数 10 nm）を実

現．基本特許である特許第 5424404 号，US8,490,209 の他，国内 14 件，PCT 5 件，米国 3 件，欧

州 2 件の関連特許有り）および高磁化率 Co-Gd2O3 超常磁性探針（特願 2014-165435 を広組成域で

出願）を用いた．一方，高密度磁気記録媒体観察では，高感度 Fe 系非晶質ｿﾌﾄ磁性探針の開発によ

り交番磁気力顕微鏡観察において，さらに空間分解能を向上させた［本稿 6 ページ参照］．なお，

交番磁気力顕微鏡は㈱日立ﾊｲﾃｸｻｲｴﾝｽおよび秋田県産業技術ｾﾝﾀｰと共同で開発した．磁性探針の開発

には、日東光器㈱と共同で開発した小規模量産機を用いた．（JST「先端計測分析技術・機器開発

事業（機器開発ﾀｲﾌﾟ）＜平成 23-26 年度＞【事後評価 A】」の支援による） 
これら技術は，次世代高性能磁性材料及び磁気ﾃﾞﾊﾞｲｽの研究開発のｽﾋﾟｰﾄﾞｱｯﾌﾟに有用となる． 

希少元素を用いた高機能磁気素子及びナノスケール磁気計測システムの開発 

齊 藤  準 、 吉 村  哲 、 木 下 幸 則

 (第２研究グループ)
hsaito@gipc.akita-u.ac.jp, 

概要：希少元素である貴金属元素等を含む磁性合金は，有用な磁気物性を示すものが多く，薄膜形態で高密度

情報ストレージや高度医療等への適用が可能な高機能磁気素子への応用が期待されている．高機能性導出のた

めにはナノスケールでの構造制御が必要であり，またナノスケールでの磁気機能性の計測･評価技術が重要に

なる．本研究では，主に磁気ストレージをターゲットとした高機能磁性薄膜・磁気素子を作製し，磁気特性を

評価する．あわせて次世代磁気機能素子の評価に必要となる高い空間分解能を有する高機能な磁気力顕微鏡

（Magnetic Force Microscopy; MFM）を開発する． 

キーワード：磁気ｽﾄﾚｰｼﾞﾃﾞﾊﾞｲｽ，高機能磁性薄膜，ﾅﾉｽｹｰﾙ磁気ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ手法，磁気力顕微鏡，磁性探針 
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高保磁力かつ高飽和磁化・-Fe2O3強磁性・強誘電薄膜の作製 
【2017年1月4日「強的秩序とその操作に関わる研究ｸ゙ ﾙー ﾌ゚  第4回 研究会 (東京大学)」でのﾎ゚ ｽﾀー 発表図面】 

 
  

高保磁力かつ高飽和磁化・-Fe2O3強磁性・強誘電薄膜の作製

【背景】

【結果】

【まとめと今後の展開】

吉村哲1,2 

1. 秋田大学大学院理工学研究科附属理工学研究センター、2. JST さきがけ

【これまでの結果】

電界印加方向の変化による磁化方向制御の模式図

Magnetic field, H Electric field, E

Magnetization, M Electric polarization, P

Magnetoelectric
effect

強磁性・強誘電の特徴とその代表的な材料

電圧駆動型の新規な低消費電力型磁気デバイスの創製が期待

【室温で優れた磁気特性を有する強磁性・強誘電材料】

作製に成功した(Bi,Ba)FeO3強磁性・強誘電薄膜の特性

準安定相材料（薄膜合成が一般的に困難）であっても、基板表面に

おける粒子のエネルギーを制御することにより、薄膜の合成が可能。
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【本研究の目的】
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電界書込み

単相で強磁性・強誘電特性を有する薄膜を用いた
電界印加のみによる磁化反転の実証例

高い保磁力（Hc）および飽和磁化（Ms）がナノ微粒子形状におい

て確認されている、準安定相である 構造のFe2O3 強磁性・強

誘電薄膜の形成を、イオンアシスト機能を有するイオンビームス

パッタリング装置を用いて試みる。

【実験方法】

・ 高品位な -Fe2O3 薄膜の形成が可能になれば、高性能な

電圧駆動型磁気デバイスの実現が期待できる。

・ 強誘電性や電気磁気効果など、未知の特性を評価する。

High Hc
and 

high Ms

イオンアシスト機能を有するイオンビームスパッタリングにより高品位な酸化物薄膜を成膜可能

Deposition Gun
setup actual situation

RF FWD W 110 103
RF REF W 0
Pos Grid V 1022 999.8
Pos Grid mA 24 24
Neg Grid V 300 291.5
Neg Grid mA 1.7
Xe flow sccm 2 1.9

Neu Curr mA 75 87.5
Neu Volt V 257.1
New Ar sccm 2 2

V+ (V) V- (V) Ar (sccm)RF (W) I (mA) Rotation Angle Gas Neu
(%) (deg)

❶ 　　　　－　　　　－　　　　－　　　　　－ 　　　　－ 50 80 　－ 　　　－
❷ 60 30 4 40 9.3 ↑ ↑ Ar ↑
❸ 60 30 ↑ 50 12.3 ↑ ↑ ↑ ↑
❹ 60 30 ↑ 60 15.2 ↑ ↑ ↑ ↑
❺ 100 50 ↑ ↑ 17.8 ↑ ↑ ↑ ↑
❻ 200 100 ↑ ↑ 21.5 ↑ ↑ ↑ ↑
❼ 60 30 ↑ ↑ 15.2 ↑ ↑ Ar+O2 ↑
❽ 100 50 ↑ ↑ 17.8 ↑ ↑ ↑ ↑
❾ 200 100 ↑ ↑ 21.5 ↑ ↑ ↑ ↑
❿ 60 30 ↑ ↑ 15.2 ↑ ↑ ↑ 80mA, 3sccm
⓫ 100 50 ↑ ↑ 17.8 ↑ ↑ ↑ 80mA, 3sccm
⓬ 200 100 ↑ ↑ 21.5 ↑ ↑ ↑ 80mA, 3sccm
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結晶構造・磁気特性の成膜後熱処理温度条件依存性

成膜後熱処理は ε 構造の形成に不適
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交番磁気力顕微鏡を用いたフェライト磁石の破断面における 
直流および交流磁化成分の磁気イメージング 

【2016年 9月 6日「第 40回 日本磁気学会学術講演会 06pD-5 (金沢大学)」での口頭発表図面】 
 

  

交番磁気力顕微鏡を用いた
フェライト磁石の破断面における

直流および交流磁化成分の磁気イメージング

曹 永澤、江川 元太、吉村 哲、齊藤 準

秋田大学

第40回 日本磁気学会学術講演会（06pD-5） 金沢大学 2016年9月6日 1/14

背景および目的
【背景】
近年の希土類磁石の磁区観察の課題
観察面の調整法の違いにより、磁区構造が大きく変化.
・これまで用いられてきた平滑な、機械研磨面
→ 磁化反転が磁石内部と比較して、弱い磁場で発生.

・結晶粒界で破断させた面（破断面）
→ 磁化反転がバルク体と同等の磁場で発生.

（放射光を用いた走査型軟Ｘ線MCD顕微鏡による観察結果)

【目的】
磁気力顕微鏡を用いて、永久磁石の破断面での磁区観察を実現する.

【本研究】
磁気力顕微鏡として、交番磁気力顕微鏡（Alternating Magnetic Force 
Microscopy）を用いる.
交番磁気力顕微鏡の特徴

・直流磁場や交流磁場のゼロ検出や極性検出が可能.
・超常磁性探針を用いることで、磁場の計測方向を固定した計測が可能.
（磁場の計測方向＝超常磁性探針に印加する交流磁場の方向）

中村哲也、小谷佳範、広沢哲、第39
回日本磁気学会学術講演概要集
10pA-1, 2015.

2/14

交番力顕微鏡（Alternating Force Microscopy）の原理

・探針の共振周波数と異なる、非共振の交番力を、強制振動させた探針に
印加すると、探針振動に周波数変調が発生する．

・周波数復調した信号をロックイン検出することで、
探針に働く力が遠距離力（電気力、磁気力、等）であっても、
試料表面近傍での計測が可能となる．
→ 空間分解能の向上．

・交番力がゼロの場合、周波数変調が発生しない．
→ 交番力のゼロ値検出、ならびに交番力の極性検出が可能となる．

H. Saito et al., J. Appl, 
Phys.,109, 07E330(2011). 
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超常磁性
探針

永久磁石

超常磁性探針を用いたA-MFMの計測原理

探針振動の周波数変調信号を検出することで、試料の直流磁化成分
からの直流磁場、および交流磁化成分からの交流磁場を計測可能．
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・

・

装置 : L-traceⅡ（日立ﾊｲﾃｸｻｲｴﾝｽ社）

+ 交流磁場源, 周波数復調器, ﾛｯｸｲﾝｱﾝﾌﾟ
(探針ｽｷｬﾅの可動範囲(試料面に垂直方向)：±1.7m)

•走査モード：リフトモード(大気中)
垂直磁場強度像（ﾛｯｸｲﾝｰR）
垂直磁場極性像（ﾛｯｸｲﾝｰ）､
垂直磁場像（ﾛｯｸｲﾝｰX）、を観察

•測定パラメータ

探針試料間距離 ：50 nm
印加交流磁場( ) ：200～１000 Oe0-p

交流磁場周波数( ：89 Hz
探針1 : FeCo-Gd2O3超常磁性探針（自作）

• 膜厚：100 nm (Si探針に磁性膜を成膜)
• Si基板上の薄膜の初磁化率( ) ：1.6×10-6 H/m

探針2 : Co-Gd2O3超常磁性探針（自作）

• 膜厚：100 nm (Si探針に磁性膜を成膜)
• Si基板上の薄膜の初磁化率( ) ：17.4×10-6 H/m

実験方法（交番磁気力顕微鏡）

A-MFMの
模式図
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実験方法（観察試料）

試料 : Srフェライト異方性焼結磁石
（日立金属様のご提供）

• Br = 0.44 T, Hc = 2.9 kOe
• 結晶粒径：1m程度

• 観察試料サイズ：1 x 1 x 1 mm程度

• ｃ面を大気中で破断
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磁化容易方向の磁化曲線

磁化困難方向の磁化曲線
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ロックイン‐X （交流磁場と同位相成分）
垂直磁場像 （垂直磁場ゼロのゼロ値有り）

ロックイン‐R
垂直磁場の強度像 （正値）

表面凹凸像（3D表示） 従来方式のＭＦＭ像

フェライト焼結磁石の磁区観察（c面：消磁状態）

A
B

5 μmA

B

5 μmA

B

5 μmA

B

5 μm
2 μm

使用探針
従来方式MFM

FePt-MgOハード磁性探針（自作）
（保磁力：15 kOe）

交番磁気力顕微鏡（A-MFM）
FeCo-Al2O3超常磁性探針（自作）
交流磁場強度：200 Oe

20 μm x 20 μm

交番磁気力顕微鏡（A-MFM）像

ロックイン‐
垂直磁場の極性像 （上向き/下向き）

5 μm

B

A

7/14

exp(  )  
1 exp(  ( ))
R i X i Y

i



 

  

フェライト焼結磁石の磁区観察（c面：消磁状態）

A‐MFMMFM

結晶粒の磁化方向の極性判別が可能

漏洩磁場

磁化詳細な磁区構造の評価が困難

8/14

1 exp(  ( ))i   

Extra phase, 
Δθ=0o 30o 60o

120o 150o 180o

90o

超常磁性探針

ac
zM

フェライト焼結磁石の磁区観察（c面：消磁状態）

ロックイン-X像の同期位相角依存性

9/14

Rexp(i )  Rcos( ) iRsin( )  X  iY

表面凹凸像
＋直流磁場極性像

表面凹凸像
＋直流磁場の強度像

直流磁場の極性像表面凹凸像 直流磁場の強度像

表面凹凸像と交番磁気力顕微鏡像との比較
交番磁気力顕微鏡（Co-Gd2O3超常磁性探針）
交流磁場振幅：1 kOe、周波数：89 Hz
20 m× 20 m を観察

10/14

鮮明な磁区が観察できる理由の考察

+ ++

- -

+

-- - + ++ +- +
+

11/14

表面凹凸像

交流磁場の強度像
＋直流磁場の極性像

交流磁場の強度像
＋直流磁場の強度像

交流磁場の強度像
＋表面凹凸像直流磁場の極性像

直流磁場の強度像 交流磁場の強度像

直流磁場像と交流磁場像の比較
交番磁気力顕微鏡（Co-Gd2O3超常磁性探針）
交流磁場振幅：1 kOe、周波数：89 Hz
20 m× 20 m を観察

12/14
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下向き（ハード）

上向き（ハード）

下向き（ソフト）

上向き（ソフト）

直流磁化成分と交流磁化成分の同時イメージング

交番磁気力顕微鏡（Co-Gd2O3超常磁性探針）
交流磁場振幅：1 kOe，周波数：89 Hz
20 m× 20 m を観察

13/14

超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡を用いて、フェライト磁石の破断
面において、交流磁場を印加した際に直流および交流磁化成分
から発生する直流および交流磁場のイメージングを試みた．
１. 試料空間に印加する交流磁場を増加させることにより、試料の

直流磁化成分から発生する直流磁場とともに、試料の交流磁化成分か
ら発生する交流磁場を検出することに成功した．

２. 磁性結晶粒から発生する直流磁場と交流磁場の強度を比較すること

で、磁性結晶粒の磁気特性の分散を評価することが可能になると考えら
れる．

まとめ

・本研究では、科学技術振興機構・先端計測分析技術・機器開発事業（機器開発タイ
プ、H23-26年度）の助成により開発したプロトタイプ機を使用しました．

・フェライト磁石をご提供いただきました日立金属株式会社に感謝いたします．

今後の予定
・磁性結晶粒から発生する直流磁場と交流磁場強度の定量的な比較に
よる評価．

・磁性結晶粒の磁化反転挙動との相関の検討．

14/14
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交番磁気力顕微鏡による高密度磁気記録媒体の高分解能磁気イメージング 
- 高感度Fe系非晶質ソフト磁性探針の開発 - 

【2017年3月1日「新素材・機能性材料開発セミナー(秋田大学)」でのポスター発表図面】 

交番磁気力顕微鏡による高密度磁気記録媒体の高分解能磁気イメージング
-高感度Fe系非晶質ソフト磁性探針の開発 -

【文献】

赤石悠輔，K. Srinivasa Rao，江川元太，吉村哲，齊藤準

秋田大学大学院 理工学研究科

6 nm8 nm

15 nm25 nm

FeCoSiB CoZrNb

膜厚：25 nm

6 nm

25 nm

8 nm

CoCrPt-SiO2 垂直磁気記録媒体の直流磁場像
(500 kfci, ビット長：50 nm, 空間周波数 20 (1/μm))

記録ビットからの信号強度
(空間周波数10 (1/μm))

観察した直流磁場像の空間周波数スペクトル

FeCoSiB CoZrNb

波長の半値 5 nmでの信号強度
（空間周波数100 (1/μm)）

【探針作製方法】

Ion gunTarget

探針薄膜成膜用
スパッタリング装置

使用探針母材 : ピラミッド形状Si探針
（バネ定数：40 N/m, 先端径：5 - 7 nm）
薄膜組成 : Fe56Co24Si10B10 , Co80Zr5Nb15
成膜条件 : DCマグネトロンスパッタリング 100 W
Ar流量 3 sccm, ターゲット基板間距離 : 120 mm
磁性膜厚：6, 8, 15, 25 nm （先端部は8割程度）
・サンプルに対して斜め方向からのスパッタリング．
・ホルダーの回転により立体物に均一に成膜可能．
・先鋭性は向上．
・カンチレバー（板バネ）部分の膜厚が低減し
磁歪の影響を低減可能．

【結果】

FeCoSiB探針では磁性膜厚を薄くしても、6 nmまで
磁気記録ビットを明瞭に観察できた．

FeCoSiB探針はCoZrNb探針と異なり、磁性膜厚を薄くしても
高い計測感度と空間分解能が得られる．

1)伊藤, 他. 第35 回日本磁気学会学術講演会, 27pD-2S. 
Okayasu et al., 2nd ICAUMS, 2pPS-109 (2012).
2)岡安, 他. 第38 回日本磁気学会学術講演会, 4pA-5 (2014)
3) Rao, 他. 第39 回日本磁気学会学術講演会, 8pD-3 (2015)

【評価方法】 垂直磁気記録媒体のA-MFM観察

(a) (b)

(c) (d)

(a) (b)

(c)
(d)

記録ビットの信号強度

波長の半値5 nm
での信号強度

FeCoSiB CoZrNb

【まとめ】

観察試料： CoCrPt-SiO2垂直磁気記録媒体(記録密度500 kfci)
探針試料間距離：2～3 nm
印加交流磁場振幅：200 Oe 周波数：89 kHz
得られた直流磁場像とその空間周波数スペクトルを評価．

【研究背景】
磁気記録媒体等の高密度化に伴い, 高い空間分解能での磁区観察が
求められている．

我々は、交番磁気力顕微鏡（Alternating Magnetic Force Microscopy ; 
A-MFM）1) を開発し、高密度磁気記録媒体や磁気記録ヘッドにおいて、
世界最高水準の空間分解能 5 nm（磁性結晶粒径と同程度）を実現した．

【交番磁気力顕微鏡（A-MFM）の原理と特徴】
・ 非共振の交番磁気力が引き起こす探針振動の周波数変調を利用．
・ 直流磁場計測（ソフト磁性探針を使用）、及び
交流磁場計測（ハード磁性探針を使用）が可能．

・磁気力（遠距離力）のみを
表面近傍で計測可能.

・磁場のゼロレベルや極性
（方向）が検出可能．

これまでの結果（高密度磁気記録媒体観察）
・ ソフト磁性探針材料を探索し、最も高い計測感度を、FeCoSiB系非晶質
合金（飽和磁化: 1300 G、磁歪定数: 50×10-6程度）で得た．

・ FeCoSiB非晶質ソフト磁性探針（磁性膜厚25nm）で、5nmの空間分解
能を得た．（探針作製には、探針先端の均一成膜が可能な自作の成膜
装置を使用）

（FeCoSiB非晶質ソフト磁性探針を用いた観察例）

【本研究の目的】
F系非晶質ソフト磁性探針において更なる高分解能化の可能性を探る．
【検討事項】
FeCoSiB系非晶質ソフト磁性探針において、
・ 磁性膜厚を低減することで探針の先鋭化の効果を明らかにする．
・ 代表的なソフト磁性材料として知られている、ゼロ磁歪・CoZrNb系非晶
質合金を成膜した探針と性能を比較し,探針材料の磁気特性が探針性
能に及ぼす影響を明らかにする．

AC magnetic field
frequency: ωm

FM of tip oscillation

   cos mk t t
z




 


dc
ac
tip

zH
q

 exp(  )  A i YX i  

H = 200 Oe

X-Image 
Power spectrumLine profile

・ FeCoSiB探針は磁性膜厚を10nm以下に減少させても, 記録ビットの検
出感度を維持したままで, 最小検出波長が5nm以下に減少し, 空間分解
能が向上した．

・ 一方, CoZrNb探針は磁性膜厚が10nm以下に減少すると, 記録ビットの
検出感度が大幅に減少し, 磁性膜厚の低減効果は見られなかった．

・ 非晶質ソフト磁性探針の性能に及ぼす磁歪の効果の解明は, 今後の
課題である．
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１．緒言 

現在，自動車から排出されるNOx，CO，炭化水素等の有害物質を浄化するため，三元触媒が用い

られているが，活性種である貴金属(Pt，Pd，Rh)は，省資源の観点から使用量の削減が求められてい

る。これらの活性種は高温条件下で凝集し，触媒活性が低下するため，金属種をペロブスカイト型酸

化物構造内へ固溶，再析出させることで凝集を防止する触媒が開発されている。発表者らは，このよ

うな機能を有する触媒材料として，Fig.1に示すようなチャネル内のOH-を遷移金属イオンMに置き

換えたアパタイト型化合物A10(PO4)6MxOy(A=Ca，Sr，Ba)に注目した 1)。このチャネル内にあるMイオ

省資源型希少金属含有自動車排ガス浄化触媒の開発 

進 藤 隆 世 志 ・ 加 藤 純 雄 ・ 小 笠 原 正 剛  

 (第 10研究グループ) 
katos@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：本プロジェクトでは貴金属（Pt,Pd, Rh）の使用量を削減した高い排ガス浄化活

性を示す触媒の開発を行う。その実現のため，アパタイト型構造のチャネルサイト

に金属イオンを挿入した化合物を利用し，活性の向上および凝集抑制を目指した触

媒の開発を行う。平成 28年度はアパタイト型リン酸塩 A10(PO4)6(OH)2（A=Ca, Sr, 
Ba）に Cuおよび Ni水溶液を担持・焼成することでチャネルサイトに Cu, Ni を導入

した化合物の合成に成功した。Cuを導入した A10(PO4)6CuxOy（A=Ca, Sr, Ba）が C3H6

燃焼反応に対して触媒活性を示すこと，Aイオンとして Ba2+を用いたときに高活性

となることを明らかにした。キーワード：排ガス浄化・触媒・貴金属 

          
独自性・実用性： 
本グループでは，これまで継続的に自動車排ガス浄化用触媒に関する研究を行っており， 
本研究に関するものとして下記の特許を出願している。 
加藤純雄, 小笠原正剛, 岩倉大典, 山口道隆, 若林誉, 中原祐之輔,「排気ガスの浄化用触媒」， 
特願 2015-141916（平成 27年 7月 16日出願） 
加藤純雄, 小笠原正剛, 岩倉大典, 山口道隆, 若林誉, 中原祐之輔,「排気ガス浄化用触媒」， 
特願 2016-129226（平成 28年 6月 29日出願） 

Fig.1    アパタイト型リン酸塩 A10(PO4)6MxOy (A=Ca, Sr, Ba)の結晶構造 
      (a) 全体 構造 (b) チャネル部分の構造 

OH-, O2- 

M 

O
2-

 

A 

PO4
3- 

チャネル (a) (b) 
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ンを酸素分圧の制御により構造外に高分散状態で析出させ，可逆的にチャネル内に収容することがで

きれば，活性金属種の凝集を防ぐ事ができると考えられる。さらにCuなどの遷移金属イオンを含む

化合物はNOX還元反応に対し高い活性を示すことが知られており， C3H6によるNO選択還元触媒と

しての性能が向上することが期待できる。本年度の研究では，遷移金属イオンとしてCuおよびNiを
含むアパタイト型化合物A10(PO4)6MxOy (M=Cu, Ni)を合成し，A10(PO4)6CuxOyについては酸化触媒特性の

検討を行った。 
２．実験方法 

A10(PO4)6(OH)2 (A=Ca, Sr, Ba)は沈殿法により合成した。Ca(CH3COO)2･H2O，Sr(CH3COO)2･0.5H2O，
KH2PO4 ，Ba(CH3COO)2，NaH2PO4･2H2Oを出発原料とし，蒸留水を加え懸濁させた。それぞれの懸濁

液にHNO3を加え溶解させた後，KOHまたはNaOHを用い pH調整を行った。得られた沈殿物は 60℃
または 90℃で 24 h熟成し，蒸留水を用い 2回ろ過，洗浄後，A=Baの場合のみ 1000℃で 3 h焼成を行

った。得られた試料は，A：M =10：x (モル比)となるようCu(NO3)2またはNi(NO3)2水溶液を含浸後，

60℃で 3 h以上乾燥した。次に，ペレット状に加圧成型し 1000～1200℃で 3 h焼成した。冷却の際には

炉外に試料を取り出し空気中で急冷を行った。得られた生成物は粉末Ｘ線回折法(XRD)による相同定

を行った。C3H6-O2反応に対する触媒活性の評価は，355~600μmに整粒した試料 0.1 gを石英反応管に

充填し， C3H6(1500ppm)-O2(9000ppm)-He-Arガスを流量 250 cm3/minで流通し 10℃/minで 600℃まで昇温

して行った。排出ガスは四重極型質量分析計(QMS)を用い定量した。 
３．結果と考察 

3.1 A10(PO4)6CuxOyの合成 

A10(PO4)6(OH)2にCu(NO3)2･3H2O水溶液を担持し(A：Cu=10：x)，1100℃で 3 h焼成後，炉外で急冷を

行った。焼成後のXRDパターンを Fig.2に示す。いずれのアルカリ土類金属を用いた場合もアパタイ

ト相のみのピークが見られ，得られた化合物の色はA=Caの場合は赤，A=Srでは紫，A=Baでは青と

なり，Baikeらの報告 1)と一致した。Cu担持量を変化させて合成したCa10(PO4)6CuxOy のCu量と格子定

数の関係を Fig.3に示す。格子定数 aは 0≦x≦1の範囲でCu担持量の増加とともに直線的に大きくな

った。これらの結果から，この組成範囲ではCuイオンがチャネル内に固溶したCa10(PO4)6CuxOyが得

られたと考えられる。 
Fig.4にCa10(PO4)6Cu0.6Oyを空気中で室温～1100℃まで昇温後，500℃まで降温したときの，高温XRD

パターンを示す。昇温時には 700℃からアパタイト相に加えてCuOのピークが観測され，900～
1100℃でCuOのピークが消失した。降温時は 900℃以下でCuOのピークが現れた。以上の結果より，
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Fig.2  A10(PO4)6CuxOy のX線回折パターン 
      （空気中 1100℃ 3 h焼成後急冷） 

Fig.3  Ca10(PO4)6CuxOy のCu担持量と 
格子定数の関係 
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空気中での昇温および降温過程でCa10(PO4)6Cu0.6Oyの構造中

のチャネル内に固溶したCuがCuOとして析出，再固溶す

ることが明らかとなった。 
3.2 A10(PO4)6NixOyの合成                      

Ni を Ca10(PO4)6(OH)2にモル比で Ca:Ni=10：x (x=0.1～0.5)
の割合で担持させた後，空気中 1200 ℃で 3 h焼成し，急冷

を行った試料の XRD パターンを Fig.5 に示す。x≦0.2 では，

アパタイト相の単一相となったが，x=0.3 の場合には NiO
に帰属するピークが見られた。Ni担持後の試料の格子定数

は， x=0.1～0.3 の範囲で Ni 担持量とともに増加した。

Ba10(PO4)6(OH)2にモル比で Ba：Ni=10：x (x=0.2～1)の割合で

Ni を担持させた後，空気中 1150 ℃で 3 h焼成し，急冷を行

った結果， x≦0.8の場合にはアパタイト相の単一相が得ら

れ， x≧0.9の試料ではNiOに帰属するピークが見られた。 
 A=Ca，Baいずれの場合も Ni を担持した後の格子定数は

Ni を含まない場合に比べて増加した。A10(PO4)6(OH)2へのチ

ャネル内への Cu イオンの導入により格子定数が増加する

ことが報告されており 1)，Ni2+のイオン半径(0.069 nm)は A2+

のイオン半径(Ca2+：0.100 nm, Ba2+：0.135 nm)より小さいこ

とから，アパタイト中の A2+との置換は起こっていないと

考えられ，前述の Cuイオンの場合と同様に Niイオンがチ

ャネル内に固溶した化合物が得られたと考えられる。 
3.3 A10(PO4)6CuxOyの C3H6酸化触媒活性 

 Fig.6 に A10(PO4)6Cu0.6Oyを触媒として用いた C3H6-O2反応

における C3H6 転化率の温度依存性を示す。A10(PO4)6Cu0.6Oy 

は A=Ca, Sr および Ba の場合いずれも 300～350℃以上で

C3H6 燃焼触媒活性を示した。A=Ba の場合には最大転化率

が 75％程度となり，さらに T30（転化率が 30%に達する温

度）が A=Ca，Sr の場合に比べ約 65℃低くなった。これま

でにアパタイト型アルカリ土類リン酸塩を Pt 触媒の担体

として用いた場合，Sr, Ba を含む場合に C3H6を用いた NO
還元反応に対し高活性を示すことが報告されており，担体

の塩基性の影響が示唆されている 2)。以上の結果より，ア

パタイト型リン酸塩のチャネル内に Cu を導入した化合物

においても，触媒の塩基特性が C3H6 燃焼に対する触媒活

性に影響したと考えられる。 
【参考文献】  
1) T. Baike，G. M.H. Ng，S. Madhavi，S.S. Pramana，K. Blake，
M.E.T.J. White，Dalton Trans，6722-6726 (2009).          
2) Ono, A., Takahashi, Y., Kato, S., Ogasawara, M., Nakata, S., 
Wakabayashi, T., Nakahara, Y., Res. Chem. Intermed., 37, 1225-1230 
(2011). 
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Fig.6 A10(PO4)6Cu0.6Oy を用いたC3H6-O2反応

におけるC3H6転化率の温度依存性 
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近年，直接燃料電池の燃料としてアンモニアが注目されている．

アノード：

4NH3 + 12OH- → 2N2 + 12H2O + 12e-

カソード：
6H2O + 3O2 + 12e- → 12OH-

全反応：

4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O
図1 直接アンモニア燃料電池(DAFC)の構造

しかし，貴金属上のアンモニア酸化は遅い反応なため効率の良いアンモニア
燃料電池の開発のためには，電極触媒の特性を向上させる必要がある．

研究背景
2

・液化が容易 ・高い体積エネルギー密度
・安い生産コスト ・カーボンフリー燃料

• 反応性が高い．

• 室温で液化せず，貯蔵・運搬の
危険性が高い．

水素(H2) アンモニア(NH3) 

電気化学還元した Pt酸化物のアンモニア酸化活性と直接

アンモニア燃料電池アノードへの適用 

高 橋  弘 樹  

 (第 11研究グループ) 
tkhshrk@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：微粉末の Pt酸化物触媒のアルカリ溶液中でのアンモニア酸化活性を調査し，
直接アンモニア燃料電池アノード触媒への適用を試みた．その結果，粉末の Pt Oxide 
Blackにおいても電気化学還元によってアンモニア酸化活性が上昇することを確認
し，Ptとアニオン交換樹脂との比率を変えることによりアンモニア酸化活性が改善
されることを明らかにした．さらに，燃料にアンモニアを用いた DAFCアノードに
電気化学還元した Pt Oxide Blackを用いることで，Ptアノードを用いた DAFCよりも
高い出力が得られた． 

キーワード：研究概要、結果紹介等に係るキーワードを 3つ以上記入願います 
          

独自性・実用性：水素は次世代のエネルギー源として有望視されているが，貯蔵や運搬の 
デメリットを考慮すると，水素を他の安定な化学物質に転換し，貯蔵・運搬することが実 
用的である．すなわち，水素をアンモニアに転換し，運搬先でアンモニアから直接電気エ 
ネルギーを得ることができれば，水素ステーションなしに持続可能な社会の構築の貢献で 
きる．本技術は，燃料電池によってアンモニアから電気を取り出す際のアノード材料に関 
するものであり，燃料電池の普及を促進し，CO2排出量削減の一翼を担うと期待される． 
特許：田口正美，高橋弘樹：アンモニア燃料電池用電極触媒の製造方法、アンモニア燃料 
電池用電極触媒、およびアンモニア燃料電池（特願 2015-125933） 
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実験結果～ Ptに対するアニオン交換樹脂量の最適化前後のアンモニア酸化活性の比較～

図7,15 電気化学還元したPt Black およびPt Oxide Blackにおける電気還元量とアンモニア酸化活性の関係
( 1.0 M KOH + 0.1 M NH3, 298 K, 900 rpm )

Ptに対するアニオン交換樹脂量を最適化し電気化学還元することで，Pt 
Oxide BlackはPt Blackよりも約1.5倍のアンモニア酸化電流を示した．

最適化前 最適化後(1 : １.00)

1.5倍

17

(1 : 0.14)

( a ) ( b )

図16 ( a ) シングルセルと( b ) シングルセルの概要

実働状態で測定

O2

ｶｰﾎﾞﾝﾍﾟｰﾊﾟｰ（集電体）

ﾃﾌﾛﾝｶﾞｽｹｯﾄ

流路付きｶｰﾎﾞﾝﾌﾞﾛｯｸ

膜・電極接合体
○
○
○

○
○

○

NH3 or H2

加湿水封ビン

実働条件ではカソード，電解質，
アノードを複合した膜/電極接合
体(MEA)として作動する．

膜/電極接合体
(MEA)作製

実験結果
18
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燃料 : アンモニア
電流-電圧曲線

実験結果
21

～ NH3 / O2燃料電池の放電試験～

図19,20 Pt Black, Pt Oxide Black, 電気化学還元したPt Oxide Blackの電流‐電圧曲線
及び電流‐出力曲線 (アノード: 1.0 M NH3 + 1.0 M KOH, 1.2 ml min-1, カソード: ドライO2, 
400 ml min-1, 加湿温度: 50℃, セル温度: 50℃ )

PEFCと同様に電気化学還元したPt Oxide Blackは高い出力が得られる．

電流-出力曲線

Pt Black
Pt Oxide Black

電気化学還元した
Pt Oxide Black

Ea = -2.303×a×R a    : 傾き
R    : 気体定数
Ea : 活性化エネルギー

図26  -2.0 Cで電気化学還元したPt Oxide Black
のアレーニウスプロット
(1.0 M KOH + 0.1 M NH3, 298 K, 900 rpm )

図25未還元Pt Blackのアレーニウスプロット
(1.0 M KOH + 0.1 M NH3, 298 K, 900 rpm )

Ea

kJ mol-1

- 0.20 V vs. NHE 37.65 

- 0.16 V vs. NHE 34.54 

- 0.12 V vs. NHE 31.68 

- 0.08 V vs. NHE 33.51 

Average 34.35

Ea

kJ mol-1

- 0.20 V vs. NHE 26.75

- 0.16 V vs. NHE 22.57

- 0.12 V vs. NHE 20.53

- 0.08 V vs. NHE 19.92 

Average 22.44

実験結果
25

～Pt BlackとPt Oxide Blackのアレーニウスプロット～

Pt Black(未還元) 
34.4 kJ mol-1

Pt Oxide Black(-2.0 C)
22.4 kJ mol-1

活性化エネルギー
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実験結果
26

～一定電位で保持した際のアンモニア酸化電流の減少率～

図27 -0.20 V vs. NHEで保持した際の
アンモニア酸化電流の減少率
(1.0 M KOH + 0.1 M NH3, 298 K, 900 rpm)

-0.20 V vs. NHEで保持

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pt電極上のアンモニア酸化のメカニズム

吸着窒素 (Nad) は,アンモニアの完全酸化
のN2の形成に不活性であり，Pt電極上の
被毒種として働く.

出典 : Kazuki Endo, Kyoko Nakamura, Yasushi Katayama, 
Takashi Miura, Electrochimica Acta 49, 2507 (2004)

Pt Black

電気化学還元した
Pt Oxide Black

12.2%
25.8%

Pt酸化物薄膜と同様に，粉末のPt Oxide Blackにおいても電気化学
還元によってアンモニア酸化活性は上昇する．

Ptとアニオン交換樹脂との比率を変えることによりアンモニア酸化
活性が改善された．これは３相界面の増大が原因と考えられる．

燃料に水素を用いたPEFC，アンモニアを用いたDAFC，いずれの
場合でもアノードに電気化学還元したPt Oxide Blackを用いること
で高い出力が得られる．

電気化学還元したPt Oxide Blackの高いアンモニア酸化活性は，
結晶子径の微細化による活性表面積の増大と中間生成物の耐被毒
性の高さによって発現していることが示唆された．

電気化学還元したPt Oxide Blackは，直接アンモニア燃料電池
アノード触媒として有望と思われる．

結言
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炭素系硬質薄膜の境界潤滑における低摩擦・耐摩耗性

に関する研究 

野 老 山 貴 行  

 (第 18研究グループ) 
tokoroyama@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：エンジン油中におけるしゅう動部は低摩擦・耐摩耗性を発揮するための

エンジン添加剤が一般的に使用されており，モリブデンヂチオカーバメイト

（MoDTC）は鋼系材料とのトライボケミカル反応により境界潤滑膜を形成する
ことが知られている．本研究では潤滑油に溶解しない MoDTC粒子による DLC
膜への攻撃性について明らかにするため，異なる粒子濃度の潤滑油中において

摩擦摩耗試験を行い，アブレシブ作用及び材質による化学腐食作用のいずれが

支配的であるかを明らかにした． 

キーワード：エンジン油用添加剤，摩耗，DLC 

          

独 自 性 ・ 実 用 性 ： 
エンジン油用添加剤と DLC 膜との相性について，成膜及び潤滑油双方の専門会社かか 
ら提供を受けて実施しています．特に潤滑油には市場外製品の提供を受け，将来本本 
分野での標準添加剤の情報提供が可能となるように実施しており，実用面及び発展面面にお

いて貢献しております．著者の専門分野：トライボロジー，成膜 
本研究と関連する研究助成等：2015年度秋田県産学官連携 FS支援事業 
2015年度天田財団一般研究開発助成， 
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1. 緒言 

乗用車における燃費の向上は，低環境負荷社会への貢献として非常に重要な思想である．乗用車は工業

製品中最も市場規模が大きく，入手しやすく，また流通している台数が多いため，低燃費化機構が貢献す

る割合は非常に大きい．一般社団法人日本トライボロジー学会における第 1種研究会：自動車のトライボ
ロジーによる省資源・省エネルギー予測調査研究会による調査では，エンジンからホイールまでの動力電

圧における全摩擦損失は，2020 年には 40~45%の損失削減ができると予測されている（1, 2）．エンジン内に

おけるしゅう動ではピストンの往復運動における上・下死点付近における低速～停止区間において潤滑油

膜切れとなる厳しい境界潤滑条件での摩擦損失低減や，動力伝達部におけるシャダー現象（速度減少区間

における摩擦係数の負勾配に伴う自励振動）の低減，構成部品の長寿命化による交換頻度の低減とランニ

ングコストの低減が求められており，これらを解決する一つの方法として，低摩擦・高硬度・低化学的不

活性などの特徴を有するダイヤモンドライクカーボン（DLC）膜が注目されている．DLC 膜の潤滑油中摩
擦及び摩耗に関する研究は，従来鉄鋼材料向けに開発されてきた潤滑油添加剤（摩擦調整剤・極圧添加剤）

との併用による不都合の有無を確認するものが多く，英国，瑞典国，独国，仏国を中心として多くの論文

や発表があるが（3），特に注目されているのはテトラヘドラルアモルファスカーボン（ta-C）膜とグリセリ
ンモノオレート（GMO）との併用による超低摩擦現象である（4）．この組み合わせによる超低摩擦は低燃

費化への貢献が期待されていたが，高硬度な ta-C膜が非常に摩耗する現象が報告されており，そもそも不
活性材料であるDLC膜が添加剤由来物質により摩耗することが認知され始めている（5, 6）．特にモリブデン

ジチオカーバメイト（MoDTC）の熱分解や化学反応に伴い生成される副産物（三酸化モリブデン（MoO3）

やその他有機金属類）は摩擦面で摩耗を促進する物質と予測されているが，詳細は明らかにされていない
（7，8）．そこで，本研究では，MoDTC自体が DLC膜にどのような攻撃性を有するかを明らかにするため，
潤滑油に溶解しない MoDTC粒子を用いた．DLC膜の摩耗促進機構において粒子のアブレシブ性及び化学
腐食性のいずれが支配的であるかを明らかにするため，異なる粒子濃度となるようにポリアルファオレフ

ィン（Poly--olefin, PAO）油に分散させ，摩擦試験を行った． 
 
2. 実験方法及び試験片 

2.1 ピンオンディスク型摩擦試験機及びDLC膜 

 本研究では，材料表面への片当たりを防止すること及び境界潤滑下での摩擦試験を容易にするため，点

接触型のピンオンディスク型摩擦試験機を用いた．装置の概略を Fig. 1に示す．垂直荷重 1 N，すべり速度
0.05 m/s及びPAO油は室温（約 23℃）一定の条件にて，すべり距離が 44 mに到達するまで実験を行った．
DLC膜と接触する相手材料として軸受鋼球（SUJ2，直径 8 mm，表面粗さ約 0.02 mRa）を用いた．DLC膜
は異なる 2種類の成膜方法により水素含有 DLC（a-C:H）膜及びシリコン含有 DLC（DLC-Si）膜を準備し
た．いずれもシリコン基板（Si(100)）上に約 1 mの厚みにて成膜されている．摩擦力及び荷重は板バネに
貼りつけられたひずみゲージのひずみ量から測定される．ひずみ量はアンプにて電圧に変換され，得られ

た電圧データはデータロガーを介して PCにて記録される．回転半径及び垂直荷重はXZステージにより調
整される．測定は 10 Hzにて行った． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 The schematic image of Pin-on-Disk type friction tester. The equipment has X-Z stage to adjust rotation radius and normal 
load by leaf spring. Friction force and normal load was measured by strain gauges. The strain amplifier converted the strain data to 

voltage data. The users could obtain voltage data through data logger with 10 Hz. 
2.2 MoDTC粒子及び潤滑油 
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 潤滑油には PAO油（PAO4, 14 cSt@23℃）を用いた．この潤滑油にMoDTCをそれぞれ 0, 0.005, 0.01, 0.05, 
0.1 vol. %となるように分量を調節して作製した．MoDTC粒子のSEM写真を Fig. 2(a)及び(b)に示す．粒子直
径は 0.5 mから 10 mまで様々であった． 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2(a) MoDTC SEM picture and (b) enlargement of the particles 
 

3. 実験結果 

3.1 DLC膜の摩耗量に及ぼすMoDTC粒子の影響 

 摩擦試験後の各 DLC膜の摩耗痕深さを粗さ計により測定し，得られた摩耗体積断面積から算出した比摩
耗量と潤滑油に分散したMoDTC粒子量との関係を Fig. 3に示す．a-C:H膜の比摩耗量は DLC-Si膜に比べ 2
倍程度大きく，またMoDTC量に伴う摩耗量の近似曲線の傾きも a-C:H膜の結果の方が大きいことが明らか
となった．また，いずれの DLC膜も MoDTC粒子量が増加するにつれて摩耗量が増加したことから，摩擦
面内に入り込んだ粒子による摩耗促進を受けていることが明らかである． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Specific wear rate as a function of the amount of MoDTC in PAO. 
 

3.2 摩擦面 SEM観察 

 摩擦後表面のアブレシブ摩耗痕の有無を明らかにするため，SEMによる観察を行った代表的な結果とし
て，MoDTC粒子 0.1 vol.%にて実験を行った a-C:H表面の摩耗痕内を Fig. 4(a)に示す．SEM画像中央部に示さ
れた摩耗痕は基板から a-C:H 膜がはく離しているものと考えられる．また，中央の摩耗痕以外に摩擦方向
に幅約 1 m以下の細いスクラッチ痕が確認されることから，摩擦面内に MoDTC粒子が入り込み，アブレシ

ブ作用を起こしていることが示唆されている．同様に Fig. 4(b)に示す DLC-Siの場合，摩擦方向にはく離し
ている摩耗痕が 2本見られ，それ以外にもスクラッチ痕が観察されている．以上の結果から，いずれの膜
に 

(a) 
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Fig. 4(a) The SEM observation inside of a-C:H wear track with MoDTC particle and (b) of DLC-Si wear track. 
 
おいても，MoDTC粒子がアブレシブ作用を引き起こしていることが示されている． 
 
4. 考察 

 本研究で用いた MoDCT粒子は通常潤滑油中に液体として溶け，添加剤として機能する材料であるが，
潤滑油に不溶な粒子を用いることにより，MoDTC 粒子のアブレシブ性及び化学腐食性を明らかにできる
と仮定して実験を行った．著者らがこれまでに行った三酸化モリブデン（MoO3）による同様の試験結果で

は，a-C:H膜及び DLC-Si膜のいずれにおいても化学的腐食作用は起こっておらず，アブレシブ作用による
摩耗が支配的であることが明らかにされている（9）．一方，MoDTCにおいても，摩擦後の DLC膜の摩耗痕
内外において測定したラマン分光分析の結果（Fig. 5に示す），DLC膜の構造変化はほとんど起こっていな
いことが明らかである．以上のことから，潤滑油添加剤として用いられる MoDTC 及びその分解生成物で
あるMoO3及びMoDTC自身はDLC膜の摩耗に対してアブレシブ作用のみを有するものと考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 The Raman analysis for before and after friction under lubrication of DLC-Si coating 
 

5. 結言 

 本研究ではMoDTC粒子によるDLC膜の摩耗促進機構を明らかにするため，異なる 2種類のDLC膜に対
し（a-C:H，DLC-Si），異なる分量となるように PAO油にMoDTC粒子を分散した潤滑油を用いた摩擦試験
を境界潤滑下において行った．その結果，MoDTC粒子が摩擦面内に入り込むことによりいずれの DLC膜
も摩耗促進することが明らかとなった．また，a-C:H膜の比摩耗量は DLC-Siに比べ約 2倍大きく，その原
因としてMoDTC粒子のアブレシブ作用が起こっていることが示唆された． 
 

参考文献 

(a) (b) 

― 166 ―



 

  

(1) 中村隆，トライボロジーによる自動車の省エネルギー（中間報告），日本トライボロジー学会トライボ
ロジー会議 2013春東京予稿集，（2013），p. F1. 

(2) 中村隆，トライボロジーによる自動車の省エネルギー，日本トライボロジー学会トライボロジー会議
2014春東京予稿集，（2014），p. F1. 

(3) L. Yang, A. Neville, A. Brown, P. Ransom, A. Morina, Friction reduction mechanisms in boundary lubricated W-doped DLC 
coatings. Tribology International, Vol. 70, (2014), pp. 26-33. 

(4) M. Kano, Y. Yasuda, Y. Okamoto, Y. Mabuchi, T. Hamada, T. Ueno, J. Ye, S. Konishi, S. Takashima, J.M. Martin, M.I. De 
Barros Boushet, T. Le Mogne, Ultralow friction of DLC in presence of glycerol mono-oleate (GMO), Tribology Letters, Vol. 
18, No. 2, (2005), pp. 245-251. 

(5) H.A. Tasdemir, M. Wakayama, T. Tokoroyama, H. Kousaka, N. Umehara, Y. Mabuchi, T. Higuchi, Wear behaviour of 
tetrahedral amorphous diamond-like carbon (ta-C DLC) in additive containing lubricants, Wear, Vol. 307, (2013), pp. 1-9. 

(6) H. A. Tasdemir, M. Wakayama, T. Tokoroyama, H. Kousaka, N. Umehara, Y. Mabuchi, T. Higuchi, The effect of oil 
temperature and additive concentration on the wear of non-hydrogenated DLC coating, Tribology International, Vol. 77, 
(2014), pp. 65-71. 

(7) K. Komori, N. Umehara, Effect of surface morphology of diamond-like carbon coating on friction, wear behaviour and tribo-
chemical reactions under engine-oil lubricated condition. Tribology International, Vol. 84, (2015), pp. 100-109. 

(8) M. Masuko, T. Ono, S. Aoki, A. Suzuki, H. Ito, Friction and wear characteristics of DLC coatings with different hydrogen 
content lubricated with several Mo-containing compounds and their related compounds, Tribology International, Vol. 82, 
(2015), pp. 350-357. 

(9) T. Tokoroyama, T. Nishino, The effect of molybdenum trioxide on wear of diamond-like carbon under boundary lubrication 
condition, Proc. 5th International conference on IRF 2016, (2016), pp. 121-122. 

― 167 ―



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 変形菌 Trichia favogineaから単離されたケホコリンA (1)は、パラターフェニル骨格をアグリコンとするラ
ムノース配糖体であり、癌細胞増殖抑制作用を持つ。これまで当研究グループでは、イボタケ属のキノコ

由来のパラターフェニル骨格を効率的に合成構築する方法を開発検討しており、パラジウム触媒を用いる

鈴木カップリングによるパラターフェニル骨格の構築に実績を持つ。そこで、作用機序解明を最終目的と

して、ケホコリンA及び、その類縁体の全合成研究に着手した。 
 本研究では、糖セグメント 2と芳香環セグメント 3を並行して合成し、最終段階で両セグメントを連結
して全合成を達成する収束的経路を機軸とする(Scheme 1：逆合成解析)。芳香環セグメント 3 の構築は、4
と 5の鈴木カップリングを鍵反応として想定した。それに合致するようにしてA, B, C環に適切な保護・官
能基変換を施すことで、ケホコリンAの全合成を達成出来ると考えた。 

希少金属化合物を用いる生物活性パラターフェニル系 

天然物の全合成研究 

藤 原 憲 秀  

 (理工学研究科) 
fjwkn@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：希少金属のパラジウムとロジウムを有機化学反応の触媒や反応剤として活用

し、新たに医薬品のリードとなる可能性のある生物活性天然物の全合成を目的に研

究展開した。本研究では、ジベンゾフランを含むパラターフェニル天然物の骨格構

築を検討し、パラジウム触媒鈴木カップリングによるジベンゾフラン部の構築、お

よびロジウム仲介[2+2+2]型アセチレン-ジイン環化異性化反応によるジベンゾフラン
を含むパラターフェニル骨格の一挙構築に成功した。これらの方法は変形菌由来殺

癌細胞活性天然物ケホコリン類の合成に応用可能である。 

キーワード：金属触媒環化反応、天然物合成、パラターフェニル化合物 
          

独自性・実用性： 
イボタケ属のキノコや変形菌などの天然の生物由来のパラターフェニル骨格を効率的に

合成構築する方法を開発検討しており、パラジウム触媒を用いる鈴木カップリングによ

るパラターフェニル骨格の構築に実績を持つ。現在、銅触媒を用いるウルマン反応によ

るベンゾフラン部の構築を組み合わせたジベンゾフランの合成法と、ロジウム仲介

[2+2+2]型アセチレン-ジイン環化異性化反応によるジベンゾフランを含むパラターフェニ
ル骨格の一挙構築法について、それぞれのプロトタイプを開発できた。これらの方法は

変形菌由来殺癌細胞活性天然物ケホコリン類の合成などに応用可能と期待される。 
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 糖セグメントはDavisらにより報告されている方法 (B. G. Davis et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 4127-
4132) に従い合成を完了した。AB環セグメント 5の合成については、5-クロロサリチルアルデヒド(9)から
誘導した A環前駆体 7と 5-ブロモバニリン(10)から誘導したホウ素体 8とのパラジウム触媒による鈴木カ
ップリング反応で 6 を合成した後に、銅を用いる Ullmannエーテル化反応を実施してジベンゾフラン骨格
の構築まで実現している。この後、鈴木カップリングによる芳香環セグメント 3 の構築を経て、2 を連結
できればケホコリンAの合成を完了できる見込みである。 
 一方、ジベンゾフランを含むパラターフェニル構造について、より簡便で短段階での構築を実現するた

め、ロジウム仲介[2+2+2]型アセチレン-ジイン環化異性化反応を検討した。ケホコリンE (11) を標的として、
A環の水酸基は塩素の置換反応で導入し、B環上の水酸基とメトキシ基は中間体 13から誘導することにし
た(Scheme 2：逆合成解析)。中間体 13は 1,6-ジイン 16とアセチレン 15からロジウム仲介[2+2+2]型アセチレ
ン-ジイン環化異性化反応により構築しようと計画した。 

 実際の合成では、パラクロロフェノール(19)をヨウ素化した後に、トリクロロエチレンと反応させてジ
クロロビニルエーテル 18に誘導後、薗頭カップリングでアセチレンを導入して 17を調製し、これをブチ
ルリチウムで処理して 1,6-ジイン 16に導いた。田中の条件 (K. Tanaka et al. Org. Lett. 2009, 11, 2361-2364) を適用
してロジウム仲介[2+2+2]型アセチレン-ジイン環化異性化反応を行うと、位置異性体 14 との混合物として
目的の中間体 13を得ることができた。 
 今後は、位置選択的な反応を開発して 13の収率を向上させた後、B環上の水酸基とメトキシ基、および
A環上の水酸基の導入を検討してケホコリンEの構築法を確立することが課題となる。 
 来年度は、研究員在任期間中にケホコリンAおよびEの合成を完了し、作用機序解明に着手したい。 
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緒 言 

ダイヤモンドは高硬度，耐摩耗性，低い摩擦係数，高い熱伝導率等の優れた性質を有するため，研摩や

切削工具等の工業用に幅広く利用されてきている。また，近年，超硬合金であるタングステンカーバイド

（WC）を用いた切削工具が使用されている。この WC 切削工具上に，切削性能や工具寿命の向上，高速
切削かつ切削時間の短縮を目的に，化学気相堆積（Chemical Vapor Deposition : CVD）法によりダイヤモン
ド皮膜を施す技術が開発されている。しかしながら，一般に WC基材上にダイヤモンド皮膜を施した場合，
ダイヤモンドの核密度がとても低く皮膜と基材の接着強度が低い等の理由から皮膜が容易に基材からはく

離しやすいという問題がある。さらに，CVD法等においては装置が大掛かりなものとなり，ダイヤモンド
を成長させる時間が非常に長時間にわたるという問題もある。 
著者らは，CVD 法の一種であり，大気中でアセチレン－酸素の省エネルギー型燃焼炎によるダイヤモン
ド合成に着目してきた。燃焼炎法は，様々な工業的に有利な特長を有しており,この燃焼炎によるダイヤ

モンド合成法を用いて，モリブデン（Mo）基板表面上にダイヤモンド皮膜の合成を試みてきた１）～４）。し
かしながら,ダイヤモンド合成後において，合成皮膜が熱応力により界面はく離してしまう問題がある。

そこで，界面はく離の抑制を考慮した新たな合成方法として，ダイヤモンドの合成途中に皮膜の表面温度

を３段階に変化させる３段階合成法を提案してきた。この方法を応用して，WC基板表面上に燃焼炎法に
より界面はく離を抑制しながら接着強度の高いダイヤモンド皮膜の合成を行ってきた。しかしながら，ダ

イヤモンド合成中に，基板表面の温度コントロールが難しくなりダイヤモンド合成を十分に行えず，さら

に，熱応力による界面はく離を抑制することが難しいといった問題が発生した。そこで，燃焼炎によって

WC 基板表面上へのダイヤモンド皮膜を合成することが可能な諸条件を提案して実験を行うことで，基板
表面の温度コントロールが容易となり，安定した品質のダイヤモンド皮膜を得られることが可能な２段階

タングステンカーバイド表面への省エネルギー型燃焼炎

によるはく離抑制を考慮したダイヤモンド皮膜合成 

髙 橋  護  

 (第３研究グループ) 
mtaka@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：本研究は，アセチレン－酸素燃焼炎によりタングステンカーバイド（WC）表
面へダイヤモンド皮膜の合成を行い，WC表面の硬質処理を行うことを目的とする。
しかしながら，WC表面上へのダイヤモンド皮膜合成には，ダイヤモンドの合成が難
しく，また，接着強度が低いため界面はく離が発生しやすい等の問題がある。したが

って，これらの問題を解決するために，WC表面上にダイヤモンド皮膜を合成するこ
とが可能な諸条件を提案して実験を行い，はく離抑制を考慮したダイヤモンド皮膜の

合成法の検討を行う。 

キーワード：ダイヤモンド皮膜，燃焼炎，界面はく離，タングステンカーバイド 
          
実用性： 
本研究により得られた結果から，燃焼炎法によりダイヤモンドを直接タングステ 
ンカーバイド表面上に成膜し，その接着強度が高ければ，省エネルギー型燃焼炎  
による硬質コーティング処理として耐摩耗性のある寿命の長い部材を形成するこ 

とが可能となる。このことにより，研削・切削工具等への応用が可能となり，様 
々な分野での利用の拡大が推測される。 
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合成法を提案した。この２段階合成法は，皮膜合成途中に基板表面温度を２段階に変化させダイヤモンド

の合成を行う方法である。この方法により，ダイヤモンド皮膜を合成することが可能となったが，界面は

く離については十分な検討を行っておらず，さらなる界面はく離に関する調査が必要である。 

そこで，本研究では，WC 基板表面上に燃焼炎法により界面はく離を抑制しながら，接着強度の高いダ
イヤモンド皮膜を合成することを目的とし，２段階合成法を用いダイヤモンド合成を行い，その際に発生

する界面はく離について検討を行った。ここで，先行研究において WC基板表面の前処理による基板表面
形態の変化が，合成された皮膜のはく離に影響を及ぼすと考え，前処理として化学処理を行い基板表面の

形態を変化させた基板上にダイヤモンド合成を行ってきた。さらに，２段階合成法における燃焼炎中の白

心から WC基板表面までの距離（白心距離）を各段階において変化させ合成を行ってきた。ここで，新た
な前処理時間の条件を設定し白心距離を変化させ合成を行い，この前処理時間と白心距離の変化が合成皮

膜や界面はく離にどのような影響を及ぼすか調査し検討を行った。 

 
実験装置 

実験装置を図１に示す。皮膜の表面温度を一定に保つため，銅製のボックスに通水し冷却する。皮膜の

表面温度は，非接触型の赤外線放射型温度計により測定することができる。冷却用装置は 100×100×55 
mm3の銅製ボックスを使用し，このボックスの中に冷却水を流し込み，反対方向から小型ポンプで吸い出

した。ここで，直径 10 mmのタングステン（W）円柱棒を冷却用の支柱としてボックスの中央に通し，テ
ーブルにフランジで固定した。この支柱の上に WC基板を接着させ合成を行った。この際，冷却を効率良
く行うため基板と支柱の間に熱伝導性の良い Ag ペーストを塗布し，473 K で炉内において熱し接着した。 
 冷却用のボックスは上下移動可能なステージ上にあり，冷却水面と皮膜表面の距離を変えることで皮膜

表面温度を変化させることができる。ステージにはステッピングモータが取り付けられおり，ドライバを

介してステージコントローラによって上下移動を制御することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1   Experimental set up for synthesizing diamond on the WC substrate 
by acetylene-oxygen combustion flame. 

 
基 板 

本実験において，基板として直径 10 mm，厚さ 3 mmの円盤状のタングステンカーバイド（WC）を使
用した。 
 

２段階合成法 

燃焼炎法による WC基板表面上へのダイヤモンド皮膜合成において，基板表面の温度コントロールが容
易となり，安定した品質のダイヤモンド皮膜を得られることが可能な２段階合成法を提案してきた。この

２段階合成法は，皮膜合成途中に基板表面温度を２段階に変化させダイヤモンドの合成を行う方法である。

この方法により，基板表面の温度コントロールが可能となり，基板の急激な温度上昇を抑制することがで
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き，かつ安定した品質のダイヤモンド皮膜を合成することが可能となる。この際，WC の材料特性より第
１段階を 1273 K，第２段階を 1223 Kと変化させダイヤモンド合成を行った。この際，第１段階である初
期段階に中間層を合成して接着強度を高め，はく離を抑制することが可能になると考えた。 

 
実験条件 

本実験で用いるダイヤモンドの合成条件を表１に示す。ここで，酸素ガス，アセチレンガスの流量比を 

はく離抑制のための最適流量比である 0.90とした。 
 
 

            Table 1   Conditions for diamond syntheses on the WC substrate. 
Reaction gas C2H2 + O2 
Film surface temperature 1223～1273 [K] 
Pressure 105 [Pa] 
C2H2 Flow rate, Fa 70.9 [cm3/s] 
O2 Flow rate, Fo 63.8 [cm3/s] 
Flow ratio, Rf  = Fo  / Fa 0.90 

 

 

ここで，WC 基板表面の前処理による基板表面形態の変化が，合成された皮膜のはく離に影響を及ぼす
と考え，前処理として化学処理５）,６）を行い基板表面の形態を変化させ合成を行った。化学処理は，WC表
面をエッチングすることが可能なMurakami溶液（ヘキサシアノ鉄(Ⅲ)酸カリウム K3[Fe(CN)6]：10 g，水
酸化カリウム KOH：10 g，水：100 ml）にWC基板を浸しエッチングを行った。ここでは，Murakami溶
液に WC基板を浸透させ，基板表面上を意図的に粗くした。このことにより，WC基板と合成皮膜の接触
面積を増加させ，はく離を抑制することが可能になると考えられる。また，Murakami 溶液による基板表
面処理後，酸溶液（硫酸 H2SO4：3 ml，過酸化水素 H2O2：88 ml）を用いて化学処理を行った。これは，コ
バルト(Co)の除去を行うためである。Co は，ダイヤモンド合成時に基板表面と皮膜の間の表面領域に拡散
し，皮膜の接着強度の低下の原因となるグラファイトを生じさせるということがわかっており７），酸溶液

による化学処理によって Co を除去することで，グラファイト層の生成を抑制することが可能になると考
えられる。この際，化学処理を行う時間の違いによる表面形態の変化が合成皮膜や界面はく離にどのよう

な影響を及ぼすか検討するため，先行研究において表２に示すように Murakami溶液による処理を 10，20 
min，酸溶液による処理を 10，15，20 secと変化させた各 Case A～Fの条件で前処理を行った基板上に合
成を行った。ここで，新たな前処理時間の条件として Murakami溶液による基板の処理時間を 15 min，酸
溶液による基板の化学処理時間を 10 secとしたものを設定し，これを表２に示すように Case G とした。
また，酸溶液によるエッチングの後，ダイヤモンド合成の成長核とし粒径 0.25 µm のダイヤモンドペース
トを溶かし込んだアセトンの中に基板を入れて，30 min超音波洗浄器で種付け処理を施した。 

 
 

Table 2   Conditions of pretreatments for the WC substrate. 

 Treatment periods by  
Murakami’s reagent  

Treatment periods by 
acid solution 

Case A 10 [min] 10 [sec] 
Case B 20 [min] 20 [sec] 
Case C 20 [min] 10 [sec] 
Case D 10 [min] 20 [sec] 
Case E 10 [min] 15 [sec] 
Case F 20 [min] 15 [sec] 
Case G 15 [min] 10 [sec] 
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ここで，２段階合成法を用いて合成を行う際，図２に示すようなアセチレン－酸素の燃焼炎中の白心か

ら WC基板表面までの距離（白心距離）d を変化させてダイヤモンド合成を行った。この際，表３に示す
ように白心距離を各段階において変化させて合成を行った。この白心距離が変化すると，ダイヤモンド皮

膜を合成することが可能な領域である内炎の部分が変化し，合成された皮膜および界面はく離に影響を及

ぼすことがわかっている２）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2   Distances of the flame inner cone from WC substrate. 
 

Table 3  Conditions of the two-step synthesis method for the WC substrate surface. 
 Film surface temperature Inner cone-to-substrate distances : d 

Case 1 Case 2 Case 3 
1st. step:1200 [sec] 1273 [K] 7.0 [mm] 7.0 [mm] 7.5 [mm] 
2nd. step:1200 [sec] 1223 [K] 7.0 [mm] 7.5 [mm] 7.0 [mm] 

 
実 験 

本実験で用いる２段階合成法の合成時間は，第１段階を 1200 sec，第２段階を 1200 secとし合成を行っ
た。この際，表２，３の条件によりダイヤモンド皮膜合成の前処理である WC基板表面の化学処理の時間
（Case G）と，各段階における白心距離（Case 1～3）を変化させて燃焼炎法によるWC基板表面へダイヤ
モンド皮膜の合成を行い，前処理時間と各段階における白心距離の変化が合成皮膜や界面はく離にどのよ

うな影響を及ぼすか調査し検討を行った。 

ここで，前処理を Case G の条件で行った際の合成皮膜のはく離性についての結果をそれぞれ表４に示
す。この際，Case G の前処理条件において，各段階の白心距離を Case 1~3 の条件で変化させ合成を行っ
たものをCase G-1，G-2，G-3とした。表中において，はく離無しとは，はく離が発生せず基板上に皮膜が
残っている状態である。半はく離とは，皮膜が基板上に半分以上残っている状態である。はく離とは，は

く離が発生し基板上に皮膜がほとんど残ってない状態である。また，異常成長とは皮膜の結晶が成長し過

ぎた状態である。 
表４から，Case G-1，2，3 においては，完全にはく離を抑制することができた。先行研究の結果におい
てCase A-2，3では，若干のはく離の発生を確認しているが，Case A-1，Case B-1，2，3，Case C-1，2，
3，Case D-1，2，3，Case E-1，2，3ならびに Case F-1，2，3においては，完全にはく離を抑制すること
ができている。本実験条件においても，完全にはく離を抑制することができた。 
次に，合成した皮膜の物質の特定を行うため X 線回折装置（XRD）システムを用いて特定を行い，合
成された皮膜がどのような影響を受けているか考察を行った。Case G-1 で合成された皮膜の XRD 結果を
図３に示す。図より，合成された皮膜は，ダイヤモンドの存在を示すダイヤモンド(111)，(220)面のピーク
を確認することができる。ここで，先行研究からCase B-1で合成された皮膜では，Case A-1，Case C-1，
Case D-1，Case E-1および Case F-1で合成された皮膜よりダイヤモンド(111)面のピークが鈍くなっている
ことがわかっている。本実験条件で合成されたCase G-1の皮膜のダイヤモンド(111)面のピークもCase B-
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1で合成された皮膜のピークより鋭くなっている．このことより，Case A-1，C-1，D-1，E-1，F-1および
Case G-1で合成された皮膜がCase B-1で合成された皮膜よりダイヤモンドの質が良いことがわかった。  

 
Table 4  Results of delamination of the synthesized films in Case G. 

 
 Case G-1 Case G-2 Case G-3 

Non delamination 100.0 % 100.0 % 100.0 % 
Half delamination 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Delamination 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
Abnormal growth 0.0 % 0.0 % 0.0 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 以上のことから，ダイヤモンド皮膜合成の前処理である WC基板表面の化学処理の時間と，各段階にお
ける白心距離を変化させて燃焼炎法による WC基板表面へダイヤモンド皮膜の合成を行った結果，前処理
時間と各段階における白心距離の変化が合成皮膜や界面はく離に影響を及ぼすことがわかった。 

 
結 言 

WC基板表面上に燃焼炎法により界面はく離を抑制しながら，接着強度の高いダイヤモンド皮膜を合成
することを目的とし，２段階合成法を用いダイヤモンド合成を行い，その際に合成された皮膜と界面はく

離について検討を行った。ここで，ダイヤモンド皮膜合成の前処理であるWC基板表面の化学処理の時間
（Case G）と，各段階における白心距離（Case 1~ 3）を変化させて燃焼炎法によるWC基板表面へダイヤ
モンド皮膜の合成を行った結果，前処理時間と各段階における白心距離の変化が合成皮膜や界面はく離に

影響を及ぼすことがわかった。 
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Fig. 3   XRD patterns of the synthesized film in Case G-1. 
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キーワード：中高炭素鋼、摩擦攪拌接合、継手、強度、延性 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
1. 緒言 

近年、元素戦略、衝突安全設計の厳格化、燃費向上による環境負荷低減の実現を目的に、輸送機器に適

用する構造材料の高強度・高靱性・軽量化に向けた研究が展開されている。なかでも、合金元素としての

積極的な炭素利用に着目した鉄鋼材料の材料特性の革新は、我が国の元素戦略上の重要課題の一つとして

注目されている。この課題の実現には、溶融溶接時の熱履歴により機械的特性の劣化が誘引されやすい炭

素鋼に対し、代替可能・有効な接合プロセスの充実が求められる。我々は、中・高炭素鋼に対し、非溶融

接合プロセスの一つである摩擦攪拌接合を適用した際の接合特性について一連の検討を展開している。本

報告では、JIS-S55C を対象に摩擦攪拌接合試験を実施した際の、接合条件と機械的特性の相関について検

討した結果について報告する。  

 

 

 

2. 実験方法 

摩擦攪拌接合により得られる中炭素鋼(JIS-S55C)継手

の機械的特性に関する研究 

 

宮 野 泰 征 ， 神 谷 修 ， 牧 野 滉 平  

 (第 3研究グループ) 
代表者のメールアドレス :  y.miyano@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：近年、元素戦略、衝突安全設計の厳格化、燃費向上による環境負荷低減

を目的に、輸送機器に適用する構造材料の高強度・高靱性・軽量化に向けた研

究が展開されている。なかでも、合金元素としての積極的な炭素利用に着目し

た鉄鋼材料開発は、我が国の元素戦略上の重要課題の一つとして注目されてい

る。ここで、溶融溶接プロセス適用時の熱履歴により機械的特性の劣化が誘引

される炭素鋼に対し、代替可能・有効な接合プロセスの充実が望まれている。

我々は、中・高炭素鋼に対し、非溶融接合プロセスの一つである摩擦攪拌接合

を適用した際の接合特性について検討を展開している。本研究では、JIS-S55C
を対象に摩擦攪拌接合試験を実施した際の、接合パラメータと機械的特性の相

関について検討した結果について報告する。 

 

 

 

キーワード：摩擦攪拌接合，中炭素鋼，機械的特性  

実用性・独自性： 
摩擦攪拌接合は、接合ツールと呼ばれる回転工具を高速回転させ、ツール /  材料間に発生する摩擦熱に 
より材料を軟化・塑性流動させ、接合を実現する固相接合プロセスである。巨大電力の使用、金属蒸気， 
炭酸ガスなどの環境影響の低減を期待できるほか、接合プロセス中の温度の制御性も極めて大きい。 
炭素鋼は組織制御を利用した機械的特性の向上に優れる材料であるが、こういった特性は溶融溶接など 
のプロセスを経ることで劣化してしまう場合がある。炭素鋼の有効活用のためには、接合技術の革新も重 
要な課題と位置づけられている。本研究では、炭素鋼を対象に非溶融の接合プロセスを適用した場合の継 
手特性評価を目的としたもので、入熱量と継手機械的特性に関する系統的知見の獲得を目指す。 
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Table 1 摩擦攪拌接合条件 
 

 

 供試材には JIS-S55Cを使用した。250 × 30× 1.5 t mm

の板材を対象に、突合せ条件で摩擦攪拌接合試験を

実施した。接合ツールにはWC製ツール(ショルダ径: 
12 mm、プローブ径: 4 mm)を使用した。摩擦攪拌接合
は、回転速度を 100～400 rpm、接合速度を 100～400 
mm/min の範囲で変化させ、荷重制御条件で実施した。
接合中の入熱量を赤外線放射熱画像解析装置により評価した。本報告では Table 1に示す 4条件について報
告する。得られた継手接合方向に垂直な断面を対象に、SEMによる組織観察とビッカース硬度測定を行っ
た。また、接合線に垂直方向に攪拌部を標点区間に含む試験片を作製し引張試験を行った。は Table 1で示
す 4条件について報告する。得られた接合継手を対象に光学顕微鏡による接合部断面組織観察を行った。
また、攪拌部を標点区間に含む試験片(長手方向を接合線に垂直方向)を作製し引張試験を行った。 
3. 実験結果と考察 

Fig. 1 に接合部断面の SEM反射電子像を示す。観察は
過塩素酸と酢酸の混合液を用いた電解エッチング後に実

施した。ツールの攪拌領域に対応した組織の出現は入熱

量の大きな条件（ツール回転速度が大きい条件）ほど顕

著となる傾向が示されており、最も入熱量の低い条件

（回転速度 100rpm）では攪拌部に対応した明確な組織の
出現は確認できない。著者らが実施した JIS-S45C を対象
にした実験で実施した接合中のツール表面を対象にした

赤外線放射温度測定では、100rpm-100mm/min の条件では
A1変態点以上、400rpm-100mm/minの条件では A3変態点
以上となることを確認している。したがって、今回の接

合における観察時の攪拌部の視認性の違いは、攪拌部の

相変態に対応している可能性が考えられる。一方、

400rpm-100mm/minの条件よりも冷却速度が大きく、低入熱となることが予想される 400rpm-400mm/minの条
件では裏面側の攪拌部の視認性が不明瞭となる傾向が確認された。これは、表面、裏面間で大きな温度差

が生じていた可能性を示唆している。 
Fig. 2に各接合条件で得られた継手接合部断面の硬度分布を示す。測定は、試験片の厚さ中心領域を対象
に実施した。母材の平均硬度は 175Hvであったが、すべての条件で攪拌部に対応した硬度上昇が確認され、
軟化領域等は形成されていない。 400rpm-400mm/min、400rpm-100mm/minでは、最高到達硬度はほぼ同程度
であるが、硬度の上昇領域は 400rpm-400mm/minの条件で狭くなっており、硬度上昇域と Fig. 1 に示した
攪拌部が白く視認される領域との対応が考えられる。 

 

Fig. 1 継手断面SEM反射電子像 

Fig. 2 ビッカース硬度分布 Fig. 3 応力―ひずみ線図 
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Fig. ３は引張試験で得られた結果を応力-ひずみ線図として整理したものである。すべての接合条件にお
いて、降伏強度、引張強度ともに母材よりも優れる結果が確認された。引張強度に関しては、高入熱側の

条件ほど、強度が上昇する傾向が確認された。継手引張特性と継手組織との相関については、今後の研究

課題として検討を進めていきたいと考えている。 
4.まとめ 

1） JIS-S55Cを対象とした摩擦攪拌接合試験を実施し、入熱量の異なる 4条件の継手を作製した。 
2） 摩擦接合接合条件ごとの接合部断面組織をSEM反射電子像により評価した。 
3） 各摩擦接合継手の硬度分布と引張特性を系統的に評価した。 
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超音波の特異反応場を利用した水質浄化材料の合成

大 川 浩 一 ， 北 村 優 弥 ， 菅 原 勝 康  

 (第 14研究グループ) 
okawa@mine.akita-u.ac.jp 

 

概要：銅製錬過程で排出される高濃度の砒素(V)を処理するために、砒酸鉄であるス

コロダイト(FeAsO4·2H2O)を合成して固定化する技術が開発されている。また強酸性

溶液中に対する難溶解性を高めるために、比表面積が小さい粗大なスコロダイト粒

子を合成することが望まれる。従来法では、二価鉄と五価砒素を含む硫酸酸性溶液

を、高温(>90C)にて長時間(7時間)酸素流入をしながら撹拌することで粗大な粒子

(>10 μm)を得ている。本研究は、超音波による酸化作用と凝集作用に着目し、低温

(70C)にて粒径の大きなスコロダイトの合成を試みた。その結果、超音波を使用する

ことで、10 μm以上を有する粗大なスコロダイト粒子を合成することができた。 

キーワード：スコロダイト，鉄，砒素，超音波，酸化 
 

独自性・実用性： 
本研究グループでは、電池材料をはじめ，機能性材料等を超音波による物理作用 
および化学作用を選択的に利用することで合成する材料の粒径制御する 
研究を行っています。 
本研究では，粗大なスコロダイト粒子を低温短時間で合成した。 
 
本研究に関する論文 
1. Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara: Effect of reaction temperature on the 
size and morphology of scorodite synthesized using ultrasound irradiation, Ultrasonics Sonochemistry, 35, PartB, 
pp.598-604 (2017) 
2. Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara:Effect of ultrasound intensity on the size 
and morphology of synthesized scorodite particles, Advanced Powder Technology, 27(3), pp.891-897 (2016) 
3. Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Katsuyasu Sugawara : Synthesis of large scorodite particles using short 
period time sonication to enhance agglomeration of precursor, Japanese Journal of Applied Physics, 54, 07HE12 
(2015) 
4. 大川浩一，北村優弥，加藤貴宏，菅原勝康: 超音波照射を用いたスコロダイト粒子の合成，

超音波TECHNO 27(3), 20-25 (2015) 
5. Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara:Size and Morphology of Scorodite 
Particles Synthesized Using Ultrasound Irradiation,Japanese Journal of Applied Physics 53(7S), pp.07KE05-1-5 
(2014) 
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Fig.1 Schematic of the experimental apparatus

 はじめに

砒素は薬剤や半導体などに使用され我々の生活に欠かせない元素である。しかしながら、砒素は人体に有

害であるため、排水中に含まれる場合は適切な方法を用いて処理を行う必要がある。主に砒素は、硫砒銅

鉱 、砒四面銅鉱 などの非鉄金属鉱石中に硫化物として存在している 。近年鉱石中に

含まれる銅品位の低下によって砒素の含有率が増加傾向にあり、銅製錬における繰り返し処理によって生

じる高濃度の砒素の処分が問題となっている。そのため高濃度の砒素を銅製錬の系統外へ排出して安定に

固定化する技術が開発されている 。この技術は、スコロダイト · と呼ばれる砒酸鉄化合物を

合成することで、銅製錬における砒素を固定化するものである 。スコロダイトは強酸性溶液中におい

て優れた難溶解性をもち、特に粒子サイズが大きく比表面積の小さなスコロダイト粒子が望まれている。

粗大なスコロダイト粒子 μ は、 と を含んだ ° 以上の高温の溶液に酸素を流入しなが

ら撹拌し、 を酸化することで合成できることが報告されている 。本研究では、超音波の化学作用

および凝集作用に着目し、従来より低温にて大きなスコロダイト粒子 μ を合成することを検討した。

 実験方法

実験装置の概略を図 に示す。超音波照射は多周波超音波発生装置と の超音波振動子を用いて行

った。超音波発生装置の出力は とした。超音波で合成したスコロダイトと比較するため、超音波の

代わりにスターラー を使用した合成も行った。反応溶液である 酸性溶液

モル比 は、ヒ酸水素二ナトリウム七水和物 · 、希硫酸、

硫酸鉄 七水和物 · 関東化学 を用いて調製した。超音波照射を行う前に溶液中に酸素ガス

を約 分間流入し、酸素雰囲気に置換した。超音波照射時の溶液温度は温水循環装置を利用

して ° に維持し、 時間照射した。得られた生成物は、ろ過、乾燥後、粉末 線回折 および電子顕

微鏡 にて同定と観察を行った。

 結果と考察

実験で得られた生成物の 測定結果を図 に示す。超音波を使用して得られた生成物は、スターラーの

場合と同様に単一相のスコロダイト · であった。

超音波照射または撹拌を 時間行って合成したスコロダイト粒子の 観察結果を図 に示す。スコロダ

イトの形状は、ともに多面形であった。スターラーを用いて合成した粒子の粒径は – μ 程度であるの

に対し、超音波を用いた場合、 µ 以上の大きな粒子が得られた。 らの報告によると、スコロダ

イト合成において反応溶液を加熱することで、二価鉄 と少量の三価鉄 を含む前駆体が生

成する 。その前駆体を高温にて酸化することで、結晶成長してファセット表面を有するスコロダイトが

生成する。本実験における超音波照射による化学反応は、以下の式のように ラジカルが二価鉄主体の前

駆体 の酸化に寄与していると考えられる。また酸素や超音波照射で生成する ・は、

・を捕捉することができるため 式 – 、生成した酸化剤 ・ と ・が再結合し 式 、酸化作用が

低下することを抑制すると考えられる。
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Fig.2 XRD patterns of precipitated samples
synthesized using ultrasound irradiation or
stirrer at 70C for 1 h.
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Fig. 3 SEM images of precipitated samples.
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さらに詳しく調べたところ、超音波を用いた場合に大きな粒子が得られたのは、酸化作用だけではなく、

合成初期時間での前駆体粒子の凝集作用も要因の一つであることがわかった。
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1. Introduction 
There are many previous studies regarding design knowledge in 
enhancing functionality of products. Theoretical analysis of visual 
design including shape, color, texture, and so on, have been also 
studied [1, 2]. However, efforts to integrate functional and visual 
design problems have been insufficient. Visual design is also 
important for consumers to choose products. In addition, 
sometimes enhancing product functions may increase cost and 
environmental impact, while improvement of visual design may 

not cause increase of environmental impact greatly. It is shown in a 
previous study [3] that ICs of electronics will have a big 
environmental impact during the production stage. One 
publication [4] indicated that 70 to 90% of environmental impact 
of manufacturing is due to production of semiconductors. Thus, 
sometimes enhancing functions of electronics will not be a 
sustainable way. Instead, focusing on visual design including 
surface texture, thickness, etc. can be a good strategy to make the 
product sustainable, since a neat and sophisticated visual design 
can be enough reasons to purchase the product and use the product 

環境効率デザインのための意匠デザインと機能設計の

統合評価の試み 

三 島 望 ， 内 藤 翼  

 (第 15研究グループ) 
nmishima@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：この研究では，スマートフォンを題材に意匠設計と機能設計の統合評価

の手法を提案する．製品の性能を上げるための機能設計の評価に関しては多く

の研究があるが，意匠設計を含めての評価は不十分である．意匠設計もまた，

ユーザーが製品を選択する上で重要である．また，ときに機能を高めた製品は

環境負荷やコストを高める可能性がある．一方で，意匠設計の改善が環境負荷

に繋がる可能性は低い．評価が低い機能設計の代わりに，優れた意匠設計を付

加することは，製品を購入し，より長く使うための十分な理由となる．このよ

うに，環境負荷を高めることなく魅力的な製品を作れれば，環境に優しい製品

となる可能性が高い．今回の研究では，4つの意匠設計と，1つの機能設計で一
対比較を行い．その結果を事前に調査していた 5つの機能設計の重要度と統合
した．その結果，スマートフォンにおいて，機能設計は意匠設計よりも基本的

に重要であることが明らかになった．しかし，メモリーとカスタマイズ性の差

は小さく，すでにある様々なオプションパーツに着目することで，環境負荷を

高めずに製品の顧客価値を上げることが可能性が示された． 

キーワード：意匠デザイン，機能設計，スマートフォン，環境効率  
          
独自性・実用性： 
製品設計において意匠デザインは顧客の購買動機となる重要な項目である．“デザ

イン性”のように数値化できない製品特性については感性設計からのアプローチが良
く知られているが，一般化できる設計指針を得られるまでには至っていない．本研

究は，意匠デザインと機能設計を統合的に重要度評価しようというものであり，手

法が確立すれば，環境にやさしく，顧客にとって魅力的な製品を設計するための重

要な指針が得られる可能性がある． 
。 
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longer. If it is possible to design an attractive product without 
increasing environmental impacts due to production, usage and 
end-of-life treatment, such product can be an eco-efficient product. 

The paper discusses a method to quantitatively evaluate the 
importance of functional and visual design specifications, by using 
a same way. Using smartphones as a case study, the paper 
proposes a procedure to evaluate both functional and visual design. 
By carrying out a specially designed questionnaire to university 
students, the authors have investigated the relative importance of 5 
functions of a smartphone in the previous study [5]. In order to 
integrate the result to the previous results, a new questionnaire to 
clarify the users’ preference regarding visual design will be carried 
out. Throughout the survey and analyses, the paper will try to 
compare different type of design specifications. The goal of this 
study is to “propose a procedure to evaluate visual and functional 
design specifications in an integrated manner.” 

2. Approach for Design Evaluation 
In the study, using smartphones for the case study, these steps were 
taken.  

Listing up of visual design specifications. 

Screening of the visual design specifications in the aspect of 
relevance with functional design specifications and design 
flexibility. 

Extraction of visual design specifications that are not relevant 
with functions and have certain design flexibility. 

Investigation of the extracted design specifications by a 
questionnaire to university students. 

Integrated analysis with functional design specifications. 

Discussion of visual design specifications that are relatively 
important for users and not having large environmental 
impacts. 

Proposal of a basic design plan for eco-efficient smartphones. 

Since the purpose of the study is to find out a good design strategy 
which does not affect product functionality, but enhance 
attractiveness of the product, design specifications which have to 
consider functions should be eliminated from the list by step 2. 
Design specifications that will be automatically determined should 
be also eliminated, since there is no space to change. 

3. Visual design specifications for 
evaluation 

3.1 Extraction of the specifications 
The paper first tried to find out all the visual/functional design 
specifications and tried to eliminate unnecessary design 
specifications by applying a screening process mentioned in the 
former section. As the result, following design specifications have 
been selected as the targets of evaluation. 

1. Color 

Although a color of a smartphone does not directly affect the 
functionality, fancy (or cool, gorgeous, etc.) color can be a good 
reason to purchase it.  

2. Texture 

Some products have matte surfaces and some have polished 
surfaces.  Environmental impact due to surface finish might be a 
little different. However, the surface texture apparently does not 
affect functionalities such as storage capacity, data transfer speed, 
etc. Thus, texture is a pure visual design specification.  

3. Thickness 

Smartphones need a certain thickness to install all the necessary 
functions.  But. Still there are some different design options to 
choose a thick and reliable design, or thin and smart design. 

4. Customizability 

It is often seen (in Japan) that young people decorate their 
smartphones by attaching a fancy case. This “customizability” 
does not mean the choices with a case or without a case. This 
feature shows how many options users can have, in attaching a 
case,  headset, strap, touch pen. Thus, a standard design which has 
common sizes increases the customizability. Contrarily, a 
specialized design can disturb the customizability. So, 
customizability itself won’t affect the environmental impact. The 
difference is that the users can select from many options, or can 
only select from a few options. 

3.2 Consideration for design space 
Even if the above-mentioned specifications are suitable for 
evaluation, practical users’ preference will be affected by the 
number of choices, so-called, design space. Significance of “color” 
is not the same between when you have only 2 color choices 
versus when you have tens of color options. In considering the 
design flexibility, we investigated the practical examples in the 
market. Actually, people cannot imagine things that they have 
never seen at all. Therefore, users’ preference will be affected by 
the examples in the market. Plus, the existence in the current 
market assures that the design option is technically feasible. 

1. Color 

Corresponding to the examples in the market, we assumed that the 
color can be selected from following nine. 

Pastel blue 

Blue 

White 

Pink 

Black 

Red 

Emerald green 

Gold 

Silver 

2. Texture 

Considering the market examples, these two are the only available 
options for texture. 

Matte surface 
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Polished (mirror) surface 

3. Thickness 

As the design space, minimum and maximum in Japanese market 
were considered. This specification was assumed that the users can 
choose from 6.8mm to 14.2mm. 

4. Customizability 

This design specification is a little difficult to explain without 
visual images. Fig.1 to 4 are some examples of smartphone cases 
that the users can purchase in Japanese market.  Of course, there 
are so many types of other options such as non-glare films, 
headsets, touch pens, accessories, etc. 

 
1 Figure 1: Rubber case for protection 

 
2 Figure 2: Silicon case for decoration 

 

3 Figure 3: Leather case 

4  

5 Fig.4 Rubber case for protection (for iPhone) 

4. Investigation on preference of design 
specifications 

4.1 Method of the analysis 
In the study, a pair comparison which is often used in AHP
（Analytic Hierarchy Process）[6] has been carried out. In order 
to check the importance of functional and visual design 
specifications, one factor regarding function was added in the list. 4 
visual design specifications (color, texture, thickness and 
customizability) and one functional design specification (battery 
capacity without recharging) were compared through pair 
comparison. Each respondent was required to answer ten 
questions. The questions are to clarify which design specification is 
how important compared with the other one. (Figure 5) As shown 
in the figure, one question consists of a comparison of a pair of 
design specifications. Comparing the left one and the right one, it 
the respondent thinks color is definitely important, “9” should be 
marked. Totally, there are 9 different options to answer one 
question from 9 to 1/9, as it is shown below the figure. By 
answering all the possible combination with 5 specifications 
(totally 10 questions), a matrix shown in Table1 filled with ratio of 
relative importance of each combination can be obtained. The 
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questionnaire was carried out to 78 3rd grade undergraduate 
university students. 

         9      7      5      3      1     1/3   1/5   1/7   1/9         

                                                                         

6 Figure 5: Example of a question for pair comparison 

If A is absolutely important than B, 9 is marked. 

If A is rather important than B, 7 is marked. 

If A is important than B, 5 is marked. 

If A is somewhat important than B, 3 is marked. 

If A and B is equally important, 1 is marked. 

If B is somewhat important than A, 1/3 is marked. 

If B is important than A, 1/5 is marked. 

If B is rather important than A, 1/7 is marked. 

If B is absolutely important than A, 1/9 is marked. 
7 Table 1 Sample matrix to calculate relative importance of 5 
design specifications 

  Color Texture Thickne
ss 

Custom
izability 

Battery 
capacity 

Color 1 w1/w2 w1/w3 w1/w4 w1/w5 
Texture w2/w1 1 w2/w3 w2/w4 w2/w5 
Thickness w3/w1 w3/w2 1 w3/w4 w3/w5 
Customiza
bility w4/w1  w4/w2 w4/w3 1 w4/w5 

Battery 
capacity w5/w1 w5/w2 w5/w3 w5/w4 1 

w1-w5: relative importance of 5 design specifications 

By analyzing the above table, it is possible to calculate the relative 
importance. By multiplying all the value to horizontal direction, 
eq. (1) can be obtained. Then, the relative importance can be 
calculated as eq. (2). 

54321

5

'
wwwww

wW i
i                                   (1) 

5
54321 wwwww

wW i
i                                (2) 

Wi: relative importance of spec i 

wi: absolute weight of spec i 

4.2 Result of the analysis 
Table 2 is the raw result regarding relative importance of five 
design specifications, calculated by the procedure shown in the 
former section. 
8 Table 2 Importance of design specifications 

5. Result of the integration of design 
specifications 

In our previous paper [5], relative importance of functional design 
specifications has been investigated through conjoint analysis [7]. 
The questionnaire to university students showed that “battery 
capacity” is the most important feature and relative importance as 
it is shown in Figure 6. 

 
9 Figure 6: Relative importance of functional specifications 
10 The next procedure is to adjust the previous result shown in 
Table 1 in order to compare visual and functional specifications 
under the same standard.  In Table 1, importance of “battery 
capacity” is calculated as 0.4495, while it is calculated as 0.4031 in 
the previous survey shown in Figure 6. We assumed that the same 
specification was calculated relatively high in the new survey. And, 
it is also assumed that there is no change in ratio between battery 
capacity and other three specifications. Thus, by adjusting the 
value in Figure 6 to compare with the values in Table 1 directly, 
Table 3 can be obtained. 
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11 Table 3 Relative importance of all the design specifications 

Again, by calculating relative importance of 8 design specs in 
Table 3, a new value shown in Fig.7 can be obtained. 

 
12 Figure 7: Relative importance of total design specifications 

6 . Discussion on the result and eco-
efficiency 

The result of the aforementioned survey showed that basically 
functional design specifications are thought to be more important 
than visual design specifications. As for smartphones, which do 
not have so much visual design variations, users think functions 
are the important issues in selecting the products. Especially, for 
heavy users like university students, battery capacity seems to be 
the critical point. However, still there were some interesting results 
regarding the relations between visual and functional 
specifications. 

Among four visual design specifications, customizability 
which means the variations in selectable options, has the 
largest importance. 

Contrarily, color and texture do not have significant effects on 
users’ preference. 

The importance of the visual design specification, 
“customizability” and the functional design specification, 
“memory size” are not so different. 

The result of the questionnaire showed that there are some 
differences in users’ preference of design specifications. This will 
help designers to focus on important factors and enable to design 
attractive products. However, in order to consider what features 
can contribute in designing environmentally benign products, it is 
also necessary to estimate how much environmental impact could 
be decreased (or, increased). With some consideration regarding 
enhancement of product functions versus increase of environment 
impact, it will be possible to say which is more eco-efficient 
design. 

Focusing on the “memory size,” a certain smartphone model 
provides 16GB, 32GB and 64GB models. It means that 64GB 
model has three more 16GB memory chips (or maybe six 8GB 
memory chips) compared to 16GB model. Evidently, 64GB 
model has a larger environmental impact for production than 
16GB model. A previous LCA-based study [4] provides some 
information regarding this issue. The paper concludes that rather 
large portion of environmental impact of smartphone production is 
due to production of PCB (printed circuit board), and rather large 
portion of it is due to implementations of IC chips. Based on a 
rough calculation, by increasing the memory size to 16GB to 
64GB, environmental impact of production will increase by 30% 
or so [4]. If memory size is really important for users, it will be 
reasonable. But, once if the feature is not really important, it is 
suggested that large storage memory is not eco-efficient in creating 
product value. On the other hand, as it is mentioned in the previous 
section, large “customizability” does not mean to provide new 
smartphone options, but it means that the users can select from 
large variety of options. Whichever the variety is small or large, the 
users purchase options. So, increase of “customizability” does not 
directly cause increase of environmental impact of production. The 
above-mentioned consideration may lead us to say, “it might be 
possible to design eco-efficient smartphones by focusing on 
customizability rather than memory size.”  

7. Conclusions 
In this paper, an effort to evaluate effect of visual design 
specifications on the attractiveness of the product was carried out. 
Four visual design specifications, “color,” “texture,” “thickness” 
and “customizability” were selected as pure visual design 
specifications that do not affect product functions and have certain 
design flexibility. Together with one functional design 
specification, “battery capacity” which was the most important 
design feature found in the previous study, the relative importance 
of five design specifications was investigated through a 
questionnaire to university students.  

The result clarified that functions are basically thought to be more 
important than visual features in smartphones. However, it also 
showed there is not big difference between “customizability” and 
“memory size.” This fact suggested that it might be possible to 
design eco-efficient product by focusing on a certain visual design 
specification which may increase product attractiveness without 
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increasing environmental impact of production too much. 
Although the discussion in this paper is still very primitive and 
qualitative, it can be the first step towards sustainable production 
by focusing on proper combinations of product functions and 
visual features. As for the future work, more quantitative and 
precise discussions regarding product functions, visual features 
and environmental impact will be necessary. 
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ベトナム北部 Sin Quyen鉱床の軽希土類元素鉱化作用 

フ ァ ム  ノ ッ ク  カ ン ・ 石 山 大 三  

 (第 4研究グループ) 
ishiyama@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：Sin Quyen鉱床の褐簾石の形成に伴う軽希土類元素鉱化作用について地質学，
鉱物学，地球化学的データに基づき軽希土類元素の濃集機構を解明した．同鉱化作

用は，500～600℃の変成作用に環境での褐簾石の形成に伴う鉱化作用である。含軽
希土類元素の鉱物である褐簾石の形成には磁鉄鉱の形成が重要であり，同鉱物は，

磁鉄鉱-磁硫鉄鉱が共生するある程度酸化的環境下で形成された． 

キーワード：レアメタル、希土類元素，変成流体，褐簾石  
          

独自性・実用性： 
これまで希土類元素鉱床の形成は，火成活動に関連したマグマ水によりマグマ由来の期同

位元素がマグマ頂部に濃集することで形成されると考えられてきた．今回の研究結果は，

変成流体の活動によっても希土類鉱化作用が起こることが示された．この結果は，これま

で希土類元素鉱床がマグマに伴い形成されるという考え方に加えて，新たな鉱床形成モデ

ルの提案であり，変成岩地域に希土類元素鉱床が存在する可能性を示している． 
 

― 187 ―



 

  

 
 

 
 
 
 

― 188 ―



 

  

 
 
 
 

 
 

― 189 ―



 

  

 
 
 
 

 
 
 

― 190 ―



 

  

 
 
 

 

 

  

― 191 ―



（2）研究実績
①学術論文 

①学術論文 

1) Batnasan, A. Haga, K., Narankhuu, A., Kawamura, S., Shibayama, A., Leaching 

and Adsorption of Gold from Waste Printed Circuit Boards Using Iodine-Iodide 

Solution and Activated Carbon, 20巻 4号 (2016) 

2) K. Matsumoto, S. Yamakawa, M. Jikei, “Selective Recovery of Platinum (IV) 

from Palladium (II)-Containing Solution using 4-(Hexyloxy)aniline”, Chem. 

Lett., 2017, 46, 22-24. 

3) Uma Maheswara Rao Kunda, Manabu Yamada, Hiroshi Katagiric and Fumio Hamada., 

RSC Adv., 6, 19155–19159, (2016). 

4) Kunda Uma Maheswara Rao, Takashi Kimuro, Manabu Yamada, Yoshihiko Kondo, and 

Fumio Hamada, Heterocycles, 92(1), 55-63, (2016). 

5) M. Yamada, M. R. Gandhi, U. M. R. Kunda, F. Hamada, J. Inclusion Phenom. 

Macrocyclic. Chem. 85, 1-18, (2016). 

6) Kannan Senthil, Uichi Akiba, Kenshu Fujiwara, Fumio Hamada, and Yoshihiko 

Kondo, Ind. Eng. Chem. Res., 56, 1039-1047, (2016). 

7) Kannan Senthil, Uichi Akiba, Kenshu Fujiwara, Fumio Hamada, and Yoshihiko 

Kondo, Hydrometallurgy, Articles in Press. 

8) K. Senthil, Y. Kondo, U. Akiba and K. Fujiwara, Separation Science and 

Technology, Articles in Press. 

9) 鉄鋼プロセスの副産物としての高品位な REM 鉱石代替品の製造─特定鉱物相への

REM 濃化─ 井上 亮、笠井菜生：日本学術振興会製鋼第 19 委員会反応プロセス

研究会・凝固プロセス研究会・製鋼計測化学研究会資料 19 委-12861（反応プロセ

ス-VII-139、凝固プロセス-VII-135、製鋼計測化学-VII-145）、pp.1-8、東京、2017

年 1月 31日. 

10) L. Liu, L. Zhang, L. Liang, K. Ohsasa, T. Koyama, Q. Sheng, T. Hasegawa, S. 
Ishio, Microstructure of L10 FePt thin films with anisotropic interfacial 

energy coefficients and anisotropic atomic mobilities, Journal of Alloys and 

Compounds, Vol. 682, p.p. 176～179 (2016). 

11) T. Hasegawa, R. Kasahara, K. Sasaki, and S. Ishio, Microfabrication of FeMnPt 
films involving magnetic phase change due to structural transformation caused 

by ion irradiation, Physica Status Solidi - Rapid Research Letters, Vol. 10, 

No. 6, p.p. 498～502 (2016). 

12) T. Hasegawa, T. Yamazaki, and S. Ishio, Correlation between crystal planes 
and disordering of ordered L10 FePt structure caused by ion irradiation, 

Materials Letters, Vol. 178, p.p. 243～247 (2016). 

13) S. Wodarz, T. Hasegawa, S. Ishio, T. Homma, Structural control of ultra-fine 
CoPt nanodot arrays via electrodeposition process, J. Magn. Magn. Mater. Vol. 

― 192 ―



430, p.p. 52～58 (2017). 

14) Ueno, K., Natsume, Y., Shimasaki, S., Iwai, K., and Ohsasa, K. (2016): 
Numerical Study of Oscillating Melt Flows and Its Solute Transport Driven by 

Electromagnetic Force around Dendrite, Tetsu-to-Hagane, Vol. 102, No. 3, p. 

141-50. (in Japanese) 

15) Natsume, Y. and Ohsasa, K. (2016): Evaluation Based on Numerical Simulations 
for Influence of Local Melt Flow around Solid-liquid Interface on Dendritic 

Growth of Alloy, Tetsu-to-Hagane, Vol. 102, No. 3, p. 151-6. (in Japanese) 

16) Ohsasa, K. and Natsume, Y. (2016): Analysis for the Effect of Fluid Flow on 
Solute Redistribution during Alloy Solidification by Using Cellular Automaton 

Method, Tetsu-to-Hagane, Vol. 102, No. 3, p. 157-63. (in Japanese) 

17) Natsume, Y. (2016): Prediction of Microsegregation in Fe-C-Cr Ternary Alloy 
Using a Cellular Automaton Model with a Triple-layered Multi-grid Method, ISIJ 

International, Vol. 56, No. 8, p. 1378-85. 

18) 長谷川 崇, 金谷 峻介, 風穴 美祐, 石尾 俊二, 正方晶 FeCo ドットパターンの作

製と磁気特性, 電気学会研究会資料（マグネティックス研究会）(The papers of 

technical meeting on magnetics, IEEE Japan), MAG-16-213～220, p.p. 7-10 

(MAG-16-214) (2016). 

19) 石尾 俊二, 長谷川 崇, 吉田真司, 金谷峻介, 高橋海里, 熊谷洸平, 平尾舞子, 

正方晶 FeCo 基合金薄膜の一軸磁気異方性, Uniaxial magnetic anisotropy of 

tetragonal FeCo based alloy films, 日本磁気学会誌まぐね (Magnetics Japan, 

The magnetics society of Japan), Vol. 12, No. 1, p.p. 21～25 (2017). 

20) Michihisa Fukumoto, Ai Yokobori and Motoi Hara: Formation of the β-NiAl 

Containing Hf using a Molten-Salt and Cyclic-Oxidation Behavior, Oxidation 

of  Metals, Vol. 85, pp.17-28 (2016).  

21) Naka Sato, Masahiro Fuji, Naoya Kohiruimaki, Michihisa Fukumoto and Motoi 
Hara: Preparation of Ni Aluminide/Ni Bilayer Coating on Nb-W Alloys by Molten 

Salt Electrodeposition and Oxidation Resistance, Oxidation of Metals, Vol. 

85, pp.29-38 (2016).  

22) Yoshiyuki Sato and Motoi Hara:  Reducing Effect of a Slight Amount of NaCl 
Vapor on Pest Oxidation of Ta-75 at%Al at High Temperature, Oxidation of Metals, 

Vol. 85, pp.29-38 (2016). 

23) 福本倫久，園部 博，原 基，金児紘征：水素センサーおよび酸素センサーを用い

た酸素を含む水蒸気雰囲気中でのジルカロイの水蒸気酸化挙動の検討，日本金属学

会誌，50巻，4号，pp.231-239 (2016). 

24) Michihisa Fukumoto, Yuuki Sato and Motoi Hara: Recovery of Dy from a Mixture 
of Nd, Fe, B and Dy by Electrolysis in Molten LiCl, Materials Transactions, 

Vol.57, No. 8, pp. 1327-1331 (2016). 

― 193 ―



25) “High temperature exchange bias effect in melt-spun Mn55Bi45alloys”, Yiming 

Song, Zhen Xiang, Taolei Wang, Junchao Niu, Kada Xia, Wei Lu, Hong Zhang, 

Yongze Cao, Satoru Yoshimura and Hitoshi Saito, Applied Physics Letters, Vol. 

109, p. 112402-1-5 (2016) 

26) 「強磁性強誘電薄膜における磁化方向の電圧制御と電界記録型磁気記録デバイス
への応用」，吉村哲，化学工業，67巻，11号，68-73頁．（依頼原稿） 

27) “Synthesis, Cu incorporation, and deposition of the apatite-type silicates, 

(La,Ca)10(SiO4)6-x(PO4)x CuyOz”, Kato, S., Endo T., Ogasawara, M., J. Mater. Sci., 

51, pp. 6509-6516 (2016). 

28) 村上翔太, 高橋弘樹, 田口正美: Pt Oxide Black のアンモニア酸化活性とアルカ

リ形アンモニア燃料電池の放電特性, 日本素材物性学雑誌, Vol.28, No.1/2 

(2017) in press. 

29) Hiroki Takahashi, Tomoya Hiromoto, Masami Taguchi: Preparation of Pt-Ni Alloy 
Thin Films with Various Compositions by Sputtering and their Activity for 

Oxygen Reduction Reaction, International Journal of the Society of Materials 

Engineering for Resources, Vol.22, No.1/2 (2017) in press 

30) Hikari TANAKA, Yuta SHIINA, Masanobu NAKATSU and Osamu KAMIYA; Development 
of a New Bonded Abrasive Diamond Tool, Inter. Jour. of Soc. Mater. Eng. Resour. 

Vol.21.No1/2(Mar2016), p11-15. 

31) Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara: Effect of 
reaction temperature on the size and morphology of scorodite synthesized using 

ultrasound irradiation, Ultrasonics Sonochemistry, 35, PartB, pp.598-604 

(2017) 

32) Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara:Effect of 
ultrasound intensity on the size and morphology of synthesized scorodite 

particles, Advanced Powder Technology, 27(3), pp.891-897 (2016) 

33) Kitajima, T., Sasaki, Y., Mishima, N. (2016): Evaluation of Resource 

Efficiency of Electrical and Electronic Equipment, Sustainability Through 

Innovation in Product Life Cycle Design, Part of the series EcoProduction, 

p.945-957. 

34) Pham-Ngoc, C., Ishiyama, D., Tran, T. A., Hoshino, M. and Taguchi, S. (2016): 
Characteristic features of REE and Pb–Zn–Ag mineralizations in the Na Son 

deposit, northeastern Vietnam.  Resource Geology, v. 66, 404-418. 

35) Ghodsi, M. R., Boomeri, M., Bagheri, S., Lentz, D. and Ishiyama, D. (2016):    

Metallogeny and Mineralization Potential of the Bazman Granitoids, SE Iran.  

Resource Geology, v. 66, 286-302. 

36) Ghodsi, M. R., Boomeri, M., Bagheri, S., Ishiyama, D. and Corfu, F. (2016): 
Geochemistry, zircon U-Pb age, and tectonic constraints on the Bazman 

― 194 ―



granitoid complex, southeast Iran.  Turkish Journal of Earth Sciences 

(Turkish J. Earth Sci.), v. 25, 311-340. 

37) 石山大三，川原谷 浩，佐藤比奈子，早川祐美，Pham Ngoc, Can，若狭 幸，張建東，

世良耕一郎(2016)： 秋田県の河川堆積物のSとMn濃度の地球化学的特徴．NMCC共同

利用研究成果報文集22（2015），140-144． 

38) "Synthesis of the ABCDEF-ring of ciguatoxin 3C" T. Sato, K. Fujiwara, K. 
Nogoshi, A. Goto, D. Domon, N. Kawamura, Y. Nomura, D. Sato, H. Tanaka, A. 

Murai, Y. Kondo, U. Akiba, R. Katoono, H. Kawai, and T. Suzuki Tetrahedron 

2017, 73 (6), 703-726. 

― 195 ―



 

 

【国際会議 招待】 

1) “Metal extraction capability for mercury, platinum group metals and cesium by hybrid 

polymers consisted ofβ-cyclodextrin and diatomite”, 2016 International Conference on 

Bioscience and Biotechnology (7th ICBB), (September 1-3, 2016, Udayana University, Bali, 

Indonesia), Fumio Hamada, Chiaki Sannohe, Yoshihiko Kondo, Sachiko Takahi 

2) “Supramolecular assembly and molecular sensing systems based on thiacalixarenes", 

International Conference on Materials Processing and Applications (ICMPA2016) 

collaboration with Akita University, (December 14-16, 2016, VIT University, Vellore, 

India), Fumio Hamada, Kannan Senthil, U. M. Rao Kunda, M. U. Rajiv Gandhi, Yoshihiko Kondo, 

Manabu Yamada 

3) Removal of Rare Earth Elements from Scrap using Iron- and Steelmaking Processes  

Nao Kasai, Yasushi Takasaki, Atsushi Shibayama and Ryo Inoue:Shenyang Symposium on 

Innovative Materials, Shenyang, 20-21 June, 2016, pp.9-14, Northeastern University, 

P.R. China. 

4) International conference on Materials Processing and Applications（招待講演）, 14-16 Dec. 

2016, VIT University India，Precipitation in Age-hardened Mg-Rare Earth Alloys Studied 

by HAADF-STEM Technique, K. Saito and K. Hiraga 

5) S. Yoshimura, “Voltage control of magnetization direction of multiferroic thin films 

for application to novel magnetic recording devices with electric-field writing method”, 

International Conference on Materials Processing and Applications, Tamil Nadu, India, 

December 14-16, 2016（招待講演・国際） 

6) Srinivasa Rao Kapa, Yusuke Akaishi, Genta Egawa, Satoru Yoshimura, Hitoshi Saito, “Ultra 

high-resolution magnetic imaging for high-density perpendicular magnetic recording media 

by alternating magnetic force microscopy”, International Conference on magnetic 

Materials and Applications (ICMAGMA-2017), Hyderabad, India, February 1-3, 2017（招待

講演・国際） 

【国内会議 招待】 

1) 林 滋生，加賀谷 史，“高性能吸着材を目指した天然ゼオライトの巨視的・微視的構造制御”，

第 26 回日本 MRS年次大会（招待講演，D1-I20-004），12月 20日，万国橋会議センター（横浜市） 

2) 冷却時の鉄鋼スラグ中鉱物相への希土類元素濃縮挙動 

笠井菜生, 高崎康志, 柴山敦, 井上亮：日本鉄鋼協会鉄鋼スラグ新機能フォーラム＆バ

イオファウリング・バイオフィルム評価分析解析研究フォーラム合同シンポジウム「ス

ラグ新機能開発とバイオテクノロジーの融合」、pp.25-29, 大阪、2016年 9月 22日. 

3) 原 基：電析法による Y および Hf を含む Ni アルミナイドのコーティングと高温環境での耐サ

イクル酸化性，表面技術協会，第 134回講演大会，東北大学，2016 年 9月(2A-依頼講演(4)) 

 

②学会発表等

― 196 ―



【国際会議 一般】 

1) Shibayama, A., Altansukh, B., Oinuma, R., and Haga, K. (2016): REMOVAL OF ARSENIC AND 

DISSOLUTION OF COPPER FROM ARSENIC BEARING COPPER ORE BY HIGH PRESSURE OXIDATION LEACHING, 

International Mineral Processing Congress Proceeding. Electric report. 

2) Haga, K., Han, B., Altansukh, B,. Stevanovic, Z., Jonovic, R., Avramovic, L., Urosevic, 

D., Takasaki, Y., Masuda, N., Ishiyama, D., and Shibayama A. (2016): RECOVERY OF COPPER 

FROM MINE TAILING BY PRESSURE OXIDATION LEACHING AND SOLVENT EXTRACTION, 48th 

International October Conference on Mining and Metallurgy, p. 180-183. 

3) Shibayama, A., Altansukh, B., Oinuma, R., and Haga, K., (2016): HIGH PRESSURE OXIDATIVE 

LEACHING OF HIGH ARSENIC BEARING COPPER ORE UNDER VARIOUS CONDITIONS, Copper2016, p. 

1465-1475. 

4) Suzuki, Y., Takahashi, Y., Shibayama, A., Kawamura, S., and Haga, K., (2016): DEVELOPMENT 

OF ELECTROREFINING TECHNOLOGY USING THE HIGH IMPURITY COPPER ANODE, Copper2016, p. 

2037-2045. 

5) Haga, K., Yazid, M., Altansukh, B., Takasaki, Y., and Shibayama, A., (2016): SEPARATION 

OF ARSENIC AND ANTIMONY FROM TENNANTITE/TETRAHEDRITE BEARING COPPER ORE BY VOLATILIZATION 

PROCESS, Copper2016, p. 241-251. 

6) “Characterization of β-Cyclodextrin-Diatomite Hybrid Polymers for the Removal of Cesium 

ion from Aqueous Solutions”, 11th International Symposium on Macrocyclic and 

Supramolecular Chemistry(ISMSC2016)(July 10-14, 2016, Seoul, Korea), Yoshihiko Kondo, 

Muniyappan Rajiv Gandhi, Katsuya Tsurubuchi, Fumio Hamada, and Kenshu Fujiwara 

7) “Selective extraction of Pd (II) using 1,1’-bis[(dimethylthiocarbamoyl)oxy] 

-2,2’-thiobis[4-t-butylbenzene]”, 11th International Symposium on Macrocyclic and 

Supramolecular Chemistry(ISMSC2016)(July 10-14, 2016, Seoul, Korea), Manabu Yamada, 

Muniyappan Rajiv Gandhi, Daisuke Sato, Yu Kaneta, and Nozomi Kimura 

8) “Calix[4]arene-Based n-Dialkylamino Extractants for Selective Platinum Group Metal 

Separation from Automotive Catalyst”, 11th International Symposium on Macrocyclic and 

Supramolecular Chemistry(ISMSC2016)(July 10-14, 2016, Seoul, Korea), Muniyappan Rajiv 

Gandhi, Manabu Yamada, Yu Kaneta, Yetian Hu, and Atsushi Shibayama 

9) Development of Environmental Friendly Recycling Process Based on Mineral Processing and 

Metallurgical Processing 

Atsushi Shibayama, Ryo Inoue, Kazutoshi Haga, Yasushi Takasaki and Shigeru Kawamura: 11th 

International Symposium on Recent Advances in Resource Science and Technology, 14 February, 

2017, ICREMER, Akita. 

10) Project of Resource Development and Environmental Friendly Technology 
Atsushi Shibayama, Ryo Inoue, Hikari Fujii, Tadao Imai, Akihisa Kizaki, Yohei Kawamura, 

and Kazutoshi Haga: 11th International Symposium on Recent Advances in Resource Science 

and Technology, 14 February, 2017, ICREMER, Akita. 
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11) Production of Rare Earth Metals' Ore using Iron- and Steelmaking Process 
Nao Kasai, Hirotaka Hikosaka, Yasushiu Takasaki, Atsushi Shibayama and Ryo Inoue: 11th 

International Symposium on Recent Advances in Resource Science and Technology, 14 February, 

2017, ICREMER, Akita. 

12) Ryo Inoue, Yoshiya Sato, Yasushi Takasaki, Atsushi Shibayama; IMMOBILIZATION OF 

HEXAVALENT CHROMIUM IN STAINLESS STEELMAKING SLAG, Proceedings of MOLTEN16, TMS, 2016, 

pp.865-872 

13) Yasushi TAKASAKI, Shigeru KAWAMURA, Kazutoshi HAGA, Atsushi SHIBAYAMA, Ryo INOUE and 
Kazunari SUZUKI, Effect of interrupted current time on the oxide layer formation onto 

the Pb-Ag anode for zinc electrowinning, September 29th 2016, IOC 2016, Bor, Serbia 

14) Kazutoshi Haga, Mohd Yazid, Batnasan Altansukh, Yasushi Takasaki, Atsushi Shibayama, 
SEPARATION OF ARSENIC AND ANTIMONY FROM TENNANTITE/TETRAHEDRITE BEARING COPPER ORE BY 

VOLATILIZATION PROCESS, Copper 2016, p.241-251 

15) Y. Suzuki, Y. Takasaki, A. Shibayama, S. Kawamura, K. Haga, DEVELOPMENT OF ELECTROREFINING 
TECHNOLOGY USING THE HIGH IMPURITY COPPER ANODE, COPPER 2016, EL3-2, p.2037-2045 

16) T. Hasegawa, T. Yamazaki, S. Ishio, Correlation between crystal planes and disordering 
of ordered L10 FePt structure caused by ion irradiation,  

The 8th Joint European Magnetic Symposia (JEMS 2016) (主催者 European Community of 

Magnetism), Book of Abstracts, p. 585 (PS.2.115) (2016). （Glasgow, UK, 2016 年 8月 21

日～8月 26日, 発表日 2016 年 8月 23日） 

17) S. Yoshida, K. Takahashi, S. Kanatani, T. Hasegawa, K. Hayasaka, S. Saito, S. Ishio, 
Uniaxial magnetic anisotropy of tetragonal FeCo and FeCoAl films, The 8th Joint European 

Magnetic Symposia (JEMS 2016) (主催者 European Community of Magnetism), Book of Abstracts, 

p. 757 (PS.3.118) (2016). （Glasgow, UK, 2016 年 8 月 21 日～8 月 26 日, 発表日 2016 年 8

月 25 日） 

18) N. Inami, T. Ueno, T. Hasegawa, S. Ishio, K.Ono, Thickness dependence of orbital moments 
in tetragonally distorted FeCo thin films, Digests of the 61th Annual Conference on 

Magnetism and Magnetic Materials (MMM2016), (DG-02) (2016). (New Orleans, USA) 

19) Michihisa Fukumoto, Hiroshi Sonobe, Motoi Hara and Hiroyuki Kaneko,Analysis of Water Vapor 
Oxidation of Metals by Measuring The Partial Pressures of  Hydrogen and Oxygen, HTCPM 

2016, Les Embiez, France, 2016, 5 (p.206). 

20) Yuya Kitamura, Hirokazu Okawa, Takahiro Kato, Katsuyasu Sugawara：Effect of ultrasound 

irradiation on size and morphology of scorodite particles synthesized under different 

acidic conditions, USE2016 (Busan, Korea), (2016) 

21) Tsubas Naito, Nozomu Mishima, Integrated Evaluation of Functional and Visual Design 
towards Sustainability, Electronics Goes Green 2016, Spet. 2016, Berlin, Germany. 

22) Nozomu Mishima, Tomoaki Kitajima, A Case Study on Quantitative Evaluation of Resource 
Efficiency, Electronics Goes Green 2016, Spet. 2016, Berlin, Germany. 
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23) Ishiyama, D., Obradović, L., Marinković, V., Đorđievski, S., Sato, H., Gardić, V.,  
Petrović, J., Kawaraya, H., Ogawa, Y., Masuda, N., Shibayama, A. and Stevanović, Z. (2016): 

Recent advance of environmental evaluation on mining activity based on combination of 

different types of geochemical maps: An example in Bor mining area, Serbia.  Proceedings 

of 48th International October Conference on Mining and Metallurgy, 204-207, Bor, Serbia, 

September 28 to October 01, 2016. 

24) T. Tokoroyama, T. Nishino, The effect of molybdenum trioxide on wear of diamond-like carbon 
under boundary lubrication condition, Proceedings of 5th International Conference on 

Integrity, Reliability and Failure, (2016.7) pp. 121-124. 

【国内会議 一般】 

1) 生沼竜二, 芳賀一寿, 柴山敦(2016): 高温高圧浸出を用いたヒ素含有銅鉱石の浸出挙動と浸出

条件による影響, 一般社団法人資源・素材学会資源・素材 2016（盛岡）. 

2) 鈴木誉也、川村茂、芳賀一寿、高崎康志、柴山敦(2016): 高不純物粗銅アノードを用いた電解

精製における周期的反転電流の効果, 一般社団法人資源・素材学会資源・素材 2016（盛岡）. 

3) 原田茂一、川村茂、芳賀一寿、高崎康志、柴山敦(2016): 廃電子基板由来混合メタルの磁力選

別による Fe含有合金種の除去回収とその他主要元素の分配挙動, 一般社団法人資源・素材学会

資源・素材 2016（盛岡）. 

4) ホアン ティー スーン、柴山敦、川村茂、高崎康志、芳賀一寿(2016): 亜鉛電解採取用高 Ag含

有 Pb-Ag アノードの硫酸浴中における基礎的なアノード特性, 一般社団法人資源・素材学会資

源・素材 2016（盛岡）. 

5) 鈴木誉也、川村茂、芳賀一寿、高崎康志、柴山敦(2016): 高不純物粗銅を用いた電解精製にお

ける電極間攪拌の効果と最適条件の考察, 一般社団法人資源・素材学会東北支部平成 28年度春

季大会. 

6) ホアン ティー スーン、川村茂、芳賀一寿、高崎康志、柴山敦(2016): 酸性硫酸浴中 Pb-Ag ア

ノード上へのβ-PbO2形成に及ぼす断続通電時間の影響, 一般社団法人資源・素材学会東北支部

平成 28 年度春季大会. 

7) Z. Ahmad, B. Altansukh, K. Haga, A. Shibayama(2016): Recovery and Upgrading copper 

from low grade copper porphyry deposit of Saindak project, Balochistan, 

Pakistan, 日本素材物性学会平成 28年度（第 26回）年会 

8) 松本和也，山川澄人，寺境光俊「第一級アミン化合物を用いた白金族金属の相互分離法の開発」

日本化学会春季年会，平成 29年 3月 

9) 山川澄人，松本和也，寺境光俊「芳香族第一級アミンが形成するイオン対の安定性差を利用し

たロジウム選択回収」日本化学会春季年会，平成 29年 3月 

10) 山川澄人，松本和也，寺境光俊「芳香族アミン化合物を用いたロジウムの選択分離回収」日本

素材物性第 26回年会，平成 28年 6月 

11) 「 Hetero-alkali metallic supramolecular assemblies based on p-sulfonato 

thiacalix[4]arene」日本素材物性学会平成 28 年度第 26 回年会（秋田）、クンダ ウマ マシ

ュワラオ・山田学・濱田文男 
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12) 「Selective Pd(II) recovery from leach liquors of automotive catalysts using Amberlite 

XAD-7 impregnated thiacalix[n]arene derivatives」日本素材物性学会平成 28年度第 26回年

会（秋田)、ムニヤパン ラジブガンジー・山田学・柴山敦・濱田文男 

13) 「シクロデキストリンポリマー類の金属吸着挙動」第 33回シクロデキストリンシンポジウム（高

松）、近藤良彦、ムニヤパン ラジブ ガンジー、三戸千明、濱田文男、藤原憲秀 

14) 「レジン含浸チアカリックスアレーン誘導体によるＰＧＭ抽出」資源・素材 2016（盛岡）、濱田

文男、ムニヤパン ラジブガンジー、山田学、近藤良彦、柴山敦 

15) 「リン含有官能基修飾チアカリックスアレーン誘導体の PGM抽出挙動」第 35回溶媒抽出討論（つ

くば）、濱田文男、クンダ ウマ マヘスワラ ラオ、近藤良彦、カンナン センチル、柴山敦 

16) 「SCS 型ピンサー配位子による自動車触媒酸浸出液からの Pd(II)選択的抽出」第 35回溶媒抽出

討論（つくば）、ムニヤパン ラジブ ガンジー、山田学、柴山敦、濱田文男 

17) 「リン酸ジエチル修飾チアカリックス[n]アレーン誘導体の白金族金属抽出挙動」東北発素材技

術先導プロジェクト第 5回シンポジウム（東京）、濱田文男、近藤良彦、クンダ ウマ マヘスワ

ラ ラオ 

18) 「 Synthesis and characterization of calix[4]arene-based extractants for selective 

extraction of Platinum group metals from leach liquors of automotive catalysts」日本

化学会第 97 春季年会(2017)、山田学、金田祐、近藤良彦、秋葉宇一、藤原憲秀 

19) 長谷川 崇，伊藤光祐，中根大斗，石尾俊二, L10 (FeMn)Pt 薄膜の強磁性－反強磁性相変化と

磁気相図, 第 40 回日本磁気学会学術講演概要集, p. 284（8pC-1）（金沢大学 2016 年 9 月 5 日

～9月 8日, 発表日 2016 年 9月 8日） 

20) 長谷川 崇, 金谷 峻介, 風穴 美祐, 石尾 俊二, 正方晶 FeCoドットパターンの作製と磁気特性, 

電気学会研究会資料（マグネティックス研究会）(The papers of technical meeting on magnetics, 

IEEE Japan), MAG-16-213～220, p.p. 7-10 (MAG-16-214) (2016). （慶応義塾大学 2016 年 12

月 12 日～12月 13日, 発表日 2016年 12月 12日） 

21) 中根大斗，長谷川 崇，石尾俊二, L10 FePt 薄膜の磁気特性に与える格子歪みの影響,第 40 回

日本磁気学会学術講演概要集, p. 285（8pC-2）（金沢大学 2016 年 9 月 5日～9 月 8 日, 発表日

2016 年 9月 8日） 

22) 石尾俊二，長谷川 崇, Fabrication of tetragonal FeCo based alloy films with uniaxial 

magnetic anisotropy to develop an innovative permanent magnet, 第 40 回日本磁気学会学

術講演概要集, p. 249（8pA-6）（金沢大学 2016年 9月 5日～9月 8日, 発表日 2016年 9月 8日） 

23) 井波暢人，上野哲朗，長谷川 崇，石尾俊二，小野寛太, FeCo 薄膜の構造および磁気特性, 第

40 回日本磁気学会学術講演概要集, p. 137（6pD-2）（金沢大学 2016年 9月 5日～9月 8日, 発

表日 2016年 9月 6日） 

24) 中根大斗，長谷川 崇, Fe 薄膜の磁気異方性に与える格子歪みの影響, 第 15 回日本金属学会東

北支部研究発表大会予稿集, p. 34（P-16）（秋田大学 2016年 11月 25日, 発表日 2016 年 11月

25 日） 

25) 熊谷洸平, 高橋海里, 金谷俊介, 長谷川 崇, 石尾俊二, FeCo薄膜への AlN添加による正方晶歪

みの導入と磁気異方性変化, 第 15回日本金属学会東北支部研究発表大会予稿集, p. 33（P-15）
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（秋田大学 2016年 11月 25日, 発表日 2016年 11 月 25日） 

26) Takashi Hasegawa, Liwang Liu, Shunji Ishio, Study on FePt-based alloys for patterned media, 
and phase-field simulations for granular media, ASRC 2016 Summer Review Meeting (HAMR 

system working group) （東京 飯田橋レインボービル，発表日 2016年 6月 13日） 

27) Takashi Hasegawa, Shunji Ishio, Magnetic properties of tetragonal FeCo dot pattern, ASRC 
2016 Winter Review Meeting (HAMR system working group) （東京 飯田橋レインボービル，

発表日 2016 年 12月 6日） 

28) 赤堀昂太，福本倫久，原 基，金児紘征：水素センサーおよび酸素センサーを用いた Fe-Cr 合

金の水蒸気酸化挙動の解明，日本素材物性学会平成 28年度年会，秋田ビューホテル，2016年 6

月(p.9) 

29) 金児紘征，福本倫久，園部博，原 基：水素センサーと酸素ポンプ・センサーによる金属の水

蒸気酸化の比較解析，日本金属学会秋季講演大会，大阪大学，2016 年 9月(p.419) 

30) 福本倫久，赤堀昂太，園部博，原 基，金児紘征：酸素ポンプ・センサーを用いた Fe-Cr 合金

の水蒸気酸化挙動の検討，日本金属学会秋季講演大会，大阪大学，2016年 9 月(p.420) 

31) 佐藤菜花，水野 周，福本倫久，原 基： Co 上への Ni アルミナイド／Ni-Hf 合金 2 層コーテ

ィングの作製と耐サイクル酸化性，日本金属学会秋季講演大会，大阪大学，2016 年 9月(p.425) 

32) 増田 実，佐藤菜花，福本倫久，原 基，蔡 安邦：電析法と熱拡散法による Al-Cu-Fe 系準結

晶のコーティング，日本金属学会東北支部講演大会，秋田大学，2016 年 11月(p.25) 

33) 樋口慎太郎，佐藤菜花，福本倫久，原 基：表面改質による Zrの耐水蒸気酸化性の改善，日本

金属学会東北支部講演大会，秋田大学，2016 年 11 月(p.17) 

34) 須藤祐弥，佐藤菜花，福本倫久，原 基：溶融塩電析法による LaNi5表面層の形成と水素チャー

ジ後のアノード特性，日本金属学会東北支部講演大会，秋田大学，2016年 11 月(p.20) 

35) 赤堀昂太，福本倫久，原 基，金児紘征：水素センサーおよび酸素ポンプ・センサーを用いた

水蒸気酸化挙動の解明，日本金属学会東北支部講演大会，秋田大学，2016 年 11月(p.19) 

36) 福本倫久，川森康雅，園部博，原 基，金児紘征：水素センサーおよび酸素ポンプ・センサー

を用いた Ni 基合金の水蒸気酸化挙動の検討，日本金属学会春季講演大会，東京都立大学，2017

年 3月 

37) 福本倫久，佐々木敏，原 基：溶融塩を媒体とした Al と Y の同時電析による Ni アルミナイド

の作製と耐サイクル，腐食防食学会東北支部講演会，仙都会館 5階会議室 A，2017 年 3月 

38) 須藤祐弥，佐藤菜花，福本倫久，原 基：溶融塩電析法による LaNi5表面層の形成と水素チャー

ジ後のアノード特性，腐食防食学会東北支部講演会，仙都会館 5階会議室 A，2017 年 3月 

39) 日本金属学会秋田支部研究発表会，平成 28年 11月 25日，秋田大学，一般講演 

ポスター「LPSO型 Mg-Al-Y系合金の析出組織とその制御」内山佳彦，齋藤嘉一 

40) 日本金属学会秋田支部研究発表会，平成 28年 11月 25日，秋田大学，一般講演 

ポスター「Li含有 Mg合金の変形・再結晶集合組織」柘植雄斗，齋藤嘉一 

41) 曹永澤，江川元太，吉村哲，齊藤準：「交番磁気力顕微鏡を用いたフェライト磁石の破断面にお

ける直流および交流磁化成分の磁気イメージング」，第 40 回日本磁気学会学術講演会，金沢大

学，2016年 9月 5日～8日（一般講演・国内） 
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42) 赤石悠輔，K. Srinivasa Rao，江川元太，吉村哲，齊藤準：「交番磁気力顕微鏡の高分解能化に

向けた磁場中熱処理による高感度 FeCoSiB 系非晶質ソフト磁性探針の開発」，第 40 回日本磁気

学会学術講演会，金沢大学，2016年 9月 5日～8日（一般講演・国内） 

43) 曹永澤，江川元太，吉村哲，齊藤準：「超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡による永久磁石

の破断面の磁気イメージング手法の開発」，第 40 回日本磁気学会学術講演会，金沢大学，2016

年 9月 5日～8日（一般講演・国内） 

44) 赤石悠輔，K. Srinivasa Rao，江川元太，吉村哲，齊藤準：「交番磁気力顕微鏡の高分解能化に

向けた高感度 FeCoSiB 系非晶質ソフト磁性探針の作製」，第 15 回日本金属学会東北支部研究発

表大会，秋田大学，2016 年 11月 25日（一般講演・国内） 

45) 吉村哲：「強磁性・強誘電薄膜における電気磁気効果の測定」, 応用物理学会 強的秩序とその

操作に関する第 4回研究会, 東京大学, 2017 年 1 月 4日（一般講演・国内） 

46) 吉村哲, S. Cardoso, P. Freitas：「高保磁力かつ高飽和磁化・ε-Fe2O3 強磁性・強誘電薄膜

の作製」, 応用物理学会 強的秩序とその操作に関する第 4回研究会, 東京大学, 2017 年 1月 4

日（一般講演・国内） 

47) Cao Yongze，江川元太，吉村哲，齊藤準, 槙智仁, 西内武司：「超常磁性探針を利用した交番磁

気力顕微鏡による NdFeB 焼結磁石の可逆的な磁壁移動の観察」，日本金属学会 2017 年春期（第

160 回）講演大会，首都大学東京, 2017年 3月 15 日～17日（一般講演・国内） 

48) “La-Ca-Si-P-O系アパタイト型化合物への Cuの導入”, 加藤純雄，遠藤智幸，小笠原正剛, 日

本セラミックス協会第 29 回秋季シンポジウム, 2H19, 東広島, 2016 年 9月 7～9日. 

49) “Cu 含有アパタイト型リン酸塩担持 Pt 触媒の NO 還元特性”, 遠藤智幸, 小笠原正剛, 加藤純

雄, 日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会, 1P15, p.29, 札幌, 2016 年 10 月 27～

28 日 

50) “Cu含有アパタイト型リン酸塩担持Pt触媒の排ガス浄化特性”, 遠藤智幸, 小笠原正剛, 加藤

純雄, 秋田化学技術協会 第 51回研究技術発表会, 講演要旨集, O3, 秋田, 2017 年 3月 2日 

51) “Cu 含有アパタイト型リン酸塩担持 Pt 触媒の NO 還元および C3H6燃焼特性”, 加藤純雄，遠藤

智幸，小笠原正剛, 日本セラミックス協会 2017 年年会, 3E20, 東京, 2017 年 3 月 17～19 日.

（予定） 

52) 千葉一輝, 高橋弘樹, 田口正美: Pt 酸化物の酸素還元活性に及ぼす組成ならびに電気化学還元

の影響, 第 118回触媒討論会 (2016. 9. 21-23, 盛岡). 

53) 戸丸雅道, 高橋弘樹, 田口正美: 電気化学還元した Pt酸化物薄膜のアルカリ溶液中でのアンモ

ニア酸化活性, 日本金属学会 2016年秋期講演大会 (2016. 9. 21-23, 豊中). 

54) 牧野 滉平，宮野 泰征，神谷 修，上路 林太郎，藤井 英俊，泰山 正則「中炭素鋼 S55C）摩擦

攪拌接合 継手の機械的特性に及ぼす入熱量影響」一般社団法人 溶接学会東北支部 第 28回溶

接・接合研究会、平成 28 年 7月 22 日、八戸グランドホテル（青森） 

55) 牧野 滉平，宮野 泰征, 神谷 修，上路 林太郎，泰山 正則, 藤井 英俊「JIS-S55C 摩擦攪拌

接合継手の機械的特性に関する研究」日本機械学会 東北支部 第 52期秋季講演，平成 28年 9

月 17 日，秋田県民会館ジョイナス（秋田） 

56) 北村優弥, 大川浩一, 加藤貴宏, 菅原勝康：超音波照射を利用した粗大なスコロダイト粒子の
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合成, 音響・超音波サブソサイエティ合同研究会(京都),(2017) 

57) 北村優弥, 大川浩一, 加藤貴宏, 菅原勝康：超音波照射を利用した粗大なスコロダイト粒子の

合成, 資源・素材学会 秋季大会(岩手),(2016) 

58) T. Tokoroyama, T. Nishino, Molybdenum trioxide particles effect on wear of DLC under 
boundary lubrication, 日本トライボロジー学会トライボロジー会議 2016 春東京予稿集，

（2016.5）pp. 373-374. 

59) 西野剛広，野老山貴行，DLC膜の潤滑油中摩耗に及ぼす三酸化モリブデンの影響，日本機械学会

2016 年度年次大会予稿集，（2016.9）S1150206，5 頁． 

60) 西野剛広，野老山貴行，異なる荷重下における DLC 膜の潤滑油中摩耗に及ぼす三酸化モリブデ

ンの影響，日本トライボロジー学会サスティナブルトライボロジー会議 2016奄美大島，（2016.10）

A09，1 頁． 

61) 山下裕士，野老山貴行，水素フリーDLC膜の潤滑油中摩耗に及ぼす三酸化モリブデンの影響，日

本トライボロジー学会サスティナブルトライボロジー会議 2016 奄美大島，（2016.10）A10，1頁． 

62) 国内一般講演（予定）"ニグリカノシド Aの収束全合成に向けたセグメント連結の検討" 角田隆

幸、藤原憲秀、岡本啓、近藤良彦、秋葉宇一、上遠野亮、鈴木孝紀 日本化学会第 97春季年会、

横浜市、3C6-38、2017.3.18. 
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（3）活動実績
①地域貢献・社会貢献

6. 地方創生センター研究員の研究成果および活動実績 

(3)活動実績 

 

①地域貢献・社会貢献（地域コンソーシアムへの参加等） 

1) 林 滋生，加賀谷 史：“機能性天然鉱物微粉末を原料に用いた環境材料の創製”（ポスター発

表），平成 28 年度新素材・機能性材料開発セミナー，秋田大学地方創生センター地域産業研究

部門 新素材・機能性材料開発研究事業，2017年 3月 1日，秋田大学（秋田市） 

2) 秋葉宇一,近藤良彦,山田学：秋田土壌浄化コンソーシアムへの参加 

3) 齊藤 準：「交番磁気力顕微鏡：空間分解能 5nm と高機能生の実現」, 日本学術振興会ナノプロ

ーブテクノロジー第 167委員会第 82回研究会，産業技術総合研究所臨海副都心センター，2016

年 4月 11日 

4) 吉村哲：「BiFeO3系強磁性・強誘電薄膜の局所電界印加による磁化方向制御と電界書込み型磁気

記録デバイスへの応用」, 日本磁気学会第 59回スピンエレクトロニクス専門研究会, 産業技術

総合研究所, 2016年 7月 8日 

5) H. Saito, S. Yoshimura：“Study of Multiferroic recording”, ASRC 2016 Winter Review 

Meeting, Iidabashi Rainbow Building, Tokyo, December 5-6, 2016 

6) Y. Kinoshita,：“Quantitative Stray Magnetic Field Measurement by Using Force Modulation 

Magnetic Force Microscopy with Surperparamagnetic Tip”, The 2nd international symposium 

on “Recent Trends in Analysis Techniques for Functional Materials and Devices” Osaka 

university, Osaka, 18th Jan. 2017 

7) 吉村哲：「BiFeO3系強磁性・強誘電薄膜の局所電界印加による磁化方向制御と電界書込み型磁気

記録デバイスへの応用」，新素材・機能性材料開発セミナー，秋田大学，2017 年 3月 1日 

8) 赤石悠輔，K. Srinivasa Rao，江川元太，吉村哲，齊藤準：「交番磁気力顕微鏡による高密度磁

気記録媒体の高分解能磁気イメージング‐高感度 Fe 系非晶質ソフト磁性探針の開発‐」，新素

材・機能性材料開発セミナー，秋田大学，2017年 3月 1日 

9) 宮野泰征：革新的新構造材料等研究開発プログラム平成 28年度ＩＳＭＡ技術交流会 

平成 28年 6月 20日～22 日， 軽井沢プリンスホテルウエスト（長野） 

10) 宮野泰征：一般社団法人 日本鉄鋼協会 材料の組織と特性部会フォーラム「オーステナイト

相の安定性と変形/変態挙動の関係」研究会，平成 29 年 2 月 28 日，一般社団法人日本鉄鋼協

会会議室（東京） 

11) 神谷修,宮野泰征：イブニングサロン秋田“輸送・航空機産業の未来を拓く革新的接合プロセス

の可能性” 平成 28年 11 月 29 日，秋田大学地方創生センター（秋田） 
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②特許登録

No. 本学発明（考案）者 発明・考案の名称 登録番号

1 菅原勝康、望月友貴 金属元素の分離回収方法 特許第5955085号

2 齊藤準、吉村哲、木下幸則 磁場値測定装置および磁場値測定方法 特許第5954809号

3 齊藤準、吉村哲
直流磁場の磁気プロファイル測定装置
および磁気プロファイル測定方法

特許第5975534号

4 齊藤準、吉村哲
交流磁場の磁気プロファイル測定装置
および磁気プロファイル測定方法

特許第5975535号

5 齊藤準、吉村哲、木下幸則 磁場値測定装置および磁場値測定方法 US 9,482,692

＊取得済み特許のみ掲載

③受賞等
１）　一般社団法人資源・素材学会2016（盛岡）　若手ポスター賞 

　　「亜鉛電解採取用高Ag含有Pb-Agアノードの硫酸浴中における基礎的なアノード特性」

　　ホアン ティー スーン、柴山敦、川村茂、高崎康志、芳賀一寿

２）　日本素材物性学会　平成28年度年会　優秀論文発表賞

　　「芳香族アミン化合物を用いたロジウムの選択分離回収」

　　山川澄人、松本和也、寺境光俊

３）　公益社団法人日本金属学会　第64回日本金属学会論文賞

　　「水素センサーおよび酸素センサーを用いたジルカロイの水蒸気酸化過程における水素発生の検

出と酸化増量の解析」

　　福本倫久、櫻庭拓也、原　基、金児紘征

４）　公益社団法人日本磁気学会　優秀研究賞

　　「走査型磁気力顕微鏡の空間高分解能化に関する研究」

　　齊藤準

５）公益財団法人マツダ財団　研究助成奨励賞

　　「革新的な電界工藤型磁気デバイスの創製に向けた高機能強磁性・強誘電薄膜材料の探索・合成」

　　吉村哲

６）一般社団法人日本溶接学会東北支部　奨学賞

　　「中炭素鋼S55Cの摩擦攪拌接合継手の機械的特性に及ぼす入熱量の影響」

　　牧野滉平、宮野泰征、神谷修
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  ７．地方創生センターの研究設備等一覧

（1）設備管理専門委員会報告
 平成29年度設備管理専門委員会委員長　田島　克文

　平成28年4月、それまで「地域協働、地域防災」の事業を担っていた「地域創生センター」と、新

産業創出のための独創的な研究開発推進や若手研究者の育成、産学連携活動の促進など「新産業創

出、人材育成」事業の役割を担っていた「ベンチャーインキュベーションセンター」（以降VICと略す）

及び「ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー」（以降VBLと略す）等の既存の施設を再編統合し、「地

域協働・防災部門」及び「地域産業研究部門」の２部門からなる「秋田大学地方創生センター」が誕

生しました。

　地方創生センター１号館（旧VIC）と地方創生センター２号館（旧VBL）の施設・設備の運用管理

と設置計画の審議は、新設の「地方創生センター設備管理専門委員会」がその任を引き継いでいます。

地方創生センター１号館（旧VIC）には「秋田産学官共同研究拠点センター」が設置されており、そ

の施設・設備は県内産学官の研究者・技術者の積極的な活用を可能にすべく、保守と修理が欠かせま

せん。これに対し、地方創生センター２号館（旧VBL）の施設・設備は主として学内の教員と学生に

よる研究員を利用対象者とし、保守・修理はもちろん連携する学内各部局の施設・設備との効率的な

運用が心掛けられています。

　次頁以降に１号館及び２号館の運用管理の詳細（【研究設備の種類および利用状況】、【研究設備の

管理担当者】、【研究設備取り扱い規定】）を記します。

　設備の老朽化など深刻な事例もあり今後は機器の更新という重要な問題がある一方、保守・修理・

消耗品の購入等、管理業務も抜かりなく行う必要があります。当委員会の活動が「地方創生センター

地域産業研究部門」の事業に貢献することを願っています。
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地方創生センター1号館
【研究設備の種類および使用状況】
　稼働率が特に高い研究設備（年間使用時間が100時間超）として、超分解能電界放射型走査型電子

顕微鏡、元素分析装置、X線電光子分光分析装置、水銀ポロシメータ、光散乱ＧＰＣ分子量測定装置、

比表面積・細孔径分布測定装置、触媒分析装置、モジュール式電気化学測定システム、マトリックス

支援レーザー脱離イオン化法飛行時間型質量分析装置がある。一方、研究の進展や教員の異動に伴い、

一部の装置は利用時間が著しく短く、しかも高分解能核磁気共鳴スペクトル装置などはランニングコ

ストが利用状況に関わりなく一定で高いため、採算性が極めて悪くなっている。

【研究設備の管理担当者】
　管理担当者は以下の教員の方々に依頼し、研究設備のコンディションの維持管理と新規利用者への

インストラクションをご担当いただいた。

高崎康志（大学院国際資源学研究科　資源開発環境学専攻）

近藤良彦（大学院理工学研究科　生命科学専攻）

加藤純雄（大学院理工学研究科　物質科学専攻）

丹野剛紀（地方創生センター）

内田　隆（大学院国際資源学研究科　資源開発環境学専攻）

寺境光俊（大学院理工学研究科　物質科学専攻）

水戸部一孝（大学院理工学研究科　数理・電気電子情報学専攻）

カビール・ムハムドゥル（大学院理工学研究科　数理・電気電子情報学専攻）

大川浩一（大学院理工学研究科　物質科学専攻）

小笠原正剛（大学院理工学研究科　物質科学専攻）

池本　敦（教育文化学部　地域社会講座）

熊谷誠治（大学院理工学研究科　数理・電気電子情報学専攻）

【研究設備利用細則】
　１号館に設置している研究設備については、「秋田大学地方創生センター1号館研究設備利用細則」

により、秋田県において科学技術分野の産学官共同研究開発を行い、その成果を普及し、その活用を

促進することにより、科学技術を駆動力とした地域経済の活性化を図ることを目的に学内外に利用さ

せる場合の取扱いを規定している。利用に際しては、消耗品費、修繕費等のランニングコストを勘案

して設定した利用料金を請求させていただいており、管理担当者は、年間の利用時間から、前年度管

理した研究設備年間利用時間の15％分の時間を無料で利用できることとしている。

　利用の方法は、毎年度利用依頼書および利用理由書を提出していただき、センター長の決裁・承認の

うえ利用させることとしている。本年度は組織改編があったため、申請書様式を見直し、新規の申し込

みからは新しい様式に統一することとした。利用料金の支払い方法は、四半期毎に利用料金をまとめ、

翌月に請求することとし、本年度も例年どおりの方法で利用者に支払っていただいた。なお、利用時間、

料金の集計は、利用台帳に記載されたものを、センターの技術専門職員が毎月とりまとめを行っている。
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地方創生センター2号館
【はじめに】
　地方創生センター２号館に設置されている各機器設備等は、本年度も年間を通じてさまざまな研究

テーマの下で有効に活用された。しかしながら、大半の機器設備等が設置後15年程度経過したことを

受けて、稼働率の高い装置を中心に、経年劣化や消耗部品の寿命による機能低下が発生し、また古い

ソフトウェアやデータベースの使用による解析および評価結果の不確定性が見られた。また、空調機

など施設についても、経年劣化が見られるようになった。当委員会では、機器設備等や施設のコンディ

ションを常に最良の状態に維持管理することを第一の責務とし、それらの更新・オーバーホール・部

品交換のサポートや修繕等に係る業務を中心に活動を行ってきた。具体的には、X線回折装置のオー

バーホールおよび管球交換、表面粗さ測定装置のモーター交換、X線回折装置のデータベース更新、

振動試料型磁束計の測定ソフトウェア更新、紫外可視近赤外分光光度計の測定ソフトウェア更新、稼

働時間が寿命をはるかに上回っていた１階実験解析室エアコンのエンジンの交換（平成28年度大学戦

略推進経費（研究以外の事業）の採択により実施）などを行った。また、地方創生センターの活動を

推進していくうえで有効な共有・共通性の高い他部局の機器（高出力粉末X線回折装置、高分解能微

粒子観察装置）の地方創生センターへの移管を行った。また、保守用備品の整理や機器設備等の再配

置により確保した実験スペースについて、スペースの貸出を行った。

【機器設備等の種類および利用状況】
　稼働率が特に高い機器設備等（年間使用時間が100時間超）として、各種粉砕機、高圧高温用リア

クター、ICP発光分光分析装置、多層構造膜作製装置、多元合金膜作製装置、高真空熱処理装置、高

真空型走査型プローブ顕微鏡、均温熱処理装置、磁気記憶装置材料分析評価システム、表面粗さ形状

測定装置、多目的X線回折装置、液体窒素製造装置、レーザー顕微鏡、振動試料型磁力計、走査電子

顕微鏡、イオンコーティング装置、粉末X線回折装置、薄膜X線回折装置、大気型走査プローブ顕微鏡、

示差熱天秤、プラスチック種類判別計、PCRサーマルサイクラー、電界放射型走査電子顕微鏡、蛍光

X線分析装置、微小空間組織構造評価装置などがある。

【機器設備等の管理責任者】
　管理責任者は以下の教員の方々に依頼し、機器設備等のコンディションの維持管理をご担当いただ

いた。 

柴山　敦（国際資源学研究科　資源開発環境学専攻）

芳賀一寿（理工学研究科　物質科学専攻）

高崎康志（国際資源学研究科　資源開発環境学専攻）

長谷川崇（理工学研究科　物質科学専攻）

齊藤　準（理工学研究科　附属理工学研究センター）

吉村　哲（理工学研究科　附属理工学研究センター）

大川浩一（理工学研究科　物質科学専攻）

齋藤嘉一（理工学研究科　物質科学専攻）
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寺境光俊（理工学研究科　物質科学専攻）

松村洋寿（理工学研究科　生命科学専攻）

小笠原正剛（理工学研究科　物質科学専攻）

髙橋　護（理工学研究科　共同ライフサイクルデザイン工学専攻）

神谷　修（理工学研究科　システムデザイン工学専攻）

林　正彦（教育文化学部　英語・理数教育講座）

林　滋生（理工学研究科　附属理工学研究センター）

久場敬司（医学系研究科　医学専攻）

小泉幸央（医学系研究科　医学専攻）

進藤隆世志（理工学研究科　物質科学専攻）

【機器設備等利用細則】
　地方創生センター研究員、学内教員および外部の研究者が機器設備等を利用することができる規定

は、昨年度と同様とし、利用に際しては消耗品費相当の利用料金（別紙「機器使用料」参照）を請求

させていただくことにしている。また、学内教員の研究推進を目的として、積極的な実験スペース貸

出を行っており、その件を請求させていただくことにしている。地方創生センター機器設備等の利用

料、および実験スペース使用料の徴収に関し、本年度は、昨年から始めた取り組みである４月から９

月までに使用した分の利用料・使用料を12月に、10月から12月までに利用又は使用した分の利用料・

使用料を２月に、１月から３月までに利用又は使用した分の利用料・使用料を３月末に、それぞれ利

用者・使用者に支払って頂く方式をより迅速に行うことで、利用者・使用者の便宜を図った。なお、

利用者・使用者が保有する種々の経費での支払いを可能にしていることで、利用者・使用者にとって

の利便性を更に高めている。また、昨年から始めた、地方創生センター研究員と共同研究をしている

学外の研究者に対し、地方創生センターの機器設備等の利用を容易にし、研究を促進できる環境を整

える取り組みに関し、本年度は、学外の研究者の機器設備等利用承認書の発行をより迅速に行うなど、

更なる整備を施した。
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（2）地方創生センター1号館
①研究設備一覧

№ 設　備　名
仕　　　様

主 な 用 途 設　置
研究室メーカー 型　　式

1 超純水製造装置 オルガノ㈱
純水・超純水生成
（共通設備）

102 

2 ドラフトチャンバー オリエンタル技
研工業㈱

AFG-STZ-1500E 排気処理（共通設備）
101

102

3
マイクロウェーブ試料前処理
システム PerkinElmer

Multiwave3000　高圧
TFM分解容器セット

試料の高速分解
（高速湿式酸分解 等）

101

4
超高分解能電界放射型走査型
電子顕微鏡 日立ハイテク SU-70

超微細形状の観察、付着物の検
査、材質・不純物・欠陥等の観
察

101 

5
炭素・水素・窒素・硫黄・酸
素全自動分析装置 PerkinElmer

2400Ⅱ 全自動元素分
析システム

有機化合物、天然物などの同定
及び化学構造の推定や、確認等
のため、試料中の炭素（C）、水素
（H）、窒素（N）、イオウ（S）、酸素
（O）の含有量を測定

101 

6
フレーム/ファーネス高分解能
連続光源原子吸光分析装置

㈱アナリティクイ
エナ ジャパン

AAS contrAA700
試料組成定量分析
（高濃度溶液等向け）

101

7 元素分析装置 ㈱システムズエ
ンジニアリング

CE-440

有機化合物、天然物などの同定
及び化学構造の推定や、確認等
のため、試料中の炭素（C）・窒
素（N）・水素（H）及び炭素、窒素、
硫黄（S）の含有量を同時測定

103 

8
高分解能核磁気共鳴スペクト
ル装置（600MHz） 日本電子㈱

JNM-ECA600　
FT-NMR

分子の構造や運動状態などの
性質を測定

103 

9 X線光電子分光分析装置 島津製作所 AXIS-ULTRA
試料の構成元素とその電子状
態を分析（極表面分析）

104 

10
マイクロフォーカスX線CT透
視装置 島津製作所

SMX-100CT-SV3 
TypeIII

内部構造解析、微小欠陥観察、
断面観察、2次元計測、3次元
計測、

104 

11 水銀ポロシメータ ThermoFinnigan pascal 140型240型 多孔体の細孔分布を測定 201 

12
超高速液体クロマトグラフシ
ステム 日本分光㈱ JASCO XLCシステム

試料含有中の有用成分分析や
機能性の評価等

201 

13 光散乱GPC分子量測定装置 昭光
DOWN HELEOSⅡ8

　ほか
試料の分子量、分子サイズ、分
岐構造等を測定

201 

14 テラヘルツ分光測定装置 ㈱テラヘルツ研
究所

TSS-ⅡGM
試料分子の結合状態の測定等
（Thz使用）

204 

15 バイポーラ電源 NF回路設計ブ
ロック

BP4620
研究における電源（プラス電圧
の出力からマイナス電圧までリ
ニアに可変出来る電源）

201 

16 活性汚泥処理装置 朝日理化工業 C8R型 研究における汚泥処理装置 201 
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№ 設　備　名
仕　　　様

主 な 用 途 設　置
研究室メーカー 型　　式

17 スプレードライヤ装置 ヤマト科学 DL-410 試料の乾燥・微粉末化 201 

18
比表面積・細孔径分布測定
装置 日本ベル㈱ BELSORP-miniII

試料の比表面積や細孔分布を
測定

201 

19
触媒分析装置（ガス導入口7ラ
イン） 日本ベル㈱

BELCAT-B　AGAS
（ガス導入口7ライン）

触媒評価（固体酸・塩基/昇温
酸化・還元温度測定）

201 

20 リアルタイムPCRシステム タカラバイオ㈱ MRQ TP960AB
天然資源から有用物質を検出・
スクリーニング汚染微生物検出
検査　等

204 

21 マルチラベルカウンター TECAN M200PRO_FAL-TBT
検体の吸光度/蛍光/発光/時間
分解蛍光測定

204 

22 回転式粘度計（Lアダプタ付き） 東機産業㈱ TVB-10M（Lアダプタ
付き）

試料の粘度測定 201 

23
四重極-飛行時間型MS/MS分
析システム WATERS AcquityUPLC

試料の分離及び分離成分の定
量

103 

24 ガス吸着量測定装置
カンタクロム社
（米国）日本代理
店シスメックス㈱

Autosorb-IQ-C-AC
多孔体試料の窒素（N）、二酸化
炭素（CO2）、水素（H）等気体の
吸着特性を評価

102 

25
モジュール式電気化学測定シ
ステム

ソーラートロン
（英国）日本代理店
㈱東陽テクニカ

M-CHAS4 
MODULAB

電気化学測定、微小電流測定、
高電圧測定等

102 

26 共焦点レーザー顕微鏡 オリンパス
FV1000/1X81-S（分光）
仕様

立体的（高さ方向が厚い）試料
の観察

102 

27

マトリックス支援レーザー脱離
イオン化法飛行時間型質量分
析装置

ブルカー・ダルト
ニクス㈱

autoflex III
Site Preparation 
Specification

分子量の大きな高分子化合物
の質量分析

102 

28 バイオクリーンベンチ 三洋
バイオクリーンベンチ
MCV一B91F

細胞培養　等 102 
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②研究設備利用実績

№ 設備名一覧
管理担当者（教員） 使用料

単価（円）

平成28年度
使用時間
（時）所　　　属 氏　　名

1 超純水製造装置 秋田大学 地方創生センター
地域産業研究部門 丹野　剛紀 0 0

2 ドラフトチャンバー 秋田大学 地方創生センター
地域産業研究部門 丹野　剛紀 0 0

3 マイクロウェーブ試料前処理システム 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 高崎　康志 637 4

4
超高分解能電界放射型走査型電子顕
微鏡 秋田大学 大学院国際資源学研究科

資源開発環境学専攻 高崎　康志 1,587 732

5
炭素・水素・窒素・硫黄・酸素全自動
分析装置 秋田大学 大学院国際資源学研究科

資源開発環境学専攻 高崎　康志 2,170 3

6
フレーム/ファーネス高分解能連続光
源原子吸光分析装置� 秋田大学 大学院国際資源学研究科

資源開発環境学専攻 高崎　康志 1,058 33

7 元素分析装置 秋田大学 大学院理工学研究科
生命科学専攻 近藤　良彦 637 101

8
高分解能核磁気共鳴スペクトル装置
（600MHz） 秋田大学 大学院理工学研究科

生命科学専攻 近藤　良彦 3,931 6

9 X線光電子分光分析装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 加藤　純雄 1,695 336

10 マイクロフォーカスX線CT透視� 秋田大学 地方創生センター
地域産業研究部門 丹野　剛紀 2,278 74

11 水銀ポロシメータ� 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 内田　隆 475 187

12 超高速液体クロマトグラフシステム� 秋田大学 地方創生センター
地域産業研究部門 丹野　剛紀 691 0

13 光散乱GPC分子量測定装置� 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 寺境　光俊 313 98

14 テラヘルツ分光測定装置 秋田大学 大学院理工学研究科
数理・電気電子情報学専攻 水戸部　一孝 842 36

15 バイポーラ電源� 秋田大学 大学院理工学研究科
数理・電気電子情報学専攻

カビール・
ムハムドゥル 108 12

16 活性汚泥処理装置 秋田大学 大学院理工学研究科
数理・電気電子情報学専攻

カビール・
ムハムドゥル 108 18

17 スプレードライヤ装置� 秋田大学 大学院理工学研究科
数理・電気電子情報学専攻

カビール・
ムハムドゥル 367 12

18 比表面積・細孔径分布測定装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 大川　浩一 216 287

19 触媒分析装置（ガス導入口7ライン） 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 小笠原　正剛 162 388
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№ 設備名一覧
管理担当者（教員） 使用料

単価（円）

平成28年度
使用時間
（時）所　　　属 氏　　名

20 リアルタイムPCRシステム� 秋田大学 教育文化学部
地域社会講座 池本　敦 162 4

21 マルチラベルカウンター 秋田大学 教育文化学部
地域社会講座 池本　敦 313 0

22 回転式粘度計（Lアダプタ付き） 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 小笠原　正剛 54 30

23
四重極-飛行時間型MS/MS分析システ
ム

秋田工業
高等専門
学校

物質工学科 丹野　剛紀 1,857 12

24 ガス吸着量測定装置� 秋田大学 大学院理工学研究科
数理・電気電子情報学専攻 熊谷　誠治 421 56

25 モジュール式電気化学測定システム� 秋田大学 大学院理工学研究科
数理・電気電子情報学専攻 熊谷　誠治 54 103

26 共焦点レーザー顕微鏡� 秋田県立
大学

システム科学技術学部
機械知能システム学科 丹野　剛紀 475 12

27
マトリックス支援レーザー脱離イオン
化法飛行時間型質量分析装置

秋田県立
大学

生物資源科学部
応用生物科学科 丹野　剛紀 1,404 390

28 バイオクリーンベンチ� 秋田県立
大学

システム科学技術学部
機械知能システム学科 丹野　剛紀 54 0
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（3）地方創生センター2号館
①機器設備等一覧

Ⅰ．新リサイクル技術設計・評価システム

機 器 設 備 等 名 称 仕　　　　様

１．表面等分析システム
①形状測定レーザマイクロスコープ
②EXAFS装置
③高真空型走査型プローブ顕微鏡
④大気型走査型プローブ顕微鏡
⑤垂直磁場印加型走査型プローブ顕微鏡
⑥温度可変型走査型プローブ顕微鏡
⑦表面粗さ形状測定器
⑧実体顕微鏡
⑨偏光顕微鏡
⑩プラスチック種類判別計

㈱キーエンス　VK-X200/210SP
㈱リガク EXAFS-Labo
セイコーインスツルメンツ㈱ SPI3800N
NanoNaviII/S-image
SIIナノテクノロジー（現日立ハイテクサイエンス）
SIIナノテクノロジー（現日立ハイテクサイエンス）
㈱東京精密 SURFCOM1400D
㈱ニコン SMZ1500
㈱ニコン E600WPOL
オプト技研㈱ PLASHCAN-SH

一式
一式
一式
一式
一式
一式
一式
１台
１台
一式

２．リサイクルの前処理及び分離システム
①超小型真空アーク溶解装置
②高周波誘導加熱装置
③ディスク型手動粉砕機
④非鉄金属選別機
⑤小型精密切断機
⑥堅型粉砕機
⑦ロール型磁選機
⑧空気テーブル
⑨湿式高磁力磁選機
⑩湿式粉砕機（アトライタ）
⑪卓上型高周波ビードサンプラー

日新技研㈱ NEV-AD03

㈱美和製作所MU-1700-B
ハルツォク・ジャパン㈱ HSM-100A
日本エリーズマグネチックス㈱ ECS1222
平和テクニカ㈱　HS-25
㈱オリエント VM-20
日本エリーズマグネチック㈱ RE-05 
ジュイテック㈱ V-135E
日本エリーズマグネチックス㈱　HIW  L-4 ラボモデル
三井鉱山㈱　MA01SC型
㈱リガク

一式
一式
一式
１台
１台
一式
１台
一式
一式
一式
一式

３．リサイクル原料等成分分析・定性定量システム
①ＩＣＰ発光分光分析装置
②紫外可視近赤外分光光度計
③蛍光X線分光分析装置
④イオンクロマトグラフ
⑤拡散反射測定ユニット60φ積分球付属装置
⑥金属分散度測定装置

セイコーインスツル㈱　SPS5510 
㈱島津製作所　UV-3600
㈱リガク　Primini
米国ダイオネクス社　ICS-3000型
㈱島津製作所　ISR-3100（UV3600用）
日本ベル㈱　BEL-METAL-1SPAI 

一式
一式
一式
１台
一式
１台

４．高温電場環境での粒子等解析システム
①シングルナノサイズ対応粒子径・表面電位解析装置
②Agilent 630 FT-IR システム
③直流安定化電源
④卓上型0.2Lオートクレーブ
⑤レーザーゼータ電位計
⑥粒度分布測定装置

Nano Partica SZ-100Z-100 堀場製作所
Agilent 630 FT-IR 
日本電計㈱ GP0500-30R
日東高圧　HC-276　20MPa
大塚電子㈱ ELS-8000
日機装㈱　MT3300EX-SDU

一式
１台
１台
１台
一式
１台

５．燃焼解析システム
①示差熱天秤 ㈱リガク THERMO PLUS2 一式

６．リサイクル用有機物分析システム
①ＧＣマス装置 日本電子㈱ JSM-GCMATEII 一式
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Ⅱ．高度機能素材設計・評価システム

機　器　設　備　等　名　称 仕　　　様

１．多層構造膜作製装置 トッキ㈱ SPM-506 一式

２．多元合金膜作製装置 トッキ㈱ SPM-406 一式

３．磁気記憶装置材料分析・評価システム ㈱エイコーエンジニアリング 一式

４．液体等製造装置
①液体窒素製造装置
②純水製造装置
③蒸留水製造装置
④超純水製造装置

岩谷産業㈱　
㈱東洋製作所 RFD210PA
㈱アドバンテック　RFD240NA
㈱アドバンテック　RFU464CA

一式
１台
１台
１台

５．走査電子顕微鏡システム
①微小空間組織構造評価装置
②走査電子顕微鏡
③カーボンコーティング装置
④イオンコーティング装置
⑤電界放射型走査電子顕微鏡

日本電子㈱ JSM-7800F
日本電子㈱ JSM-5900LV
日本電子㈱ JEC-520
日本電子㈱ JFC1600

日本電子㈱ JSM-6701F

一式
一式
一式
一式
１台

６．X線回折装置
①薄膜X線回折装置
②粉末XRD測定装置
③多目的X線回折装置

リガク㈱ RINT IN-PLANE
リガク㈱ RINT2000
ブルカーエイエックスエス㈱　D8ADVANCE

一式
一式
一式

７．磁気特性評価装置
①高感度磁化測定装置
②振動試料型磁力計
③磁気カ―効果測定装置

㈱オプティマ 2900-04
東栄工業㈱VSM
ネオアーク㈱

一式
一式
一式

８．高真空熱処理装置 ㈱真空理工 VHC-P45C-S 一式

９．高温熱処理装置 トキコナガノ㈱　NEWTONIAN® Pascal-40 一式

10．均温熱処理装置 一式

11．8.5桁スーパーディジタルマルチメータ ㈱東陽テクニカ SuperDMM2002 一式

12．二位相型ロックインアンプ ㈱NF設計回路ブロック 5610B 一式

13．スペクトラム・アナライザ ㈱アドバンテスト R3132 １台

14．デジタル・ストレージ・オシロスコープ １台

15．PCRサーマルサイクラー タカラバイオ㈱　TP600 一式

16．Ａ０カラージェットプロッタ 日本ヒューレット・パッカート㈱ 1055CN １台

― 215 ―



②機器設備等利用実績
Ⅰ．新リサイクル技術設計・評価システム

機 器 設 備 等 名 称 管理責任者 利用状況 備　　考

１．表面等分析システム
①形状測定レーザマイクロスコープ
②EXAFS装置
③高真空型走査型プローブ顕微鏡
④大気型走査型プローブ顕微鏡
⑤垂直磁場印加型走査型プローブ顕微鏡
⑥温度可変型走査型プローブ顕微鏡
⑦表面粗さ形状測定器
⑧実体顕微鏡
⑨偏光顕微鏡
⑩プラスチック種類判別計

吉村
高崎
齊藤 準
寺境
長谷川
長谷川
吉村
齋藤嘉一
吉村
松村

111.63時間
0回

77.5時
27.33時

0時
284時

147.25時間
0時
0時
0時

２．リサイクルの前処理及び分離システム
①小型真空アーク溶解装置
②高周波誘導加熱装置
③ディスク型手動粉砕機
④非鉄金属選別機
⑤試料精密切断機
⑥堅型粉砕機
⑦ロール型磁選機
⑧空気テーブル
⑨湿式高磁力磁選機
⑩湿式粉砕機(アトライタ)
⑪卓上型高周波ビードサンプラー

高崎
高崎
柴山
柴山
神谷
柴山
柴山
柴山
柴山
柴山
柴山

110個
41回
0時
0時
0時
0時
0時
0時
0時
0時

0試料

３．リサイクル原料等成分分析・定性定量システム
①ＩＣＰ発光分光分析装置
②紫外可視近赤外分光光度計
③蛍光X線分光分析装置
④イオンクロマトグラフ
⑤拡散反射測定ユニット60φ積分球付属装置
⑥金属分散度測定装置

高崎
柴山
柴山
柴山
柴山
進藤

834.3時
63.5時

0個
99.5時

0時
231時

４．高温電場環境での粒子等解析システム
①シングルナノサイズ対応粒子径・表面電位解析装置
②Agilent 630 FT-IR システム
③直流安定化電源
④卓上型0.2Lオートクレーブ
⑤レーザーゼータ電位計
⑥粒度分布測定装置

小笠原
小笠原
高崎
柴山
柴山
柴山

404時
47.78時

0時
0時
0時

24.5時

５．燃焼解析システム
①示差熱天秤 小笠原 ３385.43時

６．リサイクル用有機物分析システム
①ＧＣマス装置 寺境 553.17時
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Ⅱ．高度機能素材設計・評価システム

機 器 設 備 等 名 称 管理責任者 利用状況 備　　考

１．多層構造膜作製装置 長谷川 48日

２．多元合金膜作製装置 長谷川 34日

３．磁気記憶装置材料分析・評価システム 吉村 85日

４．液体窒素製造装置
①液体窒素製造装置
②純水製造装置
③蒸留水製造装置
④超純水製造装置

吉村
長谷川
柴山
柴山

6,069.5L
2L

22.40L
8.05L

５．走査電子顕微鏡システム
①微小空間組織構造評価装置
②走査電子顕微鏡
③カーボンコーティング装置
④イオンコーティング装置
⑤電界放射型走査電子顕微鏡

齋藤嘉一
齋藤嘉一
齋藤嘉一
齋藤嘉一
林滋生

766.73時
233.25時

0回
53.66回
27.67時

６．X線回折装置
①薄膜X線回折装置
②粉末XRD測定装置RINT2000
〃　　　　　　　　　印刷代
③多目的X線回折装置

齋藤嘉一
大川
吉村
吉村

355.67時
890時
194枚
128.5
時

７．磁気特性評価装置
①高感度磁化測定装置
②振動試料型磁力計
③磁気カ―効果測定装置

吉村
吉村
長谷川

6時
693時

20.50時

８．高真空熱処理装置 長谷川 53時

９．高温熱処理装置 林正彦 0時

10．均温熱処理装置 吉村 155時

11．8.5桁スーパーディジタルマルチメータ 長谷川 0時

12．二位相型ロックインアンプ 吉村 0時

13．スペクトラム・アナライザ 吉村 0日

14．デジタル・ストレージ・オシロスコープ 吉村 0時

15．PCRサーマルサイクラー 久場 34時

17．Ａ０カラージェットプロッタ 高崎 38枚
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