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  １．センター長挨拶（巻頭言）

� 平成31年度　地方創生センター長　志　立　正　知

　平成28年４月に発足した地方創生センターも、活動を始めてから３年が経過しました。前身となっ

たのは、地域協働部門と地域防災部門からなる「地域創生センター」、研究成果による地域産業の振

興を企図した「ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー」「ベンチャーインキュベーションセンター」

などの諸機関でした。これらを再編統合した本センターは、地域貢献活動を担う「地域協働・防災部

門」と、産学連携を担う「地域産業研究部門」を２本の柱として活動を続けて参りました。

　ご存知のように、秋田県は全国で最も急速に人口が減少し、少子高齢化が進んでいる地域です。県

内の各地で地域の高齢化が進行し、コミュニティの維持が危ぶまれる状況となっております。「地域

協働・防災部門」は、大学のもつさまざまなシーズを活用しながら、こうした地域の抱える課題解決

を支援していこうという部門です。大学の知を地域社会に還元する公開講座や、大学を地域に開かれ

たものとするための大学見学会、地域交流市、小中学生を対象とした防災教育、高齢者の健康管理支

援、交流人口の拡大への支援などの事業を、県内各地に設置された３つの分校（横手分校・北秋田分

校・男鹿なまはげ分校）と協力しながら実施して参りました。また平成29年度からは、新たに学生団

体が自主的に地域に出て活動する「学生自主プロジェクト」を実施、これによって学生による地域貢

献活動を支援していこうとの試みを始めています。平成30年度には、５つのグループが藤里町、能代

市桧山地区、にかほ市他に赴いて、地域の様々な方々と連携しながら活動を展開いたしました。

　一方、人口減少、少子高齢化によって縮小傾向にある秋田県の産業振興のために、大学の研究力を

使って協力しようと試みているのが、「地域産業研究部門」です。秋田県が産業・エネルギー戦略と

して掲げる、「金属リサイクル」、「自動車産業」、「新エネルギー」、「航空機産業」、「医工連携」など

の分野に研究面で貢献すべく、平成30年度からは「資源開発・環境リサイクル研究開発事業」「新素

材・機能性材料開発研究事業」「自動車・航空機産業研究開発事業」「新エネルギー開発研究事業」「医

理工連携産業研究開発事業」の５つの事業として、研究開発・地域産業化事業を展開してきておりま

す。まだまだ萌芽的な段階から、あと一歩で産業化が見えてくるという段階まで、研究の進捗状況は

さまざまではありますが、これによって何とか秋田県に新たな産業分野を生み出すことができないか

と取り組んでいるところです。

　本報告書は、平成30年度に本センターが行なったさまざまな活動内容をまとめたものです。まだま

だ不十分なところも多々あろうかと思いますが、大学も精一杯地域のために活動して参りたいと考え

ておりますので、今後ともご支援の程、よろしくお願い申し上げます。
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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

◎志　立　正　知
　臼　木　智　昭
　田　島　克　文
　田　所　聖　志
　林　　　良　雄
　中　村　順　子
　大　川　浩　一
　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　　　准教授
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

◎臼　木　智　昭
　水　田　敏　彦
　鎌　滝　孝　信
　根　岸　　　均
　濱　田　　　純
　越後谷　真　悦
　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

  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　和
　田　島　克　文
　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（教育・学生・地方創生・
広報企画担当）・副学長】

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】

（５事業）
資源開発・環境リサイクル研究開発事業
新素材・機能性材料開発研究事業
自動車・航空機産業研究開発事業
新エネルギー開発研究事業
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

◎田　島　克　文
　丹　野　剛　紀
　柴　山　　　敦
　寺　境　光　俊
　渋　谷　　　嗣
　三　島　　　望
　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

◎は委員長

【研究員選考専門委員会】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎志　立　正　知
　臼　木　智　昭
　田　島　克　文
　水　田　敏　彦
　柴　山　　　敦
　大　川　浩　一

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
理工学研究科　　　准教授

◎は委員長

【設備管理専門委員会】
氏　　　�名 職　　　名　　　等

◎田　島　克　文
　丹　野　剛　紀
　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
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
連携協定締結
にかほ市との連携協定締結調印式及び基調講演

実　施　日　10月25日（木）
会　　　場　にかほ市総合福祉交流センター「スマイル」
　秋田大学とにかほ市がこれまでの取組をさらに強化させると

ともに、双方にとって有益で持続性のある連携を進めて、地域

社会の発展に寄与することを目的として締結した。

　調印式に引き続き開催された基調講演会では、林信太郎教授

から、「『ぶらぶらバーチャルツアー inにかほ市』～ジオパーク

としての地形・地質の価値について考える～」と題して講演が

あり、クイズ形式による出題で、同市の自然環境や歴史などについて参加者の関心を惹きつけていた。

秋田県との連携事業
「学校安全外部指導者派遣事業」における出前講義

主　　　催　秋田県教育庁保健体育課
共　　　催　地方創生センター
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
受 講 者 数　全12会場　計2279名
にかほ市立象潟小学校 ��6月21日 秋田県立大曲高等学校 10月18日
能代市立第四小学校 ��6月26日 秋田聖徳会第二ルンビニ園 10月24日
三種町立湖北小学校 ��7月��4日 秋田県立湯沢翔北高等学校 10月25日
男鹿市立潟西中学校 ��7月12日 ウェルビューいずみこども園 11月��1日
男鹿市立美里小学校 ��7月19日 秋田県立男鹿工業高等学校 11月��7日
秋田市立下北手中学校 ��9月12日 秋田県立横手高等学校定時制 11月29日

　県内の幼・保・小・中・高等学校において今後災害が発生し

た場合においても正しい知識を持って避難ができる児童・生徒

を育てることを目的として、出前授業や防災訓練指導等を実施

している。

「自主防災組織育成指導者研修会」における出前講義

主　　　催　秋田県総務部総合防災課
共　　　催　地方創生センター
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
実　施　日　平成30年10月17日（水）、11月7日（水）、13日（火）、20日（火）、27日（火）、29日（木）、
　　　　　　12月6日（木）、25日（火）
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会　　　場　男鹿市、由利本荘市、秋田市、潟上市、大仙市、五城目町、美郷町、湯沢市
参 加 者 数　全8会場　計355名
　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。

大館市との連携事業
ワクワク子ども科学教室

共　　　催　北秋田分校、大館・北秋田理科教育研究会
実　施　日　平成30年9月23日（日）
会　　　場　大館市立有浦小学校体育館
　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。

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
協　　　力　大館市福祉部健康課
実　施　日　平成30年12月19日（水）
会　　　場　大館市立中央公民館
担 当 講 師　日本赤十字秋田短期大学
　　　　　　教授　高橋美岐子
　　　　　　医学系研究科附属地域包括ケア・
　　　　　　介護予防研修センタースタッフ
参　加　者　24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。
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北秋田市との連携事業
「投球障害予防教室」in 北秋田

主　　　催　地方創生センター、北秋田市教育委員会
後　　　援　北秋田市スポーツ少年団、北秋田分校
実　施　日　平成31年3月23日（土）
会　　　場　北秋田市鷹巣体育館
講　　　師　医学系研究科保健学専攻　理学療法学講座
　　　　　　教授　岡田恭司
　　　　　　助教　齊藤　明
　　　　　　助教　照井佳乃
指 導 補 助　同講座　大学院生、医学部生
参　加　者　スポーツ少年団員　29名、
　　　　　　保護者・指導者　21名
　野球関係のスポーツ少年団員やその保護者、指導者を対象に、

小学生にも分かりやすい投球障害予防教室を開催した。超音波

によるメディカル・チェック及びストレッチ・投球指導などを通して、参加者が故障の原因となり得

る要素について知るとともに、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期待して開

催した。

メディカル・サイエンスカフェ・ネクスト in 北秋田市合川

主　　　催　地方創生センター
共　　　催　北秋田市
実　施　日　平成30年7月27日（金）
会　　　場　北秋田市合川公民館
カフェマスター　医学系研究科
　　　　　　教授　尾野恭一
講　　　師　医学部附属病院
　　　　　　講師　中瀬泰然
　　　　　　理工学研究科
　　　　　　准教授　髙橋　護
参　加　者　32名
　主に北秋田市合川地区の住民を対象に「高齢社会を明るく元

気に生きる」をテーマに講演会を北秋田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、尾野カフェマスターの進行のもと、医学や健康について

医学部附属病院、理工学研究科の2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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【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/
秋田大学オリジナル米「ほたるひめ」プロジェクト

共 同 事 業　北秋田分校、農業生産法人㈲森のテラス
実　施　日　平成30年4月～10月
会　　　場　秋田森のテラス
　平成26年度から継続的に実施している事業で、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。

おもしろ理科実験教室

共　　　催　北秋田分校、北秋田市教育委員会
実　施　日　平成30年10月20日（土）
会　　　場　北秋田市立鷹巣中学校体育館
　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。

能代市との連携事業
能代市総合計画推進支援業務

事 業 形 態　能代市から秋田大学への業務委託
委 託 期 間　平成30年5月24日～平成31年3月15日
担 当 教 員　教育文化学部地域社会・心理実践学講座
　　　　　　講師　荒井壮一、教授　和泉浩
参 加 学 生　9名
　第2次能代市総合計画に掲げる重要課題の解決につながる「モノ」や「コト」を開発することをテー

マに、特に能代市の特産品である「白神ねぎ」のPRとまちづくりへの活用について、本学教育文化

学部学生9名が2つのグループに分かれ、現地調査等を実施した結果を報告書に取り纏めて能代市に提

出した。
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秋田市との連携事業
旭南地区地域交流防災運動会

主　　　催　旭南地区自主防災組合連合会
協　　　力　地方創生センター
実　施　日　平成30年7月21日（土）
会　　　場　旭南小学校グラウンド、旭南地区コミュニティセンター
担 当 講 師　地方創生センター　教授　水田敏彦
　秋田市旭南地区で行われた防災運動会において、水田教授が指導・助言を行った。

秋田大学防災サイエンスカフェ～秋田市雄和地区～

主　　　催　地方創生センター
実　施　日　平成30年10月28日（日）
会　　　場　銅屋コミュニティセンター
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　75名
　県内各地の防災関係者や地域住民の方々等を対象に、「防災」

をテーマとして行うカフェスタイルの講演会。講師が専門分野

から話題提供を行い、参加者の方々との意見交換を通じて共に地域防災を考える機会とする目的で開

催した。今年度3回目は秋田市雄和銅屋地区で開催し、多数の地域住人が参加した。

秋田大学防災サイエンスカフェ～秋田市旭川地区～

主　　　催　地方創生センター
実　施　日　平成30年12月16日（日）
会　　　場　秋田大学百周年記念館会議室
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　13名
　県内各地の防災関係者や地域住民の方々等を対象に、「防災」

をテーマとして行うカフェスタイルの講演会。講師が専門分野

から話題提供を行い、参加者の方々との意見交換を通じて共に地域防災を考える機会とする目的で開

催した。今年度4回目は学内にて秋田市旭川地区の住民を対象として開催し、地域防災をテーマとし

て活動する学生自主プロジェクトのメンバーによる防災シミュレーションゲームも行った。
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男鹿市との連携事業
「投球障害予防教室」in 男鹿

主　　　催　地方創生センター、男鹿市
後　　　援　男鹿市スポーツ少年団、男鹿なまはげ分校
実　施　日　平成31年3月2日（土）
会　　　場　男鹿市総合体育館
　　　　　　講師　医学系研究科保健学専攻　理学療法学講座
　　　　　　教授　岡田恭司
　　　　　　助教　齊藤　明
　　　　　　助教　照井佳乃
指 導 補 助　同講座　大学院生、医学部生
参　加　者　スポーツ少年団員　42名
　　　　　　保護者・指導者　38名
　野球関係のスポーツ少年団員やその保護者、指導者を対象に、

小学生にも分かりやすい投球障害予防教室を開催した。超音波

によるメディカル・チェック及びストレッチ・投球指導などを

通して、参加者が故障の原因となり得る要素について知るとと

もに、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

を期待して開催した。

秋田大学ぼうさい教室「防災マップづくり」 at 船川第一小学校

主　　　催　地方創生センター
共　　　催　男鹿市教育委員会
協　　　力　男鹿なまはげ分校
実　施　日　平成30年6月14日（木）
会　　　場　男鹿市立船川第一小学校
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　3年生32名
　通学路や遊び場などの危険箇所・避難箇所等を記載する「防災マップ」を児童自らが作成し、地震

等の自然災害が発生した場合に最も安全なルートを自らが選択して避難できるようになることを目的

として実施している。

　今年度の1箇所目となる男鹿市立船川第一小学校では、3年生を対象に実施し、鎌滝准教授が防災

ウォーキングやマップづくり等の指導・助言を行った。
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秋田大学ぼうさい教室「防災マップづくり」 at 脇本第一小学校

主　　　催　地方創生センター
共　　　催　男鹿市教育委員会
協　　　力　男鹿なまはげ分校
実　施　日　平成30年6月25日（月）、29日（金）
会　　　場　男鹿市立脇本第一小学校
担 当 講 師　地方創生センター　准教授　鎌滝孝信
参　加　者　4年生20名
　通学路や遊び場などの危険箇所・避難箇所等を記載する「防

災マップ」を児童自らが作成し、地震等の自然災害が発生した場合に最も安全なルートを自らが選択

して避難できるようになることを目的として実施している。

　今年度の2箇所目となる男鹿市立脇本第一小学校では、4年生を対象に2回に分けて実施し、鎌滝准

教授が防災ウォーキングやマップづくり等の指導・助言を行った。

男鹿市立北陽小学校避難訓練における防災出前講義

主　　　催　男鹿市立北陽小学校
協　　　力　地方創生センター
実　施　日　平成30年11月20日（火）
会　　　場　男鹿市立北陽小学校
担 当 講 師　地方創生センター　准教授　鎌滝孝信
参　加　者　全校児童、教職員、保護者　約70名
　男鹿市立北陽小学校にて実施された避難訓練において、全校児童に対し、鎌滝准教授より地震や津

波避難に関する講演を行った。

秋大医学部　男鹿とつながり隊カフェ

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
　　　　　　地方創生センター
協　　　力　男鹿市企画政策課等
実　施　日　平成30年10月26日（金）～27日（土）
会　　　場　雄山閣、男鹿市総合体育館
参　加　者　医学部学生13名（医学科2名、保健学科11名）
　　　　　　男鹿市医療・保健・福祉関係者14名
　本学医学部学生（医学科・保健学科3専攻各5名程度を基本と

する）が県内各市町村に出向き、地域の保健医療関係者や地域

住民と交流し、地域及び集まったメンバーとのつながりを強化

することにより、地域の課題・ニーズ・医療職に期待されてい

ることを知る機会をつくることを目的に開催。今回は男鹿温泉
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郷の「雄山閣」と男鹿市総合体育館において、ディナーミーティングとトークカフェを行い、関係者

との交流を深めた。

　男鹿市でのつながり隊カフェは、今年5月に予定していたが、当日の集中豪雨のため参加者の安全

を考慮して中止した事業を再調整して開催したものである。

【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/
わくわくドキドキ理科実験教室

共　　　催　男鹿なまはげ分校、男鹿市教育委員会
実　施　日　平成30年7月21日（土）
会　　　場　男鹿市立船越小学校体育館
　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。

男鹿市児童生徒の秋田大学医学部訪問

共　　　催　男鹿なまはげ分校、男鹿市教育委員会
実　施　日　平成30年7月24日（火）
会　　　場　秋田大学医学部附属病院シミュレーション教育セ
　　　　　　ンター
　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。

学習講演会

共　　　催　男鹿なまはげ分校、男鹿市教育委員会
実　施　日　平成30年9月26日（水）
会　　　場　男鹿東中学校、男鹿北中学校
　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、男鹿市内の中学校において学習講演会を開催した。

中学準備教室

共　　　催　男鹿なまはげ分校、男鹿市教育委員会
実　施　日　平成31年3月18日（月）、19日（火）
会　　　場　男鹿東中学校、男鹿南中学校、男鹿北中学校、
　　　　　　潟西中学校
　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
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ズに移行できるようにすることを目的に開催。先輩の話を聴くことで学習意欲の喚起と、生徒自身の

将来像育成のきっかけを提供するために開催している。

ニコニコ体操塾

共　　　催　男鹿なまはげ分校、男鹿市ニコニコ元気アップ体操クラブ
実　施　日　毎週水、木、金曜日
会　　　場　若美公民館、船川北公民館、船川港公民館
　生活に身近なテーマを取り上げた講座や健康寿命の延伸を目

指した運動講座を新たに組み入れ、総合的体操へとバージョン

アップし実施している。市民の福祉向上と健康増進の促進、地

域の社会的交流の促進及び孤立の防止、市民の健康寿命の延伸

への取り組みを行った。

セルフケア講座

共　　　催　男鹿なまはげ分校、男鹿市
実　施　日　平成30年6月28日（木）～平成31年2月28日（木）
　　　　　　【計17回】
会　　　場　男鹿市五里合市民センター
　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。

潟上市との連携事業
コグニサイズ教室

主　　　催　地（知）の拠点推進本部
共　　　催　潟上市、トレイクかたがみ指定管理者
　　　　　　（医療法人　正和会）
実　施　日　平成30年10月10日～平成31年3月6日の
　　　　　　毎週水曜日、計20回
会　　　場　トレイクかたがみ
担 当 講 師　医学部保健学科、地域包括ケア・
　　　　　　介護予防研修センター
　　　　　　チームコグニサイズメンバー
　　　　　　教授　中村順子
　　　　　　准教授　上村佐知子
　　　　　　助教　藤田智恵、久米裕、猪股祥子、津軽谷恵、
　　　　　　　　　佐藤亜希子
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参　加　者　潟上市民　17名
　国立長寿医療研究センターのコグニサイズ促進協力施設に認定された本学が提供する認知症予防運

動プログラムであるコグニサイズを通して、参加者が認知症予防を含む健康管理を行うための知識・

技法が習得できるよう支援し、健康寿命増進を図ることを目的として実施した。

聞き書きボランティア

主　　　催　地（知）の拠点推進本部
共　　　催　秋田西高等学校、金足農業高等学校、秋田県総合教育センター
後　　　援　潟上市
　高校生が「聞き書き」を理解し、その技法を身につけるとともに、ボランティア活動で実践するこ

とにより、地域住民との共助・共生意識を醸成し、高齢社会でも住みよい・安心感のあるコミュニティー

の創生モデルづくりを目指し、次のとおり開催した。

●聞き書きボランティア養成講座

　日　　　時　平成30年7月6日（金）

　会　　　場　秋田県総合教育センター　3階中研修室

　講　　　師　日本聞き書き学校講師／作家　小田　豊二

　参　加　者　秋田西高等学校、金足農業高等学校

　　　　　　　生徒併せて25名

●聞き書きボランティア実践活動

　日　　　時　平成30年7月24日（火）

　会　　　場　秋田西高等学校図書館

　参　加　者　語り手：潟上市在住高齢者　15名

　　　　　　　聞き手：秋田西高等学校生徒　12名

●聞き書きボランティア冊子贈呈会

　日　　　時　平成30年10月25日（木）

　会　　　場　秋田西高等学校図書館

　参　加　者　潟上市在住高齢者　15名、

　　　　　　　秋田西高等学校生徒　9名
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にかほ市との連携事業
秋田大学防災サイエンスカフェ in にかほ市

主　　　催　地方創生センター
後　　　援　にかほ市
実　施　日　平成30年5月26日（土）
会　　　場　にかほ市象潟構造改善センター
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
　県内各地の防災関係者や地域住民の方々等を対象に、「防災」をテーマとして行うカフェスタイル

の講演会。講師が専門分野から話題提供を行い、参加者の方々との意見交換を通じて共に地域防災を

考える機会とする目的で開催した。今年度1回目はにかほ市で開催し、地域防災をテーマとして活動

する学生自主プロジェクトのメンバーからもにかほ市での活動内容を発表した。

秋田大学防災教室 in にかほ市

主　　　催　地方創生センター
共　　　催　にかほ市、鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会
実　施　日　平成30年8月26日（日）
会　　　場　にかほ市象潟構造改善センター
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
　　　　　　大学院理工学研究科　助教　網田和宏
参　加　者　31名
　秋田県内で過去に発生した地震等の災害に関する講義と県内に残る地震痕跡等の野外観察を通じて

身近な地域で発生した過去の災害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。

　今年度の1回目はにかほ市で開催し、九十九島や釜磯湧水（山形県遊佐町）、上郷の温水路群などの

野外観察を行った。

防災講演会「にかほ市の水災害と防災について考える」

主　　　催　地方創生センター、
　　　　　　理工学研究科附属地域防災力研究センター
共　　　催　にかほ市、鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会
実　施　日　平成31年2月16日（土）
会　　　場　にかほ市総合福祉センター（スマイル）
担 当 講 師　地方創生センター　准教授　鎌滝孝信
　　　　　　大学院理工学研究科　教授　松冨英夫
　　　　　　　　　　　　　　　准教授　渡邉一也
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参　加　者　約80名
　日本海中部地震から約36年、東北地方太平洋沖地震から約8年が経過したことを踏まえ、津波防災

に関する講演を行い、津波防災・減災対策を改めて考え直す機会とした。

防災講演会「にかほ市三森の地震・津波防災について考える」

主　　　催　地方創生センター
実　施　日　平成31年2月23日（土）
会　　　場　にかほ市三森自治会館
担 当 講 師　地方創生センター　准教授　鎌滝孝信
参　加　者　約40名
　にかほ市三森地区の住民を対象に、講師による防災講義と学

生による研究成果発表を行い、参加者全員で津波防災・減災対

策を考える機会とした。

大仙市との連携事業
荒川鉱山跡地歴史保存活用事業：『荒川鉱山誌』発掘プロジェクト

事 業 形 態　大仙市と秋田大学との連携協定に基づく協働事業

担　　　当　国際資源学研究科　教授　今井忠男（同研究科附属鉱業博物館長）

　　　　　　　　　　　　技術専門員　千田恵吾（学芸員）

【これまでの実績と本年度事業の概要】

　我々は、大仙市協和荒川地区の鉱山史を解明し、産業遺産として保存活用を図ることを目的に、同

市の要請により、平成26年度から「荒川の鉱山誌」プロジェクトをスタートさせ、5年目の本年度を

本事業の最終年度と位置づけてきた。

　これまで、航空測量による選鉱場遺構の3次元測量を行い、詳細な測量図とCGを作成してきた。昨

年度からは、過去の写真から選鉱場建屋のCG復元を行なっており、今年度は、このCGを完成させる

とともに、これまでの成果を上映用の動画にまとめ、大盛館で公開する事を目的とした。さらに、最

終成果の報告会を開催し、これまでの取り組みを広く伝えることができた。

【平成30年度の活動と今後】

　平成30年度は次の3つの事業を行ない、本プロジェクトのま

とめとした。

（１）選鉱場CGの高精度化

　荒川鉱山の選鉱場について、昨年に発掘した建設時の

複数の写真と、さらに大正時代の学生の実習報告書から

建築図の情報を得て、建築図面を作成し、これをもとに

CGによる詳細な工場建屋の復元を行った。（図1）

図1　CG復元した選鉱場
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（２）荒川鉱山の調査報告ビデオの作成と大盛館での展示

　これまでの調査内容ならびに本年度の選鉱場CG復元

化事業の成果について、説明ビデオにまとめた。（図2）

このビデオは大盛館のメインホールにおいて、平成30年

10月より常設展示として上映を行なっており、11月の来

館者は2倍となった。

（３）荒川プロジェクトの最終報告イベントの開催

　本年度は、事業の最終年度として、本年度事業内容およびプロジェクト全体の報告と現地見

学会を、平成30年10月24日に大盛館で開催し、65名の参加者を得た。今後は、これら荒川鉱山

の遺構を文化財として保護するための活動を展開していきたい。

「投球障害予防教室」in 大仙

主　　　催　地方創生センター、大仙市教育委員会
後　　　援　大仙市スポーツ少年団、大曲整形外科クリニック
実　施　日　①平成30年11月18日（日）、【大曲地域】
　　　　　　②平成30年12月24日（日）、【神岡・西仙北・協和・
　　　　　　　南外地域】
　　　　　　③平成31年�1月14日（日）、【中仙・仙北・太田地域】
会　　　場　①・③仙北ふれあい文化センター、
　　　　　　②神岡農村環境改善センター
　　　　　　講師医学系研究科保健学専攻　理学療法学講座
　　　　　　教授　岡田恭司
　　　　　　助教　齊藤　明
　　　　　　大曲整形外科クリニック
　　　　　　院長　梅原寿太郎　ほか　クリニックスタッフ
指 導 補 助　理学療法学講座　大学院生、医学部生
参　加　者　①スポーツ少年団員　24名、保護者・指導者　15名
　　　　　　②スポーツ少年団員　18名、中学生　20名、保護者・指導者　15名
　　　　　　②スポーツ少年団員　18名、中学生　11名、保護者・指導者　35名
　大曲整形外科クリニックの協力のもと、野球関係のスポーツ少年団員やその保護者、指導者を対象

に、小学生にも分かりやすい投球障害予防教室を開催した。超音波によるメディカル・チェック及び

ストレッチ・投球指導などを通して、参加者が故障の原因となり得る要素について知るとともに、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期待して開催した。

図2　荒川鉱山の解説ビデオ
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「少年少女バドミントン選手向け障害予防教室」in 大仙

主　　　催　地方創生センター、大仙市教育委員会
後　　　援　大仙市スポーツ少年団、大曲整形外科クリニック
実　施　日　平成31年2月10日（日）
会　　　場　神岡農村環境改善センター
講　　　師　医学系研究科保健学専攻　理学療法学講座
　　　　　　教授　岡田恭司
　　　　　　助教　齊藤　明
　　　　　　大曲整形外科クリニック
　　　　　　院長　梅原寿太郎　ほか　クリニックスタッフ
指 導 補 助　理学療法学講座　大学院生、医学部生
参　加　者　スポーツ少年団員　19名、中学生　6名、
　　　　　　保護者・指導者　15名
　大曲整形外科クリニックの協力のもと、バドミントン競技を

行っているスポーツ少年団員やその保護者、指導者を対象に、

初めての障害予防教室を開催した。超音波によるメディカル・チェック及びストレッチ・フォーム指

導などを通して、参加者が故障の原因となり得る要素について知るとともに、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期待して開催した。

仙北市との連携事業
メディカル・サイエンスカフェ・ネクスト in 仙北市西木

主　　　催　地方創生センター
共　　　催　仙北市
実　施　日　平成30年9月21日（金）
会　　　場　西木総合開発センター
カフェマスター　医学系研究科
　　　　　　教授　尾野恭一
講　　　師　医学部保健学科
　　　　　　教授　若狭正彦
　　　　　　教育文化学部
　　　　　　講師　渡邊和仁
参　加　者　28名
　主に仙北市西木地区の住民を対象に「高齢社会を明るく元気

に生きる」をテーマに講演会を仙北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、尾野カフェマスターの進行のもと、医学や健康について医学部保健学科、教育文化学部の2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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美郷町との連携事業
美郷フェスタにおける音楽教育研究室学生によるコンサート

主　　　催　美郷町
協　　　賛　地方創生センター
実　施　日　平成30年10月27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　13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6

年目となる。

　学生は、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

意識した楽曲の演奏などを披露し、イベントを大いに盛り上げた。

秋田大学防災教室 in 美郷町

主　　　催　地方創生センター
共　　　催　美郷町
実　施　日　平成30年10月13日（土）
会　　　場　美郷町役場
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　19名
　秋田県内で過去に発生した地震等の災害に関する講義と県内に残る地震痕跡等の野外観察を通じて

身近な地域で発生した過去の災害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。

　今年度の2回目は美郷町で開催し、防災講義を行った後、坂本東嶽邸の見学や千屋断層の野外観察

を行った。

美郷町立美郷中学校防災出前講義

主　　　催　地方創生センター
実　施　日　平成30年11月30日（金）
会　　　場　美郷町立美郷中学校
担 当 講 師　地方創生センター　教授　水田敏彦
参　加　者　全校生徒473名
　本学と美郷町との連携協定事業として、例年1回、町内の小中学校での防災出前講義を行っている。

　今年度は美郷町立美郷中学校にて、水田教授が「美郷町で発生した1896年陸羽地震を探索する～ま

ずは『災害を知る』そして、明日に生かす～」と題して講義を行った。
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横手市との連携事業
秋大医学部　横手とつながり隊カフェ

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
　　　　　　地方創生センター
協　　　力　横手市健康福祉部地域包括支援センター
実　施　日　平成31年2月22日（金）～23日（土）
会　　　場　ゆうゆうプラザ
参　加　者　医学部学生20名
　　　　　　（看護学専攻9名、理学療法学専攻4名、
　　　　　　作業療法学専攻7名）
　　　　　　横手市医療・保健・福祉関係者18名
　本学医学部学生（医学科・保健学科3専攻各5名程度を基本と

する）が県内各市町村に出向き、地域の保健医療関係者や地域

住民と交流し、地域及び集まったメンバーとのつながりを強化

することにより、地域の課題・ニーズ・医療職に期待されていることを知る機会をつくることを目的

に開催。今回は横手市の「ゆうゆうプラザ」に宿泊し、ディナーミィーティングとトークカフェを行っ

て関係者との交流を深めた。

【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

主　　　催　横手分校
協　　　力　農家民宿三又長右衛門　髙橋暁氏、髙橋篤子氏
実　施　日　平成30年8月～平成31年2月
参　加　者　秋田大学生14名
　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。本年度はインド・フィリピン・モ

ンゴル出身留学生も参加し、横手市山内地区の農家の皆さんと交流を深めながら活動を行った。

大学生・高校生教職体験プログラム「教育ミニミニ実習」

主　　　催　横手分校
後　　　援　秋田県教育委員会、横手市教育委員会
実　施　日　平成30年12月27日（木）、28日（金）、
　　　　　　平成31年1月4日（金）、7日（月）
会　　　場　横手市立十文字中学校
参　加　者　県南地区高校生14名、秋田大学生2名
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　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。

イングリッシュ・アドベンチャー

主　　　催　横手市まちづくり推進部生涯学習課
共　　　催　地方創生センター、横手分校
実　施　日　平成30年9月23日（日）～24日（月・祝）
会　　　場　釣りキチ三平の里体験学習館
参　加　者　横手市内小学生21名、秋田大学生13名、
　　　　　　留学生7名
　横手市内の小学5・6年生を対象に、留学生との英語学習や野

外活動を通じて協調性や国際感覚を高めてもらうことを目的に開催。

　英語学習のカリキュラムは教員志望の学生が考案・実践を行った。

SATURDAYイングリッシュ

主　　　催　横手市まちづくり推進部生涯学習課
共　　　催　地方創生センター、横手分校
実　施　日　平成30年7月14日（土）、10月20日（土）、
　　　　　　平成31年3月2日（土）
会　　　場　浅舞公民館、秋田大学手形キャンパス、
　　　　　　横手体育館
参　加　者　横手市内小学生33名、秋田大学生5名、留学生6名
　横手市内の小学3・4年生を対象に、留学生やALTとの英語体験やグループ活動を通じて英語に慣れ

親しんでもらうことを目的に開催。

　第二回には秋田大学手形キャンパスにて留学生とともに学園祭や鉱業博物館を見学しながら交流を

行った。

防災サイエンスカフェ in 横手市

主　　　催　横手分校、地方創生センター
共　　　催　横手市まちづくり推進部生涯学習課
実　施　日　平成30年7月29日（日）
会　　　場　横手市交流センターY2ぷらざ
参　加　者　横手市民16名
　横手市周辺で過去に起こった地震災害についての解説や地域

特性・課題を踏まえた防災に関する講話を行い、学術的知見を

わかりやすく市民へ提供した。防災カードゲームを用いた意見交換や非常食の試食も併せて行い、防

災を「我が事」として考える機会を創出した。
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あきたわくわく未来ゼミ

主　　　催　秋田県教育委員会
協　　　力　横手分校
実　施　日　平成30年5月～平成31年3月
会　　　場　横手市交流センターY2ぷらざ
学習支援員　秋田県南地区教員OB3名、秋田大学生3名
参　加　者　横手市内高校生延べ430名
　教員OBや大学生等の地域人材を活用した高校生への学びの

場の提供、学習習慣の定着を図ることを目的とした事業で、県

北・中央・県南地区で実施されている。横手分校では講師の紹介や実施についての協力を行った。

湯沢市との連携事業
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
協　　　力　湯沢市長寿福祉課地域包括支援センター
実　施　日　平成30年11月16日（金）
会　　　場　湯沢市役所2階会議室
担 当 講 師　日本赤十字秋田短期大学
　　　　　　教授　高橋美岐子
　　　　　　医学系研究科附属地域包括ケア・
　　　　　　介護予防研修センタースタッフ
参　加　者　6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。
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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：11講座
総受講者数：532名

No. タイトル 実施日 担当講師 受講者数 内　　容

1 鳥海山麓からにかほ
市沿岸部における
自然災害の歴史と自
然の恵み
（全2回）

H30.  8.  8（水）
H30.  8.22（水）

地方創生センター
准教授　鎌滝孝信
理工学部
助教　網田和宏

32名（30） 鳥海山の麓に広がる秋田県に
かほ市にスポットを当て、過
去に起こった地震や津波など
の自然災害の歴史や、湧水を
初めとした豊かな自然につい
て解説を行った。

2 身のまわりのエレク
ロニクスを学び直す
（全5回）

H30.  8.21（火）
H30.  8.28（火）
H30.  9.  4（火）
H30.  9.11（火）
H30.  9.18（火）

理工学部
教授　田島克文
准教授　田中元志
准教授　カビール・ムハムドゥル
講師　福田誠
講師　淀川信一

18名（30） 私たちの身のまわりにあるス
マートフォンや電気自動車と
いった電気電子技術（エレク
トロニクス）を使った製品や
サービスを例に挙げながら、
発電・モータ・自動車・音な
どエレクトロニクスの基礎的
な分野における最近の応用例
について解説を行った。

3 秋田大学市民講演会
～これから科学者を
目指す君たちへ～
（全3回）

H30.  9.  1（土） 東京工業大学
名誉教授　吉田賢右
京都大学
名誉教授　永田和宏
東京都医学総合研究所
理事長　田中啓二
東京大学
特別名誉教授　大隈良典

153名（200） 生命科学分野において第一線
で活躍する著名な研究者を講
師に招き、これから科学者を
目指す若者に対して熱いメッ
セージを発信してもらうこと
で次代の育成につなげること
を目的としたもので、日本に
おける生命科学分野の最先端
研究等についての知識を深め
る場を提供した。

4 阿仁鉱山の歴史と史
跡を訪ねて
（全2回）

H30.  9.28（金）
H30.  9.29（土）

国際資源学部
教授　今井忠男
助教　木﨑彰久

32名（30） 秋田で最も繁栄した鉱山の一
つである阿仁鉱山の歴史の解
説や史跡の見学を通じて、古
くから鉱山藩・県であったこ
とから由来する秋田の社会と
全国および世界との繋がりに
ついて理解を深める機会を提
供した。

― 24 ―



No. タイトル 実施日 担当講師 受講者数 内　　容

5 共に生きる社会をめ
ざして
～障害の理解と支援
～
（全5回）

H30.10.  5（金）
H30.10.12（金）
H30.10.19（金）
H30.10.26（金）
H30.11.  2（金）

教育文化学部
教授　武田篤
教授　藤井慶博
准教授　高田屋陽子
准教授　谷村佳則
講師　鈴木徹

13名（30） 障害のある人もない人も共に
生きられる社会をめざすノー
マライゼーションやインク
ルージョンの理念が現代社会
において浸透する中、障害に
ついての理解を深め、本人だ
けでなく家族も含め、さらに
は幼児・児童期から青年期に
渡る長期的な視点に立ち、支
援のあり方と方向性について
解説を行い、共に考える機会
を提供した。

6 援助職のためのセル
フケア支援講座
（全2回）

H30.11.  2（金）
H30.11.  9（金）

医学部
教授　鈴木圭子
教授　米山奈奈子
助教　猪股祥子
講師　永田美奈加

26名（30） 医療や介護職など他者のケア
やサポートを生業とする仕事
においては、疾病や障がいな
どの理解に加えて相手とのコ
ミュニケーションが求められ
るが、さまざまな理由でうま
くいかない場合にケアを提供
する側の感情が傷つき心身の
不調に繋がったり相手への暴
力や虐待に繋がってしまう場
合がある。こうしたことを予
防するため感情とのつきあい
方やストレス対処法を学びセ
ルフケア能力を高めるための
講座を開講した。

7 今日から始める！骨
粗鬆症と転倒予防
�～その原因と効果
的な生活・体操～
（全3回）

H30.11.  8（木）
H30.11.15（木）
H30.11.22（木）

医学部
教授　金城正治
教授　岡田恭司
助教　齊藤明

23名（30） 単なる「骨の老化現象」では
なく、予防・治療が必要な「疾
患」である骨粗鬆症について
その原因や対策について解説
を行い、転倒予防にも資する
効果的な姿勢や体操について
実践指導を行った。

8 秋田と日本の未来を
創る
理工学部の研究紹介
（全3回）

H30.11.24（土） 理工学部
教授　田島克文
准教授　吉村哲
講師　山田学

44名（60） 今年度理工学部に新たに誕生
した革新材料研究センターに
所属する教員による先進的な
研究を中心に紹介するもの
で、我が国の未来を担う高校
生などの若年層にも受講しや
すいよう受講料無料の市民講
座として開講した。
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No. タイトル 実施日 担当講師 受講者数 内　　容

9 世界の未来を拓く国
際資源学
（全3回）

H30.11.25（日） 国際資源学部
教授　川村洋平
教授　柴山敦
教授　長縄成実
教授　縄田浩志
准教授　スティーブン・オブラクタ

35名（60） 国際資源学に関係する社会
科学・自然科学・工学のさ
まざまな最新研究の成果につ
いて、本学国際資源学部の資
源政策コース・資源地球科学
コース・資源開発環境コース
の教員による解説を行うもの
で、我が国の未来を担う高校
生などの若年層にも受講しや
すいよう受講料無料の市民講
座として開講した。

10 サイコロジカル・カ
フェ
（全5回）

H30.12.  4（火）
H30.12.  5（水）
H30.12.  7（金）
H30.12.13（木）
H30.12.19（水）

教育文化学部
教授　森和彦
教授　柴田健
准教授　中野良樹
准教授　宮野素子
准教授　北島正人

9名（20） 秋田大学大学院教育学研究
科心理教育実践専攻を担当
する専任教員全員による専門
領域別のアラカルトメニュー
カフェ。最新の心理学の知見
を交えながら、こころの不思
議や健康について、カフェで
おしゃべりする感覚で解説を
行った。

11 秋田県の健康寿命延
伸を目指して！
～高齢者にやさしい
地域づくり～
（全5回）

H30.12.16（日） 高齢者医療先端研究センター
教授　大田秀隆
特任講師　板倉有紀
特任助教　奥田佑道
特任助教　浅野真理子
教育文化学部
教授　石沢真貴
医学部
教授　中山勝敏
助教　藤田智恵
秋田県健康福祉部
次長　須田広悦
羽後町地域包括支援センター
社会福祉士　伊藤和恵
国立長寿医療研究センター
予防老年学研究部長　島田裕之
東京大学高齢社会総合研究機構
教授　飯島勝矢

147名（200） 今年度始動した秋田大学高齢
者医療先端研究センターにお
ける健康寿命延伸のための取
組みや、秋田県内で行われて
いる高齢者にやさしい地域づ
くりに関する取組みを中心に
紹介するもので、幅広い世代
の方々へ知っていただくため
に受講料無料の市民講座とし
て開講した。

※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　17団体
総見学者数　381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  7日（月） 5

2 三種町立琴丘中学校　2年生   5月  8日（火） 38

3 能代市立能代南中学校　2年生   5月10日（木） 18

4 能代市立東雲中学校　2年生
  5月15日（火）

7

5 能代市立能代第一中学校　2年生 8

6 三種町立八竜中学校　2年生   5月21日（月） 3

7 大館市立北陽中学校　2年生
  5月23日（水）

27

8 北秋田市立森吉中学校　2年生 36

9 大館市立南中学校　2年生   5月24日（木） 19

10 大仙市立大曲中学校　3年生
  5月30日（水）

59

11 大館市立下川沿中学校　2年生 21

12 大仙市立中仙中学校　3年生   6月27日（水） 29

13 仙北市立角館中学校　3年生   6月28日（木） 29

14 秋田市立城東中学校　2年生   7月  5日（木） 19

15 大仙市教育委員会   8月  1日（水） 17

16 大仙市立西仙北中学校　2年生 11月13日（火） 25

17 秋田大学教育文化学部附属中学校　1年生
12月  4日（火）～ 
　12月  6日（木）

21
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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～知るってうれしい！学ぶって楽しい！～

実　施　日　平成30年8月7日（火）
会　　　場　秋田大学
参 加 者 数　225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100家族225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、13の見学コースに

分かれて体験学習を行った。
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（3）地域課題の解決を目指した学生自主プロジェクト
【趣旨・目的】
学生が、他者と協力しながらグループで活動することを通して、地域課題解決のために主体的に地域

に目を向け、地域に触れ、そして地域の特性（特徴）を再認識するための活動を支援することで、地

域に関わる学生の増加と、地域志向型人材の育成を通した課題解決型人材の育成に寄与することを目

的とし今年度から立ち上げた新規事業。今年度採択されたプロジェクトは以下のとおり。

「地域防災から広げる『輪（コミュニティ）』プロジェクト」
プロジェクト代表者名：森井基貴（教育文化学部地域文化学科２年）
指　導　教　員：鎌滝孝信准教授（地方創生センター）
プロジェクト概要：実際に災害が起きたことを想定し、より避難

しやすい防災マップを作成し、それを用いた

実際の避難訓練を通して地域の人々のつなが

りを深めることを目的に活動している。

「藤里プロジェクト」
プロジェクト代表者名：アハメド　ユーチ　ハシフ
　　　　　　　　（国際資源学部国際資源学科２年）

指　導　教　員：篠原秀一教授（教育文化学部）
プロジェクト概要：県内でも特に高齢化が進む藤里町を活動拠点

とし、地域を盛り上げていくことを目的に地

域の行事に参加するなどして発見した魅力を

地域外へ発信している。

「檜山地域再生プロジェクト」
プロジェクト代表者名：佐藤拓斗（教育文化学部学校教育課程２年）
指　導　教　員：荒井壮一講師（教育文化学部）
プロジェクト概要：「炭やき」を観光資源として再興することで

地域内での交流を促すだけでなく、地域内外

の交流人口を増加させることなどを目的に活

動している。

「あきた魅力発見・魅力発信ダーツの旅！」
プロジェクト代表者名：阿部信吾（国際資源学部国際資源学科４年）
指　導　教　員：藍澤淑雄准教授（国際資源学研究科）
プロジェクト概要：県外出身学生の視点を取り入れて地域の人と

交流することで、地域の方々にその魅力を再

認識してもらうことを目的に活動している。
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「留学生×秋田　みらいプロジェクト」
プロジェクト代表者名：神亜沙美（医学部医学科４年）
指　導　教　員：野村恭子教授（医学系研究科）
プロジェクト概要：多様なバックグラウンドを持つ留学生が秋田

の地域課題について考える機会を作り、留学

生だからこそ考えられる地域課題解決策の提

案・実行を目的に活動している。

年間スケジュール
  3月上旬～公募開始（～4月19日応募〆切）

  5月  1日　1次選考会（書類審査）

  5月  9日　2次選考会（プレゼン）

  5月15日　プロジェクト開始

11月  9日　中間報告会（プレゼン）

  2月28日　最終報告会（プレゼン）

  3月31日　報告書の提出（A1版パネル１枚）
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（4）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「1894年庄内地震の西郷村役場事務綴に記された被害について」歴史地震、第

33号、pp.31～38、2018.

○鏡味洋史・水田敏彦「1896年陸羽地震の畑屋村震災惨状記に記された被害について」歴史地震、第

33号、pp.93～101、2018.

○水田敏彦・鏡味洋史「1968年十勝沖地震による秋田県での被害に関する文献調査」日本建築学会技

術報告集、25巻、第59号、pp.527～530、2019.2

○水田敏彦・鏡味洋史「1906年および1982年の秋田県森吉・阿仁の地震による被害に関する文献調査」

東北地域災害科学研究、第55巻、pp.145～150、2019.3

○鏡味洋史・水田敏彦「1914年秋田仙北地震と秋田県師範学校」東北地域災害科学研究、第55巻、

pp.151～156、2019.3

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「積雪期に発生した1927年北丹後地震の雪に関する写真資料による文献調査」

日本建築学会技術報告集、25巻、第59号、pp.531～534、2019.2

准教授　鎌滝　孝信

⑴　日本海北部沿岸地域における古地震・古津波に関する研究［対象地域：秋田県八峰町・にかほ市、
青森県五所川原市、山形県遊佐町］
　秋田県八峰町、にかほ市、青森県五所川原市および山形県遊佐町にて津波堆積物調査を実施し、過
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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、5月に千葉市で開催され

た地球惑星科学連合大会、秋田大学で開催された第61回歴史地理学会シンポジウム、9月に北海道大

学で開催された日本地質学会第125年学術大会、11月に鳥取市で開催された土木学会第65回海岸工学

講演会、12月に秋田大学で開催された東北地域災害科学研究集会、2月ににかほ市で開催された市民

向け講演会、3月に東北大学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月に秋田大学で開

催された日本地質学会東北支部会で成果を発表した。

○鎌滝孝信・内舘美紀・金澤　慎・石田将貴・松冨英夫「1983年日本海中部地震津波の影響地域にお

ける過去の津波履歴の検討」土木学会論文集B2（海岸工学）、74、I_529-I_534、2018．

○佐々木亮道・小坂英樹・三輪敦志・阿部恒平・立石　良・鎌滝孝信・楮原京子・今泉俊文「鳥海山

北麓に分布する仁賀保断層帯の完新世の活動」活断層研究、48、pp.35～47、2018．

○鎌滝孝信：北東北日本海沿岸域における津波堆積物研究から推定される古津波履歴、歴史地理学、

61、pp.73～87、2019．

○岡田里奈・梅田浩司・鎌滝孝信「津軽半島、十三湖周辺に認められる津波と液状化の痕跡」東北地

域災害科学研究、55、pp.25~30、2019．

⑵　過去に発生した洪水に関する研究［対象地域：秋田県八峰町、にかほ市、青森県むつ市］
　秋田県八峰町、にかほ市および青森県むつ市にて洪水堆積物調査を実施し、過去に発生した洪水に

ついて検討した。

○鎌滝孝信・岡田里奈・梅田浩司「秋田県八峰町南部の沖積低地にみられる洪水堆積物について」東

北地域災害科学研究、55、pp.43～48、2019．

○宇内滉志・鎌滝孝信・安部訓史・得丸達生・松冨英夫・岡田里奈・村上正能・梅田浩司「秋田県

にかほ市沿岸低地にみられる津波および洪水堆積物の特徴」東北地域災害科学研究、55、pp.49～54、

2019．

○村上正能・岡田里奈・梅田浩司・鎌滝孝信「下北半島西部、大間町奥戸におけるイベント堆積物調

査」東北地域災害科学研究、55、pp.19～24、2019．

⑶　低平地における津波防災に関する調査・研究［対象地域：秋田県にかほ市］
　秋田県にかほ市象潟地区にて津波防災に関する現地調査を実施し、避難ルート等の検討を行った。

この調査・研究に関連して、2月ににかほ市で開催された市民向け講演会（2回）で成果を発表した。

― 32 ―



出前講義・講師派遣・講演会等
センター事業（主催・共催・協力・後援）

日　付 内　　　　　　　　　　容 備　考 水田 鎌滝
1   5月26日 防災サイエンスカフェ in にかほ市 主催 ○ ○

2   6月14日 秋田大学ぼうさい教室「防災マップづくり」 at 船川第一小学校 主催 ○ ○

3   6月25日 秋田大学ぼうさい教室「防災マップづくり」 at 脇本第一小学校① 主催 ○

4   6月29日 秋田大学ぼうさい教室「防災マップづくり」 at 脇本第一小学校② 主催 ○

5   7月21日 旭南地区地域交流防災運動会 協力 ○

6   7月29日 横手分校・地方創生センター共催　秋田大学防災サイエンスカ
フェ in 横手市 共催 ○

7   8月  7日 秋田大学子ども見学デー　コース提供 協力 ○

8
  8月  8日
～  8月22日

公開講座「鳥海山麓からにかほ市沿岸部における自然災害の歴史
と自然の恵み」（全2回） 主催 ○

10   8月26日 秋田大学防災教室 in にかほ市 主催 ○ ○

11 10月13日 秋田大学防災教室 in 美郷町 主催 ○ ○

12 10月28日 防災サイエンスカフェ～秋田市雄和地区～ 主催 ○ ○

13 11月20日 男鹿市立北陽小学校出前講義 協力 ○

14 11月30日 美郷中学校出前講義 主催（連携） ○

15 12月16日 防災サイエンスカフェ～秋田市旭川地区～ 主催 ○ ○

16   2月16日 防災講演会「にかほ市の水災害と防災について考える」 主催 ○

17   2月23日 防災講演会「にかほ市三森の地震・津波防災について考える」 主催 ○

教員免許更新講習
日　付 内　　　　　　　　　　容 備　考 水田 鎌滝

1   6月23日 大仙市仙北ふれあい文化センター ○ ○

2   7月  7日 秋田大学一般教育2号館301室 ○ ○

3 10月  6日 大館市北地区コミュニティセンター ○ ○

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 内　　　　　　　　　　容 備　考 水田 鎌滝
1   6月21日 にかほ市立象潟小学校 ○

2   6月26日 能代市立第四小学校 ○

3   7月  4日 三種町立湖北小学校 ○

4   7月12日 男鹿市立潟西中学校 ○

5   7月19日 男鹿市立美里小学校 ○

6   9月12日 秋田市立下北手中学校 ○

7 10月18日 秋田県立大曲高等学校 ○

8 10月24日 秋田聖徳会第二ルンビニ園 ○

9 10月25日 秋田県立湯沢翔北高等学校 ○

10 11月  1日 ウェルビューいずみこども園 ○

11 11月  7日 秋田県立男鹿工業高等学校 ○

12 11月29日 秋田県立横手高等学校定時制 ○
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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 内　　　　　　　　　　容 備　考 水田 鎌滝
1 10月17日 男鹿市 ○

2 11月  7日 由利本荘市 ○

3 11月13日 秋田市 ○

4 11月20日 潟上市 ○

5 11月27日 大仙市 ○

6 11月29日 五城目町 ○

7 12月  6日 美郷町 ○

8 12月25日 湯沢市 ○

出前講義、講師派遣
日　付 内　　　　　　　　　　容 備　考 水田 鎌滝

1   6月  1日 秋田県社会福祉法人経営者協議会 ○

2   6月22日 大仙市民生委員児童委員研修会 ○

3   7月11日 秋田市教育委員会 ○

4   8月  7日 公益社団法人日本地震学会教員免許更新講習 ○

5   9月21日 市民大学講座「自然災害～地震・水害被害～に備えるin秋田」～
東北財務局市民大学講座～ ○

6   9月30日 能代第一自主防災協議会防災セミナー ○

7 10月  7日 平成30年度東北ブロックDMAT参集訓練 ○

8 10月25日 由利本荘東由利地区住民対象防災教室 ○

9   1月12日 第44回新春北浦を語る会 ○

委員会参加・指導・助言等
教授　水田　敏彦

秋田県学校安全推進委員会

秋田県地域連携安全・安心委員会

秋田県国土強靱化地域計画策定検討会議

秋田県国民保護協議会

秋田市防災会議

道の駅個性創出推進事業企画選定委員会

准教授　鎌滝　孝信

秋田県ジオパーク研究統括会

秋田市内津波シミュレーションシステムに関する監修、アドバイザー（凸版印刷株式会社）
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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30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）　　　　　850,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　   1,150,000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、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、芳賀一寿、
　川村茂（DOWA寄附講座教員）

目　　　　 的

　秋田県が強みを持つ、資源開発からリサイクル、環境技術、地熱エネルギー等の先進的研究
を遂行することにより、地域貢献が期待される技術開発や次世代を見越した研究を進める。特
に、電子基板（E-Waste）等のリサイクルや金属回収技術を中心に、協力教員の協力を受けな
がら地域に展開・活用できる個別研究を推進する。さらに人材育成事業の可能性を検討するほ
か、広報活動などの推進や他研究事業（研究グループ）などとの連携について方向性を探る。

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」研究を中心に、協力教員の個別研究を推
進した。特に、地元企業あるいは秋田県の特徴を生かした研究や調査型事業に着眼し、新たな
資源・環境技術の開発や課題解決の糸口となるような研究を行った。具体的には、秋田県小坂
地区で進められるリサイクル製錬事業について、使用済み電子基板に含まれる銅やスズの回収
のほか、製錬忌避元素であるシリカや臭素の分離・除去についての研究を行った。これらの研
究活動は、地元関連企業であるDOWA寄附講座と連携し、強力に推進してきたことが特徴であ
る。また、製錬忌避元素の除去に関しては、これまで研究例が少ない過熱蒸気を用いた条件探
索を行うなど、社会性・実装化を考慮して研究を進めた。
　その他、仙北市・田沢湖の湖底堆積物調査や秋田県内の地質学的特性に関する研究、次世代
スマートマイニング技術の応用研究や鉱山VRの体験学習、秋田県内鉱山の鉱山管理技術等に関
する現地調査、秋田県内における再生可能エネルギーの導入可能性やごみの排出状況に関する
フィールド調査、地中熱利用システムの効率化などについて研究を進めた。

２．広報面での活動と事業間関連など
（１）資源・環境に関する研究広報活動
　平成30年8月30日、31日、東京ビックサイトを会場に開催された「イノベーション・ジャパン
2018－大学見本市－」において、国際資源学研究科と共同出展し、大学組織展示としてブース・
ポスターの展示を行った。また、平成30年12月4日（火）、秋田市交流プラザ“アルヴェ”で開
催された「あきた産学連携フォーラム2018」に参画し、多くの参加者との研究交流や意見交換
を行った。
（２）事業間連携活動
　新素材・機能性材料開発研究事業（寺境光俊教授）主催「新素材・機能性材料開発セミナー（平
成31年3月7日）」への協力を行った。その他、寺境教授等の研究グループとは白金族リサイクル・
分離技術のための研究を事業間連携で実施し、一部の研究活動は外部資金の獲得（平成31年度
環境研究総合推進費「革新型研究開発・若手枠」）につながるなどの成果を上げている。
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資源開発・環境リサイクル
研究開発事業

地方創生センター
地域産業研究部門

事業代表 柴山 敦 （国際資源学研究科）

令和１年６月２５日

平成３０年度事業報告
（研究成果・活動報告と令和元年度事業計画）

1

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（革新材料研究センター含）、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、地元産業（企業等）や秋田県
の特徴を生かした研究、あるいは課題解決に資する研究を行い、外部
資金の獲得を含めた先端的な研究を推進する。

協力教員（平成３０年度研究推進メンバー）

国際資源学研究科（１３名）
柴山敦、藤井光、石山大三、今井忠男、渡辺寧、安達毅、川村洋平、
高崎康志、別所昌彦、芳賀一寿、木崎彰久、小川泰正
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結びつく「地方創生・産
業支援型研究」を推進し、共同研究や外部資金の獲得を目指す。

活動目的

2
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資源開発・環境リサイクル研究開発事業

主な個別研究テーマ
協力教員を中心とした主な個別研究活動

➢ 次世代型リサイクル製錬技術の開発

➢ 省エネ型地中熱利用システムの開発

➢ 秋田の鉱山管理と鉱業史研究に関する調査・研究事業

➢ スマートマイニング技術や鉱山VRによる地域活性（広報活動含む）

秋田県内の産業支援・展開が期待される研究

秋田県内の環境調査型研究

➢ 秋田県大覚野峠トンネル予定地域の地質及び岩石評価

➢ 田沢湖の過去と今、そして未来の環境修復へ

➢ 秋田県における再生可能エネルギーの導入評価やごみのポイ捨て調査と対策案

3

秋田県の産業支援・
展開が期待される研究

4

― 37 ―



秋田製錬

大館リサイクル施設

小坂製錬

秋田県でのリサイクルに係る課題

金､銀､白金､ﾌﾟﾗﾁﾅ､ﾛｼﾞｳﾑ､ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑ､銅､鉛､ｽｽﾞ､ｶ
ﾄﾞﾐｳﾑ､ﾋﾞｽﾏｽ､ｾﾚﾝ､ﾃﾙﾙ､ｱﾝﾁﾓﾝ､ﾙﾃﾆｳﾑ､ﾆｯｹﾙ､
ｶﾞﾘｳﾑ､ｹﾞﾙﾏﾆｳﾑ､ｲﾝｼﾞｳﾑ､硫黄(硫酸､石膏)など

(約20種類)
【赤：貴金属､青：ﾚｱﾒﾀﾙ､黒：その他】

地熱発電所

玉川温泉
田沢湖

◆ 国内最大級の亜鉛製錬所・リサイクル施設が集積
◆ 資源リサイクル・エネルギー資源の潜在性など秋
田県が特徴的に有する技術や取組への支援

これまでの秋田県としての取組
◆ 秋田県環境調和型産業集積推進計画
（秋田エコタウンプラン）

◆ レアメタル等リサイクル資源特区
◆ 仙北市田沢湖湖底調査事業 など

資源開発・環境リサイクルに必要な技術、ノウハウの活用 金属精製・リサイクル拠点
環境浄化研究エリア
地熱エネルギー開発エリア一部金属のリサイクル率が極めて低い

（例：スズ、アンチモンなど）

リサイクル原料の投入に伴う製錬忌避
元素（シリカや臭素）の増大と投入量
制限

県内環境分析と水質調査
玉川温泉水の中和処理と田沢
湖の酸性化や湖底堆積状況の
把握

地熱ｴﾈﾙｷﾞｰの有効利用
地中熱の有効利用システムの
開発やシリカスケール除去技
術の開発

最新IoT技術の導入や再生可能エネルギーの利活用法、資源・地質環境の分析・評価

【秋田県でリサイクルできる金属】

秋田県が掲げる施策との連携や地元事業所等を通じた共同研究および
次世代を見越した新技術・プロセス開発へ

秋田県内の資源・リサイクル・環境の現状と課題

未回収金属

製錬忌避元素の除去とリサイクル製錬技術の効率化

5

【その他の研究展開】

国内有数のリサイクル拠点：小坂製錬所（ ホールディングス）

廃電子基板
（銅10%，スズ3%含有）

製錬所

年間約20,000tを処理

スラグ等の廃棄物
（現状では回収できないスズ等の

有用金属を含有）

スズ

銅製錬技術を用い
貴金属や銅を分離精製

（課題例：未回収アンチモンの存在等）

貴金属や銅など

現状ではほとんど回収できないスズ等のリサイクルを目的
に物理選別や化学分離を用いた事前分離技術の開発

銅

基板中に含まれるスズの効率的な
回収により増収等が期待される

期待される効果①

埋立残渣物の発生量が削減され
最終処分場の延命化につながる

期待される効果②

有用金属の効率的なリサイクルプロセスを構築することで秋田県の活性化に貢献

国際資源学研究科 柴山敦・川村茂・芳賀一寿

大館→小坂

銅、金、銀など

スズやアンチモン
を含む

課題研究の必要性

6

スズの直接回収

リサイクル原料に伴う臭素
（Br）やシリカ（SiO2）、
樹脂類の増加に対応する技術

平成30年度～令和1年度
の主な研究
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国内有数のリサイクル拠点：小坂製錬所（ ホールディングス）

国際資源学研究科 柴山敦・川村茂・芳賀一寿

スラグ（金属酸化物）
(Sn, Fe, SiO2)

廃電子基板
メタル

(Cu, Au, Ag)

製錬所

課題解決に向けて

銅製錬技術を用い
貴金属や銅を分離精製
（問題点：Brによる設備腐食等）

銅や貴金属が高濃度で含まれる
しかし、基板に含まれる
製錬忌避元素（ 等）が
製錬プロセスに悪影響を及ぼす

（問題点：スラグ融点・粘性の上昇、
有用金属の実収率低下）

有用金属等の効率的な回収・分離技術を開発することで秋田県のリサイクル産業に貢献

年間約20,000t
を処理

本研究では、製錬忌避元素である臭素（ ）、シリカ（ ）に着目し、過熱蒸気に
よる熱分解処理と物理選別を組み合わせた分離技術の開発を目指す

最近ではリサイクル原料に伴う樹脂
（プラスチック類）の処理も課題

資源の再生・循環へ

熱分解と物理選別の組み合わせにより、銅の回収はもちろん、残存臭素（ ）量を まで
低減したほか、ガラスクロス（ ）を効果的に除去することが可能

0
1
2
3
4
5
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8
9
10

0 15 30 45 60 75
処理時間 (min)

臭
素

含
有

率
(%

)

熱分解の時間と残存臭素量の関係

350℃

400℃

基板の臭素含有率
(5%～10%)

熱分解前

熱分解後

過熱蒸気を用いて熱分解を行うことで
残存臭素量を 以下まで低減することができた

重液選別

分布率（％）

Cu 1.2
ガラスクロス 96.6

分布率（％）

Cu 98.8
ガラスクロス 3.4

破砕

◆ ボールミル ICチップ類

ボールミルを用いて実装部品
のみを選択的に分離する

Alコンデンサ

過熱蒸気とは、 ℃以
上に加熱した水蒸気で蒸
発潜熱に起因した、非常
に高いエネルギーを持った
気体。
熱伝導性に優れ、酸素を
ほぼ含まない不活性雰囲
気での処理が可能な特徴
を有する。

➢ 過熱蒸気の特徴

比重 の重液で選別を行ったところ、破砕後の廃電子基
板からガラスクロスを 分離することができた。銅の高
回収率も可能。

9割以上
の除去

物理選別の
利用
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非開削工法の導入による低コスト・高効率地中熱利用システム（GSHP)の開発

目的
研究内容

図1 非開削工法模式図

近年技術開発により低価格化が進んでいる非開削工法
(図1)を用いて，浅部地盤に水平坑を掘削して熱源とする革
新的なGSHPシステムを実用化する。

本システムは設置費用を大幅に削減するとともに，都市
インフラ下にも設置できて敷地面積が非常に小さいため，都
市部において環境性能に優れた冷暖房を実現できる。

(1) 非開削工法による熱交換井の能力測定試験
佐賀市内の実験サイト(図2)において，非開削工法による水平坑を掘削し，U字

管式交換器と単管式熱交換器を設置し，各々の性能評価試験を実施。
(2) 数値シミュレーションと熱交換井設計の最適化
数値計算を用いて地盤のモデル(図3)を作成し，地中熱交換器の設計(パイプ

径，埋設深度など)，長期持続性などに関する詳細な検討を実施。

図2 実験サイト写真

図3 数値モデルグリッド図

国際資源学研究科エネルギー資源工学研究室（藤井光教授グループ）

地中熱利用について

秋田県大仙市峰山荘
（国内最大の施設）

4,200m2 （井戸108本）
秋田市立山王中学

50m基礎杭 ｘ 75本で体育館などを冷暖房
（昨年度一部紹介）

〔応用面など多角的な利用への期待〕
サッカー球技場などのグラウンド下に設置して芝生の養生に用いることが可能

一般的な地中熱利用システム
の概念図

c.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の坑口→

図a2 坑口の支保設計(案)↓

県内採石場の安全・環境管理に貢献

採石場の坑道の安全管理を進めて
おり、効果的な支保対策や主要な
運搬道の付け替えなどを計画して
おり、落盤防止策を講じつつある。

県内自治体と協力して地域の活性化に貢献

←図c2 荒川鉱山中
央選鉱場のCG復元
についての解説

県内企業との共同で、温泉配管や無散
水型消雪管等の直接熱利用におけるメ
ンテナンス技術向上を目的とした配管ス
ケールのウォータージェット除去法に関
する研究開発を進めている。

図b1 高圧ウォータージェット洗浄車

b.配管スケール除去技術

↑図c1 秋田さきが

け新聞での報道
(2018.10.27)

これまで、大仙市と
協力して、荒川鉱
山の調査を行い、
CGによる選鉱場の
復元を行ってきた。
それらを紹介する
ビデオが完成し、
大盛館で公開して
いる。

県内企業と協力して技術向上に貢献

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

2019年度も継続予定
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2019年度展示会・講習会予定
1. 湯沢市院内銀山異人館春の企画展2019（4月25日~5月26日）
2. VRを活用した体験型鉱山実習 国際資源大学校（7月9日）
3． 資源素材学会秋季大会での鉱山VR体験会開催（京都）
4． バーチャルリアリティデモンストレーション（鉱山体験）JOGMEC
5． 日本鉱業協会主催の科学技術館での鉱山VR体験会（7月27日~28日）
6． イノベーションジャパンでの展示（8月29日~30日）

鉱山VR技術を活用した地域活性 with 湯沢市

スマートマイニング技術を利用した研究展開と地域活性（H31年度計画：一部継続）

休廃止鉱山のサーバ利用による地域活性 with 尾去沢鉱山

伊徳財団助成金申請済み

休廃止鉱山の有効活用による地域活性は、秋田県の
みならず全国的にも切望されている。この未利用地下
空間を有効利用して地域活性を実現する新産業振興モ
デルを提案し、その核となる坑道の温度・湿度制御技
術を開発・検証する。地下空間の温度が一年を通して
中低温で安定している性質を利用し、極めて低い消費
電力にて中低温・低湿度空間およびその副産物の中低
温・高湿度空間を実現する。中低温・低湿度空間は都
市部企業を対象としたレンタルサーバースペース誘致
に活用し、中低温・高湿度空間は地元食品企業を対象
とした食料保存・熟成室としての活用を目指す。

スマートマイニング技術による地域活性（H30年度報告）

湯沢市からの依頼により院内異人館30周年
記念事業での「街並みVR展示会」を開催

秋田さきがけ新報, 2018.12.16: どうする地域活性化

広報活動の一環として 国際資源学研究科 川村洋平教授グループ

未利用空間
の有効利用

秋田県内での環境調査型研究

12
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秋田市におけるポイ捨てごみの調査と削減対策の提案
国際資源学研究科 安達 毅（資源経済学研究室）

JR秋田駅西口周辺の路上ごみ調査
（2018年9月13日 実地調査、種類別個数）

全5日間に渡りJR秋田駅西口周辺のタバコの吸い殻を収集し、統合プロットマップを作製。
日常的に10～30本/km/dayのポイ捨てがなされていることがわかった。

背景と目的：
環境・景観保全の重要性が高まっている現代において、秋田市のポイ捨てごみ状況を実地調査によって把握すること
である。また、他の地方自治体のごみ対策の比較から、秋田市における効果的なポイ捨てごみ対策を提案する。

0 20 40 60 80 100 120 140 160

タバコの吸い殻

紙類

その他

プラスチック片

包装フィルム

缶

ペットボトル

ポリ袋 ・ タバコの吸い殻が最も多い
ことがわかった。

結論：秋田市におけるポイ捨てごみ対策として、 （１）（ごみの）ポイ捨てを禁止する条例の施行、 （２）市民によ

る清掃活動の推進、（３）啓発物の作成・設置、の提案が有効ではないか。

秋田県内の地熱発電事業におけるステークホルダー間の
相互理解に関する研究

令和元年度の研究計画

地熱発電の開発事業者と温泉事業者、地域住民および自治体間の相互理解が重要になるなか、地熱発電の関係者にインタ
ビューを行い、ステークホルダー間の相互理解を促進する方法を探る。特に信頼関係の構築に必要とされる事項を整理し、今
後の地熱開発合意に向けた一つの指針を示すことを目標とする。

秋田県大覚野峠トンネル予定地域の地質及び岩石評価

国道105号線大覚野峠（だいがくのとうげ、北秋田市～仙北市）にトンネルを建設し当該地域の物流向上を図る．

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. 鬼の又沢南岸には北ノ又沢層の砂質凝灰
岩および凝灰質シルト岩が広く分布し，やせ
尾根を形成．

3. 地層を構成する岩石40試料のCr, Mo, Cd, Pb
の含有量を測定し，それぞれ<240 ppm, 0 
ppm, <9.4 ppm, <83 ppmの結果を得た．

国際資源学研究科 渡辺 寧 教授グループ

平成30年度は地質調査の範囲を広げた結果，鬼の又沢南岸には広範囲にわたり軟弱地盤である北ノ

又沢層が分布することが判明した．岩質からみると，トンネル建設には，鬼の又沢流域では，火成岩類
から構成される打当層が分布する北岸がより適しているという結論を得た．

大覚野峠地域の地質図

目的：大覚野峠トンネル建設に関わる基礎的情報取得のため地質調査を実施．平成30年度は岩
石の基礎データを収集する目的で，1）地層の安定性の評価と2）有害元素化学分析試験を実施した．

結果

秋田県内のレアメタル資源評価の研究令和元年度の
研究計画 秋田県内の金属鉱床の再評価

県北部に残る黒鉱、荒川鉱山（ビスマスやテルル鉱物？），揚ノ沢鉱山（コバルト含有鉱物？）
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田沢湖の環境修復を目指した研究

1940年

酸性河川水導入
生物絶滅

弱アルカリ性湖水
生物活動豊穣

重金属に富む
人為的環境
悪化の記録

以前

以後

約7000年前

縄文時代から
1940年までの
気候変動の
記録

これまでのデータ 2019 年の研究

人為的環境
悪化以前の
田沢湖の
環境を推定

堆積物から
読み取れる記録

田沢湖の過去と今、そして未来の環境修復へ
国際資源学研究科 石山大三・小川泰正

田沢湖

堆積物の

起源の推定

縄文時代～

最近までの

湖底環境の

高解像度

解析

1940年（昭和15年）
玉川導水

協力教員等による研究成果・活動実績

地方創生センターに関連した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

➢ A. Battsengel, A. Batnasan, A. Narankhuu, K. Haga, Y. Watanabe, A. Shibayama: Recovery of light and heavy rare
earth elements from apatite ore using sulphuric acid leaching, solvent extraction and precipitation. Hydrometallurgy
179, pp.100-109, 2018.

➢ Y. Kawamura, Y. Moriyama, H. Jang：Web-GIS Based Visualization System of Predicted Ground Vibration Induced
by Blasting in Urban Quarry Sites, J. of Geographic Information System, Vol.11, No.1, pp.17-31, 2019.

➢ 桂木聖彦・藤井 光・井上 純・山谷 睦・黒沼 覚，数値シミュレーションによる帯水層蓄熱冷暖房システムの地下環
境への影響抑制に関する検討，日本地熱学会誌，Vol.40，97-108.

➢ K. Haga, S. Sato, M. Rajiv Gandhi, M. Yamada, A. Shibayama: Selective recovery of Palladium from PGM
Containing Acid Solution Using Thocarbamoyl-substituted Adsorbents,., Int. J. of the Society of Materials
Engineering for Resources, 23(2), 173-177 (2018).

【査読付き論文】

○論文著書特許学会発表会等

・論文 査読つき論文 ３４件 （１７件）

・論文 査読なし論文 ６件 （ ２件）

・学会等の発表 一般講演 国際会議 １４件 （ ６件）

・学会等の発表 一般講演 国内会議 ５３件 （２３件）

○外部資金獲得件数（一部継続分を含む）

・科研費関係 ６件 （３件） ・共同研究・受託研究等 １７件 （６件）

※（ ）内は地方創生センターに関連した研究業績

➢ 石黒卓哉・石山大三・世良耕一郎 (2018)：PIXE分析に基づく田沢湖堆積物の地球化学的特徴．NMCC（仁科記念
サイクロトロンセンター）共同利用研究成果報文集

【査読なし論文】

16
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広報面での活動と事業間連携など

新素材・機能性材料開発研究事業（寺境光俊教授）主催
「新素材・機能性材料開発セミナー（平成31年3月7日）」への開催協力

その他、新素材・機能性材料G（寺境教授等）とは白金族リサイクル･分離
回収技術のための研究を事業間連携で実施中

「あきた産学官連携フォーラム2018」平成30年12月4日（火）へのポスター展示
（秋田市民交流プラザ“アルヴェ”）。多くの参加者との研究交流や意見交換

事業間連携活動

資源・環境・リサイクルに関する研究活動紹介

17

「イノベーション･ジャパン2018 -大学見本市- 」（大学組織展示：国際資源学研究
科と協力出展）平成30年8月30日～31日へのブース＆ポスター展示

（東京ビックサイト）。

〇地中熱利用による温暖化対策

～地下水流れの有効利用～

〇リサイクル・資源分離技術の新展開

～白金族金属・レアメタル等の次世代型リサイクル～

令和１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、地域産業等に貢献するための研究開発を進める。

➢ 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
ルや金属回収技術に関する研究開発

➢ 地中熱利用技術・システムの開発（地熱発電事業に関する調査）

➢ 休廃止鉱山のサーバ利用による温度・湿度制御技術（尾去沢鉱山を対象
にした地域活性）

➢ 秋田県内の鉱山管理および地質環境調査型の研究

➢ 田沢湖の環境調査や鉱山地域等での地球化学図や鉱床評価への応用

個別テーマとして（研究計画）

リサイクル・環境系研究に関しては、秋田県「あきた科学技術振興ビジョン（新ビジョン
）」や「環境・リサイクル産業集積推進計画（第２期秋田エコタウンプラン）」など、秋田

県が掲げる施策との連携や地元事業所あるいは地域特性等を考慮した研究を推進し、共同
研究や受託研究を含む、積極的な外部資金の獲得を狙える研究に展開する。

18

終わりに
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（2）新素材・機能性材料開発研究事業の報告（平成30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　　　　　　　　　　　　　  1,000,000円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  2,300,000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、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。

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による研究助成と間接経費を活用した協力教員に対する研
究助成「機器使用料補助助成」をおこなった。

　研究助成では福本倫久准教授による「イオン性液体を用いた新規希少元素リサイクル法の開
発」と齊藤準教授による「高空間分解能・磁気イメージング技術の開発」に対して助成を行った。
どちらの研究も秋田大学を出願者とした特許を活用する研究であり、企業との共同研究を展開
している。

　「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31年3月7日（木）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。学内から物
質科学専攻田口正美教授の他、岩手大学理工学部竹口竜弥教授、山梨大学グリーンエネルギー
研究センター宮武健治教授による講演と討論を行った。特に、エネルギー関係と技術、さらに
は地域社会との産学連携について岩手大学、山梨大学の事例が紹介された。協力教員約半数に
よるポスター発表、さらには交流会を実施し、教員間の交流を推し進めた。

　各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35報であった（目標値20報以上）。

　協力教員の受賞
　平成30年5月21日　東北大学金属材料研究所、第6回若手萌芽研究最優秀賞（長谷川崇）

　協力教員による獲得外部資金は科研費10件、共同研究、受託研究等24件であった。
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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(2019, 06, 
25)

実施内容（３０年度）

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は35報（目標年間20報以上）

協力教員の受賞
平成30年5月21日 東北大学金属材料研究所，第６回若手萌芽研究最優秀賞 長谷川崇

外部資金
科研費，NEDO未踏チャレンジ2050（長谷川崇），環境省環境研究総合推進費革新型研究
開発（松本和也）など合計34件
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新素材・機能性材料開発セミナー

セミナーにおけるポスター発表
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研究助成

年度計画推進経費より以下の２件の研究助成を行った。

教員名 課題名

福本倫久 イオン性液体を用いた新規希少元素リサイクル法の開発

齊藤 準 高空間分解能・磁気イメージング技術の開発

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。

大型予算
長谷川崇講師 平成２９年度NEDO未踏チャレンジ2050
松本和也准教授 環境省環境研究総合推進費 革新型研究開発（若手枠）

平成30年度研究課題一覧

教員名 課題名 分類 ポスター

丹野剛紀 テラヘルツ技術の応用開拓 a
加藤純雄・小笠原正剛 BDFの分析とその製造・消費に伴う課題解決の検討 a

齊藤準 磁気記録ヘッド検査装置用・磁場センサーの高性能化 a

大川浩一 液中プラズマ装置の開発とその応用 a
長谷川崇 強力磁石材料の開発 c ○

松本和也 第一級アミンを用いたロジウムの選択回収 c
寺境光俊

耐熱性と溶解性をあわせもつハイパーブランチポリマーの合
成

c

吉村哲
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

c

原基・福本倫久
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

b

高橋弘樹
自然エネルギーの利用を志向したCO2電解還元カソードの
開発

c

林滋生 機能性天然微粉末を原料に用いた環境材料の創製 c

齋藤嘉一 希少元素含有マグネシウム合金の析出組織とその制御 c ○

進藤隆世志 備蓄原油中に形成するW/Oエマルジョンからの水分離 c

分類a: 現時点ですでに秋田県内産業へ貢献している
分類b: 近い将来，秋田県内産業へ貢献できる見通しがある
分類c： 将来，秋田県内産業へ貢献できる可能性がある
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新技術
【交番磁気力顕微鏡
＋高感度・超常磁性探針

(日東光器(株)と共同開発）】

従来技術
【従来の磁気力顕微鏡
＋強磁性探針】

計測対象 磁場エネルギー
(点源の場合、距離の4乗に逆比例)

磁場
(点源の場合、距離の2乗に逆比例)

空間分解
能

○
（短距離相互作用を利用）

△
（遠距離相互作用を利用）

計測感度 ○（超常磁性探針では、弱磁場から強
磁場まで広い計測が可能）

△（ソフト磁性探針では、弱磁場の
計測が困難）

計測精度・
再現性

○（ダイポール型探針）
探針形状の影響小

×（モノポール型探針）
探針形状の影響大、形状が非対称
だと像が歪む）

高空間分解能・磁気イメージング技術の開発

P. Kumar, H. Saito  et al.,
Appl. Phys. Lett. 111,183105(2017)

新技術と従来技術を
用いた、磁気記録ヘッ
ド素子から発生する磁
場の観察結果。

空間分解能、計測感
度、計測精度・再現性
の全ての評価項目で
新技術が優れることが
わかる。

理工学研究科
数理・電気電子情報専攻
齊藤 準

研究背景:国内のレアアース需要に関して

電気自動車
ハイブリット自動車

生産量増加

ネオジム磁石
(Fe-Nd-Dy-B)
需要増加

Dy などのレアアースは海外からの輸入に依存
将来的に供給不足に陥る恐れ

ネオジム磁石からのDy回収プロセスの確立

8

理工学研究科物質科学専攻
福本倫久
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研究背景:既存のネオジム磁石スクラップの再生フロー

ネオジム磁石スクラップのリサイクル
は既に実用化されている(右図)

各工程で生じる廃酸等の処理にコスト
がかかり国内では採算が合わない

低コスト，高効率の
リサイクルプロセスの確立が必要

図 既存のネオジム磁石スクラップの再生フローネオジム磁石を直接溶融塩化物中に
添加し電解することでDyを回収する

プロセスを開発 9

塩化物浴中にネオジム磁石を添加し、

電気分解する

アノードで塩素が発生

①𝐶𝐶𝐶𝐶− → 1
2 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝑒𝑒−

希少金属塩化物の生成

②
3
2 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐷𝐷𝐷𝐷 → 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶3

金属イオンとして塩化物浴中に溶解

③ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶3 → 𝐷𝐷𝐷𝐷3+ + 𝐶𝐶𝐶𝐶−

溶解金属イオンの電析反応による

金属への還元

④𝐷𝐷𝐷𝐷3+ + 3𝑒𝑒− → 𝐷𝐷y

Dyの回収プロセス
e− e−

アノード カソード

Fe-Nd-B-Dy

e−

𝑒𝑒−

Cl−

Cl2
DyCl3

Dy3+

①

②

③

④

溶融塩化物(LiCl)

LiClにDyF3を添加し電析温度を変化させて
Dyの高効率回収を試みた

目的
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試験塩 LiCl
添加塩 1mol%DyF3,

添加金属 Dy,Fe,B(metal)

作用極 Ni板

対極 炭素棒

参照電極 Ag/AgCl

電析電位 2.8V

試験温度 1023K,1073K
1123K,1173K

電析時間 1.8ks

実験方法：電析装置･条件

図 電析装置概略図

11

実験結果:Dy回収に及ぼす添加塩DyF3の影響

図 温度と電着量の関係
12
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LiCl+ネオジム磁石

LiCl-1mol%DyF
3
+0.5g Dy DyF3の添加効果

Dy粉末の添加効果

1173Kにて最も大きな
質量増加
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環境研究総合推進費（環境省）の革新型研究開発（若手枠）に採択

研究期間：２０１９－２０２０年度

研究代表者：松本和也（秋田大院理工）
研究分担者：芳賀一寿（秋田大院国際資源）

組織・構造制御による次世代型超軽量マグネシウム合金の創製
平成 年度 新素材・機能性材料開発事業

【背景と目的】実用金属中最軽量のマグネシウム はグリーンイノベーションを先導する 世紀のキーマテリアルとして注目され，
世界各国が戦略材料に位置付けて開発研究を進めている。 製構造部材の，特にモバイル電子機器をはじめ，自動車， 機器部品への採
用を促進するためには， の課題の一つである強度・延性不足や耐熱性不足の改善が必須である。本研究の目的は，高温強度の改善作用を
もつ合金元素として と を複合添加した 基希薄固溶体を試験対象に中高温域での圧縮変形挙動を評価することである。このとき，新し
い顕微鏡技術である 法を駆使し，高温変形で発現する拡張転位上の溶質偏析の実態を明らかにするとともに，高温強度の上
昇に対する寄与を直接的に検証し，その知見を の耐熱強化に向けた新合金設計に応用することを目指した。

理工学研究科 物質科学専攻 材料理工学コース 齋藤嘉一，内山佳彦，佐藤勝彦

◆ 合金の塑性変形機構

◆新材料開発を支えるナノ計測技術
～透過型電子顕微鏡 ～

◆マグネシウム材の用途例

自動車部品

組織・構造評価の中核技術としての

◆ 型合金に特有な塑性変形機構

秋田県産業技術センター 木村光彦，石田広巳

無人航空機

携帯用電子機器 ◆超軽量高強度 型 合金の組織と構造
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tetragonal FeCo（tFc磁石）

レアアースフリーの強力磁石材料の開発

モーターは世界の消費電力量の約40％を占めるため、モーターのエネルギー消費削減
は省エネ効果が非常に大きい。

高効率・高出力モーターには強力な磁石が不可欠である。

・現在の強力磁石の主流はネオジム磁石（ネオジム、ジスプロシウムなどのレアアースを使用）

・ネオジムやジスプロシウムは高価で供給リスクがある。

レアアース不使用の新規な強力磁石を開発する

正方晶FeCo磁石（tFC磁石）：

理論上の磁石性能限界値はネオジム磁石の約２倍

仮に現在日本で使用されている全ての永久磁石がtFC磁石に置
き換わった場合の省エネ効果は、年間で約2,475億kWと試算

複数の材料メーカーと共同研究を実施中

（秋田大学大学院理工学研究科物質科学専攻材料理工学コース 講師 長谷川崇）

実施内容（H30計画）

１）有機材料，複合材料関連（寺境，松本）
生分解性高分子，有機金属回収剤，熱可塑性炭素繊維強化プラスチックなど

２）無機材料，金属材料関連
（齊藤（準），吉村，長谷川，原，福本，林，髙橋，加藤，小笠原，進藤，大川）
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（斎藤（嘉），丹野，寺境）
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。

部門研究活動経費を活用した分析機器使用料補助（分析機器の稼働率向上）を実施する。

c分類研究課題をa分類，b分類課題へ・・・
JST新技術説明会，
県内企業との連携促進
他事業との連携
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（3）自動車・航空機産業研究開発事業の報告（平成30年度）
事　業　名：自動車・航空機産業研究開発事業
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）　　　　　1,641,000円
年度計画推進経費　　　　　　　　　　　　　　　　　0円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  1,941,000円

協力教員氏名 村岡幹夫、田島克文、吉田征弘、景山陽一、水戸部一孝、浜岡秀勝

目　　　　 的

　秋田県の地方創生関連事業「新世代航空機部品製造拠点創生事業」を主に推進する。複合材構造製造を中間素
材から一新し、航空機向けを最終目標として達成度に従い、自動車向けの作り産業に寄与する。また、次世代の
航空機、自動車のための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する。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VRシミュレータの開発とヒューマンファクターの評価。超高齢
社会の最先端である秋田県を舞台に、高齢者の安全な移動に必要な検査・訓練・支援技術を研究・開発し、自動
運転技術の向上に資する地域産業振興を図る。

実施内容・成果

　炭素繊維複合材の成形技術に関して、NEDOプロジェクト「次世代構造部材創製・加工技術開発」および秋田
県地方創生事業「新世代航空機部品製造拠点創生事業」と連携して、次の内容を実施した。⑴ 航空機構造複合
材部品の迅速・低コスト製造技術の確立のため、新規中間素材であるコミングル糸ニットおよび独自の高効率な
電磁場加熱を用いた成形技術の向上を図った。当該中間素材の磁場加熱に関して、加熱領域を拡大できる新技術
として、端部導通法を考案した。これによれば従来困難とされていた一方向材の磁場加熱も可能となる。⑵ 優
れた電波吸収能を有する独自のメタルナノコイルの量産技術の向上を図りつつ、電波吸収（反射吸収）機能の評
価を行った。特に、ミリ波レーダに利用される80GHz近傍において、従来の電波吸収材に比べ、単位厚さ当り吸
収率が10倍以上であることがわかった。なお吸収ピーク周波数の制御が課題である。⑶ 輸送機構造用の複合材
では、母材として結晶性樹脂が利用される。その強度は、成形時の結晶化度の大きく依存するため結晶化度の把
握・検査が重要となる。従来見落とされてきた低波数ラマンピークに新たに着目し、当該ピーク強度が結晶化度
に依存することを見出した。これにより結晶化度の迅速非破壊評価技術の確立が期待できる。
　次世代の航空機、自動車のための高効率動力システムの開発三相誘導モータを磁気回路法の考え方に基づいて
モデリングし、モータ駆動回路であるインバータ回路と連成して解析可能な解析モデルを構築した。インバータ
のスイッチングによる高調波まで含んだ損失の算定を行ったところ、スイッチング周波数が誘導モータの回転子
導体に発生する二次銅損に影響することがわかった。また、誘導モータの出力密度向上を目指したトロイダル巻
アキシャルギャップ構造のモータの設計も行った。従来型のラジアルギャップ誘導モータと比べ、約2倍の出力（ト
ルク）密度を達成した。
　Society 5.0を構成する要素技術である自動運転を実現するためには、多様な条件下で撮影した画像データを対
象とした標識の認識について検討する必要がある。例えば、雨天時などは道路標識や道路表面の反射特性が変化
するため、天候の変化にロバストなパラメータを設定する処理の開発が不可欠である。そこで平成30年度は、外
灯やヘッドライトの影響を受け、色情報が大きく変化する夜間に撮影された動画像を対象とし、最高速度標識お
よび車両進入禁止標識を認識する手法を開発した。すなわち、提案手法は、円形道路標識の輪郭に着目して抽出
した領域に対し、数字および背景色（白）が含まれる小領域の特徴に着目した処理を行うことができるため、最
高速度標識の数字や形状をロバストに抽出するこができる。また、垂直方向の周辺分布情報に着目することで、
共通数字（0）が含まれる右側領域と、特徴数字（3, 4, 5）が含まれる左側領域に分割し、さらに共通数字が含ま
れる座標およびサイズから、特徴数字が存在する領域を良好に推定することができる。
　秋田県内の主要道路や秋田自動車道を走行して撮影したデータを対象とした実験の結果、提案手法は⑴94.5％
の認識精度を有すること、⑵経年変化により色情報が劣化した標識に対しても良好に認識が可能であること、⑶
提案手法は降雨などの天候の変動や、標識の設置位置などに対してもロバスト性を有することなどを明らかにし
た。
　本内容に関し、2018年12月に特許出願（特願2018-235382）を行った。なお、関連する分野で2018年度に合計5
件の特許出願を行い、1件特許が登録された。ICISIP2018 Best Poster Awardを2018年9月に受賞した。また、昨
年度行った発表内容が評価され、大学院を3月に修了した学生が2019年6月に情報処理学会東北支部奨励賞を受賞
した。関連する分野で2018年度は県内企業（事業所を含む）5件の共同研究を推進した。本内容は秋田ICTフェ
ア2019（8月2、3日開催）およびイノベーション・ジャパン2019（8月29日、30日開催）に出展する予定である。
　運転・歩行支援やインフラに関して、高齢ドライバーのペダルワークに着目し、特に急ブレー
キ時のペダルワークを計測・解析し、事故要因を明らかにすることを目的とした。そのために、
バーチャルリアリティ技術、モーションキャプチャ技術およびHead Mounted Displayを組み
合わせてドライビングシミュレータを開発した。さらに、前方に急に飛び出した歩行者に気
づいて事故を回避する際の若年ドライバーおよび高齢ドライバーの行動を計測・解析するこ
とで高齢ドライバーの特徴を検討した。
　ドライバーのブレーキ時のペダルワークには「アクセルから足を離す」、「ブレーキへ足を
移す」および「ブレーキを踏み込む」の3つのプロセスがある。本研究では、「歩行者が車道
に飛び出してからドライバーがアクセルから足を離すまでに要した時間」、「ドライバーがア
クセルからブレーキに足を移すのに要した時間」および「歩行者が車道に飛び出してからの
10秒間のドライバーの右足の総移動軌跡長」について調査した。
　その結果、操舵よりもブレーキによる回避を選択する割合が、若年者の43％に比べ、高齢
者は60％と高い傾向にあることを明らかにした。さらに、高齢者は急ブレーキ時のペダルワー
クが遅く、ブレーキの踏み込みも安定しないことを明らかにした。以上から、車両速度に適
したペダルワークができていないことが事故要因の一部であると結論する。
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1

地方創生センター地域産業研究部門

自動車・航空機産業研究開発事業
（旧 機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業）

代表 渋谷 嗣

平成30年度 成果報告会

2019年6月25日

事業の背景

・自動車・航空機などの輸送機産業は裾野の広い産業構造
を有しており地域の産業への寄与も大きい。

・現在，自動車や航空機などの輸送機器は，環境問題やエ
ネルギー効率の向上のために，素材や動力システムの転
換が進められている（電動化，複合材料化）。

・ICT企業も参入した自動運転車の実現。

・産学官が連携した新たな地域産業の創生に寄与するため
に，次世代の自動車や航空機に関する研究開発を推進す
る必要がある。

自動車・航空機産業研究開発事業について
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平成３０年度成果報告

予 算 額 部門研究活動活性化経費（間接経費） 1,641,000 円
年度計画推進経費 0 円
事業費 300,000 円

合 計 1,941,000 円

事 業 名 ：自動車・航空機産業研究開発事業
代表者氏名 ：渋谷 嗣

事業の目的（Ｈ３０）

• 次世代の航空機，自動車のために，秋田県の地
方創生関連事業「新世代航空機部品製造拠点創
生事業」を主に推進する。

• 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する。

• 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
支援情報の提示可能なVRシミュレータの開発と道
路インフラと運転行動の評価を行う。
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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）

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）

（村岡幹夫）

6

オートクレーブ
（AC）成形 形状補正不可

炭素繊維/エポキシのプリプレグ

炭素繊維/PEEK繊維のコミ
ングル糸ニット

熱可塑性

熱硬化性

炭素繊維複合材の迅速低コスト製造技術の開発

電磁場加熱成形

編み技術

オートクレーブ（AC）レス＆
金型レスの新成形法

■コスト・時間を1/10以下に
■電力消費を1/5以下に
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機械システム・電気電子デバイス系研究開発事業

動力システムに関する研究開発- EV，FCVのための高効率電動機に関する研究 -

（田島，吉田）

主駆動用モータ

補助駆動用モータ

誘導モータの特徴
研究背景

誘導モータはEV/HEV駆動用モータとして注目されている誘導モータはEV/HEV駆動用モータとして注目されている

高速・簡便な誘導モータの解析・設計手法の開発 出力密度向上を目指したアキシャルギャップ構造モータ設計

誘導モータの高効率・小型化（高トルク化）

H28年度：回転子静止時の解析モデル構築
H29年度：回転子駆動時の解析モデル構築
H30年度：インバータ駆動時の解析モデル構築

モータの磁気回路モデルとインバータ回路の連成解析モデルを構築
し，PWM高調波まで考慮した解析が可能となった

H29年度：FEM解析によりアキシャルギャップ型
誘導モータの初期設計
H30年度：モータの出力密度２倍を達成

• 構造が単純で堅牢なため
高速運転が可能

• 高温に強い

• 無通電時に逆起電力や損
失が発生しない

出力（トルク）は
従来のラジアル
ギャップ型と同等
で体積を半減

情景動画像を用いた夜間における最高速度標識・車両進入禁止標識の認識
景山陽一

Society 5.0を構成する要素技術である自動運転を行うためには，
→多様な条件下で撮影した画像データを対象とした検討が必要

・夜間は，外灯やヘッドライトの影響を受け，色情報が大きく変化
・雨天時などは道路標識や道路表面の反射特性が変化
最高速度標識および車両進入禁止標識を認識する手法を開発（特願2018-235382）

取得環境

と画像例

• 秋田市，潟上市，大仙市

• 秋田自動車道（秋田中央IC－大曲IC）

• 対象 911枚

中央領域に着目した特徴抽出

色あせなど，対象特徴を考慮した
処理技術の開発

2値化画像

マスク画像

青：分割
する箇所
赤：中央

左右に分割

特徴数字
(3,4,5,8)

共通数字
(0)
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ペダル操作を計測可能なVRドライブシミュレータの開発
と高齢ドライバーの行動解析 （水戸部 一孝）

ペダルおよび脚部 右足つま先の総軌跡長

脚部のMoCapが可能なVRドライブシミュレータの構成 VRで再現した仮想交通環境

ペダル踏み間違い事故の発生件数

ドライバーの視野

自動運転に起因する目的出口通過への対策がドライバ行動に及ぼす影響

○背景
高速道路では、目的出口通過した結果、
戻ろうとするため逆走が発生している
⇒レベル2以下の自動運転の普及と共に増加

目的出口通過対策の考案、有効性の検討
○目的

○考案した目的出口通過対策（2種類）
1.カラー舗装対策 2.出口番号変更対策

舗装でIC前と認識
任意のタイミングで
残りの距離が計算可能

○実験概要
実験場所：総合研究棟5階
実験日時：2018/12/2～12/14
被験者数：20人
走行回数：12回ずつ
走行 1回：約15分
○取得データ
・DSログ
・ビデオ映像
・アイカメラデータ
・アンケート

図-1 カラー舗装対策

図-3 実験の様子

図-2 出口番号変更対策

○カラー舗装対策結果
標識確認率の低いドライバにおいて、
出口の案内標識の確認率が向上した

72%
42%

78% 64%

0%

50%

100%

全体平均 確認率低ドライバ

標
識
確

認
率

現状

カラー舗装

図-4 出口案内標識の確認率比較

○出口番号変更対策結果
この対策を高く評価したドライバにおいて、
目的出口前での前方確認時間が向上した

25% 34%

74%

25%
40%

89%

0%

50%

100%

走行全体 2km-1km 1km-出口

前
方
確

認
時
間

の
割

合

現状

出口番号

変更対策

○アンケート結果
両対策を比較 ⇒ 意見が分かれた

図-6 最も安心して走行できるコース

図-5 前方確認時間の割合の比較

5% 60% 35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
現状 カラー舗装 出口番号変更

頓部真大 浜岡秀勝
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令和０１年度の計画
事 業 名 ：自動車・航空機産業研究開発事業
代表者氏名 ：渋谷 嗣

目的

秋田県の地方創生関連事業「新世代航空機部品製造拠点創生事業」を主に推進する。複合材構造製
造を中間素材から一新し，航空機向けを最終目標として達成度に従い，自動車向けの作り産業に寄与
する。また，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する。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VRシミュレータの開発とヒューマンファク

ターの評価。超高齢社会の最先端である秋田県を舞台に，高齢者の安全な移動に必要な検査・訓練・
支援技術を研究・開発し，自動運転技術の向上に資する地域産業振興を図ると共に，地元企業と連携し
て高度IT人材を育成に寄与する。

実施内容

複合材構造製造に関して，航空機部品製造に関して，三菱重工，NEDOプロジェクトおよび秋田複合
材新成形法（ANC）技術研究組合（県内企業3者および秋田大，秋田県立大）を通じて，連携を深める。
自動車応用に関して，自動車関連企業とANC技術研究組合がNDAを締結して，共同開発を実施する。
建築土木分野におけるインフラ補修技術への応用を進める。
高効率動力システムの開発に関して，平成30年度に提案した解析モデルを基に，モータのトルクと負

荷トルクから運動方程式を解き，電気‐磁気‐運動連成解析が可能な誘導モータの解析モデルの構築を
行う。また，従来のラジアルギャップ誘導モータに対して2倍の出力（トルク）密度を達成できるラジアル
ギャップ誘導モータの実機試作のための設計を行う。

道路標識認識に関して，車両搭乗者の心理・体調を推定するために，非接触情報から心理・体調を推
定する基礎検討に着手する。各種センシング・画像処理技術により得られた実データを処理して有効な
特徴量を選定し，さらに学習（AI）により得られた結果を基に，Society 5.0の実現に不可欠な要素技術を
開発する。
運転・歩行支援やインフラに関して，昨年度までに開発した自転車と自動車のインタラクション可能なC

ycling-Driving simulatorに加え，新たに実歩行可能な歩行環境シミュレータを開発し，高齢歩行者の横断
行動をモーションキャプチャすることで，歩行者事故要因を解析する。また，Society5.0を担う高度IT人材

を育成するために，地元企業（横手精工）の技術者を社会人ドクターとして受け入れており，学位取得を
目指して共同研究を進め，交通事故防止に役立つ知見を収集・蓄積していく。

実施体制 村岡幹夫，田島克文，吉田征弘，景山陽一，石沢千佳子，水戸部一孝，浜岡秀勝
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（4）新エネルギー開発研究事業の報告（平成30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　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  300,000円

　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　  650,000円

協力教員氏名
中村　雅英
田島　克文

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）人材育成事業
　人材育成事業として7～8月に1年生向け2回の、11月に2、3年生向け1回の外部講師による講義
を実施した。秋田県事業のプロジェクトリーダーである東京大学先端技術研究所特任准教授飯
田誠先生、秋田県産業労働部との協議に基づき、2019年度から「新エネルギー概論（第4Q、学
部2年生向け）」、「地域エネルギー特論（大学院博士前期課程後期）」を開講することを決定した。

（２）開発研究事業
（A）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
　日本全国の風車の年間運転データから、各故障モードの頻度、影響度、深刻度を数値化し、
FMEA（故障モード影響解析）を実施した。故障頻度のみによる場合と様相が少し異なり、風
力発電システムの部位別には電気装置、ピッチ制御装置、制御装置の順に対処優先度が高いこ
とが明らかになった。また、故障要因別にも解析を実施した。例えば、メンテナンス不備によ
る故障では、電気装置、制御装置、ギアボックスの順となる。要因別の解析により、風車の立地、
運転年数などによりどのような故障モードを重視べきかを推定することができる。

（B）CBM（コンディションベーストメンテンナンス）実施ためのIoTモジュールの開発
　（A）の結果を受けて分析を進めたところ、例えば電気装置を構成する部品のうち、連系用ス
イッチの故障影響がリスクの大部分を占めることが明らかになった。他の主要部位についても
解析し、メンテナンス方法をCBMに変更することによるリスク低減効果を試算した。このこと
により風車のメンテナンス用IoTモジュールが取得すべきセンサーデータを明らかにした。

（C）システムダイナミクス手法に基づく風力発電導入促進シナリオの策定
　システムダイナミクスのシミュレーションソフトを活用し、地域住民、投資者、関連企業を
含む広義の風力発電システムの動的挙動を明らかにする予定であったが、現在のところ風力エ
ネルギーシステムの各種ステークホルダーを抽出し、定性的な関係を記述するに留まっている。

　以上の研究テーマに関して平成30年度は英語論文発表1編、国際会議発表3件を実施した。
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◆ 共同ライフサイクルデザイン工学専攻
◆ 創造生産工学コース

平成３０年度成果

令和元年6月25日 事業代表：三島望

新エネルギー
開発研究事業

共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

2平成 年度事業の構成

⚫ 人材育成事業
✓ メンテナンス人材育成事業

⚫ 研究開発事業
(A)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
（B）CBM（コンディションベーストメンテンナン
ス）実施ためのIoTモジュールの開発
（C）システムダイナミクス手法に基づく風力
発電導入促進シナリオの策定
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共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

3風力エネルギーを取り巻く状況

⚫ 将来的にFIT（固定価格買取制度）を廃止
⚫ （補助金制度に変更）
⚫ 2030年には8～9円／kWhを目標（風力エネル

ギー協会による）
↓

⚫ より採算性が厳しく求められる時代に

➢ 県内の総電力需要の30%弱を新エネルギー（地熱，
風力，小水力，バイオマス，太陽光）で発電

（再生可能エネルギー比率では大分県につぐ2位）
➢ 新エネルギーによる地域創生，産業振興

共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

4人材育成事業の概要と成果
目的：秋田県の産業振興策として，風力発電のメンテナンス人材を
育成することがあげられている．本事業では秋田県の事業に協力
し，人材育成の機会と場を提供する．

平成30年度の成果：
⚫ 平成30年7月26，8月2日テクノキャリアゼミにおいて１年生向け

の講義を実施，受講者約120名
⚫ 平成30年11月21日 2，3年生向けの特別講義を実施，受講者約

30名
⚫ 2019年度から2つの講義を計画

学部2年生向け：新エネルギー概論
大学院生向け：地域エネルギー特論
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共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

5開発研究事業の概要と成果
研究項目（Ａ）：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

目的：風力発電システムの年間運転データから故障事例を抽出
し，メンテナンス方法の変更により，ダウンタイムの低減，発電量
の増加が見込めるかを明らかにする．

平成30年度の実施内容：

⚫ 青森県大間町において風車近隣住民に対して安全性，静粛
性，発電効率（収益性）の３要素に対する感性評価を行った．
また大間町役場においてヒアリング調査を行った．

⚫ 上記の結果と50編以上の学術論文の文献調査からコミュニ

ティ隣接型の小型風車の形式としてはサボニウス型が適して
いるとの結果を得た．

共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース
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故障事例頻度
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図4 全国の風力発電システムにおける故障発生件数
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7
故障事例頻度の傾向予測

図5 秋田県内における今後10年間の要因別年間故障発生件数の予測
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8
メンテナンス計画変更のモデル化

表1 メンテナンスシナリオの組み合わせ

故障要因または
故障部位

保全方法 部品交換 在庫 部品製造拠点 メンテナンス拠点

部品交換有 在庫有 ― 県内のメンテナンス拠点
部品交換無 ― ― 県内のメンテナンス拠点

部品交換有 在庫無 県内の部品製造拠点 県内のメンテナンス拠点

部品交換無 ― ― 県内のメンテナンス拠点

在庫有 ― 県内のメンテナンス拠点

在庫無 県内の部品製造拠点 県内のメンテナンス拠点

メンテナンス計画①のメンテナンスシナリオ

経年劣化
(故障要因)

TBM

自然現象
系統故障
人的要因

風車内故障
原因不明
(故障要因)

BM

ピッチ制御装置
主軸／ベアリング

ギアボックス
発電機
ヨー装置
(故障部位)

CBM 部品交換有
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9
基本メンテナンス計画

表2 新たなメンテナンス計画の策定

メンテナンス計画① メンテナンス計画② メンテナンス計画③ （メンテナンス前）

保全方法 TBM、BM、CBM TBM、BM TBM、BM、CBM TBM、BM

雇用創出への考慮 県内メンテナンス拠点 県内メンテナンス拠点 県外メンテナンス拠点 県外メンテナンス拠点

産業振興への考慮 県内部品製造拠点 県内部品製造拠点 県外部品製造拠点 県外部品製造拠点

*：BM (Breakdown Maintenance)
**: TBM (Time Based Maintenance)
***: CBM (Condition Based Maintenance)

共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

10
発電量の増加効果

図6 新たなメンテナンス計画導入による発電量の回復予測（今後10年間）
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11開発研究事業の概要と成果
研究項目（B）：CBM（コンディションベーストメンテンナンス）実施た
めのIoTモジュールの開発
目的：風力発電システムの部位別，要因別のFMEA（故障モード
影響解析）を行い，どのような故障モードがCBM化により低減可
能かを明らかにする．

平成30年度の実施内容：

⚫ 風力発電システムの故障頻度，故障の深刻度，メンテナンス
方法による故障の検出度を指標化した．

⚫ 風力発電システムの部位別，要因別のFMEAを行い，

共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

12開発研究事業の概要と成果
研究項目（Ｃ）：システムダイナミクス手法に基づく風力発電導入
促進シナリオの策定
目的：風力発電システムをCLD（因果関係図）などのシステムダイ

ナミクス手法で分析し，導入促進のために効果的な方法を検討
する．

平成30年度の成果：
⚫ 従来のグリーンエネルギー認証に関するCLDを転用し．市民風

車（住民の出資で建設する風車）に係るシステム図を描いた．
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13令和元年度の事業展開

（１）人材育成事業
・開講した科目の受講者層の拡大に努める．また，BP制
度による新講座の立ち上げを検討する．

（２）研究事業
（A）CBM実施のためのIoTモジュールの開発
（B）システムダイナミクス手法を用いた県内の新エネル
ギーシステム導入計画の解析
（C）地域エネルギーフロー分析に基づく再生可能エネル
ギーの導入影響評価
（D）地熱発電所におけるシリカスケールの対策と活用

共同ライフサイクルデザイン工学専攻 創造生産工学コース

14との関係

⚫ “エネルギーの多様化・地産地消”と明記されている

⚫ 新エネルギー（多様なエネルギーミックス）だけでなく，
エネルギーの自給自足が求められている．

⚫ 秋田県は“エネルギーの地産地消”の実現に（日本
の中では）近い位置にある．

⚫ Society5.0の実現のための基盤技術としてIoTがある
が，各種IoTプラットホームの“つなぐ”対象としてエネ
ルギー機器は重要である．

↓
Society5.0の実現のために新エネルギー機器のO&Mの

高度化を実現する必要がある．
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（5）医理工連携産業研究開発事業の報告（平成30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　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　  300,000円

　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、田中准教授
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、"フレイル予防"、"AI/IoTを用いた予防医療"など
をコンセプトに、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、秋田産学官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：フレイル予防を目的とした機器開発について
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。30年
度はVRを組み合わせた訓練機能を検討。
⑵FES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、倫理委員会の承
認を経た臨床試験を実施。 

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。特許申請
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。倫理委員会の承認を経た後に、
29年度は片麻痺患者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。30年度は県立大学が参加してAR技術を付加。

実施項目３：IoTによる予防医療とVR/ARを用いた医療教育システムの開発
について
⑴スマートホームと見守りシステム
ウェアラブルデバイスを用いた生体情報の測定。エリアセンサーを用いた溺水早期発見システ
ムと後付可能な排水ポンプの開発。
⑵VR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。
⑷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、カラーマーカーを用いた動
作計測プログラムを開発。シーツ交換の動作計測を実施。
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協力教員
医学部整形外科島田教授，リハビリテーション科松永准教授

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，

理工学部数理・電気電子情報学科電気電子工学コース田中准教授，

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

⑤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）

300,000円部門研究活動活性化経費（間接経費）
事業費 300,000円

事業内容
実施項目１：フレイル予防を目的とした機器開発

実施項目２：医療機器の開発

実施項目３： IoTによる予防医療と
VR/ARを用いた医療教育システムの開発

目的
本事業では，高齢者の多い秋田県において，"フレイル予防"、"AI/IoTを用い

た予防医療"などをコンセプトに、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，秋田産学官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．
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事業内容

実施項目１： フレイル予防を目的とした機器開発

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の計測と訓練を行

う装置を開発。2020年の製品化に向けたWGへ

② FESサイクル
高齢者および障がい者の下肢筋力向上を目的としたトレーニング機器を開発。

倫理委員会の承認を経て臨床試験。2020年の製品化に向けたWGへ

③ 起立行動動画解析による健康増進遠隔指導システム
３Ｄカメラを用いたシステムを検討中

高齢化率の最も高い秋田県として，健常から要介護へ
移行するフレイルを予防する取り組みを行う．

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の

計測と訓練を行う装置を開発。2020年の製品化に向けたWGへ

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

立位バランス能力評価
・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

立位重心動揺検査

座位バランス計測装置へ
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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

(a) Disturbance applying device.
(a) 外乱負荷装置，動揺中心軸

Stabilometer axis

Fig.3-4 RMS. AREA
図3-4 実効値面積の例図

① 座位バランス装置

製品化を前提としたデザインへ ＶＲ（仮想現実）と連動した
バランス訓練プログラム

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

① 座位バランス装置
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FESローイングマシン

② FESサイクル
高齢者および障がい者の下肢筋力向上を目的としたトレーニング機器を開発。

倫理委員会の承認を経て臨床試験。2020年の製品化に向けたWGへ

FESサイクル

秋田大学医学部 理工学部
秋田公立美術大学ものつくりデザイン専攻 山路康文、山本崇弘
秋田工業高等専門学校機械工学科 小林義和
秋田未来（株）
(有)K-エンジニアリング

2020年の製品化に向けたWG

② FESサイクル
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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 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．2020年の製品化に向けたWGへ

④ 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．倫理委員会の

承認を経た臨床試験を実施．対麻痺用両側ロボットの開発へ

瞬きエピテーゼの開発
筋電義眼

附属病院 歯科口腔外科と共同研究

県内企業（レジーナ）と連携して試作

検出回路は県内企業（アクトラス）と連携して試作予定

① 瞬きエピテーゼ
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② 脳外科手術器具の開発

3D プリンタで製作

② 脳外科手術器具の開発
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3D プリンタで製作する手関節装具
ＣＴ画像を基にしたトポロジー最適化手法による自動設計

③ 上肢訓練ロボット

 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

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．2020年の製品化に向けたWGへ

全方向移動ホイール

６軸力覚センサ
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平面運動に限定して小型化

倫理委員会の承認を経た臨床試験

③ 上肢訓練ロボット

平面運動に限定して小型化

ＡＲ（拡張現実）と連動した
上肢訓練プログラム

製品化を前提としたデザインへ

③ 上肢訓練ロボット
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Locomat Hocoma社（スイス）

④ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット

マスタースレーブ動作 ロボットの関節運動を生成

慣性センサ(IMU)を用いた健側の動作フィードバック

④ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット
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片麻痺患者に対して臨床試験

健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

慣性センサ(IMU)を用いた健側の動作フィードバック

④ 片麻痺・対麻痺用歩行訓練ロボット

Ｈ３０は、ロボット支援に力制御による強化学習（AI）を導入

対麻痺用両側ロボットの開発へ
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大館秋田労災病院にて研究会
札幌医大本望教授、ニプロ大館工場

再生医療とロボットリハビリテーション

事業内容

実施項目３： IoTによる予防医療と
VR/ARを用いた医療教育システムの開発

① スマートホームと見守りシステム
ウェアラブルデバイスを用いた生体情報の測定．エリアセンサーを用いた溺水
早期発見システムと後付可能な排水ポンプの開発．

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．

④ 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，カラーマーカ
ーを用いた動作計測プログラムを開発．シーツ交換の動作計測を実施．
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① 秋田版スマートホームと見守りシステム

ウェアラブルデバイスを用いた生体情報の測定

① 秋田版スマートホームと見守りシステム
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エリアセンサーを用いた溺水早期発見システムと
後付可能な排水ポンプの開発

① 秋田版スマートホームと見守りシステム

頚椎後方除圧固定術のVR訓練システムの開発

模型を使った訓練手法 VR訓練システム

訓練毎にコストがかかる

繰り返し訓練しづらい

設備投資だけで済む

何度も手軽に訓練できる

② VR手術支援システム
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VR空間内で

ペディクルプローブを
操作し，

頚椎の3Dモデルに
穿孔する

DICOMデータからモデルを作成

② VR手術支援システム
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HMDを装着して実空間に存在するダミーヘッドを
見ることで，実空間で3D-CGを操作できる。

④ 看護教育システム
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④ 看護教育システム

持ち上げA

持ち上げB

④ 看護教育システム
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熟練者の技能を計測

磁気式Hand-MoCap(Pohemus Liberty）によって，

11個のレシーバを用いて計測したデータ．

対象者：保健学科の教員（熟練者）

取得したデータ：

採血時右手の手指動作

注射器の位置・姿勢

④ 看護教育システム

CGを実空間に重畳して提示できる．

使用者はCGを参考に手指動作を

模倣できる．

ARアプリの開発

④ 看護教育システム
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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

○概算要求

研

究

事

業

1 フレイル予防を目
的とした機器開発
①座位バランス装置

②FESサイクル

2 医療機器の開発
①瞬きエピテーゼ

③片麻痺・対麻痺用
リハビリロボット

3 IoTによる予防医
療とVR関連の開発
①スマートホーム

②VR手術支援シス
テム

4 秋田大と東工大
による共同研究

推
進
体
制

1 医理工連携コー
スによる人材育成

2 “夢を語る会”との
連携

3 “秋田産学官ネッ
トワーク”との連携

事 業 名 ： 医理工連携産業創出事業
代表者名 ： 巖見武裕

（令和元年 6月23日作成）

実証機製作・製品化臨床試験と製品化へ向けた改良

博士前期課程の教育プログラム

システム開発 実施試験と改良

試作品開発

医理工連携専攻の設置

医学部側ニーズと理工学部側シーズのマッチング・共同研究開始の支援

共同申請申請準備・調整 共同申請 共同申請 共同申請

共同申請申請準備・調整 共同申請 共同申請 共同申請 共同申請

臨床試験開始

倫理委員会申請・臨床試験開始

倫理委員会申請・臨床試験開始

臨床試験と製品化へ向けた改良

臨床試験と製品化へ向けた改良

臨床試験と製品化へ向けた改良

産学官ネットワークによる教育機関と企業のマッチング・事業化の支援

実証機製作・製品化

実証機製作・製品化

システム開発 実施試験と改良 導入と評価

医療介護分野での新技術開発と人材育成

平成33年度までに秋田大学医工連携ブランドロゴマーク添付商品を累計 10品 以上商品化する
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（6）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 7月1日

International  Conference on Advancing Molecular 
Spectroscopy
『Changes in the terahertz spectra of nonadecane plastic 
crystals due to phase transitions』（丹野、ほか）

2 9月1日
平成30年度化学系学協会東北大会
『A study of order-disorder phase transition of nonadecane 
using computer simulation』（丹野、ほか）

3 9月5日

21st International Conference on Advances in Materials & 
Processing Technologies (AMPT2018)
『Gas Adsorption Properties of Metal-Organic Frameworks 
Investigated Using Terahertz Waves』（丹野、ほか）

4 11月1日

The 8th Shanghai International Conference on Analytical 
Chemistry
『Structural and Kinetic Analysis for Gas Adsorption onto 
ZIF-8 using Terahertz Spectroscopy』（丹野、ほか）

◇論文発表
日　　付 タ イ ト ル 備　考

1

The transitional transmittance response of ZIF-8  gas 
adsorption observed using terahertz waves（丹野、ほか）
e-Journal of Surface Science and Nanotechnology，16号, 
pp.142-144，2018年

◇実施事業
日　　付 タ イ ト ル 備　考

1 8月3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」
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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）教員等研究員
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

難処理鉱物とリサイクル原料の高度処理・リサイクル技術開発 ①
川村　茂 国際資源学研究科
芳賀一寿 国際資源学研究科
山田学 理工学研究科
佐藤史織 国際資源学研究科

2
林　滋生 理工学研究科 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

作製プロセス ②
加賀谷　史 理工学研究科

3
寺境光俊 理工学研究科

ロジウム選択回収法の実用化に向けた検討と機構解明 ①
松本和也 理工学研究科

4
秋葉宇一 理工学研究科 環状化合物誘導体を基本骨格とする機能性素材開発に関する研

究 ②
近藤良彦 理工学研究科

5
別所昌彦 国際資源学研究科 素材製造プロセスを利用した廃棄物中有価金属の回収に関する

研究開発 ①
高崎康志 国際資源学研究科

6 長谷川崇 理工学研究科 FeCo基合金への格子歪の導入による超高性能磁石の開発 ②

7
原　　基 理工学研究科 電析法によるFe上へのNiアルミナイド・コーティングの作製と

耐高温酸化性 ②
福本倫久 理工学研究科

8 齋藤嘉一 理工学研究科 組織・構造制御による次世代型超軽量マグネシウム合金の創製 ②

9 齊藤 準 理工学研究科 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 ②

10 吉村 哲 理工学研究科 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 ②

11

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 ②
加藤純雄 理工学研究科
小笠原正剛 理工学研究科
齊藤寛治 理工学研究科

12 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

13 宮野泰征 理工学研究科
摩擦攪拌接合による継手特性の改善、摩擦攪拌接合を適用した
複合構造体の接合技術、および摩擦攪拌プロセスを利用した材
料表面の高機能化に関する研究

②③⑤

14
菅原勝康 理工学研究科 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 ①②
大川浩一 理工学研究科

15
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 ①
増田信行 国際資源学研究科

16 藤原憲秀 理工学研究科 生物活性芳香族系天然物の全合成と構造活性相関に関する研究 ⑥

17
田島克文 理工学研究科 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） ③
吉田　征弘 理工学研究科

18
後藤猛 理工学研究科 インプリント法による金属吸着能を有するペプチド-シリカ担

体の創製 ②
横田早希 理工学研究科

19 緒方武幸 国際資源学研究科
希少金属資源開発にかかわる有用資源鉱物データベース構築と
資源賦存量評価法の開発 ～選鉱に係る鉱物組織と地質構造に注
目した評価データベースの構築～

①

20
尾髙雅文 理工学研究科 タンパク質超分子構造体を利用した機能性バイオマテリアルの

開発 ②
松村洋寿 理工学研究科

21 肖英紀 理工学研究科 超省エネ・高密度磁気メモリ開発に向けたスキルミオン物質の
設計と評価 ②

22 高橋弘樹 理工学研究科 Pt酸化物におけるCO2電解還元と赤外光を用いたその場解析 ②

23
カビール
ムハムドゥル 理工学研究科

活性汚泥の資源化及び電力化に関する研究 ①
遠藤雅也 地方創生センター

プロジェクト課題等　①資源開発・環境リサイクル研究開発に関する研究
　　　　　　　　　　②新素材・機能性材料開発に関する研究
　　　　　　　　　　③自動車・航空機産業研究開発に関する研究
　　　　　　　　　　④新エネルギー開発に関する研究
　　　　　　　　　　⑤医理工連携産業に関する研究
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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

リフィルウェ サンドラ マグワネン 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 難処理銅鉱石の選鉱プロセスの開発

①

山舘　浩嗣 理工学研究科
物質科学専攻 柴山　敦 選鉱技術を用いた低品鉄鉱石の処理プロセ

ス開発

天野　紘希 理工学研究科
物質科学専攻 柴山　敦 アパタイトからのレアアースとリンの回収

石橋　克幸 理工学研究科
物質科学専攻 柴山　敦 湿式法を用いたロジウム選択回収プロセス

の開発

岡部　悠 理工学研究科
物質科学専攻 柴山　敦 貴金属の選択回収を目的としたピンサー型

抽出剤の開発

乙黒　将史 理工学研究科
物質科学専攻 柴山　敦 高ヒ素含有銅鉱石の処理技術開発

バトセンゲル アリウントゥヤ 工学資源学研究科
資源学専攻 柴山　敦 湿式分離技術を用いたレアアース含有銅鉱

石からのレアアース回収

小野　竜大 理工学研究科
物質科学専攻 柴山　敦 高シリカ含有亜鉛精鉱からのシリカ除去

今井　清弘 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 アトマイズ銅粉の浸出条件の最適化

相模　陸 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 難処理銅鉱石の選鉱プロセスの開発

サンバルフンデウ デルゲルマー 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 高温高圧浸出法を用いたヒ素含有銅鉱石か

らの銅回収とヒ素の固定化

信太　大節 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 選鉱技術を用いた低品鉄鉱石の処理プロセ

ス開発

七字　慶輔 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 乾式物理選別を用いた廃電子基板からのス

ズ濃縮

渡邉　菜央 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 貴金属を選択的に分離する新規抽出剤の合

成

バヤルマグナイ エンフズル 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 浮遊選鉱法を用いたヒ素含有銅鉱石の処理

技術開発

ラボーネ ゴルディリルフェ 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 銅電解プロセスの高度化に関する研究

クライシ シャー モハマド 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 未利用銅資源の有効利用に関する研究

加賀谷　信 理工学研究科
物質科学専攻 林　滋生 天然ゼオライト／ガラス多孔体のイオン交

換特性 ②

井島　翔 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 高崎康志 素材製造プロセスを利用した廃棄物中有価

金属の回収に関する研究開発

①古閑　聡志 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 高崎康志 素材製造プロセスを利用した廃棄物中有価

金属の回収に関する研究開発

彦坂　洋隆 国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 高崎康志 素材製造プロセスを利用した廃棄物中有価

金属の回収に関する研究開発

中村　靖子 理工学研究科
物質科学専攻 長谷川崇 FeCo-Xナノドットパターンの作製

②

新堀　拓哉 理工学研究科
物質科学専攻 長谷川崇 FeCo基合金薄膜へのN添加による格子歪の

導入

坂本　真人 理工学研究科
物質科学専攻 長谷川崇 FeCo基合金薄膜へのVC添加による格子歪

の導入と規則化

及川　光彬 理工学研究科
物質科学専攻 長谷川崇 FeCo基合金薄膜へのTa,Mn添加による格

子歪の導入と規則化

山本　大地 理工学研究科
物質科学専攻 長谷川崇 Fe,Co,Ni薄膜及びそれらの合金膜への格子

歪の導入とナノドットパターンの作製

武政　友佑 理工学研究科
物質科学専攻 長谷川崇 FeCo基合金薄膜へのAlC添加による格子歪

の導入と規則化
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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
Kannan Senthil 超耐熱性ハイパーブランチポリマーの合成 ②

Zhao Yue 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 ②

Jamsran Erdenebayar レアメタル資源を伴う鉱化関連火成岩の岩石組織の解明と資源探査・開
発への応用　～特にモンゴル国のモリブデン鉱床のUSTについて～ ①

Munusamy Kuppan 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 ②

Morlu G. F. Stevens インプリント法による金属吸着能を有するペプチド-シリカ担体の創製 ②

Laurel Simon Lobo 超耐熱性ハイパーブランチポリマーの合成 ②

遠藤　雅也 活性汚泥の資源化及び電力化に関する研究 ①

北村　優弥
・砒素の安定貯蔵を目的とした難溶解性材料の合成
・マグヘマイトナノ粒子の簡易合成とリチウムイオン電池用正極材料と
しての評価

②

Paritosh Dubey 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 ②

プロジェクト課題等　①資源開発・環境リサイクル研究開発に関する研究
　　　　　　　　　　②新素材・機能性材料開発に関する研究
　　　　　　　　　　③自動車・航空機産業研究開発に関する研究
　　　　　　　　　　④新エネルギー開発に関する研究
　　　　　　　　　　⑤医理工連携産業に関する研究

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

内山　佳彦 理工学研究科
物質科学専攻 齋藤嘉一

組織・構造制御による次世代型超軽量マグ
ネシウム合金の創製 ②

葛谷　慎吾 理工学研究科
物質科学専攻 齋藤嘉一

工藤　開世 理工学研究科
材料理工学コース 齊藤　準 パルス磁場磁気力顕微鏡を用いた永久磁石

の局所磁化曲線計測
②

鈴木　雄大 理工学研究科
材料理工学コース 齊藤　準 交番磁気力顕微鏡の高分解能化を目的とし
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各研究の概要 

（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 

実際の鉱山から搾取した各種ヒ素含有銅鉱石を対象に、浮遊選鉱および高温高圧浸出法を用いた銅

とヒ素の分離性を調査した。本研究の結果、浮遊選鉱では、捕収剤を添加しないコレクターレス条件

での浮選や、抑制剤を添加した浮選によって、ヒ素鉱物を選択的に浮上回収できることを確認した。

また、高温高圧浸出では、蒸留水や海水を用いても鉱石中の Cu を 90%以上浸出し、As の浸出率を

10%以下に抑えられる条件を見出した。また、浸出より得られる溶液を溶媒抽出で処理することで、

後の電解採取で悪影響を与える鉄と塩素を除去す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。そのほか、レアアースを含むアパタイト

からのレアアースおよびリン酸の回収を目的に、硫酸浸出およびシュウ酸沈殿、リン酸マグネシウム

アンモニウム（MAP）法を用いたレアアース回収とリン酸の回収プロセスの構築を試みた。硫酸浸出

により、条件によってはアパタイトに含まれるレアアースを 88%浸出できたほか、得られた浸出液に

対しシュウ酸を添加することで、96%のレアアースを沈殿物として回収できた。またレアアース回収

難処理鉱物とリサイクル原料の 

高度処理・リサイクル技術開発 
 

国際資源学研究科  柴山 敦，佐藤 史織 

   川村 茂，芳賀 一寿 

                              理工学研究科   山田 学 

       （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、不純物等を含む難処理鉱物や貴金属やレアメタルを含

む都市型資源からの金属回収技術の開発を試みた。また、貴金属を選択的に抽出

部・分離利するための新規抽出剤の開発を試み、貴金属リサイクルプロセスの高効

率化に関する研究も実施した。各研究では、各種分離技術における処理条件を調査

したほか、各金属の分離挙動をモデル化し、技術的に高度利用するための物理・化

学的な分離機構を考察した。 

独自性・実用性： 
不純物（ヒ素やアンチモン）を含む銅鉱石の処理技術に関する研究では、浮選によ

るヒ素鉱物の事前分離の可能性を検討し、浮選条件あるいは薬剤添加量を調整するこ

とで、ヒ素鉱物と銅鉱物を分離できる可能性があることを見出した。また、昨年度に

引き続き高温高圧浸出を用いた銅の浸出回収とヒ素の分離を検討し、蒸留水や海水を

用いても銅を選択的に浸出できる条件を見出したほか、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。その他、新たなレアアース源としてアパタイトに

着目し、硫酸浸出と沈殿法を用いたレアアースとリン酸の回収プロセスを構築した 

廃電子基板の高効率リサイクルに関する研究では、過熱蒸気処理による臭素の除去

ならびに重液選別を用いたガラスクロスの分離除去に成功した。また、パラジウムの

新規抽出剤の開発に関する研究では、耐酸性や金属抽出能を強化した新規抽出剤の創

成を試み、繰り返し利用にも対応した高性能パラジウム抽出剤を開発できた。 
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後の溶液の pHを 8.5に調整し、塩化マグネシウムを添加することで、リン酸を MAPとして回収でき

ることを明らかにした。 
 
（２）過熱蒸気および物理選別による廃電子基板からの不純物（臭素・シリカ）の除去プロセスの検討 

廃電子基板からの臭素とシリカの除去を目的に、過熱蒸気による臭素の揮発除去および重液選別を

用いた銅とシリカの分離を試みた。過熱蒸気による熱処理では、過熱蒸気により炉内温度を 350～

400℃に調整することで、基板に含まれる臭素の 90%を除去できた。また、過熱蒸気は酸素をほとんど

含まないため、基板中の樹脂成分を固定炭素として回収できるほか、アンチモン等の揮発しやすい金

属のロスも抑えることができた。熱処理後の基板に含まれる実装部品を分離した後、重液選別を行う

ことで、96%のシリカを分離することができた。 

 

（３）貴金属に特化した選択抽出剤の合成とリサイクルプロセスの開発 
パラジウムを選択的に回収するための新規抽出剤として、長鎖・分岐鎖アルキル鎖を有する抽出剤

の開発を試みた。今年度の研究では、パラジウム選択性や耐酸化性向上のためのチオアミド基、極性

の低い溶媒への溶解性を高めるため長鎖アルキル基を導入した抽出剤を合成し、その性能を確認した。

その結果、今回合成した抽出剤は、幅広い塩酸濃度の溶液からの選択的にパラジウムを回収できるほ

か、15 分以内の比較的短時間の抽出で高いパラジウム抽出率が得られた。また、パラジウム抽出後の

抽出剤からパラジウムを脱離し、再度抽出剤として利用可能か調べる繰り返し利用試験を行った。本

抽出剤は、5 回繰り返して使用しても、その抽出能にほとんど変化は見られないことから、高い耐久

性を有する高性能な抽出剤を生成ができた。 
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研究成果概要説明 補足資料 

 

（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 

浮遊選鉱

焙焼法 加圧酸浸出アルカリ浸出

(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

銅精鉱（Clean conc.） 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と揮
発したAsの安定化処理

薬剤コスト、沈殿回収
したAsの安定化処理

酸素加圧と160℃以上の温
度、⼀定のFe濃度が必要

⻩銅鉱
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／硫砒銅鉱または銅精鉱
(例：As 1%以上)

銅鉱⽯

保管・最終処分

CuO
CuS(Cu2S)

CuS
(Cu2S)

Na3AsS4

20g/L Cu

ジャロサイト等
（⼀部ヒ酸鉄 FeAsO4）

As2O3, AsSなど

CODELCO TECK

 

 

Ca K Mg Na Al F Fe Sr
20.5 0.33 0.91 0.35 2.14 3.32 1.84 1.62
La Ce Pr Nd Gd Sm P
2.84 5.43 0.55 1.77 0.12 0.15 8.47

使用したモンゴル産鉱⽯の化学組成(mass%)

アパタイト鉱石

34%

74%

91%
83%

72%

41%

37%

91% 91% 91%
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34%32%
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H2SO4: 1 -6M Particle size: -150+100 µm
Pulp density:20g/L Temperature: 20℃
Leaching time: 1h

Condition

Stirring speed: 500 rpm
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)

REE

P

Ca

83%

96% 98% 98% 98%
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(COOH)2/REE

REE
Ca
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REE

P
Ca

Condition
pH regulator: NH3 aq pH 1

(COOH)2/ REE: 0.5, 1, 1.5, 2, 3 Temperature: 20℃

Reaction time: 1h Stirring speed: 500 rpm

6%

54%

92%
99% 100%
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（pH adjusted to 8.5）

Condition
pH regulator: NaOH aq pH 8.5

MgCl2/P: 0 – 3.9 Temperature: 20℃

Reaction time: 60 min Stirring speed: 500 rpm

リン酸の原料であるアパタイト鉱⽯からレアアースを回収
するとともに、リン酸も回収できる⾼効率プロセスを開発

【硫酸浸出】 【シュウ酸沈殿】 【リン酸塩沈殿】

浸出法と沈殿法を組み合わせることで、アパタイトからレアアース、リン酸共
に約90%回収できるなど、新たなREE供給源としての可能性を⾒出した
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（２）過熱蒸気および物理選別による廃電子基板からの不純物（臭素・シリカ）の除去プロセスの検討 

国内有数のリサイクル拠点：小坂製錬所（DOWAホールディングス）

スラグ（⾦属酸化物）
(Sn, Fe, SiO2)

廃電子基板
メタル

(Cu, Au, Ag)

製錬所

課題解決に向けて

銅製錬技術を用い
貴金属や銅を分離精製

（問題点：Brによる設備腐食等）

銅や貴金属が高濃度で含まれる
しかし、基板に含まれる
製錬忌避元素（Br,SiO2等）が
製錬プロセスに悪影響を及ぼす

（問題点：スラグ融点・粘性の上昇、
有用金属の実収率低下）

有用金属の効率的なリサイクルプロセスを構築することで秋田県の活性化に貢献

年間約20,000t
を処理

本研究では、製錬忌避元素である臭素（Br）、シリカ（SiO2）に着目し、過熱蒸気を用
いた熱分解と物理選別を用いた分離技術の開発を目指す

 

 

熱分解と物理選別の⼀連のプロセスを組み合わせることで残存臭素量を0.5%
まで低減したほか、精度よくガラスクロスを除去することができた
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0 15 30 45 60 75
処理時間 (min)

臭
素
含
有
率

(%
)

過熱蒸気を用いた廃電子基板の熱分解（脱臭素試験）

350℃

400℃

基板の臭素含有率
(5%〜10%)

熱分解前

熱分解後

過熱蒸気を用いて熱分解を⾏うことで
残存臭素量を0.5%以下まで低減することができた

重液選別

分布率（％）

Cu 1.2
ガラスクロス 96.6

分布率（％）

Cu 98.8
ガラスクロス 3.4

破砕

 ボールミル ICチップ類

ボールミルを用いて実装部
品のみを選択的に分離する

Alコンデンサ

比重2.8の重液で選別を⾏ったところ、破砕後の廃電⼦
基板からガラスクロスを96.6%分離することができた

9割程度の臭素
除去も可能

銅や貴⾦属を含有する。
しかし、基板に含まれる
製錬忌避元素（臭素,シリ
カ等）が製錬プロセスに悪
影響を及ぼす

廃電子基板
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（３）貴金属に特化した選択抽出剤の合成とリサイクルプロセスの開発 

パラジウムの溶媒抽出

Metals

Pd(II)の工業的な抽出剤

Di-n-Hexyl-Sulfide (DHS)

O O

NH

S

HN

S

Pd(II)に対する高い ・ を維持した
を有する新規Pd(II)抽出剤の開発

Pd(II)に対する選択性の向上
耐酸化性の向上

疎水性の向上
低極性溶媒に対する溶解性の向上1（直鎖型） 2（分岐型）

 

 

9. 再利用試験
Condition；

Leachate of Automotive catalyst; extractant[2] = 1 mM; Contact time 15 min;
Diluent 1-Octanol 10 vol.% / Kerosene; Strippng reagent 0.1 Mthiourea / water;
Stripping time 15 min

抽出条件（接触時間や溶液中塩酸濃度、希釈剤等）を最適化す
ることで、パラジウムを選択的かつ⾼抽出率で回収できるほ
か、再利用性にも優れた抽出剤を開発できた

2（分岐型）
0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5

99.4 99.4 99.5 99.2 98.9 

99.9 98.3 99.9 99.9 99.9 

E%
 -
S%

cycle
Extraction Stripping
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概要で示した様に平成30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）粒子を対象

として，ガラス粒子との混合・焼結による多孔質吸着材の作製について，いくつかの知見を得るための検

討を試みた。天然ゼオライトは陽イオン吸着（交換）機能を有するため，これらの原料を使って一体型の

高効率吸着モジュールとすることで，環境浄化やリサイクル等に役立つ材料を創製しようというのが最終

的な目的である。具体的には，無機多孔体の内部にゼオライト粒子を封入し，多孔体内部に侵入する液体

から高効率で有害物質を除去でき，形状としては一体型となっていて運搬・吸着・再生処理に容易に対応

できる材料を目指した。多孔体の原料としては市販の球形並質ガラスビーズ（直径約 0.1 mm）を用い，約

0.1～0.5 mm の大きさのゼオライト粒子と混合後，ゼオライトの分解が顕著にならないと考えられる 700℃

-1 h の条件で焼結させた。また，多孔体の強度を十分なものとするため，微細なガラス微粉末の原料への

添加を行った。 

作製した材料について，圧縮強度，ゼオライト含有量の焼結前後の変化，イオン吸着特性等を測定し，

吸着材料としての特性を明らかにした。圧縮強度は約 4～7MPa であり，吸着材料としては十分なものであ

ると判断した。ゼオライトは焼結時にわずかに分解したが，約 60%以上は多孔体中に残留していると思わ

れた。また水中からの Pb2+イオン吸着量（24 h 経過後）は，多孔体中に封入しない状態と比較して約 50～

80%であることが分かった。 

吸着特性をより向上させるには，今回用いたものより微細なゼオライトを利用することが望ましいが，

作製プロセスの問題で，微粒のゼオライトを利用することができない（試料の乾燥時に，ゼオライトが多

孔体の外部へ流出する）のが現状である。この点については今後とも検討を続け，より吸着性能に優れ，

耐久性を有する吸着材料の実現に向けて検討を続けていく予定である。 

天然ゼオライト／ガラス多孔体の作製と吸着特性 

林  滋 生 ， 加 賀 谷  信 ＊ ， 加 賀 谷  史

 (第 2研究グループ，＊ 理工学研究科博士前期課程 2年次)
shigeo@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：天然に産出する鉱物の中には，イオン交換能や吸着能の様な様々な機能を有

するものがあり，リサイクルや環境浄化等の局面で有効に利用できる可能性があ

る。秋田県産のものとしては天然ゼオライトが知られているが，実用に際してはゼ

オライトを多孔質状に成形加工するといった，形状に工夫を施すことにより吸着性

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。平成 30 年

度の研究では，天然ゼオライト粒子をガラス粒子（ビーズ）と混合し焼結すること

で，内部にゼオライト粉末を保持した多孔体を創製することを試みた。 

キーワード：天然ゼオライト，多孔体，複合化，吸着剤 

独自性・実用性： 
天然ゼオライトなどの機能性を有する鉱物の有効利用は，一見「やり尽くされた」様に

見えますが，材料を成形加工する技術は日進月歩で進化していますので，新たなアプロー

チの可能性が次々と出てきているのが現状です。 
私どものグループではこうした状況を踏まえ，「天然鉱物の機能」＋「新たな材料作製

技術」＝「新たな用途，機能」の発想でアプローチしています。できるだけ省エネルギー

の材料作製技術を利用して，環境浄化材料，環境調整材料，意匠材料など，様々な分野へ

の応用展開が可能と考えています。 
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1. 研究背景

高い吸着効率・回収や取扱いが
容易な材料を作製する。

○高い吸着効率
×粉末の回収は困難

粉末 ゼオライトを含む多孔体

実用化

Pb2+,Cd2+,NH4
+等を吸着する環境浄化材料として有望

ゼオライト

ガラスビーズ

混合・成形

焼結

天然ゼオライト／ガラス
多孔質複合体

・密度，気孔率？
・ゼオライト含有量？
・イオン吸着特性？

…等

天然ゼオライト粉末

• 結晶性の多孔質アルミノケイ酸塩。

• (SiO4)4‐および(AlO4)5‐を結晶構造の
基本単位とする。

• 基本単位の頂点を共有し合うことで
3次元的に連結し結晶を形成。

O

Si or Al

OO

O

• (SiO4)4‐単位のSiの周りは電気的に中性。

• (AlO4)5‐単位のAlの周りは‐1価。

→カチオン(Na+,K+,Ca2+など)を取り込むことで
負電荷を補償。

• 他のカチオン(Mn+)と交換可能。

イオン交換特性
O

Si

Na+

Al‐Si

O

O O OO

O O O O

Mn+

2. ゼオライト

3. 本研究の目的

・天然ゼオライト/ガラス多孔質複合体の強度を
改善するため，ゼオライト粉末とガラスビーズに，
新たに微細なガラス粉末を加えた複合体を作製する。

・微細なガラス粉末を含む複合体の微細構造とイオン
吸着特性の関係について検討する。

4. 複合体の作製

1. 石膏型の作製

2. 原料粉末の調整・充填

3. 焼結
700℃‐1h (昇温5℃/min,降温10℃/min)

・圧縮試験用：25 mm φ ×50 mm L
・吸着実験用：30 mm φ×10 mm L

PVA水溶液

・PVA(重合度500):2 g
・蒸留水:200 cm3

原料粉末
・ゼオライト粉末 ：150～500 μm φ,秋田県産クリノプチロライト

(ふるいで粉末の粒度を調整)
・球状ガラスビーズ：105～125 µm φ,並質ガラス,アズワン,BZ‐01
・微細なガラス粉末：平均4.1 μm φ,並質ガラス

(湿式ボールミル粉砕‐24h)

φ

L

ゼオライト粉末 2 g，ガラスビーズ 12～18 g
微細なガラス粉末 0～6 g 原料粉末の合計 20 g

原料粉末の配合

5. 複合体の外観

圧縮試験用
(25 mm φ ×50 mm L)

1 cm

1 cm

イオン吸着用
(30 mm φ ×10 mm L)

微細なガラス粉末 0.5 g 微細なガラス粉末 6 g

1 cm

1 cm

イオン吸着用 圧縮試験用

・複合体中のゼオライト粉末や微細なガラス粉末は均一に分布していた。

6. 複合体の嵩密度・開気孔率

・微細なガラス粉末を含んだ複合体の嵩密度は高く，開気孔率は低くなった。
・微細なガラス粉末の添加量が多いほど，嵩密度は低く，開気孔率は高くなった。
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7. 複合体の圧縮強度

• 微細なガラス粉末を原料の一部に利用したことで，より高い圧縮強度を有する
複合体を作製することができた。

• 微細なガラス粉末を多く含むほど複合体の圧縮強度は高くなった。
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8. 複合体の微細構造観察

6 g

Fine glass powder:0 g 2 g

4 g

・複合体中のゼオライト粉末や微細なガラス粉末は均一に分布していた。
・微細なガラス粉末の添加量が増えるほど，粒子間の隙間が少なくなった。

9. 複合体の気孔径分布

Fine glass powder:6 g

・微細なガラス粉末の添加量が多いほど気孔の平均直径は小さく，
気孔の分布は広くなった。

Fine glass powder:0 g
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Fine glass powder:2 g

0

10

20

30

502510510.50.10

Fr
eq

ue
nc

y 
[%

]

Pore diameter [μm]

Average pore diameter
15.9 μm

0

10

20

30

502510510.50.10

Fr
eq

ue
nc

y 
[%

]

Pore diameter [μm]

Average pore diameter
14.8 μm

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

0 0.5 1 1.5 2 4 6

Th
e 

pe
ak

 in
te

ns
ity

 o
f z

eo
lit

e 
be

fo
re
 a

nd
 a

ft
er
 si

nt
er

in
g 

Content of fine glass powder [g]

10. 焼結によるゼオライトの熱分解について

・複合体中のゼオライトは焼結によって一部熱分解したが，大部分が残っていた。
・微細なガラス粉末量が多い複合体ほど，熱分解がより進んでいた。

焼結前後のゼオライトの粉末X線ピークの相対強度
(焼結前)

11. 複合体のイオン吸着特性

・微細なガラス粉末量が多いほど複合体のPb2+の吸着量は少なかった。
・複合体中央部のゼオライトの吸着量は少なかった。

SEM‐EDXによる測定結果ICPによる測定結果
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12. まとめ

・天然ゼオライト粉末とガラスビーズに，新たに微細なガラス粉末を加えて，
混合・焼結する方法から，天然ゼオライト／ガラス多孔質複合体の作製を試みた。

・原料に微細なガラス粉末を加えたことで，嵩密度が高く，開気孔率が低くなった。
一方で，微細なガラス粉末量が多すぎると嵩密度が低く，開気孔率が高くなった。

・微細なガラス粉末量が多い複合体は，気孔径が小さく，気孔分布が広くなった。

・微細なガラス粉末を添加することにより，複合体の圧縮強度が高くなった。

・複合体中のゼオライト粉末は，焼結によって一部が熱分解されたが，大部分の
ゼオライトは複合体中に残っていた。

・微細なガラス粉末の添加により複合体のPb2+の吸着量が減少した。

・複合体中央部のゼオライトはPb2+を吸着していたが，その吸着量は少なかった。
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ロジウムは主に自動車排ガス浄化触媒に用いられており，白金族金属の中でも希少で価値が高いため，

積極的なリサイクルが必須である。しかし，現在までにロジウムを選択的かつ優先的に回収する方法は確

立されておらず，他の貴金属を回収した残渣から回収する方法が採られている。我々は，芳香族第一級ア

ミン化合物がロジウムを選択的に沈殿させることを見出しているが，最適な構造や回収機構については明

らかになっていなかった。そこで本研究では，ロジウム回収に適した芳香族アミン化合物の探索を行うと

ともに，ロジウム回収機構の解明に向け，詳細検討を行うこととした。研究の結果，４－アルキルアニリ

ンが選択的なロジウム回収に最適であり，有望な回収剤であることが分かった。さらに，単結晶Ｘ線解析

により，ロジウムを含む沈殿物は特異な構造のイオン対であることが判明したのでこれを報告する。 

 

ロジウム選択回収法の実用化に向けた検討と機構解明 

松 本 和 也 ・ 寺 境 光 俊  

 (第３研究グループ) 
kmatsu@gipc.akita-u.ac.jp  

 

概要：ロジウムは主に自動車排ガス浄化触媒に用いられる産業上重要な金属であ

る。我々は芳香族第一級アミン化合物を用いることでロジウムを選択的に回収でき

ることを見出しているが，最適な分子構造やロジウム回収機構については明らかに

なっていなかった。そこで本研究では，ロジウム回収に適した芳香族アミン化合物

の探索と回収機構の解明に向け，詳細な解析を行った。その結果，アルキル基を有

する芳香族アミン化合物がロジウム選択回収に適していることが判明した。さら

に，特異な構造のイオン対を形成することで回収が行われることが明らかとなっ

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： 
・ロジウム，白金，パラジウムを含む塩酸溶液に芳香族アミン化合物を添加する 
ことでロジウムのみを選択的に沈殿回収可能 

・４－ブチルアニリンはロジウムを選択的に回収でき，安価に購入可能であるため 
実用性が高いことが期待される 

・ロジウムはアミン化合物と特異なイオン対を形成する 
論文・特許 
・ACS Omega, 2019, 4, 1868-1873. 
・PCT/JP2017/012468「貴金属回収方法及び貴金属回収剤」 
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超耐熱性ハイパーブランチポリマーの合成 

K a n n a n  S e n t h i l ， 寺 境 光 俊  

  (秋田大学地方創生センター地域産業部門) 
mjikei@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：耐熱性高分子は一般に剛直鎖から構成されるが，これらは溶剤に不溶なため

用途が制限される。本研究課題では新規な超耐熱性と溶解性をあわせもつ高分子を

合成し，エレクトロニクス分野におけるコーティング膜として応用可能な材料の創

製を目指す。平成３０年度は可溶性ポリイミドに焦点を絞り合成と特性解析を行っ

た。生成重合体の一部は 350℃に加熱後も溶剤に対する溶解性を示すことを実験的に

証明した。 

キーワード：耐熱性高分子，ポリイミド，コーティング膜 

          
独自性・実用性： 
本研究課題は JST 平成 29 年度地域産学バリュープログラムの研究課題「極めて高い

耐熱性と接着性をあわせもつ可溶性高分子の合成」と密接に関連する。著者らが見

いだした加熱イミド化を合成反応に使うことで高分子合成にかかるコストを低減で

きる。今回合成したハイパーブランチポリイミドは室温で高い溶解性を示し，か

つ，加熱すると分子間相互作用により不溶化する特性を示すため，耐熱性コーティ

ング材料としての活用が期待できる。 
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Summary
! A series of aromatic polyimides containing sulfonyl and ether units were

synthesized from three kinds of diamine and various aromatic tetra carboxylic

dianhydride using thermal polymerization.

! The excellent solubility of PI-1 and PI-5 is attributed to the presence of the

bulky sulfonyl groups in the polymer backbone, which inhibited close chain

packing, consequently reduced the interaction of polymer chains.

! However, after heat treatments of the polyimide film (PI-1 and PI-5) at 350oC

for 10 min, it was partially soluble in DMF at RT.

! All PIs exhibited high thermal stability, i.e. Tg (>240oC) and T10 % (>460 oC).
!"
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超耐熱性ハイパーブランチポリマーの合成 

L a u r e l  S i m o n  L o b o ， 寺 境 光 俊  

  (秋田大学地方創生センター地域産業部門) 
mjikei@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：ハイパーブランチポリマーとは多分岐骨格を持つ合成高分子であり，分岐骨

格由来のユニークな性質から注目を集めている新材料である。本研究課題では新規

な超耐熱性ハイパーブランチポリマーを合成し，エレクトロニクス分野におけるコ

ーティング膜として応用可能な材料の創製を目指す。AB2型モノマーを用いた鈴木カ

ップリング反応によるポリフェニレンの合成について検討した。塩化物を出発物質

として使用できること，塩化物から合成した生成重合体が高い熱安定性と溶媒可溶

性を併せ持つことを見いだした。 

キーワード：耐熱性高分子，ハイパーブランチポリマー，ポリフェニレン 

          
独自性・実用性： 
本研究課題は JST 平成 29 年度地域産学バリュープログラムの研究課題「極めて高い

耐熱性と接着性をあわせもつ可溶性高分子の合成」と関連する。熱安定性が高く，

高温加熱時に揮発成分が極めて少なく，かつ溶剤可溶性を示す材料は簡便な処理

（キャスト法，スピンコート法）で超耐熱性薄膜を策せすることができる。エレク

トロニクス分野で幅広い用途が期待される。 
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Introduction
Hyperbranched Polyphenylenes

– High thermal stability, 
– Structural Rigidity
– Good solubility, 
– Multi-functionality
– Low viscosity and 
– Processability features

Temporary bonding material (TBM)

Hyperbranched Polyphenylenes (HBPs) have been an attractive research topic due to 
its multifunctional properties with broader technological impact to the society

Applicability of  Hyperbranched Polyphenylenes : Optoelectronic devices (such as 
OLED’s, Multi-color lasers), Temporary Bonding Material.

Suzuki Polycondensation (SPC)

SPC uses C-C bond formation by Suzuki-Miyaura cross coupling reaction 
(SMCR) between bifunctional aromatic monomers carrying boronic acids 

(esters) and halogenide leaving group.

Suzuki-Miyaura catalytic cycle occurs in four steps 
•Oxidative addition of organic halide to Pd(0) species to 
form Pd(II),
•Exchange of anion attached to the palladium for the 
anion of the base (metathesis)
•Transmetallation between Pd(0) and the alkylborate
complex.
• Reductive elimination to form the C-C sigma bond and 
regeneration of Pd(0)

Catalyst transfer polymerization (CTP)

•Catalyst transfer condensation polymerization
•Obtaining ideal living chain growth behaviour

Objective
• Synthesis of Hyperbranched Polyphenylenes from Suzuki

Polycondensation (SPC) by aryl dichloride and aryl dibromo monomers
(boronic acid and borionic acid esters)

• Aryl chlorides are economically feasible in availability, and could
influence in widening the applicability in SPC

• Comparison of Hyperbranched polymer’s synthesized from chloro and
bromo monomers

SPhos
(dicyclohexyl(2',6'-dimethoxy-
[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine)

Effect of Polymerization

•a  Pd(PPh3)4 for 15h of Polymerization
•b Pd(OAc)2 (0.5 mol %) and SPhos (1 mol %) for 15h of 
Polymerization

Effect of  Solvent 

Solvent Yield (Mw, g/mol) Mw/Mn

THF a 60% 2282 1.83
Toluene a 20% 6762 1.35

Nitrobenzene a 33% 3370 2.56
THF b 83% 14623 1.92

Toluene b 45% 46710 4.11

C Effect of Catalyst
Catalyst Yield (Mw, g/mol) Mw/Mn

1SPhos 83% 14600 1.92

Pd(PPh3)4 60% 2300 1.83

t-Bu3PPd(0) 69% 30700 1.46

1 R. Martin and S. L. Buchwald, Acc. Chem. Res. 2008, 41, 11, 1461-1473. 
2 K. Kosaka, Y. Ohta & T. Yokozawa (2015) Macromol. Rapid Commun., 36, 373-377

•cPolymerization in THF in ‘Ar’ atmosphere for 15h
•dPolymerization in THF/H2O(10%) in ‘Ar’ atmosphere with Pd(OAc)2 and SPhos

Investigation on the effect of time of polymerization is carried out in THF / water (10% in 
Pd(OAc)2 and SPhos)

THF Toluene

GPC curve of THF and Toluene

Mw and PDI is determined by GPC with reference to 
polystyrene standards

d, 2Effect of  time in the presence of  Water in THF

Time (h) Yield (Mw, g/mol) Mw/Mn

3 ~50% 15300 1.20

15 ~87% 31000 1.38

Determination of Mw by GPC with reference to polystyrene std. 

Polycondensation of Aryl Dibromo monomers

• Boronic acid monomer is more 
sensitive than boronic acid ester 
monomer

• Catalyst transfer condensation 
polymerization (CTPT)*

• Intramolecular transfer of Pd 
catalyst in SPC

S. 
No.

Time
(h)

Yield
(%)

Mol. Wt.
(Mw, 

g/mol)

Mw/Mn S. 
No.

Time
(h)

Yield
(%)

Mol. Wt.
(Mw, g/mol)

Mw/Mn

1 15 73 20900 1.15 1 15 87 31000 1.38

2 24 80 25800 1.18 2 24 84 60400 1.32
3 36 70 28500 1.93 3 36 77 1116000 4.69

4 48 75 6516000 7.494 48 80 108000 2.04
5 72 80 119000 2.13

A. 

B. 

Effect of Reaction time on Suzuki Polycondensation

*K. Kosaka, Y. Ohta & T. Yokozawa (2015) Macromol. 
Rapid Commun., 36, 373-377
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Gel Permeation Chromatography
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3,5-dibromophenylboronic acid pinacol ester
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2

13C NMR & DEPT Analysis
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Fig. 2 shows the 13C DEPT analysis
•Hölter, D., Burgath, A. and Frey, H. (1997) ‘Degree of branching in hyperbranched polymers’, Acta Polymerica, 48(1-2), pp. 30–35.
•Kim YH, Webster OW, Macromolecules, ‘Hyperbranched polyphenylene’, 1992, 25(21).

Degree of  Branching

Degree of Branching = 0.43
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Fig. 1 shows the 13C NMR of resulting hyperbranched polyphenylenes

Polymerization time = 24h 

Comparison of  13C NMR at 24h and 48h reaction
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Polymerization time = 24h
Mw = 25800
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•Intramolecular transfer of 
Catalyst

Degree of Branching = 0.43

Degree of Branching = 0.41

Thermal Treatment
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Thermal Treatment at 2600C for 3h in nitrogen atmosphere at the rate of 10 0C/min.

Thermogravimetric analysis

Sl.
No.

Time
(h)

Mol. Wt.
(Mw, g/mol)

PDI
Td (1%)

(0C)
Td (10%)

(0C)

1 15 31000 1.38 291 470

2 24 60400 1.32 345 493

3 36 1116000 4.69 390 516

4 48 6516000 7.49 373 524

Sl.
No

Time
(h)

Mol. Wt.
(Mw, g/mol)

PDI
Td (1%)

(0C)
Td (10%)

(0C)

1 15 20900 1.15 328 474

2 24 25800 1.18 344 492

3 48 108000 2.04 352 520

4 72 119000 2.13 361 509
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Hyperbranched Polyphenylene with Aryl dichlorides

• Boronic acid monomer is more sensitive than boronic acid ester monomer
• Catalyst transfer condensation polymerization (CTPT)*
• Intramolecular transfer of  Pd catalyst in SPC

S. 
No.

Time
(h)

Yield
(%)

Mol. Wt.
(Mw, g/mol)

Mw/Mn S. 
No.

Time
(h)

Yield
(%)

Mol. Wt.
(Mw, g/mol)

Mw/Mn

1 6 30 16300 1.52 1 6 78 11100 2.65

2 12 45 17200 1.91 2 12 75 18400 1.97

3 24 85 30000 2.09 3 24 80 22600 2.28
4 36 70 22300 2.55 4 36 75 12300 1.57
5 48 75 16000 1.64 5 48 85 24500 4.36
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Effect of Reaction time on Suzuki Polycondensation

*K. Kosaka, Y. Ohta & T. Yokozawa (2015) Macromol. Rapid Commun., 36, 373-377

3, 5-dichlorophenylboronic acid pinacol ester
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3, 5-dichlorophenylboronic acid

Gel Permeation Chromatography
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13C NMR analysis
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13C NMR of 3,5-dichloro-1,1'-biphenyl

1 3C NMR of 
Hyperbranched 

Polyphenylene from 3, 5-
dichlorophenyl boronic

acid pinacol ester

13C NMR & DEPT analysis

•Hölter, D., Burgath, A. and Frey, H. (1997) ‘Degree of branching in hyperbranched polymers’, Acta Polymerica, 48(1-2), pp. 30–35. 

Degree of Branching

Degree of Branching = 0.49
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1 3C NMR of HBP from 3, 5-dichlorophenyl boronic acid pinacol ester
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1 3C NMR of HBP from 3, 5-dibromophenyl boronic acid pinacol ester

Thermal Treatment

100 200 300 400 500 600 700

60

70

80

90

100

Td1% -1950C
Td5% -4630C

W
ei

gh
t L

os
s 

(%
)

Temperature (0C)

  1

  2

  3

Td1% -4220C
Td10% -5800C

Td1% -3920C
Td10% -5670C

B
HO

HO

Cl

Cl

B
O

O

Cl

Cl

0 50 100 150 200 250 300

96

97

98

99

100

W
ei

gh
t L

os
s 

(%
)

Time (min)

Effect of time on thermal treatment at 260 0C

 30 min
 180 min
 300 min

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
90

92

94

96

98

100

102 1%- 1950C
5% - 4660C

W
ei

gh
t L

os
s 

(%
)

Temp. (Cel)

Thermal Treatment of Synthesized Hyperbranched
Polyphenylenes is carried out at 2600C for 3h in
nitrogen atmosphere at the rate of 10 0C/minute

GPC before and after thermal treatment

• Intramolecular cross linking reaction 
• Shift in the laser scattering peak in GPC of thermally treated HBP, corresponds to the

presence of small amount of high molecular weight particle
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13C NMR before and after thermal treatment

• Intramolecular cross linking in terminal unit is observed
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After thermal treatment  of  2600C for 3h

Synthesized HBP Before thermal treatment 

Thermogravimetric analysis
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4

Solubility in THF after Thermal Treatment

Sl. 
No.

Monomer Conditions
Mol.

Weight
TGA
(0C )

Solubility

1
THF / H2O

24h
16500 Td 1% - 344

Td 10% - 492

2000C
2600C
3000C

+
-
-

2
THF / H2O

12h
60400 Td 1% - 345

Td 10% - 493

2000C
2600C
3000C

+
-
-

3
THF / H2O

12h
17200 Td 1% - 402

Td 10% - 580

2000C
2600C
3000C

+
+

+ -

4
THF / H2O

24h
24500 Td 1% - 392

Td 10% - 567

2000C
2600C
3000C

+
+

+ -

Solubility of  HBP
•THF
•O-dichlorobenzene
•Tetrachloroethane

Soluble after heating
•NMP – N-Methyl-2-pyrrolidone
•DMI – 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone

Comparison of  TGA

Hyperbranched polyphenylenes prepared from 3,5-dichlorophenylboronic 
acid pinacol ester is extremely thermally stable
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Conclusion

• Synthesis of Hyperbranched Polyphenylenes from aryl dichloride
monomers proceeded successfully in the presence of SPhos and
palladium acetate

• Solubility in THF after heating at 2600C under nitrogen

• Thermally treated HBP showed high thermal stability synthesized by
aryl dichloride pinacol ester monomer
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＜シクロデキストリン＞ 

 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）。1980年代より CyDをエピクロロヒドリン

で架橋したゲル状ポリマーの合成が行われている。我々は、アルカリ

条件下で籾殻灰を添加し、エピクロロヒドリンで架橋することで籾殻

灰含有シクロデキストリンポリマー(CDP)を合成し、金属吸着能やガ

ス吸着能の検討を行っている。本研究では空港サイズの制御などを考

慮してベンゼン環を有するベンジルメルカプタン修飾 CyDを用いて非

晶質ケイ酸含有、非含有CDPを合成し、ガス吸着能の検討を行った。 
  

修飾シクロデキストリンポリマーのガス吸着能 

秋 葉 宇 一 、 近 藤 良 彦  

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

 

概要：天然由来の環状化合物であるシクロデキストリンはその空孔内に疎水相互作

用により他の有機分子を包接し、それら分子の安定化や可溶化など多くの有用な性

質を持っており、食品や医薬品のなどの様々な分野で利用されている。本研究で

は、修飾シクロデキストリンをポリマー化した修飾シクロデキストリンポリマーを

合成し、その構造とガス吸着能について検討した。 

キーワード：ガス吸着、修飾シクロデキストリン、ビーズ状ポリマー 

          

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その空孔内に

包接し、可溶化や安定化などの特徴を有する天然由来の環状化合物であり、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やガス急増能について特許出願

している。本研究では修飾シクロデキストリンポリマーを合成しガス吸着特性について

検討を行った。 

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 
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＜合成＞ 
＜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 Benzyl -CyD
の合成を行った（スキーム 1）。 

 
 
 
 
 
 
 

 
Scheme 1 Preparation of Benzyl -CyD 

 
 
 
＜修飾シクロデキストリンポリマーの合成法 非晶質ケイ酸含有＞ 
水酸化ナトリウム水溶液に Benzyl -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、80℃、6 時間反応させた。反応終了後、2N の塩酸により反応溶液を中和後、吸引ろ過

し、得られたポリマーを十分にイオン交換水、メタノールで洗浄後、目的物（4）を得た。 

 
 
 
＜修飾シクロデキストリンポリマーの合成法 非晶質ケイ酸非含有＞ 
水酸化ナトリウム水溶液に Benzyl -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、中世になるまで十分に水で洗浄し、メタノール

で洗浄し。非晶質ケイ酸を含まない、目的物（5）得た。。 

 
 
 
 
 
  

― 116 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

×350 100 µm 

(a)
あ

50 µm ×1000 

(b) 

図 2  SEM images of 4. 

×1000 50 µm 

(b) 

×300 100 µm 

(a) 

図 3 SEM images of 5. 

（熱重量測定-示差熱分析 (TG-DTA)） 
ポリマー4 と 5 における TG-DTA 測定の結果より、ポリマー4、5 はともにおよそ 300℃付近よりポ

リマー燃焼による重量減少が確認された。最終的にポリマー4 では約 60％、ポリマー5 では 100％の

重量減少が観察された。この結果より、ポリマー4 は約 60％の有機物と約 40％の無機物（非晶質ケ

イ酸）から成る複合体であり、ポリマー5は有機物のみから構成されることが明らかとなった。 
 
 
 
（走査型電子顕微鏡(SEM)による表面観察およびスペクトル解析） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ポリマー4、5の SEM像を、それぞれ図 2、図 3に示す。 
ポリマー4 は、比較的粒子が細かく、直径は 50 µm 程度の凹凸のある形状である(図 2) 。また、表面

スペクトル解析からは、有機分子由来の Cと O、S、非晶質ケイ酸由来の Siが検出された。 

ポリマー5 は Fig. 6(a)に示したように、表面は非常に滑らかな楕円形のビーズ状をしている。 (a)のよ

うなビーズ状 CDP の断面を図 3(b) に示す。滑らかではあるが、比較的大きな窪みが多数存在してい

ることが判明した。表面スペクトル解析ではポリマー4 と比較して非晶質ケイ由来の Siのみが検出さ

れないことも確認できた。 
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（窒素吸着量の測定および BET式による物性観測） 
 ポリマー4、5 の窒素吸着量の測定結果から、ポリマー4 は低圧部に立ち上がりのあるⅡ型の吸着等

温線を示し、約 17 mL/g の吸着が確認された。いる。一方、ポリマー5 はⅢ型の吸着等温線を示し、

約 1 mL/gとほとんど吸着しないことが明らかになった。また、ポリマー4の窒素吸着量のデータから

BET-plotから、BET式を導き、窒素 BET比表面積、全細孔容積および平均細孔直径を算出したところ、

比表面積は約 7.93 m2／g、全細孔容積は 1.67×10－2 cm2／g、平均細孔直径は 8.42 nmであった。 
 
（二酸化炭素吸着量の測定） 
ポリマー4、5の二酸化炭素の吸着量の測定結果を図 4に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4  Adsorption isotherms of CO2 for 4 and 5 
 
ポリマー4はⅡ型の吸着等温線を示し、最終的に約 12 mL/gの吸着が観察された。一方でポリマー5は、

段階的な吸着特性を示したが、吸着量は少なく約 4 mL/g であった。この結果は窒素吸着の場合と類

似した結果であるとことから、ポリマー表面の細孔が吸着能に影響を及ぼしていることが示唆された。 
さらに、水素ガスの吸着も検討を行ったが、両方とも吸着特性は示さなかった。これらの結果より、

ポリマー4 の細孔は二酸化炭素ガスの吸着に適しているが、水素ガスには大き過ぎるため、吸着能を

示さないものと考えられる。ポリマー5 では窒素ガス吸着からの結果では細孔は観察されず、二酸化

炭素、水素ともに吸着能を示さないことから、ポリマー表面には細孔が見られないものと推測される。 
 
（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 
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研究内容 
鉄鋼製錬では多量のスラグ（酸化物融体）が発生し、年間数千万トンにも達する。スラグ中にはレアメ

タルが含有されており、その発生量を勘案するとスラグ中からレアメタルを回収することは非常に有用で

ある。本研究では、スラグ中のレアメタル（特に希土類）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。また、Ndは Calcium phosphate相(C3P

相)中の拡散速度と Magnesio wustite相(MW相)中の Ndの拡散速度との差は約 4倍もあり、Ndは MW相より

も C3P相中に拡散しやすいことを見出した。さらに、1300℃および 1400℃における拡散係数と Nd濃度の関

係から、Ndが高濃度および低濃度域において拡散係数が大きくなる傾向を見出した。本研究ではスラグ相

への Smの拡散実験を行い、特に中間化合物生成が拡散に及ぼす影響について調査した。 

その結果、中間相に向けての Smの相互拡散係数は C3P相よりも MW相が大きく、温度が低い方が大きい

という結果が得られた。中間相中の Smの相互拡散係数は MW相よりも C3P相の方が大きいことが見出され

た。これは、中間相中の P2O5が Sm酸化物活量を低下させることにより拡散が起りやすくなったため C3P相

の方が大きくなったと考えられる。また、中間相の層の厚さは、時間経過と温度上昇に伴い大きくなる傾

素材製造プロセスを利用した廃棄物中有価金属の回収に

関する研究開発 

高 崎 康 志 ・ 井 上 亮  

 (大学院国際資源学研究科) 
yas-tksk@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要： レアメタルは工業のビタミンといわれており様々な産業において重要な元素

である。例えば希土類元素は、モーター関連製品のエネルギー効率を飛躍的に上昇

させる強力磁石の必須原料である。しかしそれらのリサイクル率は低く、資源セキ

ュリティの面からも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： 
本研究は、鉄鋼製錬プロセスを利用したレアメタルの回収である。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、実験室 
レベルの研究が多く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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向が見られた。C3P相は Sm3+と P5+が置換反応を起こし MW相では Sm3+と Mg2+が置換反応を起こすと考えられ、

いずれも置換反応を媒介にして拡散が進む置換型拡散と考察した。 
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■今年度の研究成果 

主要な研究テーマを以下に示す。 

(1) 高効率・高出力モーターに資する世界最強磁石の開発（NEDO エネルギー・環境新技術先導プロ

グラム 未踏チャレンジ２０５０） 
・FeCo 基合金薄膜への第三元素添加による格子歪みの導入と一軸磁気異方性の評価 

(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） 
・電子線リソグラフィー及びイオン照射を用いたナノスケール微細加工と保磁力評価 

 以降は、主に上記(1)の成果についてスライド形式で示す。 

基合金への格子歪の導入による超高性能磁石の開発

長 谷 川  崇  

 (理工学研究科 材料理工学コース) 
takashi@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：近年、モーターや磁気ストレージに関連したエネルギー消費量の増大が課題になって

いる。これらの省エネのカギは永久磁石の高性能化である。FeCo 基合金は、原子レベルで

格子歪みを導入することで、現在世界最強のネオジウム磁石を超える磁石材料となり得るこ

とが、2004 年にスウェーデンの理論計算グループにより予測された。そこで本研究では、

実験的に FeCo への格子歪の導入を試み、磁石特性を評価する。具体的には、FeCo 基合金薄

膜を成膜し、電子線リソグラフィー技術でナノスケールに微細化し、磁気特性のサイズ依存

性や保磁力機構の解明などを行う。 

キーワード：ハード磁性材料，真空成膜，ナノテク，結晶格子エンジニアリング  

実用性： 

薄膜材料の結晶構造制御（結晶格子エンジニアリング）やナノスケール微細加工（ナノテ

ク）は、新素材・機能性材料を開発しようとする産業界にとってのキーテクノロジーである。

以下に具体的な応用例と実用性を示す。 
(1) 永久磁石（モーター等） 
 FeCo 基合金は、現在最強のネオジウム磁石の 2 倍の磁石特性を有することが理論予測されて

いるため、もし実用化すれば、今の 2 倍の性能のモーターが実現し、今の 2 倍のパワーや発電

効率を有する電気自動車やジェネレーターが実現すると期待される。 
(2) 電子デバイス（磁気ストレージ等） 
 各データセンターでは数万台の HDD や磁気テープが連続稼働しており、消費電力が非常に

大きい。もし HDD 一台当りの記録密度を向上できれば、その余剰容量相当分の HDD 台数を減

じることができる。記録密度は永久磁石特性に依存する。そのため FeCo 基合金は、次世代の

高密度 HDD、磁気テープに資することが期待される。 
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1

1

従来技術とその問題点

現在市販されている最高性能の永久磁石は
ネオジウム磁石であるが、以下の問題点が
挙げられる。

(1) レアアース（Nd, Dy）を含有する

(2) キュリー温度が低い

(1)は元素戦略の観点から問題がある。(2)は
モーター⽤途で高温時の性能劣化に繋がる。

2

新技術の特徴・従来技術との比較

• 従来技術の問題点(1)を解決するレア
アースフリーを実現できる。

• 従来技術の問題点(2)のキュリー温度が
２倍程度向上することが期待される。

• 従来技術の磁石性能が２倍程度向上する
ことが期待される。

3

新技術の特徴・従来技術との比較

※calculation

4

想定される用途

• 高性能な永久磁石型モーター
• 高記録密度な磁気記録媒体
• 高感度な磁気センサー
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2

5

実用化に向けた課題

• 本技術の現時点での課題は、バルク化技術
の確⽴である。

• 薄膜状態では高性能であることが分かって
いるので、磁気記録媒体や磁気センサー等
の⽤途であれば、バルク化技術の確⽴を待
つ必要はなく、すぐに応⽤研究に移ること
が可能と思われる。

6

実用化に向けた課題

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

c/
a

FeCo thickness (nm)

●(XRD)
○(TEM)

c/a = 1.0 (bcc)c/a = 1.41 (fcc)

bcc

fcc
a
c

バルク

7

本技術に関する知的財産権

•発明の名称︓硬質磁性材料
•出願番号 ︓特願2017-73008
•出願人 ︓秋⽥⼤学
•発明者 ︓⻑⾕川崇
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  キーワード：Niアルミナイド，耐酸化性，コーティング，溶融塩電析

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

【緒言】 

 我が国では，超〃臨界圧発電を推し進めるため，1000K以上の高温環境下で使用可能な Fe基耐熱合金の

開発が進められている(1)。Fe基合金は高温環境での耐酸化性が悪いため，この合金の耐酸化性の付与には

コーティングが有効な手段となる。 

 当研究室では，耐酸化性の悪い耐熱金属であるNb-W合金やTiAlに対し，簡便なコーティング法である

電析法によりNiアルミナイド/ Ni 2層コーティングを作製し，このコーティングがこれらの合金に対し高

い耐酸化性を付与することを報告してきた(2), (3)。本研究では，Fe基合金のベース金属である Feを基材試

料とし，この上に電析法によりNiアルミナイド/Ni 2層コーティングを作製し，1173 Kの大気中で耐サイク

ル酸化性を調べた。 

 

【実験方法】 

Niアルミナイド/Ni 2層コーティングの作製は，NiとAlの 2段階電析により行った。まず，初めに Fe基
材上にNi電析を行った。Ni電析はワット浴（323 K）を用い，定電流電解により行った。電析時間を 3.0～
7.2 ksとし，電流密度を20	mA/cm�とした．次いでNi膜上にAl電析を行った。Al電析は等モル組成の

NaCl-KClに3.5	mol%のAlF�を添加した溶融塩を電解浴（1173 K）とし，定電位分極により行った。電析時

間を 3.6  ksとし，分極電位を－1.4 V（vs. Ag/Ag+）とした。コーティング試料のサイクル酸化試験は，

1173Kの大気下で行った。1サイクルを 3.6  ksとし，これを 100サイクルまで行った。酸化試験前後の試料

断面は SEM，EPMAにより観察，分析を行った。 
 

電析法によるFe上へのNiアルミナイド/Ni       

2層コーティングの作製と耐高温酸化性 

                                                                                 内田祥太，佐藤菜花，福本倫久，原 基 

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

 

概要： Fe 基耐熱合金のベース金属である Fe を基材試料とし，この上に水溶液を媒体

とした Ni の電析と高温溶融塩を媒体とした Al の電析により Ni アルミナイド/ Ni 2 層

コーティングを作製し，この試料の耐酸化性を調べた。中間層として Ni 層を挿入

し，この層を厚くすることにより，コーティングの耐酸化性が向上することがわか

った。これは，コーティング層中におけるクラック生成の抑制やコーティングの基

材に対する密着性の向上に因る。 

独自性・実用性： 
発電機器では，1000 K以上の高温環境で使用可能な Fe基耐熱合金の開発が求められて 
いる。Fe基耐熱合金は高温環境での耐酸化性が悪いため，この合金の耐酸化性の付与 
にはコーティングが有効な手段となる。工業的な耐酸化コーティングは溶射法により 
行われているが，溶射法は装置が高価でランニングコストも高い。本研究では耐酸化性 
の高いNiアルミナイドのコーティングを非常に安価な電析法により行った。Niアルミナ 
イドの主要元素であるAlは，工業的に行われる水容液を媒体とした電析法では電析しな 
い。本研究の独自性は，溶融塩を媒体とした電析法でAlの電析を行ったことである。 
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【結果】 

 図 1に，Fe基材上にNi電析を 3.0 ks行った後Al電析を 3.6 ks行うことにより作製したNiアルミナイ

ド単層コーティングの断面（反射電子線像）と EPMA によるライン分析結果を示す。Fe 基材上に Ni2Al3
相から成る厚さ約 40μmのNiアルミナイド単層コーティングの形成が認められる。 
 図 2に，Fe基材上にNi電析を 5.4 ks（a）および7.2 ks（b）行った後Al電析を 3.6 ks行うことにより

作製したNiアルミナイド/ Ni 2層コーティングの断面（反射電子線像）とライン分析結果を示す。両試料

とも厚さ約 40μm の Ni アルミナイド（Ni2Al3）層が形成され，その内側に厚さがそれぞれ約 10μm およ

び 20μmのNi層が形成された。このように，Ni電析時間を長くすることによりNiアルミナイド/ Ni 2層

コーティングが形成されることが確認された。 
 図 3に，Niアルミナイド単層コーティング試料のサイクル酸化試験における酸化増量曲線を示す。比較

のために同じ条件で行った純 Fe の結果も合わせて示す。純 Fe が試験の初期より著しく酸化増量が増大す

るのに対し，Ni アルミナイド単層コーティング試料の酸化増量はきわめて小さい。しかし，この試料でも

縦軸を拡大するとサイクル数の増加とともに酸化増量が増加していることがわかる。 
 図 4に，Niアルミナイド/ Ni 2層コーティング試料のサイクル酸化試験における酸化増量曲線を示す。

比較のために図 3 に示した単層コーティング試料の結果も合わせて示す。2 層コーティング試料の酸化増

量は単層コーティング試料よりも小さいことがわかる。また，2層コーティング試料でも Ni電析時間が長

いほど酸化増量が小さくなった。 
 図 5 に，単層コーティング試料（a）と 2 層コーティング試料（Ni 電析時間 7.2 ks）（b）の 50 サイク

ル酸化試験後の断面の反射電子線像とライン分析結果を示す。単層コーティング試料では，コーティング

層中にコーティング/ 基材界面に対し垂直なクラックが観察され，コーティング層/ Fe基材界面部に酸化物

の形成が認められた。このようなクラックは，サイクル酸化試験の温度低下時において熱応力によりコー

ティング層に引っ張り応力がかかり生じたものと推察される。また，コーティング層/ Fe 基材界面部にお

ける酸化は，コーティング層中のクラックを通って酸素ガスが拡散し，界面部の酸素分圧が上がることに

より生じたものと考えられる。一方，2 層コーティング試料では，コーティング層中にクラックが発生し

ておらず，界面部で酸化は認められなかった。 
  2 層コーティング試料においてコーティング層中にクラックが生じない理由を検討するために，図 6 に

Ni-Al-Fe 3 元状態図（1173 K）中に 2層コーティング試料の 50サイクル酸化試験後のコーティング層の化

学組成パスを示す。コーティング層は表面には NiAl 相が生成し，内部に向かうに従って Al 濃度を低下さ

せ，最終的にコーティング層は基材FeとNi層の相互拡散相であるFe-Ni合金と界面をもつ。Niアルミナ

イドの熱膨張係数とFe-Ni合金の熱膨張係数の差は小さく（NiAl：19.5×10－6 K－1，Fe-Ni合金：15.5×10
－6 K－1），サイクル酸化試験における温度低下時に発生する熱応力は小さいことが推察される。このため，

2 層コーティング試料ではサイクル酸化過程でコーティング層中にクラックが形成されず，高い耐酸化性

を維持したと考えられる。 
 
【結言】 

Fe に高い耐酸化性を付与するために簡便な電析法により Ni アルミナイド/ Ni 層コーティングの作製を

行い， 1173 Kの大気下におけるサイクル酸化挙動を調べた。得られた結果は以下のとおりである。 
(1) 水溶液を媒体としたNi電析後，溶融塩を媒体としたAl電析によりNiアルミナイド/ Ni 2層コーティン

グをFe基材上に作製することができた。 
(2) Niアルミナイド/ Ni 2層コーティングを施したFe試料はきわめて高い耐サイクル酸化性を示した。 
(3)サイクル酸化試験後の断面観察により，Niアルミナイド/ Ni 2層コーティングはクラックを含まず，Fe
基材との密着性が高いことがわかった。 
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図 1 Fe上に作製したNiアルミナイド単層コーティングの断面写真とライン分析結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2  Fe上に作製したNiアルミナイド/ Ni 2層コーティングの断面写真とライン分析結果

（（a）Ni電析時間：5.4 ks，（b）Ni電析時間：7.2 ks） 
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図 3  Niアルミナイド単層コーティング試料の 1173 K，大気中におけるサイクル酸化試験 

結果（比較のために純 Feの結果を合わせて示す） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4    Niアルミナイド/ Ni 2層コーティング試料（Ni電析時間：5.4 ksおよび 7.2 ks）の 1173 K， 

大気中におけるサイクル酸化試験結果（比較のために単層コーティング試料の結果を 

合わせて示す） 
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図 5  Niアルミナイド単層コーティング試料（（a））とNiアルミナイド/ Ni 2層コーティン

グ試料（（b））のサイクル酸化試験 50サイクル後の断面写真とライン分析結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 6   Niアルミナイド/ Ni 2層コーティングのサイクル酸化試験 50サイクル後における 

組成パス 
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組織・構造制御による次世代型超軽量マグネシウム  

合金の創製 

齋 藤 嘉 一 ， 内 山 佳 彦 ， 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：本研究では，マグネシウム製構造材料の課題である高温強度の改善指

針を得るため，室温から 300℃までの各種温度での Mg-Y-Zn 過飽和固溶体合金

の機械的性質と転位構造の調査を通して，拡張転位上の Y と Zn の偏析による

転位運動への効果を調べることを目的とした。特に Mg-1at%Y-0.5at%Zn 合金

の 300℃圧縮試験から得られた応力－ひずみ曲線によれば，加熱に伴う応力減

少が異例に小さいまま加工硬化を続けるとともに，転位と溶質との相互作用を

反映するとみられる応力振動も観測された。また，HAADF-STEM 観察の結果

によれば，3 元系固溶体の 300℃圧縮材においてのみ，加工で生じた多数の拡張

転位が，明るい線状ｺﾝﾄﾗｽﾄを伴って識別され，300℃での底面すべりに伴って

Suzuki 効果が活性化した証拠と解釈された。 

 

キーワード：マグネシウム合金，組織・構造制御，走査透過型電子顕微鏡  

          

独自性・実用性： 
CO2 排出量の規制強化に伴って車両構造体の軽量化が強く要望される中，これに貢献する材

料としてﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)に対する期待が年々高まっている。Mg 製構造部材の，特に自動車のｴﾝｼﾞﾝ

周辺部品への採用を促進するためには，Mg の課題の一つである耐熱性不足，つまり中高温域

（100～300℃）での機械的性質の改善が必須である。本研究の目的は，希土類金属（RE）を含む

Mg 合金の高温塑性，特に原子拡散を伴うすべり変形に関する情報を集め，HCP 構造の底面お

よび非底面上で活動する a-転位と溶質偏析との相互作用とその機械的性質への影響を明らか

にすることである。そこで，高温強度の改善作用をもつ元素として Y もしくは Zn のいずれかを単

独添加あるいは複合添加した Mg 基希薄固溶体を試験対象に中高温域での圧縮変形挙動を

評価する。このとき，新しい顕微鏡技術である HAADF-STEM 法を駆使し，高温変形で発現

する拡張転位上の溶質偏析の実態を直接的に検証し，その知見を Mg の耐熱強化に向けた

新合金設計に応用することを目指す。 
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主要な成果を「交番磁気力顕微鏡における超常磁性探針を用いた磁気イメージングの進展」と題して

まとめた次項以降に示す。  

 

「希土類磁石の交流磁場応答性の能動的な磁気イメージング」については、博士研究員の Zhao Yue 氏

の記載箇所でも示す。 

 

「磁気記録ヘッドから発生する交流磁場エネルギーの磁気イメージング」については、博士研究員の

Paritosh Dubey氏の記載箇所でも示す。 

 

なお、高磁化率・超常磁性磁気力顕微鏡探針の開発は、本学の吉村哲・教授との共同研究の成果である。 

 

 

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 

齊藤  準 
hsaito@gipc.akita-u.ac.jp 

 
概要：交番磁気力顕微鏡技術（日米欧で基本特許を保有）をベースとして、先端磁性材料・

磁気デバイスの微細な磁区構造の観察・解析に係わる研究開発の現場からのニーズを背景

に、高空間分解能・磁気イメージングシステムの更なる性能向上を図り、先端磁性材料・磁

気デバイスの評価を行っている。平成 30 年度は、開発した高磁化率・超常磁性磁気力顕微鏡

探針を用いることで可能になる、1）希土類磁石の交流磁場応答性の能動的な磁気イメージン

グ、１）磁気記録ヘッドから発生する交流磁場エネルギーの磁気イメージング、を提案しこ

の有効性を実証した。 
 
キーワード：磁気イメージング、磁気力顕微鏡、磁性探針、磁性材料、磁気デバイス  

独自性・実用性： 
独自性：交番磁気力顕微鏡は本学が開発した独自技術であり、専用の磁性探針等を含め、群特許化を進め

ている。実用性：大気雰囲気においても高い空間分解能が得られる。発展性：直流磁場から交流磁場まで

磁性探針を選択することで計測可能である。観察試料の受動的な計測から磁場応答性を含めた能動的な計

測を行うことができる。（交番磁気力顕微鏡の開発は、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）当該技術は、次世代高性能磁性材料及び磁

気デバイスの研究開発のスピードアップに有用となる。 
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Simultaneous magnetic field imaging of reversible and irreversible 
magnetization for permanent magnets by alternating magnetic force 
microscopy 
 

Yue Zhao1, Yongze Cao1, Satoru Yoshimura2, and Hitoshi Saito2 

(1Regional Innovation Center, Akita University; 2Graduate School of Engineering Science, Akita University) 

zhao_yue@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：  The magnetic imaging with conventional magnetic force microscopy (MFM) is 
based on the static magnetic force between tip and sample with an 
optical-beam-deflection force detector. So, for MFM, it is not possible that directly 
detecting the irreversible magnetic parts (DC magnetic field) and reversible magnetic 
parts (AC magnetic field) in the same magnetic sample. Here, we present a new 
alternating magnetic force microscopy (A-MFM) with Co-GdOx superparamagnetic 
tips made by ourselves and report the simultaneous unidirectional DC magnetic field 
and AC magnetic field measurements of the polished c -plane hard Sr ferrite sample at 
the different distances between tip and sample. The technique can correctly distribute 
the hard and soft magnetic regions of hard Sr ferrite, detect the intensity of DC and AC 
magnetic fields, and identify the polarity of DC magnetic field of hard Sr ferrite 
sample. A-MFM opens up the possibility for directly evaluating the microstructure 
homogeneous or magnetic homogenous of magnetic materials, and offer help for 
further development of high performance magnets. 

 

キーワード：  superparamagnetic tip, hard Sr ferrite, alternating magnetic force 
microscopy (A-MFM), dynamic magnetic force. 

実用性： 
1. DC and AC magnetic fields observation at the same time even at c plane surface of hard 

Sr ferrite, had been developed by alternating magnetic force microscopy (A-MFM) by 
using our developed sensitive superparamagnetic Co-GdOx tip. 

2. The method is effective to reveal the reversible and irreversible magnetization process of 
local grains, and distinguish relative soft and hard magnetic grains. 
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Ⅰ. INTRODUCTION 

Magnetic force microscopy has been developed as a powerful scanning probe technique to observe the magnetic 

domain structure with high spatial resolution at the surface of micro- or nanoscaled samples [1-5]. Magnetic images are 

acquired by an optical-beam-deflection force detector to map the interactive force between the scanning magnetic probe 

and the static magnetic stray field close to the surface of sample. So, the conventional MFM is unable to detect the AC 

magnetic field from the recording head of HDD or point out the soft magnetic regions of magnetic sample [6, 7]. In 

addition, most the conventional MFMs uses a two-passage method, where first tapping mode to measure the topography 

and subsequently the tip lifted off the surface to record the magnetic signal, as called tapping-lift mode [8, 9]. However, 

the only one-time lift height is not enough to research distribution of magnetic field in a large 3-dimensional (3-D) 

space. So, the conventional MFM is very difficult to give an accurate magnetic domain structure with different lift 

heights in the same place of topography [10, 11]. 

In the hard disk storage industry, it is of significance and interest to experimentally measure the real AC magnetic 

field distribution of the recording heads, as these provide valuable information for head design and analysis. In the 

hybrid permanent magnet industry, in order to achieve the purpose of high magnetic energy, many permanent magnets 

include soft magnetic phase and hard magnetic phase. Here, soft magnetic phase can provide the high saturation 

magnetic moment, and hard magnetic phase can provide the high coercivity. The distribution of soft/hard magnetic 

phases is very important determinant coefficient for magnetic properties. In additions, the magnetic field measurement 

in a large 3-D space is very useful for us to know the magnetic field real distribution of magnetic devices such as a 

magnetic recording media and a magnetic head, and magnetic materials. Therefore, the AC and DC magmatic fields 

simultaneous measurement in a large 3-D space is extremely desired. 

For the above problems, we developed the alternating magnetic force (A-MFM) microscopy with Co-GdOx 

superparamagnetic (SP) tips [12-14] to simultaneous observe the reversible (AC magnetic field) and irreversible (DC 

magnetic field) magnetic domain structures of hard Sr ferrite with different tip and sample distances. 

Ⅱ. EXPERIMENTS 

Fig.1 shows the schematic diagram of alternating magnetic force microscopy for DC and AC magnetic fields 

measurement based on a conventional L-trace II (Hitachi High-Tech. Sci. Ltd.) scanning probe microscopy. Here the z 

direction is normal to the sample holder and the direction of tip oscillation. A homogeneous AC magnetic field 

Hz
accos(ωt) (the frequency is 89 Hz, the amplitude is 800Oe (zero to peak amplitude)) is applied to a Co-GdOx SP tip in 
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the z direction and generates periodically changing tip moment Mz
accos(ωt). The interactive force between the tip 

moment and magnetic field from a sample causes the change of effective spring constant of a cantilever. Frequency 

modulated cantilever oscillation occurs in the following equations.  

        (1) 

Where m is the effective mass of the tip, γ is the damping factor of the oscillation, k0 is the intrinsic spring constant 

of the cantilever, Δk0cos(ωmt)+ Δk1cos(2ωmt)= Δkeff(t) is the periodical change of the effective spring constant of the 

cantilever with an amplitude of Δk0 and Δk1 corresponding to the frequency of ωm and 2ωm, z is the displacement of the 

tip in the perpendicular direction with respect to a sample surface, F0cos(ω0t) is the oscillating force of the cantilever 

with an amplitude of F0 and a frequency of ω0.  

  The periodical change of the effective spring constant of the cantilever is 

    (2)  

Here,  is the DC magnetic field of sample in z direction,  is the AC magnetic field of sample in z direction, 

and  is the AC magnetic field of external AC current coil. 

When Δk0, Δk1<< k0 (in Eq. (1)), the solution that frequency modulation generates in the cantilever oscillation is 

obtained by solving Eq. (1). 

              (3) 

So, simultaneous detecting the DC magnetic field images of Hzs
dc with ωm frequency signal and the AC magnetic 

field Hzs
ac with 2ωm frequency signal becomes possible. The A-MFM in phase X image with signed field intensity (X; in 

phase output of lock-in) and A-MFM amplitude R image with field polarity (𝛳𝛳; phase output of lock-in) with ωm and 

2ωm frequency, can be obtained by a lock-in amplifier (LI5640 NF Corporation) using frequency demodulated output of 

a PLL (easyPLL, Nanosurf®) by using the tapping-multiply lifts points mode, which will be discussed below. We were 

successful to simultaneous observe the DC and AC magnetic field from the polished c plane hard Sr ferrite sample in air 

atmosphere by using the Co-GdOx SP tip at the different tip-sample distances.  

In addition, for the purpose of measuring both surface topography and magnetic field in the sample place, we 

developed a new scanning software with many lift points above one position of topography. During operation, first 

measuring the topography (tapping) at a pixel position, after tapping, tip was lifted off the surface of sample by the 

same height between the adjacent lift points. The total lift points number can be set, and the wait time of every lift point 
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can be set as the same value. Then, after measuring the magnetic signal, the probe returns to the surface and moves to 

the next pixel to measures with the same step as the previous pixel. In this experiment, the total lift point number was 

set as 32, and the wait time was set as 20 ms. The oscillational amplitude of lift points is 20% of that of tapping point at 

every pixel. 

 
Fig.1. Schematic diagram of A-MFM with SP tips for DC and AC magnetic fields measurement of magnetic materials 

Ⅲ. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

 
Fig. 2. (a) in plane hysteresis loops of Co-GdOx films with 100 nm thickness at 300 K at the range 20 kOe, and the inset figure is the 

range of 500 Oe, (b) AFM topography image 
 

The homemade superparamagnetic tips had been prepared by co-sputtering of Co and Gd2O3 onto a 

commercial AFM tip (SI-DF40, Seiko Instruments Inc.), with Ar-1 Pa. The Si tips was rotated during sputtering to 

prevent uneven deposition of thin film on one side of the tip. The Fig.2 (a) and its inset figure show the in plane 

M-H curves of Co-GdOx films with 100 nm thickness. It shows that films possess superparamagnetic feature and 

in-plane initial susceptibility is 1.18 × 10-5 H/m. The average grain size and root-mean-square (rms) of surface 

roughness of Co-GdOx films with 100 nm are 20.4 nm and 0.83 nm, respectively in Fig.2 (b). And the grain size is 

relative homogeneous. The value of ω0 of the cantilever with the prepared MFM tip was about 300 kHz and the 
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value of the resonance quality factor Q was about 450. In this study, the sample is a c-plane hard Sr ferrite 

(1×1×1 mm3) and its grain size, coercivity (Hc) and remanence ratio (Mr/Ms) are about 1 µm, 2.8 kOe and 0.97, 

respectively. 

 

 
Fig.3. A set of A-MFM in phase X images with 𝜔𝜔m signal (a) and the A-MFM amplitude R images with 2𝜔𝜔m signal (c) of polished 

ferrite with Co-GdOx SP tips at different tip-sample (T-S) distances from 574 nm to 8794 nm. (b), (d) are the line profiles of (a), (c) 

at the same positions, respectively. 

 

  In Fig.3 (a), (1)-(12) show a set of A-MFM in phase X images with ωm signal of polished ferrite sample with 

Co-GdOx SP tips at different tip-sample (T-S) distances from 574 nm to 8794 nm. Here, the A-MFM in phase X 

image reveal information about not only the perpendicular DC magnetic field ( ) intensity of hard Sr ferrite 

sample but also the magnetic field direction (upward and downward). In Fig.3 (b), the line profiles are according 

to the A-MFM in phase X images in Fig.3 (a) at the different T-S distances, and the zero value positions of  

can be clearly shown. The direction of the plus intensity of  can be thought as upward direction, and the 

direction of the negative intensity of  can be thought as downward direction. These line profiles show that the 

magnetic field intensity fast decreases with decreasing the tip-sample distance. Above the 3040 nm of T-S, the 
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 has already become very weak, and at the 8794 nm of T-S, the  is nearly zero value. However, the 

directions of on some positions changes with increasing T-S distance. It is because that at near sample 

surface, the interactive force between tip and sample is mainly effected by the surface magnetic charges. When 

increasing the T-S distance, the interaction force will be mainly effected by the magnetic charges inside hard Sr 

ferrite sample. And it can be seen in Fig.4 (a). Fig.4 (a) shows schematic of  magnetic field distribution of 

polished hard Sr ferrite sample. In Fig.3 (c), (1)-(12) show a set of A-MFM amplitude R images with 2 ωm signal 

of polished hard Sr ferrite sample with Co-GdOx SP tips at different tip-sample (T-S) distances from 574 nm to 

8794 nm. It clear shows that the AC magnetic field of sample decreasing with increasing the T-S distance. In Fig.3 

(d), the line profiles are according to the A-MFM amplitude R images in Fig.3 (c) at the different T-S distances, 

the amplitude of AC magnetic field fast decreases with increasing the T-S distances. Finally, the amplitude tends 

to a constant value (Intensity-TC). The Intensity-TC value responds the interactive force between tip and the 

external AC current coil, while the intensity of AC magnetic field from hard Sr ferrite sample is nearly zero. 

Below 1396 nm of T-S, the amplitude of AC magnetic field of the side areas of reversible grains is low than the 

Intensity-TC. It is because that the AC magnetic field of side areas from the reversible grains (soft magnetic grain) 

is all the time opposite to AC magnetic field from the external AC current coil. And it can be seen in Fig.4 (b). 

Fig.4 (b) shows the AC magnetic field distribution of reversible soft magnetic grain changes with the external AC 

magnetic field in a period time. 

 
Fig.4. (a) Schematic of DC magnetic field distribution of polished ferrite sample, (b) the changed magnetized statement of soft 

magnetic grain of polished ferrite sample with external AC magnetic field (frequency is 89 Hz, amplitude is 800Oe (zero to peak 

intensity)) 
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Ⅳ. CONCLUSIONS 

Novel magnetic imaging method, which enables precise DC and AC magnetic field observation at the same 

time at c plane surface of hard Sr ferrite, had been developed by alternating magnetic force microscopy (A-MFM) 

by using our developed sensitive superparamagnetic Co-GdOx tip. The method is effective to reveal the reversible 

and irreversible magnetization process of local grains, and distinguish relative soft and hard magnetic grains. 

 
ACKNOWLEDGMENT — The A-MFM measurement system was developed by the support JST/SENTAN.  
 
References 

[1] Li Z H，Li X 2014 Acta Phys. Sin. 63 178503 

[2] Shinjo T, OKuno T, Hassdorf R, Shigeto K, Ono T 2000 Science 289 930 

[3] Schwarz A, Bode M, Wiesendanger R Scanning Probe Techniques: MFM and SP-MFM (Apress, 2007) 

[4] Schwarz A, Wiesendanger R 2008 Nano today 3 28 

[5] Koblischka M R, Hartmann U 2003 Ultramicroscopy 97 103 

[6] Rice P, Moreland J, Wadas A 1994 J. Appl. Phys. 75 6878 

[7] Liou S H, Yao Y D 1998 J. Magn. Magn. Mater. 190 130 

[8] Martin Y, Wickramasinghe H K 1987 Appl. Phys. Lett. 50 1455  

[9] Hartmann U 1999 Annu. Rev. Mater. Sci. 29 53 

[10] Nenadovic M, Strbac S, Rakocevic Z 2010 Appl. Surf. Sci. 256 1652 

[11] Obara G, Sakurai T, Ono O 2019 IEEE T. Magn. 55 6500504 

[12] Cao Y Z, Kumar P, Zhao Y, Yoshimura S, Saito H 2018 Appl. Phys. Lett. 112 223103 

[13] Cao Y Z, Nakayama S, Kumar P, Zhao Y, Kinoshita Y, Yoshimura S, Saito H 2018 Nanotechnology 29 

305502 

[14] Cao Y Z, Kumar P, Zhao Y, Suzuki Y, Yoshimura S, Saito H 2018 J. Magn. Magn. Mater. 462 119 

 

― 144 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書  

Stroboscopic imaging of alternating magnetic field energy of a 
nano-sized triangular shaped perpendicular magnetic recording head 
using A-MFM technique 
 

Paritosh Dubey1, Hitoshi Saito2 

(1Regional Innovation Center, Akita University; 2Graduate School of Engineering Science, Akita University) 

pdubey@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：We demonstrated the stroboscopic imaging of the alternating current (ac) magnetic field 
energy of a triangular shaped perpendicular magnetic recording head by advanced alternating 
magnetic force microscopic technique. The imaging has been functionalized using a signal 
transformation algorithm of alternating magnetic force microscopy (A-MFM) data as generated 
with the help of superparamagnetic imaging tip. In the proposed algorithm, in-phase and 
out-of-phase signals of the ac magnetic field energy were used to characterize the magnetic 
response of the recording head with the applied head current. The presented study describes the 
current status of A-MFM technology, with attention to the feasibility of detecting the magnetic 
response of advanced nano-sized recording head and sketches very useful feedback for the 
development of advanced magnetic recording heads. 
 
 
キ ー ワ ー ド ：  Stroboscopic imaging, superparamagnetic tip, signal transfer 
algorithm, alternating magnetic force microscopy (A-MFM). 

実用性： 
1. The stroboscopic imaging method using A-MFM technique with the superparamagnetic 

imaging tip characterize and quantify the magnetic response of an advanced nano-sized 
recording head with precision. 

2. The proposed signal transfer algorithm of A-MFM data opens the possibility to detect 
magnetic moments of individual nanoparticles, and hence exhibit application in 
biological imaging. 

3. The stroboscopic analyses of a recording head using A-MFM is a replacement of 
micromagnetic simulation.   
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As the magnetic recording density in the hard disk drive is being pushed to its limit, the data storage 
industry is facing a number of challenges and issues1. In the magnetic recording technology, the 
ultrahigh areal density demands fueled the scaling of magnetic recording head size with a high and 
focused magnetic field energy. Therefore, a better and deep understanding of magnetic field energy 
dynamics from a nano-sized perpendicular magnetic recording (PMR) heads is significant for further 
design and development of the writing head. The proposed mathematical model to evaluate the writing 
field dynamics by A-MFM with superparamagnetic imaging tip can contribute to the development of 
nano-sized recording head with focused and symmetrical magnetic field energy distribution. Magnetic 
force microscopy (MFM) with superparamagnetic imaging tip is the most advanced scanning probe 
microscopy (SPM) techniques for imaging the dynamic magnetic field energy distribution with a high 
lateral resolution of approximately 10 nm in a static and alternating magnetic field energy2,3. 
 
The principle of the stroboscopic imaging of an alternating (AC) magnetic field energy is based on the 
phenomenon of alternating magnetic force microscopy (A-MFM). The A-MFM can detect alternating 
magnetic field energy using the phase information. For a perpendicular magnetic recording head, the 
magnetic moment of the head rotates near the head surface4, and the perpendicular component of the 

alternating magnetic field energy with respect to the head surface (𝑯𝑯𝒛𝒛
𝒉𝒉𝒆𝒆𝒂𝒂𝒅𝒅

) of the rotating magnetic 

moment consists of phase information with respect to the driving head current (AC)5–7. It has been 
assumed in the stroboscopic analyses by A-MFM technique that the head driving AC and the generated 
magnetic field are synchronized together in frequency and phase. In this work, by using the modulation 
lock-in technique, we considered the total phase shift of alternating magnetic field energy with respect 
to the generated head’s AC magnetic field and compensated the phase delay by adding an extra phase 
to the original phase image using the signal processing algorithm.  
 
The schematic diagram of used A-MFM measurement system is shown in Fig. 1. All the A-MFM 
measurements are performed on a conventional L-trace II (Hitachi High Tech. Sci.) scanning probe 
microscope in lift mode. In A-MFM the frequency modulation (FM) in cantilever oscillation caused by 
the periodic change of effective spring constant of the cantilever by applying an off-resonant alternating 
magnetic force to the tip by head field  
 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Schematic diagram of A-MFM system 
 

The cantilever is oscillated at its resonant frequency by the z-drive piezo element and gets modulated 
by the external AC magnetic field energy from the recording head (frequency, 89 Hz). A-MFM used a 
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phase-locked loop (PLL) and a lock-in amplifier (LA) to measure magnetic field energy. Here, the AC 
signal applied to the recording head is used as a reference to LA. The A-MFM measurement is carried 
out with Co0.43(GdOx)0.57 superparamagnetic (SP) tip having spring constant 20 N/m at different applied 
head currents. The MFM tip is prepared by depositing 100 nm Co0.43(GdOx)0.57 film onto the bare Si 
probe using magnetron sputtering. The Co0.43(GdOx)0.57 SP tip film deposited on the Si probe at the 
deposition rate of ~2.1 Å/sec by co-sputtering Co and Gd2O3 targets at a sputtering power of DC 130 W 
and RF 100 W, respectively, under the Ar pressure of 1.33Pa. The benefits of using superparamagnetic 
imaging tip with mathematical formulation have been explained in our previous articles2,7.   

The superparamagnetic tip images the topographic (Fig.1a), in-phase (Fig.1b) and out-of-phase (Fig.1c) 
images of the recording head of which amplitude (Fig.1d) and phase (Fig.1e) images generate using 
lock-in amplifier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 The various A-MFM signals images  

 
The way to compensate the phase delay is adjusting the extra phase to satisfy the condition that the 
in-phase signal at the center area of the main pole is the maximum, and the out-of-phase signal takes 
zero in the in-phase image. Because of the center area of the main pole is expected to have the only 
perpendicular component of alternating magnetic field energy with respect to the head surface. On the 
other hand, for the out-of-phase image, the in-phase signal at the center area of the main pole takes zero, 
and the out-of-phase signal is maximum. 
 
The mathematical formulation of exerted magnetic force on SP tip by head’s AC magnetic field is 
explained by following equations (1-9).  

The sinusoidal head magnetic field is  0 cos( )head ac
mt=H H      (1)

tip head=M H  (2)
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where ωm is the frequency of the head’s AC magnetic field.  
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Equation 5 is the mathematical form of the plotted in-phase and out-of-phase signals as shown in fig. 2 b 
and 2c.  

2 2 2 2
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   (9) 

 
We observed the following points from the further exploration of equation 5 as depicted in equations 6-9. 
1) the maximum and minimum intensities of 2ωm signal (magnetic field energy) is not corresponding to 
the maximum and minimum intensities of head’s AC magnetic field (of ωm frequency), and 2) the zero 
intensity of 2ωm signal is corresponding to the half of the maximum intensity of head’s AC magnetic field. 
Hence, there is a phase difference between the head’s AC magnetic field and plotted magnetic field 
energy signals with SP imaging tip. The equation 9 is showing that by adding extra phase to the 2ωm 
signal, we can detect this phase difference.  
 
In this study, the stroboscopic analysis method of AC magnetic field energy of triangular shape 
nano-sized (65 nm) recording head is proposed at three different lift heights as -20 nm, -25 nm and -28 
nm. The head current and its frequency were kept constant at 20 mA and 89 Hz respectively. The 
selected lift heights are frequently used for recording magnetic bit cell1. The stroboscopic analyses at 
three different lift height as -20 nm, -25 nm and -28 nm are shown in figures 3, 4 and 5 respectively. It 
has been observed that the maximum intensity of the head’s magnetic field energy or 2ωm signal is 
sinusoidally synchronized with the frequency of the applied AC magnetic field. However, the change in 
the head’s magnetic moment orientation (or magnetic field) is not synchronized with the head’s AC 
magnetic field energy gradient. A phase delay between the head’s AC magnetic field energy and 
applied AC to the head has been observed for -20 nm, -25 nm and -28 nm lift heights is +3 ,̊ -3  ̊ and 
+7  ̊ respectively. The figures 3c, 4c and 5c confirm the phase delay. The magnetic energy distribution 
as shown in figures 3a, and 4a are smooth and focused over the main pole area. However, magnetic 
energy distribution as shown in figure 5a is neither smooth nor focused over the main pole area which 
shows that the -28 nm lift height is not a suitable scan height for Co0.43(GdOx)0.57 SP imaging tip. The 
high sensitivity of the used super paramagnetic tip picked noise at a high-level during scanning 
magnetic energy distribution over the main pole area.  
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Figure 3: Stroboscopic analyses of the triangular shaped recording head at -20 nm lift heights: a) 
magnetic energy distribution over the main pole area for a full range of phase angle (0- 360 )̊, b) 
maximum intensity values over the main pole area for a full range of phase angle (0- 360 )̊ and c) 
maximum intensity values for the phase angles 175  ̊ to 185 ̊ .  

 
Figure 4: Stroboscopic analyses of the triangular shaped recording head at -25 nm lift heights: a) 
magnetic energy distribution over the main pole area for a full range of phase angle (0- 360 )̊, b) 
maximum intensity values over the main pole area for a full range of phase angle (0- 360 )̊ and c) 
maximum intensity values for the phase angles 175  ̊ to 185 ̊ .  
 

 
Figure 5: Stroboscopic analyses of the triangular shaped recording head at -28 nm lift heights: a) 
magnetic energy distribution over the main pole area for a full range of phase angle (0- 360 )̊, b) 
maximum intensity values over the main pole for a full range of phase angle (0- 360 ̊) and c) maximum 
intensity values for the phase angles 180  ̊ to 190  ̊ .  
 
In summary, we demonstrated the stroboscopic imaging of head’s AC magnetic field energy of a 
perpendicular magnetic writing head by our advanced A-MFM technique. A signal processing 
algorithm of the stroboscopic analyses for the perpendicular component of AC magnetic field energy 
concerning the head surface was proposed by varying the phase of in-phase and out-of-phase signals in 
A-MFM. It is demonstrated that the A-MFM method combined with the signal processing algorithm 
can effectively analyze the AC magnetic field energy of PMR head with varying time, which was 
caused by the magnetic rotation of a head magnetization around the main pole area. By taking 
advantage of this technique, the present method opens a possibility in the evaluation of magnetic 
performances of the advanced nano-sized recording head and is very crucial for head design and 
analysis. 
 
 
 
1 S.N. Piramanayagam and T.C. Chong, editors, Developments in Data Storage (John Wiley & Sons, 
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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 

吉 村  哲

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

 

概要：様々な磁気デバイス業界から、次々世代技術として強い要望のある磁化

の電界駆動技術に関して、申請者は近年、自身で作製に成功した強磁性・強誘

電薄膜を用いて、局所電界印加による磁化方向制御のデモンストレーションに

成功した。本材料を用いて開発を進めている磁気メモリおよび光磁気素子は、

現行のものに比較して、桁違いの低消費電力・超大容量・高精細、を実現でき

る可能性がある。平成３０年度は、強磁性・強誘電薄膜の新たな作製方法にお

ける、高品位な薄膜を作製できる成膜条件の要因検討、本薄膜の特長的な機能

性を初めて評価できる、現在構築中の新規な測定装置を完成させるために必要

な、薄膜の基礎物性の評価、などを行った。 

キーワード：強磁性・強誘電薄膜、磁化の電界駆動、磁気デバイス  
          
独自性 
電界印加で駆動する低消費電力かつ超大容量の磁気メモリについては、独自性の高 

い研究に注力支援している、JST 戦略創造研究推進事業さきがけ（H27-30 年度）に 
採択されており、本事業にて、強磁性・強誘電薄膜における、新たな作製方法の検 
討、高機能な材料の探索、デバイス駆動の検証、を行っている。 
実用性 
電界印加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、改良特許を３件保有。）、電界印加書込み型の新規な磁気メ 

モリ（特願 2015-126013）、の実現に向け、これまでの検討で作製に成功していた 
強磁性・強誘電特性を有する (Bi,Ba)FeO3薄膜において、RF スパッタリング成膜法 
に代えて、反応性パルス DC スパッタリング成膜法を用いて作製することにより、 
磁気特性において、これまで得られていた値に比較して 1.5 倍の飽和磁化や保磁力 
が得られ、マイクロメートルオーダーの局所電界を印加することにより、明瞭な強 
磁性ドメインの誘起が可能であることを確認し、電界書込み磁気記録の実用性を示 
した。また、置換元素によっては大きな磁気 Kerr 効果が得られ、電界駆動型の空間 
光変調器（特願 2016-69189 お よび特願 2016-69190）などの光デバイスへの応用に 
ついても実用性を示した。 
新技術の特徴 

強磁性・強誘電材料を用いた磁気メモリでは、現行のハードディスクドライブと 
比較して、超低消費電力駆動および書込み（1/100）、超大容量（100 倍）、簡略素 
子構造、貴金属フリー、などの特長を有している。 
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【2018年7月14日「21st ICM2018 〈San Francisco〉」でのポスター発表図面】

【Problems of (Bi,Ba)FeO3 thin films】

【In the present study】

Reduction of arc
and 

removal of charge

-600 V

+50 V

ON

OFF

Fabrication of highly qualified (Bi1-xBax)FeO3 multiferroic thin films by using a pulsed DC 
reactive sputtering method and demonstration of magnetization reversal by electric field

【Introduction】

Satoru Yoshimura1,2 ,  Munusamy Kuppan1

1 Graduate School of Engineering Science, Akita University, Japan
2 PRESTO (Sakigake), Strategic Basic Research Programs, JST, Japan  

【Previous study】

Magnetization reversal by electric-field (voltage)

Magnetic field, H Electric field, E

Magnetization, M Electric polarization, P

Magnetoelectric
effect

Multiferroic materials (ferromagnetism and ferroelectricity)

The merits of electric-field switching
・Power consumption for magnetization reversal : Low
・Structure of element : Simple
・Reversing ability (intensity of electric-field) : No limit

Examples of application to film devices

The Curie temperature,Tc is 400℃. (available for HDD media)

Domain structures of (Bi0.6Ba0.4)FeO3 film before and after 
applying local DC electric field (voltage)

We succeed to fabricate the (Bi1-xBax)FeO3 thin film with 
multiferroic (= ferromagnetic and ferroelectric) property.

・Magnetic recording devices with very larger capacity
・Spatial optical modulator for three-dimensional vision
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Magnetization reversal by applying local electric field

・ Low saturation magnetization <Ms: 60 emu/cm3>
・ Low quality for insulation <squarness of P-E curve: 0.3>

To improve the quality (insulation and Ms) of the films,
fabrication by using pulsed DC reactive sputtering method
was investigated.
（previous: RF magnetron sputtering）

For fabrication of oxide films, an ion-beam sputtering method with 
an assist-ion-irradiation is useful for acceleration of crystallization.

【Results and discussions】

【Conclusions】
Pulsed DC reactive sputtering method (with high sputtering 
power and long sputtering “OFF” time) is very effective for 
fabrication of high quality (Bi,Ba)FeO3 mulutiferro films
owing to the enhancement of the surface diffusion of atoms.
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Higher Ms of 90 emu/cm3 and higher insulation were obtained. 
(1.5 times and 7 times larger than the case of RF sputtering)

Ba concentration < 55 at% :  single phase of (Bi,Ba)FeO3 is formed.

Bottom electrode

Bottom electrode

Ferro-mag. ＆ Ferro-elec.
M P

Bottom electrode

Bottom electrode

Ferro-mag. ＆ Ferro-elec.
M P

Acceleration of surface 
diffusion of sputtered 

atoms on substrate
surface by high

energy depo
with interval

ON
OFF

ON

OFF

ON
OFF
ON

-1000 -500 0 500 1000
-10

-5

0

5

10

P
 (


C
/c

m
2
)

E (kV/cm)
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0

20

40

60

0

20

40

60

M
s 

(e
m

u/
cm

3
)

x [Ba/(Bi+Ba)]

P
s 

(
C

/c
m

2
) Ms : 60 emu/cm3

Hc : 2.5 kOe
-10 -5 0 5 10

-100

-50

0

50

100

M
 (

em
u/

cm
3
)

H (kOe)

Ps : 8 C/cm2

Ec : 250 kV/cm

【Experimental procedure】

Analysis and Measurement
・X-Ray Diffraction, Scanning prove microscope, Energy dispersive X-ray spectrometry 
・Vibrating Sample Magnetometer, Ferroelectric testing system

Film fabrication
・Stack structure： Si wafer with SiO2 / Ta (5 nm) / Pt (100 nm) / (Bi1-xBax)FeO3 (300 nm)
・Power source： DC <for Ta> ,  RF <for Pt> ,  pulsed DC <for (Bi,Ba)FeO3>

（80 - 200 W ,  40 - 250 kHz , duty ratio (ON : OFF) = 2 : 1）
・Target： Ta, Pt, conductive Ba-Fe-O + Bi sheets <for (Bi,Ba)FeO3>
・Deposition temperature： 300℃ <Pt>, 570℃ <for (Bi,Ba)FeO3>
・Total gas pressure：10 mTorr ,  O2 partial pressure <for (Bi,Ba)FeO3>： 3 mTorr

Acknowledgments
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Demonstration of the magnetic reversal by applying the 
local electric field (micro-meter size) was also successful.
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The reason for the acceleration of the crystallization (high Ms) is 
considered to be the enhancement of the surface diffusion of 
atoms on the substrate surface by high-energy deposition (high 
sputtering power) with a long time interval (low pulse frequency).
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【2018年12月7日「応用物理学会東北支部第73回学術講演会（2aA12） 〈東北大学〉」での口頭発表図面】

強磁性‧強誘電薄膜の電気磁気効果測定に向けた

BiFeO3 系薄膜の磁気光学特性の評価

吉 村 哲

秋田大学 大学院理工学研究科 附属革新材料研究センター

科学技術振興機構（JST） さきがけ

1/12応用物理学会東北支部 第73回学術講演会（2aA12） 東北大学 2018年12月7日

・書込み時の電流は小 ≪低消費電力≫ ・強電界の印加が可能 ≪容易な書込み≫

・素子構造が単純 ≪低製造コスト≫ ・貴金属を使わない ≪低製造コスト≫

2/12背景
強磁性‧強誘電材料 および それを用いた磁気デバイスの駆動方式と利点

・[111]に自発分極を持つ（Ps = 100 μC/cm2）

・室温で強誘電性を示す（Tc = 850 ℃）

・BiやFeを他元素で置換すると強磁性を示す

菱面晶ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ構造(Bi,A)(Fe,B)O3

磁気特性 誘電特性

Ps

D. H. Wang, et al., 
Appl. Phys. Lett., 88, 212907 (2006) 

Bi3+ , Ba2+ , Sr2+ , 
La3+ , Gd3+ , Nd3+

O2-

Fe3+ , Mn2+ , Co2+

単相型の強磁性・強誘電薄膜を用いた電界印加のみでの完全磁化反転の模式図

反応性パルスDCスパッタリング法で作製したBi1-xBaxFeO3薄膜の特性 3/12

薄膜面垂直方向

飽和磁化は最大で 90 emu/cm3 が得られ、角型が良い強誘電ヒステリシスが得られた。

第41回日本磁気学会学術講演会（19pA-15）
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＜強誘電テスター＞

電気磁気効果特性

（M-E（磁化-電界）曲線）

強磁性・強誘電薄膜の特性を評価する方法
本当に測定したい特性

4/12
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「電気磁気（Magnetoelectric）効果特性」評価装置（本研究で提案）の模式図

強誘電テスター

磁気Kerr効果測定装置

5/12

目的 強磁性・強誘電薄膜の電界に対する磁化の動的応答を測定するための

『電気磁気効果特性評価装置』を完成させることを最終目的とし，

BiFeO3 系強磁性・強誘電薄膜の磁気光学特性の評価を行う。

k

強磁性強誘電薄膜特性評価装置
（開発中）

ポジショナポジショナ

検出器

電源

モニタ

電磁石

CCDカメラ

対物レンズ

局所磁気特性評価

（ネオアーク）

強誘電体特性評価

（東陽テクニカ））

信号処理

波形発生器

PC
ソフトウェア

モニタ

試料ステージ

試料

試料写真は参考例としてパターンではない
磁性体試料の画像を掲載しています。

【主な測定内容】

 サブミリサイズの上部透明電極ドットと下部電極薄膜間への

電場印加で生じる強磁性強誘電薄膜の局所磁気特性変化

の検出（Kerr信号－電場）

 磁気光学Kerr効果による局所磁気ヒステリシスループ測定

（Kerr信号－磁場）

 強誘電体分極ヒステリシスループ測定 （分極－電場）

本装置は、秋田大学大学院工学資源学研究科附属理工学研究センター
吉村哲准教授との共同開発装置です。

励磁電源

レーザ
PC

ソフトウェア

信号処理
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現在開発中の「電気磁気効果特性評価装置」（組み上げ当初）

プローバプローバ

薄膜試料

光学系

ポジショナ

除振台

磁気Kerr効果
測定装置

（ネオアーク
社製）

強誘電
テスター

（東陽テクニカ
社製）

光磁気信号を入力

電気信号を入力

印加した電界に対する
・電気分極（Ｐ）
・磁気Kerr効果（Θ∝Ｍ）
を表示

電圧を印加

6/12

レーザ波長：408 nm
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「電気磁気効果測定装置」および周辺におけるこれまでの改造 7/12
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強誘電特性
の評価結果
は改善したが、
電界に対する
磁化変化
（θk）は見えず。

１．リークの影響を抑制するための素子の微細化

２．磁気Kerr効果検出系の高感度化・高周波対応化
３．更なる素子の微細化に向けたレーザ径の微細化

電界に対するKerr効果
の変化は検出できず

(Bi,Ba)FeO3薄膜の磁気Kerr効果 8/12

k k

RFスパッタリング法で作製した「電気磁気効果測定装置」を組む前の(Bi,Ba)FeO3薄膜

反応性パルスDCスパッタリング法で作製した最近の(Bi,Ba)FeO3薄膜

大きなKerr効果（明瞭なヒステリシス）は得られない。 -80
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0.01°程度の磁気Kerr回転角が得られた。 ITO上部電極が有っても磁気Kerr回転角が得られた。

「電気磁気効果」を磁気Kerr効果測定できると判断

反応性パルスDCスパッタリング法で作製した(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3薄膜 9/12

(Bi0.41La0.59)(Fe,Co)O3応用物理学会東北支部 第73回学術講演会（2aA13）
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(Bi,Ba)FeO3の場合、レーザ波長に係わらず、大きなKerrは得られない。

(Bi0.41La0.59)(Fe0.75Co0.25)O3
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(Bi,La)(Fe,Co)O3の場合、大きなKerrが得られ、かつ波長に依存する。
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11’/12(Bi0.4Ｇｄ0.6)(Fe,Co)O3薄膜の磁気Kerr効果
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３．(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3強磁性‧強誘電薄

の電気磁気効果（電圧印加に対する磁化の動的応答（M-E曲線））を測定する

ためには，磁気Kerr効果測定機構において，適切なレーザ波長（700 nm）

（および検出方法（楕円率））を選択する必要があることが判った．

まとめ 12/12

謝辞 磁気Kerr効果の波長依存性の測定におきましては、秋田県産業技術センターの
山根様に、多大なご協力を頂きました。ここに感謝申し上げます。

１．反応性パルスDCスパッタリング法を用いて作製した

(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3薄膜（垂直磁気異方性・保磁力：4 kOe）
：電界駆動型の磁気デバイスに応用に有効）

において、膜厚300 nm、レーザ波長680 nm、の条件下で、

２°を超える大きな磁気Kerr回転角が得られた。

(Bi1-xBax)FeO3薄膜においては、明瞭な磁気Kerr効果が

検出されなかった。
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２．磁気Kerr回転角において、極性変化

や極端な膜厚依存性が見られた。
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Fabrication of (Bi1-xLax)(Fe0.75Co0.25)O3 multiferroic thin 

films by using a pulsed DC reactive sputtering method

M .  K u p p a n ,  a n d  S .  Y o s h i m u r a

 (第２研究グループ)
kuppanphysics@gmail.com 

 

概 要 ： Magnetic reversal using an electric field is a promising and future
technology for multifunctional devices due to its lower power consumption.
Multiferroic materials with magneto-electric effect, which simultaneously exhibit 
spontaneous polarization and magnetization, have been receiving greater
attention. In these days, we succeeded to fabricate the highly qualified (Bi1-

xBax)FeO3 (BBFO) films with ferromagnetism and ferroelectricity by using a
pulsed DC reactive sputtering technique, and also we succeeded to demonstrate
the magnetization reversal by electric field. However, the perpendicular magnetic 
anisotropy and the coercivity of the films were not sufficient for high
performance magnetic device application. In this study, we fabricated highly 
qualified La-doped BiFeO3 films by using reactive pulsed DC sputtering method.
The magnetic property of the film was suitable for magnetic devices. A very high
coercivity with perpendicular magnetic anisotropy was obtained. 

キーワード：Multiferroic materials,  magneto-electric effect,   
pulsed DC sputtering method, magnetic devices 

          
独自性 
電界印加で駆動する低消費電力かつ超大容量の磁気メモリについては、独自性の高 

い研究に注力支援している、JST 戦略創造研究推進事業さきがけ（H27-30 年度）に 
採択されており、本事業にて、強磁性・強誘電薄膜における、新たな作製方法の検 
討、高機能な材料の探索、デバイス駆動の検証、を行っている。 
実用性 
電界印加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、改良特許を３件保有。）、電界印加書込み型の新規な磁気メ 

モリ（特願 2015-126013）の実現に向け、これまでの検討で作製に成功していた強 
磁性・強誘電特性を有する (Bi,Ba)FeO3薄膜に対して、Ba 置換ではなく La 置換を 
施した。成膜条件を最適化した反応性パルス DC スパッタリング成膜法を用いるこ 
とにより、完全な垂直磁気異方性を有するデバイス応用に適した薄膜が得られた。 
新技術の特徴 

強磁性・強誘電材料を用いた磁気メモリでは、現行のハードディスクドライブと 
比較して、超低消費電力駆動および書込み（1/100）、超大容量（100 倍）、簡略素 
子構造、貴金属フリー、などの特長を有している。 
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【Results and discussions】

【Previous study】

【Problems of (Bi,Ba)FeO3 thin films】

【In the present study】
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and 
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Properties of magnetic Kerr effect of (Bi1-xLax)(Fe0.75Co0.25)O3 multiferroic thin films 
with perpendicular anisotropy fabricated by a pulsed DC reactive sputtering technique

【Introduction】

Munusamy Kuppan1, Satoru Yoshimura2,3
1 Regional Innovation Centre, Akita University, Japan

2Graduate School of Engineering Science, Akita University, Japan
3PRESTO (Sakigake), Strategic Basic Research Programs, JST, Japan  

Magnetization reversal by electric-field (voltage)

Magnetic field, H Electric field, E

Magnetization, M Electric polarization, P

Magnetoelectric
effect

Multiferroic materials (ferromagnetism and ferroelectricity)

The merits of electric-field switching
・Power consumption for magnetization reversal : Low
・Structure of element : Simple
・Reversing ability (intensity of electric-field) : No limit

Examples of application to film devices

We succeed to fabricate the (Bi1-xBax)FeO3 thin film with 
multiferroic (= ferromagnetic and ferroelectric) property.

・Magnetic recording devices with very larger capacity
・Spatial optical modulator for three-dimensional vision

(001)

The (001) orientated (Bi,Ba)FeO3 films

Magnetization reversal by applying local electric field

The perpendicular magnetic anisotropy
and the coercivity of the films were 
not sufficient for high performance 
magnetic device application.

To improve the quality (insulation and Ms) of the films,
fabrication by using pulsed DC reactive sputtering method
was investigated.
（previous: RF magnetron sputtering）

【Conclusions】
Kerr effect of the (Bi0.4La0.6)(Fe0.75Co0.25)O3 film is very large which is
similar to the magneto-optical materials. Therefore, it can be
concluded that the proposed multiferroic films are expected to be
useful in novel magnetic recording and optical devices driven by
electric field.

Acceleration of surface 
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energy depo
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OFF
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OFF

ON
OFF
ON

【Experimental procedure】
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・Stack structure： Si wafer / Ta (5 nm) / Pt (100 nm) / (Bi1-xLax)(Fe1-yCoy)O3 (300 nm)
・Power source： DC <for Ta> , RF <for Pt> , pulsed DC <for (Bi,La)(Fe,Co)O3>

（150W , 50 - 250 kHz , duty ratio (ON : OFF) = 2 : 1）
・Target： Ta, Pt, conductive La-Fe-Co-O + Bi sheets <for (Bi,La)(Fe,Co)O3>
・Deposition temperature： 300℃ <Pt>, 570℃ <for (Bi,La)(Fe,Co)O3>
・Total gas pressure：10 mTorr , O2 partial pressure <for (Bi,La)(Fe,Co)O3>： 3 mTorr
・Analysis： X-Ray Diffraction, Scanning prove microscope, Energy dispersive X-ray spectrometry
・Measurement： Vibrating Sample Magnetometer, Ferroelectric testing system
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We aimed to produce highly qualified 
La-doped BiFeO3 films with perpendicular 
magnetic anisotropy by using reactive pulsed DC sputtering method.
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θk-H curves (magnetic Kerr effect) with different wave length

Very large Kerr effect
was obtained around the 
wave length of 700 nm.

High insulation was obtained.

The squareness S (= Mr/Ms) and Hc of the film in perpendicular
to film plane are 0.65 and 4.0 kOe, which are larger than the
case of the film in parallel to film plane (0.50 and 2.5 kOe) and
than the case of the (Bi,Ba)FO3 film in perpendicular to film
plane (0.40 and 2.0 kOe).

Demonstration of the magnetic reversal by applying the 
local electric field (micro-meter size) was also successful.

Bottom electrode
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M P
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S. Yoshimura, and M. Kuppan, Jpn. J. Appl. Phys. 57 0902B7 (2018)

S. Yoshimura, and M. Kuppan, J. Magn. Soc. Jpn, 42-2, 11-14 (2018)
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反応性パルスDCスパッタリング法による

(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3 強磁性・強誘電薄膜の高品位作製と

その磁気および誘電特性

Munusamy Kuppan 1、山本 大地 1、吉村 哲 1,2

1 秋田大学 大学院理工学研究科 附属革新材料研究センター

2 科学技術振興機構（JST） さきがけ

1/11第42回日本磁気学会学術講演会（13aA-5） 日本大学 2018年9月13日

・書込み時の電流は小 ≪低消費電力≫ ・強電界の印加が可能 ≪容易な書込み≫

・素子構造が単純 ≪低製造コスト≫ ・貴金属を使わない ≪低製造コスト≫

2/11背景
強磁性‧強誘電材料 および それを用いた磁気デバイスの駆動方式と利点

・[111]に自発分極を持つ（Ps = 100 μC/cm2）

・室温で強誘電性を示す（Tc = 850 ℃）

・BiやFeを他元素で置換すると強磁性を示す

菱面晶ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ構造(Bi,A)(Fe,B)O3

磁気特性 誘電特性

Ps

D. H. Wang, et al., 
Appl. Phys. Lett., 88, 212907 (2006) 

Bi3+ , Ba2+ , Sr2+ , 
La3+ , Gd3+ , Nd3+

O2-

Fe3+ , Mn2+ , Co2+

単相型の強磁性・強誘電薄膜を用いた電界印加のみでの完全磁化反転の模式図

・書込み電流が非常に小さい
≪超低消費電力記録≫

記録層（ハードディスク・磁性ナノワイヤー）の磁化方向を電界印加により反転可能

3/11

Magnetic
nano-wire

Electrode

－－－S  S S

M

P

N N N

Electrode

＋＋＋

・印加可能な電界強度に制限が無い
≪容易な書込み≫

・構造が単純になる
≪低製造コスト≫

強磁性‧強誘電薄膜の磁気デバイス応用例（電界駆動型）

HDD レーストラックメモリ

電流磁界書込み方式に対する電界書込み方式の利点

特願2015-126013
特許第5771788号

4/11本研究で用いる反応性パルスDCスパッタリング成膜

40.68 MHz

13.56 MHz

70 - 120 mm

10 - 20 rpm

Target

Substrate

B.P.
: 2 x 10-7 Pa

In-situ anneal
: max 650 ℃

Substrate

Target

Ar+ , O2
+

Plasma

Plasma
Sputtered

atom

~~

⾼エネルギーの
原料粒⼦を
パルス的に供給
（粒⼦の表⾯拡散

を促進）

反応性パルスDCスパッタリング成膜のコンセプト

反転電圧パルス
による帯電除去
とアークの防⽌

基板表⾯への低エネルギー
のイオン照射により粒⼦の
表⾯マイグレーションを促進

作製したい薄膜の
結晶構造

反応性パルスDCスパッタリング法で作製したBi1-xBaxFeO3薄膜の特性 5/11

-80

-40

0

40

80

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20
H (kOe)

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

-300 -150 0 150 300
E (kV/cm)
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Ms : 90 emu/cm3

Hc : 2.0 kOe

薄膜面垂直方向

RFスパッタリング法での最大値：62 emu/cm3 に

対して 90 emu/cm3 が得られ、角型が良くループが閉じた強誘電ヒステリシスが得られた。

第41回日本磁気学会学術講演会（19pA-15）

これまでに作製してきた(Bi,Ba)FeO3薄膜の問題点

〇 磁化容易方向が薄膜面内

〇 保磁力が小さい（膜面内：3 kOe程度、膜面垂直：2 kOe程度）

⇒ 電界駆動型の磁気デバイスに応用には適していない

目的 LaドープのBiFeO3薄膜を反応性パルスDCスパッタリング法で作製

（磁気および誘電特性を評価）

6/11

パルスレーザデポジション法で作製されたBi0.9La0.1FeO3薄膜

2018年9月13日「第42回日本磁気学会学術講演会（13aA-5） 〈日本大学〉」での口頭発表図面】
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実験方法

構造評価 X線回折装置（XRD, BRUKER製） 測定方法：【Cu-Kα】θ-2θ法
組成分析 エネルギー分散型X線分光器（EDS, JEOL製）

磁化測定 試料振動型磁力計（VSM-5S型, 東英工業製）

誘電測定 強誘電体特性評価システム（FCE-1, 東陽テクニカ製）＜上部電極サイズ：100 m＞

ドメイン構造評価 走査型プローブ顕微鏡（AFM, EFM, MFM）

試料作製

・使用基板：熱酸化膜付きSi基板

・積層構造：Ta (5 nm) / Pt (100 nm) / (Bi1-xLax)(Fe,Co)O3 (300 nm) （x = 0.4 - 0.7）
・使用装置： 超高真空対応スパッタリング装置

・使用電源： パルスDC
（電力： 150 W , 周波数： 200 kHz , ﾃﾞｭｰﾃｨｰ(ON : OFF)比： 2 : 1）

・使用ターゲット： Ta, Pt, La-Fe-Co-O導電性ターゲット＋Biシート

・ターゲット - 基板間距離： 120 mm
・全ガス圧：10 mTorr
・基板回転速度：10 rpm
・下地層、(Bi,La)(Fe,Co)O3成膜温度：300、570 ℃
・VHFプラズマ照射：5 W
・Arに混合するO2分圧：30 %

7/11
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反応性パルスDCスパッタリング
法で作製した(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3薄膜
の磁気特性

(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3薄膜において
垂直磁気異方性が得られた。

⇒磁気デバイス応用に極めて有用

8/11結果 (Bi0.41La0.59)(Fe,Co)O3

(Bi0.56Ba0.44)FeO3
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(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3薄膜は、明らかに膜面垂直方向が磁化容易方向
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9/11 (Bi0.41La0.59)(Fe,Co)O3薄膜の電気特性

・垂直磁気異方性
・大きな飽和磁化・保磁力

明瞭な磁気コントラスト、ミクロン以下のサイズでの書込み （電界に対する磁化の動的変化ではない）
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(Bi0.41La0.59)(Fe,Co)O3薄膜における磁化の電界誘起

明瞭な強誘電ヒステリシス、小さいリーク電流

N N ＋ ＋ N N

－ －

 

 

Pt (100 nm) 300 ℃

(Bi0.4La0.6)(Fe,Co)O3 (300 nm)
PP-DC :  150 W
Frequency : 200 kHz (3.1 sec: ON, 1.9 sec: OFF)
Ts : 570 ℃
PVHF :  5 W
PO2 : 30 %

熱酸化膜付きSi基板

Ms : 70 emu/cm3

Hc⊥ : 4 kOe

１．LaドープのBiFeO3薄膜を反応性パルスDC
スパッタリング法を用いて作製することにより、

垂直磁気異方性・大きな保磁力（4 kOe）、
優れた絶縁性（低リーク電流）、

を有する強磁性・強誘電薄膜の形成に成功した。

Ta (5 nm) R.T.

２．ミクロン以下のサイズでの、磁化の電界誘起を確認した。

（「－」を印加して「＋」の分極が現れた領域で「N」が誘起）

まとめ 11/11

⾼エネルギーの
原料粒⼦を
パルス的に供給
（粒⼦の表⾯拡散

を促進）

N N

⇒ 電界駆動型の磁気デバイスに応用には適している（？）
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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。本プロジェクトでは，省貴金属化を実現するための機能を有する触媒材料として，Fig. 1に示す

水酸化アパタイトCa10(PO4)6(OH)2のチャネル内サイトに遷移金属イオンMを導入した化合物

Ca10(PO4)6MxOyに注目した 1)。このチャネル内にあるMイオンによる触媒活性の向上、活性金属種の

凝集防止機能を利用して，貴金属使用量の削減を目指す。特に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，炭化水素による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。昨年度

までに，チャネル内にCuまたは Feを導入する方

法を確立し，チャネル内にCuを含むアパタイト型

リン酸塩を担体とした Pd触媒 Pd/A10(PO4)6CuxOyを

用いたNO還元および炭化水素酸化触媒特性の検

討を行った。本年度は，触媒機能の向上を目的と

して，Cuと Feを同時にチャネル内に導入した

化合物Ca10(PO4)6CuxFeyOz (Cux-Fey-Ca-Hap)の合成を

検討した。 

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 ・ 齊 藤 寛 治  

 (第 11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 30 年度はハイドロキシアパタイト Ca10(PO4)6(OH)2に Cu およ

び Fe 水溶液を担持・焼成することでチャネルサイトに Cu および Fe を同時に導入し

た化合物の合成に成功した。さらに、チャネル内の金属イオンを析出・再固溶させ

るための熱処理条件について検討を行った。 

キーワード：排ガス浄化・触媒・希少金属 

          

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） 

PO43- 

チャネル 

OH

Ca 

Fig. 1 水酸化アパタイトCa10(PO4)6(OH)2の 
結晶構造 
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２．実験方法 

アパタイト型リン酸塩Ca10(PO4)6(OH)2 (Ca-Hap)は沈殿法により合成した。出発原料として

Ca(CH3COO)2・H2OとKH2PO4を用い，HNO3水溶液に溶解した後，KOH水溶液を用いて pHを調整し

た。得られた沈殿物を熟成後，ろ過，洗浄を行い，乾燥した。得られた Ca-Hap に L-アスコルビン酸，

Cu(NO3)2・3H2O，Fe(NO3)3・9H2O および NH3を含む水溶液をモル比が Ca：Cu：Fe＝10：x：y (x=y=0.1，
0.15，0.25)となるように含浸した。乾燥後，ペレット状に加圧成型し，大気中 1150 ℃で 3 h焼成後，

急冷を行ってCux-Fey-Ca-Hapを得た。ここで得られた生成物を露点 -50 ℃(0.006%H2O)以下の空気(Dry-
Air)，10%H2Oを含む空気(Wet-Air)中で 900 ℃，1 h熱処理を行った。得られた試料についてX線回折

法(XRD)による相同定，赤外吸収分光測定(IR)を行った。また，Pawley法により格子定数を求めた。 
 

３．結果と考察 
Cux-Fey-Ca-Hapについて，大気中で 1150 ℃で焼成し，急冷した場合の XRDパターンを Fig.2に示す。

いずれの組成においてもCuおよび Feの化合物に起因するピークは見られず，アパタイト相の単一相

が得られた。Cu (y=0)，Fe (x=0)単独およびCuと Feを同時に含浸，焼成して得られたアパタイト型化

合物の金属量 (x+y)と格子体積の関係を Fig. 3に示す。いずれも金属量の増加に伴い格子体積が増加し

た。また，Cuと Fe両イオンを導入したときの格子体積は，Cuおよび Feのみをチャネル内に導入し

たときの格子体積と比べて中間の値となった。これらの結果よりCuと Fe両イオンがチャネル内に導

入できたと考えられる。 
Cu0.25-Fe0.25-Ca-Hapの IRスペクトルに見られるOH-由来の 630 cm-1の吸収ピークはCa-Hapに比べ小さ

くなった。これは金属イオンの導入に伴いチャネル内のOH-が電荷補償のためO2-となったためと考

えられる。Cu0.25-Fe0.25-Ca-HapをDry-AirおよびWet-Air中 900 ℃で熱処理を行うと，Dry-Air中での熱処

理の場合，アパタイト相の単一相が得られ，金属イオンの析出が起きていないと考えられる。一方，

Wet-Air中での熱処理の場合，XRDパターンにはアパタイト相の他，CuOのピークが見られ，IRスペ

クトルからOH-由来の吸収ピーク強度に増加が見られた。これはチャネル内のO2-がH2O由来のH+を

取り込みOH-となったためと考えられる。これらの結果は，アパタイト型リン酸塩のチャネルからの

Cu種の析出にはH2Oが関与していることを示唆している。また，いずれの条件においても Fe種の析

出は見られなかった。 

 
次に空気中で 1150 ℃，3 h焼成して得られたCu0.25-

0.528

0.529

0.53

0.531

0.532
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Fe (x=0)
Cu + Fe

格
子

体
積

 [
nm

金属量 (x+y) [mol/apatite-mol]

Fig. 3 Cux-Fey-Ca-Hapの格子体積の組成依存性 Fig. 2 Cux-Fey-Ca-HapのX線回折パターン 
空気中 1150 ℃，3 h焼成 
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Fe0.25-Ca-HapのXRDデータを用いてRietveld法により結晶

構造の精密化を行った。初期構造モデルは，フッ素アパタ

イト，Ca10(PO4)6F2の構造を参考にして設定し，O4 siteが
splitしたモデルを用いた。軽元素であるHはモデルに含め

ずに解析を行った。精密化された構造パラメーターをもと

に描いた構造モデルを Fig. 4に示す。4本の P-O間距離は

0.1554～0.1566 nmであり，O-P-Oの結合角は 107.6～111.5°と
四面体の結合角である 109.5°に近い値となった。また，

Cu0.25-Fe0.25-Ca-Hapの構造中において，Cuはチャネル中心の

2b site (0, 0, z)を占有し，Feはチャネルの中心から a方向に

ずれた 12i site (x, y, z)を占有していた。Ca10(PO4)6Cu0.54OzHa中

のCuは 2b siteを占有し，Ca10(PO4)6Fe0.5OzHa中の Feは 12i site
を占有することがこれまでに報告されている 2, 3 )。また，

Cu0.25-Fe0.25-Ca-Hapにおいて各金属イオンと PO4四面体を構

成するO3との原子間距離はCu-O3間は 0.2911 nm，Fe-O3
間は 0.1792 nmであり， Ca10(PO4)6Cu0.56OzHaのCu-O3間距離

0.2988 nm，Ca10(PO4)6Fe0.5OzHaの Fe-O3間距離 0.1821 nmとほぼ一致していた。これらの結果より，アパ

タイト中に同時に導入したCuおよび Feが存在するサイトはCu，Feをそれぞれ単独でチャネル内に

導入したときと同様であることが分かった。また，2b site，12i siteにおけるCuおよび Feの占有率はそ

れぞれ 0.123，0.0321であり，このときのCu量は合成時の担持量とほぼ一致したが，Fe量は担持量と

比べて大きな値となった。 
Cu0.25-Fe0.25-Ca-Hapを大気中 900 ℃で 1 h熱処理を行

い，徐冷した試料のXRDパターンを Fig. 5に示す。

熱処理後はアパタイト相に加えてCuOのピークが現

れた一方，Fe種のピークは見られなかった。また，

熱処理後の格子体積は 0.52995 nm3となり，熱処理前

に比べ減少した。これはチャネル内のCuイオンが

格子外に析出したためと考えられる。熱処理前後の

試料の IRスペクトルを比較すると，熱処理前に比べ

て 630cm-1のOH-による吸収ピーク強度が大きくなっ

た。これはチャネル内のCu種がCuOとして析出し

たことよるチャネル内の正電荷の減少に伴ってO2-が

OH-となったためと考えられる。この結果は，熱処

理過程でチャネル内にH原子が取り込まれているこ

とを示しており，熱処理条件を考えるとH源は大気

中のH2Oであることが推定された。 
【参考文献】 
1) T. Fujita et al., Adv. Func. Mater., 26, 1609 (2016) 
2) A.S. Karpov et al., Solid State Sci., 5, 1277 (2003). 
3) S. Kato et al., J. Solid State Chem., 265, 411(2018). 
 

Fig. 5 大気中 900 ℃での熱処理前後における

Cux-Fey-Ca-HapのX線回折パターン 

Fig. 4 精密化されたCux-Fey-Ca-Hapの 
結晶構造 
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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,ダイヤモンド皮膜を合成した後，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ってきた。その

結果，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

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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能な２段階合成法を提案した。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。また，新たな

条件として，ダイヤモンド合成の前処理として行っているダイヤモンド粒子の基板表面への種付け処理に

おけるダイヤモンド粒子の粒径に着目した。この際，ダイヤモンド粒子の粒径を過去の研究で用いてきた

粒径よりもさらに小さい粒子を用いて種付け処理を行い，燃焼炎法によりダイヤモンドの合成を行ってき

た。ここで，本研究では，ダイヤモンド粒子の粒径を小さくし，前処理として化学処理の時間を変え基板

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た。この際，合成ダイヤモンド皮膜のはく離や

表面粗さにどのような影響を及ぼすか調査を行った。 

 
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。 
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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

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。ここで，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 

 

 

また，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，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，表２に示すように Murakami 溶液による処理を 10 と 15 min，酸溶液による処理を 10 sec
として前処理を行った基板上に合成を行った。この際，Murakami 溶液による処理を 10 min としたものを

Case A，Murakami溶液による処理を 15 minとしたものを Case Bとした． 

次に，前処理として化学処理を行った後，ダイヤモンド合成の生成核となるようダイヤモンド粒子の種

付け処理を基板表面に行った。ここで，種付け処理を行うことで，粒子を基板に付着させることが可能で

ある。その基板に付着した粒子が合成ダイヤモンド皮膜の生成核となり，ダイヤモンドの核生成を促進し，

さらには核成長につながると考えられる。したがって，ダイヤモンド粒子の大きさが変化することで，合

成ダイヤモンド皮膜のはく離や表面粗さに影響を与えると考えた。ここで，過去の研究において，種付け

処理に用いてきたダイヤモンド粒子の粒径を 0.250 µm としてきたが，本研究では，粒径をさらに小さい

0.125 µmの粒子に変更し，20 cm3のアセトンに 0.10 gのダイヤモンド粒子を含んだペーストを溶かした懸濁

液 0.005 g/cm3 中に基板を挿入し，30分間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 

Diamond seed 
particles size 

Case A 10 [min] 10 [sec] 0.125 [μm] 
Case B 15 [min] 10 [sec] 0.125 [μm] 
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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 

1st. step:1200 [sec] 1273 [K] 7.5 [mm] 
2nd. step:1200 [sec] 1223 [K] 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。ここで，ダイヤモンド粒子の粒径を小さくし，表２の条件により前処理として化学処理の時間を変え

基板表面の状態を変化させた WC 基板表面へ燃焼炎法によるダイヤモンド皮膜の合成を行った。この際，

化学処理時間を変化させることで，合成されたダイヤモンド皮膜のはく離や表面粗さにどのような影響を

与えるか調査し検討を行った。 

ここで，前処理を Case A，B 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。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 A, Bにおいては，はく離は発生しなかった。このことから，本実験条件においては，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った。

ここで， Case B 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，ダイヤモンドが合成されている

ことがわかる。  
また，前処理を Case A，B の条件で行った際の合成皮膜の表面の算術平均粗さ（Ra）の測定を，走査型

白色干渉計（SWLI）を用いて行った。この際，Case A で合成された皮膜表面の Raは 1.24 μm，Case B で

合成された皮膜表面の Raは 1.42 μmとなり，Case Aの合成皮膜の表面の Raが Case Bの合成皮膜の Raより

小さくなることがわかった。 
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Table 4  Results of delamination of the synthesized films in Case A and B. 
 
 Case A Case B 

Non delamination 100.0 % 100.0 % 
Half delamination 0.0 % 0.0 % 
Delamination 0.0 % 0.0 % 
Abnormal growth 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種付け処理を行う際のダイヤモンド粒子の大き

さを小さくし，前処理としての化学処理の時間を変え基板表面の形態を変化させた WC 基板表面へ燃焼炎

法によるダイヤモンド皮膜の合成を行った結果，基板表面の形態が変化することで，合成されたダイヤモ

ンド皮膜の表面粗さ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種付け処理を行う際のダイヤモ

ンド粒子の大きさを小さくし，前処理として化学処理の時間を変え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た結果，合成ダイヤモンド皮膜の表面粗さに影響を及ぼすことがわかった。 
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1. はじめに 
近年、二酸化炭素排出量軽減を目的に輸送機器の薄肉軽量化がすすめられているが、薄肉軽量化を達成

するためには構造材料の高強度・高延性化が必要となる。現在、希少な合金元素に頼らない炭素鋼材の開

発がすすめられている。炭素鋼は組織制御（加工熱処理）により強度や延性を制御することができ、特に

TRIP (Transformation Induced Plasticity) 鋼は変態誘起塑性により優れた強度－延性バランスに優れた組織を有す

る。しかし、TRIP 鋼をはじめとした炭素鋼は溶融溶接時の熱履歴による相変態、析出物生成あるいは凝固

割れ等により機械的特性が劣化してしまうことが知られており、溶接プロセス上の課題となっている。 
これらの鉄鋼材料の溶融溶接に伴う課題に有効な接合プロセスの一つとして摩擦攪拌接合 (FSW) がある。

摩擦攪拌接合は、融点以下の温度で接合ができる固相接合プロセスであり、接合ツールの回転速度と接合

速度という 2 つのプロセスパラメータを制御することにより大気中で入熱量の制御を実現できるという利

鋼摩擦攪拌接合継手の機械的特性と微細組織に

関する研究

宮 野 泰 征 ， 鷲 谷 洋 希 ， 鞠 子 侑  

 (第 13 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、自動車の薄肉軽量化による CO2 排出量削減を目的に強度・延性バ

ランスに優れた鋼板の開発が進められている。なかでも残留オーステナイトを

利用した TRIP (Transformation Induced Plasticity) 鋼が期待されているが、溶融

溶接時の熱履歴により TRIP 鋼の特性は失われてしまう。そこで溶融溶接の代

替接合プロセスが求められている。我々は、中・高炭素鋼に対し、非溶融溶接

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、低合金 TRIP 鋼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・高炭素鋼、残留オーステナイト、TRIP 鋼 
  独自性・実用性： 

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、材料に押し付けるこ 
とで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。回転ツールの回転速度や接合速度により入熱量・冷却速度の制御が可能であり、 
撹拌作用により撹拌部の結晶微細化やオーステナイト安定化が期待される技術である。 

TRIP 鋼は残留オーステナイトを有し、機械的特性に優れる材料であるが、溶融溶接時

の熱履歴によりこういった特性が劣化してしまう。TRIP 鋼の有効活用には、接合技術の

革新が重要な課題と位置づけられる。本研究では低合金 TRIP 鋼を対象に非溶融の接合プ

ロセスを適用した場合の入熱量と継手特性評価を目的としたもので、継手特性向上に関す

る知見獲得を目指す。 
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点を有する。この特性は摩擦攪拌接合中に金属の継手組織を制御し、継手特性の劣化抑制に有効であると

考えられる。 
本報告では 1.2GPa 級 TRIP 鋼薄板材の摩擦攪拌接合継手を対象に検討をおこなった結果について報告す

る。プロセスパラメータである回転速度と接合速度をそれぞれ 100 rpm-100 mm/min、200 rpm-100 mm/min、
400 rpm-100 mm/min、400 rpm-400 mm/minに変化させ、入熱量の異なる継手を作製した。摩擦攪拌接合中に

は入熱量として接合ツール界面の温度を高機能形熱画像カメラにより測定した。摩擦攪拌接合継手接合部

組織を、光学顕微鏡およびFE-SEM / EBSD (Electron Back Scattering Diffraction) により評価した。継手機械的特

性についてはビッカース硬度測定と引張試験により評価した。DIC (Digital Image Correlation) 解析を実施、引

張試験中の局所変形を解析した。 
 
2. 実験方法 
2.1 供試材と摩擦攪拌接合条件 
供試材には 1.2 GPa 級 TRIP 鋼の薄板材を使用した。

摩擦攪拌接合は位置制御により 1 パスの突き合わせ

で実施した。板材寸法は、250L×30Wmm とした。摩擦

攪拌接合試験に際しては、接合速度を 100 mm/min か

ら 400 mm/min の範囲、ツール回転速度を 100 rpm か

ら 400 rpmの範囲で任意の値を設定することで、幾つ

かの接合条件を設定した。本研究で実施した接合条件を表 1 に示す。接合ツールにはタングステンカーバ

イト（WC）製で、円筒型・溝無し（ショルダー径 φ12 mm、プローブ径 φ4 mm）のものを使用した。ツー

ル前進角を 3°とし、接合中の入熱による高温酸化を抑制するため Ar シールドガスを使用した。摩擦攪拌

接合開始から終了までの間、接合界面表面および供試材に接触し回転中のツールショルダー表面の温度を

高機能形熱画像カメラでモニタリングし、摩擦攪拌接合中の入熱量を評価した。 
 

2.2 金属学的特性評価 
摩擦攪拌接合継手外観および接合部組織をマクロおよびミクロ観察的手法により評価した。接合方向に

対し垂直な断面から観察用試験片を採取し、光学顕微鏡によるマクロ観察、FE-SEM / EBSD (Electron Back 
Scattering Diffraction) によるミクロ組織観察および残留オーステナイト量の変化を調査した。 

 
2.3 機械的特性評価 
ビッカース硬度測定とデジタル画像相関法 (DIC : Digital 

Image Correlation) により継手機械的特性を評価した。ビッカー

ス硬度測定は、接合方向に垂直な接合断面を対象にビッカー

ス硬度測定を実施した。硬度測定範囲は、接合中心から両端

にそれぞれ 10mm の範囲とし、横方向の測定間隔（数）は

0.5mm（41 列）×縦方向は 0.3mm（3 行）の測定データを取

得した。荷重保持時間は 10 s とした。引張試験は、攪拌部

を標点区間に含む試験片(長手方向を接合線に対し垂直方向

に配置)を作製し試験を行った。試験片仕様および外観を図

1 に示す。攪拌部中央は評点中央に配置され、評点区間に

は HAZも含まれる。DIC により引張試験において破断にい

たるまでの局所変形を計測した。引張試験の試験温度は常

温、クロスヘッドスピードは 1.0 mm/min とした。DIC は試

験片の変形を高速度カメラにより撮影しながら実施した。

撮影したデータを解析ソフトにより解析し局所変形の分布

を評価した。 
 
3. 結果と考察 
3.1 金属学的特性評価 
摩擦攪拌接合中のツールショルダ表面温度の解析

表1 摩擦攪拌接合条件 
 

図 1. 引張試験片外観 

図 2．最高温度とFe-Fe3C合金系状態図との相関 
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結果を図 2に示す Fe-Fe3C二次元状態図上に整理した。解析結果より接合温度（入熱量）は 400 rpm-100 
mm/minが最も高く、400 rpm-400 mm/min、 200 rpm-100 mm/min、 100 rpm-100 mm/minの順番で低くなる傾向

が示された。また、400 rpm-100 mm/min、 400 rpm-400 mm/min、200 rpm-100 mm/minの 3条件では、材料表面

近傍の温度は γ単相領域に到達していたものと判断されるが、ツール回転速度が100 rpm の条件では、A1

変態点以下の α相と γ相の二相混合領域に留まる（A3変態点を超えない）可能性がある。以上の結果より

採用したパラメータにより接合温度を変化させ、継手組織を制御（インプロセス制御）できる可能性が示

唆された。 
 
3.2 金属学的特性評価 
接合断面の光学顕微鏡によるマクロ組織観察

結果を図 3に示す。すべての試験片採取継手に

おいて継手組織が健全であると確認した。接合

温度の高い 400 rpm-100 mm/minの条件では撹拌領

域が広くなることが確認された。 
 
3.3 ビッカース硬度測定 
図 4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。母材の平均硬度は 378Hvで
あったが、すべての条件で攪拌部に対応した硬

度上昇が確認された。100 rpm-100 mm/minの条件

では他の条件ほどの硬度上昇は確認さ

れなかった。200 rpm-100 mm/min、400 
rpm-100 mm/min、400 rpm-400 mm/minで
は、最高到達硬度はほぼ同程度である。

硬度上昇域と図 3に示した撹拌領域と

視認される領域と対応している。これ

は、相変態に伴うマルテンサイト変態、あるいは

炭化物析出の影響を示唆する。 
 
3.4 デジタル画像相関法  (DIC) 解析 
図 5にDICにより測定した各試験片の破断直前

における引張方向の変形分布を示す。いずれの条

件でも撹拌部で伸びは低い傾向を示した。200 rpm-
100 mm/min、400 rpm-100 mm/minの条件で破断位置

に局所変形領域の存在が顕著になった。ただし、

双方を比較すると 400 rpm-100 mm/minの条件では変

形の小さい領域が広い様子が示されている。これ

はビッカース硬度測定の硬度上昇域と対応してお

り、マルテンサイト変態領域が広かったことに対

応する結果と考察される。対応する試験片の応力

－ひずみ線図を図 6 に示す。100 rpm-100 mm/min、
200 rpm-100 mm/min、400 rpm-100 mm/minの条件で

母材強度である 1200 MPaに近い強度を示した。

200 rpm-100 mm/minの条件では母材の伸び 14%に

近い 13%の伸びを示した。 
 
3.5 EBSD解析 
継手組織に対し、FE-SEM / EBSD (Electron Back 

Scattering Diffraction) による相分布を測定し、接合
図 6. 各引張試験片の応力－ひずみ線図 

回転速度 接合速度
継手断面硬度分布

5mm

HV

図 4. 接合部断面ビッカース硬度分布 

図 3. 接合部断面光学顕微鏡画像 
 

母材

2mm

A.S.

R.S.

図 5. 各引張試験片破断直前の局所変形分布マップ 
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界面からの位置ごとの系統的な評価を

実施した。図 7は DICで破断した位置

の BCC 相と FCC 相の分布の解析結果

である。なお、BCC 相は赤、FCC 相

は緑の領域に対応している。100 rpm – 
100 mm/min、200 rpm – 100 mm/min、400 
rpm – 100 mm/min の破断位置では残留

オーステナイトが確認された。残留オ

ーステナイトの存在は 200 rpm-100 
mm/minの条件では変形領域およびその近傍への残留オーステナイトの分布が有意におこっており、優れた

伸びは、摩擦攪拌接合時に維持された組織による TRIP 効果により強度・延性が向上されたことを示唆し

ている。 
 
4. 結言 
(1) 1.2 GPa級TRIP鋼を対象とした摩擦攪拌接合試験を実施し、接合条件と入熱量の関係を高機能形熱画像カ

メラにより実測・評価し、摩擦攪拌接合のプロセスパラメータを変化させ、A１変態点以下からA3変態

点以上の温度範囲における複数の入熱条件で、健全な摩擦攪拌接合継手組織を採取した。 
(2) 200 rpm-100 mm/minの条件では優れた伸びと局所変形が確認され、組織解析において破断位置近傍に存

在する残留オーステナイトの分布との相関を確認した。 
(3) 1.2 GPa級TRIP鋼においても、摩擦攪拌接合による継手組織のインプロセス制御により、残留オーステナ

イトを継手組織近傍に配置した強度・延性に優れる継手作製が可能であることを確認した。 

100rpm-100mm/min 200rpm-100mm/min 400rpm-100mm/min 400rpm-400mm/min

FCC:14.7% FCC:20.7% FCC:1.4% FCC:23.2%

破断
位置
近傍

10μm

図 7. BCC-FCC相の分布に関するFE-SEM/EBSD解析結果 
 

― 171 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

大 川 浩 一 ， 菅 原 勝 康  

 (第 14研究グループ) 
okawa@mine.akita-u.ac.jp 

 

概要：二酸化炭素の地中貯留(CCS)が、温暖化対策の技術として実用化が期待されて

いる。火力発電所などから排出されるガスから二酸化炭素を回収する必要がある

が、その際にモノエタノールアミンが使用されている。モノエタノールアミンは単

位重量当たりの二酸化炭素吸着量が多いのが特徴であるが、二酸化炭素を脱離する

際に 120℃といった高い温度が必要となる。そこで、本研究では、超音波の脱気作用

を応用して低温でモノエタノールアミンから二酸化炭素を脱離することを検討し

た。また、超音波で脱離可能な二酸化炭素の形態について明らかにした。 

キーワード：CCS，二酸化炭素，モノエタノールアミン，超音波，脱気 

独自性・実用性： 
本研究グループでは、ビチューメンやオイルサンドから効率的に脱硫を行う研究を行って 
います。また、電池材料をはじめ，機能性材料合成する際に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、粒形・粒径を制御する研究を行っています。 
本研究では、超音波による脱気作用に注目して、モノエタノールアミンで吸収した 
二酸化炭素を室温で迅速に脱離することを検討した。 
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1. はじめに 

火力発電所などから排出される二酸化炭素(CO2)は温室効果ガスの一つとして考えられており、大気中へ

の排出を抑制することが望まれている。現在、注目されている技術の一つに二酸化炭素の分離・回収およ

び地下貯留(carbon dioxide capture and storage)がある。これは、モノエタノールアミン(MEA)などの化学

吸着剤を用いて、排出ガス中から CO2を分離・回収した後、その溶液を加熱することで CO2を脱離し、純

度の高い CO2にした後、それを地下の貯留層へ超臨界状態で圧入する技術である。化学吸着剤としては、

MEA が主に使用されているが、これは他のアミン系の吸着剤と比較して、単位重量当たりの CO2 吸収量

が多く、反応性、価格面で優れているためである。MEA の課題は、吸収した CO2 を脱離するために液温

を 120℃まで高める必要があることである。そこで、我々は超音波の脱気作用に注目して、低温における

MEA 溶液から CO2 の脱離を検討してきた(1)-(3)。超音波は溶液中のガスの脱気に利用されているが、MEA
溶液からの CO2 脱離に利用した例はない。そこで、本研究では、0.2M の MEA を用いて、二酸化炭素の

脱離における超音波の利用を検討した。二酸化炭素は、溶液の pH により溶液中における化学形態を変え

るが、どの形態に対して超音波照射が脱離に対して効果的か調べた。さらに、二酸化炭素回収量の増進を

目的に塩化カルシウム(CaCl2)溶液の利用を検討した(2)(3)。 
 
 

2. 実験方法 
CO2を吸着したMEA溶液(CO2-MEA)は、0.2 mol/LのMEA溶液30 mLに排気ガスを模擬した混合ガス

(CO2 10%+ N2 90%)を 200 mL/minで 30分間、撹拌(750 rpm)を行いながら吹き込むことで得た。CO2吹き

込み開始から 15 分で CO2吸収量および溶液の pH に大きな変化が見られなくなった。MEA は水と混合す

ると、式 (1) のように、一部が解離するため塩基性を示す。この溶液に、CO2を吹き込むと (2)-(4) 式のよう

に反応が進みカルバメートイオンが生成する。この際に、OH－が消費されるため、溶液の pH は低下する
(4)-(7)。また、(5)-(6) 式の反応によっても pHは低下する。このpH低下は 60分以降に確認できなかったため、

CO2脱離実験には 60分間、混合ガスを吹き込んだものを使用した。 
RNH2 + H2O → RNH3+ + OH－                     (1) 
RNH3+ + 2OH－ + CO2 → RNHCOO－ + 2H2O       (2) 
RNH2 + CO2 → RNH2+COO－                   (3) 
RNH2+COO－+ OH－ → RNHCOO－+ H2O           (4)  
CO2 + H2O → H2CO3                                                (5) 
H2CO3 → HCO3－ + H+ (pKa = 6.3)                            (6) 
(RはC2H5O、RNH2はMEA、RNHCOO－ はカルバメートイオンを表わす。) 

図１ CO2脱離実験の装置図 
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3. 結果と考察 
CO2脱離実験は、図１に示すように、周波数 28kHz装置出力 200Wの超音波を用い、平底ビーカーの底

から CO2を 60 分吹き込んだ後の（0.16M の CO2を吸着した）MEA 溶液(60 mL)に対して、5 分間照射し

て脱離処理を行った。振動子から発振される超音波は、水槽の水を介してビーカー内の溶液に届く間接照

射であるため、その強度は減衰する。そこで、溶液内に届く超音波強度をカロリメトリ法から求めたとこ

ろ 11.6 Wであった。照射時におけるビーカー内の溶液温度は、循環水を利用して 25 ± 4ºCに保った。CO2

の脱離量は全有機炭素計を用いて定量した。比較実験は、超音波の代わりに撹拌(1500 rpm)を用いて実施

した。超音波，撹拌（1500 rpm）を用いて 25ºCにて60分間処理した場合の処理時間におけるCO2脱離率

および pH変化の関係を図 2a, 図 2bに示す。超音波を照射した場合，照射開始から 20分で CO2脱離率は

23.9%，pHは 8.2を示し，その後は脱離率に大きな変化が見られなかった。撹拌の場合は，40分で脱離率

が 23.9%，pH が 8.2となり，その後は超音波処理と同様に変化が見られなかった。この結果から，超音波

による CO2脱離は撹拌を用いた場合よりも速いことがわかった。また，両方法とも pH が 8.2 に到達した

時点でCO2脱離が進まなくなることがわかった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 超音波(a)および撹拌(b)を用いた場合のMEA溶液からの 
             CO2脱離率および溶液pHの変化 [8] 
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この要因として溶液中の CO2 の形態が関係していると考えられる。撹拌および超音波処理前の MEA-CO2

溶液は，pHが 7.2であるため，CO2は CO2(aq)と HCO3－の形態で存在しているが，撹拌および超音波処理

により到達した pH8.2 では，ほとんどが HCO3－の形態で存在する。撹拌もしくは超音波照射による CO2

脱離は，pHが 8.2に到達すると、それ以上撹拌および照射を行っても pH 値は変化しなかったことから，

撹拌および超音波による CO2 脱離は CO2(aq)の形態に対してのみ有効であると考えられる。このことから，

超音波による CO2脱離を効率よく進めるには，溶液中の CO2を CO2(aq)の形態にすることが重要であるこ

とがわかった。すなわち，超音波によって脱気が可能な CO2(aq)の形態を溶液中に存在させるためには，

pH を 8.2 以下に維持する必要がある。そこで，CaCl2の添加を検討した。HCO3－を含む溶液に CaCl2を添

加すると，以下の化学式のように反応する。 
 
Ca2+ ＋ HCO3－ → CaCO3 + H+     (7) 
 

MEA-CO2溶液の初期 pH は 7.2 であることから，CO2の形態は HCO3－の割合が大きいため，CaCl2を添加

した場合，反応は主に (7) 式になる。この反応では，H+が放出されるため，pHの低下が期待できる。溶液

のpHが低下すると，平衡はHCO3－ + H+ → H2CO3(aq) → CO2(aq) + H2Oと移動し，超音波で脱離可能な

CO2(aq)濃度が高くなると考えられる。よって CaCl2 の添加により，超音波による CO2 脱離率の向上が期

待できる。そこで 25ºCにおける MEA-CO2溶液からの CO2脱離における超音波照射と CaCl2添加の併用効

果について調べた。また，超音波の比較として撹拌（1500 rpm）を用いた実験も行った。MEA-CO2 溶液

（30 mL, MEA濃度 0.2 mol/L, 吸収したCO2量 0.16 mol/L）に 0.1 mol/LのCaCl2溶液，またはイオン交換

水を 30 mL添加し，超音波照射もしくは撹拌処理を 5分間行った。その結果を図 3に示す。CaCl2溶液を

添加することで，超音波照射における CO2脱離率が 19.6%から 79.6%まで大幅に向上した。CO2脱離率の

内訳は，カルシウムと反応して固体（炭酸カルシウム）として 38.4%, 気体として 41.2%である。気体の脱

離率で比較すると、CaCl2溶液を添加しない場合は 19.6%であったため、脱離した CO2量は 21%程度増加

したこととなる。これは CaCl2の添加により、溶液の pH が低下し、それにより溶液中の CO2が CO2(aq)
として存在しやすくなったためと考えられる。撹拌と CaCl2 を組み合わせた場合も，CO2 脱離率は大幅に

向上し、固体として 34.9%, 気体として 36.4%の CO2脱離率が得られた。また、気体としての CO2脱離率

が向上した理由として、CaCl2 の添加による pH 低下に加え、生成した炭酸カルシウムの溶解が考えられ

る。CO2 濃度が高い MEA 溶液では、生成した CaCO3 が CO2 と反応することで炭酸水素カルシウム

（Ca(HCO3)2）となり溶解する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3  超音波照射および塩化カルシウムの添加によるMEA溶液からのCO2脱離率 [9] 
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この炭酸水素カルシウムが超音波もしくは撹拌によって溶解した後、脱離可能な CO2(aq)となるために、

気体としての CO2脱離量が増加したと考えられる。超音波と撹拌で CO2脱離率に差が見られたのは、生成

した炭酸カルシウムの溶解量の違いと考えている。超音波の方が、生成した炭酸水素カルシウムの溶解を

促進したため、撹拌よりも気体としてのCO2脱離量の値が大きかったと考えられる。 
 

４．おわりに 
超音波を用いることで、溶存 CO2が MEA 溶液から低温で脱離できることが明らかになった。本実験では、

CO2脱離量を増加させるために、溶液の CO2の形態を CO2(aq)にすることを検討した。MEA 溶液に CaCl2
を添加することで、溶液の pH が低下し、それに伴い CO2(aq) で存在する割合が高くなるため、気体とし

ての CO2脱離量の増加につながった。また、CaCl2を添加しているため、CaCO3（固体）としても CO2を

回収できた。今後は CCS への応用を考え、CaCl2 を添加するのではなく、CO2(aq)の存在割合に着目し、

CO2(aq)がより多く存在可能となるアミン溶液を選択することで、気体としての CO2 の回収量を増加させ

たいと考えている。 
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超音波を用いて合成したスコロダイト粒子を用いたマグ

ヘマイトナノ粒子の合成とその電池特性評価 

        北 村 優 弥 1 ,  大 川 浩 一 2 ,  菅 原 勝 康 2  

                                                                  (1地方創生センター,  2第 14 研究グループ) 
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概要：リチウムイオン電池の正極材料として、低コスト、資源の豊富さ、非毒性の

観点から鉄系材料が注目されている。その 1 つである酸化鉄(マグへマイト)は、高

放電容量を示すが、充電ができないため二次電池用材料としては不適であった。し

かしながら、ナノ粒子化によって充電ができることが報告され、再び脚光を浴びて

いる。酸性溶液下において難溶解性を示すヒ酸鉄(スコロダイト)は、アルカリ溶液

下では容易に溶解する。本研究では、アルカリ溶液中におけるスコロダイトの迅速

な溶解と溶解した Fe(III)イオンの迅速な析出を利用して簡易にマグヘマイトのナノ

粒子を合成する方法を提案するとともに、その電池特性を評価した。 

キーワード：スコロダイト、超音波、マグヘマイト、リチウムイオン電池      

独自性・実用性： 
 超音波の化学作用と物理作用を選択的に利用することで、低温・短時間における高結晶化

および粒径制御などの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従来より低温かつ短時間で合成した。またアルカ

リ溶液中にスコロダイトを溶解させることで、スコロダイト結晶中からヒ素と鉄を容易に

脱離することができ、さらに析出したマグヘマイトはリチウムイオン電池用正極材料とし

て利用できる可能性を示した。 
 
本研究に関する論文 
1. Y. Kitamura, H. Okawa, K. Shinoda, T. Kato, K. Sugawara, and S. Suzuki, Synthesis of porous γ-Fe2O3 via 

alkaline treatment of size controlled scorodite particles synthesized using ultrasound irradiation and its 
evaluation as a cathode for lithium-ion battery, Japanese Journal of Applied Physics (2019) [掲載予定]. 
 

2. Y. Kitamura, H. Okawa, T. Kato, and K. Sugawara, Utilization of carbon dioxide to synthesize large 
scorodite particles under ultrasound irradiation, Japanese Journal of Applied Physics Vol. 57 (2018) 
07LB15-1–07LB15-5. 
 

3. Y. Kitamura, H. Okawa, T. Kato, and K. Sugawara, Effect of reaction temperature on the size and 
morphology of scorodite synthesized using ultrasound irradiation, Ultrasonics Sonochemistry Vol. 35 (2017) 
598–604. 
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1. はじめに 
 銅製錬過程で排出される高濃度のヒ素を安定に貯蔵する材料として、スコロダイト(FeAsO4·2H2O)が報告

されている [1]。スコロダイトは酸性溶液中において優れた難溶解性を有し、特に比表面積が小さく、粒子

サイズが大きくなるほどその特性は高くなる。粗大なスコロダイト粒子(>10 μm)は、Fe(II)とAs(V)を含んだ

硫酸酸性溶液を90 C以上の高温にて撹拌しながら長時間(7 h)酸素ガスを吹き込むことで合成される [1] 。本

研究では、超音波の酸化作用および凝集作用に着目し、従来より低温かつ短時間にて粗大なスコロダイト

粒子(>10 μm)の合成を検討した [2, 3]。またスコロダイトは酸性溶液下において難溶解性のヒ素貯蔵材料で

あるが、アルカリ溶液下では溶解しやすい。したがってスコロダイトからヒ素を脱離させるためには、ス

コロダイトをアルカリ溶液中に添加すればよく、ヒ酸イオンと同時に溶出する鉄イオンはマグヘマイト(γ-
Fe2O3)として析出することが報告されていることから、ヒ酸イオンのみをアルカリ溶液中に残存できる [4]。
この方法で得られるマグヘマイトの粒子形は、原料粒子であるスコロダイトの外形を保持し、それはマグ

ヘマイトナノ粒子で構成される多孔質体である。マグヘマイトはリチウムイオン電池用の正極材料として

報告されており、資源的に豊富な鉄系材料の一つとして注目されている [5–8]。マグヘマイトを正極材料と

して使用したときの充放電反応式を以下に示す(式1)。マグヘマイトの充放電特性は粒子サイズ依存性があ

り、ナノ粒子サイズでなければ充放電が難しいことが知られている。 
 

 
           Fe2O3 + 2Li+ + 2e−          Li2Fe2O3 .                                                    (1) 

 
 

 ヒ素貯蔵材料であるスコロダイト結晶中からヒ素を脱離させるには、アルカリ処理によって脱離するこ

とができ、さらに溶出した鉄イオンはナノ粒子状のマグヘマイトとして析出するため、リチウムイオン電

池用正極材料として利用が期待される。そこで本研究では、スコロダイト粒子からヒ素をアルカリ処理に

よって脱離し、その際、得られたマグヘマイトの電池特性評価を行った。 
 
 

2.  実験方法 
2. 1  超音波を用いたスコロダイトの合成 [2, 3, 7] 
 実験装置の概略を図 1に示す [9]。反応溶液である Fe(II)-As(V)酸性溶液(50 ml, pH 2.0)は、ヒ酸水素二ナト

リウム七水和物(Na2HAsO47H2O, Wako)、希硫酸、硫酸鉄(II)七水和物(FeSO47H2O, 関東化学)を用いて調製し

た。反応溶液のヒ素濃度は 20 g/Lで Fe/Asモル比は 1.5とした。超音波の出力が 200 Wの多周波超音波発生

装置(KAIJO TA-4021)と 200 kHzの超音波振動子(KAIJO)を用いて行った。水槽に投げ込み型の 200 kHz振動

子を置き、その直上に作製した Fe(II)-As(V)溶液が入ったジャケット型ビーカーを設置した。超音波照射時

の溶液温度は、温水循環装置を利用して 70 Cに維持し、酸素ガス(100 ml/min)を流入しながらビーカーの底

部から水槽の水を介して間接的に 3 時間照射した。得られた生成物は、粉末 X 線回折(XRD; Rigaku Ultima 
IV)測定、電子顕微鏡(SEM; Hitachi TM-1000)観察を行った。 
 
 
2. 2 スコロダイトからのヒ素の脱離と析出したマグヘマイトの電池特性評価 [7, 8] 

合成したスコロダイトを 1 M NaOH 溶液中に添加することで、スコロダイト結晶中からヒ素の脱離を行

った。スコロダイトからのヒ素の脱離は、アルカリ処理前後のスコロダイトをエネルギー分散型蛍光 X 線

(EDXRF; Shimadzu EDX-7000)を用いて測定を行い、ヒ素と鉄の強度比から確認した。アルカリ処理により析

出した生成物は粉末 X 線回折(XRD)測定によって同定した。マグヘマイトの電池特性は、定電流充放電

(KIKUSUI PFX2011S)測定により評価した。 

Discharge 

Charge 

→ 
← 
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図 1 スコロダイト合成実験の概略図 [9] 

 
 

3.  結果と考察 
3. 1 超音波を用いたスコロダイトの合成 
図 2に超音波を 70 Cにて 3時間照射することで得られた生成物の XRD測定結果を示す。得られた生成

物は、PDF No. 00-037-0468 のスコロダイトと一致したことから、スコロダイトの単一相が得られたことが

確認できた。図 3に合成したスコロダイト粒子の SEM観察結果を示す。スコロダイト粒子は、多面形の形

状で 10 μm程度のサイズを有していた。スコロダイトは、Fe(II)とAs(V)を含んだ硫酸酸性溶液を酸化・加熱

することで反応初期に Fe(II)と少量と Fe(III)を含む非晶質の前駆体が生成する。この前駆体中の Fe(II)をさら

に酸化することでスコロダイトが生成する(式 2)。 

4H3AsO4 + 4Fe(II)SO4 + O2 + 6H2O → 4Fe(III)AsO4·2H2O(s) + 4H2SO4 .                             (2) 

粗大粒子の合成における超音波の寄与は、主に下記の 2 点が考えられる。①反応初期に生成する前駆体

の凝集を促すことで、結晶核となる前駆体数を減少させる。②超音波照射によって生成する酸化体(OH ラ

ジカル)が前駆体[Fe(II)-As(V)]の酸化を促進(式 3)し、結晶核あたりの溶質供給量を増加させる。従来の撹拌

では、粗大なスコロダイト粒子(>10 μm)を合成するために、90 C 以上の高温にて長時間(7 h)酸素ガスを吹

き込み、前駆体を酸化する必要があったが、超音波の酸化作用および凝集作用を用いることで、従来より

低温(70 C)かつ短時間(3 h)にて粗大なスコロダイト粒子(> 10 μm)の合成ができた [2, 3]。 

Fe(II)-As(V) + OH· + H+ → Fe(III)-As(V) + H2O.                                 (3) 

 
3. 2 スコロダイトからのヒ素の脱離と析出したマグヘマイトの電池特性評価  
 スコロダイトをアルカリ溶液中に添加することで、ヒ素と鉄が溶出し、鉄イオンはその場で γ-Fe2O3とし

て析出する。そこで、1 M NaOHによるアルカリ処理前後のスコロダイト中の Feと Asの XRF強度を表 1
に示す。アルカリ処理によってスコロダイト中の As 強度が大きく低下し、Fe 強度が上昇したことを示し

た。アルカリ処理前後で Fe強度が高くなったのは、ヒ素の溶出に伴い、生成物中の鉄の割合が増加したこ

とが起因していると考えられる。したがってスコロダイトからヒ素を容易に脱離できることが確認された。

次にスコロダイトのアルカリ処理によって析出した生成物の XRD 測定結果を図 4 に示す。XRD ピークか

らアルカリ処理後の生成物は、マグヘマイトであると考えられる。アルカリ処理によって析出するマグヘ

マイトはナノ粒子であるため、得られるピーク強度が低いことが報告されている [4]。そのため、XRD の

ピークはブロードであったと考えられる。最後に、得られたマグヘマイトの充放電測定(Cut-off 電圧 4.0–1.5 
V)を行ったところ、放電容量は 145 mAh/g (2サイクル目)を示し、二次電池として充放電が可能であること

がわかった。 
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表 1 1 M NaOHによるアルカリ処理前後のスコロダイト中の FeとAsのXRF強度 [7] 

 

Element
XRF intensity (cps/μA)

Before After

Fe
As

4137
1086

7981
12
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図 2 超音波照射によって得られた生成物のXRD測定結果 [7] 
(70 C, 3 h, O2ガス流入 100 ml/min) 

 

10 μm
 

図 3 超音波照射によって得られたスコロダイトの SEM観察結果 [7]  
(70 C, 3 h, O2ガス流入 100 ml/min) 
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図 4 1 M NaOH処理後の生成物のXRD測定結果 [7] 
 
 

4. おわりに 
 超音波の酸化作用および凝集作用を利用することで、10 μm 以上を有する粗大なスコロダイト粒子を従来より

低温(70 C)・短時間(3 h)にて合成できた。またスコロダイト結晶中のヒ素は、アルカリ処理によって容易にスコ

ロダイトから脱離した。溶出した鉄イオンは、マグヘマイトナノ粒子として析出した。マグヘマイトの充放電測

定による放電容量は 145 mAh/g (2サイクル目)を示し、また繰り返し充放電が可能であった。今後、マグヘマイト

ナノ粒子表面に導電性カーボンをコーティングすることで電池特性の向上が期待できる。 
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1. INTRODUCTION 

Mining activity is necessary activity to maintain industrial activities and social services.  In general, a mining 
area has higher concentrations as background values for metals in river water and stream sediments 
compared with area away from mining area.  In addition, mining activity also gives environmental load for living 
organism and natural environments.  Environmental reclamation is required to reduce the environmental load.  
Environmental evaluation is one of ways to find targets for environmental reclamation in mining areas.  
Environmental limit of waste water from mining facilities is also important to reduce the environmental load.  In 
Serbia, environmental limit of waste water was proposed by Serbian Government in 2011 to have similar 
environmental conditions that neighboring countries achieved.  If concentration of a metal for environmental 
limit of waste water is lower than a concentration of the metal that is reduced by stream self-purification under 
natural environment, there is a possibility that a process of self-purification under natural environment 
decreases environmental impact.  Relation between concentration of metal that could be reduced by the 
process of self-purification under natural environment and concentration of environmental limits of metals in 
waste water were examined to know appropriate concentration for environmental limits of waste water in Bor-
Majdanpek mining area. 

セルビア国ボール銅鉱山地域における環境

影響評価研究の意義 

石 山 大 三  

 (第 4研究グループ) 
ishiyama@gipc.akita-u.ac.jp 

 
概要：セルビア共和国ボール鉱山地域の汚染を被ったボール川およびベラ川と非汚

染のティモック川の河川水についてセルビア，ドイツ，日本の廃水基準とも比較も

行い，環境影響評価を行ってきた。ティモック川合流直前のベラ川の Cu 濃度は

23ppm で，ティモック川合流後の Cu 濃度は 23ppm に低下する．ボール鉱山からの汚

染河川水がティモック川合流することで Cu 濃度が低下するとともに自然環境での浄

化作用が機能している可能性が示唆された。 
 
キーワード：鉱山廃水、重金属汚染，斑岩銅鉱床，河川水，浄化作用 

独自性・実用性： 
本研究では鉱山開発を行っている地域も含む広域的な地域において環境影響評価を行って

いる。その結果，多数の非汚染地域の河川水の重金属元素濃度と汚染河川水の重金属元素

濃度を比較することで，汚染地域が特定された．これらの濃度値を環境基準値と比較する

ことでで，本研究対象地域の段階的な環境改善対策を進めるための時限付の暫定環境基準

値の設定のための基礎データとして活用される． 
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Figure 1 Comparison of environmental limits of waste water in Serbia, Germany and Japan. 

2. COMPARISON OF 
ENVIRONMENTAL LIMIT 
OF WASTE WATER 

Environmental limits of 
waste waters in Serbia, 
Germany and Japan are 
summarized in Figure 1.  
The environmental limits of 
waste water are 
concentrations of metals in 
waste water at the point of 
discharge from factories.  
The environmental limits of 
Cu in waste water are 0.5, 
1.0 and 3.0 mg/L for Serbia, 

Germany and Japan, respectively.  The environmental limits of As in waste water are also 0.1, 0.5 and 0.1 
mg/L for Serbia, Germany and Japan, respectively.  The environmental limits of Cr, Cu, Zn, As, Cd, Hg and Pb 
in waste water in Serbia are lower than the environmental limits of these elements in waste water in Germany 
(Fig. 1).   
Distribution of Cu content in contaminated river water having Cu concentration of 0.5, 1 and 3 ppm in Bor-
Majdanpek mining area is shown in Figures 2a and c.  Cu content in Bor and Bela Rivers that are located 
downstream of Bor mine associated with smelter is characterized by higher Cu concentration above 3 ppm.  
On the other hand, Cu content in Pek River that is located downstream of Majdanpek mine without smelter is 
lower than 0.5 ppm.  Regarding As content in the river water, the same tendency is observed (Figures 2b and 
d).  Total As concentration in river water around the Majdanpek mine (0.03 ppm) is smaller than that in river 
water of Bor and Bela Rivers downstream of the Bor mine and environmental limit of waste water (0.1 ppm).  
Provision of waste water from mining facilities to reduce environmental load at the Majdanpek mine would be 
easier compared with the case of the Bor mine.   

Concerning the pollution caused by Bor mine, the area of distribution of waste water having Cu 
concentration higher than 0.5 ppm by the environmental limit of Serbia is slightly larger than the areas of 
distribution of waste water having Cu concentration higher than 1.0 and 3.0 ppm by the environmental limits of 
Germany and Japan, respectively (Figure 2).  However, there is no large difference among sizes of those 
areas.  After mixing the river water of Bela River with river water of Timok River, the Cu concentration of river 
water in Timok River decrease to around 0.6 ppm.  It is thought that mechanism of stream self-purification 
under natural environment reaches a workable level in downstream after the mixing at the confluence between 
Bela and Timok Rivers because characteristics of river water of Timok River shows natural signature [1].  
Based on the environmental evaluation in this study, Cu concentration of river water of Bela River before 
mixing was 23 ppm under current condition [1].  If Cu concentration in river water of Bela River flowing into 
Timok River is kept around 23 ppm,  Cu concentration of river water of Timok River would be controlled around 
0.6 ppm.  However, it is difficult to reduce environmental impact in Bor and Bela Rivers, if concentration of Cu in 
river water of Bela River at the point before the mixing is 23 ppm.  Given that concentration of Cu in waste 
water at the point of discharge becomes below the environmental limits of waste water in Serbia, Germany and 
Japan, pollution by Cu from mining facilities for river water of Bor and Bela Rivers will be largely reduced by 
stream self-purification under natural environment.  To promote environmental reclamation in Bor-Majdanpek 
mining area, a special provision of standard values such as 3 ppm for waste water from mining facilities for a 
limited period of time is one of options for promotion of environmental reclamation as a first step. 
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Figure 2 Distribution of concertation of Cu and As in river water in Bor-Majdanpek mining area. (a) Histogram showing total Cu 

content in river water, (b) Histogram showing total As content in river water, (c) Geochemical map of total Cu of river water, (d) 
Geochemical map of total As in river water. 

3. CONCLUSION 
Based on the geochemical data that was obtained in the Bor-Majdanpek mining area, the concentration 

of Cu in polluted river water that is purified by stream self-purification under natural environment was examined 
in Bor-Majdanpek mining area.  The concentration of Cu that is available for the stream self-purification is 
around 0.6 ppm in Bor-Majdanpek mining area.  If concentration of Cu in waste water from mining facilities in 
the mining area is kept lower than 1 or 3 ppm at the point of discharge of waste water, concentration of Cu in 
river water of Timok River would be smaller than 0.6 ppm.  The environmental load by mining activities for 
natural environment downstream of Bor mine will be reduced largely. 

REFERENCES 
[1] Đorđievski, S., Ishiyama, D., Ogawa, Y. and Stevanović, Z. (2018): Mobility and natural attenuation of 
metals and arsenic in acidic waters of the drainage system of Timok River from Bor copper mines (Serbia) to 
Danube River. Environ. Sci. Pollution Res., v. 25, 25005–25019. 
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 テーマ１：変形菌由来ケホコリン A と B の全合成 

 ケホコリン A (1) および B (2) は 2006 年に千葉大学の石橋ら

により単離・構造決定された p-ターフェニル天然物である 1。

それぞれ HeLa 細胞に対する細胞増殖抑制活性を有し、1.5 お

よび 7.2 μg/mL の IC50値を示す。一方、以前の研究により、

癌細胞増殖抑制活性を示す類似の p-ターフェニル天然物につ

いて、活性発現部位が p-ターフェニル骨格上に存在する隣接

するジヒドロキシ構造であることが解明されている 2。しかし、1 と 2 は同構造を持たずに活性

が発現しているため、筆者はその構造活性相関に興味を持った。そこで、全合成による 1 と 2
および人工類縁体の供給法の開発に着手した。 
【合成計画】 
 ケホコリン A (1) の糖部分は最終段階で導入する。これにより、ケホコリン A (1) と B (2) は
p-ターフェニル 3 を共通中間体として全合成可能となる。3 の C 環は、ホウ素誘導体 5 として

鈴木宮浦クロスカップリング反応でジベンゾフラン 4 と連結する。臭素を持ち高度に酸素化さ

れた 4 は、ジベンゾフラン 6 からアルデヒドの酸化転位と位置選択的な臭素導入を経て合成す

る。この段階は検討を要するため、原料の 6 の高収率合成が必須となる。その解決法として、

ビフェニル 7 の Ullmann エーテル合成による 6 の構築、および A 環セグメント 8 と B 環セグメ

ント 9 の鈴木宮浦クロスカップリング反応による 7 の合成を計画した。8 と 9 はそれぞれ市販

の 11 と 10 から誘導する(Scheme 1)。 

特異な構造の芳香族系天然物の全合成と構造活性相関

に関する研究 

藤 原 憲 秀

(第 16 研究グループ, 理工学研究科 生命科学専攻)
fjwkn@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：特異な構造の芳香族系天然物には興味深い生物活性を持つものが多い。

がん細胞増殖抑制作用を示す、ジベンゾフランを含むパラターフェニル骨格持

つケホコリン類とキャンディドゥシン類を標的に、それぞれ鈴木カップリング-
Ullmann エーテル合成を含む経路、およびロジウム触媒[2+2+2]反応を含む経路

を検討した。その結果、それぞれの全合成に成功した。さらに、アセチレンを

含む特異な多環性芳香族天然物セラジネリン S について、Diels-Alder 反応を機

軸とした全合成に成功した。 

キーワード：鈴木カップリング ,  [2+2+2]環化付加反応 ,  Diels-Alder 反応  

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。これに

Ullmann エーテル合成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

の合成法を開発した。この方法で変形菌由来殺癌細胞活性天然物ケホコリン類の全

合成に成功した。さらに、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を開発し、これ

を応用したキャンディドゥシン類縁体の全合成に成功した。 
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【ジベンゾフラン中間体の合成】 
 A 環セグメント 8 は、11 のベンジル保護と酸化転位、位置選択的臭素化、およびメチル化を

経由して合成した (Scheme 2)。当初 B 環セグメントとして 9-1 を合成した。即ち、10 の MOM
保護と還元、PMB 保護およびリチオ化を経由してボロン酸 9-1 を得た。8 と 9-1 の鈴木宮浦ク

ロスカップリング反応は高収率でビフェニル 7-1 を与えたが、その後の 6 への変換過程で、

PMB の存在が収率低下の原因となった。そこで、保護基をメチル基に変更したボロン酸 9-2 を

合成し、6 への誘導を検討した。その結果、クロスカップリング反応でビフェニル 7-2 が高収率

で得られ、その後、ジベンゾフランの形成とベンジル位の酸化を経由すると、高収率でアルデ

ヒド 6 が生成することが判った。 

 
【天然物ケホコリン A (1) およびケホコリン B (2) の全合成】 

 
ジベンゾフラン 6 を 4 に誘導する際に、合成中間体の安定性や臭素導入の位置選択性に問題が

生じた (Scheme 3)。これらは one pot 合成や Pd 触媒による臭素基の還元除去反応を駆使して解
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決し、4 を得ることができた。4 と 5 の鈴木宮浦クロスカップリング反応で p-ターフェニル 3 を

構築後、保護基を除去してケホコリン B (2) の全合成を達成した。さらに、3 のベンジル基を除

去後、ラムノシル化し、全ての保護基を除去してケホコリン A (1) の全合成を達成した。さら

に、6 から人工類縁体への誘導にも成功した。 
本成果は平成 30 年度化学系学協会東北大会(秋田)(講演要旨集 2P053, 2018.9.16.)にて発表し、学術誌

にて公表した："Total synthesis of kehokorins A and B." K. Fujiwara, R. Motousu, D. Sato, Y. Kondo, U. 
Akiba, T. Suzuki, T. Tokiwano, Tetrahedron Lett., 2019, 60, 1299-1301。 
参考文献：(1) Ishibashi, M. et al. Tetrahedron Lett. 2006, 47, 1505; Heterocycles 2007, 71, 1807. (2) T. 
Norikura, K. Fujiwara et al. J. Agric. Food Chem. 2013, 61, 1258. 
 

テーマ２：[2+2+2]環化付加反応を基盤としたキャンディドゥシン類縁体の全合成 
 ジベンゾフランを含む天然物には、真菌 Aspergillus candidus 由来のキャ

ンディドゥシン B 誘導体(1) (Fig. 1)1 のようにパラターフェニル骨格を併せ

持つ特異な構造が存在し、合成化学的に興味深い。これらの天然物の合成

では、従来、鈴木カップリング反応と Ullmann エーテル合成を用いて骨格

構築する例が多い。当研究室では、1 の全合成を目指して、二成分型 
[2+2+2] アルキン環化反応を用いる経路により、ジベンゾフランを含むパラターフェニル骨格を一挙

に構築しようと計画した。 

 

 A 環セグメント 3 と C 環セグメント 4 は、1,2,4-トリヒドロキシベンゼン (2) からそれぞれ 7 工程

で合成した。これらを用いて種々の条件で[2+2+2]アルキン環化を検討したところ、Wilkinson 触媒

を用いる条件で p-ターフェニル 5 が得られた (Scheme 1)。p-ターフェニル 5 から 2 工程でフェノー

ル 7 に導いた後、Frémy 塩を用いてオルトキノン 8 に誘導し、さらに位置選択的なメチル化を含む

官能基変換を経て、キャンディドゥシン B 誘導体 (1) の全合成を達成した (Scheme 2)。 

 
 本成果は日本化学会第 99 回春季年会（神戸）(講演要旨集 1F7-10, 2019.3.16.)にて発表した。 
参考文献：(1) G. N. Belofsky, K. B. Gloer, J. B. Gloer, D. T. Wicklow, P. F. Dowd J. Nat. Prod. 1998, 61, 
1115. 
 
テーマ３：イワヒバ由来セラジネリン S の全合成 
 セラジネリン S (1) (Scheme 2) は 2016 年に Zhu らによって、シダ植物の Selaginella moellendorffii
から単離された赤色粉末状化合物である 1。その構造は込み入った 2,3,4-三置換ジフェニル骨格が特

徴となっている。演者は、まだ合成法が確立していないセラジネリン類の合成経路の開拓を目的と

し、1 の全合成に着手した。 

 

HO

OH

OMe

O

HO

HO

Candidusin B derivative (1)
Fig. 1

OH

― 187 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

 込み入った 2,3,4-三置換ジフェニル骨格については、Diels-Alder 反応と引続くシクロヘキセン環の

芳香環化により構築する計画を立案し、実際に合成を進めた(Scheme 1)。ジエノフィル 2 とジエン 3
との加熱条件による Diels-Alder 反応により、低収率ながら、良好な位置選択性で環化付加体 4 と 5
を得ることができた。 
 続いて、芳香環化のため、DDQ を作用させたところ、4 のみ良好な収率で 6 を与えた。続いて、6
のブロモ基を石山-宮浦法でホウ素に変換した後、酸化的転位反応により水酸基に誘導した。その際、

TBS 基も同時に除去されたことから、低収率ではあるが、セラジネリン S (1) の全合成を達成できた

(Scheme 2)。 

 
 本成果は日本化学会第 99 回春季年会（神戸）(講演要旨集 1F7-09, 2019.3.16.)にて発表した。 
参考文献：(1) Zhu, B.; Wang, T. B.; Hou, L. J.; Lv, H. X.; Liu, A. M.; Zeng, P.; Li, A. H. Chem. Nat. Compd. 
2016, 52, 624. 
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EV，FCVのための高効率電動機に関する研究 

発 表 者 氏 名  田 島 克 文 ，  

吉 田 征 弘  

 (理工学研究科) 
tajima@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：電磁界解析を用いてアキシャルギャップ構造誘導モータの特性について

検討した．従来の三相誘導モータと比べ同じ体格で 2 倍のトルクを出力できる

ことが明らかとなった．したがって，本研究成果で得られたアキシャルギャッ

プ誘導モータは，銅損を低減してた高効率な特性が期待でできる。また，アキ

シャルギャップ誘導モータは，構造が複雑であるため，実機作成に課題があ

る．そこで形状自由度が高い圧粉コアを使用したモータ構造について検討し，

飽和磁束密度が低い圧粉コアを使用したとしても，従来のラジアルギャプモー

タ以上のトルクを出力できることを解析により示した． 

キーワード：三相誘導モータ，アキシャルギャップ誘導モータ，リラクタン

スネットワーク解析（RNA）  

          
独自性・実用性： 
本研究では，高トルク，高効率化が達成できる新規構造の誘導モータの開発を目指し，

高トルク化に有用な技術としてアキシャルギャップ構造とトロイダル巻を用いた誘導モー

タを提案した． 
アキシャルギャップ構造は，一般的な構造であるラジアルギャップ構造と比較して固定

子と回転子が向かい合う面積であるギャップ面積が広く取りやすく，トルク密度向上に効

果がある．トロイダル巻は分布巻と同様な起磁力分布を持ちながら占積率の向上が可能で

あり，同巻数であればコイルスロットの小型化が可能である．これら 2つの要素をもつ誘

導モータを提案することで，誘導モータの高トルク密度化を目指した．電磁界解析の結

果，従来の三相誘導モータと比べ同じ体格で 2倍のトルクを出力できることが明らかとな

った．したがって，本研究成果で得られたアキシャルギャップ誘導モータは，銅損を低減

してた高効率な特性が期待でできる。また，アキシャルギャップ誘導モータは，構造が複

雑であるため，実機作成に課題がある．そこで形状自由度が高い圧粉コアを使用したモー

タ構造について検討し，飽和磁束密度が低い圧粉コアを使用したとしても，従来のラジア

ルギャプモータ以上のトルクを出力できることを解析により示した． 
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高トルク化に有用な技術：アキシャルギャップ構造

* 1 一般社団法人 電気学会 2013年技術レポート

• 固定子と回転子が平面部分で対向するモータ

• モータの高トルク化手法として研究されている

固定子

回転子

軸

ラジアルギャップモータ

S = πD·d
D，dに比例

アキシャルギャップモータ

S = (1/4)πD2

Dの二乗に比例

大径・扁平形状で高いトルクを得られるモータである*1

アキシャルギャップモータ

ギャップ面積比較

D

d

D

設計したアキシャルギャップ誘導モータ（AGIM）

unit : mm

アキシャルギャップ
誘導モータ概観図

RGIM

y

x
z

AGIM

z

y x

58
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3

アキシャルギャップ誘導モータ（AGIM）の構造

• シングルステータ・ダブルロータ構造における回転子構造

y

x
z

二次導体を磁心に埋め込むことで構成

z

y x
Teeth Yoke

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

00.20.40.60.81

To
rq

ue
 T

 (N
·m

)

Slip s

RGIM AGIM

4

解析結果

0.617 N·m (s=0.34)

1.266 N·m (s=0.22)

提案AGIMはRGIMの約2倍の最大トルクが得られた

ギャップ面積比較
RGIM : 5061 mm2

AGIM : 10114 mm2
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• 形状自由度が高く3次元的に等方な磁気特性を
有する圧粉磁心を併用する

5

実機製作のためのモータ構造の提案

z
y

x y
x

z y
xz

ヨークを電磁鋼板で，コの字状のティースを
圧粉磁心で製作することによって製作

6

解析結果

圧粉コアを使用しても従来モータ以上の特性

RGIM AGIM
(LSS)

AGIM
(Powder core)

AGIM 
(Combined)

Max torque (N·m) 0.617 1.266 0.988 1.090
Torque density 

(N·m/L) 1.470 3.015 2.167 2.390
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１．目的および概要 
ムラサキ貝などは接着性タンパク質を分泌して岩肌や船底に非常に強固に接着する。近年，この

タンパク質の結合ドメイン中にはリジンおよび 3,4-dihydroxy-phenylalanine（DOPA）が豊富に存在

し，これらが接着に直接関与することが明らかになった。DOPA はチロシンから酵素チロシナーゼ

によって合成される物質であり，DOPA およびリジンから成る接着性ペプチドは水中でも接着能を

有する新しい機能性材料として期待さる。一方，ヒスチジンは金属配位能を示すイミダゾール基を

有し，ヒスチジン 6 残基から成るペプチド鎖はニッケル担持樹脂等に非常に強く結合するため，バ

イオテクノロジー分野においては遺伝子組換えタンパク質の精製タグとして広く利用されている。 
そこで本研究では，リジン，DOPA およびヒスチジンを有するペプチドを合成し，意図した金属

をインプリントした高い選択性を示す吸着材を調製することを目的とした。その概念図を Fig. 1 に

示す。リジン，チロシンおよびヒスチジンから成る 17 mer ペプチドを固相法によって合成し，チロ

シナーゼによってチロシン残基を DOPA に変換させる。その後，ヒスチジンが有する金属配位能に

よって合成ペプチドを金属イオンに配位結合させ，その立体構造を維持したまま DOPA およびリジ

ンの接着能によって多孔性シリカ粒子内の細孔に接着固定化する。金属イオンを脱離させた後に残

る空孔は，インプリントした金属に対して高い選択性を示すペプチド-シリカ担体となることが期待

される。本研究では，Ni2+イオンをモデル金属として，本法の有効性を調べた。 
 
  

金属をインプリントした選択的ペプチド-シリカ吸着材の調製 

Stevens G. F. Morlu，横田早希，後藤 猛

 (第 18研究グループ) 
tgotoh@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：本研究は，生体機能を模倣・活用し，意図する金属をインプリントした選択的

金属吸着材およびその調製法を開発するものである。DOPA，リジンおよびヒスチジ

ンから成る，無機担体接着能と金属配位能を併せ持つ 17 mer のペプチドを合成し，

pH 8.0 で Ni2+イオンとインキュベート後に多孔性シリカ粒子を添加したところ，Ni2+

イオンと結合したペプチドはシリカ粒子に強固に吸着固定化された。Ni2+イオンは

pH 7.0 でペプチド-シリカ粒子から容易に脱離し，得られた Ni2+イオンがインプリン

トされたペプチド-シリカ担体は Ni2+イオンに対し高い吸着選択性を有していた。 

キーワード：インプリント法，接着性ペプチド，選択的金属吸着材 

独自性・実用性： 
無機担体接着能と金属結合能を併せ持つペプチドを用い，金属イオンをインプリントして

多孔性シリカ粒子に固定化することにより，意図する金属に対して高い選択性を有する吸

着材を自在に調製できる新規な方法を開発したものである。固相合成によるペプチドは高

価であるが，遺伝子組換え微生物の利用により原料ペプチドを安価に製造することも可能

であり，実用化に向けた展開も期待できる。 
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２．実験方法 
固相合成法によってチロシン（一文字表記 Y），ヒスチジン（H），リジン（K）を有するペプチ

ド YKYKY-H3YH3-YKYKY を合成した。0.1 M リン酸緩衝液（pH 7.0），5.0 mM 合成ペプチド，

shiitake tyrosinase 10 units， 2.0 mM L-アスコルビン酸を含む全量 5 mL の反応溶液を 25℃で 1 h イン

キュベートし，アセトン沈殿により tyrosinase を除去した。上清に 100 mM NiCl2 0.5 mL を加えて

pH 8.0 に調整し，25℃で 15 h インキュベートした後，多孔性シリカ粒子 0.5 g（GL1641B/45-75  
Porous Silica, Mo-Sci）を加えて 25℃で 24 h 振とうした。シリカ粒子を蒸留水で洗浄し，pH を 7.0 に

変化させて Ni2+イオンを脱離させた。得られたペプチド-シリカ担体について，Ni2+，Cu2+，Co2+，

Zn2+の各イオンに対する吸着特性を調べた。合成ペプチドおよび金属イオンはそれぞれ分光吸光度

計および ICP-OES により定量した。 
 

３． 結果と考察 
合成したペプチドの純度を HPLC で分析したところ，99.9%であった。また，吸光度測定の結果

より，合成ペプチドのチロシン残基はチロシナーゼによって DOPA に変換されたことが確認された。

以降，チロシナーゼ反応前後のペプチドをそれぞれ Y ペプチドおよび DOPA ペプチドと記す。     
25 µmol の DOPA ペプチドおよび Y ペプチドを Ni2+イオンとモル比 1 : 2，pH 8.0 で混合し，さらに

多孔性シリカ粒子 0.5 g を添加した時のシリカ粒子へのペプチドの吸着挙動を Fig. 2 に示す。24 h 後

の Y ペプチドの吸着割合は約 60%であったのに対し，DOPA ペプチドはすでに 12 h で 100%近く吸

着している。また，Fig. 3 はこれらペプチド吸着シリカ粒子を 0.1 M リン酸緩衝液（pH 7.0）により

繰り返し洗浄し，脱離したペプチドの割合を調べた結果である。4 回の洗浄によって 4 割近い Y ペ

プチドが脱離したが，DOPA ペプチドはほとんど脱離しなかった。このことから，DOPA ペプチド

は比較的安定にシリカ粒子内に接着固定化されていることが分かる。また同時に，この DOPA ペプ

チド固定化シリカ粒子の洗浄液の Ni2+イオン濃度も調べたところ， pH 7.0 のリン酸緩衝液によって

Ni2+イオンは溶出し，4 回の繰り返し洗浄によって DOPA ペプチドに結合した Ni2+ イオンはほぼ

100％脱離したことが分かった（Fig. 4）。 
以上の Ni2+イオンを脱離洗浄して得た Ni2+イオンインプリント DOPA ペプチド-シリカ担体（Ni-

iDPSP）について，Ni2+イオンの吸着実験を行い，吸着量に及ぼす pH の影響を調べた。その結果を

Fig. 5 に示す。なお，吸着量 q (mmol/g)  は式 (1) により求めた。ここで，Ci は Ni2+イオンの初期濃

度 (mmol/L) ，Cf は Ni2+イオンの終濃度 (mmol/L) ，V は溶液体積 (L)，w はペプチド-シリカ担体量 
(g) である。 

𝑞𝑞 =
(𝐶𝐶i − 𝐶𝐶f)

1000 × 𝑉𝑉
𝑤𝑤  

これより，Ni-iDPSP への Ni2+イオンの吸着における最適 pH は 8.0 付近であることが分かる。ヒス

チジンタグは pH 8 付近でニッケル担持樹脂に強く結合するため，バイオテクノロジー分野ではヒ

スチジンタグを付加した組換えタンパク質のニッケルカラム精製条件として pH 8.0 が推奨されてい

るが，本研究における Ni-iDPSP への Ni2+イオン吸着の pH 依存性はこれとよく一致している。また，

ヒスチジンのイミダゾール基の pKa は 6.0 であることから， Ni2+イオンは中性のイミダゾール基を

介してペプチド-シリカ担体に吸着されると考えられる。 
Fig. 6 は Ni-iDPSP への NI2+イオンの吸着平衡実験を行い，Langmuir プロットした結果を示す。こ

こで，Ceは平衡時における溶液中の Ni2+イオン濃度 (mmol/L) ，qe は平衡時における担体の Ni2+ イ
オン吸着量 (mmol/g) ，qmax は担体の Ni2+イオン最大吸着量 (mmol/g) ，K は Langmuir 定数 (L/g)であ

る。これより，Ni-iDPSP への Ni2+イオンの吸着は Langmuir の吸着等温式 (2) で表されることが分か

った。 

𝐶𝐶e
𝑞𝑞e

= 𝐶𝐶e
𝑞𝑞m

+ 1
𝑞𝑞m𝐾𝐾 

Ni2+イオンおよび他の金属イオン等モル存在下の二成分系における Ni-iDPSP への金属吸着挙動を

調べた。比較のため，DOPA ペプチドを Ni2+イオンの非存在下で多孔性シリカ粒子に吸着させて得

(1) 

(2) 
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られた，Ni2+イオンをインプリントしていない DOPA ペプチド-シリカ担体（DPSP）についても同

様に調べた。式 (3)と(4)により求めた，各金属の分配係数 D (mL/g) および選択係数 k (-)を Table 1 に

まとめた。ここで，添え字 Ni は Ni2+イオンに対する値，M は Ni2+イオン以外の金属イオンに対す

る値であることを示している。 

𝐷𝐷 =
(𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑒𝑒)
1000 × 𝑉𝑉

𝑤𝑤 

𝑘𝑘 = 𝐷𝐷Ni
𝐷𝐷M

 

DPSP に対する Ni2+イオンと他の金属イオンの分配係数に大きな差は見られないが，Ni-iDPSP に対

する Ni2+イオンの分配係数は他の金属イオンに比べて非常に大きく，Ni-iDPSP の Ni2+イオンに対す

る選択係数は高い値となっている。これより，Ni-iDPSP はインプリントした Ni2+イオンに対して高

い選択性を有することが分かった。 
 
４．まとめ 
 無機担体接着能と金属結合能を併せ持つペプチドを固相合成し，これに Ni2+イオンをインプリン

トして多孔性シリカ粒子に固定化することにより，Ni2+イオンに対して高い選択性を有する吸着材

を調製することが出来た。この方法を応用すれば，意図する金属イオンに対して高い選択性を有す

る吸着材を自在に調製することが可能と考えられる。ペプチドは一般に高価であるが，遺伝子組換

え微生物の利用により原料ペプチドを安価に製造することも可能であり，実用化に向けた展開も十

分期待できる。 
 
 
 

 

Fig. 1  金属をインプリントした選択的ペプチド-シリカ吸着材およびその調製法の概念図 
 

 
  

(4) 

(3) 
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Fig. 2 DOPAペプチドおよびYペプチドの多孔性シリカ粒子に対する吸着挙動 

Fig. 3 シリカ粒子に接着した DOPA
ペプチドおよび Y ペプチドの安定性 

Fig. 4  DOPA ペプチド固定化シリカ粒子か
らの Ni2+イオンの脱離 

Fig. 5  Ni2+ イオンの Ni-iDPSP 吸着の pH 依存性 
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Table 1  二成分系における Ni-DPSP および DPSP の金属イオン吸着 

Binary System Materials 
Distribution Coefficient 

 D (mL/g) 
Selectivity 
Coefficient 

k (-) DNi DM 
Ni2+/Cu2+ Ni-DPSP 12,500 ± 17 163 ± 6 77 ± 19 

 DPSP 3,737 ± 2 1546 ± 5 2 ± 0.2 
Ni2+/Zn2+ Ni-DPSP 15,961 ± 22 205 ± 17 78 ± 11 

 DPSP 1,926 ± 4 1890 ± 3 1 ± 0.4 
Ni2+/Co2+ Ni-DPSP 10,699 ± 19 169 ± 6 63 ± 21 

 DPSP 1,789 ± 4 1544 ± 2 1 ± 0.3 
 

Fig. 6  Ni2+ イオンの Ni-iDPSP 吸着における Langmuir プロット 
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本研究の目的は、定量的鉱物資源量評価法である Singer(2008)による Quantitative Mineral Resource 

Assessments(以下 QRA)の資源たりうる鉱床分布や存在確率に関連する Tract と呼ばれる地質学的解釈に依

存するファクターの正確な定義づけと新たな評価方法の開発である。本研究では、この評価モデルを用い

以下の 2点に注目して研究開発を実施する： 

(1) Tract の評価法の開発：従来の金属元素を伴っている変質分帯による鉱床分布だけでなく、広く鉱

床形成に係る岩石の・岩石鉱物学的特徴に注目した鉱床分布の可能性に注目した再検討に加える。 

(2) 鉱石鉱物を考慮した評価：新たに選鉱・精錬の視点で有用鉱物の鉱石鉱物の産状や組織を評価も加

えた検討を試み、安定した資源開発技術や鉱山開発・経営に資するデータを提供する。 

平成 30年度は、(1)の開発を実施した。この本研究開発の成果は，2015年度から 2017年度の期間、秋田

大学–モンゴル科学技術大学間で締結された共同研究活動の成果の一部を発展させたものである。また、

この結果は、2019 年 3 月に共同研究活動の協力会社（Chimchig Khan LLC., モンゴル）およびモンゴル政府

への報告書および 2019 年 4 月ウランバートルで開催された国際学会 First International Conference on Applied 
Science and Engineering2019 において公表された。本報告書では、モンゴルで行われた国際学会の要旨を以

下のページにまとめて示す。 
 
  

希少金属資源開発にかかわる有用資源鉱物データベース構築と資源賦存量評価法の開発 

(1) ：岩石化学的手法による探査候補地の推定方法の開発 〜西モンゴル地域を例として〜 

緒 方 武 幸 ・ E r d e n e b a y a r  J a m s r a n  

 (第 19研究グループ) 
take-ogt@gipc.akita-u.ac.jp 

概要：従来の探査や評価手法では，既存の鉱床タイプやモデルへの“当て嵌め”に

より行うことが多い。そこで本研究では、あまり注目されることがなかった広く鉱

床形成に係る岩石学的特徴を軸に、少なくとも鉱床を形成に関与することができる

岩石の分布の把握と、岩石化学的特徴から鉱床形成のテクトニクス場の可能性か

ら、鉱床探査の候補地推定法について手法の開発および検討を行なった。平成 30 年

度は、西モンゴル地域における Zn-Pb-Cu 鉱床を事例に手法の開発をし、その結果本

手法は有効であることがわかった。                                                                                      
キーワード：Geochemical discrimination diagram,  AI-CCPI diagram 

          独自性：変質岩の評価と鉱床形成の構造場推定法の提案 
＊既存の鉱床タイプやモデルへの“当て嵌め”でなく、従来、変質作用の影響で考慮できなかっ

た岩石学的特徴の検討を行った。 

＊単なる変質の影響評価の AI-CCPI diagram を用いて岩石学検討が可能な評価手順を開発した。 

実用性・応用分野：自然災害に関わる防災関係、特に地滑り対策への技術協力  
今回、使用した AI-CCPI diagram は変質作用や変質岩の定量的評価にも応用が可能である。ま

た、本手法で使用している Geochemical discrimination diagram も併用することにより、変質した原

岩の推定も可能であり、地滑りなどの防災分野にも貢献しうる。 
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STUDY OF ESTIMATE A POSSIBLE MINERALIZATION OCCURRENCE AREA OF THE VOLCANOGENIC 
MASSIVE SULFIDE TYPE USING GEOCHEMICAL DISCRIMINATION DIAGRAM 

~ A CASE STUDY IN WESTERN MONGOLIA ~ 
 

TAKEYUKI OGATA1, JAMSRAN ERDENEBAYAR2, GENDEN UKHNAA3, BATKHUU BALDORJ4 
 

1 ICREMER AKITA UNIVERSITY, JAPAN 
E-mail address: take-ogt@gipc.akita-u.ac.jp 

2CENTER FOR REGIONAL REVITALIZATION IN RESEARCH AND EDUCATION AKITA UNIVERSITY, JAPAN 
3MONGOLIAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MONGOLIA 
4CHIMCHIG KHAAN LTD, MONGOLIA   

 
ABSTRACT. In this study, we carry out a study of geochemistry of genetically related volcanic rocks of the Dulaan Khar volcanogenic massive sulfide deposit.  
Moreover, based on this result, we conduct comprehensive studies in geochemistry of the volcanic rocks from Western Mongolia and considered possibility 
of the occurrence of Volcanogenic Massive Sulfide Deposit (referred to as VMSD). We developed the new method of precisely estimate of the tectonic 
setting and potential of VMSD that combined AI-CCPI diagram and the Pearce diagram based on to selects possible geochemical data.  In this way, it 
became possible to detail investigate of the estimation of tectonic setting related to VMSD mineralization which was not made hitherto depending on 
hydrothermal alteration. 

1. INTRODUCTION 
In this study, we carry out a study of geochemistry of genetically related volcanic rocks of the Dulaan Khar volcanogenic massive 

sulfide deposit.  Moreover, based on this result, we conduct comprehensive studies in geochemistry of the volcanic rocks from Western 
Mongolia and considered possibility of the occurrence of Volcanogenic Massive Sulfide Deposit (referred to as VMSD).  We describe this 
identification method and result in the following chapters. 
In addition, this geochemical method is based on following idea; 
(1) It is intended finding Ore horizon of VMSD and to suggest to exploration guideline of target area. 
(2) We evaluate the possible association of VMSD mineralization from a characteristic of geochemistry of volcanic rocks in Ore horizon. 
(3) First of this comparison is provided with existing geochemical data of the volcanic rocks where has already known tectonic setting. 
(4) Second of this comparison is conducted with existing geochemical data of the volcanic rocks where has already known genetically 
relationships each type of VMSD mineralization. 
(5) In the case of this comparison, it is eliminated analytical sample with the effect of hydrothermal alteration, and discussed more only 
using immobile elements. 
(6) If sample of volcanic rock to investigate is a characteristic of geochemical composition similar to this geochemical character of existing 
VMSD, it is selected as a proposed site of exploration. 
(7) This exploration area, extracted in this method, focuses on the formation same as these volcanic rocks and investigates possibility of 
VMSD mineralization. 

2. AN INVESTIGATION AREA AND SAMPLING POINT 
The investigation area and sampling point of this study is shown in Figure 1.  We carried out a geological survey and a sampling in these 
investigation areas during a period from July 23 to August 20, 2015 and from August 8 to 20, 2016.  These investigate areas are distribution 
of volcanic rocks and possible VMSD mineralization.  In this study, we targeted 34 volcanic rock samples which we collected from 24 
field survey areas. 

― 199 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

 

FIGURE 1. Map of division of Terrane and sampling point of this study in the western Mongolia. Refer to Table for the 
abbreviation in this map 

3. ANALYTICAL METHOD AND RESULTS  
Based on previous study of VMSD, it is summarized Figure 2 that relationship of type of VMSD, volcanism and geochemical 

characters.  There is not those tectonic setting and volcanic activity related to form VMSD mineralization at least one in VMSD if I do not 
exist in investigation area.  In this report, we use Pearce diagram of ratio of immobile elements for an estimate of this tectonic setting.   

Pearce diagram is a figure of plot for immobile elements of the volcanic rock from rifting of seafloor (Pearce, 2014).  Those volcanic 
rocks are altered to a varying degree of hydrothermal activity in seafloor.  The element of Pearce diagram chooses the element which does 
not move and/or the same element of the ratio of the movement by hydrothermal alteration (Asaki and Yoshida, 1999). 

In this study, we take the precaution to estimate degree of hydrothermal alteration using geochemical diagram of Large et al. (2001).  We 
can estimate degree of hydrothermal alteration of volcanic rock around VMSD using this diagram.  We can estimate to tendency of 
alteration and the center of mineralization of VMSD using AI-CCPI diagram from Large et al. (2001).   

Mizuta and Ishiyama (2009) indicated to be able to discuss of geochemistry about immobile elements of altered rock sample which it 
would take plot in the field of least altered box in AI-CCPI diagram.  In this report, we used geochemical data plotted in least altered field of 
AI-CCPI diagram as much as possible. 

For the understanding of the geochemical characteristic of the volcanic rock genetically relationships of VMSD, it is necessary that 
consistency of lithofacies and Tectonic setting of the volcanic activity (Figure 2).  We used Zr, Ti, Nb and Y which were immobile 
elements for determination of the lithofacies, and Ta, Th, Nb and Yb of Pearce diagram for an estimate of Tectonic setting.   

― 200 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

 

FIGURE 2. Relationship of the geochemical characteristic of volcanic rock and the geologic characteristic with VMSD. 

 
These Bulk chemical analyses were measured in an ALS geochemical analysis company.  The Conclusion of analysis by the flow-

chart is shown in Table 1. The details of estimate using flow-chart are described in later chapters. This result did not interpret magmatic 
activity of each terrane and every geologic time because these volcanic rock samples is small number that was used for the analysis. 
Therefor it should be recognized that this result is supposed from only sampling point of investigated area. 

TABLE 1. Result of the existence of VMSD estimated in concentration of trace element in volcanic rock 

 

4. DISCUSSION   
From those analyzed results, two volcanic activities of the Hovd Turbidite terrane in Devonian period and the Lake Island arc terrane in 

Cambrian period was possible match region of VMSD (red and yellow filling of  Table 1).  The Devonian volcanic rock in the Hovd 
Turbidite terrane is estimated when it was this volcanic activity that is genetically related to VMSD mineralization because there is the 

Tectonic Setting Volcanic Activity (2) Zr/Ti vs Nb/Y (3) Th/Yb vs Ta/Yb (4) Th/Yb vs Nb/Yb (5) Cu-Zn-Pb

I

II

III

Caldera
N-MORB

E-MORB?

Type of Island-arc is common in 
Type II and Type III.

Type of Continental rift is
as often as not in Type III.

Spreading axis 

Mid oceanic ridge, Fiji Basin, 

Acidic Lava Dome

Sulfide ore is 
distributed 
along fault.

(Bimodal volcanism)

PACMANUS

Sulfide ore is distributed 
limb of dome.

Okinawa, DESMOS

Sulfide ore is distributed central 
cone or around ring fracture.

(Basaltic)

(Acidic)

― 201 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

Dulaan khar VMSD in this terrane.  It is considered that these terrane volcanic rocks of this terrane in the Devonian period was at least 
formed geological environment and igneous activity that cause mineralization of VMSD similar to the Dulaan Khar deposit.  As for two 
sampling points in the Lake Island arc terrane, it is suggested that possibility of VMSD mineralization of Type-I from a cause of volcanic 
activity in the Cambrian period based on geochemical characteristics (Figure 2).  This result is reasonable from presence of Cu-oxide 
mineral and mode of occurrence of auto brecciate texture of basaltic lava in one sampling point (BV-2) in this terrane.  In future, it is 
necessary to focus on the occurrence of submarine volcanic activity in the Cambrian period at this terrane.   

From Pearce diagram (Th/Yb vs. Nb/Yb), the Dulaan Khar VMSD is different from VMSD of typical Kuroko-type and the Iberian 
pyrite belt (Figure 3).  We consider that this VMSD was formed in the situation of most final stage of rifting of continental margin and the 
environment of dominate of dacitic to rhyolitic seafloor volcanism.  In the western Mongolia, there may be other such types of the Dulaan 
Khar VMSD.  Therefore, it is important to discovery of VMSD in Mongolia that the Dulaan Khar VMSD is studied in detail.  It is 
increasing the precision of this estimate method that these results are compiled into a database as a new geochemical characteristic. The 
volcanic rock of the Lake Island arc terrane is the same as volcanic rock related to be similar to mineralization of the PACMANUS is the 
modern sea-floor hydrothermal deposit. 

 

 

FIGURE 3. Th/Yb vs. Nb/Yb diagram of volcanic rocks of the Dulaan Khar Uul (after Pearce 2008). Average N-MORB, E-
MORB, OIB are taken from Sun & McDonough (1989); average lower crust ( LC ), middle rust ( MC ), upper crust ( UC ) 

and total continental crust ( CC ) are selected from Rudnick & Fountain (1995). 

On the other hand, as for volcanic activity in other investigate areas, it was inferred Andesitic, within plate and E-MORB mantle array 
volcanic activity (Figure 2).  There is probably little caused mineralization of VMSD by these volcanic activities.  Therefor even if there is 
mineralization in other survey areas, it may not to be VMSD mineralization.  These investigated areas do not target type of VMSD 
mineralization, and it is necessary to continuously be geological survey that are assumed to be other ore deposit types. 

These results are not those geochemical characteristics to be representative by volcanic activity of each whole terrane and geological 
age, and is a characteristic of geochemistry of the volcanic formation of the investigation area. 

5. SUMMARY    
We developed the new method of precisely estimate of the tectonic setting and potential of VMSD that combined AI-CCPI diagram 

and the Pearce diagram based on to selects possible geochemical data.  In this way, it became possible to detail investigate of the estimation 
of tectonic setting related to VMSD mineralization which was not made hitherto depending on hydrothermal alteration. 
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At the present status, this analysis using the estimate method is failed by the following two problems; first, there are few data of the 
volcanic rock in Mongolia, and second, there are few studies of the VMSD in Mongolia.  It is necessary for us to detail study of the Dulaan 
Khar VMSD in as a starting point in solving these two problems.  When possible, it is desirable to carry out data storage of the petrological 
investigation in the area without the VMSD mineralization.  This filing of geochemical data generates the best outcome for the 
geochemical method of Estimation of tectonic setting and exploration proposed area of VMSD.   

 

REFERENCES 
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Introduction and methodology  
Approximately, 80 μm thick, doubly polished sections of quartz from monzogranite from the Caserones, Chile. Quartz samples were 

prepared and analysed for EPMA and SEM-CL imaging. Thickness of coated carbon used for observation of CL image was about 15µm. 
Concentrations of Al, Ti, K, Fe and Ca of quartz were determined using a JEOL JXA-8530F electron probe microanalyzer at Institute of 
mining research and studies of Kosaka. For high precision and sensitivity, an acceleration voltage of 20 kV, a beam current of 30 nA, a 
beam diameter of 1 μm and counting times for 15 s for Si and for 150 s for Al, Ti, K, Fe and Ca were applied. Limits of detection (3σ of 
single point background) were 18ppm for Al, 14ppm for Ti, 17ppm for K, 58ppm for Fe and 22ppm for Ca. 

Scanning electron microscopy-Cathodoluminescence (SEM-CL) imaging was done using a JEOL scanning electron microscopes 
identify, equipped with a Gaten MiniCL detector and photomultiplier. The SEM-CL technique has high spatial resolution and a range of 
beam currents and acceleration voltages that makes it useful in observation of minerals with weak luminescence (e.g. quartz). The thick 
sections were analyzed at 15 kV, with a beam current set at 10 nA to obtain optimal contrast in observed luminosity. In this method, grey-
scale (“CL-dark”, “-grey” or “-bright”) images are produced, with apparent intensity of observed luminescence dependent on machine 
operating conditions, i.e. beam current, acceleration voltage, photomultiplier contrast and brightness The SEM-CL imaging of quartz has 
revealed a history of crystal growth and crystallization temperature calculated by Ti in quartz geothermometry (TitaniQ) (Wark and 
Watson, 2006): 

Cathodoluminescence features and trace element composition of quartz in monzogranite at the 
Caserones porphyry Cu deposit in Chile  

Jamsran Erdenebayar and Takeyuki Ogata 
（第１９研究グループ） 

geogold@yahoo.com 
 

概要：Scanning electron microscopy, cathodoluminescences(CL) imaging, and electron probe 

microanalysis of Ca, Al, Ti, K and Fe in quartz have yielded results permitting a greater understanding 
of the complex mineralisation of Caserones porphyry Cu deposit in central Chile.  
At the Caserones porphyry Cu deposit, monzogranite body was identified in high silicified zone within 
the prospect in Chile. Based on the CL texture studies, five major types of quartz were distinguished in 
the quartz rich monzogranite. A bright luminescence core is overgrown by dark luminescence 
oscillatory growth zones in phenolcrystal quartz (PC-I). Quartz phenocrysts are strongly embayed along 
their margins. Quartz phenocrysts do not show growth zoning and exhibit week luminescence (PC-II). 
Magmatic quartz (MQ) nucleated with the K-feldspar and mica exhibit growth patterns. Crystallization 
temperatures determined by TitaniQ geothermometer of all type of quartz range from ~496° and 
879°C.  
Most of the primary CL textures of quartz exhibits a pronounced zonal pattern in CL, which is 
characterizes its magmatic origin. Growth zoning provides additional information on ambient condition 
in the granitic melts. This suggests that a common sequence of quartz crystallisation occurs during the 
formation of magmatic-hydrothermal transition zone in many porphyry systems. 
Key word：Cathodoluminescences, TitaniQ and Quartz 

          

独自性・実用性： 
Most of the primary CL textures of quartz exhibits a pronounced zonal pattern in CL, which is characterizes its magmatic origin. 
Growth zoning provides additional information on ambient condition in the granitic melts. This suggests that a common 
sequence of quartz crystallisation occurs during the formation of magmatic-hydrothermal transition zone in many porphyry 
systems. 
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 The TitaniQ method is used to determine the quartz crystallization temperature based on the temperature dependence of the 
Ti4+−Si4+ substitution in quartz given the estimated TiO2 activity of the system. The geothermometer is applied for temperature range from 
400°C to 1,000°C at pressures of 1.0 GPa assuming ɑTiO2=1 for rutile present condition. 

Results  
SEM-CL studies suggest the different quartz types and growth zoning of quartz reflect crystallization history of the rocks (Breiter, 

2005). Cathodoluminescence and trace element contents in quartz were studied in polished thin sections (80μm thick) from 9 samples of 
monzogranite quartzes. Based on the CL texture studies, five major types of quartz were distinguished in the quartz rich monzogranite (PC-
I, PC-II, MQ-I, MQ-II and HQ). A bright luminescence core is overgrown by dark luminescence oscillatory growth zones in phenolcrystal 
quartz (PC-I). Quartz phenocrysts are strongly embayed along their margins (Fig 1a and d). Quartz phenocrysts do not show growth 
zoning and exhibit week luminescence (PC-II) (Fig 1. b and c). Magmatic quartz (MQ) nucleated with the K-feldspar and mica exhibit 
growth patterns. SEM-CL imaging reveals concentric growth zoning, up to 20 µm in width at the edge of most PC-I quartz crystals, which 
consist of alternating bands of micron-scale CL-dark and CL-bright quartz(Fig 1. d). Type MQ-II is quartz showing mosaic texture. 
Overprinting by late to post-magmatic fluid may has caused small scale dissolution and re-equilibration of pre-existing quartz, along micro-
cracks, and around fluid inclusions. 

Primary texture: Primary textures of quartz in monzogranite include oscillatory zoned euhedral crystals (MQ-1). Most common 
texture observed in monzogranite is oscillatory growth zones that vary in thickness, shape, and CL intensity. Mosaic of fine-grained 
interlocking crystals of quartz not has initial growth zonation (MQ-II). 

Growth zones: SEM-CL imaging reveals concentric growth zoning, up to 30 µm in width at the edge of most quartz crystals, which 
consist of alternating bands of micron-scale CL-dark and CL-bright quartz layers (HQ). The growth zones are 10-50 μm thick, although 
individual CL-bright bands tend to be narrower than the CL-dark bands. Elsewhere, SEM-CL imaging shows a fusion of two or more 
growth zones and crystals, with apparent overlapping of growth zone, which may vary in CL intensity (MQ-I).  

Mosaic texture: Mosaic texture is identified in the magmatic quartz. Grains within the quartz mosaic texture show internal wavy 
growth zoning. 

Secondary CL texture: Secondary textures include those that modified or overprinted previously existing primary quartz, because 
primary textures were developed during crystallization and secondary texture formed after growth. CL-dark luminescent, reflecting 
fracturing and healing is most common secondary texture observed in quartz and commonly coincides with trails of secondary fluid 
inclusions. In case of dense networks of microcracks a fracture pattern of dark contrasted polygons is developed. 

Microfracturing: Throughout the quartz, microfractures irregularly cut CL dark or CL-bright quartz crystals, with variation in CL 
luminescence. The microfractures are sometimes braided, irregularly oriented, and elsewhere planar, with some containing rare secondary 
fluid inclusions. SEM-CL imaging indicates that the fracture contact with the host quartz is typically sharp, even though many fractures are 
optically continuous with the host crystal quartz (HQ). 

 

Fig 1. Textures observed by SEM-CL imaging in the quartz of monzodiorite. a and d) Phenocryst. Growth zoning of phenocryst (PC-
I) quartz. b and c) PC-II quartz 
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Fig. 2 Growth and alteration textures of quartz from monzogranite. a SEL-CL image of the contact between the MQ-II quartz and 

HQ quarz vein. Subhedral quartz crystals cut at the MQ-II quartz. The vein is filled with pyrite (py). b SEM-CL image of a MQ-I quartz 
crystal with concentric growth zoning. The dense networks of thin healed fractures, which connect small non-luminescent (dull) domains, 

were deposited in late stage. c SEM-CL image of a MQ-I quartz crystal with concentric growth zoning. MQ-I quartz is showing spider and 
cobweb textures. d SEM-CL image of a MQ-I quartz crystal with concentric growth zoning. The dense network of thin healed fractures, 
which connect small non-luminescent (dull) domains, were deposited in stage MQ-I. c and f SEM-CL image of quartz vein. These veins 

contain molybdenite (Mol). A late planar HQ quartz vein crosscuts calcite vein. 
Trace elements of quartz 

EPMA studies were applied to unravel the relationship between quartz composition, luminescence and texture of the quartz. Among 
all the trace elements that may be present as impurities in the quartz lattice, only Ti, Al and K contents were above the detection limit (at 2 σ) 
of ̴10ppm. To further distinguish different quartz types, we determined the Al, Ti, K, Ca and Fe distributions in quartz by EPMA. 
Representative results are presented in Figure 3. Here trace element concentrations vary in different zones. Along the microfracture, those 
elements are depleted. The highest Ti concentration up to 108 ppm is bounded by dark luminescent growth zones of MQ-II and PC-I 
quartz. With increasing degree of deformation the primary distribution of Ti was more modified, resulting in weakening of the growth 
zoning. Depletion of Ti occurs near the grain boundary in all four type quartz (Fig. 3).  

                                                                                                                                   

 
Figure 3. Trace element profiles from sample RG09-358D. 640.15-640.23. TS2018108 

Red line in the SEM-CL images indicate locations of the microprobe analyses. The related profiles are plotted below the images.  
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Table 1. Ti concentrations of quartz generation of monzogranite determined by EPMA 

 
 
Conclusions 
Most of primary CL texture quartz exhibits a pronounced zonal pattern in CL imaging, which is characteristic of its 

magmatic origin. In this study, growth zoning is observed phenocryst quartzs PC-I and MQ-I quartz types in Caserones 
monzogranite. 

Growth zoning provides additional information on ambient condition in the granitic melts. Step zoning are commonly 
resulted from corrosion. When the melt becomes locally undersaturated in SiO2, corrosion of the rim of the crystal may happen. 

In the type MQ-I MQ-II and MQ-II quartz from Caserones monzogranite, a change in parameters of melt is usually 
accompanied with changes in Ti content and Al content of quartz and sharp luminescence contract (table -1). The variation in Ti 
between single growth zones may result from crystal fluctuation and ascent, whereby the crystal is exposed to different 
temperatures, pressures, as well as to variation in the Ti content of the melt.  

Mosaic textures have been observed in quartz rich monzogranite from Caserones. A Mosaic and spider and cobweb textures 
are common in porphyry type deposits (Hendorson porphyry Mo deposit) (Rusk. 2008). Rusk and Reed (2002) suggested that 
mosaic texture results from rapid quartz precipitation upon pressure drop in porphyry-type hydrothermal system. While this texture 
may be a primary CL texture, similar textures could be derived from recrystallization. The relation between most trace elements of 
quartz and the condition of formation are not well constrained, but recent studies suggest that pressure, temperature, fluid 
composition (Rusk et al., 2008), and crystallization rate (Lowenstren and Sinclair, 1996) all influence trace element composition of 
quartz. 

Porphyry Mo intrusions are generally supposed to have been emplaced at 0.5 to 1 kbar lithostatic pressure (Lowenstern et al., 
1994). At some point an ascending bubble rich plume cannot remain a closed system because its increasing porosity will allow 
fluid to percolate up and out of the magma. Ascent ceases when magma porosity becomes sufficiently large that melt undergoes 
open-system degassing. Fluid escapes from system during episodic fracturing of wall rock, mineralization, and crack sealing.  

Fluid inclusions in monzogranite from the Caserones mainly consist of three phase and multiple phase fluid inclusions. 
Primary inclusions were very few.   

 References 
Lowenstern, L. B. and Sinclair W. D. (1996) Exsolved magmatic fluid and its role in the formation of comb-layered quartz at 

the Cretaceous Logtung W-Mo deposit, Yukon Territory, Canada. Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Earth Sciences, 
87, 291–303. 

Rusk, G. B., Lowers, H. A. and Reed, M. H. (2008) Trace elements in hydrothermal quartz: Relationships to 
cathodoluminescent textures and insights into vein ormation. Geology, 36, 547-550. 

 

LOD (ppm) Max Min Awrage Max Min Awrage Max Min Awrage Max Min Awrage Max Min Awrage
Al 14 95 19 46 74 19 34 18097 11 260 146 >14 63 56524 19 15660.51
Ca 18 129 >18 23 64 >18 17 2108 >18 63 64 >18 15 1872 >18 158
K 58 125 >58 35 83 >58 21 38013 >58 413 79 >58 23 56936 4 15501
Ti 22 168 12 71 264 12 53 581 >43 25 132 >22 42 324 >22 92
Fe 17 342 >17 99 241 >17 79 5348 >17 116 334 >17 63 1337 >17 155

879 543 645 832 599 632 832 599 632 782 496 641

MQ-IDomain 

TitaniQ thermometer (0C)

MQ-II HQPC-I PC-II
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タンパク質超分子構造体を利用した         

機能性バイオマテリアルの開発 

尾 髙 雅 文 、 松 村 洋 寿  

 (第 20 研究グループ) 
modaka@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：タンパク質は、精密な機能的構造への自己組織化能を有することから、

機能性ナノ構造体開発の材料として優れた特性を有している。Encapsulin は、

分子量 30,000 程度のサブユニットが 60 分子または 180 分子集合し、粒径 20-
30 nm の正二十面体型の中空のナノカプセル構造をとるタンパク質構造体であ

る。本研究では、Encapsulin の表面や内部空間に、抗体などの機能性物質の付

加や内包を行うことで、ドラッグデリバリーシステムやイメージングプローブ

などの新規ナノ材料への応用を目指す。 
 
 
 
キーワード：タンパク質構造体、自己集合、バイオマテリアル 
  

 

独自性・実用性： 
 タンパク質を用いたナノ構造体の研究では、フェリチンを用いた半導体製造プロセス

への応用例があるが、デザイン性は小さく、複雑な反応を可能とするものではない。本

研究により得られた結果から、エンカプセリンのナノケージ構造に、短鎖抗体を融合ま

たは内包することが可能であることが示された。さらに、エンカプセリンへ特異的な酵

素、タンパク質、ペプチドなどを封入・付加する方法を検討していくことで、新規バイ

オナノデバイスを設計できると期待される。 
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β-Mn型 Co-Zn合金の磁性における元素置換効果 

肖 英 紀 、 小 松 正 弥  

 第 21研究グループ 
so@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：磁気スキルミオンはナノスケール磁気渦構造であり、次世代磁気メモリの担

体としての応用が期待されている。本研究では、磁気スキルミオンを発現すること

が知られているβ-Mn 型 Co-Zn 合金に種々の第 3 元素を置換することによって、新規

なβ-Mn 型合金を探索するとともに、それらの磁性がどのように変化するのかを調べ

た。その結果、Co-Zn-M (M= Mn, Fe, Ni, Cu)合金においてβ-Mn 合金の合成に成功

し、第 3 元素の種類および組成に依存して磁性が変化することが明らかとなった。 

キーワード：磁気スキルミオン、合金、磁性 

          独自性・実用性： 
磁気メモリとして応用する際、本研究の成果から物質選択のバラエティが拡がることが

見込まれる。 
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β-Mn構造･･･MnやCoZnなど
• 単位格⼦あたり20個の原⼦
• 2つのsite(8c, 12d)
• カイラル空間群 P4132, P4332

β-Mn構造と磁気スキルミオン

Co10Zn10
空間群 P4132
a= 0.6322 nm

CoZnの結晶構造

12d
8c

[111]⽅向から⾒たCoZnの結晶構造
P4132 P4332

右巻き 左巻き

カイラルな結晶構造をもつ強磁性体
⇒結晶構造に依存した特殊な磁気構造

交換相互作⽤ DM相互作⽤

スキルミオン結晶らせん磁気構造
Y. Tokunaga et al., Nature Communications 6 (2015)

磁気スキルミオン
• ナノスケールの渦状磁気構造
• 直径数nm~100 nm
• ⼀度⽣成すると安定
• 低電流密度で駆動
N. Nagaosa & Y. Tokura, Nature Nanotechnology 8 (2013)

磁気情報担体としての応⽤が期待

1

β-Mn型Co10-x/2Zn10-x/2Mnx
・室温以上でスキルミオン形成

Y. Tokunaga et al., Nature Communications 6 (2015)

・スキルミオンサイズが(他のナノ磁気構造)より⼤
⇒⾼密度磁気メモリへの応⽤のために
より⼩さいスキルミオンの探索が課題

従来のカイラル磁性体では、スキルミオン発現のため室温以下に冷却が必要
⇒応⽤に向けて、室温でスキルミオンを形成する物質探索が重要

β-Mn合⾦における室温スキルミオンの形成 2

・β-Mn合⾦でのスキルミオン形成は唯⼀
⇒他のβ-Mn合⾦での室温スキルミオンの可能性

Mn濃度とスキルミオン形成温度
およびスキルミオンサイズの関係

ス
キ
ル
ミ
オ
ン
形
成
温
度

ス
キ
ル
ミ
オ
ン
サ
イ
ズ

110〜190

150〜450

β-Mn型Co-Zn-Mnの特徴
・Mnの固溶幅が広い
⇒Mn濃度に応じてスキルミオンサイズ
と形成温度を⼤きく変化できる

β-Mn構造を持つ新規のスキルミオン材料が求められる
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新規β-Mn型Co-Zn-M系合⾦の探索及び
添加元素による磁性・スキルミオンへの影響を調査

◎Co-Zn-TM(TM=3d遷移⾦属)合⾦
・新規β-Mn型Co-Zn-TM合⾦の探索
・磁性測定及びスキルミオンの観察

Mn Fe Co Ni Cu Zn
周期律表において3d遷移⾦属(⼀部)

研究⽬的 3

新規の室温スキルミオン材料及び
Co-Zn-Mnより⼩さいスキルミオンを形成する物質の探索

実験⽅法
作製試料の組成

試料合成

試料評価
 結晶構造の同定

⇒粉末X線回折(XRD)

 組織観察・組成分析
⇒⾛査型電⼦顕微鏡(SEM)
エネルギー分散型X線分光(EDS)

真空封⼊原料秤量 熱処理 ⽔焼き⼊れ
W. Xie et al., Inorganic Chemistry 52 (2013)

 キュリー温度の算出
⇒振動試料型磁⼒計(VSM)

72h1000℃
925℃

12ｈ 1℃/h, 75ｈ

⽔焼き⼊れ
1℃/h, 150 h 72h

⽔焼き⼊れ
850℃

 磁気構造の観察
⇒ローレンツ電⼦顕微鏡(LTEM)

組織の均⼀化組織⽣成試料溶解

• Co50-xZn50TMx (TM=Mn, Fe, Ni, Cu）（925℃, 850℃）

4

M=Mn, Ni, Cu

M=Fe

― 214 ―



3

β-Mn型Co50-xZn50TMx (M=Mn, Fe, Ni, Cu)合⾦

Co50‐xZn50MnxのXRD Co50‐xZn50FexのXRD

5

FeMn

β-Mn型Co50-xZn50TMx (M=Mn, Fe, Ni, Cu)合⾦

Co50‐xZn50NixのXRD Co50‐xZn50CuxのXRD

6

Ni Cu

― 215 ―



4

Co-Zn-TM合⾦の作製のまとめ 7

仕込み組成 分析組成 (at %) 
Co����Zn��Fe� Co Zn Fe

� � � 50.46 49.54 0
� � � 47.70 50.47 1.84
� � � 47.60 49.63 2.78
� � � 45.22 48.86 5.92
� � � 45.35 49.64 5.01
� � � 44.13 48.65 7.22
� � � 42.52 50.13 7.35
� � �� 40.74 49.90 9.36
� � �� 39.23 49.16 11.61

仕込み組成 分析組成 (at %) 
Co����Zn��Mn� Co Zn Mn

� � � 50.46 49.54 0
� � � 48.66 49.21 2.13
� � � 48.07 48.02 3.91
� � � 45.08 48.54 6.38
� � � 43.41 48.15 8.44
� � �� 41.60 47.82 10.58

仕込み組成 分析組成 (at %) 
Co����Zn��Ni� Co Zn Ni

� � � 50.46 49.54 0
� � � 49.20 48.93 1.88
� � � 46.03 49.71 4.26
� � � 43.86 50.03 6.11
� � � 41.53 50.76 7.72
� � � 39.35 51.44 9.20
� � �� 38.29 50.94 10.77
� � �� 35.22 51.67 13.10

仕込み組成 分析組成 (at %) 
Co����Zn��Cu� Co Zn Cu

� � � 50.46 49.54 0
� � � 47.93 49.98 2.09
� � � 47.18 49.01 3.80
� � � 46.77 47.94 5.29
� � � 45.29 47.63 7.09
� � �� 41.57 48.78 9.66

Mn

Fe

Ni

Cu
Co50-xZn50TMxにおける格⼦定数の組成依存性

原⼦サイズ
Ni＜Co＜Fe＜Cu＜Mn＜Zn

添加元素の原⼦サイズ

W. B. Pearson, The Crystal Chemistry and Physics of  
Metal and Alloys  (1972)

Mn, Fe, Ni, Cuはβ-Mn相へ10%程度固溶

表 Co50-xZn50TMxにおけるβ-Mn相の分析組成

β-Mn型Co50-xZn50TMx (M=Mn, Fe, Ni, Cu)合⾦

Co50-xZn50TMx(M=Mn, Fe, Ni, Cu)における磁化の温度依存性

Mn

Ni Cu

Fe
200 Oe

200 Oe

200 Oe

200 Oe

Co50-xZn50TMxにおけるTcの組成依存性

Co50-xZn50TMxにおける格⼦定数の組成依存性
添加元素によってTcの増減が異なる

NiのみTcが室温

8
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5

Tcの添加元素依存性の考察 9

原⼦サイズ
Ni＜Co＜Fe＜Cu＜Mn＜Zn

Tcは添加元素が置換したsiteと添加元素の磁性に依存

8c siteに置換 12d siteに置換

β-Mn合金は構成元素の原子半径により置換siteに優先性がある

Ni Mn, Fe, Cu
・M=Mn, Cuの場合(12d siteのCoと置換)

⇒Tcが減少
・M=Feの場合(12d  siteのCoと置換)

磁気モーメントがCoより⼤きい
⇒Tcが増加

β-Mn合⾦において
⼩さい原⼦⇒8c ⼤きい原⼦⇒12d

Co50-xZn50TMxにおけるTcの組成依存性

Mnは12d siteを優先的に占有
することが報告されている

Joshua D. Bocarsly, et al., Phys. Rev. Materials 3 (2019)

・M=Niの場合(8c siteにdisorderを導⼊)
⇒Tcが激減

8c site置換 Co30Zn57Fe13合⾦ 10

Co30Zn57Fe13における磁化の温度依存性

分析組成 (at %)
合⾦ Co Zn Fe

A 32.57 55.53 11.90
B 44.36 9.41 46.23

Co30Zn57Fe13におけるXRD

反射電⼦像

AB

Fe-Co-Zn(B相)

β-Mn(A相)

Tc : Co50Zn50 Tc : Co40Zn50Fe10

8c置換 12d置換

point
・Co-Zn-FeはFeが置換するsiteによって

Tcの増減を制御
・8c siteの元素置換(disorderの導⼊)により

Tcが⼤幅に減少
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6

Co50-xZn50Nix合⾦の磁気スキルミオン 11

TcとTc/λのNi組成依存性スキルミオンサイズ(Lsk)のNi組成依存性

Co-Zn系β-Mn型合⾦におけるTIE像

Lsk∝λ
λ∝Tc/D        D∝Tc/λ

λ：らせん周期
D：DM相互作⽤

NiはDMの値が変化しない

室温スキルミオン材料の発見

LskがMn系より⼤きい

まとめ

β-Mn構造をもつ種々のCo-Zn-M合⾦を合成し、磁気測定及び磁
気構造観察を⾏った。

12

 Co-Zn合⾦
Co-Zn合⾦におけるTcの組成依存性を解明

 Co-Zn-M合⾦
新規Co-Zn-M(M=Al, Ti, V, Cr, Ni, Cu, Ga, Se, Ag, In, Sn, Sb)

合⾦において新たにβ-Mn相が形成
 Co-Zn-TM合⾦

TM=Ni, Cu, MnはTMの増加に伴いTcが減少、TM=FeはTMの増加
に伴いTcも増加、TM=NiのみTcが室温近傍

8c siteにdisorderを導⼊することによりTcが⼤幅に減少
⇒今後の室温スキルミオン材料探索の指針

Co-Zn-Ni合⾦
室温においてスキルミオンの形成を確認

⇒Co-Zn-Mnに次ぐ第⼆の室温スキルミオン材料の発⾒

― 218 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pt酸化物における CO2電解還元と赤外光を用いたその

場解析 

高 橋  弘 樹  

 (第 22 研究グループ) 
tkhshrk@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：これまでに，Pt 酸化物が優れた CO2 電解還元触媒であることを見出し

た．本研究では，Pt 酸化物が優れた活性を示した要因を，その場赤外分光分析

によって調査した．その結果，Pt の場合は CO を経由して CO2 が還元される

が，Pt 酸化物においては主としてギ酸イオンを経由して CO2 が還元されること

がわかった．この反応経路の相違が，Pt 酸化物が優れた CO2 電解還元活性を示

した要因であると考えられる． 

キーワード：CO2，電解還元，Pt 酸化物  

独自性・実用性： 
CO2を低電力で有用な化学物質に変換することができれば，大気中のCO2濃度を低減しつ

つ，不要なCO2を産業利用に活用できる．Pt酸化物は，従来用いられてきたCu系電極よりも

極めて低過電圧でCO2を還元でき，しかも工業的に有用なメタノールを生産できる． 
特許：田口正美, 高橋弘樹: 大規模な二酸化炭素排出減（火力発電所等）で貯留した二酸化炭

素の電解還元・メタノール同時合成のために二酸化炭素処理システム,  特願 2016-115452 
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活性汚泥の資源化及び電力化に関する研究 

カ ビ ー ル  ム ハ ム ド ゥ ル ， 遠 藤 雅 也  

 (秋 田 大 学 大 学 院 理 工 学 研 究 科 ) 
kabir@gipc.akita-u.ac.jp 

 

概要：家庭排水処理では一般的に活性汚泥法が用いられている．活性汚泥法では処理過程で活性汚泥

が増殖し，増えすぎた活性汚泥は余剰活性汚泥として系外に排出されるが，この余剰活性汚泥の処理に

掛かる膨大なコストや環境への悪影響が現在問題視されている．そこで，磁気-フェライト処理による余剰

活性汚泥の減容化について研究を進めてきた．その結果，余剰活性汚泥の可溶化に成功した．また，活

性汚泥からタンパク質抽出による資源化と，その有効利用による微生物燃料電池による電力資源化を目

指した。 

キーワード：活性汚泥，可溶化，タンパク質，ゴミの電力資源化 

          

独自性・実用性： 
細胞分画における手法には，細胞溶解や超音波破砕，凍結融解などがあり，これらの手法を用

いる事で細胞中のタンパク質の抽出が可能である．ただしこの際，液体中の温度上昇や試薬が高

価である事などが問題となる事がある．この問題解決のためには，安価に細胞分画を達成する手

法が求められる．そこで我々は，磁性体であるフェライト粒子を用いて微生物の細胞壁や細胞膜

を破砕し，微生物細胞内部からのタンパク質抽出可能性を検討した。そして，タンパク質抽出に

成功し，活性汚泥を用いた微生物燃料電池の作製にも成功した． 

本研究で提案する手法と原理的に近いと思われるのがミル破砕法である．セラミックスビーズの代

わりにフェライト粒子を利用するので，磁場などを使うと活性汚泥中のフェライト粒子の動きを自由に

制御でき，機械的な騒音もなく，簡単に活性汚泥の可溶化が可能になった。また，本手法は汚泥と直

接接触するのはフェライト粉体のみであり，フェライト粉体は磁場で容易に汚泥と分離可能である．こ

のように，本手法はタンパク質抽出にも利用でき，また微生物燃料電池として活性汚泥の可能性が

見えてきた。 

― 225 ―



平成 30 年度秋田大学地方創生センター研究成果報告書   

  

磁気-フェライト処理法による活性汚泥からのタンパ

ク質の抽出に関する研究 
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磁気フェライト・モーションコントロールを用いた 

余剰活性汚泥の資源化技術に関する研究 

遠 藤  雅 也 ， カ ビ ー ル  ム ハ ム ド ゥ ル  

(秋田大学地方創生センター)     
wister0317@gmail.com 

 

概要：日常的に発生している家庭排水は下水処理場において活性汚泥を用いて処理がなさ

れているが，過程で発生する余剰活性汚泥が社会的な問題となっている．本研究では余剰

活性汚泥を，磁性体であるフェライト粒子を磁場によりモーションコントロールすること

によってタンパク質のような有機資源にし，余剰活性汚泥の減容化と資源化を同時に達す

ることを目指した．この結果，本手法による余剰汚泥の減容化が達成可能であることが連

続処理の実験結果により示唆され，続くバッチ処理実験によりタンパク質の溶出にも成功

した． 

キーワード：活性汚泥，タンパク質，資源化  

          
独自性・実用性： 
 磁気フェライト・モーションコントロールとは，磁性体であるフェライト粒子を磁場によって制

御し，微生物の細胞壁や細胞膜を破砕することで可溶化する手法である．装置は交流電源と二台の

電磁石を，ダイオードを介して接続したものとなっており，非常に単純な装置構造となっている．

また処理において必要となるフェライト粒子も非常に安価であり，設備投資等の負担が軽いという

特徴がある． 
 余剰活性汚泥の減容化手法は現在種々の処理手法に関する研究が進められており，それらの処理

手法は化学的処理法，生物学的処理法，物理学的処理法に大別できる．本研究で提案している磁気

フェライト・モーションコントロールによる処理は物理学的処理法に分類され，原理的にはボール

ミル法とよく似ている．しかしこのボールミルと比べて，本研究で提案している手法で用いるフェ

ライト粒子は μmスケールであり非常に小さく，より微細な対象に対しても適用が可能であり，余

剰活性汚泥中の微生物群を破砕し可溶化することで，これを減容化することに成功した．また磁性

体であることから分離も容易く，本研究によりタンパク質の抽出手法としての可能性を見出した． 
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33) Pham, Q. M., Ishiyama, D., Sato, H. and Ogawa, Y. (2018): Vertical Variation 
of Lead Content in Sediment Collected from Man-made Tamagawa Dam Lake in 

Akita Prefecture, Japan. Res. Geol., v. 68, 244-257. 

34) Li, H., Ishiyama, D., Zhang, Y. and Shao, Y. (2018): Geology and geochemical 
characteristics of the Xiajinbao gold deposit in the Hebei Province, China. 

J. Mineral. Petrol. Sci., v. 113, 24–40. 

35) Tangwattananukul, T. and Ishiyama, D. (2018): Characteristics of Cu-Mo 
mineralization in the Chatree mining area, Central Thailand.  Resource 

Geology, v. 68, 83-92. 

36) Adomako-Ansah, K., Ishiyama, D. and Allen, R. (2018): Origin of Zn-Pb-Sb-Au 
mineralization adjacent to the Paleoproterozoic Boliden Au-rich VMS deposit, 

Sweden: Evidence from Petrographic and Oxygen Isotope Characteristics.  

Mineralium Deposita, v. 53, 683-700. 
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37) Han, B., Altansukh, B., Haga, K., Stevanović, Z., Jonović, R., Avramović, 
L., Urosević, D., Takasaki, Y., Masuda, N., Ishiyama, D. and Shibayama, A. 

(2018): Development of copper recovery process from flotation tailings by 

a combined method of high‒pressure leaching‒solvent extraction. Journal of 

Hazardous Materials, v. 352, 192-203. 

38) 石黒卓哉・石山大三・世良耕一郎 (2018)：PIXE分析に基づく田沢湖堆積物の地

球化学的特徴．NMCC（仁科記念サイクロトロンセンター）共同利用研究成果報文

集(accepted)． 

39) "Double bond formation based on nitroaldol reaction and radical elimination: 
a prototype segment connection method for the total synthesis of 

nigricanoside A dimethyl ester." T. Tsunoda, K. Fujiwara, S. Okamoto, Y. 

Kondo, U. Akiba, Y. Ishigaki, R. Katoono, T. Suzuki Tetrahedron Letters, 

59, 1846-1850 (2018). 

40) "Synthesis of the cyclohexene segment of portimine." T. Saito, K. Fujiwara, 
Y. Kondo, U. Akiba, T. Suzuki  Tetrahedron Letters, 60, 386-389 (2019). 

41) Y.-G. So, A. Katagiri, R. Tamura and K. Edagawa, “Formation of Ga-Pd-Sc 

icosahedral quasicrystal and approximant phases”, Philosophical Magazine 

Letters, 98, 292-300 (2018). 

42) 大久保敬祐, 高橋弘樹, 田口正美: CO2還元に対するPt酸化物の電極触媒活性 

(Electrocatalytic Activity of Pt Oxide Electrode for CO2 Reduction), J. MMIJ, 

Vol. 135, No. 2, p. 8-14 (2019). 

43) 高橋弘樹: CO2電解還元システム用高活性カソード触媒の開発, ケミカルエンジ

ニヤリング, Vol.63, No.5, pp.6-9 (2018). 

44) 高橋弘樹: CO2電解還元システム用高活性カソード材料の開発, 鉱山, Vol.772, 

pp. 18-26 (2019). 

45) Excess Activated Sludge Treatment with Ferrite Particles and Electro Magnets, 
Masaya Endo, Mahmudul Kabir, International Journal of Engineering Sciences 

& Research Technology , 7 ( 5 ), pp. 251 - 256 (2018年05月2018) 

46) Cell Fractionation and Extraction of Protein from Activated Sludge by Using 
Ferrite Particles’ Motion Controlling System, Masaya Endo, Mahmudul Kabir, 

Noboru Yoshimura, IEEJ Journal of Industry Applications, 8 ( 1 ), pp. 84 

- 89 (2019年01月) 

47) Youhei Kawamura, Yoshio Moriyama, Hyongdoo Jang：Web-GIS Based Visualization 

System of Predicted Ground Vibration Induced by Blasting in Urban Quarry 

Sites, Journal of Geographic Information System, Vol.11, No.1, pp.17-31, 

2019 
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48) Satori, S., Ogata, T., Watanabe, Y. (2018) Bismuth and tellurium minerals 
from the Arakawa deposit in the Northeast Japan arc. International Journal 

of the Society of Materials Engineering for Resources, vol. 23, no. 2, 

178-183. 

49) Kosukegawa, H., Fujii, H.， Long-term heating test using the semi-open loop 

ground source heat pump system, Proc. Stanford Geothermal Workshop 2019. 

50) Atsushi Matsuoka, Hirotoshi Matsumura, Masafumi Odaka, Nobuaki Ogawa, 
Takenori Tanno “The transitional transmittance response of ZIF-8 gas 

adsorption observed using terahertz waves” e-Journal of Surface Science 

and Nanotechnology, 16, 2018, pp.142-144 

51) Mishima, N. and Hatakeyama, R. (2018): Modeling of Failure Factors of wind 
turbines in Tohoku for Maintenance Planning, Proceedings of Grand Renewable 

Energy 2018, Yokohama, Japan 

52) Mishima, N., Abe K., and Saito, T. (2018): Residents’ Reactions against 

Renewable Energy Facilities and Influence of Willingness of Investment, 

Technologies and Eco-innovation towards Sustainability II, Springer, 

pp.51-62. 

53) 鎌滝孝信，内舘美紀，金澤 慎，石田将貴，松冨英夫：1983年日本海中部地震津

波の影響地域における過去の津波履歴の検討，土木学会論文集B2（海岸工学），

Vol.73, No.2, pp.529-534, 2018． 

54) 鎌滝孝信：北東北日本海沿岸域における津波堆積物研究から推定される古津波履

歴，歴史地理学，第61巻，印刷中，2019. 

55) 鎌滝孝信・岡田里奈・梅田浩司：秋田県八峰町南部の沖積低地にみられる洪水堆

積物について，東北地域災害科学研究，55，印刷中，2019． 

56) 宇内滉志・鎌滝孝信・安部訓史・得丸達生・松冨英夫・岡田里奈・村上正能・梅

田浩司：秋田県にかほ市沿岸低地にみられる津波および洪水堆積物の特徴，東北

地域災害科学研究，55，印刷中，2019． 

57) 岡田里奈・梅田浩司・鎌滝孝信：津軽半島，十三湖周辺に認められる津波と液状

化の痕跡，東北地域災害科学研究，55，印刷中，2019． 

58) 村上正能・岡田里奈・梅田浩司・鎌滝孝信：下北半島西部，大間町奥戸における

イベント堆積物調査，東北地域災害科学研究，55，印刷中，2019． 

59) 水田敏彦，鏡味洋史：1894年庄内地震の西郷村役場事務綴に記された被害につい

て，歴史地震，第33号，pp.31～38，2018年 

60) 鏡味洋史，水田敏彦：1896年陸羽地震の畑屋村震災惨状記に記された被 害につ

いて，歴史地震，第33号，pp.93～101，2018年 

61) 水田敏彦，鏡味洋史：1968年十勝沖地震による秋田県での被害に関する文献調査，
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日本建築学会技術報告集，25巻，第59号，pp.527～530，2019年2月 

62) 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写真資料

による文献調査，日本建築学会技術報告集，25巻，第59号，pp.531～534，2019

年2月 

63) 水田敏彦，鏡味洋史：1906年および1982年の秋田県森吉・阿仁の地震による被害

に関する文献調査，東北地域災害科学研究，第55巻，2019年3月 

64) 鏡味洋史，水田敏彦：1914年秋田仙北地震と秋田県師範学校，東北地域災害科学

研究，第55巻，2019年3月 

65) Yuichi Sato, Atomu Fujiwara, Kazuki Shimomura, Structure dependence of 
GaN-based nanopillar-shaped crystals grown on a quartz glass substrate on 

their growth conditions, Applied Physics A, 125, 87-1-87-6 (2019). 

66) Yuichi Sato, Atomu Fujiwara, Nguyen Duc Trung, and Sora Saito, Differences 
in Morphologies of GaN-Based Nanocrystals Grown on Metal-Foils and 

Multi-Crystalline Si Substrates, Materials Science Forum, 941, 2109-2114 

(2018). 

67) 佐藤祐一，齋藤嘉一，佐藤勝彦，齋藤宇，藤原亜斗武，齋藤翼，多結晶Si基板上

に形成したGaN系ナノ柱状結晶の微細構造，信学技報，CPM2018-51, 75-80 (2018). 

68) 2. A. Nakamura and K. Murakami, "The aggregation of bentonite using 

poly(N-isopropylacrylamide) as a flocculant", Journal of Materials Science 

and Chemical Engineering, 6 (4), 94-108 (2018). 

69) Saito, T., Fujiwara, H., Abe, Y., Kumagai, S. (2018): Hard Carbon/SiOx 
Composite Active Material Prepared from Phenolic Resin and Rice Husk for 

Li-ion Battery Negative Electrode, International Journal of the Society of 

Materials Engineering for Resources, Vol. 23, pp. 142-146. 

70) Abe, Y., Saito, T., Kumagai, S. (2018): Effect of Prelithiation Process for 
Hard Carbon Negative Electrode on the Rate and Cycling Behaviors of 

Lithium-Ion Batteries, Batteries, Vol. 4, No. 4, 71 (16 pages). 

71) 熊谷誠治 (2018)：もみ殻から製造したリチウムイオンキャパシタ正極材料，電

気評論，103巻，4号，56-60頁 

72) Yutaka Tsujiuchi, Makoto Horigane, Takahiko Sano, Takaaki Ichikawa, Hiroshi 
Masumoto, Takashi Goto, Visible light inducible voltage current property 

of hydro gel on laminated hydrogenated amorphous silicon film, Japanese 

Journal of Applied Physics. 57, 03EK06, (2018). Impact factor 1.88 

73) Yutaka Tsujiuchi, Hiroshi Masumoto, Takashi Goto, Study on the Method for 
Control Green and Blue Light Effect on Voltage Current Property of Gel on 

Multi Laminated Hydrogenated Amorphous Silicon Film, Annual report of 
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Cooperative Research and Development Center for Advanced Materials 

Institute for Materials research, Tohoku University, Vol.2017year, p.31-32. 

(DVD-ROM), (2018). 
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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 

(2)研究実績 

 

②学会発表・国際会議報告等 

【国際会議 招待】 

1) Short Course Lecture 2018 in TF-Bor “Mineral Processing -Theory to practice and its 

application-“ 

2) Short Course Lecture 2018 in TF-Bor “Effective utilization of copper resources by mineral 

processing technology”  

3) T. Hasegawa, M. Sakamoto, T. Niibori, Y. Nakamura, M. Oikawa, Y. Takemasa, D. Yamamoto, 

Uniaxial magnetic anisotropy of tetragonal FeCo based alloy films, The 5th International 

Conference of Asian Union of Magnetics Societies (IcAUMS 2018) (主催 the Magnetic Society 

of Japan (MSJ), the Korean Magnetics Society (KMS), the Taiwan Association for Magnetic 

Technology (TAMT), and the Chines Society of Magnetic Materials and Applications (CSMMA)), 

IcAUMS 2018 Abstracts, p. 329-330 (G7-0791) (2018).（Jeju, Korea, 2018 年 6 月 3 日～6

月 7 日, 発表日 2018年 6 月 7 日） 

4) “High Functional Multiferroic Thin Films for Application to Novel Magnetic Devices with 

System of Magnetization Reversal by Electric Field”, Satoru Yoshimura, Solar Quest 

Seminar 2018, Tokyo, Japan, May 25, 2018. 

5) “High Functional Multiferroic Thin Films for Novel Magnetic Devices with System of 

Magnetization Reversal by Electric Field”, S. Yoshimura and M. Kuppan, International 

Workshop on Materials Technology and Applications 2018, Tamil Nadu, India, October 11-12, 

2018. 

6) Nobuaki Ogawa, Takenori Tanno, Hirotoshi Matsumura, Masafumi Odaka “Structural and 

Kinetic Analysis for Gas Adsorption onto ZIF-8 using Terahertz Spectroscopy” The 8th 

Shanghai International Conference on Analytical Chemistry（2018. 10，上海，中国） 

7) Yuichi Sato, Atomu Fujiwara, Trung Nguyen Duc, Sora Saito, Comparisons of Properties of 

GaN-based Nanocrystals Grown on Metal-foil and Multicrystalline Si Substrates, 

International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials 

(THERMEC'2018), Paris, France (2018). 

 

【国内会議 招待】 

1) 第 31 回環境工学連合講演会（The 31th Nsthinal Congress for Environmental Studies）

「鉱物資源に含まれる環境負荷物質の除去と資源生産プロセスへの技術解決アプロー

チ」（平成 30 年 5 月 22日） 

2) 長谷川崇, 正方晶FeCo基合金薄膜の作製と一軸磁気異方性, 第70回スピンエレクトロ

ニクス専門研究会（主催：日本磁気学会）, プログラム No. 2（東北大学金属材料研究

所 2018 年 12 月 19 日, 発表日 2018年 12 月 19日） 

②学会発表・国際会議報告等
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3) 長谷川崇, ネオジウム磁石をしのぐ世界最強磁石になりうる正方晶 FeCo, 平成 30年度

JST 新技術説明会（主催：科学技術振興機構，秋田産学官共同研究拠点センター）（JST

東京本部別館 1F ホール，発表日 2018 年 12 月 6 日） 

4) “交番磁気力顕微鏡における超常磁性探針を用いた磁気イメージングの進展”,齊藤

準, 平成 30年度東北大学スピニクス特別研究会, 仙台, 2018 年 11 月 15-16 日. 

5) "特異な構造を有する芳香族天然物の全合成研究" 藤原憲秀 茨城大学大学院理工学研

究科理学専攻講演会（水戸）, 2018.12.21. 

6) "特異な構造を有する芳香族天然物の全合成研究" 藤原憲秀 平成 30 年度化学系協会東

北大会（秋田） 講演予稿集 16C3, 2018.9.16. 

7) 高橋弘樹, 田口正美: Electrocatalytic Activity of Pt-based Cathods for CO2 

Reduction, 平成 30 年度化学系学協会東北大会 (2018. 9. 15-16, 秋田). 

8) ゴミの資源化：発電の可能性について，カビール ムハムドゥル, 秋田ヒューマン・エ

ネルギー研究会(2018年 08 月，秋田) 

9) 鎌滝孝信：北東北日本海沿岸域における津波堆積物研究から推定される津波履歴．第

61 回歴史地理学会シンポジウム「海からの歴史地理」，秋田大学，2018 年 5 月 27日． 

10) 熊谷誠治「Recycling of Rice Husk for Electrode Materials of Capacitors and 

Batteries」平成 30 年度化学系学協会東北大会，秋田大学，2018 年 9月 16 日 

11) 熊谷誠治「バイオマスを活用した蓄電デバイス電極材料の開発」平成 30 年度電気学会

東北支部学術公開講演会，秋田大学，2018 年 11 月 2 日 

 
【国際会議 一般】 

1) COPPER RECOVERY AND ARSENIC REMOVAL FROM ENARGITE ORES AND CONCENTRATES DURING HIGH 

PRESSURE OXIDATIVE LEACHING, Shibayama A., Batnasan A., Haga K. International Mineral 

Processing Congress Proceeding (IMPC2018), Electronic report (2018) 

2) LEACHING OF GOLD FROM WASTE PRINTED CIRCUIT BOARDS IN IODINE-IODIDE SOLUTION AND 

REGENERATION OF THE SPENT LIXIVIANT, Batnasan A., Haga K., Shibayama A., International 

Mineral Processing Congress Proceeding (IMPC2018), Electronic report (2018) 

3) APPLYING ANALYSIS OF MINERAL SURFACES TO PREDICT FLOTATION BEHAVIOR, Matsuoka H., 

Kawarabuki R., Mitsuhashi K., Kawata M., Tokoro. C., Haga K., Shibayama A., International 

Mineral Processing Congress Proceeding (IMPC2018), Electronic report (2018) 

4) RECOVERY OF RARE EARTH ELEMENTS AND PHOSPHORUS FROM APATITE ORE BY LEACHING AND 

PRECIPITATION, Haga K., Amano K., Battsengel A., Batnasan A., Watanabe Y., Shibayama A., 

International Mineral Processing Congress Proceeding (IMPC2018), Electronic report 

(2018) 

5) ・ COPPER RECOVERY FROM TAILINGS BY HIGH PRESSURE 

LEACHING-SOLVENTEXTRACTION-ELECTROWINNING PROCESS, Yasushi Takasaki, Baisui Han, Labone 

Godirilwe, Kazutoshi Haga, Atsushi Shibayama, Ljiljana Avramovic, Radojka Jonovic, Zoran 

Stevanovic, Silvana Dimitrijevic, International SATREPS conference Mining & Environment 
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in Future, Serbia, Oct 1st, (2018) 

6) T. Hasegawa, M. Sakamoto, T. Niibori, Y. Nakamura, M. Oikawa, Y. Takemasa, D. Yamamoto, 

Uniaxial Magnetic Anisotropy of bct FeCo-based Alloy Films, 21th International conference 

on magnetism (ICM2018) (主催者 International Union of Pure Applied Physics), Book of 

Abstracts, p. 353 (L2-05) (2018).（CA, USA, 2018 年 7 月 15 日～7 月 20 日, 発表日 2018 年

7 月 17 日） 

7) Shota Uchida, Naka Sato, Michihisa Fukumoto and Motoi Hara Preparation of 

Ni-Aluminide/Ni-Hf Alloy Coating on Ni-20mass%Cr-2mass%Al Alloy by Electrodeposition and 

Cyclic Oxidation Resistance International Symposium on High-temperature Oxidation and 

Corrosion2018, October, Matsue, Japan, p.289-292. 

8) “High resolution magnetic field energy imaging of the magnetic recording head by A-MFM 

with superparamagnetic tip”, Pawan Kumar, Yudai Suzuki, Yongze Cao, Satoru Yoshimura, 

Hitoshi Saito, INTERMAG2018, Singapore, April 23-27, 2018. 

9) “Fabrication of highly qualified (Bi1-xBax)FeO3 multiferroic thin films by using a 

pulsed DC reactive sputtering method and demonstration of magnetization reversal by 

electric field”, S. Yoshimura and M. Kuppan, The 21st International Conference on 

Magnetism (ICM2018), San Francisco, CA, USA, July 15-20, 2018. 

10) “Giant magnetic Kerr effect of (Bi1-xLax)(Fe0.75Co0.25)O3 multiferroic thin films with 

perpendicular magnetic anisotropy fabricated by a pulsed DC reactive sputtering 

technique”, M. Kuppan and S. Yoshimura, The 21st International Conference on Magnetism 

(ICM2018), San Francisco, CA, USA, July 15-20, 2018. 

11) “Properties of magnetic Kerr effect of (Bi1-xLax)(Fe0.75Co0.25)O3 multiferroic thin 

films with perpendicular anisotropy fabricated by a pulsed DC reactive sputtering 

technique”, M. Kuppan and S. Yoshimura, International Workshop on Materials Technology 

and Applications 2018, Tamil Nadu, India, October 11-12, 2018. 

12) Kitamura, Y., Okawa, H., Kato, T., and Sugawara, K., Effect of ultrasound agglomeration 
on size of scorodite particles, The 6th International Conference on the Characterization 

and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials and the 54th Summer 

Symposium on Powder Technology (2018. 7. 9-12 Okayama) 

13) H. Okawa, Y. Ono, Y. Tanaka, T. Kato, K. Sugawara, Sonochemical synthesis of metal 
nanoparticles onto LiFePO4/C for lithium ion battery, The 6th International Conference 

on the Characterization and Control of Interfaces for High Quality Advanced Materials 

and the 54th Summer Symposium on Powder Technology (2018. 7. 9-12 Okayama) 

14) Đorđievski S, Ishiyama D, Ogawa Y and Stevanović Z. (2018) Spatial Distribution and 
Mobility of Elements in River Water and River Bed Sediments from Eastern Serbia, 

Goldschmidt Abstracts, 2018 623 

15) Daizo Ishiyama, Nobuyuki Masuda, Atsushi Shibayama, Zoran Stevanović, Ljubiša Obradović, 
Vladan Marinkovic, Radmila Markovic, Ljiljana Avramovic, Vojka Gardic (2018): An approach 
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to find advanced methods for solution of problems related mining activities in Bor mining 

area, Serbia.  Proceedings of 50th International October Conference on Mining and 

Metallurgy, 3-8, October 1, 2018, Bor, Serbia. 

16) Zoran Stevanovic, Daizo Ishiyama, Nobuyuki, Masuda, Atsushi, Shibayama, Vladan 

Marinković, Radmila Markovic and Ljiljana Avramović (2018): Mining integrated 

sustainability. Proceedings of International SATREPS conference, Mining and Environment 

in Future, 7-14, October 1, 2018, Bor, Serbia. 

17) Daizo Ishiyama, Yasumasa Ogawa, Stefan Đorđievski, Nobuyuki Masuda, Atsushi Shibayama, 
Zoran Stevanović and Ljubiša Obradović (2018): Significance of integrated researches 

based on the environmental evaluation and metal recovery from mining waste materials with 

special reference to the role of environmental evaluation.  Proceedings of International 

SATREPS conference, Mining and Environment in Future, 15-20, October 1, 2018, Bor, Serbia. 

18) Stefan Đorđievski, Daizo Ishiyama, Yasumasa Ogawa, Zoran Stevanović, Ljubiša Obradović, 
Milan Jovanović (2018): Fluvial transport of flotation tailings and chemically 

precipitated metals from Bor copper mines toward the Danube River. Proceedings of 

International SATREPS conference, Mining and Environment in Future, 21-26, October 1, 

2018, Bor, Serbia. 

19) "Design and Basic Characteristics Analysis of Toroidal Winding Axial Gap Induction Motor", 
R. Sakai, Y. Yoshida, and K. Tajima, The 2018 International Power Electronics Conference 

-ECCE Asia- ( IPEC-Niigata 2018 ), 23P9-7, 2018. 

20) Fujii, H., Kosukegawa, H.，Improvement of Efficiency of GSHP Systems using Artificial 

Groundwater Flow, 45th IAH Congress, Daejeon, Korea. 

21) Takenori Tanno, Michinobu Hayase, Shinichi Yodokawa, Toru Kurabayashi, “Changes in the 

terahertz spectra of nonadecane plastic crystals due to phase transitions” (P-056) 

International Conference on Advancing Molecular Spectroscopy (2018. 7, Nishinomiya, 

Japan) 

22) Takenori Tanno, Hirotoshi Matsumura, Masafumi Odaka, Nobuaki Ogawa, “Gas Adsorption 

Properties of Metal-Organic Frameworks Investigated Using Terahertz Waves” (No.39) 21st 

International Conference on Advances in Materials & Processing Technologies (AMPT2018) 

(2018. 9, Dublin, Ireland) 

23) Shibuya, Y. and Ito, K. (2018) : Simulation of Multiple Intralaminar Cracks and 
Delamination in CFRP Laminated Plates with a Hole, Proceedings of the 13th China-Japan 

Joint Conference on Composite Materials, (Lanzhou, China), p. 55-56. 

24) "Design and Basic Characteristics Analysis of Toroidal Winding Axial Gap Induction Motor", 
R. Sakai, Y. Yoshida, and K. Tajima, The 2018 International Power Electronics Conference 

-ECCE Asia- ( IPEC-Niigata 2018 ), 23P9-7, 2018. 

25) T. Suzuki, Y. Kageyama and C. Ishizawa : A Study on Extraction and Recognition of Speed 
Limit Signs to Assist Drivers of Vehicles, The 6th IIAE International Conference on 
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Intelligent Systems and Image Processing 2018, PS-5, pp.357-362, USB-MEMORY(2018) 

26) Mishima, N. and Hatakeyama, R. (2018): Modeling of Failure Factors of wind turbines in 
Tohoku for Maintenance Planning, Grand Renewable Energy 2018, June 2018, Yokohama, Japan 

27) Mishima, N. (2018): Evaluation of Risk Factors in wind energy Systems in Akita Prefecture, 
CARE Electronics 2018, Nov. 2018, Vienna, Austria 

28) Yoshiyuki SATO, Kenta KAWABE, Tomoya KITSUNEZUKA and Motoi HARA: Thermodynamic Comparison 
in Corrosion Behavior of Ni-Al and Fe-Al Alloys in Oxygen with a Slight Amount of NaCl 

Vapor at 1273 K and 1123 K, International Symposium on High-temperature Oxidation and 

Corrosion 2018 (ISHOC2018), Matsue JAPAN. 

29) 「 The wear of Diamond-Like Carbon by Molybdenum based particles under boundary 

lubrication」T. Takayuki, N. Takahiro, Y. Makoto, Amzar Mohd Kassim, Khairul, Noritsugu 

Umehara, IRF2018 

30) 「AFM Observation of Damage Area by deep ultraviolet irradiation on Tetrahedral amorphous 

Carbon on Argon gas」T. Kozu, M. Yamaguchi, M. Kawaguchi and M. Yoshimura，ACSIN-14 & 

ICSPM26 

31) H. Seino, N. Shindo, S. Kanai, M. Okazaki “Differentiation of the ruthenium sites in 

cubane-type Ru4S4 clusters” The 43rd International Conference on Coordination Chemistry 

2018/7/30 - 8/4, Sendai, Japan 

32) Ayano Nakamura, Kenji Murakami, "The Aggregation of Bentonite Temperature-Responsive 
Polymer as a Flocculant", International Scientific Conference on Engineering and Applied 

Sciences (2018 ISCEAS, Okinawa, Japan), ISCEAS-0147 (2018/6/27-29). 

33) Kenji Murakami, Shin Kumagai, Ayano Nakamura, Katsuyasu Sugawara, "Catalytic 

hydrogenation of degradative solvent-extracted rice straw", 23rd International Congress 

of Chemical and Process Engineering (CHISA 2018, Prague, Czech), P1.30 (2018/8/25-29). 

34) Ayano Nakamura, Hiromu Sato, Thuynga Nguyen, Kenji Murakami, "The aggregation of Banko 
soil using temperature-responsive polymer and the consideration of aggregation 

mechanism", 23rd International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2018, 

Prague, Czech), P3.42 (2018/8/25-29). 

35) Kenji Murakami, Shin Kumagai, Ayano Nakamura, Katsuyasu Sugawara, "Hydrogenation of 
solvent-extracted rice straw by zeolite catalyst", 7th International Conference on 

Sustainable Energy and Environment (SEE2018, Bangkok, Thailand), A-06 (2018/11/28-30). 

 

【国内会議 一般】 

1) 新規チオアミド系抽出剤の合成と Pd(Ⅱ)に対する抽出特性の評価，岡部悠，山田学，芳賀一寿，

柴山敦，溶媒抽出討論会講演要旨集 p. 44(2018) 

2) 浸出法と沈殿法を用いたアパタイトからのレアアースおよびリン酸の回収，天野紘希，芳賀一

寿，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p. 35(2018) 

3) 浮選を用いたヒ素含有複雑硫化鉱からのヒ素含有銅鉱物の分離，Bayarmagnai Enkhzul，芳賀一
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寿，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p. 36(2018) 

4) 高温高圧浸出法を用いたヒ素含有銅精鉱の浸出挙動とメカニズムの考察，サンバルフンデウデ

ルゲルマー，芳賀一寿，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p. 40(2018) 

5) 高ヒ素含有銅精鉱の高温高圧浸出における浸出剤の影響と残渣の安定性評価，乙黒将史，芳賀

一寿，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p. 40(2018) 

6) m-PDA を用いた自動車用排ガス浄化触媒からのロジウム分離，石橋克幸，芳賀一寿，松本和也，

寺境光俊，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p. 43(2018) 

7) 物理選別を用いた廃電子基板からのガラス繊維由来のシリカ分離，七字慶輔，芳賀一寿，高崎

康志，川村茂，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p43(2018) 

8) 新規チオアミド系抽出剤の開発と Pd(Ⅱ)の抽出特性，岡部悠，山田学，芳賀一寿，柴山敦，資

源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集 p. 43(2018) 

9) 新規アミン系抽出剤 1,3-ビス（ジヘキシルアミノメチル）ベンゼンの合成と白金族抽出特性評

価，渡邊菜央，山田学，芳賀一寿，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨集

p. 44(2018) 

10) アミノリン酸キレート樹脂を用いた硫酸溶液中の Sb(Ⅲ)・Sb(Ⅴ)の吸着・脱着挙動の調査，今

井清弘，芳賀一寿，高崎康志，川村茂，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度秋季大会，講演要旨

集 p. 45(2018) 

11) 硫酸溶液中のアンチモンの回収を目的とした吸着反応に関する研究，今井清弘，芳賀一寿，高

崎康志，川村茂，柴山敦，日本素材物性学会平成 30 年度(第 28 回) ，講演要旨集 p. 7 (2018) 

12) 物理選別を用いた廃電子基板からのスズ回収，七字慶輔，芳賀一寿，高崎康志，川村茂，柴山

敦，環境資源工学会第 137 回学術講演会，講演要旨集 p. 3 (2018) 

13) m-PDA を用いた自動車用排ガス浄化触媒からのロジウムの分離，石橋克幸，芳賀一寿，松本和

也，寺境光俊，柴山敦，環境資源工学会第 137 回学術講演会 (2018) 

14) 高温高圧浸出法を用いた高ヒ素含有銅精鉱の浸出における時間の影響，乙黒将史，芳賀一寿，

柴山敦，資源素材学会東北支部平成 30 年度春季大会，講演要旨集 p. 53 (2018) 

15) ・加賀谷 信，加賀谷 史，林 滋生，「天然ゼオライト／ガラス多孔質複合体の微細構造とイ

オン吸着特性」，平成 30 年度日本セラミックス協会東北北海道支部研究発表会，2P06，11 月 3

日（土），日本大学工学部（郡山市） 

16) Solvent extraction of rhodium (III) from hydrochloric acid solutions using alkylanilines 
as extractants, 瀬崎勇斗，松本和也，寺境光俊，平成 30 年度化学系学協会東北大会 平成

30 年 9 月 15 日 

17) 芳香族第一級アミンを抽出剤としたロジウム選択抽出，松本和也，瀬崎勇斗，寺境光俊，第 37

回溶媒抽出討論会 平成 31 年 11月 26 日 

18) 「アンセロン C の合成研究」成瀨貴啓, 藤原憲秀, 岡本啓, 近藤良彦, 秋葉宇一, 石垣侑祐, 

上遠野亮, 鈴木孝紀，第 35 回有機合成セミナー（天童） 講演要旨集 P23, 2018.9.19. 

19) 「セラジネリン S の全合成研究」板垣貴也, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀，第 35 回有機合成

セミナー（天童） 講演要旨集 P42, 2018.9.19. 

20) 「アダマンタン自己組織化単分子膜による電極機能界面の分子構築」秋葉宇一，平成 30 年度化
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学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 16D2, 2018.9.16. 

21) 「変形菌由来ケホコリン A と B の合成研究」元臼亮佑, 佐藤大介, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原

憲秀，平成 30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 2P053, 2018.9.16. 

22) 「リスタバクチン類の合成研究」須田優介, 下澤省吾, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀、平成

30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 2P075, 2018.9.16. 

23) 「[2+2+2]環化付加反応によるキャンディドゥシン類の全合成研究」佐藤大介, 近藤良彦, 秋葉

宇一, 藤原憲秀，平成 30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 1P058, 2018.9.15. 

24) 「Synthetic Studies of Selaginellin S」板垣貴也, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀，平成

30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 1P067, 2018.9.15. 

25) 「ジベンゾフラン天然物ケホコリン E の合成研究」佐藤大介・近藤良彦・秋葉宇一・藤原憲秀，

日本化学会第 98 回春季年会（船橋） 講演要旨集 1D1-09, 2018.3.20. 

26) 「ジベンゾフラン配糖体ケホコリン A の合成研究」藤原憲秀・元臼亮佑・佐藤大介・近藤良彦・

秋葉宇一，日本化学会第 98 回春季年会（船橋） 講演要旨集 1D1-10, 2018.3.20. 

27) 「イワヒバ由来セラジネリン A の合成研究」藤原憲秀・板垣貴也・近藤良彦・秋葉宇一，日本

化学会第 98 回春季年会（船橋） 講演要旨集 1D1-11, 2018.3.20. 

28) ・高 Ag 含有高不純物粗銅を用いた電解精製技術の開発, 高崎康志, 鈴木誉也, 川村茂, 芳賀一

寿, 柴山敦, 資源・素材学会平成 30 年度春季大会, [1508-13-05], (2018) 

29) ・再磨鉱と浮遊選鉱による高 SiO2含有亜鉛精鉱からの SiO2 の分離除去, 小野竜大, 芳賀一寿, 

高崎康志, 川村茂, 柴山 敦, 資源・素材学会平成 30 年度春季大会, [1308-17-06], (2018) 

30) ・廃電子基板を由来とするスズ濃縮物のアルカリ浸出および電解採取によるスズの精製, 原田

茂一, 芳賀一寿, 高崎康志, 川村茂, 柴山敦, 資源・素材学会平成 30 年度春季大会, 

[3401-11-06], (2018) 

31) ・製鋼スラグ中の六価クロム生成機構, 井島翔，佐藤義也，高崎康志，井上亮，日本鉄鋼協会

第 176 回秋季講演大会，講演番号 99，(2018) 

32) ・冷却時の製鋼スラグ中鉱物相への Sm および Nd の濃縮，彦坂洋隆，井上亮，高崎康志，及川

裕佳，日本鉄鋼協会第 176 回秋季講演大会，講演番号 89，(2018) 

33) 長谷川崇, 及川光彬, FeCo 薄膜への VC 添加による bct 構造の安定化と一軸磁気異方性, 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-18-081～097, p.p. 25-27 (MAG-18-086) (2018).（奈良女子大学 2018 年 8

月 9 日～8 月 10 日, 発表日 2018年 8 月 9 日） 

34) 長谷川崇, 新堀拓哉, 中村靖子, 武政友佑, 及川光彬, 白井千尋, 関勇希, 中川颯太, FeCoへ

の VN添加による正方晶構造の安定化と一軸磁気異方性, 第 42回日本磁気学会学術講演概要集, 

p. 264（14pC-10）(2018).（日本大学 2018 年 9 月 11 日～9 月 14 日, 発表日 2018 年 9月 14 日） 

35) 武政友佑, 熊谷洸平, 長谷川崇, 熱処理した FeCoAlC薄膜の格子歪と一軸磁気異方性, 第 42回

日本磁気学会学術講演概要集, p. 265（14pC-11）(2018).（日本大学 2018 年 9 月 11 日～9 月

14 日, 発表日 2018 年 9月 14 日） 

36) 及川光彬, 坂本真人, 新堀拓哉, 長谷川崇, アモルファス基板上に成膜した FeCoX (X=VC, VN)

の正方晶構造の安定性, 第 42 回日本磁気学会学術講演概要集, p. 266（14pC-12）(2018).（日
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本大学 2018年 9 月 11 日～9 月 14 日, 発表日 2018 年 9 月 14 日） 

37) 長谷川崇, 新堀拓哉, 中村靖子, 武政友佑, 及川光彬, 白井千尋, 関勇希, FeCo 薄膜への VN

添加による bcc－bct－fcc 構造変態と一軸磁気異方性, 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-18-184～192, 

p.p. 47-50 (MAG-18-192) (2018).（慶応大学 2018 年 12 月 11 日, 発表日 2018 年 12 月 11 日） 

38) 于 鎮華，佐藤菜花，菅原和久，福本倫久，原 基：Si 拡散層の形成による Zr の耐水蒸気酸

化性の改善 日本金属学会秋季講演大会，東北大学，2018 年 9 月(p.413) 

39) 于 鎮華，佐藤菜花，福本倫久，原 基：Zr における Si 拡散層の形成と耐水蒸気酸化性の改

善 腐食防食学会東北支部講演会，秋田大学，2019 年 3月（p. 7） 

40) 岩手県非鉄金属加工技術研究会 第 97 回セミナー 招待講演「走査透過電子顕微鏡によるマグ

ネシウム合金のナノイメージング」齋藤嘉一 

41) 日本金属学会 2019 年春期講演大会 口頭発表「Mg-Y-Zn過飽和固溶体合金の高温変形挙動と転

位構造」齋藤嘉一，内山佳彦，佐藤勝彦，木村光彦，石田広巳，平賀賢二 

42) “高感度･交番磁気力顕微鏡探針の開発に向けた高磁化率･超常磁性 Co-GdOx グラニュラー合金

薄膜の作製”, 鈴木雄大, 曹永泽, P. Kumar, 趙越, 吉村哲, 齊藤準, 第 42 回日本磁気学会学

術講演会, 東京, 2018年 9 月 11-14 日. 

43) “超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡による磁気記録ヘッドの高空間分解能･磁場エネル

ギーイメージングの理論”, P. Kumar, 鈴木雄大, 曹永泽, 吉村哲, 齊藤準, 第 42回日本磁気

学会学術講演会, 東京, 2018 年 9月 11-14 日. 

44) “Co-GdOx系超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡による磁気記録ヘッドの高空間分解能･磁

場エネルギーイメージング”, P. Kumar, 鈴木雄大, 曹永泽, 吉村哲, 齊藤準, 第 42 回日本磁

気学会学術講演会, 東京, 2018 年 9 月 11-14日. 

45) “超常磁性探針を用いた交番磁気力顕微鏡による磁気記録ヘッドの高空間分解能・磁場エネル

ギーイメージング”, P. Kumar, 鈴木雄大, 吉村哲, 齊藤準, 第 66 回応用物理学会春季学術講

演会, 東京, 2018 年 3月 9-12 日. 

46) “反応性パルス DC スパッタリング法による(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3 強磁性‧強誘電薄膜の高品位

作製とその磁気および誘電特性”, M.Kuppan, 山本大地, 吉村哲, 第 42 回日本磁気学会学術講

演会, 東京, 2018 年 9月 11-14 日. 

47) “強磁性‧強誘電薄膜の電気磁気効果測定に向けた(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3薄膜の磁気光学特性の

評価”, 吉村哲, 第 42回日本磁気学会学術講演会, 東京, 2018 年 9月 11-14 日. 

48) “反応性パルス DC スパッタリング法を用いて作製した強磁性‧強誘電(Bi1-xLax)(Fe,Co)O3 薄

膜の磁気‧誘電特性の評価”, 山本大地, M. Kuppan, 吉村哲, 応用物理学会東北支部第 73 回学

術講演会, 仙台, 2018年 12 月 5-6日. 

49) “強磁性‧強誘電薄膜の電気磁気効果測定に向けた BiFeO3 系薄膜の磁気光学特性の評価”, 吉

村哲, 応用物理学会東北支部第 73 回学術講演会, 仙台, 2018 年 12 月 5-6 日. 

50) 鷲谷洋希，ホアンティースーン，高橋航也，宮野泰征，川村茂，高崎康志，藤井英俊「摩擦攪

拌プロセス (FSP) を利用した を利用した亜鉛電解製錬用アノードの開発」 一般社団法人日

本機械学会 平成 30年度日本機械学会東北学生会卒業研究発表講演会，平成 31年 3月 5 日，
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秋田工業高等専門学校 

51) 北村優弥，大川浩一，篠田弘造，加藤貴宏，菅原勝康，鈴木 茂 : 超音波照射にてサイズ制御

したスコロダイト粒子から合成した多孔質 γ-Fe2O3の電池特性, 第 39 回 超音波エレクトロニ

クスの基礎と応用に関するシンポジウム (2018.10.29-31 京都) 

52) 北村優弥，大川浩一，加藤貴宏，菅原勝康 : Synthesis of Large Scorodite Particles Using 

a Combination of Ultrasound Irradiation and CO2 Flow, 平成 30 年度化学系学協会東北大会 

(2018.9.15-16 秋田) 

53) "海産天然物ポーチミンのシクロヘキセンセグメントの合成" 齋藤崇史, 藤原憲秀, 近藤良彦, 

秋葉宇一, 鈴木孝紀 日本化学会第 99 春季年会（神戸） 講演要旨集 1F7-08, 2019.3.16. 

54) "イワヒバ由来セラジネリン S の全合成" 藤原憲秀, 板垣貴也, 近藤良彦, 秋葉宇一 日本化学

会第 99 春季年会（神戸） 講演要旨集 1F7-09, 2019.3.16. 

55) "[2+2+2]環化付加反応によるキャンディドゥシン類縁体の全合成" 佐藤大介, 近藤良彦, 秋葉

宇一, 藤原憲秀 日本化学会第 99 春季年会（神戸） 講演要旨集 1F7-10, 2019.3.16. 

56) "アンセロン C の合成研究" 成瀨貴啓, 藤原憲秀, 岡本啓, 近藤良彦, 秋葉宇一, 石垣侑祐, 

上遠野亮, 鈴木孝紀 第 35 回有機合成セミナー（天童） 講演要旨集 P23, 2018.9.19. 

57) "セラジネリン Sの全合成研究" 板垣貴也, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀 第 35回有機合成セ

ミナー（天童） 講演要旨集 P42, 2018.9.19. 

58) "変形菌由来ケホコリン Aと Bの合成研究" 元臼亮佑, 佐藤大介, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲

秀 平成 30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 2P053, 2018.9.16. 

59) "リスタバクチン類の合成研究" 須田優介, 下澤省吾, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀 平成30

年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 2P075, 2018.9.16. 

60) "海産天然物ポーチミンのスピロ環状セグメントの合成検討" 齋藤崇史, 藤原憲秀, 近藤良彦, 

秋葉宇一, 石垣侑祐, 上遠野亮, 鈴木孝紀 平成 30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿

集 1P052, 2018.9.15. 

61) "[2+2+2]環化付加反応によるキャンディドゥシン類の全合成研究" 佐藤大介, 近藤良彦, 秋葉

宇一, 藤原憲秀 平成 30 年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 1P058, 2018.9.15. 

62) "Synthetic Studies of Selaginellin S" 板垣貴也, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀 平成 30

年度化学系協会東北大会（秋田） 講演予稿集 1P067, 2018.9.15. 

63) "海産天然物ポーチミンのスピロ環状セグメントの合成検討" 齋藤崇史, 藤原憲秀, 近藤良彦, 

秋葉宇一, 石垣侑祐, 上遠野亮, 鈴木孝紀 日本化学会北海道支部 2018 年夏季研究発表会（北

見） 講演要旨集 D10, 2018.7.21. 

64) "変形菌由来ケホコリン B の全合成" 元臼亮佑, 佐藤大介, 近藤良彦, 秋葉宇一, 藤原憲秀 第

9 回分子生命研究会（秋田） 13:05 講演, 2018.7.7. 

65) Stevens Morlu G. F., Ishibashi, N., Adachi M., Yokota S., Gotoh T.: Development of 
Imprinted L-Dopa-Peptide Silica Particles for Selective Recovery of Ni(II) Ions from 

Aqueous Solutions, 化学工学会第 84 年会, 東京, 2019. 

66) Morlu G.F. Stevens, Naoya Ishibashi, Masataka Adachi, Saki Yokota, Takeshi Gotoh: Metal 
Imprinted L-DOPA Peptide Silica Particles for the Selective Recovery of Metals, 秋田
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化学技術協会第 53 回研究技術発表会, 秋田, 2019. 

67) 中村 隆太郎，中口 雄貴，三木 智寛，松村 洋寿，福谷 洋介，野口 恵一，養王田 正文，尾高 

雅文，カルボキシソーム外殻タンパク質の機能解析，第 45 回生体分子科学討論会 

68) 大畠 昌也, 中村 隆太郎, 中口 雄貴, 三木 智寛, 松村 洋寿, 福谷 洋介, 小川 信明, 野口 

恵一, 養王田 正文, 尾高 雅文, カルボキシソーム外殻タンパク質のリクルートに関与する足

場タンパク質 CcmN のキャラクタライゼーション，第 45 回生体分子科学討論会 

69) 中村 隆太郎，中口 雄貴，三木 智寛，松村 洋寿，福谷 洋介，野口 恵一，養王田 正文，尾高 

雅文，カルボキシソーム殻タンパク質 CcmO の機能解析，第 12 回バイオ関連化学シンポジウム 

70) 中村 隆太郎，中口 雄貴，三木 智寛，松村 洋寿，福谷 洋介，野口 恵一，養王田 正文，尾高 

雅文，カルボキシソーム外殻タンパク質 CcmOの機能解析，第 70 回日本生物工学会年次大会 

71) 野中 衛，松村 洋寿，小川 信明，尾高 雅文，耐熱性 Encapsulin ナノカプセルの内包系の構築，

第 70 回日本生物工学会年次大会 

72) 大畠 昌也, 中村 隆太郎, 中口 雄貴, 三木 智寛, 松村 洋寿, 福谷 洋介, 小川 信明, 野口 

恵一, 養王田 正文, 尾高 雅文, Characterization of CcmN, putative scaffold protein of 

β-carboxysome，2018 年度化学系学協会東北大会 

73) 野中 衛，松村 洋寿，尾高 雅文，好熱菌 Thermotoga maritima 由来 Encapsulin ナノカプセル

の新規内包系の構築，2018 年度化学系学協会東北大会 

74) 竹原 直輝，野中 衛，松村 洋寿，尾高 雅文，短鎖抗体を導入したタンパク質ナノカプセル

Encapsulin の発現系構築，2018 年度化学系学協会東北大会 

75) 竹原 直輝，野中 衛，松村 洋寿，大室 有紀，上田 宏，小川 信明，尾高 雅文，短鎖抗体融合

タンパク質ナノカプセル Encapsulin の発現系構築，酵素工学研究会第 80 回講演会 

76) 野中 衛，松村 洋寿，小川 信明，尾高 雅文，好熱菌 Thermotoga maritima 由来 Encapsulin の

色素化合物の同定，2018 年度 日本生物工学会北日本支部秋田シンポジウム 

77) 竹原 直輝，野中 衛，松村 洋寿，大室 有紀，上田 宏，小川 信明，尾高 雅文，短鎖抗体融合

タンパク質ナノカプセル Encapsulin の発現系構築，2018 年度 日本生物工学会北日本支部秋

田シンポジウム 

78) 大畠 昌也，中村 隆太郎, 中口 雄貴，三木 智寛, 松村 洋寿，福谷 洋介, 野口 恵一，養王田 

正文，尾高 雅文，カルボキシソーム由来新規ナノ材料開発を志向した内腔足場タンパク質 CcmN

に関する研究，2018 年度 日本生物工学会北日本支部秋田シンポジウム 

79) 中村 隆太郎，中口 雄貴，三木 智寛，松村 洋寿，福谷 洋介，野口 恵一，養王田 正文，尾高 

雅文，新規ナノ材料開発を志向した好熱菌由来カルボキシソームの形成機構解明，2018 年度 日

本生物工学会北日本支部秋田シンポジウム 

80) 肖英紀，高木強平，小松正弥 「Al-Pd-Au-Yb系 Tsai 型近似結晶の形成と磁性」，日本物理学会

2018 年秋季大会，同志社大学京田辺キャンパス，2018 年 9 月 (ポスター) 

81) 肖英紀 「Tsai 型近似結晶に見られる格子欠陥構造 III」，日本物理学会 2018 年秋季大会，同志

社大学京田辺キャンパス，2018 年 9 月 

82) 肖英紀，小松正弥，高場健太郎，鈴木潤士，桑原真人，長尾全寛 「β-Mn 型 Co-Zn 合金の合成

と磁気構造観察」，日本顕微鏡学会第 74 回学術講演会，久留米シティプラザ，2018 年 5 月(ポ

― 254 ―



スター) 

83) 肖英紀 「Al-Pd-Au-Yb系近似結晶の形成」，日本顕微鏡学会第 74 回学術講演会，久留米シティ

プラザ，2018 年 5 月(ポスター) 

84) 高橋弘樹: その場赤外分光法による電極反応の解析～メタノール酸化反応と CO2 電解還元反応

～, 第 19 回 GREEN シンポジウム (2019. 1. 23, 東京). 

85) 大久保敬祐, 高橋弘樹, 田口正美: 赤外分光法による CO2電解還元生成物のその場解析, 第 49

回セミコンファレス・第 31 回東北若手の会 (2018. 11. 25-26, 郡山). 

86) 大久保敬祐, 高橋弘樹, 田口正美: Ptおよび Pt酸化物による CO2電解還元と赤外分光法を用い

た反応中間体その場解析,日本金属学会 2018 年秋期講演大会（第 163回） (2018. 9. 19-21, 仙

台). 

87) 大久保敬祐, 高橋弘樹, 田口正美: In-situ analysis for CO2 reduction on Pt and Pt oxide 

cathodes 平成 30 年度化学系学協会東北大会 (2018. 9. 15-16, 秋田). 

88) 大久保敬祐, 高橋弘樹, 田口正美: Ptおよび Pt酸化物電極上の CO2還元反応のその場赤外分光

測定（In-situ infrared spectrometry for CO2 reduction reaction on Pt and Pt oxide 

electrodes）, 資源・素材 2018（福岡） (2018. 9. 10-12, 福岡). 

89) Ohkubo Keisuke, Hiroki Takahashi, and Masami Taguchi: Difference in reaction path of CO2 

electroreduction on Pt and Pt oxide, The 18th GREEN Symposium (2018. 6. 29, つくば). （一

般講演，国内会議） 

90) 大久保敬祐, 高橋弘樹, 田口正美: Ptおよび Pt酸化物の CO2電解還元と赤外光を用いたその場

解析, 平成 30 年度日本素材物性学会年会（第 28 回） (2018, 6, 26, 秋田). 

91) ゴミから発電, カビール ムハムドゥル, 秋田大学公開講座 【身の周りのエレクトロニクスを

学び直す】(2018 年 08月，秋田) 

92) 低温下における磁気-フェライト処理法による活性汚泥からのタンパク質の抽出, 古谷 優, 今 

佑輝, 遠藤 雅也, カビール ムハムドゥル, 平成 31 年電気学会全国大会 (2019 年 03 月，北海

道) 

93) アオコおよび活性汚泥を用いた微生物燃料電池（MFC）に関する研究, 佐藤 凌太, カビール ム

ハムドゥル, 髙橋 俊秀, 平成 31 年電気学会全国大会(2019 年 03 月，北海道) 

94) 森山 最岳、川村 洋平：ANN と Web-GIS を用いた都市部砕石場における発破に起因する地盤振

動の可視化システム，平成 30 年度資源・素材 2018（福岡） 

95) 小助川 洋幸，藤井 光，半開放式地中熱利用システムを用いた長期暖房試験,  日本地熱学会東

京大会. 

96) 左部翔太，緒方武幸，渡辺 寧 (2018) 東北日本弧における鉱脈型銅鉱床のマグマー熱水系：

荒川鉱床を例として. 資源地質学会第 68 回年会学術講演会(東京大学，東京)(20180629) 

97) Michinobu Hayase，Shinichi Yodokawa，Toru Kurabayashi，Takenori Tanno「A study of 

order-disorder phase transition of nonadecane using computer simulation」平成 30 年度

化学系学協会東北大会（2018. 9，秋田） 

98) 鈴木 拓也, 景山 陽一, 石沢 千佳子 : 「夜間における最高速度標識・車両進入禁止標識の認

識に関する検討」, 平成 30 年度 情報処理学会東北支部研究会, 14（2018） 
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99) 鈴木 拓也, 景山 陽一, 石沢 千佳子 : 「夜間情景動画像における最高速度標識に対してロバ

ストな認識法の開発」, 産業応用工学会全国大会 2018, GS9-1（2018） 

100) 鈴木 拓也, 景山 陽一, 石沢 千佳子 : 「道路利用者支援を目的とした夜間における最高速度

標識認識法の改善」, 平成 30 年度電気関係学会東北支部連合大会, 1D17（2018） 

101) 岡田里奈・鎌滝孝信・梅田浩司：津軽半島，十三湖におけるイベント堆積物．日本地球惑星科

学連合 2018年大会，幕張メッセ，2018 年 5 月 22 日． 

102) 鎌滝孝信・岡田里奈・梅田浩司：青森県および秋田県の日本海沿岸部における古津波研究．日

本地質学会第 125 年学術大会，北海道大学，2018 年 9 月 5 日． 

103) 鎌滝孝信・内舘美紀，金澤 慎，石田将貴，松冨英夫：1983 年日本海中部地震津波の影響地域

における過去の津波履歴の検討．土木学会第 65 回海岸工学講演会，とりぎん文化会館（鳥取市），

2018 年 11月 15 日． 

104) 鎌滝孝信・岡田里奈・梅田浩司：秋田県八峰町および能代市の沖積低地にみられる洪水堆積物

について．平成 30 年度東北地域災害科学研究集会，秋田大学，2018年 12 月 23日． 

105) 宇内滉志・鎌滝孝信・安部訓史・得丸達生・松冨英夫・岡田里奈・村上正能・梅田浩司：秋田

県にかほ市沿岸低地にみられる津波および洪水堆積物の特徴．平成 30 年度東北地域災害科学研

究集会，秋田大学，2018 年 12 月 23 日． 

106) 岡田里奈・梅田浩司・鎌滝孝信：津軽半島，十三湖周辺に認められる津波と液状化の痕跡．平

成 30 年度東北地域災害科学研究集会，秋田大学，2018 年 12 月 22 日． 

107) 村上正能・岡田里奈・梅田浩司・鎌滝孝信：下北半島西部，大間町奥戸におけるイベント堆積

物調査．平成 30 年度東北地域災害科学研究集会，秋田大学，2018 年 12 月 23 日． 

108) 宇内滉志・鎌滝孝信・得丸達生・松冨英夫：秋田県にかほ市における過去の津波および洪水に

よる浸水域の検討．平成 30 年度土木学会東北支部技術研究発表会，東北大学，2019 年 3 月 2

日． 

109) 得丸達生・鎌滝孝信・宇内滉志・松冨英夫：山形県遊佐町における過去の津波や洪水による浸

水履歴の検討．平成 30 年度土木学会東北支部技術研究発表会，東北大学，2019年 3 月 2 日． 

110) 鎌滝孝信・宇内滉志・得丸達生・松冨英夫：秋田県南部および山形県北部沿岸における古津波

履歴調査．2018 年度日本地質学会東北支部会，秋田大学，2019 年 3月 16 日． 

111) 水田敏彦，鏡味洋史：1889 年熊本地震の被害に関する文献調査－個別建物の被害に着目して－，

日本建築学会大会学術講演梗概集 B 構造Ⅱ，(CD-ROM)，2018 年 9 月 

112) 鏡味洋史，水田敏彦：1944 年東南海地震直後の踏査報告の足跡をたどって，歴史地震研究会（大

分大会）講演要旨集，pp.22，2018年 9 月 

113) 水田敏彦，鏡味洋史：，1889 年熊本地震直後の踏査報告の足跡をたどって，歴史地震研究会（大

分大会）講演要旨集，pp.28，2018年 9 月 

114) 水田敏彦，鏡味洋史：1906 年および 1982 年の秋田県森吉・阿仁の地震による被害に関する文

献調査，東北地域自然災害科学研究集会，2018 年 12 月 

115) 鏡味洋史，水田敏彦：1914 年秋田仙北地震と秋田県師範学校，東北地域自然災害科学研究集会，

2018 年 12月 

116) 佐藤祐一，齋藤嘉一，佐藤勝彦，齋藤宇，藤原亜斗武，齋藤翼，多結晶 Si 基板上に形成した
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GaN 系ナノ柱状結晶の微細構造，電子情報通信学会 CPM/MAG 研究会，CPM2018-51 (2018). 

117) 齋藤宇，藤原亜斗武，谷口真悟，白石孝輝，齋藤翼，佐藤祐一，多結晶 Si 基板上 GaN 系ナノ柱

状結晶のカソードルミネセンス特性，平成 30 年度電気関係学会東北支部連合大会, 1E11 

(2018). 

118) 「固体試料における島状金属粒子形成による深紫外表面増強ラマン散乱」山野太久，山本良之，

山口誠，梅本好日古，2018 年度精密工学会東北支部講演会 

119) 「炭素系硬質薄膜におけるしゅう動誘起構造変化の表面増強ラマン散乱」Hannis Syazwani 

binti Zulkarnain，山野 太久，山本 良之，山口誠，野老山貴行，2018年度精密工学会東北支

部講演会 

120) 佐藤啓，中村彩乃，村上賢治，”ベントナイト懸濁液の濾過速度に及ぼす感温性高分子の影響”，

化学工学会東北支部 第 20 回先端研究発表会（仙台），A104 (2018/6/16)． 

121) 村上賢治，"Catalytic conversion of biomass into gas and liquid fuels", 平成 30 年度化

学系学協会東北大会（秋田），16A3 (2018/9/15-16)． 

122) 中村彩乃，グェン トゥイ ガー，村上賢治，”The aggregation of soil particles using 

poly(N-isopropylacrylamide) as a flocculant”，平成 30 年度化学系学協会東北大会（秋田），

1P012 (2018/9/15-16)． 

123) 大友直也，雄鹿高弘，中村彩乃，村上賢治，”Hydrodeoxygenation of phenol over Pd/HZSM-5 

catalyst”，平成 30 年度化学系学協会東北大会（秋田），1P087 (2018/9/15-16)． 

124) 佐藤啓，中村彩乃，村上賢治，”Filtration of bentonite suspension using temperature 

responsive polymer”，平成 30 年度化学系学協会東北大会（秋田），1P008 (2018/9/15-16)． 

125) 中村彩乃，佐藤啓，佐藤友祐，村上賢治，”ポリ(2-(ジメチルアミノ)エチルメタクリレート)

を用いたベントナイト懸濁液のろ過速度の検討”，化学工学会第 50 回秋季大会（鹿児島），CB116 

(2018/9/18-20)． 

126) 中村彩乃，佐藤友祐，村上賢治，”感温性高分子を用いたベントナイト懸濁液の凝集と凝集物

の評価”，化学工学会第 50 回秋季大会（鹿児島），CB321 (2018/9/18-20)． 

127) 大友直也，モハマド ファウジ ビン ラザリ，山口佳那，中村彩乃，村上賢治，”HZSM-5 触媒

を用いたバイオマス由来タールのその場接触改質”，化学工学会第 50 回秋季大会（鹿児島），

FD306 (2018/9/18-20)． 

128) 木村聡孝，雄鹿高広，中村彩乃，村上賢治，”バイオオイルモデル化合物の過酸化水素による

酸化分解”，第 55 回石炭科学会議（北九州），No. 1-15 (2018/10/29-30)． 

129) 熊谷誠治，斉藤智朗，藤原宏晃「リチウムイオン吸蔵および放出時のもみ由来 C/SiOx 複合体の

化学状態」日本素材物性学会平成 30 年度（第 28 回）年会，秋田市，2018 年 6 月 26 日 

130) 石川俊朱，羽富正起，熊谷誠治「電気二重層キャパシタの充放電特性の温度依存性」日本素材

物性学会平成 30 年度（第 28 回）年会，秋田市，2018 年 6 月＜平成 30 年度日本素材物性学会

優秀論文発表賞＞ 

131) 堀夏樹，安部勇輔，富岡雅弘，熊谷誠治「等価回路を用いたリチウムイオン電池の充放電特性

予測」日本素材物性学会平成 30 年度（第 28 回）年会，秋田市，2018年 6 月 26 日 

132) 斉藤智朗，安部勇輔，熊谷誠治「もみ殻由来正負極を用いたリチウムイオンキャパシタの性能

― 257 ―



評価」平成 30 年度電気関係学会東北支部連合大会，岩手大学，2018年 9 月 6 日 

133) 堀夏樹，安部勇輔，富岡雅弘，熊谷誠治「リチウムイオン電池のレート特性予測手法」平成 30

年度電気関係学会東北支部連合大会，岩手大学，2018 年 9 月 6 日 

134) 石川俊朱，熊谷誠治「イオン液体を電解液とした電気二重層キャパシタの充放電特性の温度依

存性」平成 30 年度電気関係学会東北支部連合大会，岩手大学，2018年 9 月 6 日 

135) 高橋博文，熊谷誠治「電極バインダ添加量の異なる電気二重層キャパシタの充放電特性」平成

30 年度電気関係学会東北支部連合大会，岩手大学，2018年 9 月 6 日 

136) 熊谷誠治「リチウムイオンキャパシタに用いるもみ殻由来負極活物質」第 59 回電池討論会，グ

ランキューブ大阪（大阪府立国際会議場），2018 年 11 月 29 日 

137) Koki Shimanaka, Makoto Horigane, Shotaro Minato, Miku Kaneta, Norimi, Takahashi, Shota 
Murakami, Hiroshi Masumoto, Takashi Goto, Yutaka Tsujiuchi, Ultra violet visible light 

conversion system and gel electrochemical element for sensor and the effect of 

hydrogenated amorphous silicon, 第 56 回 日 本 生 物 物 理 学 会 年 会 , Okayama, 

2018.09.15-09.17. 
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（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）

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) 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 

2) 吉村哲：イノベーションジャパン２０１８「強磁性･強誘電薄膜の高品位作製およびそのデバイ

ス応用」東京ビッグサイト，2018年 8 月 30 日－31 日 

3) 吉村哲：秋田大学市民講座「強磁性･強誘電薄膜の高品位作製およびそのデバイス応用」カレッ

ジプラザ，2018 年 11 月 24 日 

4) 吉村哲：労働安全衛生と環境安全のための講演会「秋田大学の環境研究」秋田大学６０周年記

念ホール，2018 年 12 月 3 日 

5) 吉村哲：名古屋大学集中講義「強磁性･強誘電薄膜の高品位作製およびそのデバイス応用」名古

屋大学，2018 年 12 月 17 日－18 日 

6) 社団法人溶接学会 溶接冶金研究委員会 第 232 回，平成 30 年 5月 28 日，大阪大学 医学・工

学研究科東京ブランチ（東京） 

7) 革新的新構造材料等研究開発プログラム平成 30 年度第１回テーマ４６推進会議，平成 30 年 6

月１日，大阪大学接合科学研究所（大阪） 

8) 革新的新構造材料等研究開発プログラム平成 30 年度第 2 回テーマ４６推進会議，平成 30 年 8

月 29 日，大阪大学接合科学研究所（大阪） 

9) 革新的新構造材料等研究開発プログラム平成 30 年度第 3 回テーマ４６推進会議，平成 30 年 11

月 8 日，大阪大学接合科学研究所（大阪） 

10) 「緩衝材中における微生物共存下金属腐食試験」第 1 回 専門家委員会，平成 31 年 3 月 1 日，

電力中央研究所（千葉） 

11) 革新的新構造材料等研究開発プログラム平成 30 年度第 4 回テーマ４６推進会議，平成 31 年 3

月 6 日，大阪大学接合科学研究所（大阪） 

12) ICT による湯沢市活性化，院内異人館 30 周年企画展にて「バーチャルで見る 院内銀山と院内

の町並み」を展示，ラジオ 2 社からの取材，院内異人館，2018 年 4月 25 日‐5月 6 日 

13) ICT による湯沢市活性化，院内銀山まつりにて鉱山 VR 展示会を開催した，院内異人館，2018 年

9 月 21 日 

14) アウトドアシティ構想による湯沢市の活性化，湯沢市「街なか再生講演会」にて講演「歴史と

未来の融合~スマートマイニングによる地域活性~」，秋田魁新報に掲載，湯沢ロイヤルホテル，

2018 年 12月 2 日 

15) 第 5 回国道 105 号大曲鷹巣道路「大覚野峠区間」道路計画技術委員会，大覚野峠区間での道路

改良工事の際の地質の状況についての議論・提言を行った，都道府県会館(東京)，2019 年 1 月

11 日 

16) 風力発電セミナーの開催，秋田県事業への協力として学内において風力発電セミナーを共催し

た，秋田大学，平成 30 年 11 月 21日 

17) 秋田県教育庁防災教育外部指導者派遣事業（秋田大学地方創生センター共催），にかほ市象潟小
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学校，男鹿市潟西中学校，男鹿市美里小学校，秋田市第二ルンビニ園，男鹿工業高等学校，横

手高等学校定時制，6 月 21 日，7月 12 日，7月 19 日，10 月 24 日，11 月 7 日）［計 5 回］ 

18) 秋田県自主防災組織育成指導者研修会（秋田大学地方創生センター共催），男鹿市民文化会館，

トレイクかたがみ，大仙市史跡の里せんぼく，湯沢市役所，10 月 17 日，11 月 20 日，11 月 27

日，12 月 25 日［計 4 回］ 

19) 熊谷誠治：大仙市企業連絡協議会での講演講師，「もみ殻の最先端リサイクル技術」，大仙市グ

ランドパレス川端，2018 年 5 月 18日 

20) 熊谷誠治：「エネルギー・環境技術」の面接授業，放送大学秋田学習センター，2018 年 6 月 30

日，7 月 1 日 

21) 熊谷誠治：第２回秋田ヒューマン・エネルギー研究会，秋田大学手形キャンパス，2018 年 8 月

10 日 

22) 熊谷誠治：横手市ものづくり事業化審査委員，横手市役所本庁舎，2018 年 8 月 24 日 

23) 熊谷誠治：平成 30 年度秋田県自然エネルギー開発協会総会での講演講師，「もみ殻のリサイク

ル：蓄電デバイス電極材料への活用」秋田市ふきみ会館，2018 年 9月 9 日 

24) 紫外可視光変換材料の機能性農産物生産への応用に関する地域企業とのコンソーシアム，横手

精工株式会社，平成 31 年 2 月 7 日 
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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 大川浩一
金属ナノ粒子の製造方法及び金属ナノ

粒子被覆基材の製造方法
特許第6317606号

2
鈴木雅史、

KABIR MAHMUDUL

放射性汚染土壌の除去装置及び除染方

法
特許第6323990号

3
齊藤準、木下幸則、

吉村哲

交流磁場測定装置および交流磁場測定

方法
特許第6358788号

4 福本倫久、原基
ハロゲン化リチウムを用いた溶融塩電

解によるジスプロシウムの回収方法
特許第6444058号

5
齊藤準、木下幸則、

吉村哲

交流磁場測定装置および交流磁場測定

方法
特許第6481191号

6
濱田文男、山田学、

近藤良彦

パラジウム抽出剤、及び、パラジウム

の抽出分離方法
特許第6482118号

7 吉村哲、齊藤準 電界書込み型磁気記録装置 DE 602012048992.8

8
齊藤準、吉村哲、

木下幸則

電気力／磁気力顕微鏡および電場／磁

場同時測定方法
特許第6482129号

＊取得済み特許のみ掲載
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③受賞等

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 

 

③受賞等 

1) 学生賞，硫酸浸出およびシュウ酸塩沈殿法を用いたアパタイトからのレアアース回

収，芳賀一寿，天野紘希，柴山敦，資源素材学会平成 30 年度春季大会，講演要旨

集 p13(2018) 

2) 優秀ポスター賞，m-PDA を用いた自動車用排ガス浄化触媒からのロジウムの分離，

石橋克幸，芳賀一寿，松本和也，寺境光俊，柴山敦，環境資源工学会第 137 回学術

講演会，講演要旨集 P3(2018) 

3) 平成 30年度化学系学協会東北大会優秀ポスター賞「Solvent extraction of rhodium 

(III) from hydrochloric acid solutions using alkylanilines as extractants」

瀬崎勇斗 

4) 平成 30 年 5月 21 日 東北大学金属材料研究所 第 6 回研究部共同利用・共同研究 

若手萌芽研究最優秀賞, （正方歪を有する FeCo 薄膜の一軸磁気異方性と高機能化） 

5) 田中康之 日本ソノケミストリー学会第 27 回討論会 特別賞 

6) 田中康之 化学系学協会東北大会 優秀ポスター賞 

7) 酒井諒典 日本磁気学会平成 30 年度学術奨励賞（内山賞） Study on Analysis of 

Torque-Slip Characteristics of Axial Gap Induction Motor」 2018年 09 月 12

日． 

8) 酒井諒典 日本磁気学会平成 30 年度学生講演賞（桜井講演賞） 「アキシャルギ

ャップ誘導モータの基礎特性解析に関する研究」 2018年 09 月 12日． 

9) Morlu G.F. Stevens, 秋田化学技術協会第 53 回研究技術発表会優秀発表賞（Morlu 

G.F. Stevens, Naoya Ishibashi, Masataka Adachi, Saki Yokota, Takeshi Gotoh: 

Metal Imprinted L-DOPA Peptide Silica Particles for the Selective Recovery 

of Metals, 秋田化学技術協会第 53 回研究技術発表会, 秋田, 2019.） 

10) 大久保敬祐, 電気化学会東北支部第 32 回東北若手の会 学生ポスター賞 (2018. 

11. 25) 

11) ICISIP2018 Best Poster Award 
12) 石川俊朱，平成 30 年度日本素材物性学会優秀論文発表賞「電気二重層キャパシタ

の充放電特性の温度依存性」 
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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
 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」事業を担っていた「地域創生センター」と「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（【装置の種類および使用状況】、【機器の管理責任

者】、【機器取り扱い規程】）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
【装置の種類および使用状況】
　稼働率が特に高い機器（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（SEM）、X線電光子分光分析装置（XPS）、水銀ポロシメータ、比表面積・細孔径分布測定装置、

触媒分析装置、がある。一方、研究の進展や教員の異動に伴い、一部の装置は使用時間が皆無かそれ

に近い状況の装置が複数ある。また、いずれの装置も導入から8年超となり、経時劣化のため部品の

交換やオーバーホールが必要なケースが増えてきた。

今年度はSEMの電子線源チップやロータリーポンプの定期交換、XPSのロータリーポンプや真空計

の修理交換、SEMのオプション用のPCの修理（無償）などがあったが、誤操作や不注意、整備不良

等による重大な故障はなかった。このことは利用者と装置管理責任者のご協力の賜物である。

【機器の管理責任者】
　管理責任者を下記の教員の方々に依頼し、機器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。

　阿部一徳（大学院国際資源学研究科　資源開発環境学専攻）

　加藤純雄（大学院理工学研究科　物質科学専攻）

　近藤良彦（大学院理工学研究科　生命科学専攻）

　高崎康志（大学院国際資源学研究科　資源開発環境学専攻）

　丹野剛紀（地方創生センター）

　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）

 （五十音順、敬称略）

【機器取り扱い規程】
　１号館に設置している研究機器は、「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、

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ことを規定している。使用に際して

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単価に利用時間数を乗じた額を

請求している。また、機器管理責任者は、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。利用料金の支払い方法は、原則として、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、

利用時間および料金は、利用台帳に記載されたものを月毎にセンター技術専門職員がとりまとめてい

る。
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地方創生センター2号館
【はじめに】
　秋田大学地方創生センター２号館に設置されている各研究機器は、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利に活用された。しかしながら、大半の機器が設置後17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た。また、

空調機などの施設についても、経年劣化が見られるようになり、故障が度々発生した。当委員会では、

機器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、

多目的X線回折装置の基板および内部バッテリーの交換、走査電子顕微鏡の劣化部品交換および点検、

微小空間組織構造評価装置のケーブル交換、液体窒素製造装置のフレキシブルホースの交換、ICP発

光分光分析装置の入射ミラー・ガスバルブ・連結管の交換、１年中冷房設定でフル稼働させなければ

ならないクリーンエリア１用のGHP5エアコンの負荷を軽減するため（もしくは、昨年度に施設課が

主導する形で実施した、クリーンエリア２・電気計測エリア・精密計測エリア用のGHP6エアコンの

室外機の更新と同様に、近い将来に行うかもしれないGHP5の更新工事中において使用するため）の、

業務用縦置き型エアコンのクリーンエリア１への設置、などを行った。また、使用頻度が極めて高い

ICP発光分光分析装置そして、保守用備品の整理や機器の再配置により確保した実験スペースについ

て、スペースの貸出を積極的に行った。

【装置の種類および使用状況】
　稼働率が特に高い機器（≥ 100時間/年を目安）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。

【機器の管理責任者】
　管理責任者は下記の教員の方々に依頼し、機器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（国際資源学部　資源開発環境学専攻）

　芳賀一寿（国際資源学部　資源開発環境学専攻）

　高崎康志（国際資源学部　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　材料理工学コース）

　齊藤　準（理工学研究科　数理・電気電子情報学専攻　電気電子工学コース）

　吉村　哲（理工学研究科　附属革新材料研究センター）

　大川浩一（理工学研究科　物質科学専攻　応用化学コース）

　齋藤嘉一（理工学研究科　物質科学専攻　材料理工学コース）

　寺境光俊（理工学研究科　物質科学専攻　応用化学コース）
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　松村洋寿（理工学研究科　生命科学専攻　生命科学コース）

　小笠原正剛（理工学研究科　物質科学専攻　応用化学コース）

　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　創造生産工学コース）

　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　物質科学専攻　材料理工学コース）

　久場敬司（医学専攻　分子機能学・代謝機能学）

　小泉幸央（医学専攻　分子機能学・代謝機能学）

　進藤隆世志（理工学研究科　物質科学専攻　応用化学コース）

【機器取り扱い規定】
　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装置を使用することができる規定は、

昨年度と同様とし、使用に際しては消耗品費相当の機器使用料（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、何度も募集をかけるなど積

極的な実験スペース貸出を行っており、その使用料を請求させていただくことにしている。尚、平成

30年度は、３度の募集を行い、３度、本委員会で審議されて貸出が決定した。地方創生センター機器

の使用料、および実験スペース使用料の徴収に関して、これまでは、４月から９月までに使用した分

の使用料を12月に、および10月から12月までに使用した分の使用料を２月に、１月から３月までに使

用した分の使用料を３月末に、それぞれ使用者に支払って頂く方式を採用してきたが、４月から６月

までに使用した分の使用料を８月に、７月から９月までに使用した分の使用料を11月に、更に細かく

分割することで、年度で切り替わらない研究費や予算での支払いが可能になるよう、そしてその集計

や請求を迅速に行うことで、使用者の便宜を図っている。尚、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、使用者にとっての利便性を更に高めている。

【おわりに】
　秋田大学地方創生センター２号館では、新規および移管を含め、特徴ある機器の導入、特徴的な研

究を更に推進するための施設の充実、老朽化した施設の更新を、設備マスタープランや概算要求への

申請などにより積極的に進めており、今後の研究活動のますますの発展が期待される。
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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

メーカー 型　　式

1 超純水製造装置 オルガノ㈱

2 ドラフトチャンバー オリエンタル技研工業㈱ AFG-STZ-1500E

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

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

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

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

株式会社 アナリティクイエナ ジャ
パン

AAS contrAA700

7 元素分析装置 ㈱システムズエンジニアリング CE-440

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

9 X線光電子分光分析装置 島津製作所 AXIS-ULTRA

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

11 水銀ポロシメータ ThermoFinnigan pascal 140型240型

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

13 光散乱GPC分子量測定装置 昭光 DOWN HELEOSⅡ8　ほか

14 テラヘルツ分光測定装置 ㈱テラヘルツ研究所 TSS-ⅡGM

15 バイポーラ電源 NF回路設計ブロック BP4620

16 活性汚泥処理装置 朝日理化工業 C8R型

17 スプレードライヤ装置 ヤマト科学 DL-410

18 比表面積・細孔径分布測定装置 日本ベル㈱ BELSORP-miniII

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）

20 リアルタイムPCRシステム タカラバイオ㈱ MRQ TP960AB

21 マルチラベルカウンター TECAN M200PRO_FAL-TBT

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）

23
四重極-飛行時間型MS/MS分析シス
テム WATERS AcquityUPLC

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

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

26 共焦点レーザー顕微鏡 オリンパス FV1000/1X81-S（分光）仕様

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・ダルトニクス株式会社

autoflex III
Site�Preparation�Specification

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
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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30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 28

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 1,587 815

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 2

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 14

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 60

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 5

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 1,695 365

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 80

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 阿部　一徳 475 133

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 313 139

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 83

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 0

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 0

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 0

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 216 317

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 162 402
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№ 設備名一覧
管理担当者（教員） 使用料

単価（円）

平成30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 0

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 1

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 0

23
四重極-飛行時間型MS/MS分析シス
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 1,857 19

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 0

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 7

26 共焦点レーザー顕微鏡� 秋田大学 地方創生センター
地域産業研究部門 丹野　剛紀 475 49

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 秋田大学 地方創生センター

地域産業研究部門 丹野　剛紀 1,404 10

28 バイオクリーンベンチ� 秋田大学 地方創生センター
地域産業研究部門 丹野　剛紀 54 0
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（3）地方創生センター2号館
①研究設備一覧

№ 設　備　名
仕　　　　　様

メーカー 型　　式
1 形状測定レーザマイクロスコープ ㈱キーエンス VK-X200/210SP

2 EXAFS装置 ㈱リガク EXAFS-Labo

3 高真空型走査型プローブ顕微鏡 セイコーインスツルメンツ㈱ SPI3800N

4 大気型走査型プローブ顕微鏡 NanoNaviII/S-image

5 垂直磁場印加型走査型プローブ顕微鏡 SIIナノテクノロジー（現日立ハイテクサイエンス） SPI4000TA

6 温度可変型走査型プローブ顕微鏡 SIIナノテクノロジー（現日立ハイテクサイエンス） STP-251S

7 表面粗さ形状測定器 ㈱東京精密 SURFCOM1400D

8 実体顕微鏡 ㈱ニコン SMZ1500

9 偏光顕微鏡 ㈱ニコン E600WPOL

10 プラスチック種類判別計 オプト技研㈱ PLASHCAN-SH

11 超小型真空アーク溶解装置 日新技研㈱ NEV-AD03

12 高周波誘導加熱装置 ㈱美和製作所 MU-1700-B

13 ディスク型手動粉砕機 ハルツォク・ジャパン㈱ HSM-100A

14 非鉄金属選別機 日本エリーズマグネチックス㈱ ECS1222

15 小型精密切断機 平和テクニカ㈱ HS-25

16 堅型粉砕機 ㈱オリエント VM-20

17 ロール型磁選機 日本エリーズマグネチック㈱ RE-05

18 空気テーブル ジュイテック㈱ V-135E

19 湿式高磁力磁選機 日本エリーズマグネチックス㈱ HIW  L-4 ラボモデル

20 湿式粉砕機（アトライタ） 三井鉱山㈱ MA01SC型

21 卓上型高周波ビードサンプラー ㈱リガク AK

22 ICP発光分光分析装置 セイコーインスツル㈱ SPS5510

23 紫外可視近赤外分光光度計 ㈱島津製作所 UV-3600

24 蛍光X線分光分析装置 ㈱リガク Primini

25 イオンクロマトグラフ 米国ダイオネクス社 ICS-3000型

26
拡散反射測定ユニット60φ積分球付属
装置 ㈱島津製作所 ISR-3100（UV3600用）

27 金属分散度測定装置 日本ベル㈱ BEL-METAL-1SPAI

28
シングルナノサイズ対応粒子径・表面
電位解析装置 堀場製作所 Nano Partica SZ-100Z-100

29 Agilent�630�FT-IR�システム アジレント・テクノロジー㈱ 630 FT-IR

30 直流安定化電源 日本電計㈱ GP0500-30R

31 卓上型0.2Lオートクレーブ 日東高圧 HC-276　20MPa

32 レーザーゼータ電位計 大塚電子㈱ ELS-8000

33 粒度分布測定装置 日機装㈱ MT3300EX-SDU

34 示差熱天秤 ㈱リガク THERMO PLUS2
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№ 設　備　名
仕　　　　　様

メーカー 型　　式
35 GCマス装置 日本電子㈱ JSM-GCMATEII

36 多層構造膜作製装置 トッキ㈱ SPM-506

37 多元合金膜作製装置 トッキ㈱ SPM-406

38 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

39 液体窒素製造装置 岩谷産業㈱

40 純水製造装置 ㈱東洋製作所 RFD210PA

41 蒸留水製造装置 ㈱アドバンテック RFD240NA

42 超純水製造装置 ㈱アドバンテック RFU464CA

43 微小空間組織構造評価装置 日本電子㈱ JSM-7800F

44 走査電子顕微鏡 日本電子㈱ JSM-5900LV

45 カーボンコーティング装置 日本電子㈱ JEC-520

46 イオンコーティング装置 日本電子㈱ JFC1600

47 電界放射型走査電子顕微鏡 日本電子㈱ JSM-6701F

48 薄膜X線回折装置 リガク㈱ RINT IN-PLANE

49 粉末XRD測定装置 リガク㈱ RINT2000

50 多目的X線回折装置 ブルカーエイエックスエス㈱ D8ADVANCE

51 高感度磁化測定装置 ㈱オプティマ 2900-04

52 振動試料型磁力計 東栄工業㈱ VSM

53 磁気カー効果測定装置 ネオアーク㈱ BH-786P-AP

54 高真空熱処理装置 ㈱真空理工 VHC-P45C-S

55 高温熱処理装置 トキコナガノ㈱ NEWTONIAN® Pascal-40

56 均温熱処理装置

57 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

58 二位相型ロックインアンプ ㈱NF設計回路ブロック 5610B

59 スペクトラム・アナライザ ㈱アドバンテスト R3132

60
デジタル・ストレージ・オシロスコー
プ

61 PCRサーマルサイクラー タカラバイオ㈱ TP600

62 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

63 卓上型プラズマ発光分光分析装置 セイコーインスツル㈱ SPS7700
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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30年度
使用時間
（時）所　　　属 氏　　名

1 形状測定レーザマイクロスコープ 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 60 48.75

2 EXAFS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 1,100 0

3 高真空型走査型プローブ顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 50 266.5

4 大気型走査型プローブ顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 寺境　光俊 50 170.74

5 垂直磁場印加型走査型プローブ顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 50 0

6 温度可変型走査型プローブ顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 50 23

7 表面粗さ形状測定器 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 60 155.5

8 実体顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 齋藤　嘉一 0 0

9 偏光顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 0 0

10 プラスチック種類判別計 秋田大学 大学院理工学研究科
生命科学専攻 松村　洋寿 50 0

11 小型真空アーク溶解装置 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 100 293（個）

12 高周波誘導加熱装置 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 100 45（回）

13 ディスク型手動粉砕機 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 50 4.5

14 非鉄金属選別機 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 30 0

15 試料精密切断機 秋田大学 大学院理工学研究科
システムデザイン工学専攻 神谷　修 0 0

16 堅型粉砕機 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 50 0

17 ロール型磁選機 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 0 0

18 空気テーブル 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 0 0

19 湿式高磁力磁選機 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 50 0

20 湿式粉砕機（アトライタ） 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 50 0

21 卓上型高周波ビードサンプラー 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻

柴山　敦
芳賀　一寿 100 0

22 ICP発光分光分析装置 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 700 857.21
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№ 設備名一覧
管理担当者（教員） 使用料

単価（円）

平成30年度
使用時間
（時）所　　　属 氏　　名

23 紫外可視近赤外分光光度計 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 350 77.25

24 蛍光X線分光分析装置 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 200 130（個）

25 イオンクロマトグラフ 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻

柴山　敦
芳賀　一寿 100 93

26
拡散反射測定ユニット60φ積分球付
属装置 秋田大学 大学院国際資源学研究科

資源開発環境学専攻 柴山　敦 100 0

27 金属分散度測定装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 進藤　隆世志 50 396.5

28
シングルナノサイズ対応粒子径・表
面電位解析装置 秋田大学 大学院理工学研究科

物質科学専攻 小笠原　正剛 60 71.35

29 Agilent�630�FT-IR�システム 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 小笠原　正剛 120 19.92

30 直流安定化電源 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 0 0

31 卓上型0.2Lオートクレーブ 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 50 0

32 レーザーゼータ電位計 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 70 0

33 粒度分布測定装置 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻

柴山　敦
芳賀　一寿 100 45.5

34 示差熱天秤 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 小笠原　正剛 50 393.96

35 GCマス装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 寺境　光俊 300 0

36 多層構造膜作製装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 500 18

37 多元合金膜作製装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 500 13

38 磁気記憶装置材料分析・評価システム 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 1,000 121（日）

39 液体窒素製造装置 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 100 5489（L）

40 純水製造装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 0 0

41 蒸留水製造装置 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 0 561.25（L）

42 超純水製造装置 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 柴山　敦 10 10.70（L）

43 微小空間組織構造評価装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 齋藤　嘉一 500 841.14

44 走査電子顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 齋藤　嘉一 100 164.08
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45 カーボンコーティング装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 齋藤　嘉一 50 0

46 イオンコーティング装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 齋藤　嘉一 50 43（回）

47 電界放射型走査電子顕微鏡 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 林　滋生 70 76.16

48 薄膜X線回折装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 齋藤　嘉一 100 286.17

49

粉末XRD測定装置RINT2000 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻

大川　浩一
吉村　哲 100 849.54

粉末XRD測定装置RINT2000印刷代 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター

大川　浩一
吉村　哲 10 128（枚）

50 多目的X線回折装置 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 70 139

51 高感度磁化測定装置 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 70 0.5

52 振動試料型磁力計 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 70 703.75

53 磁気カ―効果測定装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 50 20

54 高真空熱処理装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 長谷川　崇 50 78.5

55 高温熱処理装置 秋田大学 教育文化学部
英語・理数教育講座 林　正彦 50 0

56 均温熱処理装置 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 50 272.5

57
8.5桁スーパーディジタルマルチ
メータ 秋田大学 大学院理工学研究科

物質科学専攻 長谷川　崇 0 0

58 二位相型ロックインアンプ 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 0 0

59 スペクトラム・アナライザ 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 0 0

60 デジタル・ストレージ・オシロスコープ 秋田大学 大学院理工学研究科
附属革新材料研究センター 吉村　哲 0 0

61 PCRサーマルサイクラー 秋田大学 大学院医学系研究科
分子機能学・代謝機能学講座 久場　敬司 10 0

62 A0カラージェットプロッタ 秋田大学 大学院国際資源学研究科
資源開発環境学専攻 高崎　康志 250～

900
62（枚）

63 卓上型プラズマ発光分光分析装置 秋田大学 大学院理工学研究科
物質科学専攻 林　滋生 600 39
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