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Ca-Mg-Fe-Al-Si-O溶融物に
対する環境遮蔽膜の腐食機構 R-1

課 題

成果・新規性

・擬三元系計算状態図を基に、Ybシリケート-CMAS間の反応性を予測
・高温酸素透過試験によりYbシリケート膜中のYbイオンの外方向流束を決定
・候補部材のCMAS損傷を正確に評価する試験方法（急加熱・急冷）を確立

アピール
ポイント

熱力学と速度論に基づく腐食機構の解析
【技術シーズ：計算状態図／高温物質移動解析】

解決手段

・航空機エンジン用耐熱部材の環境遮蔽膜はエンジン内に取り込まれた火山灰や
砂等（Ca-Mg-Fe-Al-Si-O溶融物:CMAS）に対して耐食性に優れることが必要

・候補材のYbシリケート（Yb2Si2O7:YDS、Yb2SiO5:YMS）の耐CMAS性を熱力
学・速度論の両面から定量的に評価・解析した報告はない。

発表文献
M. Wada et al., Acta Mater., 201, 373 (2020).
T. Matsudaira et al., J. Eur. Ceram. Soc., 41, 3150 (2021).

Ybシリケート-CMAS仕
込み体積比とCMAS残渣
体積比の関係
（反応前のCMAS体積
VCMASで規格化）

Ybシリケート-CMAS間の
擬三元系計算状態図
（青色領域：Apatite存在域）

1400 ℃

YMSの耐CMAS性（1400 ℃）がYDSよりも著しく優れる理由
・熱力学的視点：YMSの方がCMASとの反応に伴い、Apatite等の結晶相を形成
し残渣融液量が急激に低下するため、融液の内方向へのさらなる浸透が抑制

・速度論的視点：YMSの方がYDSに比べてApatiteの生成に伴う体積増加が大で
Ybイオンの粒界を介した移動も大であるため、界面にApatite保護膜を形成

期待される市場・応用
・航空機エンジン用耐熱部材のコーティング
・様々な溶融物接触部材の耐食設計

Ybシリケートの減
肉厚さと試験時間
の関係



・粒界拡散が支配的な酸化物において、表面近傍のイオン輸率（ti）が小である
ものほど、dµO印加により、表面近傍の構成イオンの移動をより強く抑制

・表面／空間電荷層の形成により、表面近傍におけるイオン移動の駆動力が変化

担当者：松平恒昭、小川貴史、北岡諭
共同研究者：（東京大学）竹内美由紀、柴田直哉、幾原雄一

謝 辞：本研究の一部は、JSPS科研費新学術領域研究「機能コア科学」（JP19H05792）および文部科学
省ナノテクノロジープラットフォーム （課題番号JPMXP09A19UT0035）の支援を受けて実施さ
れたものである。

環境遮蔽膜中の物質移動機構の
体系的理解 R-2

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・電気化学ポテンシャル障壁を活用した保護膜設計
・適用例：次世代航空機エンジン、発電用タービン、各種熱処理炉等の高温過
酷環境下で使われる耐熱部材

・耐熱部材を保護する環境遮蔽膜中の物質移動を制御することで、耐久性の大幅
向上が期待

・しかし、材料毎の理解にとどまるため、得られる情報の活用が限定的

・耐熱性酸化物膜の酸素透過試験により、物質移動パラメータを取得
・高温の酸素ポテンシャル勾配（dµO）下に曝された酸化物膜中の粒界を介した
構成イオンの移動に及ぼすdµOの影響を体系的に理解

T. Matsudaira et al., Acta Mater., 151 (2018) 21-30.
T. Matsudaira et al., J. Eur. Ceram. Soc., 41 (2021) 3150-3160.

アピール
ポイント

耐熱性酸化物膜の環境遮蔽性を支配する因子の抽出
【技術シーズ：酸素透過試験による物質移動機構解析】

解決手段

酸化物イオンの粒界拡散係数（DO_gbδ）
とイオン輸率の関係（1400 ℃）

表面／空間電荷層を形成した状態での
電気化学ポテンシャル（ηi）の模式図

(a) ti << 0.5
（ex. Al2O3）

(b) ti >> 0.5
(ex. Yb3Al5O12)



・超音波振動を印加することで膜の緻密度と結晶配向性を維持しつつ膜厚が増
大し、成膜効率がおよそ2倍に向上

・超音波印加により噴射粒子の凝集が抑制され、単一粒子として基板に衝突し
て塑性変形する粒子量の割合が増加したことを示唆

担当者：田中誠、川島直樹、北岡諭

謝 辞：本研究は、JSPS科研費基盤C（JP20K05084）の支援を受けて実施されたものである。

エアロゾルデポジション法における
噴射ノズルへの超音波印加効果 R-3

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

発表文献・特許

・絶縁膜、耐プラズマ性膜、固体電解質膜、切削工具コーティングなどの各種
緻密質セラミックス膜の形成

・粒子噴射ノズルに超音波振動を印加して噴射粒子の凝集を抑制
・アルミナ膜の成膜効率、組織、結晶配向性に及ぼす超音波印加の影響を評価

M. Hasegawa, M. Tanaka et al., J. Ceram. Soc. Jpn, 129 (2021) 7.
M. Tanaka et al., J. Euro. Ceram. Soc., 37 (2017) 4155.
特許第6331083号

アピール
ポイント

超音波印加による噴射粒子の凝集抑制
【技術シーズ：AD法の成膜効率向上技術】

解決手段

・エアロゾルデポジション（AD）法は、エアロゾル化した粉末を低真空・室温
下で基板に高速衝突させる成膜法であり、緻密質セラミックス膜形成が可能

・噴射粒子が凝集している場合、基板衝突時に粒子の運動エネルギーが凝集粒
子の解砕に費やされ、成膜効率の低下及び膜の多孔質化を招く。

アルミナ膜の断面組織と結晶配向性

AD法装置概略図



・レーザー直接加熱によるSiCの反応焼結プロセスを開発
・作製した試料の相対密度は99％以上、熱伝導率は153 W/mK

→ レーザーを用いたSiCの付加製造プロセスへの展開

担当者：末廣 智、木村禎一

課 題

解決手段

成果・新規性

期待される市場・応用

・金属-セラミックスの複合化プロセス
・高熱伝導部材

・炭化ケイ素（SiC）は優れた高温特性を有する構造材料
→ SiCと金属材料を組み合わせた過酷環境用複合部材への展開に期待
→ レーザーを用いたSiCの付加加工／付加製造技術が必要

・実験方法：SiC+C成形体（上）とSi成形体（下）を重ね、レーザーを上方から照射

レーザー直接加熱による
反応焼結SiCの開発 R-4

アピール
ポイント

レーザーを用いた短時間のSiC反応焼結技術を開発

【技術シーズ：レーザー焼結】

実験概略図

・レーザー直接加熱を用いたSiCの反応焼結技術の開発
・短時間での緻密化のため、レーザー吸収挙動を考慮したプロセス設計

レーザー反応焼結SiCの特性

かさ密度 2.8-2.9 g/cm3

Si 30 vol%

ビッカース硬さ 2000 HV

ヤング率 210 GPa

熱伝導率 ~153 W/mK

Hasselman–Johnson modelによる
予測とよく一致

Suehiro et al., J. Ceram. Soc. Jpn., 127, 504-506, 2019.
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𝜆𝑚 = Siの熱伝導率
α = SiC粒子径、hc = 界面熱伝達率

焼結体写真

顕微鏡像とラマンマッピング像（3CSiC）レーザー照射下での試料表面温度分布

発表文献
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・ Al2O3前駆体（[Al2(OH)nCl6-n]m）中のAl原子の配位数は、4と6
・過熱水蒸気-O2中処理によりAl2O3前駆体中のClをHCl（m/z=36）として除去

する反応が促進され、前駆体中のClの除去温度が空気中に比べて200 ℃低下
→ α-Al2O3単相に相転移する温度が空気中に比べて低下

担当者：和田匡史、北岡諭
共同研究者：（物質・材料研究機構）下田一哉、垣澤英樹

謝 辞：本研究は、JSPS科研費JP19H02450の助成を受けて実施されたものである。

過熱水蒸気処理によるアルミナ
前駆体の分解および相転移促進 R-5

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

・酸化物系CMCの高強度化による適用範囲の拡大
・前駆体を出発原料とするα-Al2O3製品の低温合成

・Al2O3繊維強化Al2O3複合材料（酸化物系CMC）は、繊維劣化しない1100-
1200 ℃以下のプロセス温度で高強度のマトリックスを形成

・マトリックス原料のAl2O3前駆体から高温安定相のα-Al2O3単相を形成する際
に、高温での相転移に伴う大きな体積収縮によるマトリックス破壊を回避

・過熱水蒸気により相転移抑制（γ-Al2O3相の安定化）に寄与する成分を除去
・高温過熱水蒸気は乾燥空気中に比べて酸化物の蒸発・凝縮や表面拡散を促進さ

せるため、Al2O3粒子間のネック成長による高強度マトリックス形成を期待

アピール
ポイント

α-Al2O3の低温合成
【技術シーズ：過熱水蒸気処理】

解決手段
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・マトリックス：赤外屈折率の高い「半導体β-FeSi2」
金属ナノ粒子：Siと反応せず、導電性の高い「Ag」を選択
→ β-FeSi2層とAg層の多層成膜＋熱処理によりAgナノ粒子の分散形態制御

・赤外屈折率 n=6.7 を達成しつつ、低い消衰係数 k を保持
・Agナノ粒子分散β-FeSi2膜による積層膜で輻射ピークを設計・実証

担当者：奥原芳樹

謝 辞：本研究は、防衛装備庁が実施する安全保障技術研究推進制度JPJ004596の支援を受けたものであ
る。

表面プラズモンによる
赤外輻射コントロール R-6

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

・赤外炉などで加熱対象物の吸収帯に輻射ピークを整合させて「省エネ」加熱
・排熱源からの輻射を太陽電池などの吸収波長帯に整合させて「創エネ」変換

・高温表面からの赤外輻射スペクトル分布を自由に制御し熱マネジメントに展開
・輻射ピークの発現には赤外域に高い屈折率nと低い消衰係数kをもつ膜が必要

・赤外屈折率nを高めるべく、金属ナノ粒子の表面プラズモンを発現・活用
・表面プラズモンの発現に最適な「マトリックス＋ナノ粒子分散」組織を探究

・実験方法：スパッタリング成膜、赤外分光エリプソメータ、断面ミリング＋SEM観察

アピール
ポイント

赤外屈折率を増大した新規な薄膜により輻射ピークを制御
【技術シーズ：光学設計／薄膜の組織制御／ナノ組織観察】

解決手段
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担当者：永野孝幸、佐藤功二

謝 辞：本研究は、JSPS科研費（JP20K05205）の助成を受けて実施されたものである。

炭化ケイ素系ガス分離膜の
細孔径制御 R-7

課 題

成果・優位性

・分離膜は分離対象、分離条件毎に細孔径分布制御の最適化が必要
・非酸化物用有機金属原料は種類が限定
・非酸化物は成膜時に体積膨張を伴わないため、封孔が困難
・小さなアモルファスネットワーク径による低温における低い水素透過率

・多孔質支持基材内外に圧力計を設置
・基材内外に差圧を付与することで原料の供給を促進し、細孔を封孔
・反応ガスの供給および排気時にインターバルを設け、圧力変動をモニタリング

アピール
ポイント

原料を変更せず、合成条件により細孔径を制御
【技術シーズ：差圧制御型対向拡散CVD法】

解決手段

・封孔状態をモニタリングできるので、成膜時間を目的に応じて最適化可能
・インターバル時間のコントロールにより、アモルファスネットワークの収縮
度を制御可能

・細孔内を修飾し、基材表面への成膜を最小限にすることで、熱膨張係数差に
よるクラックの発生を抑制するとともに低温での透過率を向上

差圧制御型CVD装置の概略図と成膜時のガス流れ 合成した膜のガス透過特性

期待される市場・応用

・ヘリウム、水素の分離・濃縮
・化学プロセスにおける脱水素反応



クエン酸が還元剤と表面修飾機能の役割を実現
【技術シーズ：噴霧熱分解法】

課 題

解決手段

成果・優位性

期待される市場・応用

・ウイルス検出用の検査薬には、カルボキシ基で修飾されたマグネタイト粒子が
分散した微粒子が使用されている。

・マグネタイトの合成には、酸素分圧が10-40～10-28 atm（300 ℃）の低い酸素
分圧下での熱処理が必要

・硝酸鉄とクエン酸からなる原料溶液を用いて、噴霧熱分解法で酸化鉄微粒子前
駆体を合成

・残留クエン酸による低酸素分圧環境を利用した熱処理によって、マグネタイト
粒子を生成

噴霧熱分解法による前駆体の合成

・Fe(NO3)3･9H2O (0.1 M)

・Fe(NO3)3･9H2O (0.1 M) + クエン酸(0.2 M)

前駆体の熱処理

N2 300 ℃ 10 hrs

担当者：橋本雅美、高橋誠治、川原浩一
共同研究者：（東北大学）小川智之、金高弘恭、（東京医科歯科大学）川下将一

ウイルス検出用のカルボキシ基
修飾マグネタイト微粒子の合成 R-8

アピール
ポイント

微粒子（クエン酸有り）の
水中での磁気捕集の様子

発表文献 M. Hashimoto et al., Adv. Powder Tech. 33 (2022) 103412

微粒子
（クエン酸有り）

・クエン酸を共存させると熱分解によって生じるカーボンと水素の影響により、
窒素ガス（PO2=10-4 atm）を使用した場合でも10-28 atm以下（300 ℃）の
低酸素分圧環境が実現し、カルボキシ基修飾マグネタイトが生成

微粒子（クエン酸有り）のM-H曲線

・診断薬用検査薬 ・診断（核磁気共鳴撮像法、MRI）
・治療（温熱療法、ドラッグデリバリーシステム）

微粒子の粉末X線回折パターン
および表面SEM写真

微粒子と前駆体（クエン酸
有り）のFT-IRスペクトル

Fe-O系の各相の安定領域と温度の関係



・半導体単結晶基板の結晶面湾曲を3D可視化するアルゴリズムの確立
・結晶の成長方法や加工方法による結晶面湾曲の違いの3D定量評価手法の確立

担当者：姚永昭、石川由加里、菅原義弘、佐藤功二

謝 辞：本研究の一部は、NEDO未踏チャレンジ2050で実施されたものである。

実験室系XRDによる単結晶基板
結晶面湾曲の3D可視化技術 R-9

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・単結晶基板の結晶成長技術の開発
・単結晶基板のプロセス・加工技術の開発

・半導体単結晶基板における結晶面湾曲の低減が課題
・非破壊・非接触で結晶面湾曲を3D可視化する技術の開発が必要

・実験室系XRDを用い、結晶面法線ベクトルの二次元分布を取得
・上記二次元分布を基準点から積分することで、結晶面湾曲の3D像を構築

・実験方法：PANalytical Empyrean X線回折装置

・評価事例：SiC、GaN、Ga2O3、AlN基板

Y. Yao et al., J. Cryst. Growth 576 (2021) 126376 & 583 (2022) 126558
Y. Yao et al., Jpn. J. Appl. Phys. 60 (2021) 128004

アピール
ポイント

実験室系XRDで結晶面湾曲を非破壊・非接触で3D可視化
【技術シーズ：結晶面湾曲を3D可視化するアルゴリズム】

解決手段

結晶面法線方向の測定原理

市販GaN基板の評価例
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 HVPE法2インチ基板
（メーカーA）

 HVPE法2インチ基板
（メーカーB）

AT法1インチ基板
（メーカーC）

※AT法: アモノサーマル法
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・多光子顕微鏡で暗線として検出されるスクラッチを起点に転位が発生し、
エピ膜表面まで到達

・スクラッチから発生した転位は、エピ成長中の転位反応によりa、c、c+a
すべてのタイプを発現するため、除去が必須

担当者：石川由加里、菅原義弘、姚永昭
共同研究者：（（株）フジミインコ－ポレーテッド）野口直人、（（株）Nitolex）武田幸久、

（AIST）山田永、清水三聡、（山口大学）只友一行

謝 辞：本研究の一部は、知の拠点あいち重点研究プロジェクト、JSPS科研費（20K05176）、大倉和親
記念財団の研究助成にて実施されたものである。

GaNウエハ上スクラッチからの
転位発生とエピ膜中の転位反応 R-10

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

発表文献

・ワイドバンドギャップ半導体パワーデバイス用ウエハの高品質化
・加工変質層のない高硬度・脆性の単結晶材料加工技術の確立

・ワイドバンドギャップ半導体パワーデバイスの高信頼化・長寿命化が課題
・パワーデバイス性能を損なう有害スクラッチを非破壊で検出・類別する技術の
開発が必要

・ウエハ表面スクラッチの多光子励起顕微鏡による評価
・ウエハ上へのエピ成長後、スクラッチから発生した転位3次元構造を多光子励
起顕微鏡およびSTEM、TEMで評価

・実験方法：多光子励起顕微鏡、STEM、TEM

Y. Ishikawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 60(2021), 115501.

アピール
ポイント

ウエハ表面の有害スクラッチの検出
【技術シーズ：多光子励起顕微鏡によるスクラッチの判別】

解決手段

エピ膜～基板内部の平面多光子励起顕微鏡像
（左上数字は表面からの深さ）

スクラッチから発生した転位の断面STEM像

スクラッチ

転位

界面

基板

エピ膜

スクラッチから転位発生の概略図多光子励起顕微鏡観察位置 STEM観察位置



・小惑星リュウグウのマグネタイト粒子は比較的大きく（1.0～1.5 μm）、
渦状の磁区構造を持つことを観察

・隕石中の粒子と比べて、形状の対称性は若干低く、磁場が外部に漏れる傾向
→ リュウグウのマクロ磁場は、マグネタイトが主な起源

担当者：山本和生、穴田智史、加藤丈晴、吉田竜視
共同研究者：（北海道大学）木村勇気、（（株）日立製作所）谷垣俊明、（東北大学）中村知樹

謝 辞：本研究の一部は、文部科学省「顕微イメージングソリューションプラットフォーム」の支援を受け
て実施されたものである。

小惑星リュウグウで形成された
磁性ナノ粒子のホログラフィー観察 R-11

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・地球惑星科学分野の新たな知見の獲得や新しい磁性材料の開発にも寄与

・太陽系形成過程を探るのに小惑星や隕石の分析は重要
・残留磁気特性は形成時の磁気的環境を記録しているが、従来はマクロ測定のみ

・電子線ホログラフィーを用いて、リュウグウで形成されたマグネタイト粒子内
の磁区構造を直接観察し、リュウグウが持つ残留磁化の起源を特定

Nature Communications 4 (2013) 2649. 

アピール
ポイント

マグネタイト粒子の磁区観察から天体の形成過程を探る。
【技術シーズ：電子線ホログラフィーによる磁区構造観察】

解決手段

小惑星リュウグウで採取された試料のSEM像、
マグネタイト粒子のTEM像と磁束分布像

50 μm

1 2

OFe

MgSi

1 μm

マグネタイト粒子とマトリックスの元素分布像

隕石中のマグネタイト粒子と磁束分布像



・電子直接検出器は従来のCCDカメラよりもSN比の高い画像を取得可能
・スパースコーディングは画像の特徴成分を機械学習により抽出するため、
従来の画像処理よりも効果的にノイズを低減可能

担当者：穴田智史、山本和生、平山司

謝 辞：本研究は、防衛装備庁が実施する安全保障技術研究推進制度JPJ004596の支援を受けたものであ
る。

電子直接検出器と機械学習を用いた
電磁場計測の高精度化 R-12

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

発表文献

・蓄電材料や半導体デバイスの電位分布の解析

・磁性材料の磁場分布の解析

・材料内部の局所電磁場分布を計測する方法として電子線ホログラフィーが有力

・電子線ホログラムのノイズが計測精度低下の原因

・電子を直接検出できる高感度CMOSカメラ（電子直接検出器）を使用
・機械学習の一種であるスパースコーディングによりノイズ低減
・上記2つの技術により、計測精度を向上できるか検証

・実験方法：機械学習、電子線ホログラフィー

S. Anada et al., Microscopy 71 (2022), 41–49.

アピール
ポイント

電磁場分布の計測精度を大幅に向上
【技術シーズ：機械学習／電子線ホログラフィー】

解決手段

(a)

電子直接検出器と機械学習により計測精度が20倍向上

(a)、(b)はそれぞれCCDカメラと電子直接検出器で半導体p-n接合を撮影した場合を想定した
シミュレーション電子線ホログラム。(a')、(b')はそれらのスパースコーディング結果

(a')

(b) (b')

C
C
D
カ
メ
ラ

電
子
直
接
検
出
器



・従来手法と比較して100倍程度高いイメージング感度を達成
・照射ダメージを抑えた低ドーズ条件にて、ゼオライト骨格構造の
全元素サイトを明瞭に可視化

担当者：大江耕介、吉田要
共同研究者：（東京大学／JFCC）柴田直哉、幾原雄一（東京大学）関岳人、（日本電子（株））河野祐二

謝 辞：本研究は、JSPS特別研究員奨励費（19J23138）および、JST先端計測分析技術・機器開発プログ
ラム（JPMJSN14A1）の支援を受けて実施されたものである。

OBF STEM法による超高感度
ゼオライト原子構造直接観察 R-13

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・ゼオライトにおける材料機能発現メカニズムの解明
・有機系試料など電子線に弱い物質の超高分解能構造解析

・ゼオライトは電子線照射に極めて弱く、容易に試料が損傷
・低電子ドーズ条件では照射損傷を低減できる一方で、信号ノイズ比も低下
・精密な原子構造の直接観察・解析は極めて困難

・走査透過電子顕微鏡（STEM）に分割型検出器を搭載
・電子顕微鏡結像理論にもとづいた新しい画像処理法として、
最適明視野（Optimum Bright-Field：OBF）STEM法を開発

・実験方法：走査透過電子顕微鏡、分割型STEM検出器

K. Ooe et al., Ultramicroscopy 220 (2021) 113133.

アピール
ポイント

超高感度な電子顕微鏡イメージング手法の開発
【技術シーズ：分割型STEM検出器＋新規画像処理法】

解決手段

2 nm

FAU型ゼオライトのOBF像 ユニットセル平均化OBF像

計算像

実験像

<110>投影原子構造

OSi or Al

D6R

ソーダライトケージ

FAU型ゼオライト骨格構造

＜観察条件＞

・加速電圧300 kV, 収束半角15 mrad

・JEM-ARM300F with SAAF2 (16-seg.)

・プローブ電流：0.5 pA



(※)セラミックス材料：アモルファス相、金属材料：転位ループ

担当者：安達康夫（現（株）ノリタケカンパニーリミテド）、横江大作、加藤丈晴
共同研究者：（住友電気工業（株））大木康太郎、永石竜起

謝 辞：本研究は、JST、未来社会創造事業、JPMJMI17A2の支援を受けたものである。

透過EBSD法を用いたGdBa2Cu3Oy
超電導層の歪および欠陥構造解析 R-14

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

・セラミックス、金属等、結晶材料に導入された欠陥の歪解析

・通常の反射EBSD法（バルク試料）では空間分解能が低いため、個々の結晶欠
陥に対応する歪検出は不能

・実験方法：SEM JSM-7800F prime、EBSD Digiview V EBSD System、TEM JEM-F200

アピール
ポイント

結晶欠陥の検出と欠陥構造の半定量的な歪解析
【技術シーズ：透過EBSD法によるWilkinson歪解析】

解決手段

c面の歪マップ EBSD測定領域のTEM像

通常の反射EBSD法 透過EBSD法

R. R. Keller and R.H. Geiss,

J. Microscopy, Vol. 245, 245-251(2012).

双晶欠陥（（110）面）の
歪マップ

・金属基板上に形成された2軸配向GdBa2Cu3Oy超電導層内部の双晶欠陥
（（110）面）および面欠陥（Gd-rich面）の歪を半定量解析

・透過型電子顕微鏡により結晶欠陥を同定

・試料内部での電子ビームの広がりを抑える
ため、集束イオンビーム（FIB）法を用い
て、透過型電子顕微鏡用薄片試料を作製

・薄片試料の厚みを可能な限り均一に仕上げ
・薄片試料表面のFIBダメージ層(※)除去
・透過EBSD法によるWilkinson歪解析を実施



担当者：小林俊介

謝 辞：本研究は、JSPS科研費（JP19H02606）、住友財団、大倉和親記念財団、池谷科学技術振興財団
の研究助成において実施されたものである

卓上型走査電子顕微鏡を用いた
電子線誘起蒸着システムの構築 R-15

課 題

成果・新規性

・実験方法：走査電子顕微鏡 、電子線誘起蒸着法

アピール
ポイント

安価な卓上型SEMによる任意の形状・サイズでの材料創製
【技術シーズ：電子線誘起蒸着法】

解決手段

・汎用性の高い安価な卓上型SEMを用いることで様々な物質を任意の形状・サ
イズに堆積させることができる電子線誘起蒸着システムを構築

・市販されている卓上型SEMにガスインジェクション機構を実装することで、
自由度の高い電子線誘起蒸着法ができるシステムを構築

・電子線誘起蒸着法で初めて酸化ハフニウムの堆積に成功

・電子線誘起蒸着法は基板上にガスノズルから供給される原料（前駆体）とな
る揮発性有機金属化合物を電子線により堆積させる手法

・汎用的に電子線誘起蒸着法を行える装置は少なく、酸化物などへの適用実績
が極めて少ないのが現状で、潜在的な応用が見いだせていない。

・電子デバイス、酸化物エレクトロニクス 等

期待される市場・応用

Si基板

白い領域が酸化ハフニウム

→ 任意のサイズで堆積可能

STEM断面観察像と

EELS組成分析結果

電子線

ガスノズル

堆積物質
前駆体

ガス

卓上型SEM

（TM4000）

電子線誘起蒸着法

STEM像 酸素 ハフニウム

Si基板
SiO2

反射電子SEM像



・従来材料と比較して界面におけるSrZrO3形成を効果的に抑制
・長期作動を模擬した高温焼成セルでもSrZrO3形成抑制効果を確認
・初期特性と長期耐久性の観点からTi置換量は、x=0.15が最適

担当者：川原浩一、鈴木雅也
共同研究者：（東芝エネルギーシステムズ（株））長田憲和、犬塚理子、亀田常治

謝 辞：本研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）からの委託業務「水素利用等先導研究
開発事業／水電解技術高度化のための基盤技術研究開発／高温水蒸気電解技術の研究開発」
（2018年度～）で実施されたものである。

LaCoO3系材料を用いた電極／
中間層／電解質界面の微細構造制御 R-16

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

・SOEC・SOFCの高性能化・高耐久化
・センサーや触媒などの電気化学デバイスの界面制御

・SOECやSOFCの特性には電極・電解質の材料特性のみならず、電極／電解質
界面で形成される高抵抗相も大きく影響

・酸素極側界面に反応防止層（中間層）を導入しても高抵抗なSrZrO3が形成

・予備検討により明らかとなったSrとの親和性がZrよりも高いTiに注目
・噴霧熱分解法で酸素極材料（La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3-δ ）のBサイトの一部をTi

に置換し、最適組成を検討

アピール
ポイント

酸素極側界面での高抵抗SrZrO3相形成を抑制
【技術シーズ：電極／電解質界面微細構造制御技術】

解決手段

燃料極：Ni-YSZ

観察領域
酸素極: Ti置換La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8-xTixO3- δ, LSCFT

中間層: (Ce0.8Gd0.2)O2-x, GDC

電解質: 8 mol%Y2O3ーZrO2, ８YSZ

種々の組成のLSCFT酸素極を用いた単セルの
酸素極側界面のSEM／EDS分析結果（Sr）

種々の組成のLSCFTを用いた単セル最大
出力密度の酸素極焼成時間依存性



・高い再現性での液中電気化学反応その場観察手法を確立
・バルクな液層中での電気化学反応とナノスケールその場観察を両立

→ 液中反応挙動をナノ〜メソスケールで直接観察

担当者：吉田要、佐々木祐生、桑原彰秀
共同研究者：（東京大学／JFCC）幾原雄一

謝 辞：本研究は、NEDO「電気自動車用革新型蓄電池開発（JPNP21006）」において実施されたもので
ある。

大気圧走査電子顕微鏡による
電気化学反応その場観察 R-17

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

・実環境を模擬した電池内反応解析
・電解メッキ状態解析

・二次電池内の金属負極では充電過程のデンドライト形成抑制が課題
・金属負極上でのデンドライト形成メカニズムの知見は不十分
・液中電気化学反応のナノスケール挙動解析が重要

・大気圧走査電子顕微鏡を用いた新規電気化学反応その場観察手法を構築
→ 大気開放された試料容器内に電極類を配置し金属電析過程をその場観察

・実験方法：大気圧走査電子顕微鏡+電気化学反応システム

アピール
ポイント

液中電気化学反応のナノ〜メソスケールその場観察
【技術シーズ：大気圧SEM観察／電気化学反応システム】

解決手段

大気圧走査電子顕微鏡と電気化学装置の概要 作用極上への銅電析

1 µA、100秒



・自由度の高い電極設計とチップの生産性の維持を同時に実現
・試作品による亜鉛電析反応観察において、高い応答性を確認
・微小電極の表面状態に敏感な電気化学計測が可能
・電界集中を意図的に発生させる等、モデル化した反応の観察が可能

担当者：佐々木祐生、吉田要、桑原彰秀
共同研究者：（東京大学／JFCC）幾原雄一、（東京大学）三田吉郎、水島彩子

謝 辞：本研究は、NEDO「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（JPNP16001）」「電気自動車用革新
型蓄電池開発（JPNP21006）」において実施されたものである。

電気化学反応のその場電子顕微鏡
観察に向けたMEMSチップ開発 R-18

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・電解質溶液中における電析反応の可視化
・金属電極の劣化挙動の解析
・電析生成物の電極形状依存性の調査など

・水系電池長寿命化には充放電反応その場観察による劣化機構の解明が必要
・液中電気化学ホルダーを用いて電気化学反応の電子顕微鏡観察が可能
・観察に用いる市販のMEMSチップにはバリエーションが少なく、多くの場合、

実際に電池が動作する環境の再現は困難

・MEMSチップの製造プロセスを「クリーンルームで共通構造を持つベース
チップの作成」と「自由な設計で微小電極のあとのせ」の二つに分割

・実験方法：透過型電子顕微鏡（Titan E-TEM）、液中電気化学ホルダー（Poseidon）

Yuki Sasaki et al., J. Electrochem. Soc.,168,112511 (2021).
Yuki Sasaki et al., Microscopy, (2022). DOI:10.1093/jmicro/dfac023

アピール
ポイント

その場観察できる対象や条件を拡張する技術
【技術シーズ：カスタム電極によるその場観察】

解決手段

MEMSチップのイメージ

MEMSチップによる亜鉛電析反応のその場TEM観察像

定電流による電気化学測定

±1.0 µA 20 sec



解析したSr添加CeF3におけるc軸方向 
フッ化物空孔 拡散   一つ

無添加CeF3で   素過程と左図  で 
Sr添加CeF3におけるフッ化物 オン空孔 
  に伴うエネルギー変化

・無添加CeF3におけるフッ化物 オン空孔 エネルギーは0.08～0.22 eV
→ LaF3中 フッ化物 オン空孔は拡散しやすい電荷担体

・Sr添加CeF3におけるフッ化物 オン空孔はSr近傍で エネルギー障壁が非
常に高い。
→ ドーパン 添加  適化により オン伝導度向上 可能性

担当者：桑原彰秀、小川貴史、Craig Fisher、森分博紀

謝 辞：本研究は、NEDO「電気自 車用革新型蓄電池開発（JPNP21006）」において実施されたも で
ある。

固体電解質CeF3におけるフッ化物
イオン伝導の第一原理計算 R-19

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

・全固体フッ化物 オン二次電池

・フッ化物シャ ル二次電池は次世代二次電池 有力候補 一つ
・全固体電池化にはフッ化物 オン伝導性に優れた固体電解質 開発が不可欠

・第一原理計算を用いた無添加CeF3およびSr添加CeF3における欠陥形成エネル
ギー 評価と オン伝導担体 決

・遷 状態探索法を用いてSr添加CeF3におけるフッ化物 オン拡散 素過程
解明と長距離拡散におけるボ ルネック 特

・計算方法：平面波基底PAW法、VASPコード

アピール
ポ ン

室温動作イオン伝導体となり得る無機結晶の探索
【技術シーズ：第一原理計算／遷移状態探索】

解決手段
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二次電池材料開発への応用が期待できるメカニズム解析
【技術シーズ：STEM-EELS】

担当者：仲山啓
共同研究者：（東京大学）石川亮、（トヨタ自動車（株））當寺ヶ盛健志、三木秀教、射場英紀、

（東京大学／JFCC）柴田直哉、幾原雄一

謝 辞：本研究は、NEDOのRISING2（JPNP16001）および、RISING3（JPNP21006）プロジェクトの
一環として実施されたものである。

・LaNi5が粒子内部までフッ化可能であることを発見
・自発的に形成するナノ組織が活物質利用率向上に寄与することを発見

成果・新規性

期待される市場・応用

・二次電池の高エネルギー密度化に資する材料設計指針の提供

課 題

・フッ化物イオン電池は現行Liイオン電池を大きく超えるエネルギー密度が期待
・従来の純金属活物質では表面に不動態が形成され、多くの未反応領域が残存
・新規正極活物質LaNi5が高い利用率を示すことが分かったが、起源が不明

解決手段

・充放電（フッ化・脱フッ化）過程を明らかするためSTEM-EELS解析を実施

・実験方法：走査透過電子顕微鏡法（STEM）、電子エネルギー損失分光法（EELS）

フッ化物イオン電池正極合金の
フッ化・脱フッ化過程解析 R-20

アピール
ポイント

充電（フッ化）後LaNi5の

STEM-EELS解析

僅かにフッ化させたLaNi5のADF-STEM像

K. Nakayama, R. Ishikawa, T. Tojigamori, H. Miki, H. Iba, N. Shibata, and Y.
Ikuhara, J. Mater. Chem. A 10, 3743 (2022).発表文献



・ヒドリド空孔とバリウム空孔のショットキー欠陥が支配的な欠陥であること
を解明

・最近接H1-H2サイト間の空孔機構により、ヒドリドイオンは0.2 eV程度の
低い移動エネルギーで伝導

複合アニオン化合物Ba2H3X中の
ショットキー欠陥とヒドリド伝導 R-21

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・ヒドリドイオン伝導体を固体電解質に用いた新奇固体電池

・水素化物イオン（H-、ヒドリドイオン）が伝導する新しいイオン伝導体に注目
・Ba2H3X (X=Cl、Br、I)で200 ℃で10-3 S/cm を超える高いH-イオン伝導
・その支配的な点欠陥種とイオン伝導機構は未解明

・Ba2H3X中の点欠陥形成エネルギーの網羅的第一原理計算を行い支配的な
点欠陥種を決定

・ヒドリドイオンの伝導過程の移動エネルギーを算出

・実験方法：平面波基底PAW法（VASPコード）、Nudged Elastic Band （NEB）法

H. Ubukata, F. Takeiri, K. Shitara, C. Tassel, T. Saito, T. Kamiyama, T. Broux, A.
Kuwabara, G. Kobayashi, H. Kageyama, Sci. Adv. 7 (2021) eabf7883.

アピール
ポイント

新奇固体電池電解質のイオン伝導機構の解析
【技術シーズ：網羅的点欠陥／移動エネルギー計算】

解決手段

担当者：設樂一希、桑原彰秀
共同研究者：（京都大学）陰山洋、生方宏樹、 （分子科学研究所）竹入史隆、小林玄器

謝 辞：本研究は、科研費新学術領域「複合アニオン化合物の理解:化学・構造・電子状態解析」
（16H06440）で実施されたものである。

左図のヒドリド伝導経路の

エネルギーダイアグラム
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計算により得られた

ヒドリド伝導経路

~ 0.2 eV



・ (La, Li)TiO3のLiイオン伝導機構を解明
・原子レベルでは硫黄系固体電解質LPSと同等のLiイオン伝導度を有しているこ
とが判明

担当者：森分博紀
共同研究者：（信州大学）藤原靖幸、（総合科学研究機構）松浦直人

謝 辞：本研究は、文部科学省「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト事業」の一環として
実施されたものである。

中性子準弾性散乱と理論計算による
Liイオン伝導機構解析 R-22

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・イオン伝導メカニズムの解明
・酸化物固体電解質材料のLiイオン伝導率向上

・空気中で安定な全固体電池用固体電解質として(La, Li)TiO3が期待されている。
・室温付近でのLiイオン伝導度は硫黄系固体電解質と比較すると１桁程度低いこ
とが課題

・中性子散乱能が高い７Li置換した巨大単結晶を育成
・中性子準弾性散乱測定により原子レベルのLiイオン伝導を計測
・第一原理分子動力学計算による有限温度伝導経路計算

・実験方法：単結晶育成：一方向凝固法

中性子準弾性散乱：J-PARC MLF 中性子背面反射型分光器DNA

第一原理計算：PAW法（VASPコード）

Masato Matsuura , Yasuyuki Fujiwara, Hiroki Moriwake, Koji Ohara, and Yukinobu 
Kawakita, Phys. Rev. B 104, 094305 (2021)

アピール
ポイント

固体電解質(La, Li)TiO3のLiイオン伝導機構解析
【技術シーズ：原子レベル材料特性解析】

解決手段

中性子散乱能が高い７Li置
換した巨大単結晶を育成

中性子準弾性散乱測定に
より原子レベルのLiイオ
ン伝導を計測

第一原理分子動力学
計算による有限温度
伝導経路計算



・化学溶液法により作製したLiMn2O4配向モデル正極薄膜の充放電前後の表面、
および内部の微細構造変化と界面抵抗因子について明らかにした。

・充電後、正極膜内に形成した（111）面に沿った積層欠陥は、スピネル構造よ
り（111）面間隔が収縮するため、膜内でのリチウムイオンの拡散を抑制する
ことを解明

担当者：幾原裕美、高翔（現 北京高圧科学研究所）、Craig Fisher、桑原彰秀、森分博紀
共同研究者：（東京大学）川原一晃、石川亮、（東京大学／JFCC）幾原雄一

謝 辞：本研究の一部は、JSPS科研費（21K04635）にて実施されたものである。

リチウムイオン電池用正極膜内部の
充放電による構造変化 R-23

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

発表文献

・リチウム二次電池の長寿命化のための材料設計

・リチウム二次電池の充放電による構造劣化を明らかにすることは、二次電池
材料の構造設計に必要

・Liイオン拡散の抵抗因子の特定化と原子レベルでの構造解析

・化学溶液法により、正極配向膜を作製し、充放電前後の膜断面の走査透過電子
顕微鏡法による原子分解能構造解析と界面抵抗解析を実施

Y. H. Ikuhara et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 14 (2022), 6507–6517.

アピール
ポイント

配向膜を用いた充放電劣化機構の原子レベル解明
【技術シーズ：膜作製／ナノ構造解析】

解決手段

LiMn2O4

充放電サイクルにより5回充電後のLiMn2O4膜内部の
（左）積層欠陥（白いコントラスト）
（右）積層欠陥を拡大したHAADF－STEM像

積層欠陥の原子モデル

積層欠陥近傍の（111）面間隔の変位



発表文献

課 題

・走査透過電子顕微鏡（STEM）観察とCRLP計算の結果が一致
・CRLP法は2結晶が取り得る全方位関係を考慮するため種々の界面に適用可能

担当者：菅原義弘、桑原彰秀
共同研究者：（豊橋技術科学大学）引間和浩、（東京工業大学）菅野了次、（東京大学／JFCC）幾原雄一

謝 辞：本研究は、NEDO「革新型蓄電池実用化促進基盤技術開発（RISING2）」（JPNP16001）におい
て実施されたものである。

逆格子一致法によるエピタキシャル
薄膜の幾何学的格子整合性評価 R-24

成果・優位性

期待される市場・応用

・エピタキシャル薄膜／単結晶基板界面の設計および構造制御
・単結晶同士の接合界面の設計および構造制御
・バルク結晶内で特定の方位関係を保って析出する第二相などの制御

・薄膜材料における特性の優劣と薄膜／基板界面の構造との対応関係の理解
・上記界面構造を形成する場合の界面転位の有無やその構造の解明
・薄膜や基板を他の材料に置き換えた場合の新たな界面構造や欠陥構造の予測

・界面を構成する2つの結晶の構造情報をもとに逆格子一致度（CRLP）を計算
・実験と計算から得られた方位関係をもとに界面の原子構造や転位構造を検証
・所望の材料特性や界面構造を得るための設計指針をプロセスにフィードバック

・実験方法：STEM観察、CRLP計算

Y. Sugawara et al., J. Electrochem. Soc., 165, A55 (2018).
Y. Ikuhara et al., Mater. Sci. Forum, 207-209, 121 (1996).

アピール
ポイント

2結晶間の優先方位関係を実験と計算の両側面から検証
【技術シーズ：逆格子一致法による格子整合性評価】

解決手段

CRLP法による格子整合性評価の概念図

例）SrRuO3／α-Al2O3界面の格子整合性

ω回転角(°)

格
子
一
致
度

α-Al2O3

HAADF-STEM像

ω回転角: 0°

初期方位 (ω回転角0°) :
(111)SrRuO3//(0001)α-Al2O3

[1‐10]SrRuO3//[11-20]α-Al2O3

SrRuO3



・STEMの原子分解能観察により低温焼成した酸素吸脱着材料YBaCo4O7+δにお
いて積層欠陥が形成されることを発見

・ YBaCo4O7+δの表面では欠陥形成に伴いCoの価数が変化することをEELスペ
クトル解析から解明

担当者：黄馨慧、小林俊介、桑原彰秀
共同研究者：（神奈川大学）本橋輝樹

謝 辞：本研究は、SIP「高速酸素吸脱着材料による革新的排熱利用酸素製造装置」で実施されたものであ
る。

酸素吸蔵材料YBaCo4O7+δの
低温焼成に伴う欠陥形成 R-25

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

・酸素貯蔵と放出特性のメカニズム解明による酸素吸脱着特性の向上
・高効率・低コストによる酸素製造プラント

・低炭素化に寄与する酸素吸脱着材料を用いた酸素製造技術の高度化には、酸素
吸蔵量の増加と吸蔵放出速度の向上が必要

・酸素吸脱着材料YBaCo4O7+δの低温焼成は粉末比表面積を増大するが、酸素吸
蔵量と吸蔵放出速度にトレードオフの関係があり、その原因が未解明

・走査透過電子顕微鏡（STEM）と電子エネルギー損失分光法（EELS）を用い
て低温焼成に起因するYBaCo4O7+δ中の欠陥構造の解明

・実験方法：走査透過電子顕微鏡、電子エネルギー損失分光法

アピール
ポイント

酸素吸脱着材料の低温合成による欠陥構造を解明
【技術シーズ：走査透過電子顕微鏡／EELS価数マップ】

解決手段

EELスペクトル解析から得た

表面近傍のCoの価数分布マップ

表面

Co2+ Co3+

HAADF STEM法による積層欠陥の観察結果と
欠陥構造モデルの形成

黄色領域：積層欠陥



発表文献

期待される市場・応用

成果・新規性

解決手段

課 題

・Li、Na、Agをドープしたp型熱電材料Mg2Siに対して本解析手法を適用し、
格子間欠陥が原因となり、ドーパント活性化率が抑えられることを系統的に
解明
→ 本開発手法は結晶中の点欠陥挙動の解明に汎く利用可能

担当者：小川貴史、桑原彰秀

謝 辞：本研究の一部は、JSPS科研費新学術領域「機能コアの材料科学」（19H05792）等の支援を受け
て実施されたものである。

半導体結晶における
点欠陥濃度の理論解析手法開発 R-26

・半導体／パワーデバイス／イオン伝導デバイス材料におけるドーパント設計
・耐熱／耐環境性材料における不純物効果の理論解析

・半導体において、キャリア（電子・ホール）制御のためにドーパントが添加さ

れるが、その有効性を明らかにするためには多数の実験が必要
・理論的な解析により、キャリア生成挙動を解明・予測することが望まれるが、

これまでの手法ではドーパント濃度依存性の解析を行うことが困難

・任意のドーパント濃度に対して、電気的・熱的平衡条件を満たす点欠陥および
キャリアの濃度を求める計算スキームを確立し、プログラムを開発

・計算方法：第一原理計算、pydecsプログラム [https://gitlab.com/tkog/pydecs]

T. Ogawa, A. Taguchi, A. Kuwabara, npj Comput. Mater., 8, 79 (2022).

アピール
ポイント

ドーパントの活性化率を解析するプログラムを開発
【技術シーズ：点欠陥濃度の系統的解析】

点欠陥濃度解析の流れ

ドーパント濃度 [/Mg2Si]

ド
ー

パ
ン

ト
活

性
化

率

格子間欠陥の増加により
活性化率低下

p-Mg2Siへの適用例



・結晶構造の対称性の低下により、結晶内のプロトンサイトが増加
・エネルギー計算より、酸素空孔を介した溶解過程がホールより支配的
・ Mカチオンの3d電子が少ないほど、プロトン溶解性が高い。

担当者：Craig Fisher、田口綾子、小川貴史、桑原彰秀

謝 辞：本研究は、NEDO「超高効率プロトン伝導セラミック燃料電池デバイスの研究開発」プロジェクト
で実施されたものである。

プロトン伝導セラミック燃料電池
空気極材料LaMO3の溶解性評価 R-27

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

・混合伝導体（触媒材料、電極材料、水素透過膜など）
・PCFC、プロトン伝導セラミック電解セル、水素センサなど

・ペロブスカイト型LaMO3（M=V-Ni）における安定なプロトンサイトを理論計
算により系統的に探索

・２種類のプロトン溶解反応の反応エネルギーを評価

・計算方法：第一原理計算（VASPコード）

アピール
ポイント

電極材料用混合伝導体における基礎特性の理論的予測
【技術シーズ：プロトン溶解性の理論計算】

解決手段

H2O + 𝑣O
∙∙ + OO

× → 2OHO
∙

2𝑀𝑀
∙ + H2O + 2OO

×

→ 2OHO
∙ + 2𝑀𝑀

× +½O2

２つの候補プロトン化機構
最安定なプロトン配置

酸素空孔𝑣O
∙∙はアクセプタの置換固

溶により形成

O-H=
1.01 Å

O-H=
1.02 Å

La3+

CrO6

CoO6

La3+

S.G. Pnma

S.G. R3m

空気極側ではホール𝑀𝑀
∙ を発生する

可能性が高い

①酸素空孔によるプロトン化、∆𝐻𝑣𝑎𝑐

②ホールによるプロトン化、∆𝐻ℎ𝑜𝑙𝑒

（候補サイト数＝15）

（候補サイト数＝2）

・高効率プロトン伝導セラミック燃料電池（PCFC）を実用化するため、空気極

として使用される高いプロトン伝導性を持つ混合伝導体の開発が喫緊の課題

・プロトン伝導率の支配因子であるプロトン溶解性が高い材料の選択が必要

M=V、Crの∆𝐻𝑣𝑎𝑐はプロトン
電解質BaZrO3の値と同程度
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・第一原理計算による探索によりBaZrO3よりもプロトン溶解エネルギーが小さ
いBaHfO3、KTaO3を候補材料として示唆

・化合物毎のプロトン溶解エネルギーを予測する重要記述子はトレランスファ
クター、Bサイトカチオンの原子密度、Bサイトの電気陰性度

担当者：田口綾子、桑原彰秀

謝 辞：本研究は、JST、CREST、JPMJCR18J3の支援を受けて実施されたものである。

ペロブスカイト型酸化物における
プロトン溶解エネルギー解析 R-28

課 題

成果・新規性

期待される市場・応用

・新規プロトン伝導体材料開発

・プロトン伝導性セラミック燃料電池（PCFC）の実用化には、高プロトン伝導
性を有する新しい固体電解質材料が必要不可欠

・プロトン導電率はプロトン濃度に依存することに着目
・第一原理計算によりプロトン溶解エネルギーのデータベース作成
・プロトン溶解エネルギーを決定する材料学的支配因子を解析

・実験方法：第一原理計算（VASPコード）、ランダムフォレスト回帰分析

・計算対象：実験報告のあるペロブスカイト酸化物（27種、181プロトンサイト）

アピール
ポイント

化合物のプロトン溶解性の理論的予測
【技術シーズ：第一原理計算／機械学習／点欠陥解析】

解決手段

化合物毎のプロトン
溶解エネルギー予測 予測における重要度評価
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第一原理計算により
示唆された候補材料
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発表文献

微粒粗粒混合組織（アルミナ）の焼結・粒成長

・実験方法：成形シミュレーション、乾燥・脱脂シミュレーション、SinterPro ver.2

・成形、乾燥・脱脂、焼結の微細構造のシミュレーション技術の開発
→ 成形時の微細組織の高密度化挙動を予測し、組織の最適化が可能
→ 乾燥・脱脂による収縮や不均一性を予測し、寸法制御が可能

・焼結・粒成長シミュレーションソフト（SinterPro ver.2）の検証
→ 異なる組織の焼結・粒成長挙動を再現し、プロセスの最適化が可能

担当者：寺坂宗太、野村浩、木村禎一
共同研究者：（東北大学／JFCC）松原秀彰

謝 辞：本研究は、NEDO先導研究プログラム/ファインセラミックスのプロセスインフォマティクス

基盤構築で実施されたものである。

セラミックスの成形～焼結
プロセスシミュレーション R-29

課 題

成果・優位性

・焼結材料の研究・開発の高効率化 →新規材料開発、組織の最適化など
・成形～焼結プロセスの問題解決 →部材形状の寸法制御、組織不良の対処など

・セラミックス製品の開発・製造では試行錯誤を繰り返して成形～焼結プロセス
を最適化しているため、開発にコストと時間が必要

・サイバー空間を活用したプロセス条件最適化の支援が求められているが、それ
を可能とするツールは未開発

・成形、乾燥・脱脂、焼結の要素プロセスの計算解析モジュールを開発し、それ
らを統合したプロセスシミュレーションシステムを構築

寺坂宗太, 松原秀彰, 青木英彦, 野村浩, 木村禎一, 上高原理暢, 粉体および粉末冶金
68(7) 2021, 271-277.

アピール
ポイント

成形時の組織の不均一性と焼結体形状を解析-予測
【技術シーズ：粉体成形～焼結シミュレーション】

解決手段

粉末＋樹脂の成形 0.6
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赤：樹脂

乾燥・脱脂後の微細組織

期待される市場・応用

実験

緑：粉末
赤：樹脂

圧縮

微粒: 0.47 μm
粗粒: 3.5 μm

加熱前の粒径



・DEMに表面拡散項を導入 → 昇温過程を反映した計算が可能
・DEM解析情報をFEMに反映 → 粒子間に働く応力評価が可能
・弾性を考慮したMCモデル → 不均質焼結体の変形過程を評価可能

担当者：松田哲志

不均質成形体焼結時の変形と
内部応力の数値計算 R-30

課 題

成果・優位性

期待される市場・応用

発表文献

・熱環境にさらされる粉体層：ダイボンド材、全固体電池など
→ 焼結プロセスの設計、熱環境下での変形予測

・残留気孔が性能を大きく低下させる光学焼結材料など

・粉体を積層するデバイスが小型化することで、粉体層が薄く、粒子数が少なく
なるため、局所領域の焼結挙動の理解が重要

・粉体充填の不均質性に起因する焼結時の変形／内部応力に関し知見が不足
・従来の数値計算手法では焼結プロセス設計に十分に活用することが困難

・Discrete Element Model（DEM）を用いた初期焼結収縮計算に表面拡散を反
映するアルゴリズムに実装

・DEM法を用いた初期焼結計算結果を基にした有限要素法（FEM）弾性解析
・弾性を考慮したMonte Carlo（MC）モデルの開発とFEMによる弾性解析

T. Matsuda, Comput. Mater. Sci. 196 (2021) 110525.

アピール
ポイント

焼結過程の変形／内部応力を計算する基礎研究
【技術シーズ：DEM、MC解析とFEM弾性解析】

解決手段

Al2O3積層体
1300 ℃ 5 sec
上部粒 0.1 μm
下部粒 0.2 μm

横方向応力

初期組織

横方向変位速度

積層体焼結：Al2O3
DEM+FEM MC+FEM

10 mm

Dlower

Dupper

実験
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℃

1300

1400

1500

1600

異なる初期粒径比の積層体

数値計算

圧縮 引張左 右

FEM

節点：粒子中心、要素タイプ：BEAM

数値計算
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Dlower
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/Dlower
1/1.31/1.2 1/1.7

青：粒子、白：気孔
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