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論文内容の要旨

 近年，オゾン層保護及び地球温暖化防止の観点か

ら，既存の空調・冷凍システムに比して環境負荷が小

さく，高性能なシステムの開発が急務となっている．

これまで主としてオゾン層保護に主眼を置いた研究・

技術開発が進められ，既に冷蔵庫の冷媒はCFC12（R

12）からHFCI34a（R134a）に全面転換され，空調

機の冷媒はHCFC22（R22）からHFC系の新規代替

冷媒R410A（R32／R125＝50／50wt％：擬似共沸混合冷

媒）及びR407C（R32／R125／R134a＝23／25／52wt％：

非共沸混合冷媒）に転換されつつある．しかしながら，

近年開発されたHFC系新規代替冷媒も高い地球温暖

化係数（GWP）を有するため，今日，それらの冷媒

に替わる低GWPの将来冷媒の探求が迫られている．

以上の既存冷媒から新規代替冷媒への転換に際して

は，既存システムと同等以上の性能，信頼性及び温暖

化低減効果を確保するための空調・冷凍システムの最

適化に関する研究が不可欠である．

 本論文は，R410AやR407CなどのR22用新規代替

冷媒及びR32などの将来冷媒を用いた蒸気圧縮式ヒー

トポンプシステムの最適化に関する研究を，性能，信

頼性及び温暖化影響の3つの視点から試みたものであ

り，7章から構成されている．

 第1章では，本研究と同時期になされた新規代替冷

媒を用いた蒸気圧縮式ヒートポンプシステムに関する

研究・技術開発の動向を，システムの性能評価，信頼

性評価及び温暖化影響評価の3つの視点から概説し，

本論文の意義と目的を明らかにした．

 第2章では，本研究におけるシステムの性能，信頼

性及び温暖化影響の評価に用いた実験装置，実験方

法，評価方法，データ処理方法等についてそれぞれ説

明した．実験装置には，性能及び温暖化影響評価用の

装置Aと信頼性評価用の装置Bの2種類があり，そ

れぞれ，新規代替冷媒候補物質の特性に応じて改造を

段階的に行った．装置Aに関しては，性能評価用と

してR22用実用機をベースに2段階（レベルA一（1）

及びA一（2））の改造を行い，さらに性能及び温暖化

影響評価用としてR410A用実用機iをベースに1段階

（レベルA一（3））の改造を行った．また，装置Bに

関しては，R22用実用機をベースにした2段階（レベ

ルB一（1），B一（2））の改造と高圧対応のR410A用

実用機をベースにしたレベルB一（3）の改造を行っ

た．なお，装置Bでは減圧器としてキャピラリー

チューブ及び電動膨張弁を用いた2種類を製作した．

 第3章では，まず，R22用代替冷媒候補のHFC系

単一冷媒R32， R125及びR134a，並びにそれらの冷

媒で構i成されている混合冷媒についてR22用実用機を

ベースとしたドロップインに近いレベルA一（1）の

実験を行った．そして，R32は小さい圧力損失と高い

熱伝達特性のために実験したHFC系冷媒中で最も高

いCOPを示すこと，R125に関してはCOPがR22比81

％と低く，全冷媒中で最も冷媒充填量が多いが，これ

はR125の小さい潜熱によること， R134aに関しては

COPがR22比60％と単一冷媒中で最も低く，R22に比

して冷媒循環量は大きく，冷媒充填量は多いが，これ

はR134aの冷凍効果が小さい（潜熱が小さくかつ圧

縮機吸入ポートでの比体積が大きい）ため運転周波数

が高くなり，低圧側の圧力損失が大きくなったことに

よることなどを明らかにした．次いで，レベルA一

（1）の結果と不燃性冷媒採用の観点より，供試冷媒を

非共沸混合冷媒R407C及びR32／134a（30／70wt％），

並びに擬i似共沸混合冷媒R410Aに絞って， R22用実

用機をベースに改造を行ったレベルA一（2）の実験

を行い，R407C及びR32／134a（30／70wt％）は熱交

換器の擬i似的な向口減（媒と空気の流し方の改良）に

よって，またR410Aは圧縮機のシリンダーボリュー

ム調整・高圧対応（隙間調整，肉厚増など）によって

いずれもレベルA一（1）に比して性能が向上するこ

とを検証した．ここで，レベルA一（1）において最

も高いCOPが得られたR32についてもR410A用に改

造したレベルA一（2）の実験を行ったが，圧縮機吐

出温度上昇による熱損失の増大によりレベルA一

（1）に比して性能は低下した．さらに，以上の実験結

果に基づき，各要素機器のシステム性能に及ぼす影響

を検討し，いずれの冷媒の場合も圧縮機の非可逆性が

COPに最も影響を及ぼすこと，蒸発器及び吸入管で

の圧力損失の影響もシステムの設計上無視できないこ

とを示した．

 第4章では，まず，HFC系代替冷媒（R134a， R410

A，R407C）と冷凍機i油（エーテル油，エステル油）

の組み合わせ，並びに比較の基準としてのR22一鉱油

の組み合わせについてキャピラリーチューブを減圧器
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としたR22用実用機を用いたレベルB一（1）の実験を

行い，摺動の厳しいベーンを持つロータリー式圧縮機

に比してベーンを持たないスイング式の方が摺動部分

での温度上昇が低いため冷凍機油劣化やスラッジ生成

の速度が遅くなり，減圧器詰まりに関して優れている

こと，及び洗浄剤，工程加工油などのコンタミナンツ

の残量を一定値以下に管理した条件下ではエーテル油

の方がエステル油に比してスラッジ発生が起こり難

く，優れていることを見出した．ここに，減圧器詰ま

り物質の主成分は，GPC分子量分布分析（ポリスチ

レン換算）より約6kの高分子化した生成物であるこ

と，それらの高分子化合物はEDS元素分析によりリ

ン系極重添加剤と圧縮機摺動部品に由来したリン系及

び鉄系であることを確認した．次いで，HFC系代替

冷媒R407Cとエーテル油及びエステル油の組み合わ

せについて，電動膨張弁を減圧器としたR22用実用機

を用いたレベルB一（1）の実験を行い，同様の結果を

得た．さらに，R407Cとエーテル油の組み合わせに

ついて，キャピラリーチューブを減圧器とし，スイン

グ式圧縮機を用いたレベルB一（2）の加速評価実験を

行い，温度ストレスと故障時間の関係はアレニウス加

速理論で近似できること，及びキャピラリーチューブ

内径とコンタミナンツ量がキャピラリー詰まりに及ぼ

す影響を示した．以上の実験結果に基づき，スラッジ

の原料物質，生成促進物質，反応形態及び生成物の連

関，冷媒回路内の冷媒／冷凍機油に対するスラッジの

挙動，減圧年内での冷媒／冷凍機油／スラッジの挙動

と折角・付着過程を検討した．

 第5章では，将来冷媒候補のひとつであるR32につ

いて，R410A用実用機をベースとしてシステムの性

能及び信頼性評価に関するレベルA一（3）及びB一

（3）の実験を行い，R32のCOPは，伝熱性能の向上

と圧力損失の低減効果によりR410Aに比して高いこ

と，エーテル油とスイング式圧縮機を用いた場合はR

410Aと同程度の信頼性が確保できることなどを検証
した．

 第6章では，HFC系代替冷媒R410A及び将来冷媒

候補のひとつであるR32を用いた，冷凍能力及び性能

の異なる4種類のシステムの温暖化影響評価（TEWI

評価）を，前章と同様の実験：により得られた結果に基

づいて行い，いずれの冷媒の場合も冷媒の充填量と回

収率によって定まる直接的影響がTEWIに占める割

合はシステムの性能によって定まる間接的影響に比し

て大きく，それは大きい冷凍能力（中・大型）や低COP

のシステムでより顕著になること，及びR32のTEWI

値はR410Aに比して低く，両者の差異は冷媒回収率

が低い場合により顕著になることを示した．

 第7章は，本論文の総括である．

論文調査の要旨

 近年，オゾン層破壊に関与せず，地球温暖化への影

響が少ない冷媒を用いた，従来型に比してエネルギー

消費の少ない高性能な蒸気圧縮式ヒートポンプ・冷凍

システムの開発が急務となっており，これまで広く使

用されてきたHCFC（Hydro Chloro Fluoro Carbon）

系冷媒R22は，今日，オゾン層保護に主眼をおいて開

発されたHFC（Hydro Fluoro Carbon）系新規代替

冷媒のR410A（R32／R125＝50／50wt％：擬i似共沸混合

冷媒）及びR407C（R32／R125／R134aニ23／25／52wt％：

非共沸混合冷媒）に転換されつつある．しかしながら，

これらの新規代替冷媒も地球温暖化防止の観点からは

未だ十分とは言えず，将来に向けて，さらに新しい代

替冷媒の探求が求められている．

 本論文は，以上の既存冷媒から新規代替冷媒への転

換において不可欠な蒸気圧縮式ヒートポンプシステム

の最適化を，性能，信頼性及び温暖化影響の観点から

試みたものであり，その成果は以下の4点に要約され
る．

（1）R22用代替冷媒候補のHFC系単一冷媒R32， R

125及びR134a，並びにそれらの冷媒で構i成される混

合冷媒についてR22用実用機をベースに改造した試作

機を用いて，システムの冷房及び暖房性能評価に関す

る実験を行い，COP，凝縮・蒸発温度，吸入・吐出

圧力を供試冷媒問で比較すると共に，それらの特性と

冷媒の潜熱，熱伝達及び圧力損失との関連を明らかに

している．ついで，不燃性冷媒採用の観点より供試冷

媒を非共沸混合冷媒R407C及びR32／R134a（30／70wt

％）並びに擬似共沸混合冷媒R410Aに絞って， R22用

実用機をベースとした第2段階の改造を試みてシステ

ム性能評価実験を行い，非共沸混合冷媒に対しては熱

交換器内の冷媒と空気の流れを擬似的に向流化するこ

とにより，擬似共沸混合冷媒に対しては圧縮機のシリ

ンダー体積調整や高圧対応化（隙間調整，肉厚増）を

行うことによって性能向上が図れることを示してい

る．さらに，以上の数種類の冷媒に関する性能評価実

験の結果に基づき，圧縮機，凝縮器，蒸発器などの要

素機器の性能がCOPに及ぼす影響を解析し，圧縮機

の非可逆性が最も重要な因子であり，蒸発器及び吸入

管の圧力損失の影響も設計上無視できない因子である

ことを明らかにしている．

（2）代替冷媒（R134a， R410A， R407C）と冷凍機

油（エーテル油，エステル油）の組み合わせに関して，

R22用実用機をベースとしたロータリー式及びスイン

グ式圧縮機を搭載した2種類の試作機を用いてシステ

ムの信頼性評価に関する実験を行い，減圧器として

キャピラリーチューブを用いた場合及び電子膨張弁を
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用いた場合のいずれも，旧懐条件の厳しいベーンを持

つロータリー式に比してベーンのないスイング式の方

が摺動部での温度上昇が低いために油劣化やスラッジ

生成速度が遅くなり，減圧器詰まりの観点から優れて

いること，いずれの圧縮機の場合も工程副資材混入量

一定の条件ではエーテル油がエステル油に比して優れ

ていることなどを見出している．次いで，R407C／エー

テル油の組み合わせに関して，スイング式圧縮機を搭

載した試作機を用いてキャピラリーチューブ詰まりの

温度加速評価実験を行い，温度ストレスと故障時間は

アレニウス加速理論で近似できること，キャピラリー

チューブ内径と詰まり物（スラッジ）質量が故障時間

に及ぼす影響，詰まり物はGPCを用いた分子量分析

により高分子生成物（ポリスチレン換算分子量約

6000）であり，その主成分はEDSによる元素分析で

極圧剤と跳動部品に由来したリン系及び鉄系であるこ

とを明らかにしている．さらに，以上の実験結果より，

スラッジの原料物質，生成促進物質，反応形態及び生

成物の連関，冷媒回路内の冷媒／冷凍機油／スラッジ

の挙動，減圧器内の折出・付着過程を解明している．

（3）将来の代替冷媒のひとつとして注目されている

R32層目いても，上述と同様の性能評価及び信頼性評

価に関する実験を行い，システムの最適化のための知

見を得ている．

（4）R410A及びR32に関して，冷凍能力及びCOP

の異なる4種類の機種について温暖化影響評価

（TEWI評価）を試み，いずれの冷媒及び機種の場

合も，エネルギー消費による間接的影響が冷媒の直接

的影響に比して大きいこと，R32のTEWI値はR410

Aに比して低く，両者の差異は冷媒回収率が低いほ

ど顕著となることなどを示している．

 以上，要するに，本論文は新規代替冷媒を用いた蒸

気圧縮式ヒートポンプシステムを性能，信頼性及び温

暖化影響の3つの視点から評価し，熱交換器及び圧縮

機の改善方法，冷媒と冷凍機油の組み合わせなどにつ

いてシステムの最適化の為の重要な知見を得ていると

共に，減圧器における詰まりのメカニズムを解明して

おり，熱工学及び冷凍空調工学に寄与するところが大

きい．よって，本論文は博士（工学）の学位論文に値

するものと認められる．

氏名（本籍）松清修一（福岡県）
学位記番号 総理工博甲383号

学位授与の日附 平成14年3月15日

学位論文題目 Wave－particle and wave－wave in－
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論文内容の要旨

 近年，天体観測技術の急速な発展や計算機性能の向

上に伴い，高エネルギー天体現象の理解のためにはプ

ラズマ物理学的視点が不可欠であることが認識され始

めている．そこで本論文では，高エネルギープラズマ

中で励起され，非線形発展を行うプラズマ波動の素過

程を，理論および数値シミュレーションにより議論し
た．

 宇宙空間におけるプラズマは本質的に無衝突プラズ

マであるため，系の状態は波動一粒子あるいは波動一

波動相互作用を介して緩和される．この際，天体中の

高エネルギープラズマでは相対論効果によって粒子の

質量がエネルギーに依存することを考慮する必要があ

る．プラズマ粒子が自由エネルギーを担う代表的な場

合としてビーム分布とリング分布を考え，これらによ

る波動励起メカニズムおよびその長時間発展を調べ

た．また，励起された大振幅波動がエネルギー源となっ

て新たに別の波動を励起する，パラメトリック不安定

性についても，その線形および非線形発展を議論し
た．

 本論文は，これらの結果をまとめたものであり，全

5章からなる．

 第1章では，本研究の背景と目的を述べた．

 第2章では，相対論的ビームープラズマ相互作用に

おけるランダウ共鳴とサイクロトロン共鳴の比較を

行った．一般にビーム分布はランダウ共鳴によって磁

力線に平行方向に静電波を励起するが，斜め伝播にな

るとサイクロトロン共鳴が無視できなくなる．ところ

がサイクロトロン共鳴による静電波の励起はこれまで

あまり議論されていない．ここでは，様々なパラメー

タに対して，ランダウ共鳴とサイクロトロン共鳴の線

形成長率を比較した．その結果，ビーム電子が非相対

論的である場合，広いパラメータ領域でランダウ共鳴

が優勢であるが，相対論効果を考慮に入れるとランダ

ウ共鳴によって励起される波動の成長率が減少するた

め，逆に広いパラメータ領域でサイクロトロン共鳴が

優勢となることが分かった．

 第3章では，相対論的リング分布によって励起され
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る電磁波の非線形発展を調べた．リング分布はサイク

ロトロン共鳴によって電磁波を励起する．特に相対論

的リング分布は，波数k～0付近の波動を励起するこ

とが知られており，これはサイクロトロンメーザー不

安定性と呼ばれている．ここでは，波数k＝0のモー

ドに注目することにより，不安定性の空間依存性を無

視し，純粋に相対論効果によって励起される波動の長

時聞発展を議論した．線形理論によると，粒子の初期

エネルギーがある閾値を超えると，波動の成長率が0

になり系が安定化する．ところが系の空間依存性を無

視した粒子シミュレーションによると，この場合系は

まず新たに現れた準安定平衡状態に推移し，十分な時

間を経た後に，ここから大局的な安定平衡状態へと移

ること，さらにこの遷移過程において波動が励起され

ることが分かった．これらに加え，最終状態における

波動のエネルギー飽和レベルを解析的に見積り，数値

シミュレーションの結果とよく一致することが示され

た．

 第4章では，相対論的電子一陽電子プラズマ中のア

ルフヴェン波のパラメトリック不安定性について議論

した．太陽風プラズマ中の大振幅アルフヴェン波のパ

ラメトリック不安定性については，これまで多くの議

論がなされてきた．プラズマ中のパラメトリック不安

定性には崩壊不安定性，変調不安定性，およびビート

不安定性等があるが，いずれもparent waveと他の

電磁波および密度波（音波）との非線形相互作用であ

る．電子一イオンプラズマ中のアルフヴェン波を議論

する際には空間電荷分離の効果を無視することができ

る．ところが，電子一陽電子プラズマではこれが本質

的となり，新たに密度波としてラングミュア波を介し

た不安定性が現れることが分かった．さらに，1次元

粒子シミュレーションの結果によると，ラングミュア

波を介した崩壊不安定性はランダウ減衰の影響を受け

にくく，音波を介した崩壊不安定性よりも効率的にエ

ネルギー逆カスケードを起こすことが示された．

 第5章では，以上の結果を総括し，今後の課題につ

いて議論した．

論文調査の要旨

 近年の天体観測技術の発展に伴い，多くの高エネル

ギー天体現象において，電磁場と周辺プラズマとの相

互作用が本質的な役割を果たしている，という認識が

深まりつつある．顕著な例としては，天体衝撃波にお

ける宇宙線のフェルミ加速，磁気再結合過程，天体

ジェットなどがある．これらの天体現象では，粒子の

エネルギーが静止エネルギーを越える場合が多いた

め，現象の取り扱いには相対性理論の効果を取り入れ

ることが必要である．しかし，相対論効果は粒子の速

度に対して非線形の依存性を持つため，厳密な理論考

察を行うことは困難である．したがって，相対論的プ

ラズマ粒子の運動と電磁場とを自己無撞着に解く数値

シミュレーションの方法が有力視されている．

 本研究はこの観点から，高エネルギープラズマ中で

励起され，非線形発展を行うプラズマ波動の素過程

を，理論および数値シミュレーションにより議論した

ものである．宇宙空間におけるプラズマは本質的に無

衝突プラズマであるため，系の状態は波動一粒子およ

び波動一波動相互作用を介して緩和される．プラズマ

粒子の質量が相対論効果によりエネルギー依存性を持

つために，波動と粒子の共鳴条件が，非相対論的な場

合とは定性的に異なるものになる．このことを考慮し

て，プラズマ粒子が自由エネルギーを担う代表的な場

合としてビーム分布とリング分布を考え，これらによ

る波動励起メカニズムおよびその長時間発展を調べて

いる．また，励起された大振幅波動がエネルギー源と

なって新たに別の波動を励起するパラメトリック不安

定性についても，その線形および非線形発展を解析し

ている．主な成果は以下の通りである．

（1）天体プラズマ中では，磁力線方向に流れる高エ

ネルギー電子ビームが観測されることが少なくない．

これらのビーム粒子は，ランダウ共鳴によって磁力線

に平行方向に静電波を励起するが，’その一方でサイク

ロトロン共鳴により斜め伝播静電波も励起することが

知られている．しかし，サイクロトロン共鳴による斜

め伝播静電波励起は，非相対論的プラズマでは不安定

性の線形成長率が小さいため，あまり議論されていな

かった．本論文では，ビーム粒子が相対論的エネルギー

を持つ場合，むしろサイクロトロン共鳴による斜め伝

播静電波励起の方がランダウ共鳴による平行伝播静電

波よりも優勢であることを理論的に示している．

（2）磁力線に垂直方向に自由エネルギーを持つ代表

的なプラズマ粒子分布としてリング分布が挙げられる

が，これも天体衝撃波前面における反射粒子の生成，

中性粒子の太陽風・恒星風中での電離過程などによ

り，天体プラズマ中で普遍的に存在することが知られ

ている．本論文ではこれらのリング分布が相対論的エ

ネルギーを持つ場合について，不安定性の非線形発展

過程を調べている．リング分布は一般にサイクロトロ

ン共鳴によって電磁波を励起するが，相対論効果を取

り入れると，波数kが0付近の波動も励起される（サ

イクロトロン下川ザー不安定性）．この波数k＝0の

モードの長時間発展を評価した結果，線形理論による

と粒子の初期エネルギーがある閾値を超えると，波動

の成長率が0になり系が安定化するが，粒子シミュ

レーションによると，この場合系はまず新たに現れた

準安定平衡状態に推移し，十分な時間を経た後に，こ
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こから大局的な安定平衡状態へと移ること，さらにこ

の遷移過程において挙動が励起されることを見出して

いる．さらに最終状態における波動のエネルギー飽和

レベルを解析的に見積り，これが数値シミュレ｝ショ

ンの結果とよく一致することを示している．

（3）有限振幅波動は，崩壊不安定性，変調不安定性，

ビート不安定性等のパラメトリック不安定性により，

他の波動に崩壊する．これまで太陽風プラズマ中の大

振幅アルフヴェン波のパラメトリック不安定性につい

ては，多くの研究が行われてきたが，本研究では相対

論的電子一陽電子プラズマ中のアルフヴェン波のパラ

メトリック不安定性について検討している．電子一イ

オンプラズマ中のアルフヴェン波を取り扱う際には空

間電荷分離の効果を無視することができる，ところ

が，電子一陽電子プラズマではこれが重要であり，新

たに密度波としてラングミュア波を介した不安定性が

現れることを示している．さらに，1次元粒子シミュ

レーションを行い，ラングミュア波を介した崩壊不安

定性はランダウ滅衰の影響を受けにくく，音波を介し

た崩壊不安定性よりも効率的にエネルギー逆カスケー

ドを起こすことを明らかにしている．これは，天体中

の磁気流体乱流を生成する際に，従来考えられてきた

音波を介した崩壊不安定性によるばかりではなく，ラ

ングミュア波を介した崩壊不安定性のチャンネルも重

要であることを示した興味深い結果である．

 以上要するに本研究は，相対論的プラズマ中で励起

され，非線形発展を行う不安定性について，特に粒子

が自由エネルギーを持つ代表的な場合（ビーム分布の

不安定性およびリング分布の不安定性），および波動

が自由エネルギーを持つ場合（電磁波動のパラメト

リック不安定性）に対して，理論および数値シミュレー

ションにより研究し，天体プラズマ中の素過程におけ

る相対論効果を明らかにしたもので，宇宙プラズマ物

理学および天体物理学上価値ある業績である．した

がって本論文は博士（理学）の学位論文に値するもの

と認める．
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論文内容の要旨

 プラズマディスプレイパネル（PDP）は，薄くて

軽い大画面の新しい電子ディスプレイとして，急速に

普及しつつある．しかし，PDPには，まだその生産

コストと消費電力に課題が残されている．この中で生

産コストの問題は，生産パネル数の増加と歩留まり向

上がカギであり，徐々に改善されている．他方，消費

電力については，現在のPDPのそれが同じ画面サイ

ズのCRTよりまだ高い。今日，温暖化など地球規模

での環境問題が叫ばれるなかで，電気製品の省電力化

は必須である．PDPにも，消費電力の更なる低下が

望まれている。

 消費電力低下のためには，PDPの微小セル内で生

成されるサブミリメータサイズの放電（マイクロ放

電）からの紫外線の放射効率を高める必要がある．こ

のためには，マイクロ放電内の各種パラメータ（電界，

電子密度と電子温度，励起原子密度・温度など）を精

度よく測定し，それを通じての放電現象の理解が求め

られる．しかし，放電機構を解明する上で最も重要な

因子となる電子密度と電子温度については測定された

例がなく，それらパラメータを直接測定することが強

く望まれていた．

 本研究では，レーザートムソン散乱法を用いて，PDP

マイクロ放電内の電子密度・温度分布を定量的に測定

することを可能とし，それによる測定結果をもとに，

放電過程に関する検討を行った．同法はプラズマに擾

乱を与えず，高い時間・空間分解能で電子密度，電子

温度（あるいは電子エネルギー分布関数）を計測でき

る優れた特徴を持つ．

 本論文は，これらの研究をまとめたものであり，5

章より構成される．

 第1章は序論であり，次世代ディスプレイとしての

PDPの重要性を述べるとともに，その研究・開発の

現状について記述した．さらに，本研究の意義と要約

を述べた．

 第2球場は，レーザートムソン散乱法のPDPのた

めのマイクロ放電への適用について述べた．まず，本

研究で用いたレーザートムソン散乱法の原理と，同法

を用いた電子密度と電子温度の算出法について述べ

た．次に，PDPの概要と，その1セル内で生成され

るマイクロ放電の特徴について述べた．さらに，レー

ザートムソン散乱法をPDPマイクロ放電へ適用する

際に生じる問題を記述するとともに，それらに関する
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検討を行った．その結果，微弱なトムソン散乱信号の

問題に関して，光学系を最適に設計すれば，マイクロ

放電からのトムソン散乱信号が光子計数法により検出

可能であることを示した．また，PDPマイクロ放電

のトムソン散乱計測に必要なレーザー波長からの差波

長1nmの位置で，106を超える職蜂リジェクションを

持った分光器が必要になることを示した．・

 第3章では，本研究で構築したマイクロ放電用レー

ザートムソン散乱計測システムについて述べた．この

システムは，2章での信号強度評価に用いた最適光学

系を実現したものであった．また，3枚の回折格子を

用いたトリプル分光器を製作し，上記のシステムに導

入した．これにより，前述の意味での田光リジェクショ

ンが108の性能を実現した．同システムを用いて，実

際の実験条件でのレーザー波長からの差波長1nm以

上での器壁散乱光レベルを評価した．その結果，レー

ザービームと電極基板表面との距離をα1mm程度と

した時でも，器壁散乱光レベルは同システムで許容さ

れる値以下となった．・以上の結果より，マイクロ放電

へのレーザートムソン散乱法の適用の可能性を初めて

開いた．

 第4章では，PDP放電を模擬したマイクロ放電を

対象としてトムソン散乱計測を行い，その結果をもと

に放電過程について検討した．まず，電極基板表面か

ら0．lmmの位置において，初めて明確なトムソン散

乱信号を検出することに成功した．また，レーザー擾

乱や不純物の光電離などの測定結果への影響は無視で

きることを確認し，得られた信号が真のトムソン散乱

信号であることを示した．次に，電極表面より0．lmm

離れた面内において，マイクロ放電内の電子密度・温

度の空間分布の経時変化を測定した．測定した領域に

おいて，電子密度の絶対値は（0。2～3）×1019m－3，電

子温度は1～3eVの範囲であった．また，電子密度

のピークは，常に電極ギャップ上にあったが，電子温

度のピークは，電極ギャップから離れた位置にあり，

時間とともに電極ギャップから離れる方向に移動して

いた．この電子密度と電子温度の空間分布と，高エネ

ルギー電子に関わる発光の空間分布をもとに，放電過

程に関する検討を行った．その結果，陰極側の発光ピー

クの移動は，誘電体表面に電荷が蓄積することによる

放電フロント部の移動と，そこでの陰極シースの形成

によることを明らかにした．このような放電進展過程

を，電子温度分布の変化として初めて捉えることがで

きた．

 第5章は総括であり，本研究で得られた成果をまと

めるとともに，将来への展望を述べた．

論文調査の要旨

 プラズマディスプレイパネル（PDP）は，大画面

の薄型テレビとして最近急激に普及が進んでいる．

PDPでは，0．lmmサイズの放電セルを多数画面上に

形成し，そこに放電プラズマ（マイクロ放電）を発生

させて，蛍光灯と同じ原理で放電に伴う紫外線放射を

蛍光体で可視光に変換している．PDPの消費電力は，

同画面サイズのブラウン管とほぼ同じか少し高いレベ

ルになっているが，まだ改善の余地があると考えられ

ている．すなわち，PDPの紫外線放射の効率は数％

程度と，蛍光灯の10分の1程度であるから，その改善

の余地が大きく，それにより消費電力の低減の可能性

が残されている．その改善のためには，まずマイクロ

放電の特性を決める各種粒子の密度・温度や電界など

のパラメータを定量的に把握し，放電現象を理解する

必要がある．特に，電子の密度・温度は放電の形成維

持に直接関わる重要なパラメータであることから，そ

の測定が強く求められてきた．しかし，同放電サイズ

が微小であることによる測定の困難性から，これまで

それらの量が直接測定されることはなかった．

 本研究は，レーザートムソン散乱法（LTS）を用い

てPDPマイクロ放電内の電子密度と電子温度の分布

を定量的に測定することを可能にするとともに，それ

による測定結果をもとに放電過程に関する検討を行っ

たものである．得られた成果を列挙すれば，以下の通

りである．

（1）PDPマイクロ放電へ：LTSを適用するに当たって

  は，十分野大きさの散乱体積がとれず信号が微弱

  であることと，翠煙から散乱体積までの距離も0．1

  mm程度しかとれないため強い器壁散乱光が存在

  することによる信号検出の困難性が懸念された．

  本研究では，マイクロ放電の電子密度・温度が計

  算機シミュレーションで予想されているような値

  （それぞれ1018m－3，1eV程度）をとるものとし

  て，これらの問題についてまず検討している．そ

  の結果，光学系を最適に設計すれば，マイクロ放

  電からの微弱なLTS信号でも光子計数法により

  検出可能であることを示している．また，レーザー

  波長からの差波長1mmの位置で107以上の下町

  リジェクションを持つ分光器が実現できれば，強

  い器壁散乱光の問題を克服できることを示してい

  る．

（2）上記の検討結果に基づき，マイクロ放電用LTS

  計測システムを構築している．このシステムで

  は，3枚の回折格子を用いた分光器を製作し，前

  述の意味での迷光リジェクション108の性能を実

  現している．さらに，この分光器を含めて上記見
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  積り時の最適光学系を実現している．これらの結

  果から，マイクロ放電へのLTS法の適用を初め

  て可能としている．

（3）上記で確立しだLTS計測システムを用いて，PDP

  放電を模擬したマイクロ放電を対象とした計測を

  行っている．その結果，電極基板表面から0．1mm

  離れた位置において初めて明確なLTS信号を検

  出することに成功している．また，レーザー擾乱

  や不純物の光電離などの測定結果への影響は無視

  できることを確認し，得られた信号が真のトムソ

  ン散乱信号であることを示している．

（4）電極表面より0．1mm離れた面内において，マイ

  クロ放電内の電子密度と電子温度の空間分布の経

  時変化を測定している．測定した領域において，

  電子密度の絶対値は（0．2～3）×1019m－3，電：子温

  度は1～3eVの範囲であることを明らかにして

  いる．また，電子密度のピークは常に電極ギャッ

  プ上にあるが，電子温度のピークは時間とともに

  電極ギャップから離れる方向に移動していること

  を示している．

（5）電子密度と電子温度の空間分布と高エネルギー電

  子に関わる発光の空間分布をもとに，放電過程に

  関する検討を行っている．その結果，誘電体表面

  に電荷が蓄積することによる放電フロント部の移

  動がLTS計測により電子温度分布の変化として

  初めて捉えられたことを示している．

 以上下するに，本研究は，PDP用マイクロ放電へ

LTS法を適用し，微弱なトムソン散乱信号および強

い器壁散乱光の問題を克服して，その電子密度と電子

温度の分布を初めて定量的に測定することを可能と

し，その測定結果からマイクロ放電での電子挙動を明

らかにしたものであり，プラズマ工学，電子工学に寄

与するところが大きい．よって本論文は博士（工学）

の学位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 新規光機能性ガラスを実用化するためには，光学的

特性だけでなく機械的および熱的特性の把握も重要で

ある．例えば，大出力レーザーガラスにおいて，高繰

り返し発振を可能にするためには，母材であるガラス

の耐熱衝撃性を上げる必要がある．耐熱衝撃性は同じ

材料でも物体の肉厚，大きさや形状また使用環境に

よって異なるが，これらを一定と仮定すれば，材料問

での耐熱衝撃性の比較は次式で表されるπを用いて

行なうことが出来る．

          1雪。・（1一μ）・k
        1～＝
            E・α

 上式より，耐熱衝撃性が高い，すなわち急熱急冷に

より生じる熱応力に耐え破壊（クラックの発生）を起

こしにくいガラスを得るためには，破壊靱性∬lo

（Pa・ml／2），ポアソン比μ，熱伝導率K（W・m－1・

K－1）が大きく，ヤング率E（Pa），熱膨張率α（K－1）

が小さいガラスを設計すれば良いことが分かる．この

点に関して，ガラスは組成任意性を特長に持ち，物性

が連続的に変化するため，原理的には，組成の組み合

わせを考慮することで，耐熱衝撃性に優れたガラスを

得ることは可能である．しかしその反面，組成の組み

合わせが無限通り考えられるため，そのようなガラス

を得ることは必ずしも容易ではない．したがって，ガ

ラスの機械的および熱的特性と組成との関係が明らか

することは，耐熱衝撃性の向上，さらには今後新規光

機能性ガラスを開発，実用化する上で非常に重要であ

ると言える．しかし，このような特性と組成との関係

を系統的に調査した研究例は皆無であり，また，実測

値の蓄積が十分なされていないのが現状である．本論

文では，酸化物ガラスの機械的および熱的特性に関す

る基礎データを集積し，組成から両特性を推定するた

めの組成ペラメータについて検討した．

 第1章では，本研究の位置付けと目的およびコンセ

プトについて述べた．

 第2章では，Makishima－Mackenzleモデルに基づ

いて，ヤング率と組成の関係を関連づける組成パラ

メータ（イオン充填密度および解離エネルギー）を各

ガラス構成酸化物に対してそれぞれ算出した．さら

に，これら組成パラメータの序列を考慮することで，

酸化物ガラスのヤング率と組成との関係を統一して評

価できることを示した．

 第3章では，酸化物ガラスの中で，機械的特性に優

れたアルミノケイ酸塩系ガラスを取り上げ，そのヤン

グ率と組成との関係を検討した．アルミノケイ酸塩系

ガラスのヤング率は，A1203およびSiO2からなるガラ

ス骨格中に第三成分として添加する網目修飾カチオン
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の価数に依存する傾向を示した．この結果に基づき，

さらに第2章で得られた組成パラメータの序列を加味

することで，従来報告されている通常の酸化物ガラス

の中で最も高いヤング率を有するガラスを作製するこ

とに成功した．

 第4章では酸化物ガラスのビッカーズ硬度と破壊靱

性を系統的に実測し，両物性とヤング率との関係をそ

れぞれ検討した．ビッカーズ硬度は，ヤング率との間

で比例関係が成り立ち，破壊靭性はヤング率よりも破

壊エネルギーに比例することが示された．さらに，ガ

ラスの脆さを評価するための指標として，ビッカーズ

硬度と破壊靱性から計算できる延性率を提案した．こ

れを用いてガラスの脆さを評価し，脆さの克服には，

破壊エネルギーを高め，ヤング率を低めることが有効

であることを示した．

 第5章では従来，薄膜金属の比熱測定法として汎用

されている光交流法（AC法）をガラスの比熱測定に

初めて適用し，測定条件を確立すると共に，高精度な

比熱データを集積した．Debyeの固体比熱理論に基

づき比熱と組成の関係を検討し，比熱をデバイ温度に

おける比熱で規格化した換算比熱と温度をデバイ温度

で規格化した換算温度の関係が，室温からガラス転移

温度以下の範囲で，組成に依らずおよそ一本の曲線で

近似できることを明らかにした．

 第6章では熟拡散率，比熱および熱伝導率推定式を

導出した．気体自由運動論より熱拡散率を支配する因

子を平均音速と平均自由行程とし，組成との関係をそ

れぞれ検討した．平均音速に関しては，ヤング率との

関連性から組成パラメータを用いた平均音速推定式を

提案した．平均自由行程に関しては，デバイモデルよ

り求めたフォノンの最短波長に等しいと仮定してこれ

を評価した．両因子からなる熱拡散率推定式を提案

し，熱拡散率と組成の関係を明らかにした．比熱に関

しては，5章で得られた結果に基づき，酸化物ガラス

の比熱を支配する因子をデバイ温度とデバイ温度にお

ける比熱とし，これら両因子と組成との関係をそれぞ

れ検討した．デバイ温度に関しては，平均音速との関

連性から組成パラメータを用いたデバイ温度推定式を

提案した．デバイ温度における比熱と組成の関係につ

いては，確定的な結論は得られず，今回はDulong－

Petiteの法則を利用した関係式を求めた．両因子から

なる比熱推定式を提案し，比熱と組成の関係を明らか

にした．最後に，熱拡散率および比熱の両推定式を組

み合わせた熱伝導率推定式を提案した．SiO2ガラスや

一部のケイ酸塩系ガラスなど平均自由行程を最短波長

で評価できないガラスに対しては，本研究で提案した

熱伝導率推定式を適用することはできなかった．しか

し，その他のガラスでは，計算値と実測値は直線的な

相関性を示し，本論文で提案した推定式を用いれば熱

伝導率と組成との関係を評価できることを明らかにし

た．

 第7章では，本研究を総括し，酸化物ガラスの機械

的および熱的特性を組成より設計するための指針につ

いて述べた．

論文内容の要旨

 ガラスは組成任意性を特長に持ち，物性値が連続的

に変化する．そのため，組成の組み合わせを考慮する

ことで，原理的には所望の物性値を持ったガラスを作

製することが可能である．しかしその反面，たとえば，

酸化物系ガラスだけでも5万種近くのガラスが実用に

供せられているなど，組成の組み合わせが多様である

ため，新規ガラスを設計，開発するためには，まず基

礎物性値を集積し，組成と物性との関係を系統的に整

理することが大切である．ガラスの光学的特性に着目

した研究は，これまでに多く報告されているが，機械

的特性や熱的特性に関しては，未だ実測値の蓄積が十

分なされておらず，組成との関係も明らかにされてい

ない．本論文では，多種の酸化物ガラスを作製し，機

械物性と熱物性の集積を行っている．さらに測定結果

に基づき，組成から所望の機械的および熱的特性を有

したガラスを設計するための指針について検討してい

る．本論文で得られた主な成果は次の通りである．

ユ．本論文で取り扱った機械的および熱的特性の理論式

 を系統的に整理し，全ての物性がヤング率と関連す

 ることを明らかにしている．Makishima－Mackenzle

 モデルに基づき，ガラスのヤング率がイオン充填率

 と解離エネルギーの積に比例するとし，両因子を計

 算するのに用いる組成パラメータ（加成因子）を，

 各ガラス構成酸化物に対して算出している．本論文

 で求めた組成パラメータを用いれば，多種多様な酸

 化物ガラスのヤング率を組成より計算できることを

 明らかにしている．また，組成パラメータの序列を

 考慮することで，通常の酸化物ガラスの中で最も高

 いヤング率を有するガラスを設計することに成功し

 ている．

2．ビッカーズ硬度とヤング率の間には比例関係が成り

 立ち，破壊靭性はヤング率よりも破壊エネルギーに

 依存することを明らかにしている．ビッカーズ硬度

 に関しては，ヤング率の支配因子であったイオン充

 填率と解離エネルギーからなる推定式を提案し，組

 成に基づいた理論計算が可能であることを明らかに

 している．また，ガラスの脆さを評価するための指

 標として，ビッカーズ硬度と破壊靱性から計算でき

 る延性率を提案している．これを用いてガラスの脆

 さを評価し，脆さの克服には，破壊エネルギーを高
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 め，ヤング率を低めることが有効であることを示し

 ている．

3．薄膜金属の比熱測定法として汎用されているACカ

 ロリメトリーを，ガラスの比熱測定に初めて適用

 し，測定条件を確立すると共に，高精度な比熱デー

 タを集積している．Debyeの固体比熱理論に基づ

 き比熱と組成の関係を検討し，比熱をデバイ温度に

 おける比熱で規格化した換算比熱を縦軸に，温度を

 デバイ温度で規格化した換算温度を横軸に取れば，

 今回測定したガラスの比熱が，組成に依らず一本の

 曲線で近似できることを明らかにしている．これよ

 り，比熱を支配する因子を，デバイ温度とデバイ温

 度における比熱とし，両因子と組成の関係を検討し

 ている．デバイ温度とヤング率の関係に基づき，イ

 オン充填率と解離エネルギーから成るデバイ温度推

 定式を提案し，組成より比熱を計算できることを明

 らかにしている．デバイ温度における比熱と組成の

 関係については，確定的な結論は得られず，今回は

 Dulong－Petiteの法則を利用した関係式を求めてい

 る．両因子からなる比熱推定式を提案し，比熱と組

 成の関係を明らかにしている．

4．気体運動論に基づき，熱拡散率が平均音速と平均自

 由行程の積に比例するとし，両因子と組成の関係を

 検討している．平均音速とヤング率の関係に基づ

 き，イオン充填率と解離エネルギーから成る平均音

 速習定式を提案し，組成に基づいた計算が可能であ

 ることを明らかにしている．平均自由行程と組成の

 関係については，Debyeモデルより求まるフォノ

 ンの最短波長に等しいと仮定して評価している．両

 因子からなる熱拡散率推定式を提案し，熱拡散率と

 組成の関係を明らかにしている．以上より，比熱推

 定式と熱拡散率推定式を用いて熱伝導罪体定式を導

 出し，酸化物ガラスの熱伝導率と組成の関係を，本

 論文で求めた組成パラメータで評価出来ることを明

 らかにしている．

 以上，要するに本研究は，，酸化物ガラスの機械的

特性や熱的特性が，イオン充填率と解離エネルギーで

表すことができ，両因子を計算するのに用いる組成パ

ラメータの序列を考慮することが，所望の機械的もし

くは熱的特性を有したガラスを設計するための指針の

一つであることを示したものであり，無機材料工学，

光機能材料工学に寄与するところが大きい．よって本

論文は博士（工学）の学位論文に値するものと認める．
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シリカオパールを用いたフォトニッ

タクリスタルの作製とその光学特性

九州大学教授筒井哲夫
 〃   〃  今 石 宣 之

 〃   ク  根 本 紀 夫

論文内容の要旨

 フォトニッタクリスタルは光の波長程度の長さで誘

電率が周期的に変化した構造体であり，このような構

造体中では光の存在が禁止されるフォトニックバンド

ギャップを形成することがある。このフォトニックバ

ンドギャップによって物質中の光の伝播だけでなく，

物質からの自然放出光を制御することが可能となる．

可視光領域の光を完全に制御するためには，数百ナノ

メートルオーダーで3次元的に誘電率を変調させた構

造体である3次元フォトニッタクリスタルを用いる必

要がある．しかし，このような3次元フォトニッタク

リスタルをリソグラフィーなどの人工的な微細加工技

術により作製することは困難である．これに対し，シ

リカ微小球の自己組織化を利用したシリカオパール

は，シリカ微小球の粒子径を制御することにより可視

光に対応する3次元フォトニッタクリスタルの作製が

可能となるだけでなく，シリカオパール内に連続的な

空隙を形成することより，新規な3次元フォトニッタ

クリスタルを作製するという材料探索の立場からのア

プローチとしても非常に興味深い．

 本研究では，可視光領域の光に対応する3次元フォ

トニッタクリスタルとしてシリカオパールを作製し，

その光学特性を評価した．さらに，シリカオパールを

利用した新規の3次元フォトニッタクリスタルを作製

し，その光学特性を評価した．まず，粒子径を可視光

の波長程度に制御したシリカ微小球の自己組織化を利

用してシリカオパールを作製し，その反射，透過特性

より3次元フォトニッタクリスタルとしての光学特性

を評価した．またシリカ微小球内部に導入した蛍光色

素からの発光スペクトルを測定し，発光特性に与える

フォトニッタクリスタル構造の影響を検討した．次

に，より高度に自然放出光を制御する目的で，シリカ

オパール内の空隙に層状ペロブスカイト化合物を充填

した．そして，シリカオパールによって制御された輻

射場と発光種の励起子との強い相互作用による励起子

ポラリトンを形成させることよって，発光種の励起状

態を制御できることを明らかにした．また，シリカオ

パールを鋳型として利用することにより球状の空隙が
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規則構造を形成したポリマー逆オパールを作製した．

そして，高い屈折率を持つポリマーを用いることによ

り3次元フォトニッタクリスタルとしての特性が向上

することを明らかにした．

 第1章では，フォトニッタクリスタルの概念と現在

までに報告されている3次元フォトニッタクリスタル

の作製方法について述べた．また，その中でシリカ微

小球の最密充填構造であるシリカオパールを研究する

意義について述べた．

 第2章では，粒子径を制御したシリカ微小球の作製

法とシリカ微小球の自己組織化によるシリカオパール

の作製法について述べた．シリカ微小球の粒子径は可

視光の波長領域で制御することが可能であり，またシ

ランカップリング剤を用いることにより蛍光色素をそ

の中に導入することができた．シリカ微小球の自己組

織化を利用したシリカオパールは最密充填構造を形成

し，その内部構造はfc．c構造であることを明らかに

した．

 第3章では，蛍光色素を導入したシリカオパールの

光学特性の評価を行った．シリカオパールはシリカ微

小球とその間の空隙（空気）との誘電率差が小さいた

め，3次元的に完全なフォトニックバンドギャップを

形成しないことを確認した．しかしながら，シリカオ

パールでは3次元的には不完全ではあるが，特定方向

において光の存在が禁止されるストップバンドを形成

し，このストップバンドの波長領域で発光が抑制され

ることを確認した．この結果はフォトニッタクリスタ

ルとしてのシリカオパールが3次元的に完全なフォト

ニックバンドギャップを形成せず，このため3次元的

な現象である自然放出光は十回分制御することができ

ないことを示していた．そこで自然放出光を制御する

ために，発光種と輻射場との相互作用を大きくする方

法と，3次元的に完全なフォトニックバンドギャップ

を形成させる方法への展開があることを指摘した．

 第4章では，自然放出光をより高度に制御する方法

として，輻射場との強い相互作用により励起子ポラリ

トンを形成する層状ペロブスカイト化合物をシリカオ

パール中の空隙に充填した．層状ペロブスカイト化合

物を充填したシリカオパールの光学特性を評価するこ

とにより，シリカオパールにより制御される輻射場と

層状ペロブスカイト化合物の励起子との強い相互作用

によって形成される励起子ポラリトンを観測した．こ

のとき，励起子ポラリトンの形成による発光の制御に

は至らなかったが，240meVの大きなラビ分裂エネル

ギーを示すことを明らかにした．

 第5章では，シリカオパールを鋳型として用い，球

状の空隙が規則的に配列した“air atom”構i造を形成

するポリマー逆オパールを作製し，その光学特性を評

価し，3次元的に完全なフォトニックバンドギャップ

を形成するための条件を緩和させる新しい方法を提示

した．逆オパール構造を形成し，高い屈折率を持つポ

リマーを用いることによってフォトニッタクリスタル

としての特性が向上することを明らかにした．また，

ポリマーの柔軟性を利用し，ポリマー逆オパールを1

軸方向に変形すると，結晶構造の対称性の低下により

フォトニッタバント構造が変化することを明らかにし

た．

 第6章では，第2章から第5章までの成果をまとめ

た．また，可視光領域の光を制御するためにより効果

的なフォトニッタクリスタルを作製する手法について

の考察を加えた．

論文調査の要旨

 フォトニッタクリスタルは光の波長程度の長さで誘

電率が周期的に変化した構造体であり，このような構

造体中では光の存在が禁止されるフォトニックバンド

ギャップを形成することがある．このフォトニックバ

ンドギャップを利用することにより物質中の光の伝播

だけでなく，物質からの自然放出光を制御することが

可能となる．可視光領域の光を完全に制御するために

は，数百ナノメートルオーダーで3次元的に誘電率を

変調させた3次元フォトニッタクリスタルを用いる必

要がある．数百ナノメートルオーダーの粒子径を持つ

シリカ微小球の自己組織化を利用したシリカオパール

は，シリカ微小球の粒子径を制御することにより可視

光に対応する3次元フォトニッタクリスタルとして用

いることができるだけでなく，シリカオパールの連続

的な空隙を利用して，新規な3次元フォトニッタクリ

スタルを作製することも可能となるという利点を有し

ている．本論文では，可視光領域の光に対応する3次

元フォトニッタクリスタルとしてのシリカオパールの

作製とその光学特性の評価を行っている．さらに，こ

のシリカオパール中に形成される連続的な空隙を利用

した新規な3次元フォトニッタクリスタルの作製とそ

の光学特性の評価も行っている．本論文で得られた研

究成果は以下の通りである．

（1）粒子径を可視光の波長程度に制御したシリカ微

小球を作製し，その自己組織化を利用して可視領域の

光に対応する3次元フォトニッタクリスタルとして，

シリカ微小球の最密充填構造からなるシリカオパール

を構築し，その反射，透過特性を調べている．シリカ

オパールは特定方向において光の存在が禁止されるス

トップバンドを形成しているものの，シリカ微小球と

その間の空隙（空気）との誘電率差が小さいため3次

元的に完全なフォトニックバンドギャップを形成しな

いことを明らかにしている．また，蛍光色素を導入し



平成14年 九州大学大学院総合理工学報告  第24巻 第2号 一217一

たシリカオパールの発光特性を調べ，ストップバンド

が観測される波長領域でのみ発光が抑制されることを

示している．そして，シリカオパールが3次元的に完

全なフォトニックバンドギャッフ．を形成しないため，

3次元的な現象である自然放出光を十分に制御するこ

とは困難であることより，自然放出光を制御するため

に発光種と輻射場との相互作用を大きくするか，3次

元的に完全なフォトニックバンドギャップを形成させ

る方法を開拓することが必要であることを指摘してい

る．

（2）自然放出光をより高度に制御する方法として，

シリカオパール中の連続的な空隙に，輻射場との強い

相互作用を持つ励起子吸収を示す層状ペロブスカイト

化合物を充填したシリカオパールを作製している．層

状ペロブスカイト化合物を充填したシリカオパールの

光学特性を調べ，シリカオパールにより制御される輻

射場と層状ペロブスカイト化合物の励起子との強い相

互作用によって形成される励起子ポラリトンを観測し

ている．そして，励起子ポラリトンの形成による発光

の制御には至っていないが，240meVの大きなラビ分

裂エネルギーを示す強い相互作用の存在を明らかにし

ている．

（3）シリカオパールを鋳型として利用することに

よって，新規な3次元フォトニッタクリスタルとして

球状の空隙が規則的に配列した“air atom”構造を形

成するポリマー逆オパールを作製している．またその

光学特性を調べ，3次元的に完全なフォトニックバン

ドギャップを形成するための条件を緩和させる新しい

方法について議論を加え，高い屈折率を持つポリマー

を用いて逆オパール構造を作製することによって3次

元フォトニッタクリスタルとしての特性が向上するこ

とを明らかにしている．また，ポリマーの柔軟性を利

用し，ポリマー逆オパールを1軸方向に変形すると，

結晶構造の対称性の低下によりフォトニッタバント構

造が変化することを示している．

 以上要するに，本論文はシリカ微小球の自己組織化

を利用したシリカオパールの3次元フォトニッタクリ

スタルとしての特性を明らかにし，さらに，このシリ

カオパールを利用することにより，自然放出光をより

高度に制御することが可能となる新規なフォトニッタ

クリスタルを作製する手法を示したものであり，有機

材料化学，光物性工学に寄与するところが大きい．よっ

て本論文は博士（工学）の学位論文に値するものと認

める．
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論文内容の要旨

 化学イオン化（CI）質量分析においてメタンを反

応ガスとして用いると，CH♂， C2H♂， C3H♂のような

イオン群（反応イオン）が生成され，これが試料（M）

とプロトン移動反応やヒドリドイオン引抜き反応を引

き起こし，［M＋H］＋や［M－H］＋イオンを生成するこ

とが知られている．試料の質量を決定する上で最も

重要な［M＋H］＋や［M－H］＋イオンの検出を主目的

とするCI質量分析では，これらのイオンの生成に関

与する反応イオンや，その生成機構を特定する必要は

ない．従って，従来のCI質量分析は，反応イオンを

分離せずに試料と反応させ，反応イオンと試料との衝

突回数を上げるために，生成イオンの2次衝突による

緩和が無視できないlTorr程度の中圧で行われてき

た．よって，このようなCI質量分析法を微量分析で

はなく，気相イオンー分子反応の研究手段として用い

るためには，反応イオンの選別と生成イオンの2次衝

突の影響を除去する必要があった．

 本研究では最近開発された反応イオンが選別可能な

イオントラップ型質量分析計を使用すれば，上記のよ

うな問題が解決できることに着目し，CH♂，C2H♂，C3H♂

イオンと基本的有機化合物である刀一パラフィン，

1一オレフィン，刀一アルキルベンゼン，刀一アルコー

ルとの気相イオンー分子反応に関する系統的研究を

行った．CH♂， C2H♂， C3H♂を個別にイオントラップ

内に捕捉して試料と反応させ，生成イオンの反応時間

依存性から衝突緩和の影響のない初期イオン生成分布

を決定した．得られた初期生成イオン分布と反応のエ

ネルギー関係から，反応機構を考察するとともに，反

応機構に及ぼす試料のアルキル鎖長やアルキル鎖末端

の置換基の効果を調べたもので，8章から構成されて

いる．

 第1章は本研究の序論であり，本研究の歴史的な背

景，目的及び意義について述べた．

 第2章では本研究に使用した反応イオンが選別可能

なイオントラップ型質量分析計の概要と使用条件を述

べた．
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 第3章では本研究結果の解析に不可欠な炭化水素イ

オンの安定構造とエネルギーについて∂∂加痂。計算

結果と熱力学計算：結果を基に示した．

 第4章では八一パラフィンの反応の研究成果をま

とめた．一般にアルカンは，すべての外殻電子が比較

的非極性で炭素一炭素，炭素一水素σ結合に局在化

し，立体的に試薬が接近しにくいために反応性に乏し

い．しかしCH♂， C2H♂， C3H♂と刀一パラフィンとの

反応は例外で，全ての反応で［M－H］＋とフラグメン

トアルキルイオンを与えることを見出した．このこと

から，従来のメタンCI質量スペクトルで観測されて

いるアルキルイオンピークは，これら三つの反応の和

の形で示されていることを明らかにした．初期生成イ

オン分布と反応のエネルギー関係からC珊，C2碍，C3碍

反応でのアルキルイオンの主な生成機構は，プロトン

移動反応，H一引抜き反応，アルカナイド引抜き反応

と決定できた．

 第5章，第6章，第7章ではアルキル鎖の末端を，

カルボカチオンに活性なCニC，Ph， OH基で置換し

た1一オレフィン，刀一アルキルベンゼン，刀一アル

コールの反応に関する研究成果を述べた．これらの化

合物は，全ての反応でη一パラフィンの場合と同様

のアルキルイオンを与える以外に，1一オレフィンと

刀一アルコールはアルケニルイオン，刀一アルキルベ

ンゼンはPhC，H2∫イオンも与えることがわかった．

この結果は反応イオンに依らず刀一アルキルベンゼ

ンではPhCyH2すイオンからベンゼンの脱離によるア

ルケニルイオンの生成過程は閉ざされているのに対し

て，刀一アルコールでは対応するC，H2，0H＋イオン

は，水の脱離により全てアルケニルイオンへと分解す

ることを示唆しており，置換基により生成イオンの分

解機構が大きく変化する過程が存在することを示し

た．多くの反応において，アルキルイオンの生成分岐

比は試料のアルキル園長を長くすると減少するのに対

して，アルケニルイオンやPhC，H2’イオンは増加す

ることを見出し，前者が主として反応イオンの置換斜

角への反応，後者がアルキル亀卜への反応で生成する

という確証を得た．イオンの初期生成分布と各反応で

放出される余剰エネルギーを比較することで，関与す

る反応機構を特定することに成功した．その結果，同

一生成物イオンでも関与する反応機構は反応イオンに

より，プロトン移動反応，付加反応，引抜き反応等，

大きく異なることを見出した．特に，これまで不明で

あったアリル基を有するC3理の反応が，プロトン移

動ではなく，付加や引抜き反応を中心とする過程で進

行することや付加反応による会合体の生成に放射再結

合過程が関与していることを初めて明らかにした．ま

た，このような反応イオンによる反応機構の変化が，

反応イオンの酸性度や分子構造の差に起因することを

明らかにした．

 第8章では凡書で得られた結果を総括し，今後の課

題を指摘した．

論文調査の要旨

 メタンを用いる化学イオン化（CI）法は，フラグ

メンテーションを抑制したソフトなイオン化法として

質量分析の分野で広く使用されている．しかし，従来

のCI質量分析では， CH♂， C2H♂， C2Hボのような反

応イオンを選別せずに試料と反応させ，生成イオンの

分析がメタンとの2次衝突による緩和が無視できない

高い圧力条件下で行われてきた．従って，このような

CI法を質量分析ではなく，気相イオンー分子反応の

研究手段として用いるためには，反応イオンを選別

し，初期生成イオン分布に影響を与える2次衝突の影

響を除去する必要があった．本論文はイオントラップ

型質量分析計を使用することにより反応イオンの選別

と生成イオンの衝突緩和という二つの問題を解決し，

CHボ， C2H♂， C3H♂イオン各’々と刀一パラフィン，1

一オレフィン，刀一アルキルベンゼン，刀一アルコー

ルとの気相イオンー分子反応における反応初期分布の

測定に成功している．本研究で示された主要な成果は

次の通りである．

（1）一般にアルカンは，すべての外殻電子が炭素一

炭素，炭素一水素σ単結合に局在化し，反応性に乏

しいと考えられてきたが，CH♂， C2H♂， C3H♂と刀一

パラフィンとの反応は例外で，全ての反応で［M－H1＋

とフラグメントアルキルイオンを与えることを見いだ

している．初期生成イオン分布と反応のエネルギー関

係からCH♂， C2Hボ， C3理反応でのアルキルイオンの

主な生成機構は，それぞれプロトン移動反応，ヒドリ

ドイオン引抜き反応，アルカナイド引抜き反応である

ことを明らかにしている．

（2）反応機構に及ぼす置換基の効果を調べることを

目的として，アルキル鎖の末端をC＝C，Ph， OH基

で置換した1一オレフィン，刀一アルキルベンゼン，

刀一アルコールの反応を調べている．その結果，全て

の反応でη一パラフィンの場合と同様のアルキルイ

オンを与える以外に，1一オレフィンと刀一アルコー

ルからはアルケニルイオン，刀一アルキルベンゼンか

らはPhC，H2∫イオンも生成することを見いだしてい

る．この結果からη一アルキルベンゼンではPhCyH2’

イオンからベンゼンの脱離によるアルケニルイオンの

生成過程は閉ざされているのに対して，刀一アルコー

ルでは対応するC，H2，0H＋イオンは，水の脱離により

全てアルケニルイオンへと分解することを明らかして

いる．
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（3）1一オレフィン，刀一アルキルベンゼン，刀一

アルコールの反応における生成イオンの初期分布と反

応で放出される余剰エネルギーを比較することで，関

与する反応機構を特定することに成功している．その

結果，同一一生成物イオンでも関与する反応機構は反応

イオンにより，プロトン移動反応，付加反応，引抜き

反応等，大きく異なることを見いだしている．このよ

うな反応イオンによる反応機構＝の変化が，反応イオン

の酸性度や分子構造の相違で説明できることを示して

いる．

（4）反応機構に及ぼすアルキル鎖長の効果を調べ，

多くの反応において，アルキルイオンの生成分岐比

は，試料のアルキル鎖長を長くすると減少するのに対

して，アルケニルイオンやPhC，H2∫イオンは増加す

ることを見いだしている．これより前者が主として反

応イオンの置換掌側への反応，後者がアルキル鎖側へ

の反応で生成するという確証を得ている．

（5）これまで存在量が低いために不明であったC3H♂

の反応が，プロトン移動ではなく，付加や引抜き反応

を中心とする過程で進行することを明らかにしてい

る．またC3Hボの付加反応による会合体の生成に三体

再結合反応以外に放射再結合過程が関与していること

を初めて明らかにしている．

 以上，要するに本論文は反応イオンの選別が可能な

イオントラップ型質量分析計を用いて，典型的な炭化

水素イオンと一一パラフィン，1一オレフイン，刀一

アルキルベンゼン，刀一アルコールとの反応機構を明

らかにしたもので，プラズマ気相反応工学，分析化学，

炭素材料工学に寄与するところが大きい．よって博士

（工学）の学位論文に値すると認める．
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論文内容の要旨

 近年高電圧大容量変電所が都市部にも作られるよう

になり，建設面積の縮小が前にもまして求められるよ

うになった．しかし，従来のCTは機器の絶縁のため

にガス充填容器や碍子が必要であり機器が大型にな

り，そのために変電所などの設備も大型なものにな

る．光CTは従来のCTに比べ，装置が小型で変電所

立地面積の縮小に有効であることや，主回路との絶縁

が確実である，直線性が優れている，周波数帯域が広

い，可燃物を使わない等の優れた特長を持っている．

 現在まで研究されてきた光CTの種類は大別する

と，①鉛ガラスファイバや光機能材料材料を送電線に

巻きつけ，その中を伝播する偏波面を検出する方法．

②送電線近傍に光機能材料を設置しこの中を伝播する

偏波面を検出する方法，がある．①の方法では30mA

～3kAのダイナミックレンジ，10kHzの周波数特性

を満たすものもあり，高い性能を示す．また，原理的

には郵相の影響を受けないファイバカップリングが容

易等の利点もあるが，複屈折による影響や振動による

影響を受けやすい欠点がある．②の方法はファイバー

巻き付け型に比べ振動の影響は少ないが，他相の影響

が大きくなる．構造がシンプルで小型化が容易等の利

点があり，本研究ではこの方法を採用した．

 本研究の目的は，リレーシステムに適用するための

104のダイナミックレンジ，5次高調波以上の周波数

特性を持つ光CTの最適な設計方法を確立することで

ある．また，不平衡故障時の他県の影響を除去するこ

とや光電気変換器のノイズの低減を実現する．さら

に，送電線から離隔した測定を行うことによって高絶

縁性能を得るとともに保守を容易にしコスト低減に貢

献する．

 また，光計測において最も重要となるのが光機能材

料の特性である．開発した光CTの更なる小型化，高

感度化と，さらに結晶組成による温度特性の改善も望

まれていることから，結晶膜の組成を組替えることが

容易であるPLD法による材料合成を行う．

 本論文は磁気光学材料による送電線電流の光計測方

法に関する研究について，研究した結果をまとめたも

ので，5章により構成される．第1章は序論であり，

電力系統の保護・安定化制御の重要性，また計器用変

成器の小型化が望まれている背景について述べた．ま

た，光学材料開発が光変成器の実用化にとって重要な

ことを述べた．さらに光変成器による電力系統の保

護・安定化制御システムの開発を目的として研究する

ことを述べた．第2章では，光CTの構成について述

べ，次に高信頼化および高感度化のために，光CTの

測定に影響する諸特性について調べた．具体的には光

学結晶へのレーザの入射角による透過率特性や結晶の

ヴェルデ定数の温度特性，吸収係数とヴェルデ定数の

波長分散について調べた．次にヴェルデ定数と吸収係

数の波長分散の結果をもとに光CTのSN比（Signal

to Noise Ratio：SNR）を計算して光CTに用いる光
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学結晶の厚さ設計を行った．それらを基にφ15mm×

150mmの大きさのコンパクトな光CTを作製した．

この光CTの仕様は104のダイナミックレンジを満た

すように設計した．第3章では，開発した光CTの評

価のために，実施した実系統での現地試験：結果を示

す．具体的には水力発電機母線のアーク短絡電流の測

定を行い設計への反映事項も抽出した．また，悪態安

定限界試験を行い発電機脱調までの内部相差角および

力率を光計測で測定を行った結果を示した．

 次に現地試験：で得られたデータを基に光CTを改良

し模擬送電線において，その光CTの性能を評価し

た．模擬送電線の電流は実系統に比べ，電流が小さい

が，低電流においても高感度で高精度な測定が出来る

ことを確認した．また，この光CTを利用して光りレー

を構成して動作を確認した．次に，これらの光CTを

用いて複数送電線の電流波形の遠隔測定方法を考案し

た．この測定方法によって，送電線の不平衡故障時に

おける他相の影響を除去できる．遠隔測定法確立のた

めに周波数可変電流源による電流測定をおこない，そ

の結果から複数送電線の遠隔測定法の見通しを得た．

 第4章では，開発した光CTの更なる小型化，高感

度化を目的にPLD法による光機能材料の合成を行っ

た．結晶膜合成装置の設計，及び製作を行いその構成

を述べた．また，結晶膜の評価方法について述べた．

成膜条件を変化させて材料合成を行い，結晶膜を評価

することによって最適な合成条件を抽出した．最適合

成条件によって作製した薄膜は1Fm未満の厚さで

も，磁界に対して高感度な特性を示した．これによっ

て，光CTの更なる集積化，小型化が可能になる見通

しを得た．

 第5章は総括であり，本研究で得られた成果をまと

めるとともに将来の展望を述べた．

論文調査の要旨

 近年，発電機や送変電機器などに光技術を導入する

ことにより，電力系統の制御保護監視の高性能化，コ

ンパクト化，低コスト化を実現することが望まれてい

る．その代表例として送電線の光電流計測（光CT）

がある．現在の送電線の電流計測には，空芯マグネッ

トに送電線を貫通して，その通電電流に比例した磁束

を捕らえて電流計測する変流器（CT）が用いられて

いる．この方法は送電線がマグネットに接するためガ

ス充填容器や碍子など絶縁対策が必要となり，高電圧

化に伴い計測電線も含めて装置が大型化して高価にな

る．一方，光CTは従来のCTに比べ，装置が小型で

変電所立地面積の縮小に有効であることや，送電線と

無接触で遠隔計測ができて絶縁対策を大幅に簡素化で

きる等の優れた特長を実現できる可能性があることか

ら，直線性が優れ，周波数特性の良い磁気光学材料の

合成研究や，これとレーザを組み合わせた光CTの実

用化を目指した研究が国内外で行われている．

 本論文は，送電線近傍に磁気光学材料を設け，この

中を伝播するレーザ光偏波面の偏光角変化するファラ

デー効果を用いて電流計測する技術の確立を目的にし

て，パルスレーザ蒸着法による磁気光学材料合成の研

究，磁気光学材料と半導体レーザを用いた光CTシス

テムの最適構成の研究，光CTの実験室とフィールド

試験による適用性を検証する研究について取りまとめ

たものである．本論文で得られた主な成果は次の通り

である．

1．磁気光学材料を開発する電力中央研究所と協調し

て，パルスレーザ“蒸着法による材料合成を研究分担

し，Bi置換鉄ガーネット薄膜結晶（Bi－YIG）の最適

合成条件を明らかにして，浮遊体法で合成するバルク

結晶の最適組成条件を提案するとともに，Bi置換量

を増加して磁：気一偏光角特性（ベルデ定数）大きい薄

膜結晶を合成して，μmオーダの薄膜結晶を積層する

ことにより送電線の電流計測に適用できることを明ら

かにしている．

2．浮遊体法で製作したCe－YIGやBrYIG等の磁気

光学バルク結晶を加工してミリメートルオーダのバル

ク平板を用いて直線性が広く高感度の光計測システム

を設計する方法を明らかにしている．具体的には，バ

ルク結晶のレーザ波長に対するベルデ係数と光透過特

性を測定することにより，偏光角の磁界に対する変化

が大きく高感度電流計測が出来る，磁気光学素子の最

適厚みの決め方を提案している．

3．最適厚みに加工したバルク平板と半導体レーザを

組み合わせたコンパクトな光CTを開発している．そ

の構造は，φ15mm×150mmの円筒状に半導体レーザ

と磁気光学結晶平板，検光子，光電変換素子を組込ん

だもので，この光CTの測定精度はJECのIPS単精度で

16mA～1800Aの広い範囲で計測できるものである．

4．開発した光CTを九州電力の発電所と模擬送電線

に設置してリレーシステム用電流計測装置としての適

用性を検証している．リレーシステムから要求される

電流計測精度は，送電線の定常時電流と故障時の過渡

電流を，ダイナミックレンジ104で，周波数測定範囲60

Hzの基本波分と2次～5次高調波分を測定できるも

のとている．開発した光CTを送電線から約1cm離

隔した距離で測定した結果と現用の変流器型CTとの

測定結果を比較し，光CTがこの目標を達成している

ことを明らかにしている．

5．ノイズ対策をした光CTを電力中央研究所の模擬

送電線に設置して複数の送電線から離隔して電流計測

する試験を実施した結果，三相3．3kVを印加した模擬i
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送電線（3本の線間距離は約20cm）から垂直方向約25

cmはなれた地点で，送電線の定常時電流（7A）と

送電線故障時の過渡電流（最大50A）を測定して，リ

レーシステムから要求される電流計測精度の目標を達

成していることを明らかにしている．

 以上要するに本研究は，光CTの実用化に必要不可

欠な，BiYIG磁気光学結晶の高感度化のための材料合

成指針をパルスレーザ蒸着法により明らかにするとと

もに，これに基づき浮遊体法で合成されたBiYIG結

晶と半導体レーザを組み合わせて改良した送電線電流

の光計測技術を確立して，実環境を模擬した送電線で

その適用性を試験して検証したものであり，電力計測

工学の分野に寄与するところが大きい．よって本論は

博士（工学）に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 純酸素および酸素富化空気は，各種産業で幅広く用

いられており，主に深冷分離法によって大量生産され

ている．しかし，最近では製造コストなどの観点から

セラミックスを用いた膜分離法が注目されている．セ

ラミックス分離膜として，純イオン導電体を用いた場

合には，電極や外部回路が必要であるのに対し，電子

導電性とイオン導電性を併せ持つ混合導電体を用いれ

ば，酸素濃度勾配のみで酸素が分離でき，装置が簡素

化できる利点がある．

 これまで，混合導電性を示すペロブスカイト型酸化

物が高い酸素透過能を有するということが報告されて

いる．そこで本研究では，Co系ペロブスカイト型酸

化物を用いた酸素分離に関する基礎的な知見を広げる

ことを目的とした．本論文はそれらの研究成果をまと

めたもので，7章より構城される．

 第1章では，酸素分離法についての原理を概観する

とともに，本論文で取り扱うペロブスカイト型酸化物

の構造や機能について示し，混合導電体を用いた酸素

分離膜の研究状況ならびに，本研究の概要と目的をま

とめた．

 第2章では，ペロブスカイト型酸化物として
SrCoO3．δをベース材料に用い，酸素透過能のAサイ

ト（Sr）置換効果について検討した．その結果，アル

カリ土類金属（Ca， Ba）で部分置換したSrα8A「。2CoO3．δ

系では，Caα1置換系が高温で最も高い酸素透過能を示

し，900℃で約2．1cm3（STP）・min｝1・cm－2の透過速

度が得られた．また，本系の酸素透過能はおよそ850

℃以下で急激に減少し，これがペロブスカイトと2H

－BaNio3との間の構造相転移に基づくことを明らか

にした．

 第3章では，第2章で最も高い酸素透過能を示した

Sr卜xCa。CoO3一δをベース材料として， Bサイト（Co）

置換効果について検討を行った．種々の置換系材料の

結晶構造を調べた結果，置換するイオン種によって結

晶構造が異なり，室温付近では2H－BaNio3型，ある

いは斜方晶系ブラウンミラライト型構造をとることが

わかった．しかしながら，高温域ではこれらはいずれ

も立方晶系ペロブスカイトへ相転移するとともに相転

移温度付近で酸素透過能が著しく増大することがわ

かった．また，室温で斜方晶系ブラウンミラライト型

構造をとるFe， A 1置換系は相転移温度が低く，比較

的低温域で酸素透過能が向上することを見出した．

 第4章では，Ba－Co系のペロブスカイト型酸化物に

ついて，立方晶系の低温安定化および酸素透過能を評

価した．まず，Baαg5A冒α。5Coα7Feα303．δ（A，＝Ba， Pr，

Gd， Dy， Y， Yb）を調製し，これら部分置換がペロ

ブスカイト相生成に与える影響について検討したとこ

ろ，イオン半径が小さなカチオンをAサイトに部分

置換することにより立方晶系ペロブスカイト構造を室

温で安定化できることがわかった．また，この系は，

高温でより高い酸素透過能を示すとともに，500℃と

いう比較的低温域まで酸素透過能を有することが明ら

かとなった．そこで，第3章で得られた知見（Bサイ

トFe置換による低温域での酸素透過能向上）を基

に，Baαg5Ybα。5Co1．，FeyO3一δ系について， Fe置換量と

透過能の関係を調べた．その結果，y≧0．3では高温で

の透過能が低下するが，低温域での透過能はほとんど

変化しないこと，および，y＝1．0でも930軒置0．66cm3

（STP）・min－1・cm『2と比較的高い透過能を示すこ

とを明らかにした．

 第5章では，薄膜化による透過能向上を目的とし

て，多孔質支持体の作製と支持体上への綴密薄膜の作

製を試みた．まず，均一な孔の形成および緻密膜の作

製には均一な粒子の調製が必要であると考え，逆均一

沈殿（RHP）法による前駆体調製を検討した． RHP

法で調製した支持体は従来法と比べ組織が均一であ

り，1000℃焼結体では1晒m以下の微細な孔が均一に

分布した支持体が得られた．しかし，1100℃以上の焼
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結では緻密化が進み貫通孔が減少するため，有機物や

マグネシデなどの第2成分の添加による細孔形成なら

びに焼結抑制を試みた．その結果，親水性のアセチレ

ンブラックカーボンを分散添加することで，1100℃の

焼結でも1Fm程度の細孔を有する支持体が得られる

ことがわかった．さらに，焼結条件のガス雰囲気を制

御することにより1200℃焼結においても細孔を維持で

きることを見出した。また，支持体上への緻密膜の形

成については，ディップコートおよび真空ポンプを用

いた吸引コートについて検討し，技術的に解決すべき

点を指摘した．

 第6章では，温度スウィングによる新しいタイプの

酸素富化法について検討した．まず，ペロブスカイト

型，ブラウンミラライト型，および2H－BaNio3型酸化

物の酸素収脱着特性を評価したところ，ペロブスカイ

ト型構造が昇降温過程において重量変化にヒステリシ

スがなく良好な特性を示すことを見出した．特に，

SrCoα4Feq603．δは300～550℃で約0．96％の重量変化，

すなわち7cm3（STP）／g－oxideの酸素収脱着を示す

ことがわかった．このことから，ペロブスカイト型酸

化物を用いた温度スウィング法は新しいタイプの酸素

富津方法として有用であることが示唆された．

 第7章では，本論文の総括および展望を述べた．

諭文調査の要旨

 酸素は生命の源であると同時に燃焼や化学プロセス

に不可欠の酸化剤であり，種々の工業分野をはじめ，

医療，バイオ産業などに幅広く用いられている．現在

酸素は主に深冷分離法や圧力摂動吸着法によって空気

から分離製造されているが，より低廉な製造法が求め

られており，とくに製鋼など大量の酸素あるいは酸素

富化空気を消費する産業ではその要望が強い．高い酸

化物イオン導電性および高い電子・（ホール）導電性を

併せ持つ混合導電体を隔膜に用いた酸素分離法は，外

部からの電気エネルギーの注入なしに，酸素が高分圧

側から低分圧側へ電気化学的に透過することを用いた

新しい分離法であり，製鋼所など高温廃熱の利用が求

められている産業に適している．本研究はBサイト

にコバルトを含む一連の新しい部分置換ペロブスカイ

ト型酸化物の酸素分離膜材料としての特性を基礎的に

明らかにするとともに，多孔質支持体と一体化した酸

素分離薄膜の形成法や四温廃熱を利用する温度摂動酸

素分離法を提案検討したものである．本論文で得られ

た主な成果は以下の通りである．

1．従来検討されていないSrl．xA，xCoO3．δ（Al＝Ca，

Ba， x＝0～0，2）系を用いた膜の酸素透過能を評価し，

これらの系では低温側では酸素透過がなくおよそ850

℃で酸素透過が始まることを見出すとともに，高温で

の酸素透過速度はCaα1置換系が最大で，その値はこ

れまでの材料に比べて遜色がないことを明らかにして

いる．また高温X線回折により，このような酸素透

過の温度スイッチ現象が2HBaNio3構造の低温相（酸

素不透過相）から立方ペロブスカイト構造の高温相（透

過相）への相転移に起因することを明らかにしてい
る．

2．上記Srq，Caα1CoO3．δのBサイトの部分置換効果

を調べ，FeおよびA1で部分置換すれば低温相が斜方

ブラウンミラライト型構造に変わる結果，立方ペロブ

スカイト型構造への相転移温度が低下し，より低温域

から酸素透過能が発現することを見出している．さら

にFe置換系について置換量の影響を調べ，置換量増

大とともに相転移温度が低下し，低温度域での酸素透

過能が改善されることを明らかにしている．

3．BaをAサイト主要元素とするコバルト系として
Baαg5A智α05Coα7Feα303．δ（ALBa， Pr， Gd， Dy， Y， Yb）

で表される一連の酸化物ついて検討し，Aサイト非

置換系（ALBa）は，六方ペロブスカイト型構造の低

温相では酸素透過能がないが，約750℃以上の高温で

は立方ペロブスカイト型構造の高温相へ転移し優れた

酸素透過能を示すことを見出している．さらにAサ

イトをイオン半径の小さな元素で部分置換した系（AI

＝Dy， Y， Yb）では立方ペロブスカイト型構造が室

温でも安定化されて相転移が消失するとともに，従来

の酸化物系よりも低温度域での酸素透過能に優れた材

料になることを明らかにしている．

4．酸素透過膜を薄膜化するため，同じペロブスカイ

ト型酸化物からなる多孔質支持体と緻密薄膜とを積層

した構造体の作製法を提示している．すなわち多孔質

支持体については，ペロブスカイト型酸化物前駆体微

粒子と親水性カーボンを分散混合した複合体を，ガス

雰囲気等を制御した条件下で焼結することにより調製

する方法を見出し，また緻密膜については，真空ポン

プを用いた吸引コートによりペロブスカイト型酸化物

微粒子を積層し焼結させる方法を考案し，その有用性

を実証している．

5．一連のペロブスカイト型酸化物について，空気中

300～550℃の温度域での温度摂動条件下での酸素の収

脱着挙動を調べて，SrCoα4Feα603一δが最大の収脱着容

量（7cm302（STP）／9）と速やかな収脱着挙動を示す

ことを見出すとともに，これを用いた場合25m302

（STP）／ton・hr以上の酸素分離速度が達成できるこ

とを明らかにして，中温廃熱を利用する新しい酸素富

化法の有用性を実証している．

 以上要するに本論文は，AサイトにSrやBaを含

む一連のコバルト系ペロブスカイト型酸化物の酸素透

過能を基礎的に調べることにより多くの新しい膜分離
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材料を提示するとともに，酸素透過膜の薄膜化法や温

度摂動を用いる新しい酸素分離法を提案，実証したも

のであり，固体化学および無機材料工学に寄与すると

ころが大きい．よって，博士（工学）の学位論文に値

するものと認める．
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論文内容の要旨

嘉 彦

浩

淳

明

 フェムト秒パルスレーザー（パルス幅：lr14s）を

利用すると，原子・分子または物質の極めて速い電子

状態の変化を観測できる．固体表面においては，表面

の電子状態の変化と吸着した分子の構造またはその電

子状態との相関を明らかにできれば，光化学反応や触

媒反応の本質的な解明が期待できる．金属表面を対象

とした超高速現象の研究は，近年益々盛んになってき

ているが，金属と水溶液の界面のような固液界面を対

象とする超高速現象については，極めて報告例が少な

い．金属表面と比較して，金属／水溶液界面における

超高速現象を研究する意義の1つは，基礎的にも重要

で工業的にも応用が広い電極反応について，超高速現

象の考察から解明することが期待できることである．

また，電極／水溶液界面においては，吸着した分子の

状態を電極電位で制御できる．したがって，超高速現

象の研究対象を，金属表面から金属電極／水溶液界面

へ移すことで，吸着分子の吸着状態に応じて変化する

ことが期待される超高速現象を考察することができる

ようになる．この考察は，金属表面においての研究で

は困難であった．

 本研究の目的は，金属界面での超高速現象と吸着分

子またはその吸着状態との相関，および電極反応の素

過程の解明である．金単結晶電極／水溶液界面おい

て，フェムト秒パルス光（励起光および検出光）を用

いて過渡反射率測定を行った．励起光の入射により変

化し，その後速やかに緩和する過渡反射率の経時変化

を測定した．反射率緩和の速度定数および光エネル

ギーに誘起される金の格子振動の程度（超高速過程に

おける光熱変換効率と称した）を，電極電位，水溶液

および修飾状態に対して考察し，固液界面における超

高速現象を議論した．

 本論文では，超高速現象の研究が未発展であった固

液界面において，金の単結晶電極およびアルカンチ

オール修飾界面を用いた過渡反射率測定の結果および

考察を初めて示した．界面における原子・分子の構造

（配列や配向）を規定しつつ，界面に存在する化学種

およびその状態，または界面修飾の超高速現象に対す

る効果を議論し，所期の目的を達成した．以下に，本

論文の内容について各章の概略を述べる．

 第1章では，本研究の背景をまとめた．金属の電子

の熱平衡化過程や，金単結晶界面およびアルカンチ

オールの吸着状態について述べ，本研究の目的と特徴

について述べた．

 第2章では，実験方法についてまとめた．電極／水

溶液界面における過渡反射率測定の原理，開発した過

渡反射率測定装置，および電気化学セルを説明した．

金単結晶電極／水溶液界面におけるサイクリックボル

タモグラムを示し，吸着分子の吸着状態を明らかにし

た．本研究で行った過渡反射率の経時変化の解析，お

よび反射率緩和の速度定数を求める方法について述べ

た．

 第3章では，金単結晶電極／水溶液界面における過

渡反射率測定の実験結果および考察についてまとめ

た．過渡反射率測定により求めた反射率緩和の速度定

数は，用いた水溶液および界面の修飾条件により異な

り，3～12ps－1の範囲で変化した．速度定数のパルス

光強度依存性から，測定したパルス光強度範囲におい

て速度定数がほぼ一定で，±0．3ps 1程度の精度で測

定できていることを明らかにした．また，金の過渡反

射率の変化が，励起光および検出光の光強度に比例

し，それぞれ1光子過程であることを明らかにした．

金単結晶電極／過塩素酸水溶液界面において，金の過

渡反射率の経時変化および速度定数が電位に依存して

変化した．この結果から，電極電位に対する界面での

水分子の配向が金の電子状態の超高速緩和過程と強く

相関があると考察した．金単結晶電極／硫酸水溶液界

面では，速度定数は電位に関係なくほぼ一定であっ

た．この結果から，硫酸アニオンが界面近傍に存在し，

電位に対して配向変化を示さない，または超高速現象

に対するその効果が比較的小さいと考察した．

 第4章では，アルカンチオールで修飾した金単結晶

電極／水溶液界面での過渡反射率測定の実験結果と考

察をまとめた．金単結晶電極／過塩素酸水溶液界面に

おいて，アルカンチオールの修飾により過渡反射率の
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経時変化が変化し，緩和の速度定数が減少した．また，

修飾電極界面においても，速度定数が電位に依存して

変化した．さらに，速度定数が変化する電位範囲は，

アルカンチオールの炭化水素鎖の伸長に伴い低電位側

ヘシフトした．これらの結果から，アルカンチオール

吸着膜により水分子が界面から遠ざけられることを明

らかにした．また，アルカンチオール吸着膜の膜構造

が，電位に対して変化していると考察した．金単結晶

電極／硫酸水溶液界面において，アルカンチオールの

修飾により速度定数は，ほとんど変化しなかった．こ

の結果から，硫酸アニオンがアルカンチオール吸着膜

内に存在し，金の電子状態の超高速緩和過程を決定し

ていると考察した。

 第5章では，超高速過程における光熱変換を導入し，

金単結晶電極／水溶液界面における超高速現象の考察

をまとめた．金単結晶電極／過塩素酸水溶液界面にお

いて，光熱変換効率は，水分子が配向変化を起こす電

位範囲で変化し，アルカンチオールの修飾で増加し

た．速度定数と光熱変換効率の結果から，水分子の配

向変化およびアルカンチオール修飾により，金の電子

系のエネルギーの水溶液側の吸着分子への流れが抑制

されることを明らかにした．金単結晶電極／硫酸水溶

液界面では，光熱変換効率は電位に対してほとんど変

化しなかったが，アルカンチオールの修飾で，光熱変

換効率が増加した．この結果から，超高速現象におい

て硫酸アニオンが重要な役割を演じていることを明ら

かにした．以上の結果および考察から，フェムト秒パ

ルス光を吸収した後，金の伝導電子が熱平衡化される

過程を，界面水溶液側の吸着分子とその吸着状態から

明らかにした．

 第6章では，本研究を総括し，将来への展望を示し
た．

論文調査の要旨

 表面および界面では，化学的な過程が孤立原子・分

子系およびバルク系の場合とは異なる挙動を示すこと

が知られている．特に固体の界面は光化学反応，触媒

反応等の重要な場であり，界面の動的な過程を調べる

ことは，化学のみならず広い分野に関わる様々な問題

を解決する上で本質的に重要な課題である．近年，フェ

ムト秒パルスレーザーの発展により，固体表面におけ

る電子が関わる超高速な過程を明らかにする取り組み

が進められてきた．固体表面に分子が吸着した場合

は，固体表面の状態とその分子の吸着状態の双方に着

目して，これらの状態を制御しつつ界面における超高

速過程を明らかにしなければならない．このような試

みは，真空中の固体表面に分子が吸着した場合にはか

なり進められてきているが，液体中の固体表面につい

ては研究がきわめて遅れており，その解明が強く求め

られているところである．

 本論文では，このような背景から，金属電極／水溶

液界面に対して，フェムト秒パルスレーザーを用いた

過渡反射率測定装置を新規に開発し，それを用いて電

極電位により吸着分子の吸着状態を制御しつつ伝導電

子の超高速熱平衡化過程を観測し，その吸着分子の種

類，状態との相関，および電極界面における酸化還元

反応に関わる素過程の解明を目的としている．金単結

晶を電極に，また電極を修飾する分子としてアルカン

チオールを用いて，電極／水溶液界面における金の原

子配列および吸着分子の配列や配向を規定し，界面に

存在する化学種およびその状態，または界面修飾が金

の伝導電子の超高速熱平衡化過程におよぼす影響を観

測することに成功した．本論文で得られた主な成果

は，以下のとおりである．

1．本研究において新しく開発した過渡反射率測定装置

 により，固液界面における金の伝導電子の超高速熱

 平衡化過程を高い時間分解能かつ高精度の条件下で

 観測した．金の単結晶電極およびアルカンチオール

 修飾界面を用いた過渡反射率測定に初めて成功して

 いる．

2．金単結晶電極／水溶液界面において，過渡反射率の

 経時変化が1ピコ秒以内で速やかに緩和する成分と

 相対的に遅い緩和を示す成分から構成されることを

 観測している．その解析から，緩和の速度定数およ

 び超高速熱平衡化過程における光熱変換効率を見積

 もり，これらが電極電位，水溶液およびアルカンチ

 オールによる修飾の有無に依存して変化することを

 明らかにしている．

3．過塩素酸水溶液を用いた界面において，速度定数が

 電極電位に依存して変化することから，この結果が

 界面近傍に存在する水分子の配向変化に起因するこ

 とを明らかにしている．また，アルカンチオールで

 界面を修飾することで，速度定数の値が減少し電位

 依存する変化の程度が相対的に減少すること，アル

 カンテオール修飾界面においても速度定数が電位に

 依存して変化すること，速度定数が変化する電位範

 囲がアルカンチオールの炭化水素鎖の伸長に伴い低

 電位側ヘシフトすることを示している．これらの結

 果は，アルカンチ古聖ル吸着膜では水分子が界面か

 ら遠ざけられており，アルカンチオール吸着膜構造

 の電位に対する変化に基づくものと考察している．

4．硫酸水溶液を用いた界面において，速度定数が電位

 に関係なくほぼ一定である結果を示している．この

 結果から，界面近傍に存在する硫酸アニオンは，電

 位に対して配向変化を示さない，または金の伝導電

 子の超高速熱平衡化過程に対する配向変化の効果が
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 比較的小さいと考察している．アルカンチオールで

 界面を修飾しても，速度定数がほとんど変化しない

 という結果から，硫酸アニオンがアルカンチオール

 吸着膜内に存在し，金の伝導電子の超高速熱平衡化

 過程を決定するというモデルを提案している．

5．超高速熱平衡化過程における光熱変換の効果を独自

 に導入して見積もり，金単結晶電極／水溶液界面に

 おける超高速熱平衡化過程を推察している．金野結

 晶電極／過塩素酸水溶液界面において，光熱変換効

 率が，水分子が配向変化を起こす電位範囲で変化

 し，アルカンチ率由ルの修飾で増加する結果を示し

 ている．速度定数と光熱変換効率についての実験結

 果から，水分子の配向変化およびアルカンチオール

 修飾により，金の電子系のエネルギーの水溶液側吸

 着分子への移動が抑制されることを明らかにしてい

 る．金単結晶電極／硫酸水溶液界面においては，光

 熱変換効率が電位に対してほとんど変化しないが，

 アルカンチオールの修飾により，光熱変換効率が増

 加する結果を示している．この結果から，超高速現

 象において硫酸アニオンが重要な役割を演じている

 ことを明らかにしている．

 以上要するに，本論文は，金属電極／水溶液界面に

おいて，フェムト秒パルス光照射により生じる伝導電

子の極短時間内での熱平衡化過程におよぼす界面の分

子吸着状態の影響を，金単結晶電極およびアルカンチ

オール修飾電極の水溶液と界面における過渡反射率測

定により初めて解明したもので，博士（理学）の学位

論文に値するものと認める．

氏  名（本籍） 池 田 慎 哉（山口県）

学位記番号 総理工事甲391号

学位授与の日貸 平成14年3月25日

学位論文題目 弱配位性の溶媒や対アニオン種に

        よって活性化された”裸の”リチウ

        ムイオンのルイス酸性に関する研究

論文調査委員
（主 査）

（副 査）

（副 査）

（副 査）

九州大学

 〃
〃

〃

教 授 森     章

 〃  永 島 英 夫

 〃  山 木 準 一

助教授 園 田 高 明

論文内容の要旨

 アルカリ金属イオンの中でも最も小さなイオン半径

を持つリチウムイオンは，種々の無機および有機化合

物に対して，プロトンや遷移金属イオンとは異なった

特異な親電子的相互作用を示すことが知られている．

非経験的分子軌道法を用いた量子化学計算によると，

溶媒和や対アニオンによって安定化されていない，い

わゆる“裸の”状態にあるリチウムイオンは，ある種

の有機化合物に対してプロトンと同程度か，あるいは

場合によってはプロトン以上に大きな親電子性を示す

ことが理論的に考察されている．一方，有機溶媒中に

おけるリチウムイオンのルイス酸性に関しては，古く

から物理有機化学者の注目を集めており，非プロトン

性極性有機溶媒中で比較的高い可溶性を示す過塩素酸

リチウムなどのルイス酸性に関する定量的な研究が知

られている．また，有機反応におけるアルカリ金属塩

やアルカリ土類金属塩が示す塩効果の中でも，リチウ

ム塩が示す特異な作用に関しては有機合成化学者の注

目を集めてきた．さらに，リチウムイオン電池電解質

として広く用いられているリチウム塩の寿命にも，有

機溶媒中のリチウムイオンの特異なルイス酸性が密接

に関連していることが明らかになっている．本研究で

は，トルエンやジクロロメタンのような弱配位性有機

溶媒に可溶な種々の超弱アニオン種のリチウム塩を用

いて，有機溶媒中において“裸の”状態に近いリチウ

ムイオンを発生させることにより，リチウムイオンの

特異なルイス酸性に及ぼす対アニオンやリチウムイオ

ンに配位する配位水や配位溶媒の影響を評価すること

を目的としている．すなわち，計算化学的な手法を用

いて，種々の有機i化合物とリチウムイオンとの相互作

用の相対的な大きさを評価した．さらに，種々の有機

反応に対するこれらのリチウム塩のルイス酸触媒活性

を速度論的な手法を用いて実験的に求め，これらの結

果の相関関係を考察することによって，有機化合物に

対するリチウムイオンの親電索性に及ぼす種々の要因

を評価したもので，8章から構成されている．

 第1章では，リチウムイオンの特異な物性および反

応性に関する最近の研究報告および弱配位性アニオン

に関する研究報告と本研究の位置づけについて述べ
た．

 第2章では，リチウムイオンの求電子性が静電的な

相互作用に基づくことを理論化学計算を用いて明らか

にし，新しいタイプのルイス酸触媒反応の可能性を示

唆した．

 第3章では，対アニオンの半径がリチウムイオンの

ルイス酸性におよぼす効果について，モデルを用いた

理論化学計算とトリチルカチオンの生成平衡反応の両

面から考察した．その結果，5A以上の大きなアニオ

ン半径をもつ弱配位性の対アニオンを用いることで，

リチウムイオンのルイス酸性が顕著に現われることを

明らかにした．

 第4章では，リチウムイオンによって促進される

Diels－Alder反応の実験：結果をモデル計算を行うこと
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で考察した．その結果，リチウムイオンのルイス酸性

に及ぼす水和水の効果を説明することができた．

 第5章では，リチウムイオンによって促進される炭

素一炭素結合形成反応を用いて，水和水の影響と水和

水による副反応の機構について述べた．

 第6章では，溶液中でのリチウムイオンとπ一電子

を持つ化合物との相互作用について考察した．
LiTFPB （Lithium tetrakis（3，5－bis（trinuoromethyl）一

phenyl）borate）とのπ一錯体の構造は決定できなかっ

たが，溶液中でのリチウムイオンとπ一電子の相互作

用を示唆する実験結果が得られた．

 第7章では，クアドリシクランの原子価異性化反応

を用いて，対アニオンの種類，水和水，溶媒の極性が

リチウムイオンのルイス酸性に及ぼす効果を考察し

た．遷移状態モデルの理論計算を行い，遷移状態の構

造からクアドリシクランとリチウムイオンの相互作用

が，この反応の駆動力であることが判明した．

 第8章では，以上の実験結果に基づいて，溶液中の

リチウムイオンのルイス酸性に与える対アニオン効

果，溶媒効果，水和水の効果を考察し，本研究の結論

として述べた．

論文調査の要旨

 溶媒の配位や対アニオンとの静電的相互作用によっ

て安定化されていない“裸の”状態にあるリチウムイ

オンの本質的な親電子性，すなわち，ルイス酸性を溶

液中で定量的に評価した研究職は，これまでに少な

い．これはリチウムイオンを裸の状態で配位性の小さ

い非極性有機溶媒中に可溶化することが極めて困難で

あることに起因している．例えば，リチウムイオンー

クラウンエーテル錯体を形成させたり，高脂溶性の有

機スルホン酸やカルボン酸のリチウム塩を用いれば，

リチウムイオンを非極性有機溶媒中に可溶化できる

が，クラウンエーテルや対アニオンとの強い相互作用

を受けるので，親電子能は一般的に見掛け上小さくな

ることが考えられる．本研究では，対アニオン，溶媒，

あるいは水和水によって安定化されていない，いわゆ

る“裸の”状態にあるリチウムイオンの求電子性につ

いて，実験：化学的手法と理論化学計算的手法の両面か

ら種々の化学反応を用いて考察している．本論文で得

られた主な成果は次の通りである．

（1）理論化学計算を用いてリチウムイオンの求電子性

について考察し，リチウムイオンの求電子性が，プロ

トンの軌道相互作用による求電子性とは異なり，静電

的イオン「双極子相互作用に基づくものであることを

示している．また，リチウムイオンができる限り多く

の電子系と静電的に相互作用できる電子状態をとるこ

とによって，ヘテロ原子の孤立電子だけでなく，炭素

一炭素π結合電子や炭素一炭素σ結合電子とも極め

て大きな結合エネルギーをもつことを明らかにしてい

る．

（2）無水LiTFPB（Lithium tetrakis（3，5－bis（tri且uoro－

methyl）pheny1）borate）が非極性有機溶媒によく溶け

ることを見いだし，塩化トリチルやトリチルアルコー

ルからトリチルカチオンを生成する平衡反応を，弱配

位性溶媒中で種々の弱配位性アニオン種のアルカリ金

属塩を用いて行い，リチウムイオンの特異なルイス酸

性を凹い出している．

（3）各種の含フッ素有機アルカリ金属塩を触媒量用

いたシクロペンタジエンとメチルビニルケトンの

Diels－Alder反応の反応速度とF立体選択性の結果か

ら，弱配位性のTFPBアニオンと緩いイオン対を形

成するリチウムイオンのルイス酸性は，弱配位性溶媒

中で極めて高いが，エーテルのような配位性の高い溶

媒中では著しく低下することなどを明らかにしてい

る．また，フロンティア軌道法に基づくモデル計算か

ら，リチウムイオンのルイス酸性に及ぼす水和水の影

響や，裸のナトリウムイオンのルイス酸性についても

考察している．

（4）TFPBアニオンを対アニオンとするアルカリ金

属イオンが，ベンズアルデヒドジメチルァ今旦ールと

トリメチルアリルシランの炭素一炭素結合形成反応で

もルイス酸触媒として機能することを示している．

（5）アズレンやジフェニルフルベンなどがリチウム

イオン錯体を形成することを電子スペクトルで観察

し，1：1錯体モデルの計算予測と同じ傾向を示すこ

とを見い出している．

（6）種々のアルカリ金属塩を触媒量用いて，クアド

リシクランの原子価異性化反応の反応速度に対するア

ルカリ金属イオンの効果を測定し，アルカリ金属イオ

ンの静電的イオンー双極子相互作用がクアドリシクラ

ンの原子価異性化反応を促進する駆動力であることを

明らかにしている．また，重トルエン中では重クロロ

ホルム中に比べ反応速度が著しく低下しており，これ

はリチウムイオンに重トルエンが配位したためである

と解釈している．さらに，この反応の遷移状態構造の

詳細について半経験的分子軌道法を用いて提案してい

る．

 以上要するに，本論文は，実験：化学的手法と理論化

学計算的手法を組み合わせることによって，裸のリチ

ウムイオンに及ぼす対アニオン，溶媒および水和水の

効果を明らかにし，新しいタイプのリチウムイオン触

媒反応系の開発や，リチウムイオンが関与する特異な

反応の解明に寄与する基礎知見を与えたもので，有機

反応化学，有機工業化学，計算機化学の分野に寄与す

るところが大きい．よって，本論文は博士（工学）の
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学位論文に値するものと認める．

氏名（本籍）武本  学（福岡県）
学位記番号総理工博甲392号
学位授与の日附 平成14年3月25日

学位論文題目 トロポノイドッインの液晶性発現に

        及ぼす双極子モーメントの向きと連

        結鎖や末端基の長さに関する研究

論文調査委員
（主査）

（副 査〉

（副査）

九州大学 教 授

 〃        ク

〃 〃

森    章

又 賀 駿太郎

筒 井 哲 夫

論文内容の要旨

 液晶の研究が進むにつれて様々な構造をもつ化合物

が液晶性を示すことが知られるようになり，分子構造

と液晶性の関係を明確にすることは，新しい液晶化合

物を開発する上に有用な情報を提供する重要な研究課

題の一つである．液晶化合物の基本的な構造として

は，分子の幾何学的な形状がある程度細長い棒状か板

状であり，比較的堅いコア部に柔軟性のある末端基を

もつことなどが必要であると経験的に言われている．

そのコア部にはベンゼン環などが2つ以上用いられて

いる．しかしながら，双極子モーメントの大きなトロ

ポノイドと呼ばれる7砂場構造のコアに，非極性なア

ルコキシ基を導入すると，極性なコア部同士と非極性

なアルコキシ基同士が層構造を作るように分離し，7

員環の双極子モーメントを打ち消すように隣i接分子が

head－to－tailに配列するために，7員環が一つでも液

晶性を発現した．

 本研究では，このように大きな双極子モーメントを

もつ7員環を強制的にエーテルやエステル結合などの

連結鎖で結び，双極子モーメントの向きを固定したツ

イン型液晶を合成して，相分離の発現と双極子モーメ

ントの打ち消し効果のどちらが液晶性発現に重要であ

るかについて考察し，更に，連結鎖や末端アルキル基

の長さの影響について明らかにしたもので，6章から

構成されている．

 第1章は序論で，本研究の目的および意義について

述べた．

 第2章では，トロポン環が同方向を向く非対称な2

環性ツインの液晶性について述べた．トロポノイドッ

インの連結鎖が短いと，液晶相を示さなかったが，長

くなるとスメクチックA相を発現した．また，連結

鎖が偶数のときは，コア部とアルキル鎖の相分離と双

極子モーメントの打ち消しの両方を満足した層構造が

形成でき，対応するペンゼノイドツインが非液晶で

あったことと対照的な結果が得られた．

 第3章では，トロポン環が共に内側を向く対称な2

環性と4環性トロポノイドツインおよび対応するベン

ゼノイドツインの液晶性について述べた．2環性トロ

ポノイドツインの末端アルキル鎖が長いときにはスメ

クチックC相を示したが，対応するベンゼノイドは

非液晶であった．偶数の連結鎖をもつ2環性トロポノ

イドツインが発現するスメクチックC相では，トロ

ポン環が同じ向きに配向し，分子が大きく傾いた配列

モデルを提案した．4環性トロポノイドツインのスメ

クチックC相の熱安定性は，対応するベンゼノイド

ツインより劣っており，これは大きなチルト角をもつ

層構造を形成するためであることを明らかにした．

 第4章では，冷却時にだけスメクチックC相を示

すトロポン環が共に内側を向く対称な2環性ツインと

非液晶の外側を向く2環性ツインを混ぜることによっ

て，スメクチックA相が誘起されることを見い出し

た．前者の比率が多いときにはスメクチックC相も

発現した．この混合物のスメクチックA相の熱安定

性が，混合する前の両ツインよりも高く，これはトロ

ポン環が共に内側を向くツインの双極子モーメントを

外側を向くツインのトロポン環の双極子モーメントで

打ち消すためと解釈した．

 第5章では，ベンゼン環とトロポン環を同一分子に

合わせもつ異種コアツインの液晶性について述べた．

2環性異種コアツインはスメクチック相を発現した

が，対応するベンゼノイドツインは全て液晶相を発現

しなかった．連結鎖が偶数の2環性異種コアツインの

層構造は，トロポン環の双極子モーメントを打ち消す

配列と，コア部とアルキル鎖が完全にミクロ相分離す

る配列が考えられ，後者が妥当であると結論した．更

に，もう一つベンゼン環を導入したトロポン環と2つ

のベンゼン環をもつ3環性異種コアツインでは，トロ

ポン環とベンゼン環が重なりあった層構造を形成し，

2環性異種コアツインよりも熱安定性に優れたスメク

チックA相とスメクチックC相を示した．

 第6章では，各章の結果を総括した．

論文調査の要旨

 液晶の基本構造としては一般に，剛直なコア部と柔

軟な側鎖が必要であると経験的に言われている、その

コア部には主に，最低2つ以上の6員環などが用いら

れるが，コア部には分子を配列させるために，極性置

換基が存在することが望まれる．本論文では，比較的

大きな双極子モーメントをもつトロポノイドと呼ばれ

る7員環構造を液晶のコアに用い，さらに，2つの極

性なコア部をアルキレン鎖などの連結基で強制的に繋
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いで，2つのトロポン環が同方向を向くツインダイ

マー，共に内側を向くダイマーと共に外側を向く3種

のツインを合成し，液晶発現時にどのような分子配列

を取るかについて明らかにすることを目的にしてい

る．本論文で得られた主な成果は次の通りである．

（1）2つのトロポン環が同方向を向いた2環性ツイ

ンは，連結基の数が4または5のときにスメクチック

A（SA）相を発現した．連結鎖が偶数の場合は，コア

とアルキル鎖のミクロ相分離と双極子モーメントの打

ち消しの両方を満足した層構造を形成することを明ら

かにしている．連結鎖が奇数の場合もSA相を示し，

一般に，奇数連結鎖をもつツイン化合物がアンチスメ

クチックC（SCA）相を示すことと好対照な結果を得

ている．このことは，head－to－tail配列したトロポン

環が傾くと，電子欠乏部同士と電子豊富部同士が互い

に近付き静電的に不安定になるため，SCA相を示さな

かったと解釈している．

（2）トロポン環が共に内側を向く2環性ツインとさ

らにこのツインに2つのベンゼン環を導入した4環性

ツインは，末端アルキル鎖が長いときにスメクチック

C（Sc）相を示した．連結アルキレン鎖が偶数の2環

性ツインおよび4環性ツインのSc相は，トロポン環

が同じ向きに揃い，分子が大きく傾いたパッキングモ

デルをとることを粉末X線回折結果から提案してい

る．一方，4環性ベンゼノイドッインは，トロポノイ

ド4環性ツインよりSc相の熱安定性が高く，連結アル

キレン鎖が偶数のトロポノイド4環性ツインは，ベン

ゼノイド4環性ツインのSc相よりチルト角の大きな層

構造を形成することを明らかにしている．

（3）トロポン環が共に外側を向く2環性ツインは非

液晶であることを示している．

（4）トロポン環が共に内側を向くSc相を示す2環性

ツインと外側を向く非液晶の2環性ツインを混合する

とSA相が誘起され，前者の比率が多いときにはSc相

も発現した．このSA相は，内側を向く2環性ツイン

の双極子モーメントを外側を向く2環性ツインのトロ

ポン環で打ち消すことで発現することを粉末X線回

折結果から考察している．

（5）トロポン環とベンゼン環を1つずつもつ2環性

異種コアツインはS相を発現したが，2環性ベンゼ

ノイドッインは全て液晶相を発現しなかった．連結鎖

が偶数の異種コアツインの層構造として，トロポン環

の双極子モーメントを打ち消す配列と，コアとアルキ

ル鎖が完全にミクロ相分離する配列を提案している．

（6）トロポン環を内側にもつ4環性ツイン，対応す

るベンゼン誘導体，3環性異種コアツインのS相か

ら等方性液体になる転移エントロピーを比較すると，

4環性ツインだけで連結アルキレン鎖の奇偶効果が見

られなかった．これは液晶性発現時にトロポン環の2

位のエステル基が転位し，その結果，コア部が拡大す

ることで説明している．

 以上要するに，本論文は，大きな双極子モーメント

をもつコア部をアルキレン鎖で強制的に結び付けたト

ロポノイドッインを合成し，液晶性愛現時の分子配列

と液晶相の相関を明らかにしたもので，有機合成化

学，液晶化学，有機工業化学の分野に寄与するところ

が大きい．よって，本論文は博士（工学）の学位論文

に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 クラスターの触媒機能の開発は有機金属化学の課題

の一つである．複数の金属による反応基質の活性化は

単核錯体では発現しない反応活性，反応選択性を発現

する可能性があり，これまでの触媒反応では達成でき

ない反応が実現する可能性がある．金属クラスターに

架橋配位子を導入したクラスター錯体の例が報告され

ているが，触媒反応に応用した例はほとんどない．こ

れまでの研究で，ルテニウム三二二ルボニルクラス

ター錯体（肉，η2：η3：η5－acenaphthylene）Ru3（CO）7（1）

によって，ケトンの触媒的ヒドロシリル化が進行する

ことが明らかになり，従来のWilkinson触媒， RhC1

（PPh3）3，と比較して活性が高く，立体，および位置選

択性が異なる結果が得られていた．本論文はクラス

ター（1）が通常の触媒的ヒドロシリル化反応では報告

がないアセタールの還元や環状エーテル類のヒドロシ

リル化反応が進行することを発見したことを契機に，

このアセタールの還元，および環状エーテル類のヒド

ロシリル化反応を詳細に検討したところ，ヒドロシリ

ル化反応の拡張として制御された環状エーテル類の重

合反応が進行すること，エステルの還元反応が進行す

ることを見出し，これらの反応の活性，ならびに選択

性を明らかにし，反応機構二を明らかにすることを目的

として研究を行なった成果についてまとめた．
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Scheme 1 アセナフチレンを架橋配位子とするルテニウムクラスター（1）

1．錯体（1）を用いたシランの活性化による環状工一テ

 ルの開環重合

 まずケトンのヒドロシリル化から含酸素化合物であ

るアセタールの還元，環状エーテルの開環シリル化反

応に拡張し，エーテル，シリルエーテルが得られるこ

とを明らかにした．さらに環状エーテルでは条件に

よって重合が進行することが明らかとなった．特に

THFのシラン誘起の開環重合は反応温度，ならびに

THF・シラン比によって102－105の範囲で分子量を制

御することが可能であることを明らかにした．THF

の重合はトリアルキルシランでよい結果が得られ，ジ

ヒドロシラン，トリヒドロシランではほとんど重合が

進行しなかった．触媒にアズレン配位子を有する2－4

核のルテニウムクラスター錯体を用いた重合では3核

錯体の活性が錯体（1）に次いで高いことが明らかと

なった．本研究は数回から数十万の分子量をもつポリ

THFの末端にブチル基とシロキシ基が導入されたこ

どを明確に示した最初の例である．

2．末端にシロキシ基を有するポリアルキレンオキシド

 の化学変換

 末端構造が明確なポリマーが得られるというシラン

誘起の開環重合の成果をもとに末端にシロキシ基を有

するポリ環状エーテルの化学変換，ならびにその応用

についての研究を行なった結果，末端シロキシ基のポ

リマーがアシルハライドを用いることで穏和な条件で

定量的にエステル末端に変換できることを明らかにし

た．さらにアシルハライドとして2官能基性の塩化ア

ジボイルを用いた反応によってポリTHFがアジピン

酸の両末端についたポリマーの合成に成功した．この

事実はポリマーの末端にシロキシ基とブチル基が一つ

ずつ導入されていることを示す結果であり，NMRで

明らかにしたポリTHFの末端解析の結果を強く支持

している．また，ポリマー末端に反応性の官能基を導

入することによってマクロモノマー，マクロイニシ

エーター，または機能性ポリマーとして応用できる可

能性を示した．

3．エステルの還元

 エステル，カルボン酸，ならびにアミドのカルボニ

ル基が，ルテニウムクラスター錯体によって，ヒドロ

シリル化されることを見出した．特にジオキサン中で

ルテニウムクラスター錯体（1）とヒドロシランを反応

させた後に基質を添加するジオキサン活性化法によっ

てすみやかに還元反応が進行する．反応の条件検討に

よりヒドロシラン，エステルの置換基の立体障害に

よって選択性に差が現れることを明らかにした．ジオ

キサン中でヒドロシランにより錯体（1）を活性化する

と，ケトンのヒドロシリル化では反応の加速，シラン

誘起のTHF重合においては減圧下条件から常圧下条

件で反応が進行することが明らかとなった．

4．錯体の素反応，反応機構に関する考察：錯体化学的

 アプローチ

 ヒドロシリル化，THF重合，還元の触媒反応にお

いて3核ルテニウムクラスター錯体がよい結果を与え

るという成果を受け，ヒドロシランの活性化機構の検

討を行なった．ルテニウム3核クラスター（1）とヒド

ロシランとの素反応から得られるシランの酸化的付加

体は3核クラスター骨格を保持していることは錯体

（1）を用いた研究で鈴木により明らかにされている

が，新たにトリメチルアズレンを配位子に有するルテ

ニウムクラスター錯体も3核構造を保ったまま反応が

進行し，ハプティシティ変化を起こし配位様式が変化

していること，配位子が水素化を受けていること，，配

位不飽和な酸化的付加体が生成することを明らかにし

た．このシランの酸化的付加体はもとのクラスター錯

体よりも高活性な触媒であることが明らかとなり，よ

り触媒活性種の構造に近くなっていることを示唆して

いる．アセナフチレン配位子をもつクラスター錯体（1）

においてもトリメチルアズレンの酸化的付加体と同様

に配位子が水素化され，類似の構造をとることで活性

の高い触媒となることを示唆するNMRスペクトル結

果を得た．

 本研究では多望式芳香族を配位子に有するルテニウ

ムカルボニルクラスター錯体によるヒドロシランの活

性化，ならびに触媒分銭酸素有機化合物の化学変換反

応に関する基礎研究を行なった成果をまとめた．得ら

れた成果はケトン，アセタール，環状エーテル，エス

テル，カルボン酸，アミド等含酸素化合物に広く応用

できるヒドロシランを用いた触媒反応の開発に成功し

た意味で重要である．またもう一つの成果は，触媒活

性種にルテニウムクラスターの3核構造が含まれる可

能性を示唆したことである．このことは今後の課題で

あるクラスター触媒の開発へ向けて興味深い知見を提

供した．

論文調査の要旨

分子触媒を用いる有機反応は，触媒の作用により反
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応の活性化エネルギーを引き下げることができるた

め，エネルギー的に有利な化学プロセスを生み出す鍵、

であるだけでなく，反応系内で触媒が高い効率で回転

するため，微量の触媒を添加するのみで，大量の生成

物を作り出すことができる．また，最先端化学を駆使

することにより，触媒分子の構造を自由に構築し，そ

の機能を最大限に活用することも可能である．しかし

ながら，既存の分子触媒の多くは，限られた構造をも

つ金属錯体であり，次世代にさらに効率的，かつ高機

能の触媒を創製するには，新しい構造をもつ金属化合

物を開発していく必要がある．

 有機金属クラスター化合物は，複数の金属の集合効

果により，単独の金属錯体では達成できない反応性を

もつことが明らかとなっている．クラスターは，その

核を形成する金属種の種類，戸数によって，多種多様

な性質をもつ化学種を作れるため，金属の特徴である

触媒作用に展開した際に，次世代分子触媒としての将

来性が期待されている．クラスターの核となる金属が

複数結合した化学種は，それ自体では不安定で単離が

困難であるため，それを安定化する配位子を結合させ

ることにより化合物として取り扱われる．しかしなが

ら，有機金属クラスターを分子触媒に用いる際には，

クラスター錯体が反応試薬として取り扱えるほど安定

である必要があると同時に，実際の反応系では容易に

反応活性な化学種を発生するという性質をもっている

必要がある．このような性質を示す反応活性な有機金

属クラスターの設計と合成の実現，および，触媒作用

の開発は，触媒化学における大きな問題である．

 本論文では，クラスターとして3核構造をもつルテ

ニウム骨格を，配位子として一酸化炭素とアセナフチ

レン，アズレンといった共役π電子系化合物により

安定化した錯体を合成し，それを触媒として用いて含

酸素有機化合物の触媒的化学変換反応の開発を研究し

たもので，以下の成果を得ている．

（1）アセナフチレンを配位子とする3核ルテニウムカ

  ルボニルクラスターを用いて，ヒドロシランを活

  性化することにより，環状エーテルが開環重合

  し，数等～数十万の分子量をもつポリアルキレン

  オキシドが合成できることを発見している．シラ

  ンとモノマー比，および，反応温度を変えること

  により，分子量を任意に制御でき，かつ，分子量

  分布の狭いポリマーが得られる．また，ポリマー

  の末端構造は明確であり，片方の末端にアルキル

  基，他方の末端にシロキシ基をもつポリマーが得

  られる．モノマーとしては，エポキシド，オキセ

  タン，テトラヒドロフランを用いることができ

  る．このような末端構造が明確な分子量分布の狭

  いポリアルキレンオキシドを，任意に分子量を変

  えて合成することのできる重合法は従来開発され

  ておらず，初めての例である．

（2）上記重合反応の反応機構を明らかピする目的で，

  反応条件を制御した実験，重水素でラベルしたシ

  ランを用いた実験をおこない，3核ルテニウム化

  下種にヒドロシランが酸化的付加したのち，生成

  したルテニウムーケイ素結合がヘテロリティック

  に上裂して，環状エーテルの開環重合を引き起こ

  す反応機構を提唱している．また，この反応機構

  において，高活性なルテニウム種を発生させるの

  に，アセナフチレン配位子が重要な役割を果たし

  ているこどを種々．のルテニウムクラスターを触媒

  として用いた実験により証明している．

（3）上記重合反応においては，末端構造の明確なポリ

  アルキレンオキシドが得られる．得られたポリ

  マーの有効利用法として，末端シロキシ基をカル

  ボン酸ハロゲン化物で処理することにより，幽末端

  にエステル基を導入することを開発した．また，

  この方法を用いて，ブロック共重合体を含む高次

  構造を含むポリアルキレンオキシドの合成法への

  展開に成功している．

（4）アセナフチレンを配位子とする3核ルテニウムカ

  ルボニルクラスターが，効率的にヒドロシランを

  活性化する性質を，環状エーテル以外の含酸素有

  機化合物の還元反応に応用し，エステル，カルボ

  ン酸，アミドが効率的に還元されて，エステルか

  らはシリルエーテルとアルキルエーテルが，カル

  ボン酸からはシリルエーテルが，アミドからはア

  ミンが収率よく得られることを発見している．触

  媒を反応の直前にヒドロシランで活性化すること

  により，温和な反応条件で迅速な還元を達成し

  た．以上の結果は，他の触媒と比較して取り扱い

  容易なトリアルキルシランをヒドロシランとして

  用いることができる点で特徴があり，また，他の

  既知のルテニウムカルボニルクラスターよりもは

  るかに高活性である点で有用である．

（5）以上の一連の触媒反応において，アセナフチレン

  を配位子とするルテニウム3核カルボニル錯体が

  ヒドロシランを活性化する過程が，高い触媒活性

  を生み出す鍵である．この反応機精を明らかにす

  るため，アズレンを配位子としたルテニウム3核

  カルボニル錯体とヒドロシランの反応を検討し，

  酸化的付加体を単離するとともに，その触媒活性

  の検証，触媒濃度が高い条件における触媒反応の

  途中に存在する化学種をスペクトル的に捕捉し，

  クラスター中間体を経由する触媒反応であるこ

  と，ならびに，その高い反応性に共役π電子配

  位子の存在が必須であること，を実証している．
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 以上要するに，本論文はアセナフチレン，アズレン

等の共役π電子化合物を高い触媒活性を生み出す鍵

になる配位子としてもつルテニウム3核カルボニルク

ラスターを用いて，ヒドロシランを触媒的に活性化す

ることにより，従来達成が困難であった環状エーテル

の開環重合による末端構造の明らかなポリアルキレン

オキシドの精密合成，エステル，カルボン酸，アミド

の温和な条件下での還元を初めて達成したものであ

る．また，得られたポリマーの有効利用法としての末

端シロキシ基のエステル基への変換反応の開発，なら

びに，反応機構の実験的解明をクラスターへのヒドロ

シランの酸化的付加反応によるケイ素一ルテニウム化

合物の単離，構造決定，触媒反応中に存在する化学種

の同定により達成している．以上の成果は，高分子合

成化学，有機合成化学，ならびに，有機金属化学，有

機工業化学に寄与することが大きい．よって本論文

は，博士（工学）の学位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 遷移金属錯体による触媒反応では，触媒活性種とし

て配位不飽和種が生成していることが知られている．

近年，配位不飽和種を形成する配位子の特殊な効果と

して，配位子のハプティシティ （配位数）変化が着目

されている．アミジナート配位子は，pseudoアリル

配位子としてハプディシティ変化が可能な配位子の1

つであり，また，その多様な配位化学について多くの

研究がなされている．しかし，後周期遷移金属のアミ

ジナート錯体の研究は，前周期金属に比べ少なく，特

にルテニウム錯体の報告例はほとんどない．Nagashima

らは，ルテニウムアミギナート錯体の合成研究を行っ

た結果，Cp＊Ru（η一amidinate）（1）錯体の合成に成功

した．錯体1は形式的に16電子錯体で，実際に高い反

応性を示す配位不飽和な錯体である．錯体1のX線

構造解析およびDFT計算より， Figure 1のように，

アミジナート配位子のπ配位が配位不飽和種を安定
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化していることが確認されている．しかし，このアミ

ジナート配位子のπ配位効果について，その例は錯

体1のみであり，その一般性が明らかになっていな

い．そこで本研究では，錯体1と等電子構造である錯

体〔（η6－arene）Ru（η一amidinate）］＋X一（2）の合成および

構造について検討を行った．また，配位不飽和ルテニ

ウム錯体の反応性に関する報告では，錯体の電荷の効

果や，カチオン性錯体の対アニオンの効果について比

較検討された例はない．そこで，錯体1と錯体2の反

応性の比較研究を行った．錯体1および2は高い反応

性をもつ配位不飽和種として，錯体触媒としての可能

性は充分高い．本研究では，触媒反応への展開の1つ

として，錯体1および錯体2からのカルベン錯体の合

成，および反応性に関する研究を行った．錯体1およ

び2は，配位不飽和錯体として高い反応性を示すが，

空配位座を1つしか持たないため，複数の基質の同時

活性化は難しい．そこで，複数の空配位座をもつ配位

不飽和錯体の前駆体として，ジエン配位子およびアセ

トニトリル配位子をもつ錯体の合成についても研究を

行った．

 錯体2の合成と構造に関する研究では，まず錯体2

の前駆錯体となり得るハロゲン錯体（η軋arene）Ru（η一

amidinate）X（3）の合成および性質について検：討を

行った．その結果，錯体3は［（弟arene）RuC12］2としi

（amidinate）の反応より効率よく合成できた．錯体3の

ハロゲン基は，配位性溶媒中で，溶媒の配位によりア

ニオンとして解離することが明らかになった．すなわ

ち，錯体3のハロゲン基は解離しやすく，錯体3が錯

体2の適切な前駆錯体であることが示唆された．次

に，錯体3のハロゲン引き抜き反応によるカチオン錯

体2の合成を行った．錯体2の対アニオンが弱配位性

のOTfアニオンの場合，固体状態でOTfアニオンが

ルテニウムにη1配位した錯体4が得られた．しかし
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錯体4のNMRスペクトルより，溶液中ではOTfア
ニオンの可逆的な配位平衡が存在していることが明ら

かになった．そこで，非配位性のTFPBアニオンを

もつ錯体2’，およびPF6アニオンをもつ錯体2”を合

成した．錯体2”のX線結晶構造解析により，固体状

態でも対アニオンが配位していないカチオン性錯体で

あることが明らかになった．錯体2”のNMRスペク

トル測定より，これは溶液状態でも同様であった．ま

た錯体2”の固体構造では，錯体1と同様にアミジナー

ト配位子のπ配位効果が確認され，また錯体2のDFT

計算の結果からも支持された．これより，カチオン性

錯体2においても，アミジナート配位子のπ配位効

果が確認された．

 錯体1と錯体2の反応性に関する比較研究では，錯

体2’の種々の2電子供与性配位子に対する反応性に

ついて検討した．その結果，錯体1と同様に高い反応

性を示し，対応する付加錯体を与えることが明らかに

なった．錯体2’および錯体1のCO付加錯体のIR解

析によるCO伸縮振動に比較より，強いπドナー性を

持つ錯体1に対し，錯体2はπドナー性が低いこと

が明らかになった．また，錯体2と錯体1とピリジン

の反応性の違いから，錯体2のσアクセプター性は

錯体1に比べて大きく，錯体2が強いルイス酸性であ

ることが明らかになった．以上の結果は，配位不飽和

錯体ルテニウム錯体の反応性における，錯体の電荷の

効果を明確に示している．また錯体2の反応性におけ

る対アニオンの効果について，錯体2に対する対アニ

オンの配位力が強くなるほど，錯体の反応性が低下す

ることが明らかになった．

 錯体1および錯体2か日のカルベン錯体の合成，お

よび反応性に関する研究について，錯体1および錯体

2とカルベン配位子導入剤としてTMSCHN2反応を検

討した．その結果，錯体1はTMSCHN2に対して反応

性は示さなかったが，錯体2の反応では，Scheme 1

に示すように，ルテニウム上にケイ素基をもつアミジ

ナトカルベン錯体5が得られた．錯体5によるノルボ

ルネンの開環メタセシス重合を検討した結果，錯体5

のうちC6H6配位子をもつ錯体では，その活性は高く

ないものの重合反応が起こることが明らかになった．

また，錯体5とCOの反応により， Scheme lに示す

ように，ルテニウム上のシリル基がカルベン配位子に

馬命．K《奇
 N－Ru－N         N－Ru－X

哩践汽＼
7 8

Figure 3
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α転位して，アミジナトシリルメチル錯体6が生成す

ることが明らかになった．錯体6の光照射により逆転

位反応がおこり，錯体5におけるαシリル基転位反

応が可逆性をもつことが明らかになった．この結果

は，金属一筆ルペン配位子間の可逆的なシリル基のα

転位反応を初めて示した例である．

 ジエン配位子およびアセトニトリル配位子をもつ錯

体の合成研究では，Figure 3に示すアミジナート錯体

の合成に成功した．ジエン錯体の合成について，ジエ

ンルテニウム前駆錯体とアミジナートの銀塩およびリ

チウム塩との反応より，2つのアミジナート配位子を

有する錯体7が得られた．また，モノアミジナート錯

体8は，（η生NBD）RuC12（pyridine）2と1当量のリチウ

ムアミジナート塩の反応より得られた．錯体8は分子

内にハロゲン基を持つので，錯体3と同様に前駆錯体

としての有用性が高いと考えられる．次に，アセトニ

トリル錯体の合成を検討した結果，錯体3のアセトニ

トリル中での光反応およびアニオン交換により錯体9

を得た．錯体9の置i換活性について検討した結果，錯

体9は単座および2座の電子供与配位子と置換反応を

起こすことが明らかになった．

 本研究では，配位不飽和ルテニウムアミジナート錯

体について，アミジナートのπ配位効果の一般性を

確認し，またその反応性における電荷の効果および対

アニオンの効果を明らかにした．触媒反応への展開と

して，カルベン錯体の合成に成功し，その錯体がメタ

セシス反応性を示すことを明らかにし，また興味深い

シリル基転位反応も見出した．一方，ジエン錯体およ

びにアセトニトリル錯体の合成にも成功し，これらの

錯体は，今後その反応性や触媒作用に期待される．以

上の研究成果より，ルテニウムアミジナート錯体の化

学が，錯体合成および触媒反応等さらに広く展開する

ものと期待される．

論文調査の要旨
           十       9R・「
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 分子触媒を用いる有機反応は，触媒の作用により反

応の活性化エネルギーを下げることができるため，エ

ネルギー的に有利な化学プロセスを生み出す鍵である

だけでなく，反応系内で触媒が高い効率で回転するた

め，微量の触媒を添加するのみで，大量の生成物を作
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り出すことができる．また，最先端化学を駆使するこ

とにより，触媒分子の構造を自由に構築し，その機能

を最大限に活用することも可能である．しかしなが

ら，既存の分子触媒の多くは，限られた構造をもつ金

属錯体であり，次世代にさらに効率的，かつ高機能の

触媒を創製するには，新しい構造をもつ金属錯体を開

発していく必要がある．

 金属原子は単独では不安定であるため，分子触媒と

して用いられる金属化合物は，配位子により安定化さ

れた錯体である．配位子は，単に触媒活性種となる金

属中心を配位効果により安定化するのみならず，実際

の反応系では容易に反応活性な化学種を発生するとい

う性質をもつ必要がある．このように触媒系内で発生

した活性金属種は，配位不飽和種と呼ばれ，その化学

的性質の解明は触媒設計上きわめて重要な地位をしめ

ている．しかしながら，一般的には配位不飽和種は高

反応活性であるために容易に捕捉することができな

い．このため，単離しうるだけの安定性をもつ配位不

飽和錯体の創製とその基礎的な反応性の解明は，触媒

化学の本質を理解する上で，および，その研究を土台

として，新しい分子触媒を設計，合成していく上で重

要な鍵である．

 本論文では，窒素を含む共役系化合物であるアミジ

ナートを配位子とした配位不飽和ルテニウム錯体の合

成，構造，反応，触媒作用を研究した結果をまとめた

もので，以下の成果を得ている．

（1）カチオン性の配位不飽和ルテニウム錯体の前駆体

  となる，配位子として芳香族化合物（アレーン配

  位子）とアミジナート，およびハロゲン原子を配

  位子とする2価のルテニウム錯体を2つの合成経

  路で初めて合成に成功している．さらに，そのハ

  ロゲン原子を弱配位性の対アニオンに変更するこ

  とにより，きわめて反応活性なカチオン性の配位

  不飽和ルテニウム錯体を初めて合成している．ル

  テニウムを含む配位不飽和錯体の合成の成功例は

  限られており，本錯体の単離の成功は，反応解析

  が可能な配位不飽和錯体として貴重な成果であ

  る．本研究に直接結びつく研究として，永島らに

  より中性の配位不飽和ルテニウムアミジナート錯

  体の研究成果が得られているが，その等電子構造

  錯体であることから，構造，溶液挙動，反応性を

  直接実験的に比較できる上で重要である．

（2）カチオン性配位不飽和ルテニウムアミジナート錯

  体の単離の成功を受けて，その結晶構造，溶液挙

  動を系統的に検証している．カチオン性配位不飽

  和錯体の合成には，対アニオンの種類が重要であ

  り，フッ素を含む置換基をもつアニオン性有機ホ

  ウ素化合物等の弱配位性アニオンが適している．

  トリフルオロメタンスルホン酸アニオンは，結晶

  構造ではルテニウムへの配位が見られるが，溶液

  中では解離してカチオンを生成することを実証し

  ている．これらの事実は，前駆体であるハロゲン

  原子を配位子とする錯体からのカチオン種生成が

  特殊な条件でなければおこらないことと対照的で

  ある．また，カチオン性不飽和錯体の単結晶構造

  解析に成功し，本来不安定である配位不飽和種

  を，アミジナート配位子に存在するπ電子の可

  逆的な配位により安定化している可能性を実証し

  ている．

（3）上記カチオン性配位不飽和錯体の反応性を，種々

  の性質をもつ2電子配位子との反応により系統的

  に検討した結果，錯体に含まれる反応中心（ルテ

  ニウム原子）の性質が，遷移金属ルイス酸性を示

  すことを明らかにしている．等電子構造錯体であ

  る中性配位不飽和ルテニウムアミジナート錯体

  が，強いπ供与体であることと対照的であり，

  これにより，受容性，供与性の性質をもつ反応活

  性な2種類の配位不飽和ルテニウムアミジナート

  錯体が単離できることを実証している．

（4）上記カチオン性配位不飽和錯体の反応性の検討に

  おいて，トリメチルシリルジアゾメタンとの反応

  をおこない，ルテニウムーケイ素結合をもつアミ

  ジナトカルベン錯体が単離できることを発見して

  いる．この錯体の合成経路を検討し，有機ケイ素

  化学において初めて，遷移金属とカルベン炭素間

  の有機ケイ素基の可逆的な転位反応を見出してい

  る．さらに，得られたアミジナトカルベン錯体の

  カルベン構造は，オレフィンメタセシス活性をも

  ち，ノルボルネンの開環弓手セシス重合の触媒と

  して働くことを発見している．

（5）以上の一連の研究において，アミジナート配位子

  の配位不飽和ルテニウム種の特異的な安定化効果

  を明らかにしている．アミジナート配位子をもつ

  有機ルテニウム錯体は，有機金属錯体の中でも種

  類が少なく，今後，さらにこの化学を進めるため

  には，構造の異なるルテニウムアミジナート錯体

  の合成経路の確立が重要である．上記のアレーン

  配位子をもつルテニウムアミジナート錯体以外の

  錯体として，ジエン配位子と1つあるいは2つの

  アミジナート配位子をもつルテニウム錯体，1つ

  のアミジナート配位子と置換活性なアセトニトリ

  ルを配位子とするルテニウム錯体の合成経路を確

  立し，その構造と反応性を明らかにしている．

 以上要するに，本論文はアミジナート配位子をもつ

カチオン性の配位不飽和ルテニウム錯体の単離に成功

し，その構造，溶液挙動，反応性の検討を通じて，ル
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テニウム錯体触媒の開発の基礎となる配位不飽和種の

化学的性質を明らかにしたものである．また，研究例

の少ないアミジナート配位子を含むルテニウム錯体の

合成経路を開発し，今後の反応性ルテニウム錯体化学

と触媒反応への応用の耳擦を開拓している．以上の成

果は，有機金属化学，有機合成化学，有機工業化学に

寄与することが大きい．よって本論文は，博士（工学）

の学位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 閉鎖カプセル地球上における生物の住環境を保全す

るために，グリーンケミカルな物質製造の必要性が叫

ばれる中で，ルイス酸触媒を効果的に用いる反応は

益々その重要性を高めている．触媒の使用によって反

応を加速して省エネルギー型の物質製造を行い，触媒

上の配位子の適切な選択によって反応のレギオ・立体

化学制御を達成して反応ステップ数を短縮する合成手

法は，触媒効率が高くなればそれだけ合成化学的な魅

力が高まるはずなので，ルイス酸触媒を有効に用いる

物質製造技術基盤の確立は重要な研究課題となる．

 従来ルイス酸触媒を利用することが困難とされてき

た反応に，強配位性の求核剤を用いる反応がある．強

配位性の求核剤は触媒に強く結合して触媒を致命的に

失活させるからである．例えばオキシムおよびヒドラ

ゾンは，イミン窒素のみならずヒドロキシル基やアミ

ノ基のようなルイス酸触媒にとって触媒毒となるヘテ

ロ原子を有しているので，これらの求核剤を用いるル

イス酸触媒下での反応に関する反応例は報告されてい

ない．従って，これらの求眠剤を用いたルイス酸触媒

下での共役付加反応を開発する研究は大きな意義を有

すると考えられる．

 このような観点に立って本研究では，オキシムやヒ

ドラゾンをヘテロ求核剤として用いるルイス酸触媒下

の反応を開発し，新しい1，3一双極子の生成反応ある

いは1，3一双極性環状付加反応のレギオ化学制御のい

ずれかを達成することを目的として遂行された研究の

結果をまとめたものであり，全5章からなっている，

 第1章は緒論で，本研究の背景について述べた．

 第2章では，オキシムとα，β一不飽和カルボニル化

合物とのルイス酸触媒下での反応を検討し，オキシム

のイミン窒素が反応してオキシムのN一アルキル化が

起こり，ニトロンが生成することを発見した．この反

応では，単一のルイス酸触媒を用いるよりも，Zn12／

BF3・Et20およびLiClO4／TMSOTfなどの混合ルイス

酸が高い触媒活性を有していることを見い出した．そ

こでこれらの混合触媒系を用いたオキシム共役付加反

応における基質の一般性を検討した結果，オキシム基

質に関しては，芳香族アルドキシム，複素芳香族系ア

ルドキシム，α，β一不飽和アルドキシム，および一級

から三級までのアルキルアルドキシムなどの種々のタ

イプのアルドキシムに対して本反応が適用可能である

ことを明らかにした．ベンズアルドキシムのp一位の

置換基効果として電子吸引性基が反応を速やかに進行

させるが，電子供与性置換基をもつアルドキシムはイ

ミン窒素のルイス塩基性が高いために，ルイス酸触媒

に強く配位してこれを失活させるためと説明してい

る．アクセプター基質に関しては，アクリル酸メチル

はそれ自身の活性が低い事に加えて，触媒による活性

化が困難なためにベンゼン中での加熱還流条件が必要

になるものの，副反応であるニトロン環状付加反応は

進行することなく好収率でニトロンを単離することが

できた．一方，3一アクリロイルー2一オキサゾリジノ

ン，メチルビニルケトン，アクロレインなどの活性ア

クセプターとの反応では，室温条件下で好収率でニト

ロンを単離することができた．混合ルイス酸触媒が優

れている理由としては，BF3・Et20あるいはLiClO4

などのルイス酸がヨウ化物イオンあるいはトリフラー

トイオンなどのアニオン配位子を引き抜いて，よりル

イス酸触媒活性の高いカチオン性のルイス酸触媒種を

発生しているためと考察している．

 第3章では，ある種の配位子をもつルイス酸触媒条

件下では，β一位に置換基をもつアクセプター基質に

対するオキシム共役付加反応が触媒量のルイス酸触媒

で活性化できることを購い出した．そこで，キラルル

イス酸触媒下でのエナンチオ選択的オキシム共役付加

反応によるニトロンのエナンチオマー合成を検討し

た．種々のキラル配位子とルイス酸を組み合わせて検

討した結果，DBFOX／Phキラル配位子とZn（ClO4）2・

6H20から誘導したキラルアクア錯体触媒の存在下で

2一フルフラールオキシムと1一クロトノイルー3一

フェニルー2一イミダゾリジノン基質との0℃におけ

る反応で，中程度の（64％ee）のエナンチオ選択性を

達成する事ができた．エナンチオ選択性は中程度であ

るものの，この反応はオキシムの共役付加反応による
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初めてのエナンチオ選択的なニトロン合成例を提供し

た．必ずしも高いエナンチオ選択性が得られなかった

こと，2一フルフラールオキシムのみがキラリティー

制御を達成できたことから，反応に関与したオキシム

の立体化学の違いが反応のエナンチオ選択性に大きく

影響したことが判明した．すなわち，用いたアルドキ

シムの中で2一フルフラールオキシムのみがZ一体の

立体構造を有していて，オキシムのイミン窒素がアク

セプター基質の平面に垂直な方向から接近するリニ

アーな遷移状態において，この基質が特別に高い反応

性を有することと，E一オキシムのイミン炭素上の置

換基との立体障害がオキシムの接近の方向性を決める

ことがエナンチオ選択性と関係するとして説明され

た．さらに，同位体化された基質を用いた立体選択性

の実験に基づいて，ニトロン生成の反応機構としてエ

ン反応型の協奏反応機構は否定され，段階的な共役付

加反応型の機構で反応が進行していることを明らかに

した．

 第4章では，オキシム類縁体であるヒドラゾンを用

いたルイス酸触媒下での共役付加反応を検討し，触媒

量のルイス酸下でも反応が円滑に進行する事を見い出

した．例えば，ノV一ベンジリデンーπ’一フェニルヒ

ドラゾンを用いた反応では，予想通りヒドラゾンが共

役付加した結果アゾメチンイミン中間体が生成する

が，最初の共役付加反応よりも生成したアゾメチンイ

ミンと不飽和カルボニル化合物との環状付加反応がよ

り速やかに進行して，2：1付加体であるピラゾリジ

ン誘導体が高収率で生成する．共役付加反応段階で

は，ヒドラゾン窒素上のフェニル基のp一位の置換基

の電子供与性が高まるに従って反応性が向上する．触

媒量のルイス酸が効果的に反応を加速する事から，キ

ラルルイス酸触媒下でのエナンチオ選択的なアゾメチ

ンイミン生成／環状付加反応を検討したが，選択性は

殆ど発現しなかった．アゾメチンイミン中間体の反応

性が非常に高いために，キラルルイス酸触媒経由での

反応が殆ど進行せず，無触媒下でのバックグランド環

状付加反応が触媒反応の選択性を打ち消したものと考

えられる．

 第5章は，4章までの総括である．

論文調査の要旨

 地球上生物の住環境への負荷を最小化する配慮の下

で行える物質製造の基礎を提案することは，将来の有

機合成化学に期待される重要な研究の方向性と言え

る．この観点に立てば，触媒を用いる効率的合成手法

の開発研究は重要である．少量の触媒を用いること

で，反応加速により省エネルギー的な物質変換が可能

となり，反応のレギオ・立体化学制御が達成され，反

応ステップ数が短縮されるが，さらに魅力ある研究と

して触媒を用いた新規反応の創成研究が挙げられる．

従来法では達成困難な変換反応が触媒の利用によって

初めて可能となり，しかもそれらがグリーンサステイ

ナブルな物質製造の基礎となるので，触媒下での反応

創成研究はまさに，触媒を有効に用いる物質製造技術

基盤の確立に大きく貢献することとなる．

 この基本的な考えの下で，著者は次のような研究シ

ナリオを設定している．つまり，従来ルイス酸触媒を

利用することが困難とされてきた反応に，強配位性の

求核剤を用いる反応がある．強配位性の求核剤は触媒

に強く結合して触媒を致命的に失活するからである．

例えばオキシムおよびヒドラゾンは，イミン窒素のみ

ならずヒドロキシル基やアミノ基のようなルイス酸触

媒にとって触媒毒を発現するヘテロ原子を有している

ので，これらの求核剤を用いるルイス酸触媒下での反

応に関する反応例は報告されていない．従って，これ

らの求南国を用いたルイス酸触媒下での共役付加反応

を開発する研究は，触媒科学上大きな学術的意義を有

すると考えた．

 著者は，オキシムやヒドラゾンをヘテロ求核剤とし

て用いるルイス酸触媒下の共役付加反応の開発に初め

て成功し，これらがニトロンやアゾメチンイミンなど

の1，3一双極子の有用な生成法となることを明らかに

し，以下に述べる顕著な成果を得ている．

1）オキシムとα，p一不飽和カルボニル化合物との反応

 がルイス酸触媒下でスムーズに進行し，オキシムの

 イミン窒素が反応してオキシムのN一アルキル化が

 起こり，ニトロンが高収率で生成することを初めて

 発見した．この反応では，単一のルイス酸触媒を用

 いるよりも，Zn12／BF3・Et20およびLiClO4／

 TMSOTfなどの混合ルイス酸がより高い触媒活性

 を有していることを明らかにした．

2）本反応には，芳香族アルドキシム，複素芳香族系ア

 ルドキシム，α，6一不飽和アルドキシム，および一

 級から三級までのアルキルアルドキシムなどの種々

 のタイプのアルドキシムが適用可能であることを明

 らかにした．ρ位に電子供与性置換基をもつアルド

 キシムは反応性の低下を招くが，これはイミン窒素

 のルイス塩基性が高いために，反応活性を高める効

 果よりも，求核剤がルイス酸触媒に強く結合してこ

 れを致命的に失活させるためと説明している．

3）混合ルイス酸触媒が優れている理由としては，

 BF3・Et20あるいはLiClO4などの共触媒が他方の

 触媒のヨウ化物イオンあるいはトリフラートイオン

 などのアニオン配位子を引き抜いて，よりルイス酸

 触媒活性の高いカチオン性のルイス酸触媒種を発生

 させるためであることを実証している．
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4）配位子をもつルイス酸触媒の存在下では，β一位に

 置換基をもつアクセプ隔月基質に対するオキシム共

 役付加反応が触媒量のルイス酸触媒で活性化できる

 ことを率い出し，・これを利用して，キラルルイス酸

 触媒下でのエナンチオ選択的オキシム共役付加反応

 によるニトロンのエナンチオマー合成を達成した．

 すなわち，DBFOX／Phキラル配位子から誘導した

 ニッケル（H）のアコ錯体触媒の存在下で2一フル

 フラールオキシムを用いた反応において，中程度の

 （83％ee）のエナンチオ選択性を観察している．こ

 の反応は，初めてのエナンチオ選択的なニトロン合

 成例である．

5）同位体で標識したオキシム基質を用いた共役付加反

 応の立体選択性の実験に基づいて，ニトロン生成の

 反応機構としてエン反応型の協奏反応機構は否定さ

 れ，反応は段階的な共役付加反応型の機構で進行し

 ていることを明らかにしている．さらに，反応に用

 いた各種アルドキシムの中でも，2一フルフラール

 オキシムのみがZ一体の立体構造を有しているため

 特別に高い反応性を有することを見い出し，E一瞬

 キシムのイミン炭素上の置換基とアクセプター基質

 との立体障害がオキシムの接近の方向性を決め，こ

 れがエナンチオ選択性発現の障害になると合理的な

 説明を与えている．

6）オキシム類縁体であるヒドラゾンを用いたルイス酸

 触媒下での共役付加反応を検討し，触媒量のルイス

 酸存在下でも反応がスムーズに進行する事を見い出

 している．この反応では，ヒドラゾンのイミン窒素

 が共役付加してまずアゾメチンイミン中間体が生成

 するが，これと不飽和カルボニル化合物との環状付

 加反応がより速やかに進行するため，2：1付加体

 であるピラゾリジン誘導体が高収率，高ジアステレ

 オ選択的に生成した．

 以上要するに，本論文は強配位性の求平等であるオ

キシムやヒドラゾンをヘテロ求核剤として用いるルイ

ス酸触媒下での共役付加反応の開発に初めて成功し，

これらがニトロンやアゾメチンイミンなどの窒素系

1，3一双極子の一般的で有用な新規生成法を提案した

ものである．本気キシム共役付加反応の反応機構とし

て段階的な共役付加反応を提唱し，キラルルイス酸触

媒を用いたエナンチオ選択的な反応の開発にも成功し

ている．以上の成果は，有機合成化学，複素環化学，

触媒科学に寄与するところが大きい．よって本論文

は，博士（理学）の学位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 Zircaloy， which is a zirconium－base alloy including

tin， iron， chromium and nickel， has been used for the

cladding material of nuclear fuel for a boiling water

reactor（BWR）負nd a pressurized water reactor

（PWR）． The important characteristics of this alloy

are small cross section of capture of thermal neu－

trons． excellent corrosion  （oxidation） resistance

against water or steam and high mechanical

strength at elevated temperatures Until the present

time， various attempts to optimize the alloy composi－

tion and the heat treatment have been performed

for improving these properties． Such attempts， how－

ever， have been mainly based on empirical methods

and the roles of alloying elements in improving the

corrosion resistance have not necessarily been un－

derstood from the microscopic viewpoints． For ex－

ample， tin has been believed to be an important alloy

element to relieve the degradation of corrosion resis－

tance of engineering－grade zirconium in which ap－

preciable arnount of nitrogen is present as an impu－

rity． Any reliable microscopic explanation， however，

has not been given． Far from that， even the oxida－

tion mechanism of tin has not sufficiently been un－

derstood despite that it is a major alloying element

in Zircaloy．

 Objectives of the present study are（1）to examine

the oxidation behavior of tin in the oxidation process

of Zircaloy，（2）to evaluate the solubility of tin oxide

in zirconium oxide at usual reactor temperatures，

and（3）to clarify the microscopic mechanism of con－

tribution of tin to improve the corrosion resistance．

The dissertation is composed of five chapters．



平成14年 九州大学大学院総合理工学報告 第24巻 第2号 一237一

 In chapter 1， the background， objective and out－

line of the present study are described。

  In chapter乞， the theoretical aspects of X－ray pho－

toelectron spectroscopy（XPS）and its experimental

techniques are described．

  In chapter 3， a topic of oxidation behavior of tin in

the oxide layer of Zircaloy and Zircaloy－type aUoys is

described． Zircaloy－type alloys including O．23 and

O．82mass％， of tin and Zircaloy－4 with tin content of

l．51mass％were completely oxidized in O．l MPa

steam at 673 and 873 K． The oxidized specimen was

further heated at 873 and l173 K in O．l MPa steam

in the case of specimen including O．23 mass％of tin．

The chemical composition of the fine fragments of

the．oxidized specimen was measured by XPS． A

considerable enrichment of tin oxide SnO2 near sur－

face of fine’ ?窒≠№高?獅狽?was observed， and it was at－

tributed to the segregation of SnO2 at the grain

boundary of zirconium oxide． The enriched tin oxide

was not dissolved in zirconium oxide during heating

at 873 K for long time． On the other hand， the en－

riched tin oxide was dissolved in the zirconium ox－

ide during heating at l l73 K． Summarizing these ex－

perimental data， it was concluded that tin oxide was

not dissolved in zirconium oxide at usual reactor

temperatures， and that the solubility of SnO2 in the

monoclinic phase of ZrO2 at l173 K was larger than

O．23mass％and the dlffusion coefficient of tin in the

monoclinic phase of ZrO2at 1173 K was in order of

magnitude of 10－19～10－18 cm2／s．

  In chapter 4， a topic of XPS study of chemical

states of tin and zirconium in the oxide layer of

Zircaloy－4 with tin content of l．51 mass％ and

Zircaloy－type alloy including 3．02 mass％of tin is de－

scribed． First， the depth profile of chemical state of

tin and zirconium in the natural oxide layer of these

alloys was studied by angle－resolved XPS． It was

pointed out that tin in the metallic state was present

in the depth in which zirconium was completely oxi－

dized． Next， the influence of the preferential sputter．

ing of oxygen due to argon ion sputtering upon the

chemical state of zirconiurn and tin was studied by

using the oxide layer of Zircaloy－type alloy including

3．02mass％Of ti11， which was oxidized in steam（0．l

MPa）and oxygen（0．03 MPa）at 673 and 773 K， re－

spectively． In the experiment， the re－oxidation rate

of tin and zirconium， which were reduced by the

preferential sputtering of oxygen， was examined． It

was concluded that the re－oxidation rate of tin is

smaller than that of zirconium and metallic tin can

be present in the region in which zirconium was

completely oxidized．

 In chapt6r 5， the summary and conclusion are de－

scribed． The experimental results can be summa－

rized as follows：（1）Metallic tin atoms are segre－

gated at the grain boundaries of the zirconium oxide

layer in the early stage of oxidation and gradually

oxidized in the course of oxidation of Zircaloy．

（2）The tin oxide cannot be dissolved in the zirco－

nium oxide phase as a solid solution at usual reactor

temperatures．（3）The solubility of SnO2 in the mono．

clinic phase of ZrO2 at 1173 K is larger than O．23

mass％， and the diffusion coefficient of tin in the

monoclinic phase of ZrO2 at 1173 K is in order of

magnitude of 10－19～10－18 cm2／s． Consequently， the

microscopic role of tin in improving the corrosion re－

sistance can be interpreted as follows：Tin may not

moderate the harmful in且uence of nitrogen upon the

corrosion resistance by forming a solid solution with

zirconium oxide， but may contribute to the improve－

ment of corrosion resistance by moderating the un－

favorable effect of nitrogen for appearance of metas－

table tetragonal phase of zirconium oxide， the exis－

tence of which is considered to improve the corro－

SlOn reSIStanCe．

論文調査の要旨

 錫，鉄，クロムおよびニッケルを含むジルコニウム

基合金であるジルカロイは熱中性子の吸収断面積が小

さいこと，高温高圧水に対する耐食性（耐酸化性）が

良いことおよび高温での機械的強度が優れていること

から沸騰水型および加圧水型原子炉の燃料被覆管材料

として約50年の使用実績がある．現在までに，これら

の諸特性を改善するために合金成分および熱処理条件

の最適化が試みられているが，それらは経験的手法に

基づくものであり，合金成分および熱処理条件がこれ

らの諸性質に影響を及ぼす微視的機構の解明は必ずし

も十分ではない．特に，ジルカロイの主たる添加元素

である錫が耐食性向上に果たす役割についての微視的

理解は不十分な点が多い．

  このような状況を踏まえて，本論文はジルカロイが

高温水により酸化される際の錫の酸化挙動をジルコニ

ウム酸化物中への錫の固溶現象に注目して調べること

により，ジルカロイの耐食性に対する錫の役割を解明

したものである．本論文の成果は次の通りである．

（1）錫濃度が0．23もしくは0．82mass％のジルカロイ
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型合金および1．51mass％の錫を含むシルカロイー4を

673Kにおいて1気圧の水蒸気で完全に酸化して，酸化

により粉体化した試料表面の化学組成をX線光電子

分光法（XPS）で分析し，合金中に含まれた錫はほぼ

全量粉体試料表面に濃縮していることを見出してい

る．また，この濃縮現象はジルコニウム酸化物の粒界

に錫が偏析することにより生じると指摘している．

（2）錫濃度が0．23mass％のジルカロイ型合金を上記

のように673Kで完全に酸化した後，さらに873Kに

おいて1気圧の水蒸気中で長時間加熱しても粉体試料

表面に濃縮している錫は酸化ジルコニウム中にはとん

ど固溶しないが，l173Kで加熱すると錫は短時間の内

に固溶することをXPS測定により見出している．こ

れより，1173K付近における単斜晶酸化ジルコニウム

中への錫の溶解度は0．23mass％より大きいと結論して

いる．

（3）錫が酸化ジルコニウム中に固溶する時の律速過

程を酸化ジルコニウム中における錫の拡散であると仮

定すると，単斜晶酸化ジルコニウム中の錫の拡散係数

は1173Kの温度付近では10－19－10－18cm2／sのオーダー

になることを指摘するとともに，この値が酸化ジルコ

ニウム中の金属イオンの拡散係数として妥当であると

結論している．

（4）錫濃度が1．51mass％のシルカロイー4および3．02

mass％のジルカロイ型合金の自然酸化野中の深さ方

向における錫の化学状態の分布をXPSの角度分解法

により調べて，ジルコニウムが自然酸化されている深

さは4．3nmで，錫の酸化物は深さ1．0－1。7nmの領域に

存在し，1．7－4．3nmの深さ領域ではジルコニウムは

酸化されているが，錫は金属状態で存在していること

を見出している．

（5）錫濃度が3．02mass％のジルカロイ型合金を673

Kもしくは773Kにおいて1気圧の水蒸気中で酸化し

た後，酸化膜中の錫およびジルコニウムの化学状態の

深さ方向分布をアルゴンイオンスパッタリング法に基

づくXPSで測定し，酸素イオンの選択スパッタリン

グによりジルコニウムおよび錫の還元が起こることを

確認している．また，アルゴンイオンでスパッタリン

グした試料を室温で真空中に放置するとジルコニウム

は徐々に酸化されて行くが，錫はほとんど酸化されな

いことを見出している．また，空気中に放置した場合

にはジルコニウムおよび錫の両者とも酸化されるが，

酸化速度はジルコニウムの方が錫に比べてかなり大き

いことを見出している．

（6）以上のような実験結果を総括して，ジルカロイ

の耐食性向上における錫の役割を次のように結論して

いる．すなわち，錫はジルカロイの酸化に際して，酸

化ジルコニウム中に固溶することはなく，酸素イオン

の拡散を制御して耐食性向上に貢献するという解釈は

間違いであり，錫の添加は準安定相である正方晶酸化

ジルコニムの出現頻度を高めることにより耐食性に貢

献するものであると結論している．

 以上要するに，本論文はジルカロイの酸化過程にお

ける錫の酸化の微視的機構を調べることによりジルカ

ロイの耐食性向上における錫の役割を微視的観点から

明らかにしたもので，原子炉材料学上寄与するところ

が大きい．よって，本論文は博士（工学）の学位論文

に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 レーザーによる超微細加工やパルスレーザー蒸着法

（PLD）による薄膜形成技術，極限物理工学などが

現在急速に発展しつつある．中でもレーザーの短パル

ス化・高出力化はレーザー加工の応用範囲を広げ，加

工精度を向上させるための大きな流れとなっている．

極短パルス・高出力レーザー照射を受けた物質表面は

瞬時に高温・高圧状態を形成する．次いで急激な熱膨

張を起こし，表層部はアブレーションを起こして飛散

し，内部には衝撃波が伝播する．これらの現象は微小

領域内で短時間に進行するため，実験による情報の取

得は極めて限られたものであり，特に極短時間に物質

内部で生じる現象を観測することは現存する機器では

非常に困難である．そのため，数値解析による予測が

この分野の今後の発展において重要となる．また内部

情報の一つである熱輸送機構を考えると，このような

短時間熱負荷では通常のフーリエ則が破綻するため

に，これまでも双曲型熱伝導方程式を用いた数値解析

が行われてきた．しかし，従来の研究では物質の流動・

圧縮性が無視されてきたために，相変化などの重要な

効果を考慮することができなかった．さらに，現象の

性質上，時空間スケール共にミクロレベルの解析が重

要となるが，現在の計算機の性能では，ミクロレベル



平成14年 九州大学大学院総合理工学報告  第24巻 第2号 一239一

解析だけで工学的に意味のあるマクロの結果に至るの

は非常に困難である．そこで本研究では，分子動力学

法とモンテカルロ法を用いたミクロレベル解析を併用

しつつ，主眼を3次補間擬似粒子法（CIP法）を用い

たマクロレベル解析に置いて，現象の精緻な再現と実

際の工業的応用への発展を目指す．また，マクロレベ

ル解析においては，波動としての熱輸送を捉えるため

に支配方程式として熱対流モデルを採用し，従来の

CIP法の標準アルゴリズムを改良して本解析に対応で

きるようにした．状態方程式が現状で最も整備されて

いるという観点から，被照射物質としてアルミニウム

単層薄膜を選び，レーザーとしてはps～fsパルスレー

ザーを想定した．

 本論文は以上の研究結果をまとめたものであり，5

章から構成されている．

 第1章「緒言」では，近年発達が著しいレーザー応

用工学について触れ，主にレーザーアブレーションと

レーザー誘起衝撃波，波動型熱輸送の研究の現状につ

いてまとめ，本研究の位置付けと目的を述べた．

 第2章「分子動力学法を用いたミクロレベル解析」

では，ミクロの視野から現象を捉えるための手法につ

いて記述した．まず分子動力学法の基礎をまとめ，本

解析で採用した生体ポテンシャルについて述べた．次

いで，レーザーによるエネルギー輸送過程として採用

した，エネルギー担体の概念にもとつくモンテカルロ

法について説明した．従来型モデルでは固体表層部で

レーザーエネルギーが過吸収されてしまうことを考慮

して，吸収分布がBeerの法則に従うようにアルゴリ

ズムを改良した．

 第3章「3次補間擬似粒子法を用いたマクロレベル

解析」では，マクロの視点から現象を捉えるための手

法について記述した．まず，CIP法の基礎とそれに基

づくC－CUP法を概観したのち，熱対流モデルに適用

できるようにそのアルゴリズムを改良した．また，従

来理想気体に対して導出されたCIP中の人工粘性の

式が固体内衝撃波に適用できないことを考慮して，本

章で人工粘性の一般論を導出した．表面張力，応力の

モデルとしてはそれぞれCSFモデル，粘弾塑性モデ

ルを用いた．レーザーは時空間的にガウス分布を持つ

と仮定したが，通常の形ではビームスポットの端まで

高エネルギー状態を維持してしまうので，その点を改

良した．状態方程式としては，信頼性がすでに確認さ

れているロスアラモス国立研究所のSESAMEライブ

ラリを用い，本章でその概要を述べた．

 第4章「結果と考察」では，2，3章で示した手法

を用いて極光パルス・高出力レーザー照射を受けるア

ルミニウム薄膜の挙動解析を行なった．結果は，アブ

レーション現象，レーザー誘起衝撃波，波動型熱輸送，

レーザーエネルギーと物性値の相関に分けてまとめ
た．

 アブレーションでは，MD解析によってクラスター

による飛散とモノマーによる飛散が生じることを確認

し，レーザーの流図が低いときは表層部がクラスター

として飛散することを明らかにした．また，アブレー

ションが起こらない程度の流民でも内部に圧縮波が伝

播することを確認した．CIP解析から，熱膨張開始時

間より長いパルス幅を持つレーザーではアブレーショ

ンによるブルーム（plume）が径方向に加速され，そ

のためにビーム煉餌も溶融してしまうことが明らかに

なった．一方，パルス幅が一定で強度を変えるとブルー

ムの入射方向の速度が大きくなる．衝撃波に関しては

先行波の存在をミクロレベル解析で捉え，衝撃波が音

速を超えて固体内部を伝播するのは先行波によって衝

撃波前方が流動状態になるためであること，衝撃波は

その速度を減衰させることなくエネルギーを消散しな

がら最終的には拡散して消失することを明らかにし

た．また，アブレーションの結果との比較から，アブ

レーションと衝撃波発生のしきい値には相関があるこ

とを明らかにした．さらにSESAMEとの比較を行い

本解析の妥当性を検討した．まず，波動耐熱輸送は，

衝撃波の場合と同じく速度，入射エネルギー密度に

従って熱衝撃波と温度波に分けられることを明らかに

するとともに，熱衝撃波をターゲット背面で観測する

には数10［μm］の薄膜が必要であることを確認した．

また，熱影響領域は熱伝導で拡大するが，PS以下の

パルスになると熱伝導の影響が極めて小さくなること

が分かった．一方，レーザーエネルギーと物性値に関

しては，入射エネルギー密度と最大表面圧力，及び入

射エネルギー密度と最大表面温度との関係がそれぞれ

の対数の1次式になることを明らかにした．

 第5章「結言」では本研究で得られた結果をまとめ，

本解析手法の実際の産業への応用としてレーザー加工

とアブレーション現象を利用した技術への応用につい

て述べた．

論文調査の要旨

 近年のレーザープロセッシングの高度化に伴い，

レーザーの短パルス化，高出力化に拍車がかかり，そ

れに伴う研究も多く見られるようになった．しかし，

その多くは物質内部の圧力や衝撃波速度といった巨視

的現象を追ったもので，材料への超高速熱注入におけ

る物質内の微視的六下機構に関する研究は極めて限ら

れている．本研究は，10－lo～10 12sec，105～107W／m2

といった極短パルス，高出力のレーザー照射を受ける

金属薄膜の内部および界面における熱過渡現象の，巨

視的および微視的モデルによる数値解析を試みたもの
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で，以下に示す成果を得ている．

（1）分子動力学法にモンテカルロ法によるレーザー追

  跡モデルを組み込んだ微視的手法を用いて，レー

  ザー照射時における原子の放出過程を明らかにし

  た．すなわち，レーザーの流事が比較的低い場合

  にはクラスターとしての熱的脱着が生じ，高座束

  の場合は溶融・蒸発を伴いつつアブレーション現

  象が支配的となることを示している．さらに，こ

  のとき内部に衝撃波が伝播するが，パルスが短い

  場合には低流束においても物質内部に圧縮波が伝

  議し，それが通過した原子層の配列が大きく乱さ

  れることはないことを明らかにしている．

（2）また微視的手法による解析で，レーザー誘起衝撃

  波前面に生じる先行波の存在を明らかにしてい

  る．さらに，衝撃波が固体中で容易に音速を超え

  る理由を，この先行波が衝撃波前面の原子配列を

  乱し，圧縮流動状態を形成するためであると結論

  している．また，得られた衝撃波速度は汎用状態

  方程式ライブラリーSESAMEと非常によい一致

  を得ており，計算手法の妥当性を確認している．

（3）次に著者は3次補間擬i似粒子法（CIP法）をベー

  スに巨視的解析モデルを構築している．CIP法は

  既にレーザー誘起衝撃波やレーザーアブレーショ

  ンのシミュレーションへ適用が試みられている

  が，従来の手法では熱力学的保存性が満たされな

  い．その克服のため，本研究ではCIP法により

  エネルギー方程式も陰的に解き，その後状出方程

  式ライブラリーSESAMEを用いて圧力を更新す

  るアルゴリズムを提案している．この手法によ

  り，レーザーパルス幅と物質界面に生じるブルー

  ムの挙動の関係を明らかにしている．すなわち，

  パルス幅がエネルギー吸収深さと固体内音速の比

  で表わされる熱膨張開始時間よりも長い場合は，

  ブルームがビーム径方向へ加速されその影響で

  ビームスポット径外部分のエロージョンを生ず

  る．一方，パルス幅が熱膨張開始時間よりも短い

  場合，ブルームはビーム入射方向へ加速され，径

  方向への拡がりが抑えられることを示している．

  これにより，レーザーマイクロ加工や薄膜形成に

  おいてより加工精度を上げるためには熱膨張開始

  時間よりも短いパルス幅のレーザーを用いる必要

  があることを示唆している．

（4）最後に著者は，巨視的解析手法としては，従来用

  いられてきた双墨型熱伝導方程式ではなく，本研

  究で用いたような圧縮性および相変化を考慮した

  熱対流モデルによって現象をよく再現できること

  を示している．また，本研究で構築したモデルの

  レーザープロセッシングやレーザーアブレーショ

  ン技術への適用可能性を示し，その際の課題とし

  て状態方程式の精緻化，ブルーム中の粒子的挙動

  のモデル化，プラズマによる再加熱現象の考慮の

  必要性を指摘している．

 以上要するに本論文は，巨視的，微視的両面から極

細パルス・高出力レーザー照射を受ける物質内部およ

び界面での熱輸送機構を解明したもので，これらの研

究内容は熱工学，レーザー応用工学，および計算工学

上価値ある業績である．よって本論文は，博士（工学）

の学位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 本論文では，都市高温化や地球温暖化の緩和を目指

し，建物や都市の建設・開発における環境への負荷を

低減するための手法についての検討を行った．地球温

暖化への環境負荷低減の観点から、建物の省エネル

ギーに着目し，外気を利用したパッシブな空調システ

ムの負荷低減効果について検証した．また，外気利用

空調システムの効果とも密接に関係する都市高温化現

象に関しては，観測による定量化を試み，都市域にお

ける貯熱量が多いことが確認された．この都市高温化

現象を緩和するための手法として，都市内に水とみど

りを効果的には配置することが挙げられ，いくつかの

緑化手法による効果特性を，熱収支評価法や試験体実

験により明らかにし，さらに，都市内河川や緑化建築

物が周辺温熱環境に及ぼす影響に関して，これらが都

市高温化を緩和する効果をもっていることを実測によ

り確認した．また，これらの成果を建物や都市の計画・

設計段階で活用するための，都市熱環境予測モデルを

構築し，事例解析によりその有効性の検証を行った．

 本論文の各章の内容は以下の通りである．

 第1章では，序論として，研究の背景および本研究

の目的・位置付けについて述べ，関連する既往研究に

ついて述べた．

 第2章では，自然換気やナイトパージなどの外気を
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利用したパッシブな建物空調方式について，その省エ

ネルギー効果の評価を行った．このパッシブ空調方式

を導入した建物を対象として，計画段階におけるナイ

トパージの蓄熱効果の数値解析により，中間期の空調

負荷処理熱量の40％をナイトパージによって賄え，ス

ラブの蓄冷効果や室内発熱負荷処理の効果が大きいと

予測した．これに対し，運用段階における実測により，

中間期における空調負荷の65％が自然換気・ナイト

パージにより処理されており，負荷処理の割合やナイ

トパージの蓄冷効果は，数値解析の結果とよく合致し

ていた．本自然換気・ナイトパージシステムに外気冷

房も加えた年間の負荷処理熱量は，年間空調負荷の42

％に達しており，これより環境負荷低減効果を試算す

ると，二酸化炭素排出削減量は約1400kg－CO2／（m2・

60年），また冬季や中間期における人工排熱削減量は

100W／m2以上となり，本手法による省エネルギー効

果および環境負荷低減効果が立証された．

 第3章では，観測により都市域の熱収支を明らかに

し，都市高温化現象の定量化を試みた．都市域の熱収

支特性を明らかにするために，トラバース法による測

定・解析から都市域の熱収支の算出を行った結果，都

市域の熱収支では貯熱量の変化が大きく効いているこ

とが明らかになった．この要因としては，都市域の熱

収支では潜熱が負の値となっており，暑熱による消費

分を潜熱の供給に補うために貯熱の変化量が大きく

なっているものと考えられる．また，都市域の熱収支

と建物の屋上面における熱収支特性の比較から，都市

域の日中における貯熱量の増加分は，都市キャニオン

内に配分されるものが多いと示唆される．同時に行っ

た実測で得られた水域の熱収支特性において，蒸発に

よる多量の潜熱消費が効いていたことを考慮すると，

都市内の馬体には，蒸発に伴う潜熱消費により都市域

の貯熱量の増加を減少させ，気温上昇を抑制する効果

があることを示唆することができた．

 第4章では，緑化による都市高温化の緩和に向けた

緑化手法の熱収支特性についての評価を行った．

 まず，緑地の熱特性を評価するにあたり，草地を対

象とした熱収支測定を，複数の熱収支評価手法を用い

て行い，草地における熱特性の評価を行った．草地の

熱収支特性としては，日中には蒸発散による潜熱消費

により廃熱フラックスが低く抑えられており，周辺の

気温上昇を抑制していることが確認できた．また，草

地の対流熱伝達率の風速依存性や，蒸発比の風速や日

射量との関係についても明らかにした．

 さらに，屋上緑化に用いられる土壌や緑化コンク

リートといった，建物や道路・歩道などを緑化できる

新しい材料に関して，熱特性や熱収支特性を明らかに

するための試験体を用いた実験を行った．その結果，

実験により，建物の屋上緑化に使用される天然土壌や

人工土壌，緑化コンクリートに関して，熱伝導率や熱

容量，蒸発比といった特性を算出した．

 第5章においては，水や緑化建築物の周辺温熱環境

への影響を実測により検証した．

 都市内河川を対象とした実測では，河川の水面にお

ける熱収支特性や風の効果による河川の冷却効果を明

らかにし，さらにその効果の周辺市街地への影響範囲

について検証した．河川の熱収支特性としては，河川

水塊への貯熱量が大きく，これにより顕熱フラックス

が小さく抑えられており，緑男面が蒸発散による潜熱

フラックスが卓越する面と異なっていることが示され

た．この河川による冷却効果は，河川の風下側では300

～400mにまで及んでいることが確認された．河川の

効果を示す指標として，気温が市街地代表温度と等し

くなるまでの距離と温度差の積による影響総量の算定

を行い，その効果の評価を行った．

 また，大規模な建物の緑化がその周辺空気を冷却す

る効果について，ステップガーデンと呼ばれる階段状

の緑化屋根を有する建物を対象として，風や熱収支特

性に関する実測を行った．実測結果から，夏期日中に

おいては，植栽からの蒸発散による多量の潜熱消費に

より，気温の上昇を抑制する効果と，建物への伝導熱

（貫流熱）が小さくなる断熱効果が確認できた．さら

に，夜間においては，植栽面温度が気温に比べて低く

なることで，放射冷却により周囲の気温を冷却し，冷

却された空気が冷気流としてステップガーデンを吹き

下ろす現象が確認された．この冷気流には，都心の熱

帯夜を緩和する効果が期待される．

 第6章では，設計や計画段階の実務レベルで活用で

きる都市の温熱環境予測モデルの構築と事例解析によ

る評価を行った．都市の温熱環境を予測するツールと

して，都市を構成する表面を対象とした1次元熱収支

解析と，その結果を境界条件とする3次元流体解析を

行う，屋外温熱環境予測評価モデルを構築した．福岡

市の中心市街地を対象とした事例解析により，緑化に

よる周辺温熱環境緩和や，建物配置による風の通り道

による冷却効果などが再現できることを確認し，本モ

デルによる，建物や都市の計画・設計時での温熱環境

予測の有効性を確認した．

 第7章では，本論文の総括を行い，本研究を通じて

得られた主な知見と今後の課題について述べた．

論文調査の要旨

 近年注目されている地球温暖化や都市高温化の緩和

を目的として，パッシブな空調システム，建物周辺や

屋上・壁面の緑化など，建物に関連した環：境負荷低減

の手法がすでに数多く実施・導入されている．しか



一242一 学位論文審査報告

し，これら手法の効果が計画・設計段階で適切に予測

され，また運用段階において十分に検証されていると

は必ずしも言えないのが現状である．

 本論文ではまず，パッシブな空調システムについ

て，実際の建物を対象として計画段階の数値解析予測

と運用段階の実測結果を比較し，その省エネルギー効

果の評価を行っている．次に，建物本体の緑化，街区

に配置される樹木および水面の熱特性や冷却効果を試

作供試体の暴露実験，市街地における現場実測により

調べている．さらに，屋外の温熱環境の予測モデルを

提案し，その有効性を検証している．

 本論文で得られた成果は，以下の通りである．

（1）自然換気やナイトパージなど外気を利用した

パッシブ空調の省エネルギー効果は，計画時の解析に

よれば，中間期の室内発熱負荷処理熱量の40％，年間

では空調負荷の42％であり，それによる二酸化炭素排

出削減量は約1，400kg－CO2／（m2・60年），冬期や中間

期の人工排熱削減量は100W／m2以上になるという結

果を運用時の実測により確認している．

（2）緑地の三熱・潜熱フラックスを複数の方法で測

定・解析し，正味放射量に対して日中の下熱フラック

スは大略20％，潜熱フラックスは60％となり，20％程

度に相当する熱収支のインバランスが生じることを明

らかにしている．天然土壌，人工土壌および緑化コン

クリートなど，建物や道路・歩道を緑化する新しい材

料の熱伝導率，熱容量，蒸発比などの熱特性値を実験

的に求め，熱伝導率は天然土壌の0．37W／（m・K）に

対し人工土壌のそれは0．26W／（m・K）となること，

蒸発なしとして通常取り扱われる普通コンクリートに

対し緑化コンクリートの蒸発比は0．2程度となること

などを確かめている．

（3）都市内に存在する河川では夏期において水塊へ

の貯熱量が大きく，それにより水面から空気側への対

流成分が小さく抑えられ，周辺市街地へ及ぶ冷却効果

の範囲は風下側で300～4001nにまで達することなど

を実測により明らかにし，これらの結果に基づく河川

の冷却効果の指標を提案している．また，階段状の屋

根全面をステップガーデンとして緑化した大規模な建

物の夏季日中における実測から，正味放射の半分近く

を植栽の潜熱により消費し，建物への伝導成分も10W

／m2程度の小さな値になることを明らかにし，さらに

夜間は冷気流が発生して周辺街区の熱帯夜を緩和する

効果があることを示唆している．

（4）地表面の1次元熱収支解析とその結果を境界条

件とする3次元流体解析から構成される屋外温熱環境

予測モデルを構築・提案し，そのモデルを福岡市の中

心市街地を対象とする事例解析に適用し，緑化された

建物や人工地盤における表面温度の低下および冷気流

の発生と建物配置に基づく風の通り道などに関して実

測と類似する結果が得られ，この予測モデルが建物お

よび都市の計画・設計に有用であることを示してい
る．

 以上本論文は，建物に関連する環境負荷低減のため

の各種パッシブ手法の効果を実験や実測により定量的

に示し，これらの成果を建物および都市の計画・設計

段階において活用可能にする屋外温熱環境予測モデル

を構築してその有効性を検証したものであり，環境エ

ネルギー工学において価値ある業績であると認める．

よって，本論文は博士（工学）の学位論文に値するも

のと認める．
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論文内容の要旨

 本論文では，液体金属内部の温度差に起因するゼー

ベック効果が外部磁場との作用によってもたらす影響

と，近年注目されてきた磁化力対流のメカニズムとい

う二つのテーマを掲げ，低プラントル数導電性流体の

自然対流にゼーベック効果を考慮した式を構築し三次

元数値解析と実験を行い，一方，空気を想定した磁化

力対流の計算モデルと三次元数値解析および実験を

行った．その結果，下記のような知見が得られた．

 第一章では，本研究の目的を述べるとともに，磁場

下における液体金属自然対流と磁化力による諸現象に

関連する既往の研究をまとめた．

 第二章では，鉛直面が加熱・冷却されている立方体

容器内の液体金属においてゼーベック効果を考慮した

際の三次元数値解析をおこない，一様外部磁場強度の

影響について検討した．その結果，ゼーベック効果に

よって生じる電流は，導電性の容器内を通って液体金

属と容器を循環することが明らかとなり，この電流と

一様磁場によって液体金属内で生じるLorentz力が自

然対流に影響することが分かった．ここで液体金属の

流れは自然対流とゼーベック効果対流が重畳したもの
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となり，外部磁場が強くなるとゼーベック効果対流が

顕著になることが分かった．

 第三章では，液体金属が有しているゼーベック係数

が異なる場合の三次元数値解析を行った．一般に液体

金属は総じて低Pr数流体であるが，ゼーベック係数

は液体金属の種類や温度によって異なる．その結果，

期間ペック係数が大きいほど磁場下においてゼーベッ

ク効果対流が自然対流に比して顕著になることが明ら

かとなった．

 第四章では，これまで考慮しなかった容器のゼー

ベック効果も液体金属と同様に考慮した解析を行っ

た．その結果，液体金属と容器のゼーベック係数が等

しい場合においてはお互いの厨川ペック効果が相殺さ

れるために，通常の一様外部磁場対流抑制効果と同じ

結果が得られた．一方，お互いの係数が異なるとゼー

ベック効果対流が出現するが，これはお互いの係数の

差の絶対値が大きいほど顕著に現われた．すなわち，

金属固有のゼーベック係数とその組み合わせによって

受皿ペック効果対流が左右されることが分かった．

 第五章では，液体金属自然対流へのゼーベック効果

の影響の検証実験を試みた．まず立方体容器内の液体

ガリウムの熱起電力の測定を行ったところ，熱起電力

は測定できたものの常温付近では液体金属の温度差が

かなり大きくならないと外部磁場による対流誘起は難

しいことが分かった．そこで外部から電流を流すこと

で模擬i的にゼーベック効果を生じさせて外部磁場との

相互作用から生じるLorentz力で対流を駆動する実験

を2極の電磁石で試み，伝導状態から行った実験では

わずかだが対流が起こることが確認された．つづいて

加熱・冷却面を鉛直にした自然対流の状態から同様の

実験を行った．その結果，通常の磁：場印加対流抑制と

比較して熱輸送量の変化が見られ，この変化は磁場を

逆向きに印加するとさらに異なった傾向が見られるこ

とが分かった．

 第六章では，五章で得られた電流印加による実験：結

果を検証するために外部からの電流を考慮した液体金

属自然対流の三次元数値解析を行った．計算モデルは

加熱面を潮流東一定条件に変更し，冷却面から電流が

流入し，加熱面から流出する条件を加え，電流印加時

で外部磁場の方向を正負の二通りで計算を行なった．

その結果，熱輸送量の変化はあまり大きくはなかった

ものの，磁場方向が反対になるとLorentz力の方向が

変わるために自然対流に影響を及ぼし，熱輸送量に変

化が見られることが分かった．

 第七章では，磁化力によって誘起される立方体容器

内の空気の対流についてモデル式の構築を行い，いく

つかの計算を行なった．立方体容器は上面加熱・下面

冷却とし，その他の面は断熱条件とした．ここに磁場

を発生するコイルを一鉛直断熱面とその対向面に配し

た2コイル系とさらに上面・下面にも配した4コイル

系で対流を検討した．その結果，磁化力対流は無重力

場，重力場ともに4コイル系のほうが強く，重力場で

は温度成層に抗して対流を駆動できることが分かり，

磁場の二乗の勾配と温度差が駆動力になっていること

が理解できた．次に検証実験として線香を用いた可視

化実験を上面加熱・下面冷却の温度成層状態に外部か

らカスプ型磁場（4コイル系）を印加する条件で行っ

た．その結果，磁場が無い場合は煙が容器内で拡散す

るが，磁場を印加することで上部加熱面中心に集まっ

た煙が容器中心を経て冷却面へと流れ，冷却面付近で

拡散する流れの様子が観察できた．これにより計算モ

デルの妥当性を確認できた．

 導入章では七章で構築した基礎方程式を用いて，2

コイル系と4コイル系で磁場強度の無次元数γと

Rayleigh数による対流への影響を検討した．その結

果，無重力場では二つのパラメータの積γRaで熱輸

送量が一義的に決まることが分かり，重力場では各々

のパラメータが対流に影響を与えることが分かった．

 第九章では解析対象を直方体とし，重力場での自然

対流に磁化力を与えた場合の三次元数値解析を行っ

た．ここでは直方体の傾斜を考慮することで重力場と

磁化力場が重畳した場において重力の向きによる影響

を検討した．一般的に容器が傾斜する場合の自然対流

に磁化力を加えると，磁場が比較的弱い場合は傾斜角

度によっては熱輸送量が自然対流支配の傾向を示した

のに対し，強い磁場を印加すると直方体容器内の対流

は傾斜角度にあまり依存しなくなり，磁化力対流支配

となることが分かった．

 以上のように本論文では，液体金属の自然対流に対

するゼーベック効果の影響と，磁化力が駆動する対流

に関する種々の影響について検討を行った．

論文調査の要旨

 本論文は液体金属の自然対流に及ぼすゼーベック効

果に関する部分と，磁場勾配による対流誘起に関する

部分からなる．まず，前者の部分について述べる．異

なった2種の金属導線で閉回路をつくり，二つの接点

が異なる温度に保たれた場合に，絶対熱電能（ゼーベッ

ク係数）の値の差に基づき，回路に電流が流れる．こ

れは熱電対の原理として良く知られており，発見者に

ちなんでゼーベック効果と呼ばれている．本論文で

は，このような効果を液体金属と固体壁金属との問に

想定した場合に生じる液体金属中の電流に外部磁場が

作用して発生するローレンツカが，対流を引き起こす

のかどうか，起こるとしたらどの程度の大きさなのか

という観点から，種々の実験的，解析的な検討を行なつ
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ている．

 まず著者は，Shercliffに習い，液体金属中を流れる

電流について温度勾配と絶対熱電能の積に比例する項

を考慮し，立方体容器の一章直壁を加熱し，対向する

鉛直壁を冷却しかつ，加熱・冷却壁に平行で水平な方

向（容器のY軸方向）に一様磁場が印加された場合

の液体金属の温度場，流速場，電流場，電場を三次元

非定常数値解析し，収束解を得ている．この結果，ゼー

ベック効果による電流と印加磁場とによって生じる

ローレンツカが流れの駆動に寄与することを見い出し

ている．さらに著者は，種々のゼーベック係数の値の

影響，容器壁の熱電能を考慮した場合を種々に検討し

ている．その結果，上略ペック効果を考慮すると，Y

軸方向の磁場の正あるいは負の向きに依存して，立方

体容器内全体に下方あるいは上方にローレンツカが働

き，それが自然対流と重畳することにより，極端な場

合，冷却壁に沿った上昇流さえも生じることを計算結

果から予測している．

 次に著者はこのようなゼーベック効果の実測を試み

ている．すなわち液体ガリウムを上方から加熱し，下

方から冷却する熱伝導場においてμVオーダーの起電

力を実測したが，外部磁場による対流誘起を観測する

ことはできなかった．そこで，外部より直流電流を印

加した実験：を試み，対流誘起による熱伝達率の向上を

測定した．さらに，加熱・冷却面を鉛直にした場合の

自然対流場において，外部より電流を印加し，容器の

Y軸の正あるいは負の向きに磁場を印加することによ

り，加熱面温度の分布が異なることを黒い出し，この

原因は，鉛直加熱壁の上下端近くにおける印加電流の

曲がりによるものと考察している．著者はさらに，こ

れとほぼ類似の境界条件をもつ系について数値解析を

行ない，加熱壁の上下端近くの曲った電流経路がロー

レンツカの不均等を側壁近くで生じさせ，Y軸方向磁

場の正負に依存して流動形態さらには加熱面の温度分

布にも影響を及ぼすものと考察を進めている．

 次に著者は磁場勾配に基づく対流誘起の問題に取り

組んでいる．酸素は例外的に磁化率が大きい常磁性体

で，空気もその特性を持つ．著者は磁化率の温度依存

性を考慮したモデル式を導出し，これを数値解析して

いる．すなわち，立方体容器内の空気を上面から加熱

し，下面から冷却し，四囲を断熱して熱伝導が生じて

いる場に，上下S－S極，左右N－N極から成るカス

プ型磁場を印加することにより，静止熱伝導場が撹乱

され，対流が上面中心から下面中心方向に誘起される

ことを数値解析から予測している．ついで，著者は，

0．064m立方の容器内の空気の熱伝導場について，容

器右上端から線香煙を入れ，可視化実験を試みてい

る．磁場無しの場合，線香煙は，拡散していくだけだ

が，磁場（最大1テスラ）を印加した場合，右上端か

ら入れた線香煙は，上部加熱面中央に導かれた後，下

部冷却面中央に下降し，下面で左右に分れるといケ特

異な形状を呈している．これは先の数値解析結果とほ

ぼ同様の流れ場であり，磁化力モデル式とその数値解

析の信頼性を保証する結果を得ている．

 著者はさらに2コイル系，4コイル系の場合，無重

力の場合，直方体容器の長手中央にコイルを置き，さ

らに，容器とコイルを共に水平短辺まわりに傾斜させ

た場合について，三次元数値解析を行ない，磁化力と

重力の重畳する加速度場の問題の特性を解明してい
る．

 以上要するに，本論文は，磁場下における液体金属

の自然対流に及ぼすゼーベック効果の影響を検討し，

その模擬実験を行ない，さらに，安定成層空気に外部

から勾配磁場を加え，磁化力によって対流が誘起され

ることを数値解析と実験によって明らかにし，種々の

新しい知見を得たものであり，熱工学に寄与するとこ

ろが大きい．よって本論文は博士（工学）の学位論文

に値するものと認められる．
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 本研究では，常磁性流体である空気の自然対流につ

いて，磁場がどのような効果をもたらすかについて検

討した．本論文では実験と三次元数値解析の両面から

検討し，以下のような知見を得た．

 第一章では磁場勾配の下で発生する磁化力について

示し，また最近の話題，本研究の目的，本論文の構成

について述べた．

 第二章では，本実験：で使用した超伝導磁石ボア内部

での磁場分布を，超伝導磁石を一巻きコイルと仮定

し，Biot－Savartの式をもとに計算した．この結果，

円筒容器内の空気に及ぼす磁化力の方向を定性的に予

測することができた．特に空気に作用する磁化力の向

きはコイルをはさんで上下対称で，コイルの方向を向

くことが示された．このことから，ボァが鉛直方向を
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向いていた場合，コイル上方では磁化力は鉛直下向き

となり，重力加速度と同方向となるため，磁化力は流

れを加速させる外力として作用し，一方，コイル下方

では，逆に磁化力が重力と逆方向を向くため，磁化力

と重力は相殺し，擬似的な無重力状態の発生が予想さ

れた．

 第三章では，磁化力を考慮した円筒容器内の空気の

自然対流の三次元数値解析を行った．三次元数値解析

では磁化力の大きさを表わす無次元パラメターγを用

いた．計算モデルは，超伝導磁石のボア内部に，アス

ペクト比（＝直径／容器高さ）が6で，上面冷却・下

面加熱された円筒容器を設置し，磁化力印加下での

Rayleigh－Benard対流問題を考えた．このとき磁化力

の強さ，方向は，ボア内部で分布を持つため，容器は

ボアの中心軸上にあるとし，また実験空間の中心で磁

化力の大きさが重力加速度と同じ大きさになるように

磁場の強さを設定し，円筒容器の位置をボア軸方向に

変化させた場合について，磁化力の自然対流に及ぼす

効果について調べた．その結果，磁化力と重力の方向

が同じ場合は，対流が強められ，磁化力と重力の方向

が反対の場合は対流が弱くなる解析結果を得た．ま

た，ボア内部には，磁化力がほとんど軸方向を向いて

存在する場所があり，この位置では，半径方向成分が

極めて少ないために，磁化力が重力とほぼ同じ効果を

発揮することが解った．本論文では，この位置が，コ

イル直径180［mrn］の一巻きコイルとすると，約±55

［mm］であることを見出し，このコイル下方，約55

［mm］の位置で磁化力が重力加速度を相殺すると，極

めて効果的な擬似無重力状態が形成され，空気は熱伝

導状態に遷移することを示した．また，それ以外の位

置では，自然対流の流動形態が，ボア内部の磁化力の

力線の向きに従うことなども示した．この±55［mm］

の位置での磁化力対流が自然対流と同じような効果を

持つかどうか検討するため，重力加速度増強下の磁化

力対流と，等レイリー数のBenard対流の流動形態を

比較し，両者が極めて類似した単流動特性を示すこと

を見出した．また磁化力による対流駆動問題も計算

し，磁化力による擬i似Benard対流の形成についても

示した．

 第四章では，ボア内部での磁化力対流をアスペクト

比を変えて計算し，磁化力と流動形態を比較した．計

算に用いた磁場分布はどれも同じ円形コイルで形成さ

れる磁場分布であり，また実験容器を設置した位置

も，容器中心が同じ位置に来るようにした．コイルの

上下での磁化力による対流の強化，及び抑制は共通し

た条件で計算を行った．その結果，コイル下方の重力

加速度抑制下では，容器アスペクト比に関わらず，全

て磁化力の半径方向成分が少ない位置で擬似無重力状

態が形成され，またそれ以外でも流れはすべて同じ軸

対称流れとなり，対流の向きも磁化力の向きに従うこ

とが示された．しかしコイル上方の重力加速度増強下

では，磁化力の方向と流れの形態はさまざまであっ

た．これは，実験空間の中心での磁化力の大きさは，

どのアスペクト比の容器でも重力加速度と同じ大きさ

に設定していることを考えると，むしろ側壁付近での

磁化力が，流れの形態に影響を与え，重力と，磁化力

の半径方向成分，及び容器上下での磁化力の軸方向成

分の力の釣り合いなどが複雑に影響しているためと考

えられた．

 第五章では実験による磁化力対流促進と抑制の検討

を行った．実験装置は最大5［Tesla］の磁場を発生さ

せることができ，実験容器は，磁化力がほぼ軸方向を

向く±66［mm］の位置で行った．これは前章で行った

計算では±55［mm］の位置に対応した位置である．熱

伝導実験より熱損失を推算し，加熱出力と，加熱面と

冷却面の温度差から平均Nu数を算出し，磁場印加前

後の平均Nu数を比較した．なお空気は熱容量が小さ

いために熱損失が大きく，温度管理が難しい．また励

磁中に超伝導ボア内部が冷却される特性があるため，

ボア内部の温度管理は，本研究で行ったような恒温水

を流すチューブを巻きつける手法は有効であった．印

加した磁場の強度は，実験空間で3．40［Tesla］，2．04

［Tesla］，0．680［Tesla］の3通りで実験を行った．そ

の結果，コイル上方では対流が強まり，コイル下方で

は対流が弱められることが確認され，磁化力による対

流制御が可能であることが実験から確かめられた．ま

たこれらの結果をBraithwaite等による磁気レイリー

数Ra．mを使って整理することで， Silvestonの実験

データと定性的によく一致し，磁化力対流は，重力加

速度増強下の自然対流とほぼ等価と考えられることが

判明した．

 第六章では，超伝導磁石のボア軸を傾斜させた実験

空間で，前章で用いた容器と同じ実験装置を使って，

同様の自然対流の実験：を行い，磁場印加下における磁

化力と重力の効果について，傾斜角度を変えながら平

均Nu数を求めた．このとき印加した磁場の強さは，

実験空間中心で1．10［Tesla］であり，磁化率の詳細な

物性値は不明な点が多いものの，この磁化力は重力の

およそ66［％］程度の強さに相当すると考えられる．ま

た同様の傾斜したモデルを三次元数値解析し，実験と

計算によってもとめた平均Nu数を比較した．その結

果，両者は大略一致した傾斜角度依存性を持つことが

確かめられた．

 以上のように，本論文では，実験と計算の両面から，

空気の磁化力対流についての基礎的な知見を明らかに

した．今後，この論文結果が，磁化力を使った流体制
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御に幅広く応用されることを期待したい．

論文調査の要旨

 最近の超伝導材料の開発にともない，強磁場を発生

できる超伝導電磁石が比較的容易に実験に使用できる

ようになった．強磁場下では非鉄材料でも，その磁化

率の値に依存して，磁化力（磁気力）を受けることが

報告され，種々の現象の観察が報告されるようになっ

てきている．なかでも酸素は常磁性体として知られ，

強磁場に引き付けられる特性がある．空気もしたがっ

て常磁性体である．本論文は，空気の入った円筒容器

を下方面より加熱し，上方面より冷却した時に生じる

自然対流をとり上げ，この円筒容器が超伝導電磁石の

磁場発生空間（ボァ）内に置かれ，重力と磁化力によ

る加速度を重畳して受けた時，どのようになるのかに

ついて，実験と数値解析の両面から詳細に検討してい

る．

 まず著者は，アスペクト比（円筒容器直径／円筒容

器高さ）が6の円筒容器を対象とし，この容器が超伝

導電磁石ボア内の種々の軸方向の位置にあるとして，

円筒容器内の自然対流の数値解析を行なっている．こ

の際，磁場分布は，ボア外に一巻コイルを想定し，ビ

オーサバールの法則によってその値を求めている．ま

た，磁化力はBaiらに習い，空気の磁化率ならびに磁

束密度の二乗の勾配に比例するとして，運動方程式中

に外力項として考慮している．また酸素の磁化率は

キューリーの法則に従って絶対温度の逆数に比例する

としている．このようなモデル方程式を用い，円筒容

器内の空気の自然対流の三次元非定常数値解析を行

なっている．高さ10mmの円筒容器の中心が内径100

mmのボア内のコイル中心から上下，つまり±25，±

55，±95mmにあると想定し，数値解析を実施し，安

定な収束解を得ている．その結果，円筒容器中心が一

55mmに設置された場合，磁場の強さを調節し，重力

と磁化力が丁度相殺するようにすれば，例えばレイ

リー数が7000の時，平均ヌセルト数は1．001以下とな

り，ほぼ熱伝導状態が実現できるという予測結果を得

ている．この位置は磁化力の半径方向成分が最も小さ

いところに相当している．一方，＋55mmに円筒容器

を設置し，同様の強さの磁場を与えると，重力と磁化

力の向きが同じで等しい大きさの加速度場となり，こ

の状態は，重力が2倍となった場合（過重力状態）の

自然対流の流動形態や温度分布とほぼ等価であるとい

う結果を得ている．つまり，磁化力はこの位置では，

重力「とほぼ同等の作用をすることを予測している．さ

らに容器アスペクト比が1．6，3，8の三つの場合に

ついて同様の数値解析を行ない，同様の結果を得てい

る．

 つづいて著者は，これらの数値解析結果を検証する

ため，実験を行なっている．すなわち，直径45mm，

高さ14．8mmの円筒容器の中の空気を下方面から電熱

加熱し，上方面から水冷し，これを超伝導電磁石のボ

ア内でコイル中心より±66mmの位置に置き，平均ヌ

セルト数を測定している．その結果，一66mmにおい

た場合は，磁場のない場合よりはるかに小さい平均ヌ

セルト数が得られ，＋66mmにおいた場合は，磁場の

ない場合より大きい平均ヌセルト数を得ている．さら

に，Braithwaiteらに習って，磁気レイリー数を用い

て，これらのデータを整理すると，レイリーーベナー

ル対流の古典的データとして知られているSilveston

による平均ヌセルト数の実験データと本実験結果がよ

く一致することを見い出している．また本数値解析結

果はSilvestonの実験データとほぼ完全に一致してい

ることも見い出している．

 さらに著者は，このような円筒容器を設置した超伝

導電磁石のボア軸を種々の角度に傾けた場合を取り上

げ，実験と数値解析を行なっている．その結果，重力

と磁化力が重畳した傾斜円筒容器内の自然対流の平均

ヌセルト数の傾斜角度依存性について，実験と数値解

析の良好な一致を辛い出している．

 以上要するに，本論文は，円筒容器内の空気の自然

対流に及ぼす磁場の効果について，数値解析と実験の

両面から検討し，磁化力によって擬i似無重力状態や過

重力状態が出現することを示し，種々の新しい知見を

得たものであり，熱工学に寄与するところが大きい．

よって本論文は博士（工学）の学位論文に値するもの

と認められる．
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論文内容の要旨

 フロンは優秀な冷媒であり，冷凍・空調機に大量に

使用されてきた．しかし，1974年にフロンに含まれる
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Clによる成層圏オゾン層破壊説が提起され，これが

実証されるに及んで，フロンの規制が地球環境保護た

めの世界的な重要課題となっている．

 地域冷暖房や大型ビル用の空調機としてターボ冷凍

機が使用されている．この冷凍機の作動媒体として，

塩素を含まないHFC（H， F， C）系冷媒のR134aや

混合冷媒R407Cが検討され， R134aは実用化されて

いる．ターボ冷凍機の高性能化と小型化のためには，

要素機器であるシェルチューブ型の蒸発器と凝縮器の

高性能化が重要な課題である．従来，種々のフィン形

状を有する高性能凝縮管が開発されているが，その伝

熱性能を実機に近い条件下で比較した研究は非常に少

ない．

 本研究は，2種類の従来型ローフィン管と，高性能

凝縮管として開発された3種類の三次元フィン管の管

群凝縮隠沼性能をR134aとR407Cについて測定し，

凝縮管のフィン形状最適化の指針を見出す事を目的と

している．

 本論文はこれらの研究をまとめたものであり，6章

より構成される．

 第1章では研究の背景と従来の研究および本研究の

目的について述べた．

 第2章では実験装置と実験方法，実験条件について

述べた．実験に使用した5種類の管A，Bは半川フィ

ン管，管C，D， Eは三次元フィン管である．これら

の管を3行15列の管難中に設置して凝縮実験を行い，

各管理の熱伝達係数αを求めた．実験は冷媒の質量速

度0を4，8，16，23kg／m2sの4段階，凝縮温度

差△7を3，5，8，12コ口4段階に変化させて行っ

た．実験中には系全体を設定条件に近づけ，定常状態

になってから測定をした．定常状態の確認は供試管群

の上流，下流の蒸気温度と冷却水の入口，出口の温度，

温水の熱交換器出入口温度をハイブリッドレコーダー

に出力させて行った．

 第3章ではデータの処理方法と計算式を定義した．

データの処理は，テストセクションを各管玉ごとに15

の検査体積に分け，実験時に測定した冷却水の受熱

量，冷媒蒸気温度，凝縮温度，入口圧力を用い様々な

物理量を計算して求めている．なお物性値の推算には

NISTのREFPROPと日本冷凍空調学会の‘HFC純粋
冷媒および混合冷媒の熱力学性質’によって求めた．

 第4章ではR134週置関する実験結果を述べた．上

方管からの凝縮液落下がない場合，5種類の管の凝縮

伝熱特性を熱伝達係数α対凝縮温度差ム7の座標上

で比較すると三次元フィン管のほうが高い伝熱性能を

示す．最高の伝熱性能はローフィンの先端を2次加工

した管Eによって得られた．6と膜レイノルズ数Ref

が比較的低い領域では三次元フィン管がローフィン管

よりも高いαの値を表す．しかし，三次元フィン管は

凝縮液イナンデーションの影響を受けやすく，Refと

6の増加にともなってαが減少する．ローフィン管

は縮液イナンデーションの影響が小さく，6の増加

につれてαも幾分増加する．従って，中型や大型のシェ

ルチューブ凝縮器に使用する伝熱管としては今回使用

した三次元フィン管よりもフィン寸法を最適したロー

フィン管の方が優れている．

 第5章ではR407Cの凝縮伝熱性能を述べた．上方

管からの落下凝縮液がある場合のR134aと混合冷媒

R407Cの伝熱性能を比較するとR407Cの電熱性能は

R134aに比べて低く，両者の差はGが小さいほど大

きい．これは，混合冷媒では成分間の沸点差があるの

で，蒸気相の拡散抵抗が生じるためである．また，R

407Cは5種類の管問の伝写性能の差がR134aに比べ

て小さい．そして，Ref〈2000では三次元フィン管D

とEが同等の最高の伝熱性能を示し，Ref＞2000では

ローフィン管Aが最高の伝熱性能を示す．混合冷媒

R123／R134aに関する以前を参照すると，管Gは管A

に比べて30％以上高い伝熱性能を示すと考えられるの

で，R407Cについても大型凝縮器には寸法を最適化

したローフィン管が適している．

 第6章では本研究の結論を述べた．3行15列の水平

フィン管の千鳥御重を用いて純粋冷媒HFC134aと非

共沸混合冷媒R407Cの凝縮実験：を行い，2種類のロー

フィン管A，Bと3種類の三次元フィン管C～Eの早

旦性能を比較して次のような結論を得た．凝縮液イナ

ンデーションが少ない場合には，三次元フィン管が

ローフィン管よりも優れており，三次元フィン管は凝

縮液イナンデーションによる伝熱性能低下がローフィ

ン管よりも顕著である．従って中・大型のシェル

チューブ凝縮器には三次元フィン管よりもフィン寸法

を最適化した起呼フィン管のほうが優れている．管

A～E問の蒸気相の物質伝達係数の差は小さい．これ

は凝縮液膜の熱伝達が主に起こる部分はフィン先端部

とフィン側面の一部分に限られるため，物質伝達に有

効な伝録面積も限られることになり，フィン形状の影

響はあまり受けないと考えられる．フロン系冷媒は蒸

気密度を除けば物性値の差が小さいので，以上の実験

結果は他の冷媒にも適用できる．

論文調査の要旨

 従来，地域冷暖房・大型ビル用の空調機として使用

されるターボ冷凍機の作動媒体として，塩素を含むフ

ロン系冷媒R123やR22が使用されてきたが，成層圏

オゾン層の保護を目的としたフロン規制の強化に伴

い，塩素を含まない純冷媒R134aや三成分系非共沸

混合冷媒R407C（R32／R125／R134a：23／25／52mass％）
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への移行が始まっている．ターボ冷凍機の高性能化と

小型化のためには，要素機器であるシェルチューブ凝

縮器の高性能化が重要な課題の一つである．その手段

としては，増熱管表面に微細なフィンを加工し，表面

張力効果を利用してフィン先端部に凝縮液膜の薄い部

分を作ることによって凝縮伝熱を促進する方法が有力

である．この方法は非共沸混合冷媒を用いた凝縮器に

も有効であるが，この場合には混合蒸気相内に凝縮に

伴う濃度境界層が生じるため，伝熱性能が純冷媒に比

べて大幅に低下することが知られている．しかし，凝

縮器管三内における代替冷媒R134aやR407Cの凝縮

伝熱特性に関する研究はまだ少なく，凝縮器設計のた

・めのデータベースが不足している．したがって，これ

らの冷媒について種々のフィン形状を有する伝熱管の

管群凝縮伝熱性能を明らかにし，フィン形状最適化の

指針を得ることが重要な技術課題となっている．

 本論文は，R134aおよびR407Cの千鳥配列フィン

付き管土煙凝縮熱伝達に及ぼすフィン形状の影響を明

らかにしたものであり，得られた主な知見は以下のと

おりである．

（1）R134aを凝縮物質として千鳥配列水平脚質内凝

縮の実験を行い，商用の2種類の弓田フィン（環状フィ

ン）付き管と3種類の三次元フィン付き管の電熱特性

に及ぼす凝縮温度差と蒸気流速の影響を系統的に調べ

ている．三次元フィン付き管は多数の突起を持ってお

り，この部分の凝縮液膜が薄くなるため，上部車群か

らの落下凝縮液の影響を受けない条件ではローフィン

管よりも高い伝熱性能を示すが，落下凝縮液流量の増

大にともなって伝熱性能が大幅に低下することを見出

している．一方，ローフィン付き管は落下凝縮液流量

の増大にともなう伝熱性能の低下が小さく，その結果

膜レイノルズ数の大きい領域ではローフィン付き管の

ほうが高い伝熱性能を示す．著者はこのローフィン付

き管と三次元フィン付き管の差がフィン間溝部を流下

する凝縮液の流れに及ぼすフィンによる流動抵抗の差

によるものであると考察し，大型シェルチューブ凝縮

器に使用する凝縮管としてはフィン寸法を最適化した

ローフィン付き管のほうが優れていることを明らかに

している．

（2）R134aの場合と同噌の5種類の伝熱管を用いて

3成分系非共沸混合冷媒R407Cの千鳥配列水平フィ

ン付き管露語凝縮の実験を行い，伝熱特性に及ぼす凝

縮温度差と蒸気流速の影響を調べ，同時に管守内の蒸

気および落下凝縮液の濃度分布の測定を行っている．

一般に，R407Cの熱伝達率は同一条件のR134aに比

べて低下する．これは液膜の伝熱抵抗に蒸気相の拡散

抵抗が加わることによるものであるが，拡散抵抗は蒸

気速度の増大につれて減少する．そのため，R134aと

比較したR407Cの熱伝達：率の低下率は冷媒の質量速

度G＝8kg／m2sでは伝熱管により49－62％であるの

に対して，G＝23kg／m2sでは36－53％に減少すること

を見出している．また，R134aについて高い伝熱性能

を示した管がR407Cについても高い伝熱性能を示す

ことを明らかにしている．ついで，蒸気相の拡散抵抗

に関して成分R32－R134a間およびR125－R134a間

の物質伝達率を求めている．しかし，蒸気バルクと気

液界面の濃度差が小さいために測定値のばらつきが大

きく，有用な整理式を得るには至っていない．そこで，

蒸気相の拡散抵抗を評価する別の方法として仮想的な

蒸気相の熱伝達率を求め，その整理を試みている．仮

想的な蒸気相の熱伝達率は二回分三半共沸混合蒸気が

凝縮する際の物質伝達率と類似の特性を示し，フィン

形状による差が小さいことを明らかにしている．

 以上要するに本論文は，5種類のフィン付き管を供

試伝熱管として用い，凝縮温度差および質量速度を系

統的に変えて冷媒R134aおよびR407Cの千鳥配列水

平管園内凝縮の実験を行い，三熱特性に及ぼすフィン

形状の影響を明らかにしたものであり，熱工学，冷凍

工学に寄与するところが大きい．よって，博士（工学）

の学位論文に値するものと認められる．
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論文内容の要旨

 鈍い物体（Bluff Body）周りの流れでは，流線型物

体（Streamlined Body）周りの流れと異なり，物体

からの流れの剥離によって強い渦が放出され，流れ場

は複雑で非定常性の強いものとなることが知られてい

る．このようなBluff Body周りの流れを対象とする

数値シ’ミュレーションをおこなう場合，流れ場の非定

常性や三次元性などを正確に捉えるため高精度な三次

元直接数値シミュレーションをおこなう必要がある．

本研究では，ベクトル並列型スーパーコンピュータ上

で大規模な並列計算をおこなうことを念頭に，差分法

に関する最新の研究によって提案されている種々の差

分スキームなどの比較検討をおこない，Bluff Body
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周りの流れに適合する，より信頼性の高い数値計算シ

ステムを提案した．

 強い再形成と複雑な渦流れをともなう典型的な物体

周囲流れの一つとして臨界断面付近の二次元矩形柱周

囲流れが挙げられる．一様な流れの中に置かれた二次

元矩形柱では，その断面辺長比（d／h，d：主流方向

長さ，h：高さ）がd／h＝0．6付近で背圧が著しく低下

し，極端に大きな空力抵抗を示す臨界断面となること

が知られている，従来，辺長比d／h＝0～0．6の矩形柱

における背圧低下は，アフターボディ （矩形柱におい

て剥離点より下流側にある部分）の拡大にともなう矩

形柱背後の剥離域の減少によるもので，辺長比がd／h

＝α6を過ぎてからの背圧の回復は，剥離せん断層とア

フターボディの干渉によって渦形成が矩形柱の背後か

ら遠ざけられるためと説明されている．しかし，最近

の実験結果から，辺長比d／h綴0～0．6にいたる背圧の

著しい低下の過程で，矩形柱周囲流れは辺長比d／h

に依存して連続的に変化するのではなく，高い背圧値

と低い背圧値の二つの背圧値が交互に不規則な時間間

隔で現れ，この二つの背圧値に対応して弱い渦形成と

強い渦形成を示す二つのフローパターンが存在する過

渡的な辺長比の範囲を経て，不連続的に臨界断面へ移

行することが指摘されている．このような臨界断面付

近における周囲流れの不安定現象について，物体スパ

ン方向の三次元的流れの構造や二つのフローパターン

の入れ替わりの機構については，ほとんど調べられて

いない．そこで，本研究で提案するBluff Body周り

の流れに適合する高精度数値計算システムを臨界断面

付近における不安定現象に適用し，まず風洞実験と同

じように，臨界断面付近で背圧が低下して非常に強い

渦形成を示すフローパターンと，背圧が回復する弱い

渦形成を示す二つのフローパターンが存在することを

示した．さらに，詳細な流れ場の可視化によって，そ

れぞれのフローパターンにおけるスパン方向の流れの

構造を明らかにし，最後に二つのフローパターンの不

規則な入れ替わりには，矩形柱背後からの渦放出の

際，スパン方向に生じるわずかな時間のズレ（ゆらぎ）

が関与していることを示唆した．

 本論文は，これらの結果をまとめたものであり，全

5章からなる．

 第1章では，本研究の背景と目的を述べた．

 第2章では，本研究において用いた差分法による流

れの数値計算手法について説明した．保存則に対する

有限体積法的な考えを取り込んだ差分法による支配方

程式の離散化，不等間隔なスタガード格子に適合した

対流項や粘性項の空間差分近似，圧力方程式の反復計

算法，境界条件，物体領域部分の取り扱い，などにつ

いて説明した．

 第3章では，強い渦形成によって複雑な渦流れをと

もなうBluff Body周りの流れを対象とする三次元直

接シミュレーション手法の開発について説明した．具

体的には，臨界断面付近の辺長比d／h＝0．6の矩形柱を

主として辺長比がd／h＝0．4から1の矩形柱を対象とし

て以下の項目について検討をおこなった．対流項の差

分形式，矩形柱のスパン方向長さの影響，矩形柱スパ

ン方向の境界条件，スパン方向の格子分割幅について

検討した結果，対流項には二次精度中心差分法，スパ

ン方向の境界条件にはすべり境界条件を採用すべきで

あることを示した．スパン方向の格子分割について

は，格子解像度を上げる必要があることを示した．

 第4章では，第3章で開発した三次元直接シミュ

レーション手法を用いで辺長比d／h＝0．4，0．5，0．6の

矩形柱を対象とした大規模な並列数値計算をおこな

い，臨界断面付近における不安定現象について検討し

た．その結果，辺長比がd／h＝0．5および0．6の矩形柱に

おいて不安定現象である二つのフローパターンの存在

が確認できた．流れ場の可視化などから，背圧が低下

して非常に強い渦形成を示すときには，矩形柱周囲流

れの二次元性が高くなり，背圧が回復して弱い渦形成

を示すときには，剥離せん断層の巻き込みが弱まるた

め矩形柱周囲流れの二次元性が弱まることを示した．

さらに，背圧の低下過程と回復の過程を流れ場の可視

化によって詳細に調べた結果，矩形柱スパン方向に一

様にそろった状態でフローパターンが変化するのでは

なく，スパン方向の一部において生じたフローパター

ンの変化が，渦放出のズレによって矩形柱背後の流れ

に生じるスパン方向のゆらぎとともにスパン方向に伝

わることによって，スパン全体でフローパターンが入

れ替わることを示した．

 第5章では，以上の成果をまとめるとともに今後の

課題について述べた．

論文調査の要旨

 一様流中に置かれた矩形柱は，その断面辺長比（模

型の高さhに対する流れ方向の長さd）がd／h＝0．6付

近で強い渦形成を伴い，矩形柱背面の圧力（背圧）が

著しく低下し，極端に大きな空気抵抗を示す．この特

異な空力特性を呈する断面を臨界断面と呼ぶ．従来，

辺長比d／hニ0～0．6の矩形柱における背圧低下は，ア

フターボディ（矩形柱において流れの剥離点より下流

側にある部分）の拡大にともなう矩形柱背後の剥離域

の減少によるものとされ，また一方，辺長比が0．6を

過ぎてからの背圧の回復は，剥離せん断層とアフター

ボディの干渉によって渦形成が矩形柱の背後から遠ざ

けられるためと説明されてきた．しかし，最近の実験

結果から，辺長比d／h＝0～0．6にいたる背圧の著しい
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低下に関し，矩形柱周囲流れは辺長比に依存して連続

的に変化するのではなく，弱い渦形成と強い渦形成を

示す二つのフローパターンが交互に不規則な時間間隔

で現れ，この二つのフローパターンに対応して高い背

圧値と低い背圧値の二つの背圧値が存在するという過

渡的な辺長比の範囲を経て，不連続的に臨界断面の周

囲流れへ移行することが指摘されている．

 本論文は，このような強い渦形成と複雑な渦流れを

ともなう臨界断面付近の物体周囲流れのふるまいを数

値解析的に明らかにしょうとする試みである．このた

めにまず，非圧縮非定常三次元流れに関する高精度で

高効率な直接数値シミュレーション法を開発し確立し

ている．この計算コードを矩形柱周囲流れの不安定現

象に適用し，スパン方向の三次元的な流れの構造や二

つのフローパターンが入れ替わる機構について調べ，

流体工学上，非常に有用な知見を得ている．その主な

成果は以下の通りである．

（1）高精度な三次元直接数値シミュレーション法の開

  発にあたり，計算スキームで最も重要なポイント

  となる対流項の空間差分形式に関し，数値粘性の

  排除と安定性の確保の両面について詳細に検討

  し，諸物理量の保存性が高い二次精度中心差分の

  適用を提案している．また，流れの三次元性に着

  目して，矩形柱のスパン方向長さの影響，矩形柱

  スパン方向の境界条件，スパン方向の格子分割幅

  などについて比較・検討することによって，三次

  元非定常流れの高精度かつ高効率な数値シミュ

  レーション法を確立することに成功している．

（2）確立した数値シミュレーション法を用いて臨界断

  面付近の辺長比d／h＝0．4，0．5，0。6の矩形柱を対

  象とする大規模な並列計算を行い，既往の風洞実

  験結果と比較している．d／h瓢0．5および0．6におい

  て，この数値シミュレーション法による計算結果

  は，風洞実験と同じように，背圧が低下し非常に

  強い渦形成を示すフローパターンと，背圧が回復

  し弱い渦形成を示すフローパターンの二つが存在

  することを明らかにしている．

（3）辺長比d／h＝α5矩形柱の流れ場の詳細な可視化に

  よって，二つのフローパターンにおけるスパン方

  向の流れの構造を明らかにし，さらに二つのフ

  ローパターンの不規則な入れ替わりについて考察

  している．すなわち，矩形柱背後からの渦放出に

  おいてスパン方向に生じる渦形成のわずかな位相

  のずれが起因となり，これが強い縦様を誘導し，

  スパン全体の渦形成・放出の構造に大きな影響を

  与えていることを明らかにしている．

 以上，本論文は矩形柱周囲流れにおいて臨界断面付

近でみられる流れの不安定現象を解明するため，高精

度な三次元直接シミュレーション法を開発し，これを

矩形柱の臨界断面，およびその直前付近の辺長比を有

する矩形柱周囲流れに適用して詳細に調べ，矩形柱ス

パン方向の三次元的な流れの構造や，臨界断面付近に

特有の二つのフローパターンが入れ替わる機構につい

て明らかにしたもので，流体工学上寄与するところが

大きい．よって本論文は博士（工学）の学位論文に値

するものと認める．
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論文内容の要旨

 高エネルギー粒子，宇宙線は宇宙物理や天文，天体

物理学の様々な現象に関する重要な研究対象であり，

その生成機構や種々の輸送について現在まで活発な議

論が続いており，また未解決の問題を多く残してい

る．宇宙プラズマは無衝突プラズマであり，様々な輸

送は波動と粒子の相互作用を介して行われる．そのた

め大振幅磁気流体（MHD）波動と荷電粒子の相互作

用は，高エネルギー粒子の輸送において本質的な役割

を果たす．

 MHD波動による粒子の加速を議論する際，多くの

場合準線形理論が用いられてきたが，ここには波動が

小振幅であるという仮定と，異なる波動問の位相はラ

ンダムであるという仮定がなされている．ところが実

際に宇宙空間で観測される波動はしばしば大振幅であ

り，空間的な相関を持つ場合は少なくない．本研究で

は，このような非線形MHD波動による粒子の加速・

加熱を理論と数値実験を用いて議論した．

 第一章では，磁気流体乱流のもとでの荷電粒子の速

度空間での拡散過程の物理的描像を示し，これまで用

いられてきた議論の問題点を明らかにし，非線形波動

による粒子加速の重要性を述べた．

 第二章では，非相対論的な場合についてテスト粒子
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実験を用いて，非線形MHD波動による荷電粒子のエ

ネルギー拡散を議論した．主要な波動の非線形性とし

て波動の大振幅の効果とモード問の位相相関の効果を

考慮した．波動が大振幅になると数値実験より得られ

る粒子の加速効率は，準線形理論の予測より高い値を

示した．強い位相相関を持つ孤立波的波動中におい

て，粒子は孤立波により連続的にミラー反射され，加

速されることを見出した．これは孤立波によるフェル

ミ加速であり，これまでの準線形的な加速過程と区別

してソリトン加速と呼ぶことにする．

 第三章では，ソリトン加速の素過程として，MHD

パルスと荷電粒子の相互作用を議論した．一般にミ

ラー反射は断熱理論に基づいて議論され，粒子の反射

はピッチ角とミラー比によってのみ決定されるが，非

線形MHDパルスによるミラー反射ではさらに粒子の

エネルギーや波動と粒子の旋回の位相差にもよること

を示した．また反射の確率を粒子の速度とピッチ角の

関数として求めた．さらにピッチ角で積分した反射確

率は非断熱的極限で粒子の速度の罧で減少することを

数値実験と理論により示した．

 第四章では，三章で得られた素過程をもとに，ソリ

トン加速の統計モデルを議論した．ソリトン加速で

は，孤立波同士の衝突に際し粒子は効率的な加速を受

け，同時に速度分布関数には複数のピークが現れる．

まず一般的な確率の保存則から出発し，簡単なマルコ

フモデルにより数値実験から得られた速度分布関数の

熱的部分を説明した．また，1次のフェルミ加速モデ

ルを用いて，速度分布関数の高エネルギー部分までを

説明できることを示した．

 第五章では，大振幅MHD乱流場が引き起こす異常

エネルギー拡散の素過程として，有限振幅波動による

荷電粒子の捕捉について議論した．線形のサイクロト

ロン共鳴に対する有限振幅の効果を明らかにするため

に，単色円偏波中での粒子の運動を調べた．波動が大

振幅になると波動による捕捉領域の拡大が見られ，さ

らに線形の共鳴とは別の捕捉領域が現れることを見出

した．また，線形には共鳴条件を満たさない波動につ

いても，波動が大振幅となれば粒子を捕捉することを

示した．大振幅乱流場では，これらの非線形の粒子捕

捉が，線形には起こりえない拡散を引き起こす．

 第六章では，これまでの研究に特殊相対論的効果を

取り入れた．波動の大振幅の効果とモード問の位相相

関の効果について，それぞれを非相対論的な場合も含

めて比較，議論した．ランダム場では，非相対論的な

場合には粒子は速度空間で等方に拡散するのに対し，

相対論的な場合は運動量空間において非等方的に，波

動の伝播方向に強い拡散が認められた．位相相関が強

い場合については，ランダム場の場合よりも強い非等

方的な粒子の拡散が見られる．MHDパルスと粒子の

相互作用は，波動の静止系にローレンツ変i換すること

で，三章と同様の議論が展開できる．波動の伝搬速度

が光速に比べて小さい場合は，相対論的なソリトン加

速を四章と同様にモデル化でき，モデルが数値実験の

結果をよく説明することを示した．波動の伝搬速度が

光速に近い場合は，波束と粒子の相互作用はピッチ角

に対する依存が無視できなくなるため，四章の議論は

適応できないが，被加速粒子は相対論的な孤立波との

共鳴加速により効率良く加速されることが見られた．

非相対論的な場合には粒子の軌道は発散的であるのに

対し，強い相対論的孤立波では被加速粒子の軌道はど

れも同様の軌道を示し，決定論的な性質が見られ，統

計モデルを議論する際に他の簡略化が期待できる．

 第七章では，以上を総括し，結論を述べた．

論文調査の要旨

 高エネルギー荷電粒子である宇宙線は，地上にいな

がらにして，太陽あるいは遠い天体における天体現象

の詳細や，宇宙線が伝搬する途中の宇宙空間の様子を

我々に伝達するメッセンジャーの役割を果たしてき

た．したがって，宇宙線の加速機構，輸送機構の解明

は，天体物理学の黎明期から現在にいたるまで重要な

研究課題となっている．宇宙プラズマは，基本的に粒

子間衝突確率が非常に小さい無衝突プラズマである．

そのため高エネルギー粒子の拡散・輸送は，粒子と波

動との相互作用を介して行われる．媒介となる波動の

中でも，エネルギー密度が大きく，また波長が長いた

め高エネルギー粒子との共鳴条件を満たしやすい磁気

流体波動（MHD波動）は，宇宙線の加速と拡散に特

に重要な役割を果たしている．

 これまでのMHD波動による粒子の加速と拡散過程

の議論においては準線形理論が多く用いられてきた

が，そこでは波動が小振幅であるという仮定と，異な

る波動モード問の位相は完全にランダムであるという

仮定がなされている．ところが実際に宇宙空間で観測

される波動はしばしば大振幅であり，さらに波動モー

ド問に位相相関がある場合も少なくない．本論文はこ

の観点から，MHD波動による高エネルギー粒子の加

速・拡散過程を，波動が大振幅であること，および波

動モード間に位相相関があること，の2つの効果に着

目しつつ，理論と数値実験を用いて解析している．主

な成果は以下の通りである．

（1）MHD波動の振幅が大きい場合は，準線形理論

はエネルギー拡散係数を過小評価することが知られて

いるが，本論文ではテスト粒子数値実験により，MHD

波動が小振幅の場合には数値的に求めたエネルギー拡

散係数と準線形理論の結果とが良い一致を示すこと，
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その一方でMHD波動が大振幅の場合，数値実験によ

り求めたエネルギー拡散係数は準線形理論の予測より

も1桁程度大きくなることを見出している．これは，

宇宙空間プラズマ中では普通に見られる大振幅MHD

波動による宇宙線の加速・拡散現象を扱う際，準線形

理論のみに基づいた解析はできないことを示したもの

である．

（2）MHD波動が強い位相相関を持つと，波形が孤

立波的になる．このような波動中においては，粒子は

連続的にミラー反射されることにより加速を受けるこ

とを見出している．これは孤立波による一種のフェル

ミ加速であり，これまでの準線形的な加速過程とは定

量的のみならず定性的にも異なるものである．有限振

幅MHD波動では位相ロッキングの効果により，位相

相関が自発的に作られるため，このような「ソリトン

加速」は，宇宙プラズマ中で重要な役割を果たす可能

性を指摘している．

（3）ソリトン加速の素過程として，MHDパルスと

荷電粒子の相互作用を解析している．一般にミラー反

射は断熱理論に基づいて記述され，粒子の反射はピッ

チ角とミラー比によってのみ決定されるが，非線形

MHDパルスによるミラー反射ではさらに粒子のエネ

ルギーや波動と粒子の旋回の位相差にも依存する．反

射確率を粒子の速度とピッチ角の関数として求め，

ピッチ角で積分した反射確率が非断熱的極限で粒子の

速度の2分の1の幕で減少することを，数値実験と理

論により示している．

（4）ソリトン加速が本質的に非マルコフ過程である

ことを考慮しつつ，これに対するいくつかの統計モデ

ルを構築している．一般的な確率の保存則から出発

し，統計モデルが数値実験から得られた速度分布関数

の熱的部分および隣邸的部分を説明できることを示し

ている．

（5）MHD波動が大振幅の場合，エネルギー拡散係

数が準線形理論の予測よりも大きくなることを理解す

ることを目的として，波動による荷電粒子の捕捉の素

過程について議論している．波動が大振幅の場合，位

相空間中の粒子の捕捉領域が拡大されるのみならず，

線形共鳴とは別の捕捉領域が現れること，また線形共

鳴条件を満たさない波動についても，波動が大振幅で

あれば粒子を捕捉すること，さらに大振幅乱流中で

は，これらの非線形粒子捕捉が重要な役割を果たすこ

とを見出している．

（6）MHD波動による粒子加速と拡散に対する特殊

相対論の効果について検討している．波動の位相がラ

ンダムな場合には，非相対論的な位相速度を持つ波動

により粒子は運動量空間で等方的に拡散するのに対

し，相対論的な位相速度を持つ波動によっては非等方

的に拡散すること，また波動モード問に位相相関があ

る場合には，より著しく非等方的な粒子の拡散が見ら

れることを見出している．また，波動の伝搬速度が光

速に比べて十分小さい場合は，相対論的なソリトン加

速を非相対論的な場合と同様にモデル化でき，これが

数値実験の結果をよく説明することを示している．ま

た，波動の伝搬速度が光速に近い場合は，波束と粒子

の相互作用はピッチ角に対する依存性が無視できなく

なるため，粒子は相対論的な孤立波との共鳴により，

効率良く加速されることを見出している．

 以上要するに本論文は，MHD波動による高エネル

ギー粒子の加速・拡散過程を，波動が大振幅であるこ

と，波動モード間に位相相関があること，の2点に着

目して数値実験および理論による詳細な検討を行い，

これまでの宇宙線の輸送現象に対する準線形理論に基

づいた議論を根本的に見直す必要性を指摘し，さらに

新しい加速過程を提唱してその定量的評価を行ったも

ので，宇宙プラズマ物理学および天体物理学上価値あ

る業績である．したがって本論文は博：士（理学）の学

位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 Acomprehensive study to understand seasonal

variability of the oceanic condition around Java－

Indonesia has been conducted by using field obser－

vation data of physical， chemical and biological， and

the remote sensing data of sea surface temperature

（SST）derived from NOAA－AVHRR and sea surface

chlorophylLa（SSC）from SeaWiFS． To support this

study， meteorological data from various sources and

institutions and fish catch data are also collected． To

understand detailed phenomena of the oceanic condi－

tion around Java， the studies are represented by
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four different parts, that is, "seasonal variation in

water quality at the northern coast of Karawang-

West Javi', "seasonal variation of water characteris-

tics in the northern coastal area of Java", "seasonal

variability of the oceanic condition in the southern

coastal area of Java-Sumbawa" and "seasonal vari-

ability of SST and SSC around Java".

  Observation of seasonal variation in water quality

at the northern coast of Karawang-West Java was

conducted during the wet and dry seasons. Water

quality was found to be mainly associated with sea-

sonal change of precipitation and wind-driven cur-

rent. An indication of water quality degradation to-

ward the eutrophication was obviously visible in the

wet season by indicating high concentration of

chlorophyll-a (>4.00 pg/L) at the area adjacent to

the coastal line. High precipitation in the wet season

had affected on the excessive discharge of the or-

ganic waste with high level of DIN and P04 and it

caused the enrichment of the coastal water. The re-

sidual agriculture and aquaculture organic waste

were suspected to be the main source of water qual-

ity deterioration in the observation area.

  Seasonal variation of water characteristics in the

northern coastal area of Java was investigated to un-

derstand the causal factors of its variability and to

evaluate the water quality status in the future

within this region. Water temperature, salinity and

density in the northern, coastal area of Java Sea sea-

sonally varied corresponding to the monsoon. Water

temperature in January (wet season) was lower

than that in September (dry season) as well as sa-

Iinity and density. Nutrient concentration was influ-

enced by discharge of the local river and locai

coastal topography and it was also affected by the

surface current corresponding to the monsoon. Phos-

phate was high in January at the central part and in

September at the western part. Silicate was high in

January at the eastern part and in September at the

western part as well as nitrate. Redfield ratio in the

whole part of the northern coastal area of Java was

lower than 16 and nitrate may act as the limiting

factor for the primary production within this region.

Chlorophyll-a was high in January at the central and

western parts of Java due to large supply of nutri-

ents by river discharge. While in the eastern part of

Java, high concentration of chlorophyll-a in Septem-

ber was due to the nutrients supply from the east-

ern region ofindonesia by the surface current.

  Field observations to understand seasonal variabil-

ity of the oceanic condition along the southern

coastal area of Java to Sumbawa were conducted in

the northwest monsoon (April-May 1990) and the

southeast monsoon (August-September 1990). The

oceanic condition was found to be mainly affected by

seasonal change of precipitation and upwelling re-

Iated to the monsoon. The upwelling occurrence in

the eastern part of this region was clearly seen by

increasing nutrients concentration, especially nitrate

and decreasing water temperature at the surface

due to the southeast monsoon. The nitrate was a

limiting factor for photosynthesis within this region.

  Variability of SSC around Java, Indonesia showed

the similar pattern with that of SST, that is, semi an-

nual variation was dominant in the Java Sea, but in

the Indian Ocean annual variation was dominant. In

the Java Sea, SSC was high due to large river dis-

charge and large net heat flux in May and Novem-

ber. In the southern coastal area of Java, the upwel-

ling during the southeast monsoon was the main fac-

tor causing the enrichment of surface water within

this region. Upwelling in the southern coastal area of

Java well corresponded to the southeast monsoon,

where alongshore southeasterly wind was responsi-

ble for the Ekman transport causing upwelling

within this region. Upwelling in the eastern part was

earlier than that in the western part due to the ear-

Iier development of easterly wind and the upwelling

showed westward propagation. Northwesterly wind

developed in October was suspected as a main fac-

tor in reducing the upwelling within this region.

  Variability of the oceanic condition around Java

seems to have strong correlation to the seasonal

change, terrestrial environment bathymetry and lo-

cal topography. The oceanic condition in the north-.

ern coastal area Java Sea is different compared to

the Indian Ocean. In the northern coastal area of

Java where the human activities are concentrated,

water quality degradation is significantly dominant.

The appreciable organic and inorganic pollutant

comes from various activity (municipal, industries,

agriculture and aquaculture) in the upper land has

caused water quality deterioration that ultimately

disturbs the aquatic organism and decreasing their

productivity. To improve and protect coastal zone

toward sustainable utilization in the northern coastal
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area of Java， an effort to establish the space struc－

ture and system management and reconstruct the

regulation of various activities as well as developing

an ecosystem modeling within this region are neces。

sary in the near future．

 In the southern coastal area of Java， water quality

change due to the pollutant is not dominant The

oceanic condition within this region is affected by

the existence of the upwelling in the southeast mon－

soon． This evidence has promoted fishing season due

to high marine productivity． To understand more de－

tail of the upwelling phenomena within this region

such as year to year variation， the width of upwel－

ling and its propagation， detailed investigation has to

be carried out in the near future by using multi

sources data．

論文調査の要旨

 本論文は，現在まで全体的な理解がほとんど得られ

ていない，インドネシアのジャワ島周辺における海況

の季節変動特性を明らかにするため，物理的，．化学，

生物学的な現場海域観測資料，及び，SeaWiFSの海

洋表層chlorophyll－a（SSC）画像， NOAA／AVHRR

の海面水温（SST）画像，さらに，海況変動と関係す

る気象・漁獲量データも収集して研究を行った結果を

まとめたものである．内容は，ジャワ島周辺の詳細な

海況変動特性を理解するために行われた，4つの部

分，「西ジャワのカラワン北沿岸における水質の季節

変動」，「ジャワ島の北岸における水質の季節変動」，

「ジャワ・スンバワ南岸における海況の季節変動」，

及び「ジャワ島周辺のSST，及び， SSC季節変動」

に分けられる．

 「西ジャワのカラワン北沿岸における水質の季節変

動」においては，雨期と乾期に行われた現地海域観測

資料を解析した．その結果，水質の季節変動は主とし

て降雨，及び，風による吹送流の季節変動と関連して

いることが明らかになった．雨期には，陸からの栄養

塩負荷量の増大により富栄養化が起こり，沿岸に隣接

する海域ではchlorophyll－a濃度が4．OFg／L以上の高い

値を示した．雨期の多い降水量が高い濃度の有機性廃

棄物の海域への負荷量を増大させる．農業や水産養殖

の有機性廃棄物がこの負荷量増大の原因であると考え

られる．

 「ジャワ島の北岸における水質の季節変動」におい

ては，水質の季節変動の原因を明らかにするための調

査が行われた．その結果，ジャワ島の北岸海域におけ

る水温，塩分，密度は，モンスーンによって変動する

ことが明らかになった．雨期の1月の水温は，塩分と

同様，乾期の9月より低かった．栄養塩濃度は，河川

や沿岸からの負荷量に影響されると同時に，モンスー

ンに駆動される吹送流に影響されていた．溶解無機態

リン（DIP）濃度はジャワ島北岸中央部では1月に，

西部では9月に高かった．SiO2濃度は，ジャワ島北岸

東部では1月に，西部では9月に高かった．耳芝無機

態窒素（DIN）濃度は，ジャワ島北岸西部で9月に高

かった．ジャワ島北岸海域におけるレッドフィールド

比は16未満なので，DINがこの海域の一次生産の制

限要因として作用する可能性が高い．ジャワ島北岸東

部における9月の高chlorophyll－a濃度はインドネシ

ア東部からの吹送流による栄養塩供給が原因であると

考えられる．

 「ジャワ・スンバワ南岸における海況季節変動」で

は，北西季節風時（1990年4月一5月），及び，南東

季節風時（1990年8月一9月）に行われた海洋観測結

果を解析した．その結果，この海域の海況変動は降水

量と風の季節変動に主に影響されることがわかった．

南東季節風時の沿岸湧昇は，この海域の東部で主に発

生し，海洋表層における水温減少，DIN濃度増加で

特徴付けられる．特にDINはこの海域における光合

成の制限的要因として作用している．

 「ジャワ島周辺のSST，及び， SSC季節変動」で

は，SSTとSSCが同様な季節変動特性を示すことを

明らかにした．すなわち，ジャワ島北部のジャワ海で

は半年周期変動が支配的であるが，ジャワ島南部のイ

ンド洋においては1年周期変動が支配的であった．

ジャワ海において，SSTとSSCは5月と11月に極大

となるが，それは降水量，海面加熱量がその時に極大

となるためである．一方インド洋では，9月の南東季

節風時の沿岸湧昇によりSSTは最低， SSCは最大を

記録する．ジャワ島南岸における沿岸涌昇は，南東季

節風が海洋上層の南西向きのエクマン輸送を引き起こ

し，そのために岸沿いの海水が沖合いに輸送されるこ

とによって発生する．沿岸湧昇は8月にまず東部海域

で発生し，徐々に西部に伝播する．そして，10月に北

西季節風が吹き始めることにより消滅する．

 ジャワ島周辺の海況季節変動特性は上に述べたよう

に，主に季節風の変動，それに伴う海面熱収支，降水

量の変動に支配されている．浅いジャワ海における海

況の季節変動特性は，深いインド洋におけるそれとは

全く異なっている．人間活動が盛んなジャワ島の北岸

における海域の水質劣化はすでに顕著であるので，今

後，ジャワ島北岸海域の水質保全を行う社会システム

を確立し，そして，様々な人間活動を調整するために，

この海域の水質将来予測を行うための数値生態系モデ

ルを開発することが必要であると結論付けている．

 以上本論文は，現地観測結果の詳細な解析を行っ



平成14年 九州大学大学院総合理工学報告  第24巻第2号 一255一

て，インドネシア・ジャワ島周辺海域の海況季節変動

特性を明らかにしたものであり，海洋学に寄与すると

ころが大きい．よって本論文は，博：士（理学）の学位

論文に値するものと認める．

氏  名（本籍） 川 村 英 之（高知県）

学位記番号総理工博：甲405号

学位授与の日附 平成14年3月25日
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論文内容の要旨

 日本海の200～300m軟膜の水：塊はその独自の特性

から［日本海固有水］と呼ばれ，非常に均質なため，

一つの水塊と考えられてきたが，近年約500～約1300

mまでの水塊を［上部日本海固有水］とし，約1300

～約2300mまでを［深層水］，約2300m以深を［底層

水］と区別することが一般的になった．また上部日本

海固有水の上の水深約200～約500mには塩分極小層

で特徴付けられる［日本海中層水］が存在することも

知られてきた．その他にも日本海盆東部の水深約200

～約500mには塩分値が高い［高塩分中層水］が存在

することが近年の観測結果から報告された．

 日本海は外海と非常に浅い海峡でのみ海水交換をし

ているので，これらの水塊は日本海内部で独自に形成

されているものと思われるが，これらの水塊形成のメ

カニズムはほとんど明らかにされていない．また最近

の研究によれば，深層水や底層水等の水深約1300m

以深の水塊の形成は1950年置以降ほとんど停止してい

るが，日本海中層水・高塩分中層水・上部日本海固有

水等の［中層水］はいまだに活発に形成されているこ

とが報告されている．

 本研究は，三次元海洋大循環モデルを用いて，いま

だに活発に形成されていると思われる日本海中層水・

高塩分中層水・上部日本海固有水の形成と循環機構に

ついての研究を行い，さらに今後地球温暖化が進行し

た場合の日本海の循環の変化についての研究も行っ
た．

 まず，第一章で本研究の意義・目的を述べ，過去の

研究のレビューを行う．第二章では本研究で使用した

数値モデルであるGFD：L MOM（Modular Ocean

Model）について説明する．第三章では数値モデルの

結果を示す．モデルで得られた冬季のウラジオストク

南東沖での1000m付近まで達する強い対流混合域は

最近のPALACE floatによる観測から得られた冬季

の強い対流混合域と良く一致する．この強い対流混合

域で上部日本海溝有水が形成されることになる．その

形成要因としては1）冬季の強い海面冷却，2）日本

海聖上の正のwind stress curl，3）ウラジオストク

南東沖への対馬暖流からの塩分の供給，4）ロシア沿

岸域におけるアムール川起源の低塩分水の存在等があ

ることが分かった．これらの複数の要因がウラジオス

トク南東沖で1000m深付近まで達する対流混合の位

置や強度を決定し，結果として上部日本海固有水が形

成されると結論付けられる．

 中層の塩分極小層で特徴付けられる日本海中層水の

起源はロシア・北朝鮮沿岸に存在する沿岸低塩分水で

あることが示された．この沿岸低塩分水の起源はア

ムール川の河川水であり，間宮海峡を通して河川水が

日本海に流入し，結果として大陸沿岸に低塩分水ベル

トが形成されると考えられる．この沿岸に存在する低

塩分水の一部はウラジオストク南東沖の強い対流混合

域と密接に関連する半時計周りの循環によってロシ

ア・北朝鮮沿岸で離岸する．その後，極前線に沿って

東流しながら日本海南部へ広がり，中層に塩分極小層

で特徴付けられる日本海中層水を形成する．一方，沿

岸豊平分水のもう一つの分枝は韓国東岸に沿って南下

し続け，北緯37。付近まで南下する問に徐々に離岸

し，対馬暖流下の中層に日本海中層水を形成する．塩

分極小層付近に相当する等密度面上の塩分分布は観測

結果と良く対応している．

 高塩分中層水は日本海盆東部において，冬季の冷却

と対馬暖流からの塩分の供給の結果形成されるが，同

時に対馬暖流から熱が供給されるため，上部日本海固

有水が存在する深度まで達する強い対流混合は起こら

ないことが分かった．

 第四章では，このまま地球温暖化が進行した場合の

70年後の日本海の循環を数値モデルを用いて予測す

る．循環のパターンは現在と比較して大きな変化はな

いが，冬季の対流混合の深度は最大でも400m程度で

現在よりも約400～500m浅くなり，冬季の対流混合

により形成される水塊は現在と比べると温度は約24

℃高く，塩分は約0．Olpsu低い．また，全層で昇温が

見られ，表層で約2．0℃，水深約1000～2500mで約1．5

℃，約2500m以深で約1．0℃，現在に比べて昇温して

いる．海面高度については，全季節を通じて現在より

約50～65cmの海面高度の上昇が見られる等の結果が

得られた．

 第五章で全体のまとめを行った．
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論文調査の要旨

 本論文は，三次元海洋循環モデルを用いて，日本海

における中層の水塊，すなわち，日本海中層水，高塩

分中層水，上部日本海固有水の形成と循環の機構につ

いての研究，及び，今後，地球の温暖化がさらに進行

した場合の日本海の循環の変化についての研究を行

い，その結果をまとめたものである．内容は以下のよ

うに上部日本海固有水と日本海中層水の形成と循環，

高塩分中層水の形成，及び，温暖化後の日本海の循環

の四つに分けられる．

 「上部日本海固有水の形成と循環」においては，数

値計算の結果は冬季にウラジオストク南東沖で1000m

深付近まで達する強い対流混合が発生していることを

示しているが，最近のPALACEフロートによる観測

によってもこのことは確認されている．この強い対流

混合域では上部日本海固有水が形成されており，その

形成要因としては1）冬季の強い海面冷却，2）日本

海盆上の正の風の応力の回転，3）対馬暖流の影響を

受けた南西流によるウラジオストク南東沖への塩分の

供給，4）ロシア沿岸域におけるアムール川起源の低

塩分水の存在等があることが分かった．対流混合に

よって形成された水塊は混合層の底部から日本海深層

へ潜り込んで行くことになる．その形成量は粒子追跡

法によって0．13Svと評価された．

 「日本海中層水の形成と循環」においては，塩分極

小で特徴付けられる日本海中層水の起源はロシア・北

朝鮮沿岸に存在する沿岸早取分水であることが示され

た．この沿岸低塩分水の起源はアムール川の河川水で

あり，間宮海峡を通して河川水が日本海に流入し，結

果として大陸沿岸に低塩分水ベルトが形成されると考

えられる．この沿岸に存在する低塩分水の一部はウラ

ジオストク沖の半時計周りの循環によってロシア・北

朝鮮沿岸で離岸する．その後，極前線に沿って東流し

ながら日本海南部へ広がり，塩分極小で特徴付けられ

る日本海中層水を形成する．一方，沿岸低塩分水のも

う一つの分枝は朝鮮半島東岸に沿って南下し続け，北

緯37度付近まで南下する間に徐々に離岸し，対馬暖流

下に日本海中層水を形成する．塩分極小層付近に相当

する等密度面上の塩分分布は観測結果と良く対応して

いる．また日本海中層水の形成量は0。85Svと評価さ

れた．

 「高塩分中層水の形成」においては，高塩分中層水

は上部日本海固有水の形成域の北東部に隣i接する海域

で形成される．高温，高塩分の対馬暖流が北海道沿岸

を離岸し，反時計回りにこの海域に流入し，熱と塩分

を供給するが，冬季の海面における冷却が十分前ない

ために，対流混合は400m以深には達せず，形成され

る水塊は日本海中層水に比べて高塩，高温となる．

 「温暖化後の日本海の循環」においては，このまま

地球温暖化が進行した場合の70年後の日本海の循環を

数値モデルを用いて予測した．循環のパターンは現在

と比較して大きな変化はないが，冬季の対流混合の深

度は最大でも400m程度で現在よりも400～500m浅く

なり，冬季の対流混合により形成される中層水塊は現

在と比べると温度は約2．0℃高く，塩分は約0．01psu低

い．また，全層で昇温が見られ，表層で約2．0℃，水

深1000mで約1．5℃，2500m以深で約しO℃，現在に比

べて昇温している．海面高度については，全季節を通

じて現在より50～65cmの海面高度の上昇が見られる等

の結果が得られた．

 以上要するに本論文は，三次元海洋循環モデルを用

いて，上部日本海固有水と日本海中層水の形成と循環

の機精及び高塩分中層水の形成の機構を明らかにし，

かつ地球温暖化による日本海の循環の変化を予測した

ものであり，海洋物理学に寄与するところが大きい．

よって博：士（理学）の学位論文に値するものと認める．
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 1，3一双極性環状付加反応は長い間，複素環化合物

を構築する最も有用な方法と見なされてきたが，Le－

wis酸触媒などの外部試薬を用いてこの反応を制御す

る手法の開発は，その重要性が叫ばれ続けて来たにも

拘わらず困難さを極め，最近に至っても有用な方法は

数える程しか報告されていない．

 本研究は，申請者が所属する研究室で開発されたマ

グネシウムイオン存在下におけるアリル系アルコール

とニトリルオキシドの立体・レギオ選択的環状付加反

応を，共に官能基をもつニトリルオキシドとアリル系

アルコールとのマグネシウムイオン存在下での環状付

加反応に拡張し，有用合成法へと展開することを目指

した．本論文は，得られる高官能化イソオキサゾリン

を中間体として，その官能基変換により多官能化され

た合成上有用なビルディングブロックを構築する研究
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の成果をまとめたもので，全5章からなる．

得られた主な成果は以下の通りである．

 第1章は緒論で，本研究の背景をまとめ，本研究の

目的と意義を述べた．

 第2章においては，新規ニトリルオキシドの新規発

生法を開発した．ビスアセトキシおよびビストリフル

オロアセトキシヨードベンゼンを用いて，親双極子と

塩基存在下でベンズアルドキシムを酸化すると，中程

度の収率でニトリルオキシド環状付加体が生成するこ

とを見いだした．この反応において刀，π’一ジベン

ジリデンヒドラジン万，π’一ジオキシドが副生した

が，その構造をX線結晶構造解析により初めて確定

した．一方，クロロホルム中加熱還流下に，親双極子

と塩基存在下でベンズアルドキシムにジクロロヨード

ベンゼンを作用させると，イソオキサゾリン誘導体が

最高収率65％で得られた．しかし，これらの方法はア

リル系アルコールを用いるマグネシウムイオン共存下

での反応制御に用いるには反応条件が過酷すぎるた

め，実用化することはできなかった．

 更に，アルドキシムとベンジルトリメチルアンモニ

ウムテトラクロロヨーダート（BTMAICI4）からの塩

化ヒドロキシモイルの合成を検討した．BTMAICI4は

ジクロロメタンに溶解しないが，反応後に生成する

BTMAICI2は溶解することを利用して目視により反

応追跡が可能であった．BTMAICI2はエーテルには

不溶なため，反応溶液をエーテルで希釈することによ

り沈殿・聖別できる．目的物はエーテル溶液として単

離できた．この際，副成する塩化水素のために系内が

酸性化し，塩化ヒドロキシモイルの分解を促進する等

の問題点があったが，反応系中にMS4Aを共存させ

ることにより解決できた．この手法は脂肪族，芳香族

を問わず，種々のアルドキシムに対して効果的に適用

可能であった．ただ例外的に，フルフラールオキシム

の場合はフラン環の5一位が選択的にクロロ化され，

フェニルチオアセトアルドキシムの場合は，フェニル

スルフィニルアセトニトリルが単一の生成物として得

られる副反応が起きた．

 第3章においては，官能化アリル系アルコールとし

てγ一ジメチルフェニルシリルアリルアルコールを設

計し，これをプロパルギルアルコールから2段階で合

成した．また，官能化ニトリルオキシドとして0，0’

一イソプロビリデンーD一グリ差文ニトリルオキシド

を設計し，その前駆体である0，0’一イソプロピリ

デン」D一グリセルアルドキシムをD一マンニトール

から3段階で合成した．γ一ジメチルフェニルシリル

アリルアルコールと過剰量のイソプロピルアルコール

にGrignard試薬を加えて混合マグネシウムアルコキ

シドを調製した後にTHFを留去し，別途調製した塩

化0，0LイソプロピリデンーD一グリセロヒドロキ

シモイルと反応させる手法により，最高収率45％で目

的とするイソオキサゾリンー5一メタノール体が得ら

れた．イソオキサゾリンー5一メタノール体が高レギ

オ選択的に得られたことから，マグネシウムイオンが

効果的に反応に関与して加速されることが分かった．

しかし，ジアステレオ選択性は低かった．その他，こ

れら両方の官能化された基質と通常のニトリルオキシ

ドおよびアリル系アルコールとの反応についても詳し

く検討した．

 第4章においては，光学活性なα一トリメチルシリ

ルアリル系アルコールを設計し，それぞれ2一ヘキセ

ン，2一ブテンー1一オールから4段階で合成した．

これから誘導したマグネシウムアルコキシドと種々の

ニトリルオキシドとの反応では，いずれの場合にもイ

ソオキサゾリンー5一メタノール体が高レギオ選択的

に生成した．また，得られた環状付加体は主として卿

一手傘体であり，この反応においてもマグネシウムイ

オンが効果的に関与し反応が加速されたことが分かっ

た．得られた環状付加体にテトラブチルアンモニウム

フルオリド（TBAF）を作用させると環拡大反応が進

行して1，2一オキサジンが生成することを見いだし

た．この反応は立体保持で進行し4一位のキラリティー

が保存される．水酸基をアセチル化した基質において

も同様の環拡大反応が進行したことから，この反応機

構は既知のものとは異なる可能性が高い．しかし，こ

れまで1，2一オキサジンの合成法としては，γ一ヒドロ

キシイミノカルボン酸の閉環反応しか知られておら

ず，光学活性な1，2一オキサジンを合成する新しい反

応として期待がもたれる．

 第5章は，全体の総括である．

論文調査の要旨

 1，3一双極性環状付加反応は，反応に用い得る基質

の多様性と反応の高い立体特異性の観点から，最も有

用な複素環骨格構築法と見なされてきたが，ルイス酸

触媒などの外部試薬を用いてこの反応の立体化学やレ

ギオ化学などを精密制御する手法の開発は著しく遅れ

ていた．著者は，マグネシウムイホン存在下における

アリル系アルコールを用いるニトリルオキシド環状付

加反応が著しく加速され，高い立体およびレギオ選択

性を示す事実に着眼し，その有機合成化学的価値をさ

らに高めるために，共に官能基をもつニトリルオキシ

ドとアリル系アルコールとのマグネシウムイオン存在

下での環状付加反応にまで拡張・展開することを目的

とした研究を開始した．その結果，反応生成物である

警官能化イソオキサゾリンの官能基変換により，各種

の多官能化された合成上有用なビルディングブロック
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を構築することに成功し，以下に述べる顕著な成果を

得ている．

1）まず，親双極子と塩基の存在下で，ビスアセトキ

  シおよびビストリフルオロアセトキシヨードベン

  ゼンを用いてベンズアルドキシムを穏やかに酸化

  すると，中程度の収率ながら対応するニトリルオ

  キシド環状付加体であるイソオキサゾリンが生成

  することを見いだした．さらに，この反応におい

  て副生した万，ノVLジベンジリデンヒドラジン

  ノV，ハτ’一ジオキシドの構造をX線結晶構造解析

  により初めて確定している．

2）ジクロロヨードベンゼンを酸化剤として用いるニ

  トリルオキシド合成法は，さらに優れた合成法と

  なることを見い出した．つまり，親双極子と塩基

  存在下クロロホルム中で，ベンズアルドキシムと

  ジクロロヨードベンゼンを還流下に加熱すると，

  ニトリルオキシドの合成と環状付加反応が一気に

  進行してイソオキサゾリン誘導体が高収率で生成

  することを明らかにしている．

3）アルドキシムとベンジルトリメチルアンモニウム

  テトラクロロヨーダート（BTMAICI4）から，ニ

  トリルオキシド前駆体である塩化ヒドロキシモイ

  ルの効率的な新規合成法を見い出している．この

  方法には，BTMAICI4と反応で生成する
  BTMAICI2の溶解度の差を利用して目視により

  反応終点を知ることができる，反応後の溶液を

  エーテルで希釈してBTMAICI2を沈殿・聖別す

  るだけで目的とする塩化ヒドロキシモイルがエー

  テル溶液として得られる，エーテルを留令するこ

  とにより比較的不安定な塩化ヒドロキシモイルを

  ほぼ定量的に単離できる，塩化ヒドロキシモイル

  の生成からニトリルオキシドの発生，さらには環

  状付加反応までを一容器中で行える，などの利点

  があることを明らかにした，

4）この反応では，副生する塩化水素のために反応系

  内が酸性化し，特に脂肪族塩化ヒドロキシモイル

  の分解を促進する等の問題点が生起したが，反応

  手中にMS4Aを共存させることによりこの問題

  を完全解決した．その結果この方法は，脂肪族，

  芳香族を問わず種々のアルドキシムに対して効果

  的に適用可能となる優れた塩化ヒドロキシモイル

  合成手法となることが実証された．

5）官能化アリル系アルコールとしてγ一ジメチル

  フェニルシリルアリルアルコールを設計し，プロ

  パルギルアルコールから2段階で合成することに

  成功した．また，官能化ニトリルオキシドとして

  0，0’一イソプロピリデンーD一グリセロニトリ

  ルオキシドを設計し，その前駆体である0，0’

  一イソプロピリデンーD一グリセルアルドキシム

  をD一マンニトールから3段階で合成している．

6）γ一ジメチルフェニルシリルァリルアルコールと

  過剰量のマグネシウムイソプロポキシドの混合物

  に，別途調製した塩化0，0Lイソプロピリデ

  ンーD一グリセロヒドロキシモイルと反応させる

  手法を開発した．ジアステレオ選択性は低いもの

  の，中程度の収率で目的とするイソオキサゾリン

  一5一メタノール体のみが得られた．その結果，

  多官能化された基質を用いたニトリルオキシド環

  状付加反応においても，マグネシウムイオンが効

  果的に反応を加速することが判明した．

7）光学活性なα一トリメチルシリルアリル系アル

  コールを設計し，それぞれ2一ヘキセン，2一ブ

  テンー1一オールから4段階で合成した．これか

  ら誘導したマグネシウムアルコキシドと種々のニ

  トリルオキシドとの反応では，いずれの場合にも

  イソオキサゾリン5一メタノール体が高レギオ・

  シン選択的に生成することを明らかにしている．

8）得られた環状付加体にテトラブチルアンモニウム

  フルオリド（TBAF）を作用させると，環拡大反

  応が進行して1，2一オキサジンが生成する反応を

  発見している．この反応は立体保持で進行し4一

  位のキラリティーが保存される．水酸基をアセチ

  ル化した基質においても同様の環拡大反応が進行

  したことから，この反応機構は既知のものとは異

  なる可能性が高いことを指摘している。

 以上要するに，本論文はニトリルオキシドの新しい

合成法を開発し，官能基をもつニトリルオキシドとア

リル系アルコールとのマグネシウムイオン存在下での

環状付加反応により多官能化されたイソオキサゾリン

を生成させ，その官能基変換により各種の多官能化さ

れた合成上有用なビルディングブロックを構築する手

法を開発することに成功している，以上の成果は，有

機合成化学，複素環化学に寄与するところが大きい．

よって本論文は，博士（理学）の学位論文に値するも

のと認める．
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論文内容の要旨

 21世紀のエネルギー需要の増大に備え，供給源の多

様性確保の観点から，重質残油や石炭を今迄以上に高

度高効率，低環境負荷で利用する技術の開発が求めら

れている．これらの化石資源は，共通して芳香環の積

層や長鎖アルキル置換基の絡み合いにより凝集した常

温固体低溶解性の炭化水素である．この固体構造中，

金属イオンや鉱物が有機成分と結合して分子凝集の架

橋の役割を果たしている．これらの化石炭化水素の燃

焼や転換において，こうした凝集構造や金属イオン・

鉱物が妨害になることが少なくない．

 本論文では，石炭および重質油の炭化水素ネット

ワークの3次元会合に注目し，その構造と緩和過程な

らびに，高分散触媒としての作用が期待できるモリブ

デン錯体のMoS2への変換過程を分子レベルで明らか

にし，これら重質炭化水素資源の高効率転換法開発の

基盤構築を目指した．

 第1章では，石炭および重質油の利用の歴史と現実

を総括し，本研究の背景，目的，方法論を述べた．第

2章では，低石炭化度炭に多く含有されるCaやMg

などのイオン交換性金属を温和な有機酸を用いて除去

し，石炭の3次元会合を緩和して，その熱分解反応性

を向上させることを検討した．アルカリ，アルカリ土

類金属は石炭中の酸素官能基を介した架橋性金属結合

を担っており，酸によるイオン交換に伴いこの結合が

解放されることをIRによって確認した．酸処理した

石炭を急速熱分解すると，固体残さ収率を減少，液体

タールやガス収率を増加できた．酸処理による3次元

架橋の解放は，ピリジン溶媒の石炭中への浸透を促進

し，溶媒による石炭膨潤度が増加することを認めた．

 第3章では，次世代コークス製造Scope21プロセス

において，非微粘炭の粘結性向上のために実施されて

いる急速予熱処理において，石炭物性，特に構造変化

を把握することを目的とした．石炭化度の低い石炭を

加熱処理によって，石炭中の酸素官能基の一部が脱離

し，凝集構造が緩和されたことを，X線回折角2θニ200

のブロードなγバンドのわずかな増加と2θ＝260のπ

一π積層バンドの減少とから推察した．より速い加熱

処理によって，凝集構造の緩和が促進され，400。C以

下でわずかに溶融する現象を認めた．

 第4章では，無極性ベンゼンに極性のジメチルスル

ホオキシド（DMSO）を種々の濃度で添加した一連

の溶媒により，石炭を膨潤し，非共有性結合を解放し，

これによる凝集構造の変化をX線回折及び熱重量分

析により解析した．低石炭化度炭では，DMSOが石

炭粒子中のネットワーク内へ浸透し，石炭粒子を膨潤

し，石炭粒子の見かけ体積を増加させる．一方，高石

炭化度炭では，芳香環積層が発達しており，DMSO

の極性基と相互作用する官能基も少ないため，膨潤し

ない．石炭粒子内に浸透したDMSO溶媒の揮発挙動

をTGを用いて調べた結果から，低石炭化度（BZお

よびWY）炭ではDMSOが石炭分子の極性基と強く

相互作用していることが示唆されたのに対し，高石炭

化度（UF）炭では相互作用が殆ど認められなかった．

ブロードなX線回折ピークを12。と125へ分割し，各強

度のDMSO処理量による変化を調べたところ， UF

炭では，DMSO濃度の増加によって変化はないが， BZ

炭およびWY炭のいずれもDMSO濃度の増加ととも

に粋士度が増加し，125が低下した．DMSO溶媒は石

炭粒子内に浸透して，芳香環周辺の極性官能基へ溶媒

和し，芳香環凝集を緩和したと理解した．

 第5章では，重質油の水素化分解反応に油溶性金属

錯体から誘導される高分散金属硫化物触媒が用いられ

ることから，重質油中における油溶性Mo触媒前駆体

の熱分解挙動および重質油成分における触媒前駆体・

硫化物触媒の分散性を検討した．2種のMo錯体（Mo

－DTC， Mo－DTP）触媒のうち， Mo－DTCは窒素雰囲

気下での熱分解によって微粒なMo硫化物を形成し，

水素化活性な硫化微粒触媒となることを遠赤外吸収ス

ペクトルおよびXRD測定により確認できた．一方，

Mo－DTPは重質油中で熱分解しても明確な硫化物の

形成は認められず，配位子の一部が残留し，硫化物形

成を阻害する可能性を示唆した．重質油に分散した2

種の錯体のマルチン・アスファルテン成分への選択的

な分散の可能性を予想したが，両錯体は，分画に際し

て各々の溶解度に従って分布していた．従って，2種

のMo錯体の分解により生成する硫化物性状の違い

が，重質残油に対する水素化活性の差異をもたらすと

結論した。

 第6章では，本研究の成果を総括した．

論文調査の要旨

 21世紀のエネルギー需要の増大に備え，供給源の多

様性確保の観点から，重質残油や石炭を今迄以上に高

度高効率，低環境負荷で利用する技術の開発が求めら
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れている．これらの化石資源は，共通して芳香環の積

層や長鎖アルキル置換基の絡み合いにより凝集した常

温固体低溶解性の炭化水素である．この固体構造中，

金属イオンや鉱物が有機成分と結合して分子凝集の架

橋の役割を果たしている．これらの化石炭化水素の燃

焼や転換において，このような凝集構造や金属イオ

ン・鉱物が妨害になることが少なくない．こうした高

分子量炭化水素の低分子化あるいは改質には，水素化

能を有する微小触媒粒子を分散させることが有効とさ

れており，可溶性Mo錯体をMoS2粒子に転換して微

粒触媒とする方法が提案されている．

 本論文では，石炭および重質油の炭化水素ネット

ワークの3次元会合に注目し，その構造と種々の手段

による緩和過程を解析して，低分子化の第一段階促進

の方法を検証し，さらに高分散触媒としての作用が期

待できるモリブデン錯体のMoS2への変換過程を分子

レベルで追跡し，高活性な粒子触媒への転換過程を明

らかにしている．こうした知見により，これら重質炭

化水素資源の高効率転換法開発の基盤構築が可能とな

る．本研究の主な成果は以下の通りである．

（1）低石炭化度炭に多く含有されるCaやMgなど

のイオン交換性金属を温和な条件で有機酸を用いて除

去し，石炭の3次元会合を緩和して，その熱分解反応

性を向上できることを検証し，石炭中の酸素官能基を

介した架橋性金属結合が，イオン交換によって解放さ

れることをIRによって確認している．このように酸

処理した石炭を急速熱分解すると，固体残さ収率を減

少，液体タールやガス収率を増加できることを報告し

ている．酸処理による3次元架橋の解放は，ピリジン

溶媒の石炭中への浸透を促進し，膨潤が増加すること

も認めている．

（2）次世代コークス製造法Scope21プロセスにおい

て，野阜粘炭の粘結性向上のために実施されている急

速予熱処理において，石炭化度の低い石炭は，凝集構

造が緩和されることを，X線回折角20＝20。のブロー

ドなγバンドのわずかな増加と20＝260のπ一π積層

バンドの減少によって認めている．より速い加熱処理

によって，凝集構造の緩和が促進され，400℃以下で

わずかに溶融することから，予熱の効果を構造化学的

に説明している．

（3）無極性ベンゼンに極性のジメチルスルホオキシ

ド（DMSO）を種々の濃度で添加した一連の溶媒を

用いて，石炭を膨潤し，非共有性結合を解放し，これ

による凝集構造の変化をX線回折及び熱重量分析に

より解析している．その結果，低石炭化度炭では，

DMSOが石炭粒子中のネットワークへ浸透し，石炭

粒子を膨潤し，石炭粒子の見かけ体積を増加させる．

一方，高石炭化度炭では，芳香環積層が発達しており，

DMSOの極性基と相互作用する官能基も少ないた
め，膨潤しないことを見出している．石炭粒子内に浸

透したDMSO溶媒の揮発挙動をTGを用いて調べ，

相互作用の違いを確認している．ブロードなX線回

折ピークを12。と125へ分割してDMSO処理量による強

度変化を調べ，UF炭では， DMSO濃度の増加によっ

て変化しないのに対し，BZ炭およびWY炭のいずれ

もDMSO濃度の増加とともに膨潤度が増加し，125が

低下したことから，DMSO溶媒は石炭粒子内に浸透

して，芳香環周辺の極性官能基へ溶媒和し，芳香環凝

集を緩和したと解釈している．

（4）重質油の水素化分解反応に油溶性金属錯体から

誘導される高分散金属硫化物微粒触媒が用いられるこ

とから，重質油中における2種の油溶性Mo触媒前駆

体（Mo－DTC， Mo－DTP）の熱分解挙動および重質油

成分における触媒前駆体および硫化物触媒の分散性を

検討した．Mo－DTCは窒素雰囲気下での熱分解によっ

て微粒なMo硫化物を形成し，水素化活性な硫化微粒

触媒となることを遠赤外吸収スペクトルおよびXRD

を用いて確認している．他方，Mo－DTPは重質手中

で熱分解しても，明確な硫化物の形成は認められず，

配位子の一部が残留し，硫化物形成を阻害する可能性

を示唆した．この知見から両触媒の活性の差を説明し

ている．

（5）重質油に分散した2種の錯体のマルチンおよび

アスファルテン成分への選択的な分散の可能性が指摘

されていたが，遠赤外吸収スペクトルにより，両錯体

は，分画に際して各々の溶解度に従って分布すること

を明らかにして，結合形成による優先的な分散はない

と結論している．

 以上，要するに本論文は石炭の非共有結合性分子会

合の変化とMo錯体のMoS2の変換過程を分子レベル

で解析し，これに基づき，石炭の熱分解溶融性の向上

および重質油の改質の促進法を提案したもので，有機

工業化学，石炭化学，石油化学に寄与するところが大

きい．よって博士（工学）の学位論文に値すると認め

る．

氏  名（本籍） 中 下 功 一（広島県）

学位記番号 総理睡夢甲408号

学位授与の日附 平成14年5月24日

学位論文題目 冷媒R134aの扁平微細多孔管内凝

        縮に関する研究

論文調査委員
 （主 査）  九州大学 教 授 小 山   繁

 （副 査）   〃    〃  本 田 博：司



平成14年 九州大学大学院総合理工学報告  第24巻 第2号 一261一

（副 査） ク 〃  吉 田

論文内容の要旨

駿

 冷凍サイクルにおいては小温度差で熱エネルギーを

移動させる機器として相変化現象を応用した熱交換器

（凝縮器及び蒸発器）が広く利用されているが，近年

エネルギー有効利用及び環境保全の観点から，熱交換

器のさらなる小型化・高性能化が必要不可欠となって

いる．特に最近，そのための試みの1つとして，水力

相当直径が1mm以下の微細管及び扁平微細多孔管を

使用し，熱交換器単位体積当たりの伝導面積を飛躍的

に増大させる手法が注目されている．しかしながら，

微細管及び扁平微細多孔管内の圧力降下及び熱伝達特

性はほとんど解明されておらず，それらの管を用いた

熱交換器の合理的設計手法はいまだに確立されていな

い．

 本論文は，以上のことに関連して，水力相当直径が

1mm以下の扁平微細多孔管を研究対象として取り上

げ，その管内での冷媒R134aの凝縮現象を実験的に

検討したものであり，7章で構成されている．

 第1章では，比較的管径が小さい平滑管内凝縮にお

ける摩擦圧力降下及び熱伝達に関する従来の研究を概

説し，最近の研究の現状を明らかにするとともに，本

論文の意義と目的を示した．

 第2章では，本研究で用いた実験装置，流量，温度，

圧力，熱流用などの測定に用いたセンサーの検定方

法・精度及びそれらのセンサーを用いた測定方法につ

いて説明を行った．また，試験伝導管として用いた4

種類の扁平微細多孔管（Type（a），（B），（c）及び（d））

の仕様，実験方法及び実験範囲についても説明を行っ

た．

 第3章では，冷媒R134aの液単相における冷却実

験を行い，以下の結論を得た．E砒く1000の層流域で

の管摩擦係数の実験：値は，十分発達した流れの層流解

析解と良く一致した．1000≦左α＜2000の領域での実

験値は，παの増加とともに，上述の層流解析解に比

して高い値を示した．πθz＞3000の乱流域での実験値

は，Type（a）のみBlasiusの式と良く一致し， Type

（b），（c）及び（d）はColbumの式と良く一致した．

液の平均ヌセルト数に関して，層流域での実験値は十

分発達した矩形管内の層流解析解よりも高い値を示し

た．また，」臨＞3000の乱流域での実験値は，Type（a）

の場合，Gnielinskiの式と良く一致したが， Type

（b），（c）及び（d）の場合，Gnielinskiの式よりやや

低めの値を示した．

 第4章では，扁平微細多孔管内凝縮の実験：結果につ

いて摩擦圧力降下に関する考察を行い，以下の結論を

得た，摩擦圧力降下に関して，Friedel，原口ら，三

島一日引，Dobson－Chato， Cavalliniらによって提案

された相関式と本実験結果との比較を行い，この中

で，Friedel，三島一日引， Cavalliniらの式が，数点

の実験値を除いて比較的良い相関を示すことを確認し

た．しかし，Friedel， Cavalliniらの式は式中のパラ

メータ及び実験定数が多く複雑であり，三島一日引の

式は管内径の影響を簡潔に表しているが，空気一水系

の実験結果を基にした式であるためフロン系冷媒に適

用可能であるか不明である．そこで，三島一日引の式

を基礎にして，この式に内部を流れる流体の表面張力

及び動粘性比の影響を考慮した新たな相関式を提案し

た，提案した相関式による予測値とゴ＝1mm以下の

扁平微細多孔管の実験値との差異は＋30～一30％の範

囲内であること，提案した相関式による予測値とゴ＝

8．4mmの平滑貿管の実験値との差異は＋50～一50％

の範囲内であることを確認した．

 第5章では，扁平微細多孔管内凝縮の実験結果につ

いて熱伝達に関する整理を行い，以下の結論を得た．

適用範囲外ではあるが，試みに，原口ら，Moserら，

Dobson－Chato， Yan－Lin及びCavalliniらの従来の相

関式による予測値と本実験結果との比較を行った．原

口らの相関式は，実験：範囲全般において実験値より高

い値を示しており，質量速度が大きくなるほどその傾

向が顕著であった．Moserらの相関式は，6≧300kg／

（m2s）では実験値と＋50～一30％の差異で一致した

が，6≦300kg／（m2s）では実験値より低い値を示し

た．Dobson－Chatoの相関式は，＋30～一50％の範囲

内に実験値との差異が収まっているが，実験範囲全般

にわたって実験値より高い値を示した，Yan－Linの相

関式は，実験値に比べて極端に高い値を示しており，

傾向も全く異なった．Cavalliniらの相関式は実験値

に比して，6≧300kg／（m2s）では高い値を示し，逆

に6≦100kg／（m2s）では低い値を示した．以上のこ

とは，従来の相関式のいずれもゴニ1mm以下の扁平

微細多孔管における凝縮熱伝達特性の予測には使用で

きないことを示している．そこで，自由対流凝縮が支

配的な領域から強制対流凝縮が支配的な領域までを1

つの式で表現した原口らの式を基本として，彼らの式

の直径の影響を修正し，管内径ゴ＝0．7mmの伝熱管

まで適用できる新しい相関式を提案した．この新しい

相関式の予測値はゴニ1mm以下の扁平微細多孔管の

実験値と±30％以内で一致し，ゴ＝8．4mmの平滑円管

の実験値ともキ30％以内で一致した．

 第6章では，冷媒の流れ方向に沿ったマイクロフィ

ンを内面に有する扁平微細多孔管の実験：結果について

摩擦圧力降下及び熱伝達に関する整理を行い，以下の

結論を得た．マイクロフィン付扁平微細多孔管の摩擦

圧力降下の実験値は，第4章で提案した内面が平滑な
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扁平微細多孔管内における摩擦圧力降下の相関式に比

して，0＝100，200kg／（m2s）の低質量速度ではやや

低めの値となったが，それらの数点を除けば，両者の

差異は＋30～一10％程度であった．次に，マイクロフィ

ン付扁平微細多孔管の熱伝達係数に関して第5章と同

様に，適用範囲外ではあるが，原口ら，Moserら，

Dobson－Chato， Yan－Lin， Cavalliniらの従来の相関式

による予測値と本実験：結果の比較を試みた．その結

果，従来のいずれの相関式も本実母型と良い相関が得

られないことを確認した．そこで，第5章で提案した

内面が平滑な扁平微細多孔管の相関式による予測値と

本実験結果の比較も行った，この場合，第5章で提案

した相関式の予測値は，マイクロフィン付扁平微細多

孔管の実験値と＋50～一30％以内で一致した．以上の

ことは，扁平微細多孔管に冷媒の流れ方向に沿ったマ

イクロフィンを取り付けた場合の無熱促進効果は面積

拡大による影響が支配的であることを示している．

 第7章は，本論文の総括である．

論文調査の要旨

 民生用空調機器においては，近年，地球温暖化抑制

の観点からGWP（Global Warming Potential）の小

さい代替冷媒の導入とCOP（Coefficient of Perform－

ance）のなお一層の改善が求められている．特に，

後者においては，熱交換器の高性能化・小型化が重要

な課題となっており，そのためのひとつの試みとして

伝熱管直径を小さくして熱交換器単位体積当たりの伝

熱面積を大幅に増加させる手法が注目されている．熱

交換器の設計の観点からは，伝熱管の圧力損失および

熱伝達の予測式は，冷媒の種類，流量，圧力などの広

い範囲での試算に有効であるが，従来の予測式の大半

は水力直径が数mm以上を対象としたものであり，

水力直径が1mm程度まで適用できる予測式は見当た

らないようである．

 本論文は，水力直径が1mm程度の矩形流路が複数

個並列に設けられた扁平微細多孔管内での冷媒R134a

の凝縮に関する実験的研究であり，水力直径が0．76mm

から1．06mmの4種類の伝熱管について局所の静圧降

下および熱伝達特性を測定し，その結果に基づき水力

直径が数mmから1mm程度まで適用可能な摩擦圧
力損失および熱伝達の相関式を提案すると共に，内面

に微細フィンを設けた場合の効果についても検討して

いる．以下に得られた成果を要約する．

（1）管内凝縮熱伝達特性の測定方法として，従来か

ら広く用いられているカロリーメータ方式を，本論文

で対象としている扁平微細多孔管に適用した場合，伝

熱長が数百mmの平均特性の測定が限界であり，そ

れ以下の伝熱長さの局所的な特性の測定は不可能であ

る．そこで，著者は，水冷ジャケットと熱流センサを

組み合わせた新しい測定方法を考案し，鋪装長さ75

mm毎の局所熱伝達特性の測定に成功している．ま

た，扁平微細多孔管上面に冷媒流れ方向に直交する幅

約0．1～0．2mmの微細な圧力ポートを設けることに

よって191mm毎の静圧降下の測定にも成功してい
る．

（2）著者は，内面が平滑な矩形流路からなる扁平微

細多孔管内での凝縮を伴う静圧降下の測定値から気液

二相の流れを分離流として見積もった運動量変化によ

る静圧降下を差し引いて摩擦圧力損失を求めて，その

結果と原口らの内径8．4mmの平滑円管内でのR22， R

134aおよびR123の同様の実験結果を用いて，摩擦圧

力損失に関する新しい相関式を提案している．提案さ

れた式は，空気一水系の実験結果に基づき管内径の影

響を簡素に表した三島一日引の式にボンド数および動

粘度比を追加導入してフロン系冷媒に適用できるよう

にしたものである．ここに，著者は本相関式による予

測値と扁平微細多孔管の実験：値との差異は±30％の範

囲内であることを確認している．

（3）著者は，内面が平滑な矩形流路からなる扁平微

細多孔管内の凝縮熱伝達の実験結果と原ロらの内径

8．4mmの平滑円管内でのR22， R134aおよびR123の

凝縮熱伝達の実験結果を用いて，局所熱伝達係数に関

する新しい相関式を提案している．この相関式は，強

制対流凝縮が支配的な領域から自由対流凝縮が支配的

な領域までをひとつの式で表現した原口らの式の関数

形を基本として，彼らの式中の直径の影響を表す項を

修正し，管内径が数mmから1mm程度の伝熱管に
対して適用できるように拡張したものである．なお，

提案された式による予測値は，内径1mm程度の扁平

微細多孔管および内径8．4mmの平滑性管の実験値と

±30％以内で一致することが確認されている．

（4）著者は，冷媒の流れ方向に沿ったマイクロフィ

ンを内面に有する矩形流路からなる扁平微細多孔管内

のR134ag凝縮実験結果と，内面が平滑な場合の摩擦

圧力損失および熱伝達に関する新しい相関式とを比較

し，両者の差異は，摩擦圧力損失に関しては＋30～一

10％程度であること，熱伝達に関しては＋50～一30％

程度であることを確かめている．また，これらの結果

より，扁平微細多孔管の流路内に冷媒の流れ方向に

沿ったマイクロフィンを取り付けた場合の伝熱促進効

果は主として面積拡大によるものであると推論してい

る．

 以上要するに，本論文は，水力直径が1mm程度の

微細流路内での冷媒R134aの凝縮に関して，局所の

静圧降下および熱伝達特性を実験的に求めることに成

功するとともに，その結果より管内径が数mmから
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1mm程度の伝熱管内の摩擦圧力損失および熱伝達係

数を予測するための相関式を提案したものであり，熱

工学および冷凍空調工学に寄与するところが大きい．

よって，本論文は博士（工学）の学位論文に値するも

のと認められる．
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論文内容の要旨

 プラスチック製品の需要が高まり，ポリマーの製造

および成形加工技術の進展にともなって各種のポリ

マーの正確な熱物性値が要求されている．また，分散

型新エネルギー源として期待されている溶融炭酸塩型

燃料電池の電解質として用いられる溶融炭酸塩につい

ても熱物性値に対する要求は高い．しかし．これらの

物質の高温融液に対しては精度の良い測定値は得られ

ていない．流体の熱物性値，特に熱伝導率や熱拡散率

を高精度で測定することは困難とされている．それは

流体中に温度差をつけた場合，自由対流が生じ，通常

重力下ではこの影響を抑えることが難しいことによ

る．したがって，流体の熱伝導率測定には，自由対流

の影響が現れるまでの短い時間内に測定を終了でき

る，非定常細線法が比較的精度が良く，頻繁に用いら

れている．この方法では非常に細くて長い細線すなわ

ち大きなアスペクト比（直径10－50μrn，長さ100－200

mm＞を持つ測定プローブを必要とするので，必然的

に試料容器も大きくなる．一般に高温下で大きな試料

容器の温度を均一に制御することは困難であり，この

方法を溶融ポリマーや溶融炭酸塩などの高温融体にそ

のまま適用するのは難しい．例えば，ポリマーの場合，

温度の不均一があると固相域では測定プローブと試料

との熱的接触が不完全になることがある．一方，溶融

炭酸塩の場合は，白金さえ損傷を受ける程の強い腐食

性がありまた電気伝導性もあるため，測定プローブを

耐腐食・絶縁被覆する必要があるが，アスペクト比の

大きなプローブの被覆は極めて困難である．このよう

な事情から，これまでこれらの高温融体についての熱

物性値に関しては，データが非常に少ないだけでなく

精度も低いのが現状である．

 本研究は，最近開発された非定常単線加熱法を用い

てポリマーおよび溶融炭酸塩の熱伝導率と熱拡散率を

測定したものである．非定常短線加熱法の測定原理は

非定常細線法と同様であるが，アスペクト比が小さい

プローブ（直径50－100μm，長さ10－20mm）を用い

ることに特徴がある，この方法では，プローブや容器

が小さくて済み，試料容器の温度制御やプローブの被

覆などが比較的容易である．本研究では，ll種類のポ

リマーの熱物性値を固相から翠玉までの広い温度領域

にわたり測定し．溶融炭酸塩については，2成分およ

び3週分の混合塩について，90点以上の温度条件下で

測定した結果をまとめ．従来の測定値と比較検討して

いる．

 本論文は以下の各県から構成されている．

 第1章では，溶融ポリマーおよび溶融炭酸塩の熱物

性値の重要性について述べ，これらの測定に関する従

来の研究について調査を行い，データの種類および精

度などについての問題点を指摘するとともに，本論文

の意義と目的を明確にした．

 第2章では，本研究で用いた非定常短線加熱法の測

定原理について，その根拠となる数値解析の概要を記

すとともに，流体の熱伝導率および熱拡散率の同時算

出手法を述べた．さらに本測定法の特徴および不確か

さの評価法について記した．

 第3章では，測定装置および測定手順を記述した．

商精度の直流電圧電流発生器およびディジタルマルチ

メーターを用い，細線加熱量および細線温度上昇を正

確に求める手法を述べた．また，本測定プローブはア

スペクト比が小さく，加熱細線の長さや直径の精度が

測定精度に大きく影響するため，純水およびトルエン

を標準試料として用いたプローブ特性の校正法につい

ても記述した．

 第4章では，溶融ポリマーを対象にした測定を行っ

た．ポリマーは導電性がなく動粘度も高いので，被覆

なしの白金プローブが使え，また自由対流の影響も小

さい．したがって，本測定法が最もうまく適用できる

試料と言える．ここでは，ポリエチレン，ポリプロピ

レン，ポリカーボネイトおよびポリスチレンなどの製

法や融液流動特性の異なる11種類のポリマーについ

て，固相域を含む広い温度範囲において熱伝導率およ

び熱拡散率の測定を行い，結晶性ポリマーとアモル
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ファスポリマーにおける熱物性値の特性の違いを明ら

かにした．また，結晶性ポリマーにおける融点近傍の

熱伝導率および熱拡散率が特異的な値を持つことを明

らかにし，この種のポリマーに対してDSCを用いた

比熱の測定を行い，それが相変化潜熱の影響であるこ

とを明らかにした．これらの測定結果は従来の測定値

に比較して非常に高い再現性があり，実用的に十分な

精度があることを示した．

 第5章では，溶融炭酸塩を対象にした測定を行っ

た．Li2CO3／Na2CO3およびLi2CO3／K2CO3の組成比が異

なる2成分混合炭酸塩およびLi2CO3／Na2CO3／K2CO3

の3成分混合炭酸塩について，温度範囲550～700℃の

溶融状態での熱伝導率および熱拡散率を測定した．溶

融炭酸塩の場合，白金プローブを耐腐食性被膜で被覆

する必要があり，スパッター装置を用いて純アルミナ

コーティングを施した．多くの試行錯誤を行った後，

最適のスパッター条件を見出した．しかし，最適条件

下で被覆した白金プローブでさえも溶融炭酸塩の腐食

性により特性が徐々に変化し，データの再現性が得ら

れる寿命は1日程度であり，測定値は大きくばらつく

結果となった．次いで溶融塩に腐食されない純金製の

プローブを作成し，それによる測定を試みた．まず，

純金の電気抵抗の温度依存性を正確に求め，純金プ

ローブが適用可能であることを確かめた．また．絶縁

被覆を施してない純金プローブからは溶融炭酸塩試料

中への漏れ電流があるため，その補正法を確立した．

純金プローブを用いた測定では，非定常温度応答の再

現性が非常によく，漏れ電流の補正を行うことによ

り，熱伝導率および熱拡散率がともに被覆白金プロー

ブを用いた測定値に比して格段によい精度で測定でき

ることを示した．さらに，レーザフラッシュや強制レー

レー散乱法などの全く異なる方法による熱拡散率の測

定値と比較し，本測定値が妥当な値であることを確か

めた．

 第6章では，本研究によって得られた成果を総括し
た．

論文調査の要旨

 流体の熱輸送性質，特に熱伝導率や熱拡散率を高精

度で測定することは困難とされている．それは，測定

のために流体中に温度差をつけると，通常重力下では

自由対流が生じ，この影響を抑えることが難しいこと

による．従来，流体の測定には，比較的精度が良いこ

とから，非定常細線法が一般に用いられている．この

方法では，自由対流の影響を抑えるために，非常に大

きなアスペクト比（直径10－100μm，長さ100－200

mm）を持つ測定プローブを用いるので，必然的に試

料容器も大きくなる．近年，プラスチック製品の需要

の増加に伴い，各種ポリマーの製造および成形加工技

術の進展のために，それらの正確な熱物性値が要求さ

れている．また，分散型新エネルギー源として期待さ

れる溶融炭酸塩型燃料電池の実用化に向けても，電解

質として用いられる溶融炭酸塩の熱物性値は不可欠で

ある．しかし，従来の非定常細線法を粘度が高い溶融

ポリマーや非常に腐食性の強い溶融炭酸塩などの高温

融体にそのまま適用するのは難しい．それは，アスペ

クト比の大きな細線プローブを高温下，高粘度流体中

で健全に懸架・保持することや，プローブに耐腐食・

絶縁被覆膜を施すことが極めて困難なためである．こ

のような事情から，溶融ポリマーや炭酸塩などの高温

融体の熱物性値に関しては，測定値が非常に少ないだ

けでなく，精度も低いのが現状である．最近，これら

の困難を解消する，非常に小さなアスペクト比（直径

50－100Fm，長さ10－20mm）の測定プローブを用い

る，非定常短線加熱法と呼ばれる新しい測定法が開発

され，代替冷媒などの熱伝導率測定が試みられてい

る．この方法の測定原理は従来の非定常細線法と同様

であるが，測定プローブの取り扱いや被覆などが比較

的容易となり，容器も小さくてすむという特徴を持っ

ている．

 本研究は，非定常短線加熱法の高温融体への適用法

を確立し，ポリマーおよび溶融炭酸塩の熱伝導率と熱

拡散率を高精度で測定するとともに，高温聖体の熱物

性値に関するデータベースを構築することを目的に

行ったものである．以下に本研究で得られた主な成果

を列記する．

1．非定常三線加熱法は，アスペクト比が小さく自由

  対流の影響を受けやすい．高速・高精度の自動計

  測システムを構築するとともに，加熱開始の時間

  原点を正確に決定するための手法を工夫すること

  により，自由対流発生の影響を受けない加熱開始

  後1秒以内のデータから高精度の測定値を得る方

  法を確立した．

2．ポリエチレン，ポリプロピレン，ポリカーボネイ

  トおよびポリスチレンの4種類のポリマーについ

  て，製法や融液流動特性の異なる11種の試料を対

  象に，固相域から溶融状態までの広い温度範囲に

  おける熱伝導率および熱拡散率について実用的に

  十分な精度の測定値を得た．その結果，結晶性ポ

  リマーとアモルファスポリマーとでは，固相域と

  溶融状態の熱物性値の特性に差異があること，ま

  た，結晶性ポリマーにおける融点近傍の熱伝導率

  および熱拡散率が特異的な挙動を示すことを明ら

  かにした．後者の特異性については，光差走査型

  熱量計（DSC）を用いた比熱の測定を行い，それ

  が相変化潜熱の影響であることを確認した．
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3．非常に強い腐食性をもつ溶融炭酸塩を対象とした

  測定のために，スパッター装置を用い白金ブロー

  ブを耐腐食性の純アルミナ（A1203）被膜で被覆

  することを試みた．多くの試行錯誤の結果，連続

  20時間の測定に耐える被覆白金プローブの作成に

  成功し，これまで不可能であった非定常細線法に

  よる溶融炭酸塩の熱伝導率測定を可能にした．

4．純金が溶融炭酸塩に腐食されないことおよび比抵

  抗が白金の1／4と小さいことに着目し，純度99．95

  ％の純金を用いたプローブを作成し，その電気抵

  抗の温度依存性を正確に求めた．その結果，絶縁

  被覆なしの純金プローブを用いた溶融炭酸塩の測

  定が可能なことを確かめるとともに，プローブか

  ら溶融炭酸塩試料中への漏れ電流の影響を補正す

  る手法を確立した．純金プローブを用い，漏れ電

  流の補正を行うことにより，温度上昇の絶対値の

  精度に強く依存する熱拡散率の測定の再現性を飛

  躍的に向上させることに成功した．

5．溶融炭酸塩に関して，Li2CO3／Na2CO3および：Li2CO3

  ／K2CO3の組成比が異なる2成分混合炭酸塩およ

  びしi2CO3／Na2CO3／K2CO3の3成分混合炭酸塩に

  ついて，温度範囲530～680℃の溶融状態での熱伝

  導率および熱拡散率をこれまでにない高い精度で

  測定することに成功した．さらに，レーザフラッ

  シュ法や強制レーレー散乱法などの全く異なる方

  法による熱拡散率の測定値と比較した結果，本測

  定値の妥当性が確かめられた．

 以上要するに，本研究は，これまで困難とされてき

た溶融炭酸塩やポリマーの熱伝導率および熱拡散率を

精度良く測定することに成功し，これらの高温融体に

ついて広範な温度条件下での熱物性値に関するデータ

ベースを構築したもので，環境エネルギー工学上寄与

するところが大きい．よって本論文は博士（工学）の

学位論文に値すると認める．
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論文内容の要旨

 ディーゼル機関は，高効率に加えて重・低質で安価

な燃料が使えるという高い経済性，度重なる経験と改

良により培われた高い信頼性により，重車両を始め船

舶の原動機を独占し，さらに自家発電プラントの原動

機として我々の豊かな社会生活を支えている．

 この豊かな人類の生活も，CO2による地球温暖化，

酸性雨，浮遊微粒子などの環境問題，さらに深刻なエ

ネルギー問題に直面している．熱機関にとってCO2の

削減はすなわち熱効率の改善を必要とし，ディーゼル

機関では，その特徴である液体燃料の間欠非定常噴霧

燃焼の制御によるサイクル効率の改善が必要である．

また身近な環境を守るため，硫黄酸化物，窒素酸化物，

微粒子の排出を抑える手段も必要である．

 エネルギー問題に目を向けてみると，約40年後には

原油の枯渇や価格の高騰も考えられ，本来石油精製の

残り物とも言える重質油を利用していた中・大型

ディーゼル機関には，さらに重・低質な残渣成分しか

回って来なくなることも予想される．また将来的に石

油に代わる燃料として期待されるオリノコタールな

ど，超重質な燃料の出現も予想されその利用にも対処

せねばならない．

 本研究はこれらの状況を踏まえ，バンカー油あるい

はC重油と呼ばれる重質油を使用できる中・大型

ディーゼル機関に的を絞り，噴霧燃焼特性を解明する

とともに燃焼制御技術を確立して，その高効率化，低

公害化の指針を求めたもので，以下の7章からなって

いる．

 第1章は序論であり，本研究の背景と特徴について

述べた．

 第2章では，従来の研究を概観して本研究の意義に

ついて述べた．

 第3章では，原油精製残渣を愛重とする重質油噴霧

の燃焼制御技術を開発する基礎研究として，その噴霧

特性，着火・燃焼特性を軽質油と比較しながら明らか

にした．始めに単一噴霧の光学的観察を行った結果，．

重質油噴霧中には非蒸発部の大きなコアが存在し，条

件によってはその非蒸発部が未燃のままピストンへ衝

突する可能性があることが明らかとなった．また燃焼

室全体の可視化観察を行った結果でも，重質油噴霧の

燃焼はその低い蒸発性に起因する問題点が多いことが

明らかとなった．

 さらに燃料噴霧の数値解析を行って高分子重質成分

の蒸発速度の遅さに起因する問題点を明らかにしたほ

か，重質油燃焼に適したピストン燃焼室形状，燃料噴

射ノズル噴口数などに関する計算検討を行った．

 第4，5章では，第3章で明らかにした重質油の蒸
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発性，着火・燃焼性の問題を解決するための燃料噴射

システムについて検討した．第4章では，燃料噴霧の

運動量理論に基づいて，噴霧内の空気過剰率を高め重

質油の後燃えを低減する方法として，小回口径の噴射

ノズルと高噴射圧力を組み合わせることを提案し，シ

リンダ径300mmの中速機関による運転実験と燃焼の

可視化観察によりその効果を確認した．また，120MPa

以上の高圧噴射を可能にする新しい電子制御式燃料噴

射システムの開発についても紹介した．

 第5章では，重質油の非定噴霧燃焼における二つの

大きな問題点，着火性の悪さと後燃えを解決するため

に，噴霧の数値計算とこれまでの火炎の可視化観察を

基に，層状噴射システムという全く新しい発想の噴射

システムの開発と実験を行った．このシステムは，時

間的に重質油をはさんで噴射初期と終期にA重油の

ような軽質油を噴射するシステムである．シリンダ径

170mmの高速機関に本システムを適用した結果で

は，重質油噴射の前後に10％だけ軽質油を噴射するこ

とで，全体の燃焼を軽質油なみに改善することを可能

とした．さらに中速機関に適用した結果でも，軽：質油・

重質油をあらかじめ均一混合して噴射する場合に比べ

てはるかに少ない軽質油の量で，熱効率，排気微粒子

の大幅な改善を達成できることが明らかとなった．

 第6章では，特に性状の安定しない舶用重質油いわ

ゆるバンカー油の燃焼に起因する問題を採り上げた．

最近大型コンテナ船主機シリンダの異常摩耗焼き付

きが多発しているが，ここではそのようなトラブルを

起こしたバンカー油を世界中から集め，ディーゼル燃

焼室を模擬した定容燃焼装置を試作して噴霧燃焼を観

察した．その結果，そのトラブルが噴霧燃焼上の問題

（後燃え）に起因することを論理的に解明できた．ま

たバンカー眼中に含まれる残渣分のみならず，粘度調

整のためにブレンドされている軽質分（カッター材）

の燃焼性についても検討して，この分野の研究に新し

い道を開いた．

 第7章は総括で，以上の研究成果を取りまとめたも

のである．

論文調査の要旨

 今日，世界の貨物輸送の大半を担う船舶のディーゼ

ル機関，また最近増加の一途をたどる中・大型ディー

ゼル機関による自家発電プラントも，原油精製時の残

渣分を主成分とする重質油を燃料としている．これら

の機関は，高い熱効率のみならず安価な燃料を使える

という二重の経済性を誇って来た．

 近年これらの機関への性能上の要求はますます厳し

くなっており，エネルギー問題や地球温暖化問題から

は高い熱効率が求められ，大気汚染など環境問題から

は排気中のNOxと微粒子の大幅削減の要求があり，

さらに信頼性，耐久性の向上まで必須となっている．

しかもディーゼル機関の燃焼は，狭い燃焼空間の中で

毎回千分の数秒で完結しなければならない非定常噴霧

燃焼である．本来燃焼性の悪い重質油を使ってこれら

の要求をクリアするには，その燃焼速度を向上するた

めの要件を明らかにし，有効な解決法を開拓する必要

がある．本論文はそのような研究の成果を取りまとめ

たものである．

 著者は，急速圧縮装置を使った非定常噴霧燃焼の高

速度観察から研究を開始している．特に噴霧内部の非

蒸発部の光学観察から，重質油の低い蒸発性による噴

霧特性上の問題点について明らかにしている．続いて

噴霧の数値計算を行って，蒸発性の問題を解決する噴

射システムのあり方について検討している．また，実

際のディーゼル機関に近い大型の可視化実験機関を使

用して燃焼室全体の観察を行った結果，重質油の低い

蒸発性と長い着火遅れは，特に低負荷で重大な燃焼悪

化を引き起こす可能性があることを指摘している．さ

らに実際の機関を使った実験から，重質油燃焼時は燃

料噴射終了後のいわゆる後燃えが軽質油に比べて大幅

に長くなり，それが排気微粒子の激増につながってい

ることを明らかにしている．

 このように重質油の燃焼上の問題点を正確に把握し

た後で，著者はその効果的な解決法を見出す研究を

行っている，ここでは始めに噴射期間の短縮を試みた

が根本的な解決に至らず，そこで著者は噴霧の運動量

理論に基づいた手法を新たに提案している．即ち小門

口径の噴射ノズルと高噴射圧力の組合わせが，噴霧内

の空気過剰率を増加させ重質油の燃焼改善に効果的で

あることを，シリンダ径300mmの中速機関による運

転実験と燃焼の可視化観察により明らかにしている．

さらにここでは，120MPa以上の高圧噴射を自在に実

現する電子制御燃料噴射システムの開発について紹介

している．

 次に著者は，重質油噴霧の着火性と後燃えの問題

が，噴射期間の最初と最後に噴射された燃料に起因す

ることを数値計算から明らかにした上で，層状噴射シ

ステムという斬新なアイデアを具体化している．これ

は，時間的に重質油をはさんで同一のノズルから軽質

油・重質油・軽質油の順に噴射するシステムである．

これによって，わずか10％の軽質油を加えることで，

重質油の燃焼上の問題点をほとんど解決できることを

確かめている．

 さらに著者は，重質油の使用による機関の信頼性低

下の問題に研究を進めている．ここでは，特に性状の

悪い舶用重質油（バンカー油）の燃焼に起因する問題

を採り上げている．ここでは大型船主機のシリンダに
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異常摩耗を起こしたバンカー油サンプルの噴霧燃焼を

定容燃焼装置で観察し，それらのトラブルが後燃えに

起因することを解明している．またこれらの実験か

ら，残渣分とともにカッター材の性状と燃焼性も後燃

えの原因となる可能性を示唆している．

 以上要するに，本論文は，重質油の非定常噴霧燃焼

について，数値計算や燃焼可視化研究によりその問題

点を極めて明確にし，燃料の重質化に対応できる新し

い燃料噴射システムの開発を行ったもので，環境エネ

ルギー工学上また燃焼工学・熱機関工学上寄与すると

ころが大きい．

 よって本論文は博士（工学）の学位論文に値するも

のと認める．

氏名（本籍）林 美鶴（石川県）
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学位授与の日附 平成14年3月14日

学位論文題目 瀬戸内海の低次生物生産構造

論文調査委員
（主 査）

（副 査）

（副 査）

九州大学 教 授

 〃        〃

〃 〃

柳   哲 北

柏 木   樽

柿 本 浩 ・一

論文内容の要旨

 瀬戸内海は世界の閉鎖性水域の中で単位面積当たり

の漁獲量が最も高い海域である．一方で，赤潮の発生

や貧酸素水塊の形成などに見られるような海洋環境の

悪化が危倶される海域でもある．瀬戸内海の海洋環境

を保全して高い生産性力を維持し，持続可能な発展を

目指すためには，瀬戸内海の栄養塩循環や低次生産を

支えている物理・生化学環境の特徴を明らかにする必

要がある．本研究では，瀬戸内海の各回・湾の低次生

物生産構造の特徴を明らかにし，対照的な低次生物生

産環境にある大阪湾と周防灘について数値生態系モデ

ルを用いた栄養塩循環の解析を行い，両海域の低次生

物生産構造を明らかにした．以下にその概要を示す．

 第1章では，本研究の背景と目的を述べた．

 第2章では，瀬戸内海の各灘・湾で実施された物

理・生化学環境の現場観測データを用いて，各県・湾

の窒素／リンの形態別現存量比率（溶存続動態，溶存

有機態，植物プランクトン態及び懸濁態）と，植物プ

ランクトンの栄養となる溶存無機態の窒素／リン比率

を求めた．窒素・リンの形態別現存量比率は顕著な季

節変動を示した．生物活動が活発な春季・夏季は基礎

生産による栄養塩消費のため，溶存無機態窒素が少な

く，基礎生産に伴う浸出や分解のため溶存有機態の割

合が高い．逆に生物活動が不活発な冬季は愚存無機態

窒素の割合が増加する．これに対しリンは，生物活動

が活発な時期においても窒素に比べ溶々無機態リンの

割合が高く，特に瀬戸内海西部では一次生産に利用さ

れないで灘・湾内に残留している．溶存無機態の窒素

／リン比率は，瀬戸内海の東部で高く，西部で低い地

域特性が見受けられた．大阪湾では年間を通じて窒素

／リン比率がレッドフィールド比を上回り，すなわち

窒素に対してリンが不足しており，基礎生産がリンに

律速される傾向がある．一方周防灘は基礎生産が活発

な時期に窒素／リン比率がレッドフィールド比を下回

り，基礎生産が窒素に律速される傾向にあった．

 第3章では，大阪湾の一次生産を律速するリンを指

標として，リン循環に関する数値生態系モデルを構築

した．大阪湾の主たるリン循環経路は，溶質無機態リ

ン→植物プランクトン→デトリタス→溶々有機態リン

→溶存無機態リンである．大阪湾には聖域から大量の

リンが供給されているが，これに匹敵する量が湾内で

再生して下層から供給されている．また，供給された

リンは年平均33日で隣接海域に流れ去るが，年平均23

日に1回の割合で基礎生産に利用されている．基礎生

産は，冬季は水温に制限される度合いが強いが，それ

以外の季節はリンに制限される度合いが強い．

 第4章では，周防灘の一次生産を律速する窒素を指

標として，窒素循環に関する数値生態系モデルを構築

した．周防灘の主たる窒素循環経路は，溶単粒機態窒

素→植物プランクトン→デトリタス→溶存無機態窒素

である．周防灘には聖域から窒素供給が少なく，湾内

で再生された栄養塩が基礎生産を支えている．窒素の

年平均滞留時間477日に対し，年平均186日に1回の割

合で基礎生産に利用されており，窒素は一次生産と再

生を繰り返している．上層では基礎生産は年聞を通じ

て窒素に制限される度合いが強く，下層では日射量に

制限を受ける度合いが強い．

 第5章では，大阪湾と周防灘の低次生物生産構造を

比較した．大阪湾に比べ周防灘は河口循環流が弱く，

そのため水平・鉛直移流が小さい．よって，大阪湾で

は陸域から大量の栄養塩が供給されるが流れ去る栄養

塩も多いのに対し，周防灘では流出が少なく，大阪湾

と比較すると貧栄養状態で灘内での生産と再生を繰り

返している．また大阪湾では陸域から供給された栄養

塩の10％が海底に堆積するが，周防灘では44％が堆積

する．これは，もし大阪湾と周防灘が同じような海洋

環境で，単位容積当たり同じ量の栄養塩が負荷された

場合に，大阪湾の方が海洋環境が改善されやすい事を

意味している．今後周防灘への栄養塩負荷が増加する

と海洋環境の悪化が危倶され，環境の修復には大阪湾

以上の時間が必要であることが予想される．
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 第6章では，以上の結果を総括し，今後の課題につ

いて述べた．

論文調査の要旨

 瀬戸内海は世界の閉鎖性水域の中で単位面積当たり

の漁獲量が最も高い海域である．一方で，赤潮の発生

や貧酸素水塊の形成などに見られるような海洋環境の

悪化が危倶される海域でもある．瀬戸内海の海洋環境

を保全して高い生産力を維持し，持続可能な発展を目

指すためには，瀬戸内海の栄養塩循環や低次生産を支

えている物理・生化学環境の特徴を明らかにする必要

がある．本論文は，瀬戸内海の各灘・湾の低次生物生

産構造の特徴を明らかにし，対照的な低次生物生産環

境にある大阪湾と周防灘について数値生態系モデルを

用いた栄養塩循環の解析を行い，両海域の低次生物生

産構造を明らかにしたもので，内容は以下のようにま

とめられる．

1）瀬戸内海の各灘・湾で実施された物理・生化学環

境の現場観測データを用いて，各灘・湾の窒素・リン

の形態別現存量比率（岳樺無機態，溶存有機態，植物

プランクトン態及び懸濁態）と，植物プランクトンの

栄養となる溶存無機態の窒素／リン比率を求めた．窒

素・リンの形態別現存量比率は顕著な季節変動を示し

た．生物活動が活発な春季・夏季は基礎生産による栄

養塩消費のため，溶存無機態窒素が少なく，基礎生産

に伴う浸出や分解のため溶存有機態の割合が高い．逆

に生物活動が不活発な冬季は溶存無機態窒素の割合が

増加する．溶存無機態の窒素／リン比率は，瀬戸内海

の東部で高く，西部で低い地域特性が見受けられた．

大阪湾では年間を通じて窒素／リン比率がレッド

フィールド比を上回り，すなわち窒素に対してリンが

不足しており，基礎生産がリン律速される傾向があ

る．一方周防灘は基礎生産が活発な時期に窒素／リン

比率がレッドフィールド比を下回り，基礎生産が窒素

に律速される傾向にある．

2）大阪湾の一次生産を律速するリンを指標として，

リン循環に関する数値生態系モデルを構築した．大阪

湾の主たるリン循環経路は，溶存無機態リン→植物プ

ランクトン→デトリタス→野望有機態リン→溶存無機

態リンである．大阪湾には陸域から大量のリンが供給

されているが，これに匹敵する量が湾内で再生して下

層から供給されている．また，供給されたリンは33日

で隣接海域に流れ去るが，23日に1回の割合で基礎生

産に利用されている．基礎生産は，冬季は水温に制限

される度合いが強いが，それ以外の季節はリンに制限

される度合いが強い．

3）周防灘の一次生産を律速する窒素を指標として，

窒素循環に関する数値生態系モデルを構築した．周防

灘の主たる窒素循環経路は，平等無機態窒素→植物プ

ランクトン→デトリタス→溶存無機態窒素である．周

防灘には陸域から窒素供給が少なく，湾内で再生され

た栄養塩が基礎生産を支えている．窒素は477日で隣

接海域に流れさるが，186日に1回の割合で基礎生産

に利用されていて，一次生産と再生を繰り返してい

る．上層では基礎生産は年間を通じて窒素に制限され

る度合いが強く，下層では日射量に制限を受ける度合

いカミ弓遅い．

4）大阪湾と周防灘の低次生物生産構造を比較して以

下のことを明らかにした．大阪湾に比べ周防灘は河口

循環流が弱く，そのため水平・鉛直移流が小さい．よっ

て，大阪湾では陸域から大量の栄養塩が供給されるが

流れ去る栄養塩も多いのに対し，周防灘では流出が少

なく，大阪湾と比較すると貧栄養状態で，灘内での生

産と再生を繰り返している．また大阪湾では陸域から

供給された栄養塩の10％が海底に堆積するが，周防灘

では44％が堆積する．これは，もし大阪湾と周防灘に，

単位体積当たり同じ量の栄養塩が負荷された場合に

は，大阪湾の方が海洋環境が改善されやすい事を意味

している．今後周防灘への栄養塩負荷が増加すると海

洋環境の悪化が危倶され，環境の修復には大阪湾以上

の時間が必要であることが予想される，と結論づけて

いる．

 以上本論文は詳細な現地観測結果の解析，現地観測

データに基づく数値実験により，瀬戸内海の低次生物

生産構造の特性を明らかにしたものであり，海洋学に

寄与するところが大きい．よって本論文は，博士（理

学）の学位論文に値するものと認める．
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論文内容の要旨

 新規な高機能あるいは高性能な高分子材料を開発す

る上で，高分子構造および超構造を精密に制御するこ

とを可能にする精密重合技術の導出が求められてい
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る．スチレン系モノマーのリビング重合技術は既に，

アニオン重合，カチオン重合およびラジカル重合にお

いて達成されている．しかしながら，これらの重合方

法のいずれにおいても立体規則性と分子量分布の同時

制御は未だ達成されていない．アニオン重合では立体

規則性を有するポリスチレンが合成されているが，異

なる立体規則性と重合速度をもつ複数の活性種が存在

するために，この重合法は立体規則性と分子量分布の

同時制御には適していないと考えられてきた．

 一方近年，メタ口恥ン触媒存在下での高度なシンジ

賊難クチック構造を有するスチレン誘導体の重合が注

目されている．しかし，これまでのスチレン誘導体の

シンジオ選択的重合の研究は，主としてシンジオ選択

性と触媒活性の向上を目的とするものであった．従っ

て，スチレン誘導体のシンジオ選択的リビング重合は

殆ど検討されておらず，このような精密重合はメタ望

事ン触媒を用いたスチレン誘導体の重合の分野におい

ても実現していなかった．

 かかる経緯に鑑み本論文は，新規で独創的なポリス

チレン系の高機能材料を創製し得る精密重合技術の確

立を目的として，スチレン誘導体のシンジオ選択的リ

ビング重合について検討を行い，さらに，本研究から

導出された精密重合技術を機能性高分子の合成に応用

した結果をまとめたもので，全6章よりなる．

 第1章では，スチレン誘導体に関して従来行われて

きたアニオン，カチオンおよびラジカル重合系のリビ

ング重合技術について紹介した．さらに，1）メタロ

セン触媒を用いたスチレンのシンジオ選択的重合，

2）遷移金属触媒を用いたオレフィン類のリビング重

合，および，3）高度の立体規則性をもつ機能性スチ

レン系ポリマーの合成について順次紹介し，メタロセ

ン触媒が立体規則性と分子量分布の同時制御を可能に

する上で鍵触媒となり得ることを展望・解説して，本

研究の目的について述べた．

 第2章では，メタロセン触媒であるcpTic13にMAo

を組み合わせた触媒系によるスチレンの重合に関し

て，重合挙動に及ぼす溶媒の極性の効果を検討した．

その結果，生成したポリスチレンの数平均分子量

（痂）と溶媒の誘電率の問には相関関係が存在し，

誘電率がε＝4．0－4．2のところで痂が最大となるこ

とを見出した．速度再検討およびIH－NMR測定よ

りこの溶媒効果はβ一水素脱離反応速度定数が小さく

なることに起因していることが明らかとなった．溶媒

誘電率と重合反応速度定数の関係から，スチレンのシ

ンジオ選択的重合では溶媒，モノマーおよび末端オレ

フィンで分離されたイオンペア間に競争的平衡反応が

存在していると考察した．

 第3章では，Cp＊TiMe3／B（C6F5）3／AlOct3系触媒下，

一25℃で4一メチルスチレン（4MS）とスチレンを

重合させた時の重合挙動を観察した．スチレン系ポリ

マーの精密構造制御に及ぼすトリアルキルアルミニウ

ムの添加効果を調べた結果，触媒系の第3成分として

AlOct3を添加することによって，一25℃の低温領域に

おいて1）連鎖移動反応を起こすことなくシンジオ選

択的重合が進行すること，および，2）非立体規則性

重合が抑制できることを見出した．そして，Cp＊TiMe3

／B（C6F5）3／AlOct3系触媒を用いた時に，シンジ三家

クチックリビングポリ（4一メチルスチレン）（poly

（4MS））が生成することを見い出した．さらに，こ

の触媒系において，スチレンのシンジオ選択的リビン

グ重合およびスチレンと4MSのシンジオ選択的リビ

ングランダム共重合が進行することを明らかにした．

 第4章では，Cp＊TiMe3／B（C6F5）3／AlOct3系触媒に

よる逐次リビング重合により，シンジオタクチックポ

リ（4一メチルスチレンー伽（オースチレン）およびポ

リ［4一メチルスチレン冶のαを一（スチレンー60－3一メ

チルスチレン）］（poly［4MS一か（S－60－3MS）］）ブ

ロック共重合体を合成した．硫酸水素テトラブチルア

ンモニウムと次亜塩素酸ナトリウム溶液を使用して，

poly［4MS冶一（S－60－3MS）］）のメチル基の部分塩素

化を行い，得られた部分塩素化poly［4MS一か（S－60－

3MS）］リビングポリ（2一ビニルピリジン）（poly（2

VP））とをカップリングさせることによって，グラフ

ト化率に傾斜のあるブロック鎖からなるポリ ｛［4一

メチルスチレンーゑの誼一（スチレンーoo－3一メチルスチレ

ン）］一2・一2一ビニルピリジン｝ブロックグラフト共重合

体の合成に成功した．さらに，このようにして得たブ

ロックグラフト共重合体は，分散剤として有用である

ことを見い出した．

 第5章では，Cp＊TiMe3／B（C6F5）3／AlOct3系触媒の

存在下で，保護されたヒドロキシスチレン誘導体の重

合挙動を検討し，シンジ皆済クチックリビングポリ［4一

¢θf’一ブチルジメチルシリロキシ）スチレン］（poly

（TBDMSS＞）が合成できることを明らかにした．さ

らに塩酸で脱保護を行うことにより，分子量分布の狭

いシンジオタクチックポリ（4一ヒドロキシスチレ

ン）（poly（HOST））を合成することに成功した．こ

のシンジオタクチックpoly（HOST）は，極性溶媒に

対して良好な溶解性を示し，194℃という高いガラス

転移温度を有し，UVリソグラフィー用材料としての

将来性をもつことが繁い出された．

 さらに，上記の触媒を用いて，4MSとTBDMSS
を逐次リビング重合することにより，シンジオタク

チックポリ［4一（ホθ十一ブチルジメチルシリロキ

シ）スチレン］一block一ポリ［4一メチルスチレンー

60－4一（飴蛇一ブチルジメチルシリロキシ）スチレン］
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（poly［TBDMSS一わ（4MS－oo－TBDMSS）］）を合成で

きた．さらにその脱保護を行うことにより，シンジオ

タクチックポリ（4一ヒドロキシスチレン）一∂面。左

一ポリ（4一メチルスチレンー60－4一ヒドロキシスチレ

ン）ブロック共重合体の合成にも成功した．得られた

ヒドロキシスチレン系ブロック共重合体は，非相溶系

ポリマーブレンドに対する相溶化剤として有用である

ことを見出した．

 第6章では，本研究の成果を総括した．メ弓馬セン

触媒を用いたCp＊TiMe3／B（C6F，）3／AlOct3系3成分触

媒により極性基含有および非含有のスチレン誘導体の

立体規則性と分子量分布の同時精密制御を行うことに

初めて成功した．この触媒系を使用することにより，

種々の連鎖分布の規制（ランダム，ブロックおよび傾

斜）を行ったシンジオタクチックリビング共重合体を

合成できることを明らかにした．さらに，本重合系で

得られた高度にシンジ騒騒クチック構造と分子量分布

とが同時制御されたポリマーは，反応性ポリマーの前

駆体，顔料分散剤，UVリソグラフィーのフォトレジ

ストおよび無相溶系ポリマーブレンドに対する相溶化

剤として有用であることを見出した．

論文調査の要旨

 高分子合成化学は現代文明を支える基幹学問であ

り，将来の進展が期待される新しい物質創成の基盤技

術として，より高機能あるいは高性能な高分子材料の

開発が強く求められている．この将来目標を達成する

ために必要な高分子合成化学の基礎技術は，高分子の

一次および高次構造の精密制御を可能とする精密重合

技術の導出である．汎用ポリマーであるポリスチレン

製造に関してはリビング重合技術が既に確立されてい

るが，立体規則性と分子量分布の同時制御は未だ達成

されていない．その意味で，新規で独創的なポリスチ

レン系の高機能材料を創製し得る精密重合技術の確立

が必須である．本研究では，メタロセン触媒存在下で

スチレン誘導体のシンジオ選択的リビング重合に初め

て成功したもので，以下に述べる顕著な成果を得てい

る．

1）メタ夕影ン触媒を用いるスチレンの重合に関し

  て，重合挙動に及ぼす溶媒の極性の効果を検討し

  た結果，生成したポリスチレンの数平均分子量と

  溶媒の誘電率の間に相関関係が存在し，特定の誘

  電率で数平均分子量が最大となることを見出して

  いる．

2）この溶媒効果はβ一水素脱離反応速度定数が小さ

  くなることに起因していることを明らかにし，溶

  媒誘電率と重合反応速度定数の関係から，スチレ

  ンのシンジオ選択的重合では溶媒，モノマーおよ

 び末端オレフィンで分離されたイオンペア問に競

 争的平衡反応が存在していると考察している．

3）メタロセン系触媒下における4一メチルスチレン

  とスチレンの重合反応において，スチレン系ポリ

 マーの精密構造制御に及ぼすトリアルキルアルミ

 ニウムの添加効果を調べた結果，触媒系の第3成

 分としてトリオクチルアルミニウムを添加するこ

  とによって，一25℃の低温領域において，連鎖移

 動反応を起こすことなくシンジオ選択的重合が進

 行ずること，および非立体規則性重合が抑制でき

  ることを見出している．さらに，スチレンと4一

  メチルスチレンのシンジオ選択的リビングランダ

  ム共重合が進行することも明らかにしている．

4）この新しい重合技術を応用して，同じ触媒系によ

  る逐次リビング重合を行い，シンジオタクチック

  ーポリ（4一メチルスチレンーブロックースチレ

  ン）およびポリ［4一メチルスチレンニブロック

  一（スチレンーコー3一メチルスチレン）］ブロッ

  ク共重合体を合成した．さらに，硫酸水素テトラ

  ブチルアンモニウムと次亜塩素酸ナトリウム溶液

  を使用して，後者ブロック共重合体のメチル基の

 部分塩素化を行い，得られた部分塩素化体とリビ

  ングポリ（2一ビニルピリジン）とをカップリン

  グさせて，グラフト化率に傾斜のあるブロック鎖

 からなるポリ｛［4一メチルスチレンーブロック

  一（スチレンーコー3一メチルスチレン）］一グ

  ラフトー2一ビニルピリジン｝ブロックグラフト

 共重合体の合成に成功している．

5）同じ触媒の存在下で，保護されたヒドロキシスチ

  レン誘導体の重合挙動を検討し，シンジオタク

  チックリビングポリ［4一（オーブチルジメチル

  シリロキシ）スチレン］が合成できることを明ら

  かにしている．その塩酸による脱保護により，分

 子量分布の狭いシンジオタクチックポリ（4一ヒ

  ドロキシスチレン）を合成することに成功した．

  このポリマーは，極性溶媒に対して良好な溶解性

  を示し，高いガラス転移温度を有し，UVリング

  ラフィ汎用材料としての将来性をもつことを憩い

  出している．

6）さらに，4一メチルスチレンと保護されたヒドロ

  キシスチレンを逐次リビング重合することにより

  シンジオタクチックポリ［4一（白蛇一ブチルジメ

  チルシロキシ）スチレン］一プロッターポリ［4

  一当チルスチレンーコー4一（凡愚一ブチルジメ

  チルシロキシ）スチレン］を合成した後，その脱

 保護を行って，シンジオタクチックポリ（4一ヒ

  ドロキシスチレン）一プロッターポリ（4一メチ

  ルスチレンーコー4一ヒドロキシスチレン）共重
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  合体の合成にも成功している．得られたヒドロキ

  シスチレン系ブロック共重合体は，非相溶系ポリ

  マーブレンドに対する相溶化剤として有用である

  ことを見出している．

 以上要するに，本論文はメタロセン系3成分触媒に

より極性基含有および非含有のスチレン誘導体の立体

規則性と分子量分布の同時精密制御を行うことに初め

て成功し，この方法を利用すれば，ランダム，ブロッ

クおよび傾斜構造をもつシンジオタクチック共重合体

を精密合成できることを明らかにしている．以上の成

果は，高分子化学，有機合成化学，材料化学に寄与す

るところが大きい．よって本論文は，博士（工学）の

学位論文に値するものと認める．


