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 酸素イオン導電体は酸素センサや高温固体電解質燃

料電池の電解質に広く使われている．酸素センサでは

作動温度の低下や応答の高速化，燃料電池では内部抵

抗の低減による出力の向上が望まれている．酸素セン

サや燃料電池の特性は電解質である酸素イオン導電体

の特性に影響されるだけではなく，電極材料および電

極／電解質界面にも大きく依存している．酸素センサ

や燃料電池の特性の向上には電極材料や電解質材料の

探索と最適化が必要であり，それらの材料開発ととも

に電極反応の解析は電極の材料設計に極めて重要であ

る．

 本論文は，酸素センサの低温作動と応答性の向上お

よび燃料電池における酸素極の性能の向上を目的とし，

電解質材料と電極材料の探索を行ない，それらの材料

が酸素センサや燃料電池の特性に及ぼす影響と電極反

応機構を明らかにするとともに，それに基づく電極材

料の設計指針の確立を目的として行なった研究をまと

めたものであり，8章から構成されている．

 第1章では，酸素センサと燃料電池の原理や基本的

性能と問題点を述べ，現在使われている電解質材料や

電極材料及びその性能を取り上げ，望まれる特性を開

発状況に沿って検討した．またPt電極を中心に，酸

素電極における電極反応についての知見を概説すると

ともに，本研究の目的と概要を述べた．

 第2章では，電解質材料のセリア系複合酸化物の酸

素イオン伝導性と表面の酸素分子の解離活性について

評価を行なった．セリア系複合酸化物は安定化ジルコ

ニァ（ZrO2）・．g2（Y203）o，08よりも高い酸素イオン導電率

を示し，それぞれアルカリ土類金属および希土類金属

酸化物を添加した（CeO2）・，g（CaO）・．・，（CeO2）・．8

（SmO1．5）・．2の酸素イオン導電率は極めて高く，酸素イ

オン輪率もほぼ1になり良好な酸素イオン伝導性を示

した．酸素同位体交換反応（180－160）を用いて酸素分

子の解離速度を表わす酸素同位体変換反応速度を求め

ると，（CeO2）o．8（SmOL5）o．2は（ZrO2）o．g2（Y203）o．08より

も高い酸素同位体変換反応速度を有することを見出し

た．電極／電解質／電極の電池の中で，素子全体の抵抗

を電解質に起因する抵抗と電極に起因する抵抗とに分

離すると，素子全体の抵抗の中で高温では電解質の抵

抗の割合が大きく，一方低温では電極の割合が大きく，

したがって酸素センサや燃料電池の低温作動化には電

極材料の高性能化が重要であることを指摘した．

 第3章では，酸素センサの低温作動化と応答性の向

上を目指し，電極材料の探索と組成の最適化を行ない，

理論起電力が得られる最も低い温度（最低作動温度）

と応答速度の測定を行なった．金属電極の中ではAg

電極を用いた酸素センサの最低作動温度は280℃で最

も低かった．各金属の酸化物生成熱と酸素センサの最

低作動温度の間には，Agを頂点とする火山型の関係

が認められ，酸素との結合力の最適な金属を用いた酸

素センサの最低作動温度は低いことがわかった．酸化

物電極の申ではしa・．6Sr・．4Co・．g8Nio．・203電極を用いた酸

素センサの最低作動温度が200℃と，電極材料の中で

最も低い値を示し，酸素分圧の変化に対する応答も最

も速いことがわかった．ペロブスカイト型酸化物の酸

素の結合力と最低作動温度との問に相関があり，その

結合力の弱い材料ほど最低作動温度は低いことがわか’

つた．

 第4章では，ペロブスカイト型酸化物の電子導電率，

酸素イオン導電率と酸素分子の解離活性の測定を行な

い，それらの物性が電極特性に及ぼす影響を検討した．

Lao．6Sro．4Coo．98Nio，0203の電子導電率は約103Scmdであ

った．交流4端子電子ブロッキング法と酸素同位体交

換反応で測定した酸素イオン導電率はほぼ一致し，セ

リア系複合酸化物より約1桁低いが安定化ジルコニア

より高い値を示した．それらの値に基づいて計算した

電極材料の酸素イオン伝導に対する抵抗と電子伝導に

対する抵抗はともに小さく，電極材料の酸素イオン伝

導と電子伝導は電極の特性にほとんど影響を及ぼさず，

酸素分子の解離活性が電極特性に大きな影響を及ぼし
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ていることを明らかにした．

 第5章では，電解質材料に電極材料を塗布した試料

の酸素同位体交換反応速度を測定し，酸素分子の解離

活性と酸素センサの電極特性との相関性を検討した．

酸素センサの最低作動温度の序列と酸素同位体交換反

応速度の序列は一致し，La・．6Sr・．4Co・．g8Ni・，・203を電解

質材料に塗布した試料が高い酸素分子の解離活性を示

すことを見出した．

 第6章では，カレントインターラプション法により

電極に起因する抵抗成分のみを分離し求め，電極反応

の容易さを表わす交換電流密度を算出したところ，酸

素センサの最低作動温度の低い電極は交換電流密度も

高いことがかわった．また交換電流密度の酸素分圧依

存性より電極反応機構を解析した．Pt電極とペロブ

スカイト型酸化物電極は，すべての温度範囲で電荷移

動過程が律速であり，さらに，高温では酸素分子の電

極への吸着過程が支配的であり，低温では電極から電

解質への酸素イオンの移動が支配的であることを明ら

かにした．Lao．6Sro．4Coo．g8Nio．0203電極を用いた酸素セ

ンサは低温で高い交換電流密度を示し，電極から電解

質への酸素イオンの移動が容易に進むことを示し，そ

の結果酸素センサは低温でも作動できることを指摘し

た．

 第7章では，交流インピーダンス法により電極反応

に起因する抵抗を測定し，電極材料および微細構造と

の関連について検討した．交流インピーダンス法で得

られた円弧は周波数依存性により電極反応に起因する

抵抗と酸素分子の電極細孔内の拡散に起因する抵抗と

に分離できる．そこで電極を塗布するときに用いる分

散剤を選び，電極の細孔，気相／電極／電解質の3相界

面と電極／電解質の2相界面の量および電極の微細構

造を制御し，一 ｻれぞれの抵抗を測定したところ，緻密

な電極では酸素分子の拡散に起因する抵抗は大きく，

ポーラスな電極ではその抵抗は小さく，また3相界

面が多く2相界面の少ないほど電極反応に起因する

抵抗は小さいことから，電極反応は3相界面で起こ

ることを明らかにした．電極の微細構造を最適化した

Lao．6Sro．4Coo．g8Nio，0203電極／（CeO2）o．8（SmO1．5）o．2電解質

の素子は，酸素分子の拡散と電極反応に起因する抵抗

が最も小さく，これらの材料を用いた燃料電池では内

部抵抗を著しく低減できることを提案した．

 第8章は結論で，本研究の成果を総括した．

論文調査の要旨

 酸素センサと燃料電池は酸素イオン導電体を用いた

代表的なデバイスである．前者は燃焼の排ガスや溶鋼

中の酸素濃度の測定に応用され，後者は高効率でク

リーンな次世代の発電システムとして活発に研究され

ているが，それぞれ，センサの作動温度が高い，電池

の内部抵抗が大きいという問題点を抱えている．本論

文は，これらの問題点がデバイスに用いられる電極材

料に起因することを見出し，優れた電極材料の開発に

よって酸素センサの低温作動化と燃料電池の高出力化

が可能であることを示すとともに，電極反応の素過程

におよぼす電極の化学組成や微細構造の影響を基礎的

に究明して，電極材料の設計指針を明らかにしたもの

である．本論文で得られている主な成果は次の通りで

ある．

（1）電極／電解質／電極という構造からなるデバイス

において，電解質に起因する抵抗と電極に起因する抵

抗とを分離測定し，低温では電極に起因する抵抗の全

抵抗に占める割合が大きくなることを見出し，酸素セ

ンサや燃料電池の低温作動化には電極材料の高性能化

が重要であることを明らかにしている．

（2）従来の白金電極を用いた酸素センサの作動温度

は600℃以上であるのに対し；銀電極を用いた酸素セ

ンサは280℃でも作動することを示すとともに，一連

の金属酸化物について電極としての最低作動温度と生

成熱と一般的な相関を見出し，銀電極において酸素一

電極間の結合力が最適になることを明らかにしている

また，複合酸化物ペロブスカイト型酸化物も低温作動

化に有効で，特にLa・．6Sr・．4Co・．g8Ni・．・203電極を用いた

酸素センサの最低作動温度は200℃で，応答速度も十

分に大きいという重要な事実を見出している．

（3）電極特性をカレントインターラプション法，交

流インピーダンス法および酸素同位体交換反応で解析

し，電極材料および電極／電解質界面の評価を行ない，

それぞれの方法で得られた電極特性パラメータと酸素

センサの最低作動温度との序列が一致することを見出

している．

（4） 電極反応の素過程を詳細に検討し，高温と低温

における律速過程を明確にしている．高温では電極へ

の酸素分子の吸着解離過程が律速段階で，低温は電極

から電解質への酸素イオンの移動過程が律速段階であ

ることを示し，Lao．6Sro．4Coo．g8Nio．0203電極は酸素イオ
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ンの移動過程が速いため低温で作動することを明らか

にしている．

（5）気相，電極，電解質がともに接する3相界面と

電極／電解質の2相界面の割合が異なる電極を作成し

てその電極特性を測定し，3相界面が多いほど電極反

応に起因する抵抗が小さいことを見出し，気相から固

体電解質への酸素の輸送が3相界面て起こることを明

らかにしている．さらに酸素分子の拡散のために電極

材料の微細構造を適当な気孔度を持つように制御する

ことが重要であることを指摘している．

（6） （CeO2）o．8（SmO1．5）o．2電解質は酸素イオン導電率

が高く，これと電極活性が大きなLa・，6Sr・，4Co・．g8Ni・．・203

電極を組合せれば，電解質抵抗と電極反応に起因する

抵抗との両者が著しく低減でき，燃料電池の高出力が

可能になることを実証している．

 以上要するに本研究は，酸素イオン導電体デバイス

である酸素センサおよび燃料電池の酸素電極材料に関

して，従来にはない優れた電極材料を開発するととも

に，電極反応の解析によって酸素センサの低温作動化

や燃料電池の内部抵抗の低減を可能にする電極材料設

計法を明らかにしたもので，固体電気化学，触媒化学

および無機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

認められる。
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高性能複合材料の強化材である炭素繊維は，ポリア

クリロニトリル系炭素繊維が高価格なため，安価で高

性能が期待できる液晶ピッチからの製造が広く研究さ

れている．液晶ピッチは耳環芳香族化合物が積層し，

かつ流動性を示すネマチック液晶で，現在石油残渣や

コールタールを熱重合して調製されている．しかし，

原料構成が幅広く，かつ紡糸阻害物を含有するため，

精製に多数のコストを要し，収率が低く，また液晶ピ

ッチの構成成分が原料によって変化するため物性が不

安定となり，多環芳香族オリゴマーのため溶融紡糸の

安定性，酸化不融化反応性，生成炭素繊維物性も満足

できる水準に達していない．

 本論文は，超強酸HF／BF3が芳香族炭化水素をカ

チオン重合し，ナフテン水素を創生しながらオリゴ

マーを生成し液晶ピッチを得ることに着想し，三菱瓦

斯化学の協力を得て，ナフタレン，アントラセンから

液晶ピッチを調製することを試み，得られた液晶ピッ

チの炭素繊維前駆体としての評価を行った．

 第1章では，炭素繊維の特性，およびピッチ系炭素

繊維が現在占める地位について述べ炭素繊維の前駆体

である液晶ピッチの従来の研究を検討し，その問題点

を明らかにし，本研究の意義と目的を示した．

 第2章では，HF／BF3触媒を用いてナフタレン，ア

ントラセン，フェナントレン，ピレン，アセナフテン，

アセナフチレン等の2～4環芳香族化合物から等方性

ピッチを合成し，ピッチの化学構造ならびに炭化性を

調べた．ピッチの炭化反応機構を推定し，各ピッチの

炭化収率を支配する因子を解明した．

 第3章では，第2章の等方性ナフタレンピジチを減

圧熱処理あるいは加圧・減圧2段の熱処理により重縮

合反応を促進し，液晶ピッチを調製した．得られた液

晶ピッチの軟化点，各溶剤に体する溶解度，紡糸性，

不融化反応性について測定し，炭素繊維の前駆体とし

ての可能性を検討した．液晶ピッチの溶剤可溶分を構

造解析し，代表的な化学構造の推定，その化学構造と

ピッチ物性との関連性を明らかにした．HF／BF3を用

いて合成された等方性ナフタレンピッチはナフテン水

素を多量に保有しているが，熱処理によって液晶ピッ

チに変換する際に激しい脱水素反応が進行し，ナフテ

ン水素がほとんどない液晶ピッチが得られるため炭素

繊維前駆体としては不融化反応が低いことが認められ

た．

 第4章では，ナフタレンからHF／BF3触媒により

直接液晶ピッチを調製することを試みた．すなわち，
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従来のような脱水素縮合反応をともなう熱処理を避け，

HF／BF3触媒によりカチオン重合のみによって，ナフ

タレンから液晶ピッチの調製を試みた．得られた液晶

ピッチの軟化点，溶解度，紡糸性，不融化反応性につ

いて調べ，また，可溶分を中心に構造解析を行った．

得られた液晶ピッチは多量のナフテン水素を有してい

るため低軟化点，高溶解度を示し低温で優れた紡糸性

を示した．また，ピッチ繊維の不融化反応性が極めて

高いことから，その不融化反応後のピッチの構造を

FT－IRにより解析し，ナフテン環が酸化反応の活性

点であることを確認した．

 第5章では，IF／BF3触媒を用いて合成された等方

性アントラセンピッチから熱処理によって液晶ピッチ

を調製することを試みた．得られた液晶ピッチの構造

解析を行ったところ，熱処理を経由して調製されたに

も関わらず，相当量のナフテン水素を保持していた．

この液晶ピッチの性状は従来の熱処理して調製された

石油系石炭系の液晶ピッチ，第3章で述べた等方性ナ

フタレンピッチから得られた液晶ピッチに比べ，不融

化反応性が高い．また，このアントラセン液晶ピッチ

はアントラセン骨格を保持しており，それが不融化反

応に影響を与えていることを確認した．

 第6章では，HF／BF3触媒によりアントラセンから

直接液晶ピッチの調製を行った．その液晶ピッチの性

状はナフタレン系液晶ピッチに類似しているが

HF／BF3に対し反応性の高いアントラセンは低い温度

でカチオン重合が進み，かつ高い液晶ピッチ収率を示

した．構成分子は主にアリルーアリル結合（単結合）

によってアントラセン骨格が連結された構造をしてい

ることを確認した．また，ナフタレン，アントラセン

から調製された液晶ピッチより炭素繊維を製造したと

ころ，紡糸性の優れていたナフタレン系は低温炭化で

も比較的高強度を示し，一方，アントラセン系炭素繊

維は極めて優れた弾性率を示した．紡糸の改善により

強度・弾性率のバランスのとれた優れた炭素繊維が製

造できる見通しを示した．

 第7章は，結論について述べ，総括を行1つた．

論文調査の要旨

 ピッチ系高強度炭素繊維は最も優れた軽量複合材料

骨材として安価な供給が期待されているが，その実現

には前駆体液晶ピッチの不十分な物性，高価格および

繁雑な製糸工程等を解決しなければならない。

 本研究は一種の超強酸であるHF／BF3が比較的低

温で芳香族化合物を縮合させ，部分水素化された2～

10量体の芳香族オリゴマーを与えることを見い出し，

構造制御可能な液晶ピッチを調製することに成功し，

高強度炭素繊維プレカーサーとしての評価を行った．

その主な成果は以下の通りである．

1．ナフタレン，アントラセン，ピレンなどの芳香族

化合物からHF／BF3を触媒として100℃で等方性ピッ

チを調製し，その高い炭化収率，低軟化点，高い流動

性を認め，優れた炭素材原料であることを明らかにし

ている．種々の有機化学分析法を用いて，構成分子が

多数のナフテン水素を保有する芳香族オリゴマーであ

ることを明らかにし，ピッチの炭化特性と構成分子の

構造との相関を見い出している．

2．ナフタレン由来の等方性ピッチから2段の熱処理

により50％を越える収率で液晶ピッチを調製すること

に成功している．この液晶ピッチは熱処理中に脱水素

が進行したため，芳香族性が極めて高く不融化反応性

が低くなり，炭素繊維プレカーサーとしては最適とは

いえないが，炭素収率は90％に達し，熱安定性の高い

炭素材原料，例えば複合材料粘結材としての利用の可

能性を示唆している．

3．HF／BF3を用いてナフタレンを直接液晶ピッチに

転換することを試み，260～300℃の温度域で80％の収

率で調製することに成功している．生成ピッチは

100％光学的異方性を示す高純度のサーモトロピック

液晶で，多数のナフテン水素を有する芳香族オリゴ

マーから構成されている．現在までに製造されている

液晶ピッチ中最低の軟化点215℃を示している．

4．3．で調製したナフタレン液晶ピッチは紡糸性，

不融化反応性に優れ，高強度高弾性の炭素繊維を与え

る優れたプレカーサーであることを見い出している．

この知見に基づき，本液晶ピッチを用いる炭素繊維製

造が進められており，この方法の実用性が実証されて

いる．

5．ナフタレン液晶ピッチの低軟化点，高い酸化不融

化反応性は構成オリゴマーが3～10量体からなり，多

数の含有ナフテン基に起因することを確認し，液晶ピ

ッチ分子設計の指針を与えている．

6．熱処理によるアントラセン等方性ピッチからの液

晶ピッチ調製を検討し，ナフタレンピッチに比較して，

低温でメソフェーズが進むことを憎い出し，構成オリ

ゴマーの芳香環の大きさの効果を明らかにしている．
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低温メソ化のため，生成液晶ピッチはナフテン基を多

数保有しており，高い不融化反応性を示すことを認識

している．

7．アントラセンからHF／BF3を用いて直接液晶ピ

ッチを調製することに成功している．このピッチはナ

フタレン由来のピッチに比較してアリルーアリル単結

合を多数有し，優れた紡糸性と不融化反応性を示すこ

とを見い出している．さらに，同液晶ピッチから調製

した炭素繊維が2550℃の黒鉛化において，800GPa以

上の高い弾性率を示すという興味深い結果を得ており，

液晶ピッチの構造と生成炭素織維物性の相関解明に新

しい手がかりを提供している．

 以上，本論文はHF／BF3を触媒として芳香族化合

物から炭素繊維プレカーサーとなる液晶ピッチを調製

し，その化学構造，物性ならびに生成炭素繊維の物性

を明らかにすることにより，実用化の可能性が高いピ

ッチ系炭素繊維製造の新しい方法を提供したもので，

有機工業化学及び炭素材料科学に寄与するところが大

きい．よって，本論文は工学博士の学位に値するもの

と認める．
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論文内容の要旨

 シクロファン化合物は，芳香環と架橋鎖で構築され

た化合物である．その中でも小環状シクロファン類は，

特異な構造や反応性を有していることが知られている．

シクロファン系化合物は，その芳香環の種類によって

シクロファンとヘテロファンに大別される．これらの

シクロファン系化合物の研究は活発に行われているが，

それらの中間の構造を有するベンゼノーヘテロファン

類の合成について現在まで報告が少なく，構造や反応

性はほとんど知られていない．その中でもベンゼノー

チオフェノファン類は，チオフェン環の開環反応によ

って［n］シクロファン類を与えることが期待され，

合成中間体としても有用な化合物である．一方，2つ

のチオフェン環の可能な全ての位置をエチレン鎖で架

橋したスーパーチオフェノファンは夢の化合物の一つ

であったスーパーファンの最初のヘテロ環置換体とし

て，特異な構造や反応性が期待される化合物である．

 本研究では，これら構造や反応性が未だに知られて

いないベンゼノーチオフェノファン類及びスーパーチ

オフェノファンの合成とそれらの構造及び反応性を検

討した．

 第1章では，本研究の目的と意義について述べた．層

 第2章では，［2］ベンゼノ［2］チオフェノファン類の

合成中間体であり，動きのあるシクロファンであるジ

チア［3］ベンゼノ［3］チオフェノファン類の合成につい

て述べた．すなわち，目的としたジチア［3］メタシク

ロー，パラシクロー，オルトシクロ［3］チオフェノフ

ァン類（ジチア［3．3］MTP， PTP， OTP）は，対応す

るチオフェン及びベンゼン誘導体のカップリング反応

によって得られることを明らかにした．

 第3章では，［2］ベンゼノ［2］チオフェノファン類の

合成について述べた．［2］メタシクロ［2］（2，5）チオフ

エノファン（［2．2］（2，5）MTP）は，ジチア［3．3］（2，5）

MTPを対応するテトラオキシド体へと誘導した後，

熱分解をすることによって得られた．一方，内部置換

基として臭素原子を持つジチア［3．3］（2，4）MTP一テト

ラオキシド体の熱分解では渡環反応が生じてフェナレ

ノ［1，9－bc］チオフェン類が生成することを明らかとし

た．ジチア［3．3］（2．3）及び（3，4）MTP一テトラオキシ

ド体の熱分解反応は，［2．2］（2．3）及び（3，4）MTPの大

きな歪みに起因すると考えられるシクロヘプテン体及

びシクロオクテン体などの生成物が得られた．それら

の生成機構を詳細に検討し，新しい機構を提唱した．

また，［2．2］（2，5）及び（2，4）PTPは，ジチア［3．3］

PTP一テトラオキシド体の熱分解では得られず，対応

するジチア［3．3］（2，5）及び（2，4）PTP類の光分解反応

によって得られることを明らかにした．また，置換基

及び架橋位置の光分解反応に対する影響について検討

した、

 第4章では，以上のようにして得られたベンゼノー

チオフェノファン類の立体構造について述べた．即ち

ジチア［3．3］MTP類のNMRスペクトルより，芳香環

の反転と架橋鎖の揺らぎの2つの運動が観測され，こ
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れらが内部置換基の大きさに影響されていることを明

らかにした．また，ジチア［3．3］及びチア［3．2］PTP

の温度可変NMRよりチオフェン環の反転に要するエ

ネルギーを求め，置換基及び架橋位置の影響を考察し，

（2，5）PTPは（2，4）PTPよりも大きな反転障壁を有

することがわかった．これは，チオフェン環の硫黄原

子の立体障害によると考えられた．［2．2］（2，3）及び

（3，4）MTPの温度可変NMRスペクトルより，これ

らがコンフォメーション異性化の際に要するエネル

ギー障壁の見積を行い，［6］メタシクロファンーエン

と比較して4kcalmo「1ほど大きいことが明らかとな

った．このように，NMRを用いてベンゼノーチオフ

ェノファン類の動的立体構造を明らかにした．一方，

［2．2］（2，5）MTPのX線結晶構1造解析により，この

MTPのベンゼン環は［2．2］メタシクロファンのそれと，

またチオフェン環は［2．2］チオフェノファンのそれと

同じ歪みを有していることが明らかとなった．

 第5章では，究極のチオフェノファンである［24］

（2，3，4，5）チオフェノファン（スーパーチオフェノファ

ン）の合成とそのスペクトルについて述べた．本化合

物は，アセトニルアセトンより7工程，総収率0．013

％で合成した．そのUVスペクトル及び13C－NMRは，

重なり合ったチオフェン環に特有のスペクトルを示し

た．

 第6章では先に得られた［2．2］MTPおよびPTP類

のチオフェン環の還元的開環反応を用いた［n］シクロ

ファン類の合成について述べた．種々の置換基を有す

る［8］一，［7］メタシクロファン類及び［8］パラシクロフ

ァン類がこの方法で得られた．分子運動が明らかにさ

れていない［8］メタシクロファンはその温度可変NMR

よりその分子運動の評価を行った．また，［n］パラシ

クロファン類はCANで処理することによって，その

歪みに起因するシクロヘキサジエノン体や開環エステ

ル体等の予期しなかった生成物を与えることが明らか

となった．このように，［2．2］MTP及びPTP類より

得られた［n］シクロファン類の立体構造と反応性とを

明らかにし，ベンゼノーチオフェノファン類が有機構

造化学的のみならず，有機合成化学的にも有用な化合

物であることを示した．

 第7章は，これら得られた結果を要約し，総括を行

った．

論文調査の要旨

 近年，シクロファン化合物，特に［2．2］系のような

短い鎖長をもつシクロファン類については，その特異

な構造に由来する反応性や機能性に関心がもたれ，多

くの研究がなされている．一方，ベンゼン環とチオフ

ェン環境からなる非対称型及びチオフェン環のみから

なるヘテロファン類の合成及び反応性に関する系統的

研究はほとんどされていないのが現状である．チオフ

ェン誘導体の還元反応により容易に脱硫・環開裂反応

が起こり対応する脂肪族化合物が生成することはよく

知られている．以上の観点から著者はチオフェン環を

もつ種々のベンゼノチオフェノファン誘導体及び最多

架橋体のスーパーチオフェノファンを合成し，それら

の反応性及び物性を明らかにしている．さらに，ベン

ゼノチオファノファン誘導体から対応する［n］シクロ

ファン誘導体を合成するとともに，酸化反応と鎖長と

の関連性を検討している．主な成果は次の通りである．

1．ジチア［3］メチシクロー，ジチア［3］バラシクロー

及びジチア［3］オルトシクロ［3］チオフェノファン類が，

対応するチオフェン誘導体及びベンゼン誘導体から容

易に合成できることを明らかにしている．

2．［2］ベンゼノ［2］チオフェノファン類の合成につい

て詳細に検討している．すなわち，［2］メタシクロ［2］

（2，5）チオフェノファンは対応するジチアテトラオキ

シド体の熱分解により合成できるが，［2］メタシクロ

［2］（2，3）テトラオキシド体及び［2］メタシクロ［2］

（3，4）テトラオキシド体の場合には，同様の条件下に

おいても目的としたベンゼノチオフェノファン類の生

成はほとんど認めら群ず，転位体が主生成物として得

られることを見出している．さらに，本熱分解におい

て詳細な検討を加え，反応機構を提唱している．その

中で，生成物の歪みの大きさが反応経路を決める重要

な因子となることを明らかにしている．

3．ジチア［3］ベンゼノ［3］チオフェノファン類の温度

可変核磁気共鳴スペクトル測定を行い，縄跳び運動及

び揺らぎ運動の大きさが内部位の置換基のかさ高さに

依存していることを見出している．

4．チオフェン環のすべての位置で架橋されている

［2．2．2．2］（2，3，4，5）チオフェノファン（スーパーチオ

フェノファン）の合成に初めて成功し，そのX線構造

解析により立体構造を明らかにしている．さらに，本

化合物とその前駆体であるジチア［3。2．2．3］（2，3，
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4，5）チオフェノファンとの各種スペクトルの比較検討

により，前者が極めて大きな立体的な歪みを有してい

ることを示している．

5．［n］メタシクロファンは対応する［2］ベンゼノ［2］

チオフェノファン類の還元的脱硫反応により容易に合

成できることを明らかにするとともに，それらの特異

な分子運動を詳細に検討している．

6．［n］パラシクロファン類の酸化反応における生成

物は鎖長により異なり，本反応が分子の歪みに大きく

支配されることを明らかにしている．

 以上要するに本論文は，チオフェノファン及び関連

化合物の合成法を開発するとともに，それらの反応性

について詳細に検討したもにであり，構造有機化学，

：有機合成化学上，価値ある成果である．

 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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 メソフェーズピッチ系炭素繊維は現在，その高強

度・高弾性特性のみならず，高熱伝導率，低電気抵抗，

耐摩耗下等の点から次世代の構造並びに電子材料の筆

頭候補としてその大量・安定供給が熱望されている．

しかしながら，ピッチ系炭素繊維の製造工程には，原

料である液晶ピッチの化学構造に起因する種々の問題

点が残っており，その安定した大量生産が困難である

のが現状である．液晶ピッチは，石炭並びに石油ピッ

チの熱的な脱水素，重縮合反応により調製される為，

その構成分子である縮合多野芳香環は軸比が小さく，

脂肪族並びにナフテン成分に乏しい．これら原料の化

学構造は，紡糸直後のピッチ繊維の低強度，ハンドリ

ング及びピッチ繊維の断面構造のコントロールの困難

さ，さらには，ピッチ繊維の低不融化反応性という重

大な問題を引き起こしている．

 本研究では，原料となる液晶ピッチが光学的に等方

性である可溶・可融の非液晶成分と光学的異方性の不

溶・不融の液晶成分，及び光学的異方性で可融の液晶

成分の三成分からなる共同作用液晶であるという認識

に立ち，ポリ塩化ビニル由来の等方性ピッチを添加す

ることにより，液晶性を維持しながら化学構造並びに

組成を改質して問題の解決を試みた．さらに，炭素繊

維の製造工程の中で最も重要である不融化工程のメカ

ニズムについて，液晶ピッチの化学構造と反応性，不

融化繊維の構造との間の相関を検討した．

 第1章では，本論文の意義と目的について詳述した．

 第2章では，液晶ピッチに対して，ポリ塩化ビニル

（PVC）を種々の温度で熱処理して製造したPVCピッ

チを添加することによる液晶ピッチの光学的異方性相

及び溶融粘度等の特性変化について検討した．石炭系

液晶ピッチにPVCピッチを添加しても，ピッチの光

学的異方性が完全に保持できる，等方性のPVCピッ

チが製造可能であることを明らかにした．PVCピッ

チの化学構造解析の結果から，ブレンドによる相変化

に対する添加剤の芳香族性の重要性を示唆した．PVC

ピッチのブレンドによるピッチ繊維の強度向上は認め

られなかったものの，軟化点は効果的に低下し，低温

での紡糸性が向上すると共に，不融化速度並びに生成

炭素繊維の機械的特性が向上することを明らかにした．

 一方，石油系メソフェーズピッチの場合，液晶性を

維持してPVCピッチを相溶させることはできなかっ

た．母体となる液晶ピッチ並びに添加剤ピッチの構造

が光学的異方性に与える影響について化学構造の点か

ら検討した．

 第3章では，石炭系液晶ピッチに相溶するPVCピ

ッチを添加し，紡糸並びに繊維断面配向の制御を試み

た．その結果，ブレンドによりピッチの軟化点は顕著

に低下し，安定紡糸温度域が低くできると同時に，繊

維断面構造をラジアル構造からより好ましいランダム

構造へと制御可能であることを明らかにした．ブレン
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ドによる溶解粘度の低下，並びに液晶ピッチの粘弾性

挙動と組成の関係について考察した．

 第4章では，石炭系液晶ピッチに対して相溶性を示

し，かつ脂肪族・ナフテン成分に富むPVCピッチを

添加することにより，ピッチ繊維の不融化促進を試み

た．その結果，PVCピッチをわずか10％添加するこ

とにより，不融化時間を大幅に短縮できることを明ら

かにした．又，直径30μmの太い繊維を用い，種々

の条件で不融化・炭化した繊維の断面構造の光学組織

の観察により，不融化時の酸素の繊維内拡散とピッチ

の反応性との競争状況について検討した．その結果，

不融化温度やピッチの反応性が低い場合は，ピッチ繊

維内部への酸素の拡散よりもピッチの酸化反応の方が

相対的に遅く，不融化終了時の繊維は内部まで配向を

維持した均一繊維を与えるが，逆に，ピッチの反応性

や不融化温度が高い場合には，繊維内部への酸素拡散

が律速となり，スキン・コア構造をもつ炭素繊維が生

成することを明らかにした．

 第5章では，種々の条件で不融化した30μm径の

繊維の断面方向への酸素分布をEPMAを用いて測定

することにより，不融化時のピッチ繊維中への酸素拡

散について検討した．その結果，低温で不融化した場

合は，繊維内部での酸素摂取量は繊維半径方向に対し

てほぼ均一であったが，高温で不融化した場合，ある

いはピッチ繊維の不融化反応性が高い場合には，酸素

分圧の高い表面近傍での酸素摂取量が非常に多く，内

部での酸素摂取は非常に少ないことを明らかにした．

酸素拡散の速度解析から，高温不融化及び高反応性ピ

ッチの場合，酸素分圧の高い繊維表面スキン領域で酸

化反応に伴う収縮や緻密化が起こり，内部への酸素拡

散速度が時間とともに低下することを認めた．これに

より不融化工程に於けるピッチの反応性と酸素拡散と

の競争状況を解明し，スキン・コア構造形成のメカニ

ズムを明らかにした．

 第6章では，石炭系メソフェーズピッチの不融化時

の科学構造変化を調べた．その結果，低温での不融化

ではピッチの分子量の増大は大きくはないものの，よ

り多くの酸素を取り込みながら不融化が進行しており，

酸素付加により構成成分の熱溶融性並びに溶解能力・

非溶解性が低下することにより不融化が実現されるこ

とを明らかにした．一方で，高温での不融化や高反応

性ピッチの不融化では，少量の酸素で脱水素的重合に

より分子量の増大を伴いながら不融化が進行すること

を明らかにした．こうした不融化機構に於ける，添加

したPVCピッチの役割について議論した．

第7章では，本論文を要約・し，結論を述べた．

論文調査の要旨

 液晶ピッチ系炭素繊維は優れた複合材料骨材として

関心が高まっているが，低価格でかつ高強度の繊維の

供給ができるには至っていない．

 石炭系ピッチは安価であるものの，それから調製さ

れる液晶ピッチの製造工程が繁雑なため，液晶ピッチ

は炭素繊維プレカーサーとして高価格となりかつ充分

な物性を有していないため，その簡便な液晶ピッチの

改質法確立が強く望まれている．

 著者は液晶ピッチがサーモトロピックな混合液晶の

一種別あることに着目し，コールタール由来の液晶ピ

ッチにポリ塩化ビニル（PVC）由来の高分子性等方性

ピッチを添加することにより，炭素繊維プレカーサー

に要求される紡糸性，不融化反応性の改善，ならびに

紡糸時の配向性の制御を可能にすると同時に，混合液

晶の組成と物性の相関，不融化反応の機構を解明して

いる．その主な成果は以下の通りである．

1．コールタール系液晶ピッチにポリ塩化ビニルから

種々の条件で調製した低軟化点等方性ピッチ（PVC

ピッチ）を混合してもPVCピッチの調製条件が適切

であれば液晶性が維持できることを明らかにしている

さらにこうした配合が可能であるためには，液晶ピッ

チ，等方性ピッチ双方の芳香族性に基づく相溶性が重

要であることを指摘している．

2．このようなピッチ配合により，混合液晶ピッチの

軟化点を顕著に低下させ，紡糸性が大幅に改善できる

ことを見い出している．また，混合により紡糸可能な

温度域における液晶ピッチの溶融粘度が顕著に低下し

紡糸したピッチ繊維断面での分子配向が好ましいラン

ダム組織になることを示している．

3．PVCピッチを10％配合することにより，液晶ピ

ッチは多くの脂肪肝，ナフテン基を含有することにな

り，液晶ピッチ繊維の酸化的不融化が促進できるとい

う重要な知見を得て，ピッチ添加による不融化促進が

実用性の高い有効な手法であることを示している．

4．不融化における酸化反応と酸素の繊維内拡散との

競争を生成炭素繊維の断面組織観察から検討した．不

融化温度ならびにピッチの反応性とが組織の均一性に

影響することを認め，高反応性ピッチを高温において
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不融化すると，酸素の繊維内拡散が支配的となり生成

炭素繊維にスキン・コア構造が形成され易いことを示

している．

5．エレクトロンマイクロプローブ分析により不融化

繊維断面の酸素濃度分布を決定し，不融化反応におけ

る酸素化の繊維半径方向への進行を明らかにし，酸素

化の程度とピッチの炭化時の溶融性さらには炭素繊維

スキン・コア構造とを対応づけられることを旧い出し

ている．種々の条件で不融化した繊維を解析した結果，

高温での酸化により繊維表面領域に酸素拡散を阻害す

る障壁が形成されることを明らかにし，スキン・コア

構造形成の機構を提案している．

6．溶解性ならびに固体NMR， IRの結果から，不融

化したピッチの化学構造を推定し，低温での不融化で

は多数の酸素を取り込む結果，ピッチ成分の溶解度，

溶解力が低下する酸素付加型機構を，高温では主とし

て脱水素縮合により，芳香環の拡大，分子量の増大に

よる縮合型機構を提案している．この不融化反応機構

において，添加したPVCピッチが酸素取り込みの引

き金となり，不融化を促進していることを明らかにし

ている．不融化における構造変化は，分子配向の変化

と共に炭素繊維の物性に大きな影響を与えることを指

摘している．

 以上，本論文はコールタール系液晶ピッチに等方性

PVCピッチを混合することにより，液晶性を維持し

ながら紡糸性，不融化反応性を向上させ，紡糸におけ

る繊維内分子配向を制御可能であることを示し，同時

に不融化反応機構を解明したもので，実用性の高いピ

ッチ系炭素繊維製造法の提案であると共に，有機工業

化学及び炭素材料科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

 ピレンはコールタール中に含まれ石油のクラッキン

グ残渣あるいは，石油水素添加物から得られ容易に入

手可能な芳香族化合物である．しかしながら，現在ま

でピレン誘導体の位置選択的な合成法は確立されてお

らず，ピレンの化学には未だ未解決の部分が多く残さ

れている．一方，保護基を用いる芳香族化合物の位置

選択的合成法が研究されている．tert一ブチル基を芳

香環上の位置の保護基として用いることにより種々の

ベンゼン誘導体が選択的に合成されている．さらに本

法は，［2．2］メタシクロファン系化合物の合成へと展

開している．上述の結果はtert一ブチル基を用いる合

成法がピレンに適応し得ることを唆示している．そこ

で著者は，本法を用いて現在まで合成が困難であった

4，5，9，10一位に置換基を有するピレン誘導体の選択的

な合成法ゐ確立，及びベンゼノピレノブアン類の合成

へと展開することにより，ピレンの持つ特異な反応性

及び物性を系統的に研究することを目的とした．

 第一章は緒論で，本論文の背景及び目的について述

べた．

 第二章では，ピレン環に導入されたtert一ブチル基

の保護基としての適応性を検討する目的で，2，7一ジ

ーtert一ブチルピレンの親電子置換反応を種々検討した．

予期したように4一位に導入されたモノアシル体が，

また4，9一位にアシル基が置換したジアシル体が生成す

ることを明らかにした．しか・し，ニトロ化及びハロゲ

ン化反応においては，tert一ブチル基の隣i接骨に置換

基が導入されるため，tert一ブチル基が保護基として

有効でないことを見い出した．なお，臭素化反応にお

いて新規の転移反応を見い出しその機構を提起した．

 第三章では，前章で得られたアシル誘導体を出発原

料として4一アルキル，4，5一ジメチル，4，9一ジメチル，

4，5，9一トリメチル及び4，5，9，10一テトラメチルピレン

を合成した．すなわち，4一ホルミル，4一アセチル，

4，9一ジアセチル，4一プロピオニルー2，7一ジーtert一ブチ

ルピレンを還元しそれぞれ対応するアルキル体を得た．

次いで，2，7一ジーtert一ブチルー4一メチルピレンに対し

てホルミル化及び還元を反復することにより4，5一ジメ

チル，4，5，9一トリメチル，4，5，9，10一テトラメチルピ

レン類へと誘導できることを明らかとした．また過剰

の臭素との反応により得られた4，5，9，10一テトラブロ

ム体より対応するテトラメトキシ体を合成するととも
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に，テトラヒドロキシ体へ誘導する過程においてキン

ヒドロン型の電荷移動錯体が生成することを見いだし

た．tert一ブチル基の脱保護は通常用いられている塩

化アルミニウムーニトロメタン触媒下の反応では目的

物を得るにはいたらなかったが，強酸性イオン交換樹

脂あるNafion－Hを用いることにより脱tert一ブチル

化に成功した．

 第四章では，先に合成した4，9一ジアセチル体を出発

原料に用いる4，9一架橋ベンゼノピレノファンの合成を

行うとともに，反対側に位置するベンゼン環上の水素

に対するピレン環の持つ遮蔽効果を明らかにした．す

なわち，ベンゼノピレノファンの合成申問体であるビ

スクロロメチル体はピレンから6段階で合成できるこ

とを明らかとした．本ビスクロロメチル体とオルト，

メタ及びパラの各ビスメルカプトメチルベンゼンとの

二化反応によるジチア［3．3］ファンの合成を行い，メ

タ及びパラ体においては目的物を得ることに成功した．

がオルト体との反応は多量体を与えるのみであった．

このことは，これらジチア［3．3］ファンの歪みエネル

ギーがオルト》メタ及びパラの順であることを示唆し

ている．メタ及びオルト架橋ジチア［3．3］ファンの

1H－NMRより，いずれの場合においてもベンゼン環の

全プロトンがピレン環の遮蔽効果を受け，通常観測さ

れる領域よりも高磁場に認められた．特に，メタ体の

内部位プロトンにおいては顕著な高磁場シフトが観察

された．上述のことよりピレン環は極めて大きな遮蔽

効果を持つことを明らかにした．なお，生成するシクロ

ファンの歪みが大きすぎるためジチア［3．3］ファンか

らの環縮小反応による［2．2］ファンへの誘導は成功せ

ず，開環還元体及び架橋位置の転移生成物が得られる．

 第五章では，ピレン環の1，3一位で架橋したベンゼノ

ピレノファン類を合成し，ニトロ化及び臭素化反応を

行った．すなわち，1，3一架橋ベンゼノピレノファン類

の合成中間体である1，3一ビスプロモメチルピレン体が

ピレンから6段階で合成できることを明らかとした．

このビスプロモメチル体と種々のビスメルカプトメチ

ルベンゼン類との丁丁反応により対応するジチア

［3．3］ファン類を合成しそれらの酸化・熱分解反応に

より［2．2］ファンへと誘導した．得られた［2．2］ファン

類の1H－NMRより，ベンゼン環に導入された内部置

換基のシグナルが反対側のピレン環の遮蔽効果を受け

大きく高磁場側にシフトしていることが観測された．

この結果から，［2．2］ファン類はアンチ体でありそのー

シフト幅は対応する［2．2］メタシクロファンよりも遙

かに大きいことを見い出した．ニトロ化反応において

はニトロニウムイオンの攻撃により生成するσ一錯体

がシクロファンに特有の渡環効果により安定化され，

反応が加速されることを明らかにした．一方，臭素化

においては，シクロファン骨格による歪みのため，ピ

レンの4，5一位の二重結合性が高まり特異な反応性を示

すことを明らかにした．

 第6章では，本研究で得られた成果をまとめ，総括

とした．

論文調査の要旨

 ピレンは，典型的な縮合多血芳香族化合物の一つで

あり，強い蛍光性をはじめとする特異な物性を示すた

めに，有機合成のみならず有機物理化学の分野におい

ても関心がもたれている．しかし，種々のピレン誘導

体，特に，2，4，5，7，9及び10位に置換基をもつ化合物

の合成は従来の方法では極ゆて困難である．従って，

現在までこれらの合成や反応性に関する系統的研究は

なされていなかった．一方，tert一ブチル基を保護基

とする芳香族化合物の位置選択的合成法の有効性が既

に指摘されている．本論文において著者は，tert一ブ

チル基を保護基に用いて従来合成が困難な種々のピレ

ン誘導体及びピレノファン誘導を合成し，反応性を明

らかにしている．主な成果は次の通りである．

1．原料となる2，7一ジーtert一ブチルピレンを選択的か

つ高収率で合成し，そのアシル化反応を種々の条件下

で行い，期待した4一アシル体及び4，9一ジアシル体が選

択的に生成する最適反応条件を見出している．

2．モノアシル体及びジアシル体は還元により対応す

るアルキル体を与えるが，得られたアルキル体のトラ

ンスーtert一ブチル化反応による4一アルキルー及び，

4，9一ジアルキルピレンへの誘導についてベンゼン中

Nafion－H触媒で処理する優れた方法を見出している．

3．先述の2，7一ジーtert一ブチルピレンのホルミル化及

び還元反応の反復により，4，5，9一トリメチルー及び

4，5，9，10一テトラメチル体を合成している．それらの

トランスーtert一ブチル化反応によりそれぞれ対応する

メチルピレン置換誘導体が得られることを初めて明ら

かにしている．

4．2，7一ジーtert一ブチルピレンの臭素化反応において，

臭素は予期に反して保護基として用いたtert一ブチル

基の隣接位の1位に先ず導入された後に4位に転位す
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ることを初めて見いだし，この転位反応の機構に合理

的な説明を与えている．さらに，著者は鉄粉存在下に

過剰の臭素を用いる場合には，2，7一ジーtert一ブチルー

4，5，9，10一テトラブロモピレンが生成することを明ら

かにしている．

5．2，7一ジーtert一ブチルー4，5，9，10一テトラオキソピレ

ンを合成するとともに，本化合物とフェノール類との

電荷移動錯体形成能について検討し，DDQに匹敵す

る電子求引性を持つことを見出している．

6．［2．2］ベンゼノピレノファン類の合成を目的とし

て4，9一ビス（クロロメチル）ピレンと種々のビス（メル

カプトメチル）ベンゼン類との反応を行い，対応する

4，9一架橋ジチア［3．3］メター及びパラシクロピレノファ

ンを合成中間体として得ている．これらの化合物は

［3．3］系シクロファン化合物であるにも拘わらず，ベ

ンゼン二上の内部位にある置換基はピレン環の環電流

の影響により大きく高磁場側にシフトする新しい分光

学的挙動を見出している．

7．前述の合成中間体のテトラオキシド体の熱的脱硫

反応では，開骨体が主生成物であり，光脱硫反応にお

いては，ピレニリデン骨格を有するシクロファンが得

られることを見出している．さらに，これらの反応に

おいて炭素環形成が困難であり，それぞれの主生成物

を与える機構を示している．

8．1，3一ビス（クロロメチル）ピレンと1，3一ビス（メル

カプトメチル）ベンゼン類との反応によって得られた

1，3一架橋ジチア［3．3］体は酸化・熱分解を経由してメ

タシクロピレノファンを与えることを明らかにした．

また本化合物の親電子置換反応において，容易に渡環

反応が起きることを見出している．

 以上要するに本論文は，ピレン誘導体及びベンゼノ

ピレノファン誘導体の合成法を開発するとともに，そ

れらの反応性について詳細に検討したものであり，構

造有機化学，有機合成化学上，価格ある成果である．

 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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光 治

 超音速あるい遷音速流れにおいて発生する衝撃波が

固体壁面に沿って発達する境界層と干渉を起こすと，

流れ場全体は強い影響を受ける．例えば衝撃波と干渉

による境界層のはく離や流れの不安定現象はターボ機

械の翼間流路内，ジェットエンジンの空気取入口，超

音速あるいは遷音速ノズルやディフユーザなどにおい

て起こり，これらの機器の性能の低下や騒音の原因と

なっている．また，このような干渉は衝撃波の振動を

引き起こし，系の疲労破壊あるいは非定常加熱の原因

となるため，工学上大変重要な問題である．このため，

衝撃波と境界層の干渉問題については古くから多くの

研究がなされてきたが，まだ多くの不明な点が残され

ている．

 従来の研究によれば，ある特定の条件のもとでは，

翼面上での衝撃波と境界層との干渉により，衝撃波の

直後に急激な膨張領域いわゆるポスト・ショック・エ

クスパンション（post－shock－expansion）が起こると

ことが知られている．この現象は内部流れで起こる疑

似衝撃波の発生機構に関係すると考えられるが，内部

流れにおけるこの現象の発生の有無についてはよく分

かっていない．またこれまでの多くの研究にもかかわ

らず，衝撃波の振動の原因や様相の詳細については正

確に分かっていないのが現状である．

 このような観点から，本論文は，吸込み風洞を用い，

超音速ノズル内の弱い垂直衝撃波と乱流境界層の干渉

によって生じるポスト・ショック・エクスパンション

現象の発生メカニズムや衝撃波の振動現象に焦点をあ

てて実験的研究を行ったもので，8章より構成されて

いる．

 第1章では，超音速内部流れにおける垂直衝撃波と

境界層の干渉に関する研究の重要性を述べるとともに，
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本論文の内容について概説した．

 第2章では，内部流れにおける弱い垂直衝撃波と乱

流境界層との干渉に関する従来の研究について詳述し，

干渉により生じるポスト・ショック・エクスパンショ

ン現象について問題点を明らかにするとともに，干渉

の流れ場を非定常問題として取り扱う必要性について

言及し，本研究の目的を具体的に示した．

 第3章では，平板上に発達する乱流境界層と弱い垂

直衝撃波の干渉について解析的研究を行い，ポスト・

ショック・エクスパンション現象の発生メカニズムを

調べた．その結果，従来の研究において境界層内部で

のみ発生すると考えられていたポスト・ショック・エ

クスパンション現象は境界層外部の流れにおいても起

こり得ること，この現象は干渉による流線の曲りによ

り説明されることなどを示した．またこの現象は気流

マッハ数の増加とともに顕著に現れることを示した．

 第4章は，本研究で使用した実験装置と測定装置及

び実験方法についての記述である．実験装置には吸込

み風洞を用い，測定部に種々の広がり角度を持つラバ

ルノズルを設け，上下壁に取付けた圧力変換器により

時間的平均静圧と圧力変動を計測した．干渉の様相は，

全圧管による境界層の測定やシュリーレン法による可

視化を行うとともに，油膜法により境界層のはく離の

様子を調べた．さらにラインイメージセンサにより振

動する衝撃波の動きを直接計測した．

 第5章には，変動圧力や振動する衝撃波など，時間

的に変動する量を統計的に処理する方法が記述してあ

る．変動量を定量化する通常の統計処理法に加え，垂

直衝撃波と乱流境界層との干渉による圧力変動の間欠

性を表す方法を示した．また変動波形を定量的に示す

ため，コンディショナル・サンプリング法を用いた．

 第6章では，弱い垂直衝撃波が乱流境界層と干渉す

る流れ場に対する時間的平均圧力の計測結果について

記述してある．内部流れにおいてもポスト・ショッ

ク・エクスパンション現象が発生することを示し，圧

力の測定結果とシュリーレン法による観察結果を合わ

せて考察し，垂直衝撃波と乱流境界層の干渉機構を明

らかにした．また，ポスト・ショック・エクスパンシ

ョンの程度が強くなると，先頭衝撃波の下流に第2の

衝撃波が発生し，垂直衝撃波から擬似衝撃波へ移行す

ることが確認された。

 第7章は，垂直衝撃波と乱流境界層が干渉する流れ

場の非定常特性，すなわち変動圧力及び衝撃波の位置

の時間的変化に関する実験結果についての記述である．

これらの変動量を統計的に処理した結果，振動する衝

撃波の時間的平均位置は，変動圧力の二乗平均値が最

大となる点と一致し，さらにこの点は干渉による衝撃

波の間欠性を表すパラメータすなわち間欠率が0．5と

なる点ともほぼ一致することを明らかにした．また衝

撃波の位置の時間的変化の計測よりその変化量は流入

する乱流境界層の厚さの2～3倍程度となり，変動圧

力の間欠率の計算値から得られる結果と一致した．更

に変動圧力を解析した結果，後部集合胴における圧力

変動と衝撃波の振動とはほとんど関係ないことが明ら

かになった．

 第8章には，本論文の結論と今後の研究課題につい

て記述されている．

論文調査の要旨

 超音速ノズルや超音速ディフユーザあるいはジェッ

トエンジンの空気取入口などでは流路内に垂直衝撃波

が発生し，流路壁に沿って発達する境界層と干渉を起

こす．この干渉はきわめて複雑であるだけでなく衝撃

波の振動や流れ場の圧力などの時間的変動をひき起こ

すため，工学上の重要な問題の一つとして古くから多

くの研究がなされてきた．従来の研究により境界層が

あろ程度厚く，衝撃波の上流マッハ数が約1．5以上の

場合，垂直衝撃波は擬似衝撃波とよばれる一連の衝撃

波群に移行することが知られている．しかし擬似衝撃

波の形成機構や境界層との干渉による衝撃波の振動現

象については，まだよく分かっていない点も多く残さ

れており，その解明が望まれている．

 本論文は擬似衝撃波に移行する前の比較的弱い垂直

衝撃波と乱流境界層の干渉について主として実験的に

研究した結果をまとめたもので，擬似衝撃波の形成機

構および干渉による流れ場の非定常特性を解明する観

点から，衝撃波背後における流れの膨張，いわゆるポ

スト・ショック・エクスパンション（post－shock expan－

sion，以下PSEと略記）現象と衝撃波の振動現象に

焦点をあてた解析が行われている．

 従来，PSEは一様日中に置かれた翼表面に発生す

る衝撃波が境界層と干渉する流れ場において，ある特

定の条件のもとで境界層外縁のごく近傍の領域におい

て生じると考えられてた．著者はまず，平板上の乱流

境界層と弱い垂直衝撃波が干渉する流れ場について解

析的な研究を行い，PSEは境界層の内部ではなく，
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外側の領域において生じることを示し，この現象は干

渉による衝撃波の変形およびそれによる流線の曲がり

によって説明できることを明らかにしている．また

PSEが起こる領域は衝撃波上流マッハ数が大きいほ

ど広がり，その最精強さの点はマッハ数の増加ととも

に衝撃波の下流方向および境界層外縁より離れる方向

に移動することを示している．

 つぎに著者は，大気吸込式風洞を用い，超音速ノズ

ルにおけるマッハ数が1．5以下の弱い垂直衝撃波と乱

流：境界層の干渉によるPSE現象について実験的研究

を行っている．その結果，衝撃波がきわめて弱い場合

にはPSEは生じないが，衝撃波による境界層のはく

離が起こるとPSEが観測され，その強さは衝撃波上

流マッハ数とともに増加すること，PSEが起こる領

域は境界層の外側で，前述の解析結果と定性的に一致

することを明らかにしている．またPSEの強さがあ

る限界値を越えると垂直衝撃波の下流に新たに別の衝

撃波が形成されることを示し，垂直衝撃波から擬i似衝

撃波へ移行する過程を説明している．

 前述したように，垂直衝撃波が乱流境界層と干渉す

る流れ場は時間的に変動する非定常流れである．著者

は上述の実験において，流れ場の主要な位置における

圧力や衝撃波の位置の時間的変化を詳細に測定し，こ

れらの変動量を統計的に処理し考察している．その結

果，振動する衝撃波の時間的平均位置は圧力変動の二

乗平均値が最大となる位置と一致し，さらにこの位置

は衝撃波の振動の間欠性を表すパラメータ，すなわち

間欠率が0．5となる位置とも一致すること，振動のス

ペクトル分布のピーク周波数は斜め衝撃波が乱流境界

層と干渉する場合よりかなり小さいことなどを示して

いる．また衝撃波による：境界層のはく離の有無は振動

の様相に影響を与えるが，はく離は振動の直接的原因

ではないこと，衝撃波の十分下流における圧力擾乱も

衝撃波の振動と直接には関係しないことなどを明らか

にしている，このような実験結果より，著者は衝撃波

の振動機構について，上流境界層における圧力変動に

より衝撃波の定在位置からの変位が生じ，それに伴う

衝撃波下流の圧力変動が再び衝撃波の変動にフィード

バックされると結論づけている．

 以上要するに著者は本論文において内部流れにおけ

る弱い垂直衝撃波が乱流境界層と干渉する流れ場にお

けるPSE現象と振動特性に関して多くの重要な知見

を得ており，これらの成果は流動工学上寄与するとこ

うが大きい．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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 低融ガラスは，材料の封着，被覆及び結合を行うは

んだガラスとしてエレクトロニクス等様々な分野にお

いて利用されている．また，はんだガラスの適用は多

岐に渡り，それぞれの用途に応じた特性を有する

「オーダーメイドガラス」としての研究・開発が盛ん

である。従って，より複雑な機能性を持つガラスを設

計するため，実用化されているはんだガラスよりもさ

らに四四性のガラス形成系が要求されている．現在，

Pb－Sn－P－O－F系が600K以下で溶解可能であり，か

つ良好な耐水性を有するガラス形成系として注目され

ている．このガラスは機能性有機材料の分散媒として

も検討されている興味深い材料である．しかしながら，

実用材料として必要な基礎的物性値の集積や構造解析

は十分に行われておらず，このオキシフルオライド系

におけるガラス形成機構について明確な知見は得られ

ていない．

 本論文の目的は，Pb－Sn－P－O－F系ガラスに関する

基礎研究として，主成分であるSnF2－P205系を取り

上げ，このガラスについて物性測定および分光学的

構造解析を行い，Snイオンの原子価状態を中心に

ガラス形成機構を明らかにすることである．さらに，

Pbイオンの添加効果を明確にするとともに，

Pb－SrP－O－F系ガラスの特性を生かした応用として，

有機材料ドープガラスの作製を試みた．

 第1章では，研究の背景と従来の研究および本研究

の目的と概要について述べた．

 第2章では，ガラス形成におけるハロゲン化物の影

響を明らかにするために，SnX2－P205系（X＝F， Cl，
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Br，1）を取り上げた． P205に加えられるSnイオンの

形態，特にSnイオンの配位子であるハロゲンイオン

の影響に着目し，赤外線吸収スペクトル法を用いて検

討した．SnX2－P205系では， X＝FまたはClの場合，

SnX2は網目形成化合物（以下， NWFと記す）として

ガラス形成に寄与するが，X＝Brまたは1の場合，

SnX2は網目修飾化合物（以下， NWMと記す）とし

てガラス中に存在することを明らかにした．さらに，

SnX2－P205系におけるハロゲンイオンXのイオン半径

が小さい順にガラス化範囲が広く，Pイオンとハロゲ

ンイオンの結合力がガラス化範囲を決定する重要因子

であることを示した．

 第3章では，SnF2－P205系ガラスの熱物性を明らか

にするために，液相線温度，ガラス転移点，屈伏点，押

出粘度，熱膨張係数を測定し，SnO－P205系と比較，検

討を行った．SnF2－P205系ガラスを作製する場合には，

1段階溶融法を用いることが望ましいことを示した．

また，SnF2－P205系ガラスにおける各特性温度がいず

れもきわめて低く，このガラスの持つ低温域での加工

成形性が高いことを示した．さらに，SnF2－P205系ガラ

スの物性がSnイオンの陽イオン分率f（Sn）が0．55と

なる組成に極値を持つ組成変化を示すことから，この

ガラス構造の組成変化が単調ではないことを示唆した．

 第4章では，SnF2－P205系ガラスの構造に関する情

報を得るために，融体粘度を測定，検討した．SnF2－

P205系三体の粘度はArrheniusの式に従う温度変化

を持つ．また，等温粘度および粘性流動の活性化エネ

ルギーがf（Sn）＝0．55組成に極大値を持つ組成変化

を示すことから，SnF2がNWFとして働くことを明

らかにした．一方，SnO－P205系融体におけるSnOの

働きが全組成範囲でNWMであることを示した．

 第5章では，SnF2－P205系におけるネットワーク構

造を明らかにするために，赤外線吸収スペクトル法に

よる構造解析を行い，リン酸の形態に着目し’た検討を

行った．P205にSnイオン以外の元素イオンをMF。

として添加するとMイオンはP＝〇二重結合には関

与せず，リン酸ネットワーク中のP－0－P結合部に修

飾していることを示した．また，SnF2－P205系では

SnF2が部分酸化したSnOF2とP205によって新たな

ネットワークが構築されることを示唆した．

 第6章では，高分解能蛍光X線分析法を用いて，

SnF2－P205系ガラス中のSnイオンの原子価状態を検

討した．未知試料中のSnイオンの原子価状態分析法

として，高分解能蛍光X線分析法が有効であると結論

付けた．また，SnF2－P205系ではf（Sn）＝0．55組成

で最もSn 4価イオンの量が多くなることを示した．

さらに，第2～5章の結果を踏まえ，SnF2－P205系に

おけるガラス形成機構を次のようにまとめた．SnF2

はオキシフルオライド化（SnOF2；Sn4＋）することで，

はじめてリン酸ユニットのP＝〇二重結合を解放す

ることができる．同時に，2つのリン酸ユニットに架

橋するNWFとして働き，網目状のネットワーク構造

を形成する．この機構に基づき，ガラス構造モデルを

提示した．

 第7章では，耐水性向上剤として知られるPbイオ

ン添加によるSnF2－P205系ガラスの物性および構造の

変化について検討した．SnF2－P205系ガラスにPbイ

オンを添加すると，添加形態に関係なく，Pbイオン

量の増大とともにガラス転移点と屈伏点は上昇，熱膨

張係数は低下，耐水性は向上することを示した．また，

SnF2－P205系ガラスにPbイオンを添加することが耐

水性の向上に効果的であり，f（Pb）＞0．05以上の添加

であれば，添加効果は添加形態に依存しないことを明

らかにした．

 第8章では，SnF2－P205系を用いた材料設計の試み

として，有機材料のドーピングを行い，その分散形態

について検討した．ガラス融体の冷却過程に有機材料

をドープすることにより分散させることは可能である

が，有機材料の種類によって，無機ガラス中の分散形

態および分散量が異なることを示した．また，溶融法

による有機材料ドープガラスは，官能基の：有無と種類

および分解温度といった有機材料の選択条件を満足さ

せることによってゾルーゲル法で作製されるものより

も耐久性等の点で優れた材料となる可能性を有するこ

とを示した．

 第9章では，本研究を総括し主要な結論を要約した．

論文調査の要旨

 現在，ガラス工学の分野では「ニューガラス」と呼

ばれる高付加価値ガラスの研究が盛んに行われており，

構造材料，電子材料，生体材料など，多岐にわたる材

料が開発されている．また，研究対象となるガラス系

も従来のSio2系のみでなく，様々な系に広がってい

る．しかしながら，新たに見出されたガラス系につい

て物性値の集積や構造解析などの基礎研究は十分に行

われておらず，未だにガラス形成機構が解明されてい
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ない系も少なくない．

・本論文は，きわめて低声性であり，かつ優れた化学

的耐久性を有する特異なガラスとして注目されている

Pb－Sn－P－0－F系ガラスを取上げ，その主成分である

SnF2－P205系ガラスに関し，基礎的物性の測定と分光

学的な構造解析に基づいてガラス形成機構を解明する

とともに，その応用について検討したもので，以下の

結果を得ている．

 （1）SnX2－P205（X＝F， C1， Br，1）系について，ガラ

ス化範囲を明確に示すとともに，ガラス構築における

Sn化合物の働きがハロゲンイオン種によって変化す

ること，すなわちX＝F，ClではSnX2が網目形成化

合物（NWF）として働き， X＝Br，1では網目修飾化合

物（NWM）として働くことを明らかにしている．ま

た，PイオンとXイオンの結合力に着目し，ガラス化

範囲がこの結合力に依存することを見出している．

 （2）SnF2－P205系ガラスにおけるガラス転移点な

どの熱物性値の組成依存性を調べ，Snイオンの陽イ

オン分率f（Sn）が0．55となる組成において物1生値が

極大値を持つことを示し，物性値の組成依存性には加

成性が成立しないことを指摘している．また，このガ

ラスはガラス転移点，屈伏点などの特性温度がいずれ

もきわめて低く，600K以下での加工成形性が高いこ

とを示している．

 （3）SnF2－P205系ガラス融体の粘度を調べ，その

温度による変化がArrheniusの式に従うことを示し

ている．また，等温での粘度および粘性流動の活性化

エネルギーの組成による変化もf（Sn）＝0．55組成に

極大値が見られることから，SnF2がNWFとして働

くことを実証している．さらに，SnO－P205系ガラス

融体の粘度を調べ，SnOがNWMとして働くことから，

Sn化合物の形態によってP205との相互作用に差異が

生じることを明らかにしている．

 （4）SnF2－P205系ガラスにおけるリン酸ユニット

の形態を調べ，SnF2によってP＝〇二重結合が解放

され，リン酸ユニットにおけるグループ振動の対称性

が向上すること，P－F結合が形成されること，ガラ

ス構造においてリン酸ユニット同士の連結が保存され

ていることを示している．また，酸化物系リン酸塩ガ

ラスとの比較に基づき，このガラス中ではSnF2の部

分酸化により形成されたオキシフルオライド（SnOF2）

がP205と新たなネットワークを形成することを指摘

している．

 （5）SnF2－P205系ガラスにおけるSnイオンの原子

価状態の組成による変化を調べ，f（Sn）＝0．55組成で

Sn 4価イオン量が最大になることを示している．また，

Sn 4価イオンの形態をSnOF2としてSnF2とP205の

相互作用を検討し，この系のガラスの構造モデルを提

案している．

 （6）SnF2－P205系ガラスへのPbイオンの添加効果

を物性および構造の変化から検討し，Pbイオン量の

増大とともにガラス構造は低密化するが，耐水性が著

しく向上することを見出している．また，Pbイオン

の添加効果はPb化合物の種類よりも量による影響が

大きいことを示している．

 （7）溶融法によるSnF2－P205－PbF2系ガラスをマ

トリクスとした有機混合体の作製について検討し，無

機ガラス内の有機材料の分散形態が，有機物質の官能

基の有無と種類および分解温度に大きく影響されるこ

とを見出している．さらに，有機物質の選択条件を満

足させることで，ゾルーゲル法で作製されるものより

も耐久性などの点で優れた材料が得られる可能性を指

摘している．

 以上要するに，本論文はSnF2－P205系ガラスについ

て物性と構造の両面から検討し，そのガラス形成機構

を明らかにするとともに，この系に基づく有機混合体

の作製および評価を行ったもので，無機材料化学，特

にガラス工学の基礎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

酵素センサは，溶液中に含まれる特定の被検物質

（主に有機物質）を，酵素のもつ基質特異性を利用し
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て識別したのち，それを’トランスデューサで電気信号

に変換し，計測する代表的なバイオセンサの一つであ

る．酵素センサにより，従来前処理や測定に繁雑な操

作と長時間を要した有機物質の計測が簡単かつ迅速に

行えるようになるため，臨床検査，環境計測，食品管

理，プロセス制御等に極めて有用で，優れた酵素セン

サの研究開発が各方面で待望されている．ところで，

現在酵素センサのトランスデューサとして用いられて

いるクラーク型酸素電極やイオン選択性電極等は，電

解質溶液相の内蔵や外部参照電極を必要とするため，

酵素センサ全体が複雑になり，小型化や集積化が容易

でない，保持性が悪い等の問題点がある、このような

現状を背景として，本研究では，常温作動が可能な全

固体型酸素センサなどとして最近報告されたLaF3

（フッ化物イオン導電体）やアンチモン酸（プロトン

導電体）を用いた固体電解質センサデバイスをトラン

スデューサとし，これに酵素を固定化した全固体型酵

素センサを初めて提案し，その素子構造や応答特性，

応答機構について検討を加えた．本論文はそれらの成

果をまとめたものであり，6章から構成されている．

 第1章では，バイオセンサ，固体電解質センサ及び

ISFETセンサの概略と本研究の目的について述べた．

 第2章では，積層型LaF3素子を用いた酵素センサ

の構築法について検討した．まず，LaF3素子の検知

極（PtあるいはPd）への酵素の固定化について検討

し，スパッタ法及び電撃法を併用して多孔性電極を得，

次にこれを酵素溶液に浸すことによって酵素を電極中

に包埋できることを見出した．この方法によりグル

コースオキシダーゼ（GOD）及びウリカーゼを固定化

した酵素センサは，グルコースや尿酸に対して起電力

応答しそれぞれ10－5～10 2M，5×10『6～5×10－5Mの

濃度範囲で，良好なNernst応答を示すことや，ヒト

の血液中のグルコースや尿酸の測定ができる十分な感

度をもつことを明らかにした．グルコースに対する

90％応答時間は約15秒であり，応答感度は約30日間ほ

ぼ一定であった．さらにこれらの応答が酵素反応によ

って生成するH202を介するものであることを明らか

にした．

 第3章では，より小型化を目指し，検知極と対極を

平面上に並べた構造のLaF3を用いた平面型酵素セン

サについて検討した．その結果，検知極に上記の方法

でGODを固定化し，対極にH202不活性な電極を用

いれば，上記のセンサと同様のグルコース検知特性が

得られることや，検知極材料と対極材料の組合わせに

よっては，上記センサよりも起電力応答のグルコース

濃度依存性が大きなセンサが得られることを見出し，

これによってこのような単純な構造でも良好に動作す

る酵素センサが可能であることを示した．

 第4章では，アンチモン酸厚膜がLaF3よりも加工

性に優れセンサの小型化にもより適すると考えられる

ことから，これを用いた平面型酵素センサについて検

討した．アンチモン酸厚膜は，リン酸塩緩衝溶液に触

れるとイオン交換によって劣化するが，検知極への酵

素の固定化を揆水性カーボンペーストに混合塗布する

ことによって行ない，またそれ以外の素子表面を揆水

性コーティング剤でカバーすれば，劣化が防止できる

ことがわかった．GODを固定化した素子ではグル

コースに対して，5×10－4～4×10－2Mの範囲で

Nernst式に従う起電力応答が得られた．一方，こめ

素子では短絡電流や定電位電解電流からグルコースを

検知することが可能で，それぞれ0～4×10－3M（短絡

電流）及び0～7×10｝3M（＋0．7VvsAg，電解電流）

の範囲でグルコース濃度に比例した電流応答が得られ

た．さらに，本素子のグルコースに対する応答も酵素

反応で生じたH202によることを明らかにした．

 第5章では，アンチモン酸厚膜とISFETを組合せ

た新しいタイプのマイクログルコースセンサについて

検討した．ISFETのイオン感応部をアンチモン酸厚

膜により被覆し，前章と同様にしてGODを固定した

ものは，外部参照電極を用いなくてもグルコースに良

好に応答し，グルコース濃度5×10－571×10－2Mの

範囲で，その対数に比例した応答出力が得られること

を見出し，このタイプの配下体型グルコースセンサも

可能であることを明らかにした．

 第6章では本研究で得られた結果をまとめ，今後の

課題についても述べた．

論文調査の要旨

 酵素センサは，酵素反応を利用して特定の有機物質

を識別計測するもので，従来繁雑な操作と長時間を要

した有機物質の計測が簡単かつ迅速に行なえるため，

臨床検査をはじめ多くの分野で有用性が認められてい

る．しかし，センサデバイスという観点からは改良す

べき点がまだ少なくない．その一つは，電解質溶液を

内蔵する旧来のクラーク型電極やイオン選択性電極が

トランスデューサとして用いられているために，保守



平成4年 九州大学大学院総合理工学研究科報告  第14巻第2号 一271一

性が一般に悪く，センサの小型化，集積化も困難であ

ることである．本研究は，このような状況に鑑みて固

体電解質デバイスをトランスデューサとする全固体型

酵素センサを提案し，それをフッ化ランタン（LaF3）

及びアンチモン酸（Sb205・nH20）を用いるデバイス

によって実験的に検証したものである．本研究で得ら

れた主な成果は次の通りである．

1．積層型LaF3素子の検知極への酵素の固定化法を

検討し，スパッタ法及び電析法を併用して多孔質検知

極を作製すれば，酵素が検知極中に比較的安定に包埋

されることを見出している．この方法によってグル

コースオキシダーゼ（GOD）及びウリカーゼを固定化

した酵素センサが，グルコース及び尿酸に対して，そ

れぞれ10－5～1r2M及び10－5～3×10－4Mの濃度範囲

でNernst式に従う起電力応答を与え，いずれもヒト

の血液検査に用いても十分な感度であることを示すと

ともに，このようなセンサの応答が酵素反応により生

成するH202によって与えられることを明らかにして

いる．

2．GODを固定化した検知極とH202に不活性な対極

をLaF3の同一平面上に配置すれば，平面型酵素セン

サが作成できることや，検知極材料と対極材料の組合

わせを選べば，積層型センサよりもグルコース濃度変

化に敏感なセンサが得られることを明らかにしている．

これにより，構造が単純で小型化容易な全固体型酵素

センサが実現できることを実証している．

3．LaF3よりも加工性に優れたSb205・nH20厚膜の

利用について検討し，Sb205・nH20のリン酸緩衝溶液

中での1 Cオン交換を抑える措置を施せば，それを用

いた平面型酵素センサの構築が可能であることを実

証しでいる．すなわち，GODを揆水性カーボンペ

ーストとの混合物として検知極へ塗布固定化し，検知

極以外を揆水性のコーティング剤で被覆した素子は，

5×10－4～4×10『2Mの範：囲のグルコースに対して

Nernst式に従う起電力応答を与えることを明らかに

している．またこの素子では，短絡電流あるいは定電

位電解電流といった電流検出方式でも，グルコースが

検知できることを示している．

4．ISFETのイオン感応部をSb205・nH20厚膜で被

覆し，上記と同様にしてGODを固定化すれば，

ISFETを用いた新しいタイプの全固体型マイクログ

ルコースセンサが得られ，そのグルコース検知特性も

良好であることを明らかにしている．

 以上要するに，本論文は，現行の酵素センサの問題

点を改善するものとして全固体型センサを提案し，

LaF3及びSb205・nH20を材料とする固体電解質デバ

イスを用いてそれを実証するとともに，構造が単純で

小型化が容易な酵素センサの設計法を明らかにしたも

のであり，センサ工学，分析化学，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．

氏 名（本籍）

学位記番号
学位授与の日付

学位論文題目

論文調査委員

村田英幸（福岡県）
総理工博労第115号

平成4年3月27日

ポリアリーレンビニレン薄膜中の

π共役連鎖長制御及び非線形光学

機能に関する研究

（主 査）  九州大学 教 授

（副査）   〃   〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

論文内容の要旨

齋 藤 省 吾

高見沢撒一郎

荒 井 弘 通

入 江 正 浩

 共役系高分子の機能を高め，それらを用いた応用へ

と展開するためには共役系高分子において解決すべき

問題がふたつある。ひとつは加工性に関する問題であ

り，もうひとつは高機能性を達成するために必要な共

役連鎖長の問題である．共役高分子における加工性の

欠如は材料自身の特性解析や物性評価を不確かなもの

とし，高い機能性の実現やそれらの物理過程を正確に

理解する上で大きな障害となっている．また，共役連

鎖長は共役平面内に存在する欠陥によってその長さが

制限されている．したがって，欠如の発生する原因に

ついて様々な角度から検討しそれらを可能な限り取り

除くことが重要である．

 本論文では，一連のポリアリーレンビニレン

（PAV）系高分子に関して，新しく安定性，加工性に

優れた前駆体を経由する合成法を確立することによっ

て第一の問題点を解決した．

 また，本論文では共役系の発達を阻害する二種類の

欠陥として，sp3炭素に起因した化学的な欠陥，及び

シスービニレン結合に起因した構造的な欠陥の存在を

明らかにした．化学的な欠陥については，前駆体から
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PVAへの変換を酸触媒を用いて行うことによってそ

の発生を抑制できることを見いだすことができた．構

造的な欠陥については，共役連鎖の成長過程において

分子鎖上の歪みを解消するために発生していることを

明らかにし，この歪みを低減させることによって欠陥

を減少させ，共役連鎖長の拡大をもたらすことに成功

した．

 次に，上記の合成上の特徴を利用することによって

PVA系高分子の非線形光学機能の研究へと展開し，

π共役系高分子の三次の非線形感受率（κ（3））が共役

連鎖長の拡大や特定の電子励起準位との共鳴現象によ

って増大することを示した．特に，共鳴の起源につい

ては，共鳴の生じている準位を帰属することができた．

また共役系高分子の非線形感受率がバンドギャップ

（Eg）との間に強い相関性があることを実験的に明ら

かにした．

 本論文では，以上の内容を6章に分けて記述した．

各章の概要は以下の通りである．

 第1章では，π共役系高分子に関するこれまでの研

究状況について紹介し，その中でπ共役高分子の研究

と開発に関する問題点を明確にした．次に，その背景

を踏まえて本研究の目的と展開について述べた．

 第2章では，加工性と安定性に優れた前駆体を作製

する目的で研究を行い，前駆体の脱離基としてアルコ

キシ基を持つ新しいPAVの前駆体を得ることに成功

した．また，モノマーの合成法や前駆体の重合条件を

検討することによって良質な前駆体を得るための合成

条件を決定した．様々な条件下で得られた前駆体を分

析して，前駆体の安定性と加工性を決定する要因につ

いて明らかにした．

 第3章では，安定化した前駆体から一連のPAV系

高分子への変換が，酸触媒の使用によって定量的に進

行することを見い出し，変換反応の条件を選択するこ

とによって共役連鎖の発生率を制御することに成功し

た．また副反応が生じた場合に共役連鎖中に導入され

る化学的欠陥としてメチレン基に起因したsp3炭素が

発生することを示した．

 第4章では，前駆体からπ共役高分子鎖への変換過

程について分光学的に解析し，共役連鎖長を制限する

立体構造に起因した欠陥について検討を行った．オリ

ゴマー試料の光異性化反応の結果から構造的な欠陥を

シスービニレン結合に帰属し，この欠陥が分子鎖の歪

みを解消するために発生することを明らかにした．さ

らに延伸による高次構造制御によって構造欠陥が減少

することを示し，欠陥の減少は共役連鎖長の拡大をも

たらすことを明らかにした．

 第5章では，共役連鎖長を変化させた試料について

非線形感受率の基本波波長依存性（κ③スペクトル）

を測定し，PAVが共鳴領域において大きな三次の非

線形感受率を有し，その感受率の起源が最低の双極子

許容遷移との三光子共鳴であることを明らかにした．

また，延伸配向によって共役連鎖長を拡大させた試料

におけるZ③スペクトルの形状変化から，他の共鳴

の起源が短い共役連鎖との三光子共鳴，あるいは最低

の双極子禁制順位との二光子共鳴による可能性が高い

ことを理論計算に基づいて議論した．化学構造の異な

る一連の共役系高分子のZ（3）スペクトルを比較して，

主鎖の化学構造と非線形感受率とをEgを介して関連

づけた．

 第6章では本研究で得られた結果を総括し今後の課

題と展望について述べた．

 また，付録では電子物性の研究例として，PAVの

代表例であるポリ （2，5一チエニレンビニレン）

（PTV）薄膜の示す固有の暗導電性や光導電性につい

て述べた．

論文調査の要旨

 π共役鎖が伸びた構造を持つ高分子は，3次非線形

分極率が大きく，将来のオプトエレクトロニクスにお

ける重要素子である3次非線形光学素子のための有力

物質として注目されてきた．しかし，π共役鎖構造に

由来する高分子の不溶不融性は，その成形加工性を著

しく損ない，理論的予測に対する実験的検証を困難に

させたのみでなく，非線形光学素子としての提案をほ

とんど不可能にさせていた．

 本論文は，一連のポリアリーレンビニレン（PAV）

系π共役鎖高分子について，前駆体経由法という新し

い合成法を確立することによって加工性欠如という問

題を解決し，得られた薄膜中のπ共役鎖長を制御する

ことにより非線形光学機能の向上をはかったもので，

以下の成果を得ている．

1．加工性と安定性にすぐれたPAV前駆体をめざし，

前駆体中の脱離基としてアルコキシ基をもつ新しい前

駆体を合成した．この高分子は，従来の前駆体であっ

たイオン性高分子と異なって有機溶媒可溶性のもので

あり，湿式法による加工によって得られる高分子薄膜



平成4年 九州大学大学院総合理工学研究科報告  第14巻第2号 一273一

の光学的品質を著しく向上させるという効果をもたら

している．

2．安定化した前駆体高分子薄膜からPAV薄膜への

変換反応を進行させる条件を詳細に検討し，雰囲気中

に微量の酸触媒を加えることにより反応が定量的に進

行することを明らかにした．さらに，酸触媒を用いる

反応条件を選択することによって，PAVへの完全変

換を含み，π共役鎖への変換率を制御することにも成

功している．

3．前駆体薄膜からPAV薄膜への変換過程を分光学

的に追跡し，薄膜中の共役連鎖の伸張を制限する立体

構造的欠陥の存在を明らかにした．すなわち，前駆体

経由法によればPAV薄膜中に完全に伸び切った共役

鎖の形成は不可能であり，シスービニレン結合による

立体構造的欠陥を含まざるを得ないことを明らかにし

た．この分光学的研究は，薄膜の延伸あるいは別方式

のPAV薄膜形成などによる共役鎖の伸張をはかる試

みに対して高分子鎖構造の評価基準を与えたものであ

る．

4．薄膜の延伸処理によって共役鎖の伸張を試み，前

駆体高分子からPAVへの変換率を約50％進行させた

薄膜を延伸し，その後完全変換への脱離反応を進める

ことが最も効果的であることを明らかにした．この結

果は，乾式法による共役鎖伸張の指針を確立したもの

であり，目的とする3次非線形光学機能の向上をもた

らしたものである．

5．3種のポリアリーレンビニレン系高分子薄膜の3

次非線形感受率γ③を測定し，高分子構造とくに芳

香環部分の構造が，光学的吸収端Egを介してZ（3）と

密接な関係にあることを明らかにした．この結果は，

γ（3）とEgの間の理論的関係を定性的には支持したが，

定量的には理論の修正をうながしたものである．また，

Z（3）の基本波波長依存性を測定し共鳴領域において

γ（3）値が急増することを示し，その原因が二光子あ

るいは三光子共鳴によるものであることを明らかにし

ている．

 以上，本論文は三三π共役系高分子であるポリア

リーレンビニレンを用いた光学的性質がすぐれた薄膜

の形成法を高分子合成の立場から確立し，薄膜中の共

役連鎖の伸張法を提案し，薄膜の3次非線光学機能を

向上させる指針を確立したもので，材料科学及び電子

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．

氏名（本籍）平山俊一（宮崎県）
学位記番号 総理工博：甲州116号

学位授与の日付 平成4年3月27日

学位論文題目 七員環状共役化合物の特性を利用

        する機能性分子の合成と物性の研

        究

論文調査委員

（主査）

（副査）

〃

九州大学

 〃
〃

〃

教 授 竹

 〃  西

 〃  金

 〃  今

論文内容の要旨

下   齊

村幸雄
政 修 司

石 宣 之

 七三環状共役化合物の化学を母体とする新奇芳香族

化学は有機化学の中でも今世紀後半に顕著に発展した

分野であるが，その研究対象は基礎的な分野に限られ

てきた．近年，機能物質に占める有機化合物の重要性

が高まるにつれ，新たな構造要素を持つ有機化合物と

して，種々の新奇芳香族化合物の物性が注目されるに

至った．この観点から，丁丁環状共役化合物の特性を

理解し，その特異な反応性を機能物質の分子設計並び

に物性の制御に利用することは特に有意義である．本

論文は最も基本的で多くの誘導体が合成されているト

ロボロンの電子構造から発現する化学物性を基礎とす

る機能分子の合成とそれらの特異な物性に関する知見

と併せて，高圧分子反応によって得られるフェニル縮

環カゴ型分子の機能物質化に有用な立体配座の解析に

ついての知見を述べたもので，6章から成っている．

 第一章は序論であり，本研究の背景と意義を述べた．

 第二章ではベンゾキノンよりも酸化能の大きいp一

トロポキノンの性質に注目して一層酸化力の大きなシ

アノーp一トロポキノンの合成を述べた．この研究によ

って，4一シアノー6一メチルーp一トロポキノンを合成

することに成功し，サイクリックボルタンメトリーの

解析によって相当するベンゾキノン誘導体よりも酸化

力が強いことを証明した．その過程において，トロボ

ロン環上のハロメチル基の置換反応がヘプタフルベン

中間体を経由していることを見いだした．このことは

トロポンの分極カルボニル基との位置関係によってハ

ロゲンの加溶媒分解に対する反応性が異なることを示

している．
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 第三章に於ては前章におけるハロメチル誘導体を変

換してトロポン環上にジチオクラウンエーテルを導入

した結果について述べた．その際，ジチオクラウン

エーテルの鎖の長さが短いときには正常置換が起こる

が鎖の長さが長い時にはアリル転位をして核に直接イ

オウ原子が置換した生成物ができることを見いだした．

また，これら，ジチオクラウンエーテル誘導体は適当

な空孔サイズを持つ場合，極めて穏やかな中性条件下

に水銀イオンと錯体を形成し，且つ稀塩酸酸性下に水

銀イオンを遊離することが判った．この変化はNMR

スペクトルによって解析出来るが，錯体におけるトロ

ポン環の共役π一電子系の性質は本質的に変化してい

ない．また，このジチオクラウンエーテルにおける錯

形成は水銀イオンに特異的で分光学的な検証法から判

断する限り，他の殆どの金属イオンとは錯体を作らな

い．この錯形成反応を利用して水銀イオンの液膜輸送

も可能であり，且つ，多くの他の金属イオン共存下に

水銀イオンの輸送，抽出，濃縮ができた．更に，トロ

ポン部分をベンゼン系骨格に変えた類緑体では一旦生

成した水銀錯体は酸性条件において遊離させることが

出来ない．このことから可逆的な脱着にはトロボンを

構造要素に持つことが不可欠である．

 第四章では超常条件下の反応の一種として，トロポ

ンとフェニル置換オレフィンとの高圧環状付加反応を

検討した．その結果，初めて，フェニル基の立体配座

の固定したジヒドロホモバーレレノン誘導体を合成す

ることが出来た．’これら誘導体はフェニル基の分子面

との相対的な傾きによって分子内の各位置のプロトン

NMRにおける化学シフトが規則的に変化し，立体化

学解析のモデル化合物として一般性を持っている．ま

た，この反応機構解析の為に行ったトロポンとシクロ

ペンテノンエチレンアセタールとの高圧環状付加反応

では形式的に［4＋6］型付加体の生成を見いだした．

これはアセタール誘導体が反応時トロポンのカルボニ

ル基との相互作用によって，エノールジエンに開帯し

て反応する為で，トロポンの分極構造の特異性が反映

した結果である．

 第五章では，前章で見いだした化学シフトの規則性

を分子力学計算で求めた最適立体配座に対して，すで

に確立されているJohnson－Boveyの式によって環電

流効果を見積もって，化学シフトの計算を行った．そ

の結果，実用上充分な精度で空間を通したπ一相互作

用のあるジヒドロホモバーレレノン類の立体配座を解

析できた．

 第六章は結論で本研究から得られた知見を総括した．

論文調査の要旨

 近年，機能物資に占める有機化合物の重要性が高ま

るにつれ，新たな構造要素を持つ有機化合物として，

種々の新奇芳香族化合物の物性が注目されるに至った．

本論文は，特異な共役構造によって独特の機能を発現

する分子の合成並びに物性解析が特に重要であるとの

認識から，トロボロンの側鎖官能基置換誘導体の合成

を行い，それらの特異な物性の解析について研究した

もので，以下に記す注目すべき結果を得ている．

 1．ベンゾキノンよりも酸化力の大きいp一トロポキ

ノンに一層大きな酸化力を付与するために，電子吸引

性のシアノ基を置換した4一シアノー6一メチルーp一ト

ロポキノンを初めて合成した．このものはサイクリッ

クボルタンメトリーの解析によって，相当するベンゾ

キノン誘導体よりも酸化力が強いことを証明した．

 2．上記化合物の合成の過程において，トロボロン

環上のハロメチル基との反応が単なる置換反応ではな

く，ヘプタフルベン中間体を経由する分子内酸化環元

反応であること見出した．このことはトロボロンの分

極カルボニル基との位置関係によってハロゲンの加溶

媒分解に対する反応性が異なることを示している．

 3。ハロメチル誘導体を出発物質としてトロボロン

二上にジチオクラウンエーテル基を導入することに成

功した．田上にジチオクラウンエーテル基を導入する

ことに成功した．この化合物は分子内にトロボロン環

とジチオエーテルという金属イオンと親和性の強い2

つの官能基を持つ興味ある物質である．このことは水

銀イオンと中性状態で特異的に錯体を形成し，酸性下

に遊離すると云う事実によって，確かめられた．この

知見は水銀イオンを脱着可能なキレート樹脂開発に大

きな意義を持っている．

 4．これらジチオクラウンエーテル誘導体と水銀イ

オンとの錯形成をNMRスペクトルによって解析し，

錯体におけるトロボロン環の錯形成は水銀イオンに特

異的で，分光学的な検証から判断する限り，他のほと

んどの金属イオンとは錯体を作らないことを確かめる

た．この可逆的な錯形成反応を利用して水銀イオンの

液膜輸送も可能であり，また，多くの他の金属イオン

共存下に水銀イオンの輸送，抽出，濃縮，ができる．

注目すべきことに，トロボロン部分をベンゼン系骨格
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に変えた類緑体では，一旦生成した水銀錯体は酸性条

件において水銀イオンを遊離させることが出来ず，可

逆的な脱着にはヒドロキシトロピリウムカチオンとし

ての安定化が可能なトロボロンを構造要素に持つこと

が不可欠であることを示した．

 5．上述のジチオクラウンエーテルの合成時に，ク

ラウン鎖長によって置換様式が異なることを見出した．

鎖の長さが短いときには正常置換が起こるが，長い時

にはアリル転位をして核に直接イオウ原子が置換した

生成物ができることを見いだした．

 6．超常条件下の反応の一種として，トロポンとフ

ェニル置換オレフィンとの高圧環上付加反応を検討し，

初めて，フェニル基の立体配座を固定したジヒドロホ

モバーレレノン誘導体を合成した．これら誘導体は，

フェニル基の分子面との相対的な傾きによって分子内

の各プロトンの化学シフトが規則的に変化し，立体化

学解析のモデル化合物としての意義がある．

 7．分子力場計算で求めた最適立体配座に対して

Johnson－Bovey式を適用して，化学シフトの計算を行

った．その結果，充分な精度で，空間を通したπ一相

互作用のあるジヒドロホモバーレレノン類の立体配座

を解析できた．

 8．トロボンとシクロペンテノンエチレンアセター

ルとの高圧環状付加反応で，形式的には［4＋6］型付

加体に属する生成物を単離した．これはアセタール誘

導体が反応時トロポンのカルボニル基との相互作用に

よってジエノールに開下して反応するためで，トロポ

ンの分極構造の特異性が反映するという興味ある結果

を見出した．

 以上，要するに本論文はアルキルトロボロンの特異

な共役構造に基づいて機能発現する分子を設計して，

特徴的な性質を持つ幾つかの有用物質を合成し，その

物性解析したもので，その成果は有機合成化学上，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

ものと認められる．

氏  名 （本籍） 古 賀 淑 哲（佐賀県）

学位記番号総理工博甲第117号

学位授与の日付 平成4年3月27日

学位論文題目 偏光吸収法および第二高調波発生

        法によるLB膜中における色素分

論文調査委員

（主査）

（副査）

〃

〃

子の配列構造決定

九州大学教授小川禎一郎
 〃   〃  斎 藤 省 吾

 〃   〃  西 村 幸 雄

 〃   〃  入 江 正 浩

論文内容の要旨

 有機分子薄膜中では，機能分子の自己組織化能を生

かし，高秩序の配列構造の実現が期待される．機能性

分子により形成された有機超薄膜は，エレクトロニク

スなどの分野で，機能の集積化，多様化が進む中，無

機材料に変わる新たな材料として注目されている．有

機薄膜において高度な機能を発現させるには，新たな

機能分子の設計合成と共に，分子の配列構造の制御が

重要な課題となる．

 ラングミュアブロジェット（LB）法は，有機超薄膜

を作成する最も実用的な手法の一つとして期待される．

LB膜においては，分子構造や累積条件をコントロー

ルすることにより，分子の凝集構造を制御できる．現

在；LB膜は光電変換材料，呼野物，導電材料など多

くの応用が試みられており，分子の配列構造の制御は

今後ますます重要となる．

 LB膜における光電変換特性，光エネルギー移動に

対する分子組織化の効果についての研究を進展させる

ため，本研究では可視光領域における光電変換物質と

して注目されるポルフィリン誘導体について，分子配

列構造の評価を偏光吸収法を用いて行ない，配向制御

の可能性について検討した．さらに，新たな配向決定

の手法として第二高調波発生（SHG）法に取り組み，

ナフタレン誘導体を官能基とする両親媒性分子の，

LB膜中での分子配向を決定した．本論文は以下の6

章で構成されている．

 第1章では，本研究の意義と目的を説明した．また，

LB膜の特性とその応用について簡単に述べた．水面

上の単分子膜の特徴と，凝集状態を調べる上で重要な，

表面圧一分子占有面積曲線（π一A曲線）について記

述し，分子占有面積の計算法を示した．

 第H章では，偏光吸収測定における実験座標系を示

した．さらに分子配向計算に用いた，分布モデルや具

体的な配向計算式についても記述した．

 第二章では，偏光吸収法を用いて5一（4’一N一ヘキサ

デシルビリジニウム）一10，15，20一トリフェニルポルフ
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イリン（HPTPP）の， AAとの混合LB町中での分子

配向を決定した．HPTPP混合膜は，単分子膜で表面

圧に応じて2つの同体凝集構造をとった．これら2つ

の状態で，HPTPPの分子占有面積は，低圧部でポル

フィリンリングに等しく，高圧部でその半分であった．

2つの凝集相でそれぞれ累積を行ない偏光吸収より分

子配向を決定した。その結果，どちらの相でも分子配

向はほぼ同じで，基板面に平行に近い値を示した．こ

れは，表面圧が高くなったとき，あるポイントを境に

ポルフィリンリングが膜面からスクイージングアウト

を起こし，HPTPPが2層に積み重なった構造をとっ

たためと結論される．

 第］V章では，1皿章と同様にして，メソポルフィリン

IXジメチルエステル（MPDME）の分子配向を決定し

た．累積野中で，MPDMEの吸収のBバンドは2つの

分裂し，それぞれレッドシフト，ブルーシフトしてい

た．2つのバンドは異なる配向異方性を持っており，

レッドシフトしたバンドの遷移モーメントは基板面に

平行に近く，累積方向に強い異方性を持っていた．ブ

ルーシフトしたバンドのモーメントは，基板面に垂直

な軸方向へ，より配向異方性を示し，傾き角は約400

と計算された．励起子相互作用を考慮することにより，

MPDMEの互いに直交する2つの遷移モーメントが，

膜内で互いに独立な配向をとっており，ポルフィリン

リングはカード状に配列していると結論される．これ

らの結果より，ポルフィリンリングの配向は，側鎖の

構造により制御可能と考えられる．これは，LB下中

で，異方的な光電特性を実現するために重要な知見を

与える．

 第V章ではSHGについて，その理論と実験結果に

ついてまとめた．まず，SHGの古典的な理論に簡単

に触れ，表面分子配向決定の実験手法について述べる．

さらに実験結果として，試作した実験装置がSHGの

測定に対し充分な性能を有することを確かめた．次に，

2一（N－octadecyl） aminonaphthalene－6－sulfon三。 acid

（OANS）分子のLB膜を累積し，官能基の分子配向を

決定した．単分子膜で試みられた手法がLB膜におい

ても充分有効であることが確かめられた．OANSを単

独で累積するとZ膜が形成される．そこで，AAと交

互累積を行ない，より安定なヘテロY膜を作製し，

OANSの配向を決決定，比較した．その結果Y膜にす

ることにより，OANSの官能基は基板面に垂直な軸方

向により配向されることが判った．また，OANSの向

きにより，配向が若干変化し，SH強度が大きく異な

ることも観測された．

 第W章では，本研究で得られた結果を総括した．

論文調査の要旨

 新しい機能物質として注目されている有機超薄膜の

物性は，構成する分子の配向や相互作用に大きく影響

される．したがって有機超薄膜中の分子の配向を決定

し制御することは重要な研究課題である．

 著者は代表者な有機超薄膜としてラングミュアープ

ロジェット（LB）膜を取り上げ，膜を構成するポル

フィリン系やナフタレン系の有機機能性分子の偏光紫

外可視吸収スペクトルやレーザー光の第二高調波強度

の偏光度依存性を測定し，それらの分子の配向と相互

作用を解析した．その主な成果は以下の通りである．

1。ポリフィリン系分子の代表として5一（N一ヘキサ

デシルピリジニオ）一10，15，20一トリフェニルポルフィ

リン（HPTPP）を取り上げ，アラキジン酸（AA）との

混合LB膜を作成し，表面膜一表面圧曲線を測定して

いる．HPTPP分子の占有面積はAAとの混合比によ

らず，低表面圧では1．96nm2，高等等圧ではその半分

の0．96nm2と決定し，分子の配列構造が異なってい

るためと結論している．また今一つのポルフィリン系

分子としてメソポルフィリンIXジメチルエステル

（MPDME）を取り上げ，同様にAAとの混合LB膜の

表面積一表面圧曲線を測定している．MPDMEの場合

はHPTPPと異なり，分子の占有面積は混合比に依存

し，混合比が増大するに従い2．07nm2から0．65nm2

まで小さくなることを見出している．この結果は側鎖

の構造の差が膜内での分子配向や分子配列に大きく影

響することを示している．

2．HPTPPとAAの混合LB膜の紫外可視吸収スペ
クトルを測定し，その偏光角度依存性や入射角依存性

を詳しく解析し，HPTPP分子の遷移モーメントの偏

向を明らかにしている．435nmの吸収に関与する遷

移モーメントはある領域内では均一に，全体としては

膜の面内にはランダムで垂直面に対しては70。一78。程

度傾いて分布し，これよりポルフィリン環は膜面にほ

ぼ平行に配向していることを結論している．この結果

より前項で述べた混合比による占有面積の違いは，高

表面圧では分子が膜面より押し出され，二つのポルフ

ィリン環が重なるためと説明している．

3．MPDMEとAAの混合LB膜についても紫外可視
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吸収スペクトルを測定し，その吸収ピークのシフトや

分裂さらには偏光角依存性や入射角依存性を詳しく解

析し，この分子の遷移モーメントの偏向を明らかにし

ている．MPDMEの場合は偏向性が混合比に依存して

いることを示し，MPDMEの分率が上がるほど配向の

異方性が高まっている．345nmの吸収に関与する遷

移モーメントは面の垂直方向から40。程度傾いており，

また465nmの吸収に関与する遷移モーメントは70。程

度傾いており，かっこの両者は直交していることを示

している．この結果よりMPDME分子は面の垂直方

向から少しずれてカード状に配列しているものと結論

している．同じポルフィリン環を有する分子であって

も，側鎖の違いにより配向性に違いが生じることは興

味深い知見である．

4． レーザーの第二高調波を測定する装置を試作し，

それを用いてナフタレン環を含む2一（オクタデシルア

ミノ）ナフタレンー6一スルホン酸ナトリウム（OANS）

のしB膜に532nmのレーザー光を照射し生じる第二

高調波（266nm）を測定している． OANS分子のLB

膜として純粋膜であるZ膜のほか，AA分子と交互に

累積するY（X）膜，Y（Z）膜の3種を作成し，生成す

る第二高調波の強度と偏光依存性を比較している．い

ずれの場合もはっきりした第二高調波が観測され，そ

の偏光依存性よりOANS分子は面内にはランダムに

分布し，ナフタレン環と面の垂直方向は34－37。傾い

ていることを明らかにしている．

 以上，本論文は偏光吸収スペクトル法やレーザー第

2高調波法は利用して，LB膜中の色素分子の配向や

相互作用を解析したもので，分子計測学・レーザー化

学・有機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

られる．

氏名（本籍）坂田竜治（福岡県）
学位記番号 総理工甲第118号

学位授与の日付 平成4年3月27日

学位論文題目 石炭の水素移動液化における最適

        溶剤の設計と反応機構に関する研

        究

論文調査委員

 （主 査）  九州大学 教 授 持 田   勲

 （副査） 〃  〃 竹下 齊

（副 査）

〃

九州大学教授西村幸雄
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論文内容の要旨

 石炭液化とは，来世紀前半における実現可能な液体

燃料供給の最有力プロセスと認識され，大規模なパイ

ロットプラント研究もすでに実施された．しかし，石

油に対する液化油のコストの大きさから，いまだに石

油を代替できる液化油製造には至っていない．石炭液

化プロセスの商業化実現のために，その経済性を一段

と向上することが強く期待されている．そのためには，

現行プロセスと比較して高いオイル収率，高い反応容

積効率，高い水素消費効率をより温和な液化条件で達

成しなければならない．

 本論文は，オーストラリア褐炭が巨大な埋蔵量，低

灰分，高反応性，多量の水分を含み，原炭の輸送が難

しい点を考えて液化対象として最適であることに着目

し，その高効率液化プロセスの開発を目的として，多

段階液化プロセスの第二段に位置する最も重要な石炭

解重合過程における水素移動反応機構の解明，最適溶

剤を検討して，溶剤／石炭比の低減による高効率化を

追求し，脱灰前処理による石炭解重合の促進による褐

炭の完全液化を目指した．さらに，後続する触媒液化

工程への連結を考え，この工程への最適フィードの製

造のために充分な解重合を水素供与性溶剤／触媒の協

同作用によって達成することを試みた．

 本論文では，以下に示すように，全7章からなる．

 第1章では，石炭の高分子構造を認識しながら，石

炭の水素移動液化反応における最適溶剤の設計と液化

反応機構の解明についてのこれまでの研究とその意義

について述べた．           ，

 第2章では，“オーストラリア産モーエル褐炭の水

素移動液化反応における溶剤量の低減”について記述

した。水素供与性溶剤としてテトラヒドロフルオラン

テン（4HFL）を使用するオーストラリア産のモーエ

ル褐炭の水素移動液化において，4HFL／石炭比の低

減（3／1から1／1）まで試みた．液化反応における脱灰

前処理ならびに低圧気相水素の効果と併せて，溶剤／

石炭比が1．5／1で最高液化収率84％達成できた．

 第3章では，“水素移動液化における石炭種，低圧

気相水素及び溶剤／石炭比の影響”について記述した．

液化の対象となる石炭のキャラクタリゼーションと液

化反応性の的確な把握を目的として，低圧気相水素共
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存下で4種の石炭の無触媒水素移動液化を行い，石炭

の液化反応性及びオイル収率を決定する因子を明らか

にすることを試みた．まず，気相水素の水素移動液化

反応への関与を解明するために，石炭モデル化合物

（ジベンジル）の熱分解反応を低圧気相水素，水素供

与性溶剤存在下において行い，液化反応における低圧

気相水素の役割についても検討し，気相水素が石炭フ

ラグメントラジカルの安定化，溶剤の水素供与能の再

生に寄与することを明らかとした．さらに，2種の

モーエル褐炭（ロットが異なるモーエルH，皿炭）の

反応性および水素供与性溶剤量を変えた水素消費効率

を調べ，酸素含量の高いH炭では還元的脱酸素反応が

進み，石炭への水素供与を抑制するため，液化収率が

低下することを示した．

 第4章では，“褐炭の水素移動液化における液化溶

剤の役割と反応機構”について記述した．まず3－4

環の多水素化溶剤を水素供与性溶剤として用いた褐炭

の水素移動液化反応を行い，水素供与性溶剤の役割に

ついて検討し，4HFLが他の多水素化溶剤と比較して，

高水素供与能を有することを明らかとした．次いで水

素供与性溶剤としてテトラハイドロフルオランテン

（4HFL），非水素供与性溶剤として3種の縮合多環芳

香族炭化水素（ピレン，フルオランテン，アントラセ

ン）を用いて褐炭の水素移動液化を行い，非水素供与

性溶剤の役割を明らかにし，水素供与性溶剤，非水素

供与性溶剤の液化反応への関与も含めた水素移動液化

反応機構について議論し，最適溶剤組成を提案した．

その結果，75％4HFL／25％ピレンの混合溶剤を用い

ることで，オイル，オイル＋アスファルテン収率各々

55％，65％達成できた．

 第5章では，“水素供与性溶剤／触媒を用いた二段液

化の最適化”について記述した．第一段の溶剤水素移

動液化および引続く第二段の硫化鉄触媒水素化反応か

らなる二段液化を行い，各段階において溶剤，触媒の

能力を最大限に発揮できる反応条件を探索して溶剤量

の低減を試みると共に，第一段反応におけるプレアス

ファルテン，残渣成分の解重合程度と第二段における

これらの成分のオイルへの転換との相関を究明した．

第一段：400℃一10分（チュービング・ボム）／第二段：

400℃一20分（オートクレーブ）の二段液化により，

オイル＋アスファルテン収率81％を達成できた．第一

段にチュービングボムによる急速丁丁を適用した二段

液化法が，昇温速度の遅いオートクレーブ／オートク

レーブによる二段液化，溶媒／触媒を同時に作用させ

る単段液化よりも高い液化収率を達成できたのは，第

一段で，1）すでに高いオイル＋アスファルテン収率

を得られる，2）反応性の高いプレアスファルテンが

生成している，及び，3）第一段で残った4HFLが

第二段での最重合反応を抑制することによる。

 第6章では，“褐炭液化残渣のキャラクタリゼーシ

ョンと無残渣液化反応の設計”について記述した．豪

州モーエル褐炭に種々の反応条件の二段液化を適用し，

石炭の液化反応前の石炭のマセラル組織および反応

後のプレアスファルテンの構造特徴，残渣中のマセラ

ル組織成分，反射率分布，形態を調べ，プレアスファ

ルテンの反応性ならびに残存する難液化成分の特性を

把握することを目的とした．高速昇温・短時間反応で

はプレアスファルテンが解裂の容易なC－0結合を残

して生成しており，4HFLが残存することと伴わせて

第二段で高い収率が達成できたと考えられ，残存する

難液化成分はCell－wall tissueであり，二段液化反応

の最適化により，このCell－wall tissue約4％を残す

のみのほぼ完全な無残渣液化が達成できた．

 第7章では，結論について述べ，総括を行った．

論文調査の要旨

 石炭液化は来世紀前半において，液体燃料を供給す

る最有力プロセスと期待され，大規模なパイロットプ

ラント運転研究も実施されているが，現時点の液化油

コストでは，現行の石油を代替することは難しい．プ

ロセス条件の緩和と生産性の向上によるコストの大幅

低減が必要である．

 本研究はオーストラリア褐炭の水素供与性溶剤なら

びに硫化鉄触媒を用いる液化において，最適溶剤組成，

最適条件を探索，溶剤／石炭比の低減，水素圧

30kg／cm2での高液収率の達成ならびに有機残渣の低

減を実現するとともに，溶剤および石炭の化学構造に

着目した液化機構の解明を試みたものである．

 主な成果は以下の通りである．

 1．水素供与性溶剤として，1，2，3，10b一テトラヒ

ドロ：フルオランテン（4HFL）を用い，短接触時間反・

応条件を採用することにより，溶剤／褐炭比を1．5に低

減して，液（オイル＋アスファルテン）収率84％を達

成している．

 2．溶剤／石炭比1．5の溶剤が少ない条件の水素移動

液化において，30kg／cm2の水素が熱分解で生じる石
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炭由来のフラグメントラジカルを直接あるいは脱水素

された溶剤の部分水素化を通してクエンチし，液収率

が向上することを認めている．モデル化合物であるジ

ベンジルの熱分解において，上記機構を確認している．

 3．4HFLは4個の供与水素を有しているが，さら

に供与水素数の多い溶剤による褐炭液化を検討し，水

素移動液化における優れた水素供与性溶剤は大きな供

与水素数のみならず適切な反応性を持つことが必要で

あることを明らかにしている．さらに供与水素の多い

溶剤と反応性の高い溶剤を逐次組合わせると，供与水

素が有効に利用できることを示している．

 4．同一炭田で生産されるオーストラリア褐炭でも，

シームの違いにより，主として酸素官能基構造が異な

り，その結果同一液化条件でも水素供与性溶剤の消費

量が変化し，液収率も変化することを見出し，石炭の

事前キャラクタリゼーションの重要性を指摘している．

 5．水素移動液化における非水素供与性溶剤の役割

を検討し，75％の4HFL，25％のピレンが二元溶剤最

適組成であることを見出している．非水素供与性溶剤

が水素供与性溶剤の石炭内拡散，水素シャトリング，

石炭由来物の溶解を通して，液化を促進する機構を提

案している．

 6．溶剤／石炭比＝1の水素移動液化，および引き

続く硫化鉄を触媒とする逐次二段液化により，小さな

溶剤／石炭比でも高い液収率を達成できることを見出

している．この際，第一段は高温短接触時間液化が適

しており，水素供与性溶剤の活性を残して，第二段で

も作用させることの意義を明らかにしている．

 7．水素移動／触媒二段液化に先立って，褐炭申の

カルシウムイオンを除去することにより，有機残渣を

残さない完全液化が可能であることを示している．

 以上，本論文は褐炭の水素移動液化における最適溶

剤組成を明らかにすると同時に各々の溶剤の役割を解

明し，さらに水素供与性溶剤と触媒の逐次使用の有効

性を見いだしたもので，有機工業化学及び石炭化学に

寄与するところが大きい．よって本論文は博士（工

学）の学位に値するものと認める．

氏名（本籍）渡邊達男（栃木県）

学位記番号総理工甲第119号
学位授与の日付 平成4年3，月27日

学位論文題目 プラズマ中の境界に於けるイオン

論文調査委員

音波の反射現象に関する理論的研

究

（主 査）  九州大学 教 授

（副査）   〃

〃

〃

〃

〃

  河
〃  伊

〃  村

〃  渡

論文内容の要旨
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克 紀

征 夫

 プラズマ中では構成粒子の密度変化による粗密が原

因となる縦波が発生し，伝播する．イオン音波はイオ

ンの粗密により起こるプラズマ中の縦波であり，古く

から研究されている．イオン音波は振幅が大きくなる

と非線形効果が効きはじめ，“ソリトン”と呼ばれる

独立波として伝播する．イオン音波の振る舞いが

Kortweg－de Vries方程式に帰着されることをWashi－

miとTaniutiが示し， Ikizi等により実験的に確認さ

れた．

 その後，イオン音波ソリトンの研究が盛んに行なわ

れたが，プラズマ中に境界のある場合のイオン音波ソ

リトンの振る舞いについてはほとんど研究されていな

い．特にプラズマ中に電気的に負にバイアスされた金

属板等を挿入した場合，イオンシースが生じる，そこ

での波動の振る舞いは大きく変化することが予想され

る．一方，実験では，イオンシースにおけるイオン音

波の反射が観測され，また金属板の代わりに金属メッ，

シュを用いると透過現象も観測されている．次に，金

属メッシュに対して斜めにイオン音波ソリトンを入射

させた場合，スネルの法則において速度をソリトンの

速度とした非線形スネルの法則が成り立つことが見い

だされている．

 本研究では，イオンをプラズマイオンとシースイオ

ンに分けて解析することにより，イオンシースにおけ

るイオン音波ソリトンの反射及び透過現象を理論的に

はじめて明らかにした．さらに，Nishida等の実験と

比較し，良い一致を見た．

 第1章では，研究の背景と目的を述べた．

 第2章では，イオン音波ソリトンの1次元イオン

シースでの反射・透過問題に詳しく調べた．

 反射・透過の機構はシースの構造に依存していると

考えられるので，まずシースの定常解を求めた．シー

スの存在条件としてプラズマイオンの温度に下限があ

ることを示した．また，数値計算よりシースポテンシ
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ヤルの具体的な形状を求めた．この結果，シースイオ

ン温度が高くなると，シース幅が広くなることを見い

だした．

 次に，シースに対するイオン音波の反射・透過現象

を議論した．そこでは，プラズマをシース領域とプラ

ズマ領域の2つに分けて，それぞれの領域での波動の

伝播を逓減摂動法を用いて解析した．プラズマ領域で

は，1次元座標中を左右に伝播するソリトンを記述す

るKortweg－de Vries方程式を特性線座標を用いて導

き，これを入射波及び反射波に対応させた．シース領

域では波動が伝播しない負の圧力特性があることを示

した．この2つの領域を接続しイオン音波の反射と透

過を調べた．ここではシースを階段関数と近似して，

線形波の反射係数及び透過係数を計算した．この結果，

反射係数及び透過係数はシースを特徴付ける定数にほ

とんど依存せず，大部分が透過することが判明した．

また，ソリトンの場合にはシース両端の密度及び速度

を接続し，反射波及び透過波の初期条件を求めた．入

射波に対して反射波は微分した形，透過波は無限大の

速度でシース端からシース端に伝播しトンネル効果の

様にシースを通り抜けることを見いだした．さらに，

反射波がソリトンとして伝播するための条件として入

射波の振幅に下限があることを示した．

 第3章では，第2章の議論を拡張し，2次元プラズ

マ中での平面イオンシースにおけるイオン音波ソリト

ンの斜め反射現象を解析した．同時に異なる2方向へ

伝播する波動はKortweg－de Vries方程式に従うこと

を導いた．さらに，プラズマ領域とシース領域を接続

することにより，非線形スネルの法則が成り立つこと

を明らかにした．

 第4章では，2電子温度プラズマ中での大振幅イオ

ン音波の孤立波の振る舞いについて述べた．2電子温

度プラズマとは，2つのMaxwell分布を持ったプラ

ズマで，高低2つの電子温度を持つ．そこでは，高温

度電子のために負極性のソリトンが存在できることが

理論的に示されているが，本研究では関数展開を用い

ソリトン近似より高近似の孤立波を初等関数で表した．

さらに，数値計算により大振幅下立波の幅と振幅の関

数を求めた．この結果はNishida等の実験と定性的一

致を見た．また，ソリトン理論と比べて孤立波の半値

幅と振幅の関係が逆転する領域を見いだした．

 第5章では各章で得られた結果をまとめ，今後の課

題を指摘した．

論文調査の要旨

 プラズマ中のイオン音波ソリトンの研究はWashi・

miとTaniutiによる理論的予言以来盛んに行われて

いる．イオン音波の振幅が大きくなると非線形効果が

効き始め，イオン音波は急峻化し，分散効果と釣り合

ってソリトンになる．最近，プラズマ中に電気的に負

にバイアスされた金属板の周りに形成されるイオン

シースでイオン音波ソリトンの反射が観測された．ま

た，金属板の代わりに金属メッシュを用いると透過波

が観測された．一方，Bertottiらは，電子シースでは

線形イオン音波の反射が起きるが，イオンシースでは

起きないことを理論的に示した．このようにイオン音

波の境界における反射現象はシースの構造に依存して

おり，その理論的解析は困難であった．

 本論文は，イオンをプラズマイオンとシースイオン

に分けて解析することにより，イオンシースにおける

音波ソリトンの反射及び透過現象を理論的に研究した

もので，以下の成果を得ている．

1． 1次元イオンシースの定常解を求め，イオンシー

スの存在条件としてプラズマイオンの温度に下限があ

ることを導いている．さらに，シースイオン温度が高

くなるとシース幅が広くなることを見出している．

2．イオン音波の伝播を，プラズマ領域とシース領域

のそれぞれの領域で逓減摂動法を用いて調べた結果，

シース領域ではイオン音波が伝播しない負の圧力特性

が存在することを明らかにしている．次に，2つの領

域を接続し，イオン音波の反射係数及び透過係数を計

算した結果，反射係数及び透過係数はシースを特徴づ

ける定数には殆ど依存しないで，入射波の大部分が透

過することを示している．さらに，ソリトンの場合に

は，入射波に対して反射波は微分した形で，透過波は

’無限大の速度でシース端からシース端に伝播し，トン

ネル効果のようにシースを通り抜けることを見出して

いる．これらの結果はNishidaらの実験結果をよく説

明している．

3． 2次元プラズマ中での平面イオンシースでのイオ

ン音波ソリトンの斜め反射現象を1次元の場合と同じ

手法を用いて解析し，反射波及び透過波はソリトンで

あり，それらの間には，非線形スネルの法則が成り立

つことを明らかにしている．

4．2電子温度プラズマ中での大振幅イオン音波の孤

立波の振る舞いを，ソリトン近似より高近似の関数展
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開を用いて調べ，大振幅孤立波の幅と振幅の関係を求

めている．この結果はNishidaらの実験結果を定性的

に説明している．

 以上要するに，本論文は，イオンシースの定常解を

求め，シース領域とプラズマ領域での波動の伝播を逓

減摂動法を用いて解析することにより，イオン音波ソ

リトンの反射及び透過現象を明らかにすると共に，2

次元プラズマ中でのイオン音波ソリトンの斜めの反射

現象を調べることにより非線形スネルの法則が成り立

つことを示しており，プラズマ物理学に寄与するとこ

ろが大きい．よって，本論文は博士（理学）の学位に

値するものと認める．

氏  名（本籍） 岡 田 和 人（福岡県）

学位記番号総理工甲第120号
学位授与の日付 平成4年3月27日
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論文内容の要旨

 本研究では，立方体容器内を対象領域とした，液体

金属の自然対流に対する磁場印加の影響を，三次元直

接数値解析および検証実験：により明らかにする一方，

液体金属に代表される低プラントル数流体の振動対流

についての二次元数値実験も行ない，その特性につい

て検討した．

 第一章では，本研究の目的，磁場下における液体金

属の自然対流に関する既往の研究についての文献調査

を記した．

 第二章では，一町直壁が加熱され対向する側壁が冷

却されている立方体容器内の，液体金属の自然対流に

対して，一様磁場の仮定のもとで三次元数値解析を行

なった．磁場の方向は各座標軸方向に，それぞれ別々

に作用するものとした．その結果，加熱面の等温また

は一様二流束という境界条件によらず，各座標軸方向

の磁場印加については，加熱鉛直面に垂直な水平方向

磁場（X方向磁場）が最も高い対流抑制効果を示し，

加熱鉛直面に平行でかつ水平な磁場（Y方向磁場）が，

最も低い対流抑制効果を示すことを見いだした．その

理由を，ローレンッカの各成分を比較することにより

説明した．特に，X方向外部磁場については磁束密度

の影響についても検討し，磁場が強くなると，主循環

流が抑制され，一方，断熱側壁近傍では，主循環流に

直交する方向の二次流れが強くなるという，磁場印加

効果の三次元性が労い出された．

 第三章では，第二章での数値解析結果を検証するた

めに，実験流体として液体ガリウムを用いた側壁加熱

立方体容器内の自然対流への磁場印加実験を行なった．

熱伝達率を測定することにより，X方向（鉛直加熱面

に垂直でかつ水平な方向）またはZ方向（鉛直方向）

では，Y方向（鉛直加熱面に平行でかつ水平方向）に

比べると極端に大きな抑制効果を有することを明らか

にした．この結果，先の数値解析結果が裏付けられた．

さらに，平均ヌセルト数Nuを，ハルトマソ数Haお

よびグラスホフ数Grを用いた相関式でまとめ， X方

向磁場を例にとり，解析結果との比較を行なった．

 第四章では，第三章で用いた実験装置に同じく液体

ガリウムを満たして，立方体容器内の熱伝導および自

然対流に関するステップ加熱，ステップ磁場印加実験

から，その過渡応答特性を求めた。その結果，X方向

またはZ方向磁場下でのステップ加熱では，磁束密度

が十分に大きければ，流れ場は凍結し，純熱伝導過渡

応答特性と一致する応答を示す結果を得た．従って，

導電性高温四体や液体金属などの熱伝導率の非定常測

定に際して，外部磁場を利用することにより対流の影

響を抑え，測定時間の延長による測定精度の向上が望

めることを示した．

 第五章では，水平ブリッジマン法に相当する水平温

度勾配条件開放ボート内でのゼロプラントル数流体の

振動自然対流について，数値シミュレーションを行な

った．十分に小さな空間刻み幅そして時間刻み幅を用

い，二次中心差分近似に基づく離散化方程式を解くこ

とにより，初期条件に影響されない，振動流発生に対

する臨界グラスホフ数を決定した．さらに，流れ場の

周期的振動は，領域内に現われる冷却面側の主峯と加

熱半側のもう一つ（またそれ以上）の渦との相互作用

によることを示した．容器のアスペクト比（横巾／高

さ）’が2～2．5では，冷却望洋の支配的渦がほぼ安定

に存在するが，アスペクト比が3～5となり水平方向

に領域が広がると，領域内の渦は水平方向への自由度
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の増大のため，空間的に移動しやすくなり，より小さ

な対流駆動力で，振動流が形成されるという知見を得

た．

 第六章では，第二章から第五章までの研究により得

られた知見を，総括した．

論文調査の要旨

 液体金属は現在種々の工業で用いられている．例え

ば鉄鋼業での溶融鉄，原子炉での冷却材，半導体工業

での原料融液等である．液体金属は通常，導電性であ

り，この特性を生かして，外部より磁界を加え，その

流動制御を行おうとする試みがなされている．本研究

では，半導体の結晶製造プロセスの磁場印加の問題に

関連して，液体金属の磁場下における自然対流の問題

を取り上げている．すなわち，著者は，立方体容器内

の液体金属の自然対流に対する磁場印加の影響を，三

次元数値解析および検証実験により検討する一方，液

体金属に代表される低プラントル数流体の振動対流に

ついて矩形容器内二次元数値解析により，その特性を

検討している．

 著者はまず，一罪直壁が加熱され対向する壁面が冷

却されている立方体容器内の液体金属の自然対流を一

様磁場の仮定のもとで三次元数値解析した．磁場の方

向は各座標軸方向にそれぞれ別々に作用するものとし

ている．その結果，加熱面の等温または一様熱流束と

いう境界条件によらず，加熱鉛直面に垂直な水平方向

磁場（X方向磁場）が最も大きい対流抑制効果を示し，

加熱鉛直面に平行でかつ水平な磁場（Y方向磁場）が，

最も小さい対流抑制効果を示すことを見いだし，ロー

レンツカの各成分を比較することにより，その理由を

説明している．

 次に，実験流体として液体ガリウムを用い，側壁加

熱立方体容器内の自然対流への磁場印加実験を行って

いる．熱伝達率を測定することにより，X方向または

Z方向（重力方向）では，Y方向に比べると極端に大

きな対流抑制効果があり，先の数値解析結果が裏付け

られたとしている．さらに，平均ヌセルト数を，ハル

トマソ数およびグラスホフ数を用いた相関式でまとめ，

X方向磁場を例にとり，解析結果との比較を行ってい

る．

 続いて，著者は立方体容器内に液体ガリウムを満た

して，熱伝導および自然対流状態におけるステップ加

熱，ステップ磁場印加実験を行い，その過渡応答特性

を求めた．そしてX方向またはZ方向磁場下で，磁束

密度が十分に大きければ，流れ場は凍結し，純熱伝導

過渡応答特性と一致することを見いだした．この特性

は液体金属の熱伝導率の測定に応用できる．

 さらに著者は，矩形容器内のゼロプラントル数流体

の振動自然対流について，数値シミュレーションを行

い，二次中心差分近似に基づく離散化方程式を解くこ

とにより，振動流発生に対する臨界グラスホフ数を決

定している．また，流れ場の周期的振動は，領域内に

現われる冷却面側の強い渦と加熱面側の弱い渦との相

互作用によることを示し，容器が水平方向に長いほど，

より小さな対流駆動力で，振動流が形成されるという

ことを見いだしている．

 以上，要するに本論文は，立方体容器内の液体金属

の自然対流は外部磁場の方向に依存することを数値解

析ならびに実験で明らかにすると共に，長方形断面容

器内のゼロプラントル数流体の振動流特性を明らかに

したもので，熱エネルギーシステム工学上価値ある業

績である．よって本論文は博士（工学）の学位論文に

値するものと認められる．

氏名（本籍）藤 敬司（福岡県）

学位記番号総理工二丁121号
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 半導体単結晶の育成法の中で最も多用されている

Cz法において，それにより成長する結晶の特性や品

質を大きく作用すると言われている融液の混合対流の

特性について実験的に，又，計算により解析した．

 第1章では，単結晶の育成法の1つであるCz法を

とりあげそれを概説し，そこに生じている問題点を挙

げて，本研究の意義と目的について述べた．

 第2章では，Cz法を模擬し，円筒容器内の混合対

流の可視化実験を行った．可視化によりシリコンオイ
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ルを代替液体として感温液晶を用いることにより温度

場，流れ場の同時可視化を試みた．そしてCz法に見

られる混合対流は本質的に振動流であることを確認し

た．そして対流場をGr／Re2をパラメータとして2つ

のモードに分類し，結晶の回転数を変えることにより

対流場の変化を可視化し，流れのモードが遷移する

Gr／Re2の臨界値の存在を指摘した．

 第3章では不純物濃度の制御のために磁場が印加さ

れる磁場印加Cz法の概略について述べ，磁場印加

Cz法に関する既往の研究例をいくつか挙げてレビ

ューした。

 第4章では，Cz法対流の数値解析のための基礎方

程式の導出を示した．基礎式中の運動方程式には磁場

の印加により流体に作用するローレンツ力項が含まれ，

この表式には電場のスカラーポテンシャルを用いた．

電場のスカラーポテンシャルに対しては，電流の連続

の条件よりその平衡式を導いた．またこれらの基礎方

程式の離散化の手法について述べた．

 第5章では，円筒容器内の混合対流場に・一様軸方向

磁場が印加される場合のCz法対流の数値解析法の開

発を行った．この場合，軸対称性を仮定したが周方向

の流速成分も求めた．計算例としてGr／Re2の値によ

り自然対流支配の系，強制対流支配の系，これら2つ

の中間の系と3つの系に対して2つの磁場の強さの場

合を取り上げた．その結果，弱磁場（Ha＝100）は，

自然対流支配の系に対しては流れを増速し，その他の

系に対しては流れを抑制した．強磁場（Ha＝1000）は，

どの系に対しても流れを強く抑制し，結晶成長面にお

ける局所Nu数の分布も均一なものになった．

 第6章では円筒容器内の低いプラントル数流体に外

部より水平方向に一様な磁場が印加される場合のCz

法対流の数値解析法の開発を行なった．水平方向磁場

の場合，三次元での計算が必要となるが，円筒座標系

では中心軸，周方向での境界条件が与えられない．こ

れに対し，格子の取り方を工夫することにより計算：を
               お
可能にし，安定な解が得られるようになった．計算例

としてGr＝107， Pr＝0．01， Re＝1620を取り上げ3種

の磁場の強さについて計算した．水平方向一様磁場の

印加により，磁場の印加されなかった時は軸対称であ

った温度場，流れ場は共に即興対称となることが示唆

され三次元数値解析の有効性が認められた．結晶の下

部では等温線が磁場の方向に対し，結晶の回転方向と

およそ45度の角度をなす方向に長軸を持つ楕円形にひ

ずみ，柑禍の下の方に行くにつれて長軸が磁場の方向

に対し直角方向に近づいていくような温度分布となっ

た．速度場については弱磁場（Ha＝100）の場合，磁

場に対して垂直な断面よりも平行な断面の方が強く抑

制された．Ha＝300，1000の：場合は磁場により対流は

どの断面においても抑制され，結晶の回転による流れ

が結晶下部のごく近傍にだけ残った．結晶成長面での

平均Nu数は磁場の強さと共に減少し，局所Nu数の

分布は磁場の印加されない場合よりも半径方向，周方

向共に平均化され磁場の強さが増すほどより均一にな

った．

 第7章では第5章，第6章で得られた速度場を用い

て，Si結晶成長において重要である不純物酸素の濃

度分布について計算を行なった．軸方向磁場が印加さ

れた場合，平均濃度は磁場の印加されない時よりも減

少したが，結晶成長面での酸素濃度は不均一なものに

なった．水平方向磁場の場合，磁場の強さが増加する

と，平均濃度，結晶成長面での酸素濃度は共に減少し

た．結晶成長面での酸素濃度はHa＝100，300の場合

磁場の印加により磁場の印加されない場合よりも不均

一なものになったが，Ha＝1000になると磁場の印加

されない場合と同程度に均一なものになった．

 第8章では本研究で得られた知見を総括した．

論文調査の要旨

 現在，集積回路に使われているシリコンなどの半導

体単結晶はその多くがチョクラルスキー法（Cz法）

で作られているが，この時の結晶の品質に原料の融け

た液に流れの状態が大きく影響するといわれている．

この原料融液のルツボ容器内での流れは自然対流と，

結晶の回転による強制対流の混ざった混合対流（Cz

法対流）である．本論文ではCz法のルツボを円筒容

器で模擬iし，その中の混合対流について数値計算と可

視化実験を行い，以下の結果を得ている．

1．著者は，円筒容器内の混合対流の可視化実験にお

いてシリコン油を試験流体とし，その中に感温液晶を

分散させ，温度場と流れ場の同時可視化を試み，この

混合対流が振動流であることを示している．また対流

場をGr／Re2（Gr：グラスホフ数， Re：レイノルズ数）

をパラメーターとして自然対流支配と強制対流支配の

2つのモードに分類し，そのモードがGr／Re2＝100

で遷移することを見い出している．

2．著者は，円筒容器内の低プラントル数（Pr）流体
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に外部より容器軸方向に一様に磁場が印加される場合

の混合対流の数値解析を行っている．そして，Ha＝

100（Ha：ハルトマソ数）では，自然対流支配の系に

対しては流れを幾分増速し，強制対流支配の系および

両者の中間の系に対しては流れを抑制すること，Ha

＝1000ではどの系でも流れは強く抑制され，結晶成

長面に相当する断面の局所熱伝達率の分布も均一なも

のになることを見い出している．

3．つぎに著者は，円筒容器内の低プラントル数流体

に外部より水平方向に一様な磁場が印加される場合の

混合対流の三次元数値解析を行っている．その際，円

筒中心軸上と周方向境界での格子の取り方を特別に工

夫している．Gr＝107， Pr＝0．01， Re＝1620の場合，

結晶成長面近傍の水平断面では等温線が磁場の方向と

およそ45度目角度をなす方向に長軸を持つ楕円形にひ

ずみ，円筒容器の下の方に行くにつれて長軸が磁場に

対しほぼ直角をなすような特異な温度分布となる．ま

た速度場については，Ha＝100の場合，磁場に対して

垂直な断面よりも平行な断面の方が強く抑制され，

Ha＝300，1000の場合は結晶の回転による流れが結晶

下部のごく近傍にだけ残ることを見い出している．結

晶成長面での平均熱伝達率は磁場の強さと共に減少し，

局所熱伝達率の分布はより均一になる．

4．著者は，先の速度場を用いて，不純物酸素の濃度

分布について計算している．軸方向磁場が印加された

場合，融解内の平均濃度は減少するが，結晶成長面で

の酸素濃度は強い磁場下では不均一なものになる．水

平方向磁場の場合，磁場の強さが増加すると，融門内

の平均濃：度，結晶成長面での酸素濃度は共に減少す

る．結晶成長面での酸素濃度はHa＝100，300の場合，

Ha＝0の場合よりも不均一なものになるが， Ha＝

1000では，磁場の印加されない場合と同程度に均一な

ものになる．

 以上，要するに本論文は，チョクラルスキー（Cz）

法混合対流場について，まずモデル実験によって二つ

の振動流動形態が存在することを見い出すと共に，円

筒容器の軸方向あるいは横方向から一様磁場を受けた

時の低プラントル数流体の混合対流の数値解を得たも

ので，熱エネルギーシステム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

るものと認められる．
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 最近，特定のフロンによる成層圏オゾン層破壊のた

め，冷蔵庫，ヒートポンプ，自動車用エアコン等に使

用されているフロン系冷媒を他の安全な代替フロンあ

るいはそれらの混合物に転換する必要が生じている．

そしてこれらの冷媒の解熱特性の研究が盛んに行われ

ている．フロン系冷媒の水平管内沸騰・蒸発に関して

も，従来から数多くの研究が行われているが，上述の

新冷媒の熱伝達係数を精確に予測するまでには到って

いない．本論文は，代替フロンを含む純冷媒および混

合冷媒の水平平滑管内沸騰・蒸発熱伝達の実験的研究

を行い，それらの基礎データを提供するとともに，一

般的な熱伝達係数の整理式の作成を試みたものである．

 第1章では，冷媒の管内沸騰・蒸発熱伝達に関する

従来の研究を概説し，熱伝達係数の予測に関する現状

を明らかにした．

 第2章では，本研究で用いた実験装置，実験方法お

よび実験：データの整理法について説明した．’実験装置

はポンプによる強制循環ループで，従来の電気加熱方

式の実験と異なり，試験蒸発器には熱源水が内管と外

管の間の環状部を流れる二重管型蒸発器を使用した．

また，本研究では，試験：区間内の冷媒の流れ方向を変

えて，向流と並流の両方の実験を行った．

 第3章では，HqC22とCFC114の液単相熱伝達に

関して行った実験結果に基づき，熱伝達係数の測定値

が従来の予測式に対して20％程度高いことを示すとと

もに，熱伝達係数を±10％の誤差で整理する式を提案

した．

 第4章では，純冷媒HCFC22， CFC114， HFC134aお

よびCFC12の水平平滑管内沸騰・蒸発の実験結果に

ついて，全熱丁丁を強制対流による丁丁束と核沸騰に

よる熱流束の和で表すChenの考えに基づいて，環状
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流の熱伝達係数の測定値を約±20％の誤差で整理する

式を提案した．また，この整理式は強制対流による熱

伝達係数をDittus－Boelterの式に置き変えると他の研

究者のデータ約±20％の範囲で整理できることを示し，

蒸発器の設計にこの式を推奨した．本整理式では，核

沸騰による熱湯束と全熱流束の比を表すパラメータ

、κおよび有効過熱度の影響を表すパラメータεを導

入し，Kを強制対流とプール核沸騰の熱伝達係数の

比で表す点が従来の式と異なり新しい点である．また，

向流の場合には従来の均一加熱の実験結果と異なり，

高クオリティ域でも核沸騰が熱伝達におよぼす影響が

かなり大きいことを明らかにした．

 第5章では，非共沸混合冷媒HCFC22／CFC114の

水平平滑管内沸騰・蒸発の実験結果について検討した．

まず，本研究で用いた一般化修正BWR状態方程式よ

り算出した冷媒の温度が測定温度より高くなり，この

測定温度がバルク温度に近いと考えられることを示し

た。次に測定温度で定義した混合冷媒の熱伝達係数が

第4章で提案した純冷媒の整理式を用いて求めた値よ

りも低いことを示すとともに，熱伝達係数の測定値を

±20％の誤差で整理する式を提案した．この式は

Jungらの実験データもよく整理できる．

 第6章では，今世紀限りで生産が中止される

CFC12とその代替冷媒候補HFC134aの熱伝達係数の

比較を行い，質量速度，温度，クオリティおよび熱流

束が等しい場合，HFC134aの熱伝達係数はCFC12よ

りも大きいことを示し，沸騰・蒸発熱伝達の観点から

はHFC134aはCFC1零の代替物質として十分使用でき

ることを明らかにした．

 第7章では，伝二面に粉末状の汚れが付着した場合

と清浄な場合の熱伝達係数の実験値を比較し，伝野面

に粉末状の汚れが付着した場合には全体的に熱伝達係

数が50～100％程度増加するが，強制対流が支配的で

ある低熱流束，高クオリティ域では，逆に汚れが付着

した方がやや低い値を示すことを明らかにした．

 第8章では，圧力損失に関する整理を行い，純冷媒

HCFC22， CFC114， HFC134a， CFC12および混合冷媒

HCFC22／CFC114の摩擦損失が，いずれもLockhart一

．Martinelliの相関より0～30％低い範囲にばらついて

いることを示した．また，第7章で述べた平熱面表面

に粉末状の汚れが付着した場合の摩擦損失も，清浄な

場合とほぼ等しいことを示した．

 第9章では本論文の総括を行った．

論文調査の要旨

 成層圏のオゾン層破壊防止および地球温暖化防止の

ために，特定のフロンが使用禁止となり，近い将来，

冷凍・空調設備に使われている冷媒も代替フロンに置

き換えなければならない．毒性，可燃性，安定性の観

点より検討を加えられた結果，いくつかの候補物質が

確定されつつあるが，将来は混合物を採用せざるを得

ない場合も起きると予想される．従って，これらの単

成分冷媒あるいは混合冷媒を用いる場合の要素機器

（圧縮機，蒸発器，凝縮器）の設計法の確立は社会的

な緊急課題である．本研究はこの要請に応えるために

行われた研究一つである．

 沸騰熱伝達に及ぼす因子は多く，特に伝熱面の性状

の影響については不明な点が多いが，・本論文は市販の

伝熱管を用いて従来型の蒸発器を設計する場合に必要

な管内沸騰・蒸発熱伝達の式を作成することに主眼が

置かれている．

 本研究では，単相流，単成分の沸騰・蒸発，二成分

の沸騰・蒸発の順に熱伝達の特性を求める実験を行い，

それらのデータから実験式を組み立てる方法がとられ

ている．従来の研究には電気加熱法（一様熱流束）が

多いが，著者は実用に近い状態が出現する温水加熱の

実験装置を作り，並行流及び対向流の実験により，』熱

流束の分布形に関係なく成立する熱伝達の式を求めて

いる．この式の適用範囲は実用上多く現れる環状二相

流領域に限定される．

 本論文の主な成果は次のとおりである．

（1）著者は単成分冷媒の沸騰・蒸発熱伝達の式を次

の順序で組み立てている．

 （i）全体の熱伝達係数を二相強制対流によるもの

（α，。）と核沸騰によるもの（α。b）との和で表され

ると仮定する．そして，前者については液だけが管を

満たして流れる場合の対流熱伝達係数を基準にして，

二相流の場合の液の速度の増大率を表すReynolds

number factor Fを導入する．後者についてはプール

沸騰の熱伝達係数を基準にして，強制対流による有効

過熱度の減少を表すSuppression factor Sを導入する．

 （ii）並行流でクオリティκが大きい場合の実験

データより，Fには吉田の式（Martinelliパラメータ

の関数）が適用できることを確認する．

 （iii）核沸騰の寄与による丁丁束と全熱流束との比

Kを導入する．
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 （iv）Sがラプラス数と修正ヤコブ数の関数である

ことを近似理論より導く．またKがSとα，、とプール

沸騰熱伝達係数αpbの関数であることを導く．そして

これらKとSの関数にそれぞれ未定定数導入しておく．

 （v）HCFC22とCFC114のデータの実験データが

最も高精度で整理できるように，二つの未定定数を決

定する．そして，この結果がHFC134a， CFC12の実

験デーダにも適用できることを確認する．

 このようにして得られた著者の式は上述の実験デー

タを平均偏差約12％の精度で整理できる．更に単相流

の熱伝達の式としてDittus－Boelterの式を用いれば，

これまで発表されているすべての実験データを平均偏

差約11％の精度で整理できる．

（2）混合冷媒の沸騰・蒸発熱伝達の場合には環状流

をなす液相とコア部の気相の間および気泡の気液界面

において物質拡散抵抗の影響による熱抵抗が生じる．

まず，これらの界面において相平衡が成り立つと仮定

する．次に気液界面熱抵抗に起因する強制対流熱伝達

に対する有効温度差の減少を表すパラメータを導入し，

その実験式をHCFC22とCFC114の混合物で
HCFC22のモル分率0．1，0．25，0．5，0．75，0．9の実

験データのうちγが大きいものをもとにして作成する。

核沸騰熱伝達に対する有効過熱度の減少については，

単成分の場合と同形の式を導き，プール沸騰の熱伝達

係数についての補正係数を導入する．そして，その値

を実験データより決定する．

 得られた著者の式は上述の実験データを平均偏差約

9％の精度で整理できる．また実験データ表が公表さ

れている唯一の例であるJungらの実験値をも平均偏

差約7％の精度で整理できる．

（3）著者は，そのほか（i）CFC12の代替物と考

えられているHFC134aの熱伝達係数が，共通の質量

速度，温度，クオリティおよび下流束で比較した場合

に，CFC12の熱伝達係数より高いこと，（ii）伝熱面

に付着した粉末状の汚れは熱伝達係数を高めること，

（iii）流れの圧力降下の推定に必要な摩擦損失は著者

の実験のすべての場合に共通にLockhart－Martinelli

の式より若干低いこと等を明らかにしている．

 要するに本論文は単成分冷媒および混合冷媒が水平

平滑管内を流れる場合の沸騰・蒸発熱伝達及び流動損

失を精度よく表す式を提案したものであり，熱エネル

ギーシステム工学上価格ある成果である．よって本論

分は博士（工学）の論文に値するものと認められる．
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 蒸気がその飽和温度（二成分混合気の場合は露点）

より低い温度の固体壁面（冷却面）に触れると液体に

なる．この現象すなわち凝縮現象は，発電プラント，

化学プラント，空調機器等において熱を伝える手段あ

るいは物質を回収する手段として重要な役割を演じて

いる．この凝縮現象の解明はこれらのプラントの最適

設計，製作コストの低減及び性能向上に大きく貢献す

る重要な課題である．

 凝縮熱伝達に関する従来の理論的研究は，鉛直平板

上の純蒸気の層流膜状凝縮に関するNusseltの理論に

始まり，平板上，円階上，円管内の純蒸気や多成分蒸

気の凝縮に関して現在まで数多くなされている．しか

し，これらの研究は主として基礎方程式を物性値一定

と仮定して近似積分法や相似解法により取り扱ったも

のである．

 本論文は物性値が温度および濃度によって変化する

場合の凝縮の特性を明らかにするために行ったもので

ある．平板上での層流膜状凝縮の場合を取りあげ，ま

ず定物性値の解を再検討し，それを式化し，次に物性

値が変化する場合の数値解を求め，定物性値の場合の

式を適用する場合の代表物性値を明らかにした．

 本論文の内容は以下のように要約される．

 第1章においては，膜状凝縮三熱特性に関する従来

の研究の調査を行い，問題点を明らかにした．

 第2章では，二成分蒸気の層流膜状凝縮に関し，液

膜のすべての物性値の温度依存性および気相境界層の

すべての物性値の濃度および温度の依存性を考慮した

場合について，基礎式，境界条件および気液界面にお

ける適合条件等を記述した．

 第3章では，飽和純蒸気の層流強制対流凝縮の場合

について，ρμ比Rが小さくかつプラントル数PrL
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が大きい場合およびRが非常に大きくかつPrLが非

常に小さい場合を含む相似解を再検討し，熱伝達，凝

縮質量流束および流動抵抗に関する結果を式化した．

 第4章では，二成分混合気の凝縮において，気相の

エネルギ式におけるエンタルピ拡散項の気相境界層に

おける対流熱伝達と対流物質伝達に及ぼす影響を明ら

かにし，熱伝達と物質伝達の相似性を検討した．

 第5章では，二回分混合気の凝縮における熱伝達お

よび凝縮質量三二の特性を求める際に，液膜について

は純蒸気の場合の液膜の熱伝達の式が成り立つとの仮

定が用いられているが，この仮定の妥当性を検討した．

 第6章では，二成分混合気の層流膜状強制対流凝縮

の場合の気液界面における気相の濃度勾配の式につい

て，実用性と式の精度を高めるという観点から新しい

式を求めた．

 第7章では，定物性値の場合について作成された熱

および物質伝達に関する無次元式を用いて凝縮熱伝達

係数および凝縮質量流束を求める際の液膜の代表物性

値のとり方を明らかにするために，純蒸気の液膜の粘

度の温度依存性およびすべての物性値の温度依存性を

考慮した場合の強制対流凝縮について数値解析を行い，

液膜の代表物性値について検討した．

 第8章では，二成分混合蒸気の強制対流凝縮および

自由対流凝縮について気相の物性値の濃度と温度によ

る依存性を考慮した場合の数値解析を行い，定物性値

の場合の代数解を用いて壁面熱流束および凝縮質量流

束を求める際の気相の代表物性値について検討した．

 第9章では，物性値の温度依存性が顕著になる亜臨

界域における純蒸気の層流強制対流凝縮および自由対

流凝縮の場合について数値解析を行い，伝熱特性を明

らかにし，従来の熱伝達の式の適用範囲および代表物

性値について検討した．

 第10章では，本論文の総括を行った．

論文調査の要旨

 相変化をともなう工業用プロセスにおいて各種の凝

縮器が使用されている．それらの合理的設計のために，

凝縮熱伝達特性の解明が行われる．多成分混合気の凝

縮の場合，あるいは純成分についても過熱蒸気の凝縮

の場合には，液膜と気相境界層を連成したものとして

取り扱わなければならない．その最も基本的な理論が

二成分混合気が平板上で凝縮する場合の層流二相境界

層理論である．この理論はすでに詳細に研究されてい

るが，それは主として関連する物性値（密度，比熱，

粘度，熱伝導率，拡散率）を一定と見なした場合であ

る．即ち，何らかの規則に従う物性値の代表値をとれ

ば，定物性値の解によって，凝縮の特性を正確に表す

ことができるであろうとの前提にたつものである．

 本論文の主目的は物性値の変化を考慮した層流二相

境界層方程式を数値的に解き，その解と定物性値の解

から導かれた連立代数方程式の解とを比較することに

よって，後者を実際の現象に適用する場合の代表物性

値を選ぶ規則を見いだすことである．本論文には，そ

の解析の過程で必要となって定物性値の解を表す式の

高精度化に付随して得られた諸成果も述べられている．

以下に成果を列挙する．

（1）純蒸気の強制対流凝縮において，ρμ比R

（＝VρLμL／ρvμv）が小さく，プラントル数PrL

が大きい場合に熱伝達のヌセルト数NULXおよび凝縮
     質量流束m、はそれぞれ次式で表される．

晦一・．45ζ（     PrL1．2十     RH）甑譜

孟xZ      ζ
             ｝   ＝0．45｛
       1＋0．32HO・87 μL
           （     PrL1．2十     RH）慌曝

ここにHは相変化数，ReLXは二相レイノルズ数，即

ち

  CpL（Ts－Tw）
H＝
     △h

    u。。z
ReLX＝
    レし

である．ζはHとPrLの関数（グラフで与えられる），

ρは密度，μは粘度，Cpは比熱， Tsは飽和温度，

Twは冷却面温度，△hは凝縮の潜熱， U。。は蒸気の

主流速度，ンは動粘度，κは平板の先端からの距離．

添字κはんにおける局所値，添字Vは気相，添字L

は液相を表す．また，Rが大きく， PrLが小さい液体

金属の場合の熱伝達は次式で表される．

          H
N・・x＝｛0・5－0・13（PrL）o’8‘｝ReLx1／2

（2）二成分混合気の凝縮の場合の気相から気液界面

への対流熱伝達において，二流束にはエンタルピ拡散

項の影響が現れる．しかし，それを除くと，熱伝達と

物質伝達は，ヌセルト数とシャーウッド数の置換およ

びプラントル数とシュミット数SCuの置換によって，
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同形式で表現できる．更に，自由対流凝縮の場合には，

熱伝達と物質伝達ではそれらに及ぼす浮力の影響が異

なる．

（3）二成分混合気の凝縮において，液膜の熱伝達に

は純蒸気の式を適用することができる．それがヌセル

ト数NULXと相変化数Hとの関数で表されている場合

に，過熱蒸気に対しては，Hを次式のH＊に置き換え

ねばならない。

H・一二（  qCXl qWX）・Hi－C軌（ ﾛrTW）

ここにTiは気液界面温度， q。xは気液界面における

気相側の対流門流束，qWXは冷却面熱流束である．

（4）強制対流凝縮の場合，気相の気液界面における

規格化された濃度（質量分率）勾配Φ’Fiは次式で表

される．

        2．5
一Φ’。、＝CF（           ）・WR
      1．5十WR

CF＝Scu1／2 （27．8十75．9Scuo・306十657Scu）一1／6

（7）純蒸気がその臨界点に近づくと，液相と気相の

物性値が接近するとともに，それらの温度依存性が顕

著になる．この場合に熱伝達係数は，物性値をT，＝

Tw＋（1／2）（Ts－Tw）の温度で評価すれば，蒸気の

換算温度が0．998まで定物性値の場合の式が適用でき

る．また凝縮質量流束に比例する気液界面の熱流束

qiは次式

qi＝qwx（1十〇．36H）一1

で求めることができる．ただし，Hの中の比熱には

T，と飽和温度T，の問の平均比熱をとらねばならな

い．

 要するに本論文は，凝縮の層流二相境界層方程式を

物性値の温度依存性および濃度依存性を考慮して数値

的に解き，それらを一定とみなした場合について得ら

れている代数方程式の実際の現象に適用する場合に必

要な代表物性値の算出法を明らかにしたものであり，

熱エネルギーシステム工学上価値ある業績である．よ

って本論文は博士（工学）の論文に値するものと認め

られる．

   WIUL－WIL
WR＝   Wlu。。一WIL

m＝0．5十〇．05Sc－0．2R－1／2

ここにWIUiは気液界面濃度， Wlu。。はバルクの濃度，

WILは凝縮の濃度．添字1は低沸点成分を表す．こ

の式は従来の式の比べて，簡単でかつ実用的に十分な

精度をもっている．

（5）純蒸気の強制対流凝縮の場合の冷却面熱流束及

び凝縮質量工臨は，定物性値の解から導かれ式に次の

代表温度丁．における物性値を用いることによって算

出することができる．

T，ニTw十（1／3）（Ts－Tw）

（6）二成分混合気の凝縮特性は熱伝達，物質伝達お

よび相平衡の式を組み合せた代数方程式で求められる

ことが知られている．その際，気相の物性値としてバ

ルク濃度と気液界面濃度の算術平均濃度とそれに対応

する飽和温度における物性値をとれば，得られた冷却

面環流束と凝縮質量流束は数値解のものと一致する．

これは強制対流凝縮，自由対流凝縮，バルク混合気が

飽和の場合も過熱の場合も関係なく，共通に成り立つ．

氏 名（本籍）

学位記番号
学位授与の日付

学位論文題目

論文調査委員

（主査）

（副査）

〃

〃

久我守弘（福岡県）
総理工博甲第124号

平成4年3，月27日

スーパースカラ・プロセッサの構

成方式に関する研究

九州大学

 〃

 〃

 〃

教 授

〃

〃

〃

論文内容の要旨

安 浦 寛 人

雨 宮 真 人

有 川 節 夫

牛 島 和 夫

 応用分野の拡大と普及に伴って，コンピュータの高

速化を目指した素子技術および構成方式について，多

くの研究が行われてきた．コンピュータの構成方式の

改善によって高速化を図る手法としては．タスク・レ

ベルの並列性を利用するマルチプロセッサの研究が盛

んであるが，マルチプロセッサを構成するプロセッサ

単体の高速化も重要なテーマである．

 構成方式の改善によってプロセッサの高速化を図る

手法としては，従来2つの方式が考えられてきた．パ
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イプライン方式では，機能的に分割して行える作業を

時間的に多重化して並列実行を行い，また，VLIW

（Very Long In－struction Word）方式に代表されるプ

ロセッサでは，プログラムに内在する命令レベル並列

性を利用した空間並列処理が利用される．

 本論文では，これらの時間並列および空間並列処理

の両方を有効に利用でき，一層の高速化が期待できる

スーパースカラー・プロセッサの構成方式に関して，

体系的にまとめると共に，プロセッサの構成例を示し，

その構成方式の妥当性をシミュレーションによって評

価・検証した．

 本論文は9章の構成である．

 第1章では，スーパースカラ方式の誕生の背景につ

いて述べ，スーパースカラ方式と従来のプロセッサ・

アーキテクチャとの関係を明確にする．また，スー

パースカラ・プロセッサを実現する上で考慮すべき問

題点について明確にする．・

 第2～4章では，スーパースカラ方式に関する基本

事項についてまとめる．まず第2章では，スーパース

カラ方式の定義および分類を明確にする．スーパース

カラ方式とVLIW方式は非常に類似した構成方式で

ある．そこで両者の特長をまとめ明確に分類する．

スーパースカラ方式を実現する上で，その設計方式

の違；いによってDD（Dymaically－hazard－resolved，

Dynamically－code－scheduled），DS（Dynamically－hazard－

resolved， Statically－code－scheduled），および， SS（Sta－

tically－hazard－resolved， Statically－code－scheduled）の

3種類に分類できることを示し，この分類方法により

VLIW方式がSS型スーパースカラ方式に分類可能で

ある．

 第3章ではスーパースカラ方式の性能を最大限に引

き出すために必要不可欠な，ハードウェアによる動的

コード・スケジューリングと最適化コンパイラによ

る静的コード・スケジューリングの各々の技術的手法

について，従来の研究をまとめる．

 第4章では，スーパースカラ方式を実現する際に，

決定しなければならない種々の選択肢についてまとめ

る．これらの選択肢はスーパースカラの性能を最大限

に引き出すと共に，第1章で述べたプロセッサ実現上

の問題点に対処するための重要な技術的手法と密接に

関連する．

 第5～8章では，スーパースカラ・プロセッサの具

体的な実現例に関する研究成果についてまとめる．第

5および6章では，DD型スーパースカラ方式に基づ

くプロセッサの設計と評価を行う．

 第5章ではDD型スーパースカラ方式に基づく

スーパースカラ・プロセッサの開発方針および設計方

針を示す．また，第4章における構成上の選択肢の選

択基準について述べると共に，試作プロセッサの特長

の一つである，動的コード・スケジューリング・アル

ゴリズムおよび分岐処理方式を提案する．

 第6章では，DD型試作プロセッサの構成を詳述す

るとともに，ソフトウェア・シミュレータによる性能

評価結果を示す．性能評価の結果，動的コード・スケ

ジューリングを行うためにかなり重いハードウェアを

導入しているにもかかわらず，性能向上はあまり大き

くないことが判明した．この理由を詳細に検討した結

果，レジスタやメモリの更新方式，および，動的コー

ド・スケジューリング・アルゴリズムに改善の余地が

あることを明らかにした．

 第7および8章では，DD型試作プロセッサでの性

能評価結果を踏まえ，これらの問題点に対処し，かつ，

ハードウェア・コストを抑えたDS型スーパースカラ

方式の設計と評価を行う．

 第7章では，DS型スーパースカラ方式に基づく

スーパースカラ・プロセッサの開発方針および設計方

針を述べる．DD型試作プロセッサで発生したボトル

ネックの原因をすべて排除できる構成方式を示し，ま

た，2重化レジスタ・ファイル，早期分岐解消，割り

込み方式など新たに導入した斬新な方式を提案する．

 第8章では，DS型試作プロセッサのハードウェア

構成を詳述するとともに，ソフトウェア・シミュレー

タによる性能評価結果を示す．性能評価の結果，静的

コード・スケジューリングのうち局所コード・スケジ

ューリングのみを施したプログラムでは平均で1．5倍

程度の性能向上が得られる．しかし，さらに静的コー

ド・スケジューリングにおいてループ最適化を施すこ

とによって，平均的には3倍，命令レベル並列性の高

いプログラムにおいては実に5．8倍程度の性能向上を

得ることが可能である．このように，DS方式がソフ

トウェアとハードウェアのトレードオフの観点より，

バランスのとれたプロセッサ構成であることが明らか

になった．

 最後に第9章において，本研究の成果をまとめると

共に，今後の課題を述べる．
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論文調査の要旨

 プロセッサの高速化を図るハードウェア構成の手法

としては，従来パイプライン方式とVLIW（Very

Long Instruction Word）方式の2つの方式が考えられ

てきた．前者では，機能的に分割して行える作業を時

間的に多重化して並列実行を行い，また，後者に代表

されるプロセッサでは，プログラムに内在する命令レ

ベル並列性を利用した空間並列処理を行う．

 本論文では，これらの時間並列および空間並列処理

の双方を有効に利用でき，一層の高速化が期待できる

スーパースカラ・プロセッサの構成方式に関して，そ

の明確な分類法を提示するとともに，斬新な構成方

式・機構を系統的に提案している．さらに，それらの

機構を組込んだ試作プロセッサの性能をシミュレーシ

ョンによって評価し，そのハードウェア・コストおよ

び性能について論じている．本論文で得られている主

な成果は以下の通りである．

（1）スーパースカラ方式と従来のプロセッサとの位置

付けを明確にすると共に，スーパースカラ方式を，

i）ハザードの解消時点，ii）命令最適化時点および，

iii）機能ユニットの均質性，の3種類の基本選択肢に

より明確に分類している．スーパースカラ・プロセッ

サの存在意義を考慮した場合，動的なハザード解消を

行いオブジェクト・コードでの互換性を維持すること

が重要な要件であることから，提案した分類の中でも

特にDD（Dynamica11y－hazard－resolved， Dynamically－

code－dcheduled）型およびDS（Dynamically－hazard－

resolved， Statically－code－scheduled）型が構成方式と

して有用であることを明らかにしている．

（2）DD型スーパースカラ・プロセッサの設計および

性能評価を行っている．試作プロセッサでは，i）要

求される性能に見合うプロセッサを構築できるパイプ

ライン・スライス・プロセッサ構成法式，ii）先行す

る複数命令からの依存関係を表現する多重依存関係表

現法と動的コード・スケジューリング・アルゴリズム，

iii）分岐予測が外れた際に行う復元処理としての選択

的命令無効化方式，といった斬新な方式・機構を提案

している．提案方式・機構を備えたプロセッサをシミ

ュレーションにより評価した結果，従来構成のプロセ

ッサと比較して，原理的には，約1．9倍の性能向上が

可能であることを示している．一方，詳細な論理設計

を行った結果，提案方式・機構には，複雑かつ多大な

ハードウェアの投資や超高速素子の一部導入などが必

要となり，さらにLSIのピン数制限や基盤間の伝搬

遅延など現状のLSI技術において解決すべき問題点

があることを明らかにしている．

（3）DD型スーパースカラ・プロセッサの評価結果を

踏まえ，静的コード・スケジューリングの積極的な利

用によってハードウェアの軽量化と高速化が達成でき

る，DS型スーパースカラ・プロセッサの構成方式を

提案し，その性能評価を行っている．具体的なハード

ウェア機構として，i）分岐命令の分割化方式，静的

分岐予測法と分岐先バッファ法とを融合した高速命令

供給／早期分岐解消機構，h）スーパースカラ方式向

きの効率のよい割込み方式，iii）正確な分岐の保証と

ブースティングを実現する2重化レジスタ・ファイル

機構，iv）依存解析情報付きロド／ストア命令処理機

構など，数々の斬新な方式・機構を導入し，これらの

ハードウェアが現状のLSI技術のもとで容易に実装

可能であることを示している．また，上記機構を備え

るプロセッサをシミュレーションによって評価した結

果，局所コード・スケジューリングのみを施したベン

チマークを使用した場合，命令供給多重度を上げるこ

とで性能は従来プロセッサと比較して約1．5倍程度向

上している．さらにループ最適化を施すことにより平

均して3倍，最も並列度の抽出できるベンチマークに

対しては，約5．8倍の性能向上が得られることを明ら

かにしている．このように，DS型スーパースカラは

ソフトウェアとハードウェアのトレードオフの観点よ

り，均整のとれたプロセッサ構成であることを明らか

にしている．

 以上要するに，本研究はスーパースカラ方式に基づ

くプロセッサに関して，その実現上の課題を明確化す

るとともに，それらに対するハードウェア／ソフトウ

ェアによる均整のとれた解決手法を実証的に提示した

もので，情報システム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

のと認められる．
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論文内容の要旨

 人間が行う知的問題解決を計算機上で実現するため

には，問題解決に必要な知識すなわち，事実，ルー

ル，仮説等を計算機に記憶させなければならない．知

識ベースシステムとは，そのような知識を統一的に表

現，保存，追加，削除，推論するシステムである．知

識ベースシステムの研究は，人工知能研究の重要な課

題である．それについて，次の二つの問題を解決しな

ければならない．（a）知識ベースシステムがより広

い分野の知識を表現できるように，十分な表現力をも

った知識表現方法を提供すること．（b）計算機で使

える資源（時間，容量等）は有限であるから，そうし

た有限の資源の下での有効な推論方法を提供すること．

 （a）については，すでに多くの研究者が一階論理

や非単調論理，知識と信念の論理旧いろいろな形式的

な方法を提案してきた．しかし，それらに基づく推論

方法については，資源限定の立場からの研究はほとん

どなされていない．実用的で効率のいい知識ベースシ

ステムを実現するために，問題（b）に関する研究が

不可欠である．

 本研究では，特に推論時間を限定する立場から，知

識ベースKBから質問αを推論する基本的な手続き

KBトーαの停止性に注目し，知識ベースにおける時間

限定推論の定式化を行った．一階述語論理の決定不能

性により，上記の手続きの停止性は一般的に保証でき

ない．この問題に対処するため，本研究では，以下の

二つの観点から研究を行った．

 一つは時間限定推論という有限時間で推論を打ち切

る推論方式である．すなわち，KBトαのかわりに，

KBトーfαを扱う方式を採用する．これによって，一

階述語論理の決定不能問題を回避できる．しかし，時

間の制限によって，本来証明できるものが，証明でき

なくなることも生じうる．不完全な時間限定推論をよ

り有効にするために，本研究では，特別な構造をもつ

時間限定知識ベースシステムTBR（Time－Bounded

Reasoning）システムを構成し，それの真理保全，信

頼性，推論能力について検討した．そして，時間限定

推論の局所健全性と完全性を示した．これらの議論に

よって，時間限定推論は不完全であるにも拘らず，実

用上有効かつ合理的な推論方式であることが判明した．

 もう一つは十分な表現力をもつ停止可能な一階述語

論理の部分クラスおよび時間限定推論の時間関数fの

設定である．まず，知識，知識ベースの構造，および

それらと停止性の関連について分析し，局所縮小知識

ベースと局所弱縮小知識ベースを定義した．そして，

動的時間限定推論手続きを与え，それが局所（弱）縮

小知識ベースにおいて完全であることを証明した．さ

らに，その推論手続きが他の部分クラスにおいても有

効であることも示した．

 本論文は，こうした知識ベースシステムにおける時

間限定推論に関する研究をまとめたもので，8章から

なっている．

 第一章では，知識ベースシステムにおける時間限定

推論の研究背景，必要性と問題点を論じた．

 第二章では，以下の議論の準備として，論理プログ

ラミング，閉世界仮説，失敗による否定，暗黙推論，

真理保全等に関する基本的な概念と記号をまとめた．

 第三章では，まず，推論手続きを有限で停止させる

ため，時間限定推論を提案した．そして，時間限定推

論の不完全性に対処するために，特別な構造をもった

推論システムTBRを構成した．さらに，そのシステ

ムの真理保全，信頼性，推論能力について検討し，時

間限定推論の局所健全性と完全性を示した．

 第四章では，まず，知識や，知識ベースと停止性の

関連を検討し，局所縮小知識ベースと局所弱縮小知識

ベースを定義した．そして，時間関数を計算しながら

推論を進める動的時間限定推論手続きを与え，それが

上記の知識ベースにおいて完全であることを証明した．

さらに，他の研究との関連についても述べた．

 第五章では，時間限定推論の応用として，Reiterに

よる暗黙推論に時間限定推論の手続きを導入し，構成

可能かつ各構成ステップが有限停止性をもった新たな

拡張概念，すなわち，近似拡張（と部分拡張）を与え，

近似拡張がReiterの拡張を含んでいることを証明し

た．さらに，近似拡張と他の拡張の差を明らかにした．

 第六章では，暗黙理論に基づく時間限定知識ベース

システムについて考察した．まず，資源を節約し，不

必要な計算をできるだけ排除するために，利用者の質
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問による拡張構成法を示し，新しい質問形式と処理方

法を与えた．そして，この知識ベースシステムにおい

て，暗黙理論におけるいくつかの主要な概念について

より合理的な解釈を与え，この推論システムが，各時

点で利用者にとって「もっともよい信念集合」を自動

的に構成できることを示した．

 第七章では，時間限定知識ベースシステムの実現，

構成，各部分の機能について述べ，主要な操作アルゴ

リズムと実行例を与えた．

 第八章では，本研究のまとめを行い，研究を発展さ

せて行く上での問題点について議論した．

論文調査の要旨

 近年，知識ベースシステムの研究が盛んに行われて

いる．そうしたシステムを十分に機能させるためには，

（a）十分な表現力をもった知識表現法，（b）表現され

た知識に基づく高次の推論法，（c）有限な計算資源の

もとでの推論の実現法，などを研究開発する必要があ

る．（a），（b）については，これまで述語論理による

表現をもとにして帰納推論，非単調推論，類推等をは

じめとして様々な方法が提案され研究されてきた．

 本論文は，（c）に関するもので，特に各種の高次推

論に共通に現れる通常の一階述語論理における論理式

αを，公理（知識ベースKB）から演繹によって推論

する（KBトα）ために要する推論時間すなわち推論

段数を具体的に扱った最初の論文である．KB｝一αで

あるか否かの判定は，命題論理や特殊な述語論理では

計算可能であるが，関数記号を含んだような一般の述

語論理では計算不能である．したがって，一般の述語

論理における上記のKBトαなる判定に依拠した各

種の高次推論は，完全には計算機上で実現できない．

そこで，推論を適当な段数で打ち切る時間限定推論を

使わざるを得ない．本論分では，こうした時間限定推

論に関して以下のような基本的な成果を得ている．

 （1）推論を有限時間で停止させる時間限定推論の概念

を導入し，推論法としては本質的に不完全であるこの

時間限定推論に対処するために，推論結果をその信頼

性に応じて分類できる特別な構造をもった推論システ

ムTBRを開発している．また，そのシステムの真理

保全や信頼性，推論能力などについて研究し，時間限

定推論の局所健全性とある意味での完全性を明らかに

している．そして，こうした研究を通じて提案した時

間限定推論が，通常の意味では不完全であるにも拘ら

ず，実用的な推論方式であることを示している．

 （2）推論を有限時間で停止させるための時間関数につ

いて考察し，実用上十分な表現力を有し停止可能な一

階の言語の部分クラスと時間関数を設定している．具

体的には，知識および知識ベースの構造と停止性との

関連について分析し，局所縮小知識ベースと局所弱縮

小知識ベースというクラスを導入し，新しく動的時間

限定推論手続きを考案し，それがこうした知識ベース

に・おいて完全であることを証明している．さらに，こ

の推論手続きが，他のいくつかの部分クラスに対して

も有効であることを示している．

 （3）時間限定推論の応用という観点から，Reiterによ

る暗黙推論について考察している．暗黙推論において

推論可能な論理式は，拡張集合を求めることによって

得られるが，その拡張集合は，自己再帰的に定義され

るために構成的には得られない．そこで，まず暗黙推

論に令聞限定推論の手続きを持ち込み，構成可能でか

つ各構成ステップが有限停止性をもった近似拡張と部

分拡張という概念を新しく導入し，近似拡張がReiter

の拡張を包含していることを示し，同時に，新しく与

えた二つの拡張の違いを明らかにしている．

 （4）暗黙理論に基づく時間限定知識ベースシステムに

ついて研究し，計算資源を節約し，不必要な計算を極

力排除するためにユーザからの質問によって拡張を構

成する手法を示し，新しい質問形式と処理方法を与え

ている．そして，この方法により暗黙理論における

種々の概念について合理的な解釈を与え，各時点で

ユーザにとって最も良い信念集合が自動的に構成され

ることを示している．

 以上要するに，本研究は知識ベースシ、ステムにおけ

る各種の高次推論に共通して使われる一階述語論理の

推論を有限時間で打ち切る時間限定推論を導入し，基

本的な課題の解決とシステムの構築を行い，完全性の

保証された時間限定推論可能なクラスを設定し．さら

に暗黙推論について時間限定推論の観点から論じたも

ので，情報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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 関数型プログラミング言語における型推論や定理の

証明系の基礎理論として型の理論がある．

 旧来のプログラミング言語では，データ構造は定ま

った基底型から配列やレコード，ポインタなどにより

構成され，それぞれのデータ構造に対して手続きや関

数は個別に構成される．基底型が異なっても同様に構

成される一般的なデータ構造に対し，その操作を一般

的に表現できる多相型プログラミング言語が実働化さ

れている．旧来の言語では，型の整合性検証だけでよ

かったが，ここではプログラムを表わすラムダ項にお

ける各変数についての型の推論を行ない，最も一般的

な型（主型）を求めなければならない．実際の処理系

は，二型を求めるのみで，三型を得たときの型付けの

構造自体はこれまで解明されていない．

 ラムダ項が型をもつことの形式的表現がラムダ項の

型付けの体系である．型付けの体系において，型α→

βを含意命題とみなし，与えられたα→βを型として

もつラムダ項を構成するのが証明系である．構成され

たラムダ項は，直観主義含意命題論理の自然推論の体

系における証明図となる．資源やプロセスの論理とし

て，近年多くの研究がなされている線形論理の命題に

ついては，構成されるラムダ項は各変数が丁度一回だ

け現られるようなBCIラムダ項となる．直観主義含

意命題論理から縮約推論規則を取り除いた論理体系で

あるBCK論理については，各変数が高々一回しか現

われないようなBCKラムダ項となる．この対応は，

構造に関する部分推論規則から定まる論理と，制限の

ついたラムダ項の間でも一般的に成り立つ．

 本研究は，ラムダ項の二型に対する型付け図形の特

徴付けを行い，ラムダ項の型付け図形の構造解析によ

り，一般の証明図の構造を明らかにしたものであり，

7章からなる．

 第1章では，他の研究との関連からこの領域におけ

る本研究の位置づけを述べた．

 第2章では，ラムダ項の主骨に対する型付け図形の

構造を一般的に解析した．型付け図形において，ある

同一の型の出現が連結しているという概念を導入した．

連結に沿って型の置き換えを行なっても，結果が型付

け図形となる連結を幹という概念で定式化した．同一

変数の出現がすべて連結していて，幹の連結はすべて

型変数であることが型付け図形が主型である必要十分

条件であることを示した．したがって，異なる幹の連

結を新しい型変数で書き換えることで，与えられた型

付け図形から同じラムダ項に対する主型の型付け図形

が得られる．これは，関数型プログラミング言語の型

推論の基礎である「項が型をもてば凹型をもつ」とい

う二型定理のより直接的な証明である．また，型変数

に付随する型付け論理式という概念を導入して，一般

のラムダ項とBCIWラムダ項に対する逆主骨定理の

新しい証明を与えた．これは論理におけるD完全性

に対応する．

 第3章では，BCKラムダ項の主型についての型付

け図形の構造を詳細に解明した．標準形のBCKラム

ダ項に対しては，主型を対応させる関数が1対1とな

ることを示した．この定理の系として，BCK論理に

おいて極小な論理式の標準形の証明図は唯一であるこ

とを示した．

 第4章では，線形論理の含意部分論理であるBCI

論理の証明図の構造をBCIラムダ項を用いて解明し

た．BCIラムダ項の主型が二属性をもつことを示した．

型付け図形における各型変数の出現場所に注目し，あ

る型に現われる型変数の依存関係を導入した．この関

係で定まる有向グラフを用いて，BCIラムダ項の主型

の特徴付けを与えた．

 第5章では，証明図が唯一となるような論理式につ

いて解析した．証明図の唯一性が知られている論理式

は，各変数の出現が高々2回である平衡な論理式に限

定されていた．平衡な論理式の証明図の唯一性は，序

論におけるコヒーレンス定理に対応したものである．

まず，平衡な論理式の証明図はBCK論理の証明図で

あることを示した．4章で定義した型変数の依存関係

と平衡1生の関係を明らかにし，平衡性を拡張し弱平衡

性を定義した．すべての必須な変数について，丁度2

回出現しかつ異なる符号で出現しているとき，その型
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は弱平衡という．弱平衡な論理式のベータ・イータ正

規形の証明図は唯一となることを示した．BCK論理

の最小論理式はベータ・イータ正規形のBCKラムダ

項の主型と一致することを示した．従って与えられた

BCK論理式の証明図全体は，その論理式を代入で生

成するような最小論理式の集合と1対1に対応する．

これにより，BCK論理における証明図の構造が完全

に解明できた．

 第6章では度数が高々2の論理式について，その証

明図全体が文脈自由文法で記述できること判示した．

 第7章では本研究で得られた結果をまとめ，今後の

課題について述べた．

論文調査の要旨

 PascalやCなどの旧来のプログラミング言語では，

データ構造は整数や実数などの固定された基底型から

配列やレコード，ポインタなどを使って構成し，手続

きや関数はそれぞれのデータ構造に対して個別的に構

成しなければならない．一方，異なった基底型に対し

ても一様にデータ構造を定義でき，その操作も一般的

に表現できる多層型の関数型プログラミング言語につ

いての研究が進み，いくつかの処理系も実働化されて

いる．こうした関数型言語では，プログラムを表すラ

ムダ項における各変数の型の推論を行い，判型を求め

る必要がある．しかし，主型を求めるときの型付けの

構造については未だ十分には解明されていなかった．

 型付けは，ある種の論理における証明系とも密接な

関係がある．すなわち，型α→βを含意命題とみなせ

ば，この論理の証明系によってα→βを型としてもつ

ラムダ項を構成することができる．こうして構成され

たラムダ項は，直観主義含意命題論理の自然推論の体

系における証明図となる．また，資源やプロセスの論

理として最近注目されている線形論理の命題について

は，構成されるラムダ項は，各変数が丁度一回だけ現

れるようなBCIラムダ項となる．このような対応は，

構造に関する推論規則を制約して定まる各種の論理と

の間でも成立するものである．

 本論文は，こうしたラムダ項の主型に対する型付け

図形の特徴付けを行い，ラムダ項の型付け図形の構造

解析によって，一般の証明図の構造を究明したもので，

以下に示すような重要な結果を得ている．

 （1）与えられた型付け図形に出現する同一の型の間に

連結という概念を導入し，連結に沿って型の置き換え

を行っても結果がやはり型付け図形となる連結を幹と

いう概念で定式化し，これらの概念でもって主型とな

る型付け図式の特徴付けを行っている．この特徴付け

によって，与えられた型付け図形から同じラムダ項に

対する主型の型付けが求められることを示し，これま

で証明が面倒であるとされていた関数型言語の基礎で

ある主型定理に直接的な証明を与えている．また，一

般のラムダ項とBCIWラムダ項に対する逆主型定理

の新しい証明も与えている．

 （2）直観主義含意命題論理から縮約規則を除いた

BCK論理との関連で， BCKラムダ項の型付け図式の

構造を詳細に研究し，標準形のBCKラムダ項に対し

ては主型を対応させる関数が1対1となることを示し

ている．この定理を使ってBCK論理における極小な

論理式の標準形の証明図が唯一であることを証明して

いる．また，BCIラムダ項を用いてBCI論理におけ

る証明図の構造を解明し，型変数問の関係で定まるあ

る種の有向グラフを用いてBCIラムダ項の押型の特

徴付けを行っている．

 （3）各変数の出現が高々2回であるような平衡な論理

式の証明図は唯一であり，その唯一性は圏論における

コヒーレンス定理に対応したものであることが知られ

ていた．このような証明図が唯一となる論理式につい

て解析し，平衡な論理式の証明図はBCK論理の証明

図であることを証明している．また，平衡性を拡張し

て弱平衡という概念を導入し，弱平衡な論理式のベー

タ・イータ正規形の証明は唯一であることを示し，

BCK論理の最小論理式はベータ・イータ正規形の

BCKラムダ項の主型と一致することを示している．

したがって，BCK論理における一つの論理式に対す

る証明図の全体は，その論理式を代入で生成するよう

な最小論理式の集合と1対1に対応することになる．

こうして，BCK論理における証明図の構造を完全に

解明している．

 （4）証明の計算量に関する考察を行い，論理式のある

種の複雑さを示す度数が高々2である論理式に対して

は，その証明図全体がある種の文脈自由文法で記述で

き，したがって，証明の可能性が多項式時間で判定で

きることを示している．この結果から，度数が3以上

の場合にはPSPACE完全であることが知られている

ので，ある常識的な仮定のもとでは，度数2と3との

間に本質的な差異のあることが明らかになった．

 以上要するに，本論文は関数型プログラミングにお
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ける型推論の基礎をなす，ラムダ項の主型に対する型

付け図形の特徴付けを行い，ラムダ項の型付け図形の

構造解析を行い，一般の証明図の構造を完全に解明し

たもので，情報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．

 氏名（本籍）栗原照夫（東京都）

 学位記番号 総理工甲乙第162号

 学位授与の日付 平成4年3月27日

 学位論文題目 トロポノイドおよびアズレノイド

         類の電子状態と反応性

 論文調査委員

（主査）

（副査）

九州大学教授
 〃        〃

〃

〃

〃

〃

論文内容の要旨

竹 下   齋

小 川 禎一郎

西 村 幸 早

稲 津 孝 彦

 七員環状共役化合物の化学を母体とする新奇芳香族

化学は有機化学の中でも今世紀後半以降に誕生し，著

しく発展しつつある新しい分野であるが，その研究対

象は基礎的な分野に限られてきた．近年，機能物質に

占める有機化合物の重要性が高まるにつれ，新たな構

造要素を持つ有機化合物として，種々の新奇芳香族化

合物の物性が注目されるに至った。この観点から，特

異な電子構造を持つ非ベンゼン系芳香族化合物の基本

的な化学的および物理化学的性質を今日の1／ベルで再

検討することは極めて重要である。本論文は最も基本

的で多くの誘導体が合成されている単環性誘導体であ

るトロボロン，双環性のアズレン誘導体，および並び

に関連する多環誘導体の芳香族性の評価並びにその反

映としての反応性について理論的な検討を加えた結果

を7つの章に記述した．

 第一章は序論であり，本研究の背景と意義を述べた．

 第二章では非ベンゼン系芳香族化合物のように，構

造上，環構成炭素の原子価角度に大きな摂動を受け，

結合交替があり，不均一な電荷分布を持つヘテロ原子

を含む奇数員環系に対する分子軌道法の取り扱いは今

日でも困難である．近年，精密なMNDO， AM1， ab in－

itio法がかなり複雑な構造を持つ芳香族化合物にも適

用されるに至ったが，中には簡便さの点で実用的でな

いものもある．最近，このような系にも信頼性の高い

結果を与えることから注目されている，相原のグラフ

理論による共鳴安定化の評価，およびGimarcのヘテ

ロ原子置換に対する等電子構造問の電子密度の相関則

を適用した．即ち，ヘプタフルベンの末端位置を酸素，

窒素，イオウ，で置換したトロポン，トロポンイミン，

トロポンチオンかそれぞれ母体よりも安定化している

理由を母体炭化水素の電子密度最大位置をヘテロ原子

で置換したためであり，且つ，その順序はヘテロ原子

の電気陰性度の順序と一致することが判った．これに

よって，後続章で行った計算の妥当性を確かめた．

 第三章においては下下性トロボロンの電子状態を計

算し，その電子状態から反応性を解析した．その結果，

天然に産生する生理活性トロボロン類がいずれも電子

密度の高い位置に電気陰性度の大きい置換基を持つこ

とを見出した．これによって，生体反応において，生

成物の安定性が生成経路を選択すると云うベンゼン系

芳香族天然物の例を非ベンゼン系芳香族に拡張した．

また，活性トロポノイドで見られるベンゼン系の安息

香酸誘導体への転位の経路について，置換基効果につ

いて合理的な説明を与えた．

 第四章ではナフタレンの異性体に当り，典型的な平

町非ベンゼン系誘導体であるアズレン類の電子状態を

計算：し，反応性との比較を行った．即ち，アズレン骨

格上の炭素原子を電気陰性度の大きい窒素原子に順次

交換し，共鳴安定化の程度を評価した．また，種々の

アルキル基およびヘテロ原子によるアズレン系共役構

造の共鳴安定化に対する摂動を解析し，いずれも，実

験上の知見とよく対応する結果を得た．

 また，仮想的な母体炭化水素のビスメチレンアズレ

ンの末端炭素を酸素に替えた誘導体に当るアズレンキ

ノン類の電子状態を計算した．その結果，アズレン類

の自動酸化で実際に単離されるアズレキノン類は総て

計算から安定と予言されたものに限られることが判っ

た．

 第五章では，前章の結果に基づき，代表的なアズレ

ン誘導体であるグアイアズレンのN一プロモコハク酸

イミドとの反応を行った．その結果，イソプロピル基

のスピロシクロプロパン中間体を経るノルマルプロピ

ル基への転位を含む一見異常反応が認められたが，

N一プロモコハク酸イミドによるラジカル的な臭素化

に際して基質が高い極性を持つために起こったもので，

前述の計算結果の妥当性を示している．

 第六章では，六戸環を縮合したベンゾ［b］シクロヘ

プタ［e］［1，4］オキサジン類の電子状態と反応性を解析
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した．六野芳香環と縮合したトロポノイドは早早下部

の共鳴安定化の寄与が減少することが知られている．

六員環部に電子供与性のヘテロ原子を導入すると，七

員環の分極に有利になる．今回，このことを確かめる

ために計算を行い，即下環の隣接位に酸素，窒素を持

つベンゾ［b］シクロヘプタ［e］［1，4］オキサジン類の共

鳴安定化，生成機構，反応性を検討した．更に，イオ

ウ素，窒素を持つベンゾ［b］シクロヘプタ［e］［1，4］チ

アジン類についても計算し，実際の反応結果をよく説

明することが出来た．

 第七章は結論で本研究から得られた知見を総括した．

論文調査の要旨

 近年，機能物質に占める有機化合物の重要性か高ま

るにつれ，新たな構造要素を持つ化合物の物性の研究

が注目されている．

 この観点から，特異な電子構造を持つ非ベンゼン系

芳香族化合物の基本的な化学的および物理的性質を信

頼性の高い分子気道法の取扱いで統一的に理解するこ

とが重要である．しかしながら，従来，有機化学的に

得られた知見を分子軌道法を始めとする理論的取り扱

いによって再現することは極めて不十分であった．従

って，構造化学的に歪みを持っているこの群の化合物

の性質に対し，今日のレベルで理論的な検討を加える

ことが要望される．

 本論文は最も基本的で多くの誘導体が合成されてい

る単環性誘導体であるトロボロン，平門性のアズレン

誘導体と関連する多環誘導体の芳香族性の評価並びそ

の反映としての反応性について理論的な検討を加え，

以下に述べる注目すべき結果を得ている．

 1．環構成炭素の原子価角に大きな歪みを持ち，電

荷分布が不均一なヘテロ原子を共役系に含む奇数員環

に対する分子軌道法の取り扱いを種々試みた．その中

で，かなり複雑な構造を持つ芳香族化合物にも適用さ

れ，信頼性の高い結果を与えることから注目されてい

るGimarc則が非ベンゼン系芳香族化合物にも適用出

来ることを示した．即ち，トロポン，トロポンイミン，

トロポンチオンはそれぞれが母体共役炭化水素である

ヘプタフルベンの電子密度の高い末端位置を酸素，窒

素，イオウなど，電気陰性度の高いヘテロ原子で置換

したものに相当し，その安定性の順序はヘテロ原子の

電気陰性度の順序と一致することを示した．

 2．相原のグラフ理論によって，単環性トロボロン

の共鳴安定化を評価し，その電子状態から反応性を解

析した．その結果，天然に産生する生理活性トロボロ

ン類がいずれも電子密度の高い位置に電気陰性度の大

きい置換基を持つことを指摘した．

 3．活性トロポノイドの一種である2，7一ジハロ

トロポンからベンゼン系の2一ハロ安息香酸誘導体へ

の転位の置換基効果について，脱離能の大きなハロゲ

ン置換基が保持されることを中間体の電子状態から合

理的に説明した．

 4．ナフタレンの異性体で，典型的な双環非ベンゼ

ン系誘導体であるアズレン類の電子状態を計算し，反

応性を考察した．アズレン骨格上の炭素原子を電気陰

性度の大きい窒素原子に順次交感し，共鳴安定化の程

度を評価し，実験上の知見とよく対応する結果を得た

 5．アズレンキノン類の安定性を評価するために，

仮想的な母体共役炭化水素のビスメチレンアズレンの

電子状態を計算した．その結果，アズレン類の自動酸

化で実際に単離されるアズレンキノン類は総て

Gimarc則に合致することを示した．

 6．代表的なアズレン誘導体であるグアイアズレン
               メのN一プロミコハク酸イミドとの反応において，スピ

ロシクロプロパン中間体を経るイソプロピル基からノ

ルマルプロピル基への転位反応を見出し，基質が高い

極性を持つために起こったことを示した．

 7．駅員環を縮合したベンゾ［b］シクロヘプタ［e］一

［1，4］オキサジン類およびベンゾ［b］シクロヘプタ［e］一

［1，4］チアジン類の電子状態と反応性を解析し，実際

の反応結果をよく説明することに成功した．

 以上，要するに本論文はトロポノイドを始めとする

七員環状化合物の特異な共役構造を持つ分子の反応性

を統一的に説明することに成功したもので，その成果

は有機物理化学，有機合成化学上，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

ものと認められる．
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 ガス漏れ警報器（以下，警報器と略記）は都市ガス

やLPガスなどの漏洩を検知し，警報を発する機器で，

現在，年間約450万台が生産され，ガス漏れによる事

故の防止に役立っている．その心臓部ともいうべきガ

ス検知部には専らSnO2系ガスセンサが使用されてお

り，このセンサが警報器の発展普及を支えてきたとい

える．しかし，警報器の普及が拡大するにつれて新た

な問題点も明らかになってきた．すなわち，警報器を

地下街レストランの厨房のように水素やアルコール等

の雑ガスを多量に発生し．かつ高温多湿な場所に設置

した場合，水素やアルコールなどの警報ガス濃度が経

時的に低下して，誤動作を多発するようになるという

いわゆる高感度化現象をおこすことが明らかになった．

この高感度化現象は，信頼性が重視される防災機器に

とって極めて重大な問題である．本研究はこのような

背景のもとに行われ，高感度化現象の原因となる

SnO2系センサの特性変化を究明するとともに，それ

を基礎として特性変化を抑止するための有効な安定化

剤を見出し，それによってSnO2系ガスセンサの長期

安定性を飛躍的に向上させることに成功した．本論文

はこれらの成果をまとめたものである．

 第1章では，半導体ガスセンサに関する既往の研究

やSnO2系ガスセンサの現状と課題などを概観すると

ともに，本研究の目的および概要を述べた．

 第2章では，高感度化現象の実態を調査するためフ

ィールドで使用したSnO2系センサの特性変化を詳細

に追究するとともに，それを実験室的に再現するシミ

ュレーション実験法を検討した．3年間のフィールド

使用で高感度化したセンサの電気抵抗一温度特性を

種々の雰囲気下で調べ，素子抵抗が空気中および被検

ガス中のいずれでも新品センサに比べて著しく低下し

ている，空気中の素子抵抗が極大となる温度が高温側

にシフトしている，350℃以上での水素感度が増大し

ている，などの特徴を明らかにした．雑ガスが多量に

発生するフィールドではセンサの作動温度が清浄な雰

囲気中での作動温度（350℃）よりも100℃以上も高く

なると予想され，このような熱履歴が高感度化の原因

であるとの推定のもとに素子を高温に保持して高感度

化を再現するというシミュレーション実験法を試み，

新品センサを素子温度450℃で長期間（90～144日）清

浄空気中に保持すると，上記の高感度化したセンサの

特徴が再現できることを明らかにした．さらに，この

試験によってSnO2結晶子径が変化しないことや試験

後のセンサ素子を室温で加湿空気中に保持すると，約

40日後には新品センサの特性をほぼ完全に回復するこ

とを認め，450℃でのシミュレーション試験により不

可逆的な変化を伴わないセンサ素子の変化が追跡でき

ることを明らかにした．

 第3章では，シミュレーション実験を併用すること

により，SnO2系ガスセンサにおける上記の経時的特

性変化の原因を表面化学的な観点から追求した．セン

サを450℃で長時間作動させると時間経過とともに酸

素の脱離開始温度が高温側にシフトし，200～500℃域

での脱離酸素量が減少することを見出し，これが素子

抵抗の低下および酸化活性の低下による350℃以上で

の水素感度の増大をよく説明できることを明らかにし

た．一方，シミュレーション実験の経過時間とともに，

300℃以上の温度域における水の脱離量（吸着水量）も

減少するが，その挙動は素子の特性変化と相関してい

ないことがわかった．これらのことから高感度化現象

は，吸着酸素量の減少が主因であり，吸着水量の減少

は直接関与していないと結論した．シミュレーション

実験後のセンサを室温において加湿空気中に放置する

と吸着水量が増加するが，それとともに低温域で脱離

する吸着酸素が増大することから，水蒸気存在下で促

進される吸着酸素が存在し得ることが室温加湿空気中

処理により素子抵抗が回復する理由であると推定した．

 第4章では，SnO2系ガスセンサの経時変化を抑止

する安定化剤を探索するとともに，実用的観点から安

定化したセンサ素子の諸特性を検討した．31種類の金

属元素の添加物について，各元素を添加したときの

SnO2系ガスセンサの経時安定性に及ぼす影響を調べ，

レニウムとバナジウムが安定化に最も有効な添加物で

あることを見出した．これらの添加物は水素加速試験

による素子抵抗変化に対して著しい抑制効果を示し，

特に1．46mol％Reと0．71mol％Vを共に添加した素子

（Re－V添加素子）は極めて安定性に優れ，水素加速

試験，実使用条件下での長期試験いずれにおいてもほ

とんど特性変化をおこさないことを明らかにした．ま
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た，Re－V添加素子のガス検知特性や種々の試験条件

下での耐久性を調べ，実用上全く問題がないことを確

認した．

 第5章では，SnO2系ガスセンサに対するReとV

の安定化効果発現のメカニズムを検討した．Re－V添

加素子を550℃に長期間保持すれば無添加素子と同程

度にSnO2の結晶成長がおこることから，前節で示し

た安定化効果はSnO2の表面化学的な性質の安定化に

関係するものと推定される。一方，室温～550℃の範

囲で酸素吸着一昇温脱離の実験を繰り返すと，無添加

素子では酸素脱離量が実験を繰り返す毎に大きく減少

するのに対して，Re－V添加素子では酸素脱離量がほ

とんど変化しないことを見出した．この結果は，

Re－V添加によりガス感度が安定したこととよく対応

するものであり，SnO2上に分散担持されたReとV

の酸化物が，気相から酸素を取り込んでSnO2に送り

こむ酸素供給体として働き，SnO2への酸素吸着を円

滑におこさせる作用があるものと推定した．

 第6章では，電子スピン共鳴法（ESR）を用いて

SnO2系ガスセンサの素子表面上に生成する吸着酸素

種を検出し，その帰属を行った．種々の条件下で

SnO2への酸素吸着を検討した結果SnO2には， ESR

活性な吸着酸素として02一とO一が生成することを

確認した．これらの吸着種の熱安定性を検討した結果，

いずれも300℃以下で大部分脱離することがわかった．

それに比べてセンサの実使用温度（350～550℃）が十

分に高いこと，および02一は02一や0 より・も熱安

定性が高いとされていることから，センサの実使用条

件下で存在し，ガス検知に関与する吸着酸素は02一

であると推定した．

 第7章では，本研究の総括を行った．

論文調査の要旨

 酸化スズ系ガズセンサ（以下センサと略記）は，都

市ガスやLPガスなどが接触すると敏感に電気抵抗を

低下させるところがら，ガス漏れ警報器に用いられて

いる．しかし，水素やアルコールなどの雑ガスが常時

多量に発生する場所に設置すると，警報ガス濃度が経

時的に低下して誤報を発するようになる，いわゆる高

感度化現象が見出され，重大問題となった．本論文は，

高感度化の本質の究明及びそれを基礎とする抑止法の

発明によって，この問題を解決に導いた一連の研究を

まとめたもので，得られた主な成果はつぎの通りであ

る．

1．3年間のフィールド使用で高感度化したセンサ素

子は，素子抵抗が初期値より著しく低下している，

350℃以上での水素感度が増大している，などの諸特

徴をもつことを見出している．シミュレーション実験

により，新品センサを清浄空気中通常の動作温度より

100℃高い450℃に90～144日間保持すれば，このよう

な特性変化が再現できることを示し，高感度化が雑ガ

ス中でセンサが経験した高温履歴に由来することを指

摘するとともに，このセンサが加湿空気中室温で保持

すると約40日で新品センサの特性を回復することを見

出し，特性変化がSnO2の表面物性に関係しているこ

とを指摘している．

2．450℃で保持されたセンサでは，時間経過ととも

に昇温脱離スペクトルにおける200～500℃での脱離酸

素量が減少することを見出し，これがSnO2のH2酸

化活性の経時的低下やそれに伴う350℃以上での水素

感度の経時的増大と極めて良く対応していることや，

センサを室温加湿空気中保持すれば酸素吸着が回復す

ることなどを明らかにしている．これらの結果から，

高感度化がSnO2の酸素吸着量の減少に起因するとい

う重要な結論を得ている．

3．安定化剤の添加によってセンサの経時変化を抑止

するという発想のもとに，31種類の金属酸化物の添加

効果を調べ，ReとVの酸化物が最も優れていること

を見出している．また，ReとVの共添加はさらに有

効で，SnO2に対し1．46および0．71mol％のReおよび

Vを共添加したセンサ素子（Re－V添加素子）は，実

使用条件下での長期試験，加速試験のいずれにおいて

も，ほとんど経時変化をおこさないという重要な知見

を得ている．

4．室温～550℃の範囲で酸素吸着一平温脱離実験を

繰返すと，従来のセンサ素子では実験回数の増加とと

もに酸素脱離量が大きく減少するのに対し，Re－V添

加素子では全く変化しないことを見出し，これから

SnO2上に分散担持されたReとVの酸化物がSnO2

の酸素吸着を促進する働きをし，センサ感度の安定化

をもたらすことを明らかにしている．

5．SnO2上の酸素吸着種として02一と〇一の生成を

電子スピン共鳴法により確認する一方，これらの吸着

種がセンサの使用温度では不安定であることを認め，

これらより熱安定性が高い02一がセンサ特性に関与

する吸着酸素種であることを指摘している．
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 以上要するに，本論文は，SnO2系ガスセンサの高

感度化が，SnO2の酸素吸着量の減少に起因すること

をつきとめ，ReとVの酸化物を共添加して酸素吸着

を促進すれば，それが抑止できることを明らかにした

もので，センサ工学，表面化学，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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 Fe－B－Si・系アモルファス合金は，鉄損が方向性ケイ

素鋼版の約1／5ときわめて小さいため，省エネル

ギー型の電力用トランス鉄心材料としての実用化が要

望されている．実用化に際しても最も重要な問題はア

モルファス構造の安定性であるが，この問題の中心と

なる構造緩和の詳細な研究は少ない．構造緩和はアモ

ルファス構造の本質と密接に関連した現象であり，そ

の解明は不規則系の物性を理解する上で重要である．

本論文は，構造緩和の機構とその速度論，緩和過程で

の原子の再配列挙動およびアモルファス構造と構造緩

和との関連を解明するとともに，実用化の際に必要と

なる冷間圧延が構造や物性に及ぼす影響を明らかにす

ることを目的として行った研究をまとめたものであり，

以下の7章から構成されている．

 第1章は序論，本研究の意義および目的を述べた．

 第2章では，本研究に用いた試料の作製法および実

験方法について述べた．

 第3章では，作製したままのアモルファス合金の焼

鈍による構造緩和過程を電気抵抗測定およびメスバウ

アー分光分析により検討し，緩和過程での原子の配列

挙動を明らかにした．液体状態からの超急冷のために

不安定な位置で凝固させられた各原子は，焼鈍により

自由体積の消滅や再分布を伴って原子間ポテンシャル

のより安定な位置へ変位し（トポロジカルな短範囲規

則化），アモルファス構造の擬平衡状態が出現するこ

とを指摘した．またトポロジカルな短範囲規則化によ

りFe原子の周りの最隣接Fe原子数の分布が変化し，

平均の最隣接Fe原子数が増加することを見いだした．

分子場理論を用いて，この二一i接Fe原子数の増加か

ら焼鈍によるキュリー温度の上昇を説明した．

 第4章では，アモルファス構造の安定性と密接に関

連した物性の可逆的変化を伴う構造緩和過程について

詳しく検討した．予備焼鈍を施した試料では特定の焼

鈍の繰り返しに対して電気抵抗が可逆的に変化するこ

とをはじめて見いだした．これは各焼鈍温度に対応し

たアモルファス構造の擬平衡状態間で可逆的な構造変

化が起こっていることを示しており，Fe原子とSi原

子の短期間の拡散による配位の変化（化学的短範囲規

則性の変化）によることを指摘した．また，このよう

な可逆的構造緩和に伴う，電気抵抗のクロスオーバー

現象や比熱の可逆的変化の熱処理依存性から，この緩

和過程の活性化エネルギーは分布を有することを示す

とともに，比熱の可逆的変化を理論的に解析すること

により活性化エネルギーの分布を求めた．

 第5章では，第3章および第4章で示した構造緩和

による物性の変化挙動とアモルファス構造との関連に

ついて述べた．本アモルファス合金の構造は，Fe原

子とB原子によって占められたA1領域とFe原子と

Si原子によって占められたA2領域とが数nmスケー

ルで混合状態にある構造モデルにより記述できること

を，巨視的あるいは微視的構造に依存する多くの物性

の組成依存から示した、作製したままの試料の構造緩

和に伴う電気抵抗やメスバウアーパラメータの変化挙

動の合金組成による違いは，この構造モデルにより説

明できることを指摘した．また予備焼鈍した試料で観

測される電気抵抗や比熱の可逆的な変化は，この構造

モデルにおいてFe原子とSi原子によって占められ

た領域内での可逆的な構造変化によって説明できるこ

とを指摘した．

 第6章では，冷間圧延が物性や構造に及ぼす影響に

ついて詳しく調べるとともに，圧延によって劣化する

磁気特性の改善の方策を述べた．冷間圧延によってア

モルファス構造はトポロジカルにはより乱雑化するこ

と，また圧延前にはほぼ試料面内に配向していた磁気

モーメントが，全体としてランダムな配向に近づくこ
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とを明らかにした．ヤング率やFe原子の無反跳分率

は5％程度の冷罵圧延でFe原子間距離の増加のため

大きく減少するが，さらに圧延すると歪みの増加によ

り次第に圧延前の値に戻ることを示した．また冷間圧

延によって失われる軟磁性材料としての特性はキュ

リー温度以上，結晶化温度以下で焼鈍することにより，

短時間で圧延前の状態まで回復することを指摘した．

 第7章は結論で，本研究を通じて得られた成果を総

括した．

論文調査の要旨

 構造緩和は単にアモルファス合金にとどまらず非平

衡状態にある物質の本質的な性質のひとつであり，構

造緩和の解明は不規則系物質の構造や物性を理解する

上で極めて重要である．また，構造緩和は多くの物性

に影響を及ぼすため，これらの物質を実用化する場合

にはこの現象を十分に理解しておく必要がある．

Fe－B－Si系アモルファス合金は，鉄損が極めて低く，

方向性ケイ素鋼板に換わる省エネルギータイプの電力

用トランス鉄心材料として注目されており，構造緩和

によるアモルファス構造の経年変化を見極めることが

実用化に際する重要課題である．

 本論分は，Fe－B－Si系アモルファス合金の構造緩和

を電気抵抗測定，比熱測定およびメスバウアー分光分

析により調べるとともに，実用化の際に問題となる冷

                       ノ問圧延が構造や物性におよぼす影響について検討した

ものであり，以下の成果を得ている．

1．作製したままのアモルファス合金の焼鈍による構

造緩和では，液体状態からの超急冷によって不安定な

位置で凝固させられた成分原子が，自由体積の減少を

伴って原子問ポテンシャルのより安定な位置へ変位す

る，いわゆるトポロジカルな短範囲規則化によってア

モルファス構造の安定化が進行し，その結果アモルフ

ァス構造の擬平衡状態が出現することを明らかにして

いる．また，トポロジカルな短範囲規則化により磁気

の担い手であるFe原子の周りの環境が変化し，平均

の最隣接Fe原子数が増加することを指摘するととも

に，分子場理論を用いて焼鈍によるキュリー温度の上

昇を説明している．

2．予備焼鈍を施した試料では，焼鈍温度の変化に対

して電気抵抗が可逆的に変化することをはじめて見い

だし，Fe原子とSi原子の短範囲の拡散による配位の

変化，すなわち化学的短範囲規則性の変化によるもの

であるこどを明らかにしている．これは各焼鈍温度に

対応したアモルファス構造の擬平衡状態間での可逆的

な構造変化を意味し，安定なアモルファス構造の存在

を示唆するものであり，実用上重要な知見である．

また，このような可逆的構造緩和に伴う電気抵抗のク

ロスオーバー現象や比熱の可逆的変化の熱処理依存性

から，この緩和過程の活性化エネルギーは分布を有す

ることを示すとともに，比熱の可逆的変化の理論的解

析により活性化エネルギーの分布を求めている．

3．本アモルファス合金の構造は，Fe原子とB原子

によって占められた領域とFe原子とSi原子によっ

て占められた領域とが数nmスケールで混在状態にあ

る構造モデルにより記述できることを示している．こ

の構造モデルにより，作製したままのアモルファス合

金の構造緩和に伴う物性の変化挙動の合金組成による

違いおよび予備焼鈍した試料で観測される電気抵抗と

比熱の可逆的変化を説明している．

4．冷間圧延によりアモルファス構造はトポロジカル

にはより乱雑化し，圧延前にはほぼ試料面内に配向し

ていた磁気モーメントが全体としてランダムな配向に

近づくことを明らかにしている．また，ヤング率は

5％程度の圧延でFe原子間距離の増加のために大き

く減少するが，さらに圧延すると歪みの増加により次

第に圧延前の値に戻ることを見いだしている．さらに，

冷間圧延によって失われた軟磁性材料としての特性は

キュリー温度以上，結晶化温度以下での焼鈍により短

時間で回復することを明らかにしている．

 以上，要するに本論分はFe－B－Si系アモルファス

合金の構造緩和の機構とそのアモルファス構造との関

連を解明し，安定なアモルファス構造の存在を見いだ

すとともに，構造や物性におよぼす冷問圧延の影響を

明らかにしたもので，金属工学および材料物性学に寄

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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 エネルギーを大量消費する快適な文明社会は，同時

に低濃度ではあるが大量の有害物を排出し，生活環境

の劣悪化を招来している．とくに人口過密な都市部で

は利用できる土地の二塁化と，密閉空間の出現により

大気環境の低下が著しい．SOx， NOx， CO，アンモニ

ア等が，化石エネルギーの利用及び人間の生命維持に

より発生する有害あるいは不快な気体排出物である，

健康で快適な生活を営むには，これらの排出物の捕捉，

無害化する省エネルギー，コンパクトでハンディーな

技術の創出か強く期待されている．

 我が国においては，産業から排出されるSOx及び

NOxについては，大規模な固定化ならびにアンモニ

ア還元無害化装置によって浄化が実施され，我が国の

大気環境保全に大きく貢献している．しかし，必ずし

も簡便でコンパクトな装置が実現しているわけではな

く，都市部の限定された空間での利用はほとんど不可

能である．

 本研究は，ピッチ，ポリアクリロニトリル，フェノ

ール樹脂から調製された活性炭素繊維及びそれらの硫

酸賦活品のSOx捕捉能，アンモニア吸着能，及びそ

の再生，低温でのNO－NH3反応による脱硝能を調べ，

それぞれの反応に対する炭素表面の活性点を解明し，

一層優れた性能の付与と実用化の可能性を究明した．

 第1章では，本研究の背景と目的をまとめた．大気

汚染と環境保全の重要性，これに対する保全技術の現

状及び課題について概説し，新しい機能的触媒あるい

は吸着剤としての活性炭素繊維への期待，活性炭素繊

維の製造法並びにその機能向上のための賦活改質法に

関するこれまでの研究結果を要約し，本研究の目的と

方法を記述した．

 第2章では，ポリアクリロニトリル（PAN）系，フ

ェノール樹脂系，セルローズ系及びピッチ系の活性炭

素繊維（ACF）の排煙脱硫能を明らかにするため，モ

デル排ガスを用い，100～180℃でのSO2（1000ppm）

吸着能を調べた．

 ACF間の性状の比較及びSO2吸着機構から，酸化

能を示す官能基構造，及び適切な細孔径を兼備した高

表面積疎水性炭素表面の実現が吸着性能向上の重要な

因子となることを示唆した．

 第3章では，活性炭素繊維に硫酸を担持，熱処理賦

活によって活性炭素繊維の表面に多量の含酸素酸性肉

を賦与し，極性物質であるアンモニアの吸着除去能の

向上を目指した．eｻの結果，硫酸賦活により，多量の

含酸素基が導入でき，著しいアンモニア吸着能が発現

できた．また，吸着したアンモニアを185℃で加熱脱

離すれば，吸着能を再生できることから，繰り返し利

用が可能であることを確認した．

 第4章では，硫酸で再賦活した3種の活性炭素繊維

（ピッチ系OG－5A， PAN系PAN－FE－200，フェノー

ル樹脂系ACN－210－20）上に飽和吸着したアンモニア

と空気中400ppmのNOとの反応を調べ，その反応

によるアンモニア吸着能の再生を検討した．

 活性炭素繊維に吸着したNH3は室温の空気のみで

は，ほとんど脱離しないが，NO（400ppm）を混入し

た空気ではNH3と反応して還元され，同時に活性炭

素繊維のNH3吸着能が再生できた．

 NH3吸着能の再生には空気中の湿度が強い影響を

示すことを見い出した．相対湿度60％以下では，その

影響は小さいが，80％を越えると再生能が著しく減退

し，100％では0～20％の再生に低下する．活性炭素

繊維種の反応性は，ピッチ系，PAN系，フェノール

樹脂系の順に低下し，ピッチ系OG－5Aは湿分の妨害

が最も小さいことが認められた．

 第5章では，硫酸で再賦活したピッチ系活性炭素繊

維（OG－5A）の表面に吸着したアンモニアのNOに対

する室温乾燥及び湿空気申での反応性を調べ，この反

応性を最大とする賦活条件を探索した．

 その結果，硫酸賦活温度は，アンモニア吸着能だけ

ではなく，吸着レたアンモニアの反応性に対しても強

い影響を及ぼすことを見い出し，賦活温度400℃が，

最大の再生可能吸着能を与える最適賦活処理温度であ

ることを示した．一方，空気湿度は，60％以下では

NO－NH3反応の阻害効果は小さいが，80％以上となる

と大きな阻害効果を示し，NOの吸着が水の吸着によ

り阻害されることを明らかにした．

 第6章では，3，4，5章の結果に基づき，活性炭

素繊維の種類と賦活処理条件を変え，アンモニアによ

る室温でのNO還元能を調べ，最も高活性の繊維種

及び賦活条件を探索した．

 その結果，活性炭素繊維種の中では，硫酸賦活した

ピッチ系 （OG－5A）が優れた脱硝性能を示すことを
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確認した．室温脱硝反応では，水蒸気がNO＋NH3反

応を強く阻害するが，400℃，4時間賦活処理した

OG－5Aは水蒸気の阻害効果が最も小さい．

 活性炭素繊維の種類及び硫酸賦活処理品の壁間分解

分析を行い，発生するCO， CO2から表面酸素官能基

を推定し，触媒機能，アンモニア及びNO吸着能，

及び疎水性との相関を明らかにした．そして，ピッチ

系活性炭素繊維の発達した炭素層面が疎水性に寄与す

ることを推論した．

 第7章では，本研究の成果の概要をまとめた．

論文調査の要旨

 エネルギーを大量消費する文明社会は，とくに大都

市において低濃度であるが大量の大気汚染物質を排出

し，大気環境の悪化を招来しており，早急の対策が必

要とされている．

 従来，湿式脱硫および選択触媒還元脱硝が実用化さ

れ，主として大型の固定発生源の排煙浄化に貢献して

いるが，小型あるいは移動発生源からの排煙浄化への

適用は困難である．

 本研究は，市販の活性炭素繊維を硫酸によって更に

賦活することによって吸着能ならびに触媒能を顕著に

増強できることを見出し，大気中のアンモニア，二酸

化硫黄，酸化窒素を除去あるいは無害化することに成

功し，その作用機構を究明したものである．

 主な成果は以下の通りである．

 1．ポリアクリロニトリルから調製した活性炭素繊

維（PAN－ACF）が100～150℃で，二酸化硫黄の酸化

吸着による除去量が繊維重量の10％に達することを見

出している．吸着量に及ぼす因子を解析するとともに，

ACF表面の酸素官能基と吸着量の問の相関を明らか

にしている．

 2．一般に活性炭は低濃度のアンモニアを吸着でき

ないとされているが，ピッチ系活性炭素繊維（P－ACF），

フェノール樹脂系活性炭素繊維（Ph－ACF）， PAN－

ACFを硫酸の吸着，還元的脱離によって表面酸素基

を増強することにより，アンモニア吸着量を大幅に増

大できることを見出している．ACFの昇温分解分析

（TPDE）において250～400℃の温度域で発生する炭酸

ガス量とアンモニア吸着量の相関を求め，硫酸処理に

より炭素表面に生成するカルボキシル基が吸着点であ

ることを明らかにしている．

 3．ACFに吸着したアンモニアはいずれのACFで

も空気中185℃で脱離し，吸着能が再生できることを

見出し，再生可能なアンモニア除去材としての実用化

を提案している，

 4．硫酸賦活したACF上に吸着したアンモニアは

室温で大気中のNOをN2に還元できることを見出し

ている．低濃度のNOは家庭暖房からも発生してい

るので，アンモニアとNOと同時無害化が可能な簡

便な大気浄化法として注目できる．

 5．硫酸賦活したACF上に吸着したアンモニアの

大気中NOとの反応では大気の湿度が強い阻害効果

を有することを認め，適切な熱処理によりACF表面’

の疎水性を増強し，阻害効果を抑制できることを見出

している．

 6．硫酸賦活したACF上に大気中の低濃度のNO

とアンモニアを一緒に流通すれば，室温で同時に無害

化できることを見出し，大気浄化の有力な手段を提案

している．高湿至大気中でも硫酸賦活P－ACFは相当

の活性を示し，炭素層面の発達が触媒活性と疎水性と

を発現する因子であることを示唆している．

 7．硫酸賦活したACFの親水性がTPDEにおいて

400～800℃で発生する炭酸ガス量と相関していること

を見出し，疎水性を制御するACFの構造因子を示唆

している．

 以上本論文は活性炭素繊維を用いるアンモニアの吸

着除去，NOxによる再生ならびにNOxの室温アンモ

ニア還元法を見出し，実用化の可能性を提示し，吸着

論，触媒反応速度論，および表面科学の手法を駆使し

て，その作用機構を解明したもので，有機工業化学，

工業物理化学，触媒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

と認められる．
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論文内容の要旨

 電子・イオンと分子との衝突は，宇宙空間やプラズ

マ中における反応の素過程として重要である．その機

構を明らかにし，反応の制御まで行えるようにするこ

とは，物理化学に残された大きな課題の一つとなって

いる．当研究室では，以前より電子衝撃発光により

種々の分子の励起発光・励起解離過程が研究されてき

た．そのうち芳香族分子では励起フラグメント種から

の発光に併せ，親分子のSrS・遷移に基づく発光が強

く現れることが分かっている。またベンゼンでは光学

禁制励起による発光も強く見いだされた．

 本研究では，電子衝撃発光法による研究をフルオロ

ベンゼン類に拡張して，その励起過程を光励起過程と

比較した．また，イオン衝撃発光法により，初めて芳

香族分子の発光スペクトルを測定し，電子衝撃発光ス

ペクトルとの比較：を行った．

 第1章序論では，本研究の目的と意義を述べ，論文

の構成を説明した．併せて，電子衝撃・イオン衝撃の

特徴について述べた．

 第II章では，本研究に使用した電子一分子衝撃用装

置，イオンー分子衝突用装置，発光断面積測定用装置

について述べた．このうちイオンー分子衝突用装置は

当研究室で仮に組み立てられていたものを改良完成さ

せたもの，発光断面席測定用装置はそのイオンー分子

衝突用装置をさらに改造したものである．

 第三章では，フルオロベンゼン類の電子衝撃発光ス

ペクトルについて述べた．ます，スペクトルの測定方

法と，今回特に工夫した励起関数の測定方法について

述べた．フルオロベンゼン・P一ジフルオロベンゼ

ン・ヘキサフルオロベンゼンのそれぞれについて低分

解能発光スペクトルと高分解能発光スペクトルとを測

定した．低分解能発光スペクトルでは，各発光バン

ド・線の帰属を行うと共に，衝撃エネルギーを変化さ

せスペクトルの衝撃エネルギー依存性を検討した．そ

の結果，フルオロベンゼン・p一ジフルオロベンゼン

では光学許容遷移か主となっていることを見いだした

が，ヘキサフルオロベンゼンでは衝撃エネルギー9ev

以外では，親分子の発光を検出できなかった．高分解

能発光スペクトルでは，親分子部分の振動構造を帰属

し光励起によるスペクトルと比較した．その結果，フ

ルオロベンゼン・p一ジフルオロベンゼンでは，観測

された主な振動構造は全て光学許容励起に基づくもの

であり，ベンゼンのように光学禁制バンドの出現は明

らかではないが，観測されたホットバンドに電子衝撃

の非共鳴性という特徴がよく現れていることを見いだ

した．ヘキサフルオロベンゼンでは，振動構造を検出

することはできなかった．これは，分子のフルオロ化

によりその電子状態が変化し，π一π遷移にπ一σ遷

移が重なるためであると説明した．

 第IV章では， p一キシレンを中心にイオン衝撃発光

スペクトルについて述べた．まず，イオン銃の操作方

法とスペクトルの測定法について述べた．使用した装

置の設計や組立の詳細についても併せて述べた．p一

キシレンの発光スペクトルをN2＋・Ar＋イオン衝撃に

より測定した．得られたスペクトルは，入射イオン

ビームが電荷移動反応により中性化した励起種からの

発光・励起フラグメント種からの発光・親分子の

S1－S・遷移に基づく発光より成っていた．電子衝撃に

よる発光スペクトルと比較すると，励起フラグメント

種からの発光が強くなっており，親分子の発光は非常

に弱かった．親分子のS1－S・発光部分につきさらに積

算したところ，電子衝撃によるのと同じ形状を持つ幅

広いバンドを検出できた．振動構造の帰属もでき，確

かに親分子から発光であると結論した．ベンゼンにつ

いても同様な測定を試みたが，励起フラグメント種か

らの強い発光は検出できたものの，親分子からの明快

なバンドは得られなかった．電子衝撃による芳香族分

子の励起発光・励起解離過程からの類推により，イオ

ン衝撃では高いエネルギー状態への励起過程が，S1・

S2・S3といった比較的低いエネルギー状態への励起よ

り優位に起こるため，上記のようなスペクトル強度に

なると予測した．

 第V章では，第1V章の予測を確かめるため，発光断

面積をp一キシレン・かジフルオロベンゼンを試料分

子として測定し，イオン衝撃と電子衝撃とで比較した．

まず，N2＋（B－X）発光を基準として発光断面積を求

める方法を述べ，断面積が既知であるエチレン・エタ

ン・プロパンのCH（A－X）バンド（電子衝撃）とAr

H発光線（Ar＋イオン衝撃）の発光断面積を求め文

献値と比較し，見積りが正しく行えたことを示した．

両試料分子につきそれぞれ，親分子のS1－Soバンド，

Hバルマーβ線，CH（A－X）バンドり発光断面積を求

めた．比較の結果，イオン衝撃では電子衝撃に較べ励

起フラグメント種からの発光が強くなること，特に

CHの発光がHの発光より非常に強くなることを見い
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だし，第IV章の結果を定量的にも証明した．イオン衝

撃では，電荷移動反応が主過程となっており，芳香環

が切れ易くなっているためであること，Hバルマー

線は励起エネルギーが大きく，CHに較べあまり励起

されないためであることを共鳴エネルギーの大きさか

ら結論した．

 第V［章では，本研究で得られた結果をまとめ，総括

とした．

論文調査の要旨

 励起状態にある原子・分子の構造や反応素過程の研

究は化学の基礎として重要であるばかりでなく，プラ

ズマ過程理解の基礎としての意義を有し重要な研究課

題である．分子と電子やイオンとの衝突相互作用を利

用して分子を励起する方法は，光学禁制状態への励起

が容易となる特徴を有し新しい測定法として注目され

ている．

 本論文は高真空下において，いくつかの芳香分子を

電子及びイオンで衝撃し，生成する励起種の発光スペ

クトルを高分解能で測定し，これらの分子の励起過程

について考察し，特に電子励起とイオン励起の比較を

行ったものである．

 本論文で得られた主な成果は次の通りである．

1．電子衝突及びイオン衝突による励起過程を同一条

件下で測定し得る装置を初めて完成させている．エチ

レン・エタンなどいくつかの分子のスペクトルと発光

断面積を比較測定し，装置の有用性を確認している．

2．フルオロベンゼン，ジフルオロベンゼンの電子衝

突発光スペクトルを測定し，スペクトルの帰属を行っ

ている．これらの分子の電子衝撃により260－320nm

領域に幅広い発光を認め，親分子の最低励起一重項状

態から基底状態への遷移に帰属している．スペクトル

を高分解能で測定して多くの振動構造を分離し，芳香

環の骨格振動を中心とする光学形容な遷移で得られる

励起状態に帰属している．さらに，H， CH， F＋などの

フラグメントの励起状態が生成することを見出してい

る．

3．ヘキサフルオロベンゼンの電子衝撃発光スペクト

ルを測定し，入射電子のエネルギーが大きいときには

親分子イオンからの発光スペクトルが強いが，入射電

子エネルギーを9ボルトにまで下げると，310－

400nm領域に幅広い発光スペクトルが得られること

を見出している．このバンドを，しきい値をもとに親

分子の最低励起一重項状態から基底状態への遷移によ

ると帰属している．このスペクトルが幅広く振動構造

を持たないのは，π一π＊遷移にπ一σ＊遷移が重な

ったためと結論している．

4．p一キシレンとp一ジフルオロベンゼンをアルゴン

イオンビームで励起し，イオン衝撃発光スペクトルを

得て帰属を行っている．電子衝撃の場合と同様に，親

分子の最低励起一重項状態からの発光スペクトルや，

H，CH， CH＋などのフラグメントの発光スペクトルが得

られている．電子衝撃の場合と比較し，イオン衝撃で

は親分子からの発光が著しく弱く，注意深く積算しな

ければ観測できないことを見出している．

5．電子衝撃とイオン衝撃の差を解明するため，p一

キシレンとp一ジフルオロベンゼンについて両方法に

よる発光断面積を励起窒素イオンのスペクトルを標準

として求め比較している．その結果，親分子の励起状

態からの発光については両方法の発光断面積は近似的

に等しいが，フラグメントの発光断面積はイオン衝撃

による方が非常に大きいことを見いだしている．これ

はイオン衝撃の場合電荷移動反応にもとつく励起解離

過程が大きな確率で起こるためとして説明している．

 以上，本論文は電子衝撃発光スペクトル法及びイオ

ン衝撃発光スペクトルを利用して芳香族分子の励起過

程・励起解離過程を解析し，その特徴を明らかにした

もので，分子計測学・化学反応論・プラズマ工学に寄

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．


