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新年ご挨拶 
 

 

 ㈱豊田中央研究所 

 臼 杵 有 光 
 

 

 平成27年度東海化学工業会会長の臼杵有光でございます。会員の皆様におかれましては、晴

れやかな新年をお迎えになられたこととお慶び申し上げます。今年度も当会のさまざまな行事

に参画いただき、深く感謝いたしますとともに残された行事に関しましても皆様のご参加、ご

協力をお願いしたいと存じます。 

 さて、昨年は明るいニュースとしてノーベル賞の生理学・医学賞と物理学賞に各1人ずつの

日本人が選ばれました。これは一昨年の物理学賞3人と合わせて日本の実力が徐々に認められ

てきた証しと言えます。これには大学関係者や産業界も刺激を受けたことと思います。基礎研

究はとても重要ですが、やはり実用化され、広く使われるようになって初めてきちんと評価さ

れるものですので、東海化学工業会としても大学と企業とのシーズ・ニーズのマッチングはこ

れからもぜひ進めていければと考えています。 

 一方で残念なことですが、昨年は企業による不祥事が多くあったように思います。不正会計

問題、不正ソフトウェアによる排ガス規制逃れ、杭データ偽装事件などがまだ未解決のままで

議論されています。これは経営者、担当者を含めたモラルの問題であり、今後大きな課題とし

て対応を考えていく必要があるかと思われます。 

 本会は産業界と大学から交互に会長を拝命し、すでに50年以上の歴史のある団体であり、会

員の皆様の「１．化学技術の水準向上」、「２．当地方の化学関係諸団体との連携協力」、「３．

会員の教養の向上、親和の推進」を目的としております。特に３．の親和の推進はこれからの

時代に必要不可欠と認識しております。一部の人だけで企画・運営する時代ではなく、ベテラ

ンの幹事から若手の方に経験を伝承し、新しいことにもチャレンジしていくことが必須だと考

えています。関係者の高齢化も心配であり、今後は若い方にも積極的に多くの行事に参加して

頂けるよう考えていきたいと思います。またその専門分野、業種の枠を超えて、切磋琢磨して

お互いに研鑽していくことも求められています。それこそが不祥事を無くしていく根本である

と思います。今後とも皆様の新しい参画をお待ちしております。 
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建物の長寿命化に対する取り組み 
 

 

 東亞合成株式会社 R&D総合センター 

 阿知波 政 史 

 

 

１ はじめに 

 日本における建物の寿命は、30～40年程度

と言われており、欧米の1/2～1/3と短く、こ

れまでの老朽化した建物を壊して新しく建て

替える(スクラップアンドビルド)「フロー」

から建物を長持ちさせて長く使い続ける「ス

トック」への転換、すなわち｢建物の長寿命

化｣への取組みが急務となっている。建物の

長寿命化に対する加速要因の一つは、地球温

暖化対策としての二酸化炭素排出量の削減で

ある。1997年に開催された気候変動枠組条約

第３回締結国会議(COP3、京都会議)では、

地球温暖化対策として、温室効果ガスの削減

目標が制定された。これを受け、(社)日本建

築学会では、日本の二酸化炭素総排出量の４

割を占める建築物に対する削減策の一つとし

て、「建物の耐用年数を３倍に延長すること

が必要不可欠である」との声明を発表した1)。

更に、2012年12月に発生した中央高速道路笹

子トンネルでの天井板落下事故を契機として、

国は老朽化しつつある社会インフラに対する

長寿命化基本計画を策定した。例えば、文部

科学省では、所管する文教施設の改修時期を

築後40年から20年程度毎に短縮し、計画的に

維持補修することにより、安全性や機能性を

長期にわたって確保し、躯体の耐用年数まで

建物を使用し続けることとした2)。 

 このような建物の長寿命化への取組みは、

改修市場を拡大させる契機となっている。し

かし、施工技術の低下や安値受注により、

人々の生活を支え、安心の礎となる建物を守

るはずの改修工事に不具合が散見されるよう

になってきた。建物の修繕は、「いい加減な

工事」をやっても５～６年はわからない3)と

指摘されているように、改修直後の仕上りの

良さのみを重視しても、経年で良好な状態

(外観と要求性能)を保持していなければ、建

物の長寿命化への寄与はできない。 

 一方、構造を担う部材であるコンクリート、

鉄および木材、更に、屋根や外壁を構成する

部材である軽量気泡コンクリート(ALC)パネ

ル、プレキャストコンクリート(PCa)部材、

押出成形セメント板などの劣化は、水分との

接触により発生・進行する4)。特に、すべて

の建物に使用されている鉄筋コンクリートは、

表１に示すように、劣化のすべてに水分が関

与しており、近年の異常気象も含め、年間降

水量世界３位という多雨な日本における建物

の長寿命化は、水分の遮断がキーポイントと

なる。 

 当社は、1970年に屋根用アクリルゴム系塗

膜防水材「アロンコートSA」を業界に先駆

けて上市し、「アクリルゴム」という用語を

定着させた。更に、1973年には、外壁化粧防

水「アロンウオール」を上市し、日本に初め

て「外壁防水」の概念を確立し、この重要性

をアピールすると共に、防水と構造躯体の保

護による建物の維持保全に貢献してきた。ア

ロンウオールは、高度成長期(1954～1973年)

に建設された建物の漏水や早期劣化などの追

い風や防水信頼性により日本の原子力発電所

の約80％に採用されるなど、その市場を拡大

し続けてきた。これに加え、一般屋根の防水

工法、鋼製屋根の防水・防錆工法およびタイ 

Masafumi ACHIWA （東亞合成株式会社 R&D総合センター 製品研究所 主査） 
連絡先 〒455-0026 名古屋市港区昭和町8 TEL 052(611)9165 FAX 052(611)9825 
Email: masafumi_achiwa@mail.toagosei.co.jp 
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ル張り仕上げ外壁の防水改修工法を品揃えす

ることにより、ほとんどの外壁と屋根に対し

て防水改修が適用できるようになり、あらゆ

る建物の防水・保護が可能となった。 

 本稿では、メンテナンスサイクルの長期化お

よびメンテナンスコストの削減に寄与でき、か

つ、建物の長寿命化に貢献できる外壁と屋根の

防水改修に関する当社の取組みを紹介する。 

  

２ 外壁への防水の必要性 

 建物の防水と言えば屋根であり、屋根に比

べて面積が大きく、漏水クレームの多い外壁5)

に対して防水を施すという考え方は少ない。

しかし、当社は以下に示す３つの理由により、

外壁への防水と、これによる躯体保護の必要

性を訴えてきた。 

 

 ①外壁は雨水で濡れ易い 

 表２に示すように、日本古来の木造建物は、

勾配屋根で雨水を流し、深い軒の出によって

横殴りの雨が外壁面にかからないように工夫

したデザインとなっている4)。一方、現代の

鉄筋コンクリート造建物は、水平な屋根には

雨水が溜まりやすく、軒や庇のない外壁には

絶えず雨水が接触する。多雨で台風の多い日

本において、現代の建物のほとんどは、雨に

対して無防備であると言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②コンクリートには必ずひび割れが発生する 

 コンクリートは、水密・気密性に優れた材

料であるが、材料や施工上の問題により、必

ずひび割れが発生する。(社)日本建築学会で

は、漏水抵抗性を確保する場合の許容ひび割

れ幅を0.15 mmと定めている6)が、0.05 mm

を超えると漏水が発生する7)との報告があり、

屋根に本来必要のない防水が必ず施されるの

はこのためである。 

 ③コンクリートのひび割れは絶えず動いて

いる 

 コンクリートのひび割れは、温度変化、水

分状態の変化や外力により動く(ムーブメン

ト)。ひび割れ幅は、温度の低下により大き

くなり、上昇により小さくなることから、1

日や年間の温度変動により相当数の伸縮繰返

しムーブメントが発生していることになる8)。 

 必ずひび割れが発生する鉄筋コンクリート

外壁が雨水により濡れること、およびひび割

れ部から雨水や表１に示す劣化因子が浸入す

ることは、漏水による生活環境の悪化や鉄筋

コンクリートの早期劣化による寿命の低下に

つながる。これを防止するためには、鉄筋コ

ンクリート表面への塗装が必要であり、表３

に示すような様々な種類の塗装材が用いられ

ている9)。しかし、ひび割れ部での伸縮繰返

しムーブメントにより疲労破断するものがほ

とんどであり、これを解決できるのがアクリ 

 中性化 塩 害 
アルカリ骨材 

反応 
凍 害 

現象とメカニズム 
  

  

劣

化

因

子 

水 ○ ○ ○ ○ 

二酸化炭素 ○    

塩化物イオン  ○   

酸素  ○   

反応性骨材   ○  

表１ 鉄筋コンクリートの劣化現象と劣化因子 
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 雨に対する防御性 

屋 根 外 壁 
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ルゴム系外壁化粧防水「アロンウオール」で

ある。表４は、某同一物件での14年経過後の

アロンウオールと他社アクリルゴム系塗膜防

水のひび割れに対する追従状況である。アロ

ンウオールは、下地のひび割れに対して破断

することなく追従しているが、他社品は防水

層塗膜が破断し、防水性が消失している状態

であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 外壁用塗膜防水における性能設計の考え

方 

 アロンウオールは、上市後40年にわたり、

外壁防水のトップブランドとして認知され、

優れた防水性、躯体保護性および耐久性によ

り、市場から高い信頼を得ている。これは、

防水材「アロンコートST」がJIS A 6021(建

築用塗膜防水材)の認証を受けているのみで

はなく、表５に示す外壁用塗膜防水が長期に

わたり防水性(ひび割れ追従性 = ひび割れ部

での耐繰返し疲労性)を保持するための品質

を具備しているからである。 

 アロンウオールは、初期性能はもとより、

経年劣化後の性能を考慮した製品設計(信頼

性設計)を行っている。図１に示すように、

通常の材料は、初期性能による製品設計が主

であり、経年後には性能が大幅に低下してし 

JIS 規格 カテゴリー 通 称 工程数 意匠性 防水性 遮断性 耐用年数 

A 6909 
(仕上塗材) 

単

層 

外装薄塗材 E 樹脂リシン 2～3 ○ × × 4～7 年 

防水形外装薄塗材 E 単層弾性 3 △ △ × 5～8 年 

複

層 

複層塗材 E 吹付けタイル 3～4 △ × × 7～10 年 

防水形複層塗材 E 弾性タイル 5 ○ ○ △ 10 年前後 

可とう形改修塗材 E 微弾性塗材 3 ○ × × 10 年以下 

A 6021 
(塗膜防水材) 

アロンウオール 5～6 ○ ◎ ◎ 15～20 年 

  外壁用塗膜防水材(他社品) 4～6 ○ ○～◎ ○～◎ 10 年前後 

表２ 建物の形状と雨に対する防御性 

表３ 外壁用仕上塗材と塗膜防水材の性能比較 

表４ 同一物件で見られたひび割れに対する 
   追従状態 

アロンウオール 
他 社 アクリルゴム系  

塗 膜 防 水  
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まう場合がほとんどである(図中の通常品)。 

 アロンウオールは、様々な環境条件を有す

る南北に長い日本で10年の防水保証を行い、

事実上は15年以上メンテナンスが不要である。

従って、少なくとも15～20年後において外壁

用塗膜防水として 低限必要な防水性を確保

しておく必要があり、この劣化代(しろ)を見

積もることが重要となる。防水性が必要 低

限まで低下する施工後15～20年に、再度塗り

重ねてメンテナンス(リフレッシュ工法)を行

い、低下した防水性を初期レベルまで回復さ

せる。更に、これを繰り返すことにより、建

物の耐用年数を３倍にすることが可能になる

ものと考える。 

 図２に示すように、アロンウオールを施工

した同一敷地内にある経年後の実物件から採

取した塗膜のゼロスパンテンション伸び量試

験および繰返し疲労試験結果から、15～20年

後の劣化の程度を求めた10)。アロンウオール

のゼロスパンテンション伸び量は、施工後10

年で初期値から20～30 ％、21年で50～60 ％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低下する。更に、耐繰返し疲労性は、施工後

10年で初期値から約60 ％、21年で約80 ％低

下している。ゼロスパンテンション伸び量試

験に比べて、繰返し疲労試験での低下率が大

きいのは、引張速度、試験温度および伸縮繰

返しの点で厳しい試験となっているためであ

り、実際の建物により近い状況を反映してい

るものと考える。アロンウオールの耐繰返し

疲労性は、施工後15年では1.0～2.0 mm、

21年では0.5～1.0 mmまでのムーブメント

に対応できる。JIS A 1436(建築用被膜状材

料の下地不連続部における耐疲労性試験方

法)では、外壁用塗膜防水に求められる耐繰

返し疲労性の目安として、鉄筋コンクリート

造で0.5～1.0 mmとしている。このことか

ら、アロンウオールの防水性および耐久性の

目標として、施工後20年で0.5～1.0 mmの

ムーブメントに耐えられることが必要であり、

これに達する15～20年程度でのメンテナンス

の実施を推奨している。 

 

表５ アロンコートSTの品質較 

品質規格 防水性 躯体保護性 耐久性 

防水材中の固形分が 70%以上 ◎ ○ ○ 

防水材乾燥塗膜中のアクリルゴムポリマー量が 55%以上 ◎(耐疲労性) ◎ ◎ 

アクリルゴムポリマー中の 2-エチルヘキシルアクリレート量が 90%以上 ◎(低温伸び) ◎(遮塩性) ○ 

防水材乾燥塗膜中の可塑剤等の抽出成分量が 1%以下 ○ ○ ◎ 

※○に比べて◎は寄与の程度が高い 

図１ 信頼性設計とメンテナンスの考え方 

防 

水

性

0 10 20 

経過年数 (年) 

初期の防水性 

外壁塗膜防水として最低限必要な防水性 

↓ 

15～20 年後に必要な防水性 

劣化代(しろ) 

通常品 

 

防

水

性

0 10 20 

経過年数 (年) 

重ね塗りによる   
メンテナンスで 
防水性を回復させる 

↑ 
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４ 外壁と屋根の防水改修によるトータルメ

ンテナンス 

 当社では、表６に示す各種の防水工法を展

開しており、様々な建物、適用部位や下地に

対して防水性や保護機能を確保できるように

品揃えし、写真１に示すような数多くの実績

を作り上げてきた。 

 そして、必ず防水する屋根および重要な構

造躯体である壁と柱を含む外壁は一体である

という考え方に基づき、これらをトータルで

改修することが経済的かつ建物を長持ちさせ、

資産価値を向上させるための維持保全方法と

して有効な手段であると考えている。 

 屋根防水に関しては、環境対応型２成分反

応形の屋根塗膜防水工法「アロンコート

SQ」を展開している。５年毎での保護仕上

材(トップコート)の塗替えを推奨しているウ

レタンゴム系塗膜防水(塗膜防水の主流)に比

べ、ノーメンテナンスで20年以上経過後にお 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

いても、優れた防水性能を維持していること

を実証している(メンテナンスは15年未満を

推奨)11)。 

 表７には、防水改修とトータルメンテナン

スに対する当社の考え方を示す。防水改修と

は、防水材を使用して改修することであるが、

使用する防水材の耐久性、15～20年経過後の

保守管理性およびこれらを多種多様な適用部

位や下地に対して 適な納まりとなるように、

かつ材料の特性を理解しながら決められた塗

膜厚を確実に施工する防水知識と施工力(責

任施工)が要求される。特に、防水材は、15

～20年経過後の性能(経年劣化状態)を考慮し

た信頼性設計を取入れて開発し、次回のメン

テナンス時には既存塗膜を撤去することなく、

重ね塗りすることにより防水性を回復させる

計画的かつ経済的な改修を実現している。 

 更に、防水材を使用するが故に可能となる

経年でも補修跡が目立たない簡便なひび割れ 

図２ アロンウオールの経年での防水性の劣化挙動(経年調査結果) 
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補修方法、劣化の軽微なシーリング材を打ち

替えることなく施工でき、かつ長期にわたり

保護できる下地処理方法などにより下地処理

費用を軽減することができる。金属手摺基部、

サッシ周り、換気口などの異種下地との取合

い部にも防水材をかぶせて塗布し、これらの

接合部からの雨水の浸入を防止する方法も防

水独自の考え方である。 

 一方、トータルメンテナンスとは、外壁と

屋根を製造メーカーが同じである同質の防水

材で、一つの施工業者がシームレスに施工す

ることを意味している。同質の防水材とは、

主成分が同種であり、耐用年数が同程度の防 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水材を使用することにより、外壁と屋根防水

の取合い部での接合信頼性を確保し、外壁と

屋根のメンテナンスサイクルを合わせ、計画

性と経済性を合わせ持った改修を実現しよう

とするものである。外壁と屋根に使用する材

料の耐用年数が異なると、耐用年数の短い材

料に合わせて改修する必要が生じるなど経済

的ではない。更に、製造メーカーと施工業者

を一つとすることにより、抜けのない効率的

な工事ができ、万一の不具合に対しても責任

の所在を明確化して対応することができるた

め、施主に安心を提供することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適 用 部 位  適 用 下 地  製 品 名  

外 壁  

未 塗 装 または各 種 既 存 塗 料 、仕 上 塗 材 が施 工 された RC、ALC パ

ネル、押 出 し成 型 板 など  
アロンウオール  
アロンウオール NEO 工 法  

タイル張 り仕 上 げ  クリアウオール  

屋 根  

各 種 既 存 防 水 が施 工 された RC、ALC パネル、PCa 部 材 など  
アスファルトシングル葺 屋 根 、スレート瓦 葺 屋 根  

アロンコート SQ 

綱 製 屋 根 、ステンレスシート防 水 葺 屋 根 など  アロン QD 防 錆 コート  

 

表６ 防水改修に使用するアロン防水工法 

写真１ 各種防水工法の施工事例（いずれもノーメンテナンス） 

アロンウオール (コンクリート外壁に施工)

コンベンション施設(沖縄県、15 年経過) 

クリアウオール (タイル張り外壁に施工) 

集合住宅(兵庫県、6 年経過) 

アロンコート SQ (屋根に施工) 

文教施設(熊本県、22 年経過) 

アロン QD 防錆コート (鋼板壁面に施工) 

煙突カバー(愛知県、18 年経過) 
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５ おわりに 

 外壁と屋根を塗膜防水でトータルに改修す

ることにより、「塗膜がひび割れの動きに対

して疲労破断することなく追従し、この状態

でも遮断性を発揮でき、更に、適切なメンテ

ナンスによって長期にわたりこれを持続させ

る」ことができる。これが建物の長寿命化に

つながるものと考える。 

 今後、少子高齢化が進み、新築需要が減少

する中で、建物の改修市場はますます拡大す

るものと思われる。施主や建物の使用者にと

っては、外部に煩わしい仮設足場が設置され

る改修工事の頻度は少ない方がよく、高齢者

世帯においては、よりこれが望まれるものと

考える。本工法は、建物のメンテナンスサイ

クルを長くし、メンテナンス回数の低減(保守

管理性の向上)にも貢献できることから、長寿

命化に加え、資産価値の向上にもつながる。 

 「防水改修によるトータルメンテナンス」

という言葉には、当たり前のことであるが、

建物全体を当社の確かな材料(防水材)と防水

に関する確かな知識・ノウハウ・施工力(全

アロン防水組合)で、責任を持って施工とメ

ンテナンスを提供するという意が込められて 

 

 

いる。建物を長期にわたって健全に、美しく

保つ「美しき防水」、これを武器にこれから

も建物の維持保全に貢献していきたい。 
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防水改修 

1 
防水性(遮水性と下地の動きに対する追従性)が初期のみでなく、長期(15～20 年)にわたり

持続できる材料・工法と施工品質を提供する(10 年の防水保証) 
2 下地に対する付着性が長期にわたり持続できる材料・工法と施工品質を提供する 

3 
防水材の特性を生かした独自の下地処理方法(経年後でも補修跡が目立たないひび割れ

処理方法、既存シーリング材処理方法など)を有している 
4 次回のメンテナンス手法(リフレッシュ工法)が確立している 

5 
次回のメンテナンスで既存塗膜を撤去することなく、塗り重ねにより防水性を回復できるた

め、廃棄物が最小限となり、環境に優しく、経済的である 

6 
様々な建物、(異種)下地や納まりに対応するための補修、防水などに関する知識と施工力

を有している(プライベートライセンスと責任施工) 

トータル 
メンテナンス 

1 外壁と屋根は一体であり、同じように防水する必要がある 

2 
外壁と屋根を耐久性が同程度の防水材で雨合羽のようにシームレスに被覆し、防水欠陥と

なりやすい接合部での異種材料の取り合いをなくする 

3 
外壁と屋根共に同一メーカーの防水材で施工することにより、材料責任の所在を明確にで

きる 
4 外壁と屋根共に一つの施工業者が施工することにより、施工責任の所在を明確にできる 

5 
外壁と屋根共にメンテナンスサイクルを同時期にできるため、次の改修計画が立てやすく、

無駄のない経済的な改修ができる 

表 7 防水改修によるトータルメンテナンスとは 
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金属触媒無添加でのナノワイヤーの成長 
 

 

 三重大学大学院工学研究科 

小 海 文 夫 

 

 

１．はじめに 

様々な物質のナノワイヤー(NW)、ナノチ

ューブ(NT)などの一次元状ナノ構造が基礎

研究および応用面から注目されている。アー

ク放電、熱化学気相成長、レーザー蒸発など

を使用し、一次元状ナノ構造の原料に加えて

触媒金属を添加する VLS(vapor-liquid-solid)

成長法が従来から用いられてきた。この

VLS 成長法は 1960 年、Au 触媒を用いて Si

ファイバーを成長させることに初めて用いら

れた。1) 近年では、実時間で透過型電子顕

微鏡(TEM)観察が行えるようになり、カー

ボンと Ni からなる溶融粒子からカーボンナ

ノファイバーが析出成長する様子 2)や Si と

Au からなる溶融粒子から SiNW が析出成長

する様子 3)が報告されている。バルク物質の

相図を基にして議論がなされ、触媒と原料の

溶融粒子からの過飽和析出がナノ構造の核形

成や成長を支配していると考えられている。

また、高い過飽和度で核形成が一旦起こると

低い過飽和度でも成長が持続することにより、

異方的な成長が説明されている。 

私の研究室では、連続発振レーザー光と高

圧雰囲気ガスを併用するレーザー蒸発により、

金属触媒を添加しない場合でも NW が形成

できることを見出し、研究を行っている。ア

モルファス（非晶質）SiOxNW、アモルファ

スカーボン中に結晶性 Ge が存在するコアシ

ェル構造 NW などの形成について紹介する。

また、成長メカニズムについて考えてみたい。 

 

２．高圧ガス中連続発振レーザー蒸発法 

レーザー蒸発法による NW や NT などの形

成では、石英ガラスセル中で金属を含む原料

固体へのナノ秒のパルスレーザー照射、高温

電気炉を用いて蒸発物を数秒間高温に維持し
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成長を促進する方法がとられてきた。当研究

室ではパルスレーザーを用いずに、連続発振

Nd:YAG レーザー(波長：1064 nm)を用いて

いる。ステンレス製チャンバー内に設置した

固体ターゲットにレーザー光を室温で照射す

る(レーザーパワー密度 18 kW/cm2、照射時

間 2 秒などが通常の条件)。グラファイトへ

のレーザー光照射時のシャドウグラフや発光

の観察 4)から、パルスレーザーの場合に比べ

て、２から３桁遅い速度(102―103 cm/s)で、

原子、分子、クラスター等を希ガス中に放出

できること、黒体放射光測定 5)から高温状態

を一定時間維持できることなどが判明してい

る。さらに、高圧(常圧の９倍の 0.9 MPa ま

で)の Ar ガスを雰囲気ガスとして導入する

ことにより、放出物や生成する微粒子などを

Ar ガス中に閉じ込め、高密度で存在させる

ことができる。触媒を添加しなくても一次元

状ナノ構造を形成できること、新規なナノ構

造を形成できることなどが特徴である。 

 

３．NW の形成例 

Si ターゲットや Si に SiO2を混合したター

ゲットから生成する少し奇異な構造体につい

て紹介する。6) 図１に Si ターゲットからの

生成物の走査型電子顕微鏡(SEM)像の 1 例

を示す。雰囲気 Ar ガス圧は 0.9 MPa である。

先端部分に球状のナノ粒子(NP)が付着して

いる直径 15―60 nm、長さ 0.6 µm 程度まで

の NW が数多く見られている。図２にラマ

ンスペクトルおよび X 線回折(XRD)パター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ンを示す。ラマンスペクトルでの 520 cm-1

のピーク(Si-Si 横光学モード)や X 線回折パ

ターンの鋭い回折線は、生成物中に結晶性

Si の存在を示す。当初 Si の NW が生成した

と考えたが、そうではなかった。図３に高分

解能 TEM 像を示す。球状粒子部分に Si 結晶

の格子像が観測され(厳密には，Si 結晶粒子

が薄いアモルファス SiOx 層に覆われている

構造) 、NW 部分はアモルファスであること

がわかる。透過電子線回折(TED)パターンに

も XRD パターンの回折線に対応するリング

とハローが観測された。さらに、図４に単一

の NW および付着 NP のエネルギー分散型 X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 生成物の(a)ラマンスペクトルおよび

(b)XRDパターン 

図１ Siターゲットから得られた生成物のSEM像 図３ NWと先端NPの高分解能TEM像 
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線分光(EDS)スペクトルを示す。Si と O 原

子が検出されているが、NW 部分と NP 部分

で組成は大きく異なり、NW 部分には多くの

O 原子が存在していることがわかった。以上

より、生成した NW はアモルファス SiOxNW

であると同定した。NW 中の O 原子は、チ

ャンバー中の残留ガス、Ar ガス中の水分や

酸素等に由来するものと考えられる。NW 直

径は、雰囲気 Ar ガス圧に依存して変化し、

0.1 MPa で 5―45 nm、0.5 MPa で 15―50 

n m であった。さらに、アモルファス

SiOxNW の成長は Si と SiO2を 1:1 で混合し

たターゲットで も効率良く起こること、タ

ーゲット中の S i O 2 量の増加とともに

SiOxNW 組成は SiO2 に近づくことなどもわ

かった。予想しなかったことであるが、SiO2

ターゲットを用いた場合には、Ar ガス圧を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変えても NW はまったく生成せず、直径 20

―440 nm のアモルファス NP のみが得られ

た。 

 アモルファス SiOxNW とは異なり、コア

シェル構造を持つ NW も形成される。図５

に Ge とグラファイトの混合ターゲット(Ge

の割合は 40 原子量％)からの生成物の SEM

像を示す。雰囲気 Ar ガス圧は 0.1 MPa であ

る。直径 10―40 nm、長さ 0.7 µm 程度まで

の NW が見られている。図６に TEM 像およ

び TED パターンを示す。NW においては、

外側は明るく，中心部は暗いコントラストが

存在し、コアシェル構造であることがわかる。

また、NW の先端にはアモルファス SiOxNW

と同様に、NP が存在している。TED パター

ンには多結晶性 Ge に対応するリングが見ら

れている。図７に XRD パターン、また、図

８に二つの波数領域でのラマンスペクトルを

示す。XRD パターンのいくつかの鋭い回折 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ TEM像およびTEDパターン 

図５ Geとグラファイトの混合ターゲットから

得られた生成物のSEM像 

図４ 単一のNWおよびNPで測定されたスペク
トル、OKα、SiKαおよびCKα線からなる
が、CKα線はTEMのマイクログリッドの
カーボン膜に由来 

図７ XRDパターン 
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線は結晶性 Ge の回折線に帰属でき、低波数

領域のラマンスペクトルには、Ge-Ge 振動

(縦光学モード)のバンドが 296 cm-1に観測さ

れている。高波数領域のラマンスペクトルに 

は、ブロードな G および D バンドが、それ

ぞれ、1352 および 1586 cm-1 に観測され、

アモルファスカーボンの存在を示す。以上よ

り、Ge とグラファイトの混合ターゲットか

ら得られる NW は、コア部分に Ge 結晶、シ

ェル部分にアモルファスカーボンを持つ構造

であると同定した。このようなコアシェル

NW の形成は、ターゲット中の Ge の割合が

40 原子量％の場合に も効率的に起こるこ

ともわかった(グラファイトが多い場合には

多面体状の粒子、Ge が多い場合にはアモル

ファス Ge 粒子が多く生成)。また、アモル

ファス SiOxNW の場合と同様に、Ar ガス圧

を高くすると太い NW が成長する傾向が見

られ、0.5 MPa では，直径 20―70 nm, 0.9 

MPa では、直径 20―90 nm の NW が生成し

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コアシェル NW は Si，Cu，Sn とグラファ

イトの混合物のターゲットを用いた場合でも

成長した。Si とグラファイトの混合ターゲ

ットからは、結晶性 SiC をコア、グラファイ 

ト層をシェルとする NW(直径 15―60 nm、

グラファイト層は５から 26 層程度)が生成し

た 7)(一部の生成物は先に述べたアモルファ

ス SiOxNW)。また、Cu とグラファイトの混

合ターゲットからは，結晶性 Cu をコア、グ

ラファイト層をシェルとする NW(直径 10―

40 nm、グラファイト層は 1 から 5 層程度で

薄い)が生成した。8)  さらに、Sn とグラフ

ァイトの混合ターゲットからは、結晶性 Sn

をコア、アモルファスカーボン層をシェルと

する NW(直径 20―70 nm)が生成した。 

 

４．成長メカニズムについて 

NW 形成やその構造について述べてきたが、

それぞれの NW を構成する元素は異なるが、

２，３の共通点がある。まず、NW の片方の

先端には球状の NP が付着している構造が

終的な生成物として得られることである。ま

た、この NP の直径と NW の直径には強い相

関性がある。図８はアモルファス SiOxNW

の場合のプロットであり、相関係数は 0.93

である。さらに、NW の生成効率(例えば、

堆積物中に単独に存在する粒子 NP に対する

NW の割合)はターゲットの組成に強く依存

する。これらのことから、NW の成長には、

図８ (a)低波数および(b)高波数領域でのラマ

ンスペクトル 

図９ SiOxNW直径に対する先端NP直径のプロ

ット 
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レーザー蒸発により形成される特定範囲のサ

イズや組成を持つ高温の溶融粒子からの析出

成長が寄与していると考えられる。 

溶融粒子からどのようにして析出が起こる

のか、二元系の相図(バルク物質に関するも

の）を基にして考えてみたい(一般的にはナ

ノサイズの粒子では融点、沸点などはバルク

に比べて低下する)。アモルファス SiOxNW

の成長に関係すると考えられる Si と O の相

図 9)では、O が 25―67％存在する場合、

1370―1723℃で、液体の Si と O、固体の

SiO と SiO2 が共存(固溶体)している。この

ような相図からの知見と TEM 像に観察され

た NW 先端での SiNP の存在を根拠として、

Si が豊富な特定組成の溶融粒子から固体の

SiOx が析出するのではないかと考えている。

溶融粒子への供給、拡散、過飽和を経る析出

である。過飽和の達成には温度低下の影響も

考えられる。同様に、Si と C の二元系の相

図 10)では、液体の Si と C と固体の SiC が共

存できる領域がある。従って、Si とグラフ

ァイトの混合ターゲットから得られる結晶性

SiC をコア、グラファイト層をシェルとする

NW の生成には、SiCxの過飽和析出が起こり、

析出後 SiC と C 層に相分離する過程が関与

していると考えられる。 

Si-O 二元系や Si-C 二元系とは異なり、Cu，

Ge および Sn は炭化物を作りにくい元素であ

る。また、C との詳細な二元系相図は報告さ

れていない。しかしながら、NW 先端に NP

の存在することや雰囲気ガス圧が高くなると

太い NW が生成することなどの共通点から、

特定のナノサイズ、組成の溶融粒子が関与し、

析出後に相分離する過程を考えるのが妥当と

考えている。本レーザー蒸発法の特徴である

高圧ガス中での高密度の原子、分子、クラス

ターなどの存在が溶融粒子形成に寄与してい

る可能性がある。 

 

５．最後に 

本研究の一部は大阪大学の保田英洋教授、

小林慶太助教との共同研究である。詳細な

TEM 観察を行っていただき、成長メカニズ

ムなどに貴重なご意見を賜ったことに深謝し

たい。常圧の９倍までの圧力のガス中での高

温、高密度の反応場形成により、思いがけな

いナノ構造や他の方法では得られないナノ構

造が高収率で得られたりすることに魅力を感

じながら、多くの学生と研究を継続している。

一部の物質では、リチウムイオン電池負極と

しての特性評価なども行っている。本研究に

関わった何人かの学生はすでに社会人となっ

ているが、多くのデータを取っていただいた

ことに感謝したい。努力を積み重ねながら、

おもしろいナノ構造形成を通じて、学ぶ意欲

の高まっていく学生の姿を見ることができる

のも、教育者、研究者として幸せを感じる時

である。 
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第109回東海技術サロン 

    （第98回CSTCフォーラム） 

「構造材料の軽量化」 

主 催 化学工学会東海支部・（公財）中部

科学技術センター・東海化学工業会  

日 時 平成 28 年２月９日（火） 

    15:30～19:00 

会 場 メルパルク NAGOYA 

   （名古屋市東区葵 3-16-16 

          電話 052-937-3535） 

   ＜交通＞ＪＲ中央線・地下鉄東山線

「千種」駅１番出口より徒歩１分 

プログラム 

 15:30 開会挨拶 

  化学工学会東海支部支部長 野村 聡一 

 15:35 講    演 

  演 題 「構造材料の軽量化」 

  講 師 東レ株式会社 アドバンスドコ

ンポジットセンター 

          所長 古川 正人 氏 

 17:00 懇談会 

定 員 60 名 

    （定員になり次第締め切ります） 

参加費 6,000 円 

    （懇談会費および消費税を含む） 

申込方法 化学工学会東海支部ホームページ

＜http://scej-tokai.org/＞より参加

申し込みフォームを利用してお申

し込み下さい。参加費は銀行振込

（みずほ銀行名古屋支店普通預金 

1055521 公益社団法人化学工学会

東海支部）または郵便振替（名古

屋 00880-7-5640 ）にてご送金く

ださい。 

問合先 〒460-0011 

    名古屋市中区大須 1-35-18 

           一光大須ビル 7F 

    (公財)中部科学技術センター内 

    公益社団法人化学工学会東海支部 

    TEL （052）231-3070 

    FAX （052）204-1469 

    ホームページ：http://scej-tokai.org/ 
 

色材セミナー 

色材セミナー２０１６『光機能性材料として

の蛍光体、発光体の最新動向』 

主 催 （社）色材協会中部支部 

協 賛 名古屋テキスタイル研究会、日本色

彩学会東海支部、日本デザイン協会、

名古屋産業振興公社、愛知工研協会、

高分子学会東海支部，中部塗装技術

研究会，東海化学工業会，日本塗料

工業会，日本化学会東海支部，日本

接着学会中部支部，有機合成化学協

会東海支部，表面技術協会中部支部，

日本油化学会東海支部，化学工学会

東海支部，日本分析化学会中部支部，

電気化学会東海支部、自動車技術会

中部支部 

日 時 平成 28 年３月 10 日（木） 

    13:00～17:00 

場 所 名古屋市工業研究所 

        第１会議室（管理棟３Ｆ） 

    名古屋市熱田区六番３丁目 4－41 

    （地下鉄、市バス、「六番町」下車、 

南西へ徒歩約２分） 

ノーベル物理学賞を機に LED 蛍光体が脚光

を浴び、蛍光体、発光材料は８Ｋスーパーハ

イビジョン向けディスプレイや光エネルギー

変換などの応用を目指して活発に研究されて

います。今回、蛍光、蓄光、発光材料の 前

線で研究、事業展開を進められておられる先

生方をお招きして、 新の動向と展望につい

てご講演頂きます。新分野への展開を期待し

て、皆様のご参加をお待ちしております。 

演題・講師  (13:00～17:00) 

１．コロイダル量子ドット蛍光体の合成技術

と応用展開  

関連学協会の共催・協賛行事 
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  大阪大学大学院 工学研究科 

     マテリアル生産科学専攻 

         准教授 小俣 孝久 氏 

２．銅・銀錯体の発光と配位子による発光制

御 

  富山大学大学院 理工学研究部（理学） 

     化学専攻 教授 柘植 清志 氏 

３．無機発光材料の合成と利用 

  堺化学工業㈱研究開発本部 中央研究所  

             小澤 晃代 氏 

４．蓄光性蛍光体の特性と応用事例について 

  ㈱ネモト・ルミマテリアル 

       常務取締役 青木 康充 氏 

参加費 会員・協賛団体 8,000 円 

    一般 11,000 円 

    学生 2,000 円 

        （テキスト代含む） 

技術交流会費（講師を囲んで） 

    会員 無料 

    会員外 500 円 

    （管理棟 2F、交流フロア 

          17:00～18:00） 

定 員 100 名（先着順） 

申込方法  

 ３月３日（木）までに下記ホームページか

らお申込みください。 

 色材協会中部支部 

 http://www.shikizai-chubu.sakura.ne.jp/ 
 中部科学技術センター 学協会事務局 

 http://www.c-goudou.org/ 
 会費は、 

 みずほ銀行 名古屋支店 普通預金口座 

 No.1106150 色材協会 中部支部宛  

 振込み、または、下記問合せ先に現金書留

でお送りください。 

問合先 〒460-0011 

    名古屋市中区大須１丁目 35-18 

    中部科学技術センター内 

     色材協会中部支部 

    TEL 052-231-3070 

    FAX 052-204-1469 

    E-mail: t.inukai@c-goudou.org 
 

 
 
 
 
 

編 集 委 員 名 簿 

 委員長 

  伊津野真一 豊橋技術科学大学大学院 

    工学研究科 

       環境・生命工学系 教授 
 委 員 

  小海 文夫 三重大学大学院 工学研究科 

       分子素材工学専攻 教授 

  伊奈  孝 東邦ガス㈱ 技術研究所 

        スマートエネルギー基盤技術グループ 

  太田 一徳 産業技術総合研究所 

    計測フロンティア研究部門 

  大野  正 日本ガイシ㈱ 生産技術センター 

     製造技術部 

  阿知波雅宏 中部電力㈱ 電力技術研究所 

       材料技術グループ長 

  木全 良典 東亞合成㈱ 基盤技術研究所 主査 

  田中 洋充 ㈱豊田中央研究所 

        有機材料プロセス研究室 

  手嶋 紀雄 愛知工業大学応用化学科 教授 

  伊藤 正也 日本特殊陶業㈱ 技術開発本部 

        開発部 部長 

  伴  隆幸 岐阜大学工学部 准教授 

  山本  靖 名古屋工業大学大学院 工学研究科 

       准教授 

【表紙写真について】 

 早春に誘われたドライブ途中で思わず

シャッターをきりました。「四手辛夷（し

でこぶし）」 は細長い花びらが垂れ下が

る様子が神社で使われる「四手」に似て

いること、英名（star magnolia）は星のよ

うに咲くコブシの意のようです。 

【撮影】 

 伊藤浩一 豊橋技術科学大学名誉教授 


