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新年のご挨拶 
 

 

 東海化学工業会会長 

 大 谷    肇 
 

 

 あけましておめでとうございます。会員の皆様方には、つつがなく新しい年をお迎えのこと

とお慶び申し上げます。本年も引き続き本会の活動に変わらぬご支援とご協力を賜りますよう、

何卒よろしくお願いいたします。 

 さて、旧年中は熊本地震を始めとして国内では様々な自然災害に見舞われ、また国際情勢に

おいても予想を大きく覆す出来事が頻発するなど、まさに激動の時代の真っただ中にあること

が改めて実感させられました。そうした中で、記憶に新しい喜ばしいニュースとしましては、

やはり日本人としては３年連続となる、大隅良典先生のノーベル賞受賞でしょう。我が国にお

ける学術としての自然科学のレベルの高さが、国際的にも広く認められていることを示すもの

と云えます。しかし、大隅先生ご自身も指摘されているように、浮かれてばかりはおられませ

ん。一般に、ノーベル賞の対象となる業績は、その時点から20～30年さかのぼって行われたも

のであり、決して現状を反映するものではないからです。それどころか、学術を取り巻く情勢

は、既に一昔以上前から厳しさを増しており、楽観できる状況にはありません。 

 学術における問題を一言で集約すれば、「余裕のなさ」に尽きるかと思います。私が身を置

く国立大学を例にすれば、20～30年前であれば、少ないながらもコツコツと地道に研究を継続

するだけの研究費が配分されていました。現在はこれが限りなく少なくなっており、その一方

では限られた研究プロジェクトに巨額の経費が投入されることによって、学術の世界にもまさ

に現代社会の縮図のごとく「格差社会」が出現しています。その結果、多くの研究者は、わず

かな研究費を確保するにも、申請書類の作成等に膨大な時間とエネルギーを費やさざるを得な

いことになります。これに加えて、財政立て直しの掛け声のもと、研究の基盤を支える事務職

員や技術職員、さらには教員自身も人員削減の対象となり、その数が年々減少しています。そ

の結果、個人個人に圧し掛かる業務量は著しく増大し、資金以上に時間的に研究にじっくり取

り組む余裕が全くなくなっているのが現状であり、この状況が将来的に改善される見通しも全

くありません。 

 一方、民間企業に目を転じてみれば、グローバルな競争がますます激化する中で、同様に余

裕が無くなっているように思われます。高度成長の時代には、新入社員に対する教育も手厚く

なされており、それが結局は会社の財産となっていたかと思います。しかし、現在では時間を

かけて社員教育を行うことができなくなっているとの声をよく聞きます。 

 こうした厳しい状況を直ちに好転させることが難しいとすれば、産学官連携によって相互の

余裕のなさを補うことが、まず行うべき方策ではないでしょうか？常々申し上げているように、

その推進に対し本会の果たし得る役割は非常に大きなものがあります。会員の皆様方には、本

会の活動に一層積極的にご参画いただくとともに、会員拡大にもあらためてご協力をお願いで

きれば幸いです。こうした活動を通じて、10年先、20年先の新年のあいさつにおいても、引き

続きノーベル賞受賞のお祝いが述べられている未来を祈念しつつ、新年のご挨拶とさせていた

だきます。 

Hajime OHTANI(名古屋工業大学 教授） 
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地中熱利用の原理とその有効性 
 

 

 岐阜大学 

大 谷 具 幸 

 
 
１．はじめに 

 2011年の東日本大震災に伴う福島第一原子

力発電所の事故以降、我が国では原子力のあ

り方がこれまで以上に強く問われるようにな

り、今後の中長期的なエネルギー供給の方針

がなかなか定まらない現状にある。太陽光発

電をはじめとする再生可能エネルギーによる

発電量が増加しつつはあるものの、まだまだ

原子力発電を代替するには至っていない。今

後への期待から再生可能エネルギーによる発

電が報道では登場することが多いが、エネル

ギーの供給はあくまでも需要があるために必

要なものである。エネルギーの需要を十分に

抑えた上で今後のエネルギー利用のあり方を

議論するという方向性がまだ十分ではないよ

うな気がしてならない。 

 地中熱利用は、太陽光発電と同様に再生可

能エネルギーのひとつであるものの、発電が

できるわけではなく自然界に存在する熱エネ

ルギーを有効に利用するものである。今後、

地中熱利用が広まっていけば、省エネルギー

の実現、それに伴う二酸化炭素排出量の削減

に加えて、ピーク電力の削減、ヒートアイラ

ンド現象の緩和の実現が期待される。これら

のうち、特にピーク電力の削減は電力需要の

ピークを下げる役割を果たすため、電力供給

のピークを下げることが可能となる。再生可

能エネルギーの中でも熱エネルギーの利用は

いまだ遅れているのが現状であるが、それは

同時に今後の伸びしろが大きい分野であると

もいえる。そのひとつである地中熱利用の原

理と有効性に関して以下に紹介したい。 

 なお以下の内容は2015年７月16日に行われ

た平成27年度東海化学工業会の見学会・講演

会における講演内容の一部を記述したもので

ある。 

 

２．地中熱利用とは 

 地中熱利用は、地上と地中の温度差に基づ

いて地下を夏季には冷熱源、冬季には温熱源

として利用するものである。地中の温度は、

一般に地下約10 mから100 mまでの領域で

は年間を通じてほぼ変化せず、その地域の年

平均気温に近い値を示す。よって、季節に応

じて外気温が変化する地上と比べると、相対

的に地下の温度は夏季には低く、冬季には高

くなる。これは、地層や岩石の熱伝導率が低

いために生じる現象である。 

 熱伝導方程式の解析結果に基づく深度30 

mまでの地下温度分布1)を図１に示す。深度

約２mまでは外気温の影響を受けて、夏季に

は温度が上昇し、冬季には温度が低下する傾

向にある。また、深度10 mより深い深度で

は地下温度は季節によらずほぼ一定となる。

一方で両者の間である深度２mから10 mの

間では特異な傾向が現れる。例えば10月の地

下温度分布について浅い方から見てみると、

深度１mから２mにかけて温度がいったん上

昇するものの、それより深い深度では低下し

ている。また12月の地下温度分布は深度４m

まで温度が上昇するものの、それより深い深

度では低下している。これは夏季における外

気温の上昇が10月に深度２mに、12月に深度

４mにまで到達していることを示している。 

Tomoyuki OHTANI(岐阜大学 工学部 准教授） 

E-mail: tmohtani@gifu-u.ac.jp 
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このように地表面の熱が時間をかけて地下に

伝わるとともに、温度変化の振幅が深くなる

ほど小さくなるために、ある一定の深度より

深いところでは温度が一定となるのである。 

 地下温度が15 ℃の場合について考えると、

夏季に室内の冷房を行うには15 ℃の地中を

冷熱源としてそのまま用いることも考えられ

るが、冬季に暖房を行うには地中を温熱源と

してそのまま用いるには温度が十分ではない。

そこで、地中熱利用のみで空調を行う場合に

はヒートポンプを用いる。 

 ヒートポンプは、冷蔵庫や電気を用いて冷

暖房を行う一般的な空調機（いわゆるエアコ

ン）でも使われている装置である。これらの

うち後者は空気を熱源とするのに対して、地

中熱ヒートポンプは地中を熱源とするのが違

いである。図２は空気熱源ヒートポンプによ

る冷房運転の場合の原理を示している。ヒー

トポンプでは、熱を運ぶ冷媒が装置内を循環

しており、冷房運転の場合には室内機（冷房

運転の場合には蒸発器）において低圧で液体

の冷媒が蒸発し、周囲から気化熱を奪うこと

により、屋内の空気から吸熱を行う。冷房運

転を続けるためには、空気熱源ヒートポンプ

の場合には吸収した熱を屋外に放出しなけれ

ばならないが、夏季の外気温は高いため、そ

のままでは冷媒から熱を屋外に放出すること

ができない。そのため電力等を用いて圧縮機

を回転させて低圧で気体の冷媒を圧縮するこ

とにより高圧にするとともに、温度を上昇さ

せることができる。ここで、必要なだけ冷媒

の温度・圧力を上昇させることにより、冷媒

中の熱を屋外に放出することが可能になる。

屋外に設置された室外機（この場合には凝縮

器）では、高圧で気体の冷媒が凝縮して液体

になることにより、冷媒中の熱を屋外に放出

することができる。液体になった冷媒は高圧

のままであり、これを膨張弁を通すことによ

り、低圧で低温の冷媒に戻すことができる。

なお、暖房運転の場合には、屋外の熱を回収

して屋内に運ぶことから、室内機が蒸発器、

室外機が凝縮器となるように冷媒回路を切り

替えて運転する。 

 地中熱ヒートポンプでは、冷房運転の場合

で考えると、地中を冷熱源とするため、圧縮

機を用いて冷媒の温度を高くする際にあまり

高くしなくても地中に冷媒中の熱を放出する

ことができる。そのため、空気熱源ヒートポ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 熱伝導方程式の解析結果に基づく地
下温度分布 1) 

図２ ヒートポンプの原理（空気熱源ヒートポ
ンプによる冷房運転の場合）。ヒートポン
プ蓄熱センターホームページ参照。 
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ンプと比べると、圧縮機に必要な電力量がよ

り少なくなる。よって、地中熱ヒートポンプ

では省エネルギーを実現することができるの

である。 

 

３．地中熱利用のさまざまな方式 

 地下との間で熱交換をするために、さまざ

まな方式が用いられている。その中でも、こ

こでは他の熱源機器との組み合わせを必要と

しない地中熱ヒートポンプシステムに関する

２種類の方式を紹介する（図３）。 

 ひとつは、地下に地中熱交換器を埋設して、

その中に設置した配管の中を流れる液体と地

層との間で熱交換を行うクローズドループ方

式である。この方式では地上のヒートポンプ

から送り出された液体が地中熱交換器の外に

出ることなく再びヒートポンプに戻ってくる

ので、配管は閉じた回路（クローズドルー

プ）となっている。地中熱交換器は一般には

ボーリングマシンにより約100 mまで掘削し、

その中にUチューブと呼ばれるアルファベッ

トのUの字を縦に長く伸ばしたような配管を

設置し、周囲を砂やグラウト等で充填するも

のである。なお、Uチューブの中を流れる液

体には、凍結防止の観点から不凍液を用いる

場合が多い。 

 もうひとつは、井戸から地下水を揚水して、

その地下水と熱交換を行うオープンループ方

式である。熱交換後の地下水は一般には他の

井戸を用いて地下の帯水層に還元される。こ

の方式では、地下水を揚水する井戸（揚水

井）から還元する井戸（還元井）までの配管

が末端で開いていることから開いた回路（オ

ープンループ）となっている。 

 これらの方式にはそれぞれ長所と短所があ

る。クローズドループ方式では、地下水を揚

水しないため地下水の過剰揚水に伴う地盤沈

下の恐れがないこと、熱媒体は不凍液である

ため、機器に対して悪影響を与えないことが

長所である。一方で、地中熱交換器では周囲

の地層から伝導により伝わってくる熱を利用

することから、地中熱交換器の周囲数メート

ルの熱しか利用することができず、熱需要が

大きい場合には複数の地中熱交換器を設置す

る必要があるため、イニシャルコストが高く

なる傾向がある。 

 これに対してオープンループ方式では、揚

水井と還元井が離れているため常に安定した

温度を有する地下水を熱源として利用できる

こと、揚水することにより広い範囲の地下水

を集めることができるため少ない井戸の本数

で多くの熱を利用できること、そのためクロ

ーズドループ方式に比べるとイニシャルコス

トを抑えられることが長所である。一方で、

地下水を揚水することから過去に深刻な地盤

沈下を経験し、条例により地下水の利用が制

限されている地域では基本的には利用できず、

また地下水中にはさまざまな成分が溶け込ん

でいるので、配管等に悪影響を与える可能性

がある。 

 

４．地中熱利用の省エネルギー効果 

 地中熱利用による省エネルギー効果はこれ

までに導入された施設における運転実績より

いくつか示されている。そのうち、東京都の

オフィスビルの一例を図４に示す。これによ

ると、地中熱ヒートポンプはこれまで使用さ

れてきた空気熱源ヒートポンプと比べて、冬 

図３ 地中熱ヒートポンプの２種類の方式。 
   地中熱利用促進協会ホームページ参照。 
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季も夏季も消費電力量が削減され年間では

49％削減されていること、特に夏季の削減量

が大きいことがわかる。 

 ただし、地中熱ヒートポンプの省エネルギ

ー効果は建物の利用状況、空調負荷、空調機

器の構成等の影響を受けるため、いかなる施

設でも電力消費量の削減率が49％になるとは

限らない。空調運転は常に100％負荷で行わ

れるとは限らず、室内の設定温度に到達した

後は部分負荷運転になり、また状況によって

は一部の部屋で一時的に空調運転がされない

場合もあり得る。空調負荷が低下するとヒー

トポンプの消費電力量も低下するが、地中熱

ヒートポンプの場合にはクローズドループ方

式では不凍液の循環のために、オープンルー

プ方式の場合には地下水の揚水のためにポン

プ動力を必要としている。よって、低負荷運

転になればなるほど、全体の消費電力量に占

めるポンプ動力の割合が大きくなってしまい、

地中熱ヒートポンプによる省エネルギー効果

が低減してしまうことになる。なお、空調機

器の構成として、地中熱ヒートポンプと他の

熱源機器を組み合わせることにより、地中熱

をベース負荷、他の機器をピーク負荷に対応

させようとすると、地中熱の利点を 大限活

用することができ、有効である。 

 

５．地中熱利用の普及状況 

 我が国ではまだなじみが薄い地中熱利用で

はあるが、海外には普及が進んでいる国があ

る（図５）。もっとも普及が進んでいるのは

アメリカである。アメリカでは、1950年頃か

ら地中熱利用への取り組みを開始し、少しず

つその良さが認められて、現在に至っている。

歴代の大統領の中には私邸に地中熱ヒートポ

ンプを導入している場合があり、関心の高さ

がうかがえるところである。 

 第２位の中国は 近の発展が著しい国であ

るため、建物の着工数が多いことに加えて、

環境問題への対処の必要性から地中熱利用が

伸びてきている。第３位以降はヨーロッパ大

陸やアメリカ大陸の中でも北部に位置し、寒

冷な地域である。これは地中熱ヒートポンプ

が暖房運転に有利な特徴を有しているからで

ある。ヒートポンプを運転する際に、圧縮機

に投入された電力エネルギーは基本的には熱

エネルギーに変換されて凝縮器に送られる。

よって、暖房運転の場合には、地下の熱源か

ら回収した熱に加えて圧縮機の運転に伴い発

生した熱をあわせて用いることができる。 

 我が国の導入状況は、普及の進んでいる諸

外国に比べれば、まだまだ少ないのが現状で

ある。図６に我が国における導入状況の変遷

を示す4)。地中熱利用は1980年代にいくつか

の試みがなされたものの、1990年代はほぼ停

滞した状況であった。それが2000年代に入る

と、地球温暖化といった地球環境問題への意

識の高まりにより少しずつ導入が進み始める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 地中熱ヒートポンプの省エネルギー 
    効果の一例2) 

図５ 各国における地中熱利用の導入 
   状況3) 
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とともに、2000年代後半には家庭用の地中熱

ヒートポンプが販売されるようになり、設置

件数が年を追うごとに伸びていくようになっ

た。2010年代に入ると、2011年の東日本大震

災とそれに伴う福島第一原子力発電所の事故

により、再生可能エネルギーへの関心が高ま

り、さらに導入が加速しつつある。 

 2013年時点の累積設置件数は1,513件と決

して大きな数字ではないものの、2000年時点

と比べると約15倍に拡大している。このよう

に地中熱利用は右肩上がりの成長を示してお

り、今後のますますの発展が期待されるとこ

ろである。 

 なお、2013年時点の内訳はクローズドルー

プ方式が1,301件、オープンループ方式が201

件である。件数で見ると、クローズドループ

方式が圧倒的に多い。これは、クローズドル

ープ方式は住宅用のように規模の小さい施設

にも数多く導入されているためである。地域

別に見ると、北海道のような寒冷地域で導入

が進んでおり、次いで北東北や関東となって

いる。西日本での導入事例はまだ少なく、温

暖地域での導入の拡大が今後の課題となって

いる。 

 

６．東海地方での取り組み 

 東海地方は温暖地域であり、地中熱ヒート

ポンプの導入事例は少ないものの、 近は少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しずつ増加しつつある。岐阜県岐阜市では図

書館を含む公共施設であるみんなの森ぎふメ

ディアコスモスが2015年に開館した（図７）。

この施設は、木造２階建てで延べ床面積

15,444 m2であり、さまざまな自然エネルギ

ーが活用される中で、室内の空調にオープン

ループ方式の地中熱利用が用いられている。

また、空調利用のために熱交換された後の地

下水は、その一部を敷地内のせせらぎの並木

テニテオの中を流れるようにしており、市民

の憩いの場となっている（図８）。 

 また、岐阜県大垣市では2013年度より、岐

阜市では2015年度より地中熱ヒートポンプの

導入支援を行うために補助金制度を創設して、

導入の拡大に努めている。みんなの森ぎふメ

ディアコスモスのような地域の象徴となる公

共施設への導入と合わせて、市民への理解が

進むとともに導入が拡大することが期待され

る。 

図７ みんなの森ぎふメディアコスモス 

図８ せせらぎの並木テニテオ 

 図６ 我が国における導入状況の変遷 
           （環境省，2015） 
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７．東海地方の企業等の取り組み 

 地中熱利用は空調等に用いることから、基

本的には建築設備としての知識を必要とする

のに加えて、地中を利用することから地質・

地下水への理解や地下での熱の挙動に関する

理解を必要とする。このような領域を一企業

でカバーするのは容易ではないために、地中

熱利用に関心を持つ企業や地方自治体、大学

等が集まって構成される地域団体が現在、各

地で設立されつつある。東海地方では2011年

に岐阜地中熱利用研究会が、2015年には中部

地中熱利用促進協議会が設立された。それぞ

れの団体では、地中熱利用に関する勉強会や

見学会（図９）を実施することにより、会員

企業の地中熱利用に関する理解を深めるとと

もに、セミナー等（図10）を開催することに

より、理解促進を行い、今後の普及拡大に向

けた準備を進めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岐阜地中熱利用研究会を例に取り上げると、

会員企業が得意とする分野は地質・地下水調

査、ヒートポンプの製造・開発、ボーリング

の掘削、各種配管の製造、不凍液の製造・開

発、住宅の建設等、多岐にわたっており、こ

れらに地元自治体と大学関係者が加わること

により運営がなされている。会員数は設立以

降、増加の一途をたどっているので、関心の

ある方はぜひとも連絡されたい。 

  

８．おわりに 

 地中熱利用は 近になって普及が拡大して

いるとはいえ、まだまだ市場規模は小さく、

これからの分野である。そうであるからこそ、

先駆的な取り組みとしての研究開発や地道な

広報活動が求められているところである。岐

阜大学の学生に聞いてみると、地中熱利用の

意味を正しく理解している者は少なく、おそ

らくそれは一般市民も同じ状況であると思わ

れる。一方で、分野として成熟していないか

らこそ、フロンティアの開拓が必要とされて

おり、それこそが地中熱利用のおもしろさな

のだと思っている。他の熱利用が可能な再生

可能エネルギーと比べると、地中熱利用は莫

大なポテンシャルを有していることが推計さ

れている5)。まだ地中熱の多くは大地の中で

利用されずに眠ったままになっているが、こ

れが今後、適切に利用されるようになること

により、自然を上手に活かした社会が実現さ

れることを期待したい。 
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図９ 地中熱利用施設の見学会 

図10 市民向けセミナー 
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無鉛圧電材料の開発によせて 
 

 

 日本特殊陶業株式会社 

大 林 和 重 

 

 これまでに何度となく無鉛圧電材料の市場

予測なるものを見てきたように思う。机の引

き出しの奥を引っ掻き回して、埋もれていた

資料を捜してみた。久しぶりに手にした 10

年前の予測によれば、RoHS 指令への対応あ

るいは環境への配慮から、市場の無鉛圧電材

料への要求は高く、開発も進み、今頃は PZT

の半分は無鉛圧電材料に置き換えられ、前途

は洋々のはずであった…。我々材料屋が情け

ないのか、予測屋がいい加減なのか、それと

もどこかの輩が足を引っ張っているのか。 

 市場予測はともかく、不充分といわれてき

た無鉛圧電材料の特性はどこまで有鉛圧電材

料に近づけることが、それとも超すことがで

きるのか。我々は 2000 年頃から無鉛圧電材

料の開発を進めてきた。ここ数年は PZT 並

みの電気機械結合係数（電気エネルギーの機

械エネルギーへの変換効率）kp = 60％を目

標値と定め、一つの区切りとして私の定年ま

でに、この目標を何とか達成しようと努めて

きた。残された時間はあと半年である。ちな

みに代表的な有鉛圧電材料における kp 値は、

PZT-4 で 58％、PZT-5A は 60％、PZT-5H は

65％である。我々の目標値 60％とは、すな

わち「PZT と同等」である。 

 現在我々が開発を進めている無鉛圧電材料

は(K1-xNax)NbO3 を主成分とする KNN ある

いは NKN と呼ばれるアルカリニオブ系の材

料である。我々はこの系で kp ＝ 59％を得

た。たまに 60％のものが得られると思わず

にんまりしてしまう。こんな光景を傍から見

れば気持悪いだろうが、PZT と同等という

目標は取り敢えず達成している。 

 本報ではこのアルカリニオブ系無鉛圧電材

料 KNN について、簡単にではあるが現在の

開発状況、また何が問題かも報告させていた

だきたい。ただし、見解が統一されてない部

分や未解明な部分も多く、ここに述べること

はあくまで私の個人的見解であることをお断

りしておく。 

 さて、圧電材料といえば PZT であるが、

PZT とは Pb(Zr1-xTix)O3のことであり PbZrO3 

と PbTiO3 から成る三成分系複合酸化物であ

る。一般に x は 0.52 近傍の値を取る。これ

は x = 0.52 付近にモルフォトロピック相境

界 (MPB)と呼ばれる相境界があり、この付

近で圧電特性が急激に向上するからである

（図１）。 
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図１．KNN と PZT の組成に対する電気機械結
合係数 kpの変化。PZT は MPB 組成付近
(x ≈ 0.52 )で急激に特性が向上する
が、KNN の変化は緩やかである。 

Kazushige OBAYASHI(日本特殊陶業㈱ 技術開発本部 主席研究員） 
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Tel:0568-76-1225 E-mail: k-obayashi@mg.ngkntk.co.jp 
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 PZT は大きく分けて２種類あり、俗にハ

ード系と呼ばれる加工機等能動デバイスに適

した材料と、ソフト系と呼ばれるセンサ等受

動系デバイスに適したものがある。これら特

性の異なる材料系の作り分けは、B サイトの

元素をドナーと呼ばれる高原子価のもので置

換するか、アクセプタと呼ばれる低原子価の

もので置換することで可能である。これだけ

の予備知識があれば PZT は見様見真似でも

それなりの特性を持った材料を作ることがで

きる。 

 一方、今から述べようとする無鉛圧電材料

KNN は KNbO3と NaNbO3がほぼ半々から成

る酸化物といえる。PZT も KNN もいずれも

ペロブスカイト型結晶構造（図２）をとり、

相の構成からみても両者は一見よく似ている。

ということで多少圧電の知識があると、無鉛

圧電材料の開発なんて…、と高を括ってみた

くなる。 

 無鉛圧電材料として数種類の材料が知られ

ているなかで、アルカリニオブ系材料は他の

無鉛圧電材料に比べて特性が比較的 PZT に

近いことから、PZT の代替材として注目さ

れてきたものの、その開発は遅々として進ま

なかった。その原因の一つにこの材料の難焼

結性や吸湿性が挙げられる。あまりにも入口

で躓いていたことになる。しかしこうした問

題は不可避なものではなく、組成および工程

の 適化で解決できる。たとえばこの材料は

アルカリ金属が主成分のため、待ってました

とばかりにアルカリの溶出が問い沙汰される。

しかしアルカリ金属もペロブスカイト型結晶

のサイトにしっかりと収まっていれば、すな

わち組成と工程が適切であれば、沸騰水中で

長時間煮続けても僅かに溶出する程度である。

ガラスのネットワーク中のアルカリと混同す

べきではない。 

 初歩的な問題が改善され焼結体が得られる

ようになっても、焼結体組織内には粒界に多

くの空隙が存在するという問題が残った。原

因は KNN の粒子がサイコロ状であり、粒子

間に隙間ができやすいためと考えられる。圧

電材料は特性を発現させるために焼結体に電

極を付与し、この電極間にミリメートル当た

り数ｋV の高電圧をかける分極という工程が

一般に必要である。焼結体内に生じた空隙は、

この分極処理において電圧破壊の起点になる

ため致命的な欠陥となり、特性向上の妨げに

なる。 

 我々はこの問題に対し 2009 年に KNN に

NTK を添加した複合材料を開発した。KNN

単体と、NTK を添加した KNN-NTK 複合材

料の組織の違いを図３に示す。NTK とは

Nippon Tokusyutougyou Kabusikigaisya の略で

はなく、Nb、Ti、K からなる層状化合物

KTiNbO5 のことである。KNN-NTK 複合材料

ではこの NTK 相が空隙を埋め緻密な組織に

なっている。この時点では電気機械結合係数

kp は 52％であり PZT に比べてまだ見劣りし

たものの、実用化のための 低レベルは達成

したといえる。耐久性、経時変化は PZT よ

りも優れており、高湿中での利用が可能なこ

とも実証してきた。工程の安定性も KNN-

NTK 複合材料の開発により大幅に向上した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．圧電材料の結晶構造、(a) PZT、(b) 
KNN。どちらもペロブスカイト型構造
だが、Ａサイトが作る基本格子と酸素
８面体の位置関係が異なる。 

図３．(a) KNN のみの焼結体組織の SEM 像、(b) 
NTK を添加した KNN−NTK の組織の
SEM 像、(c) KNN/NTK 界面の TEM 像
（左下が KNN 相、右上が NTK 相）。 
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スプレードライを利用した 100kg／バッチの

粉体の量産性が確認できている（図４）。と

はいえ、工程の細かな事由を理解していなか

ったり、管理が悪かったりするとすぐ転ける。

いずれにしても造粒工程までで特性の大半が

決まる。 

 ところで無鉛圧電材料においては、製造方

法もさることながら圧電特性も PZT とは異

なっている。先に述べたドナー、アクセプタ

を用いた、すなわち PZT におけるハード化、

ソフト化の技術はアルカリニオブ系圧電材料

には通用しないように思われる。この材料は

ハード系ともソフト系とも言い難い圧電特性

を示す。 

 さらに PZT における MPB の考え方は、少

なくとも我々が扱っている材料系にはあては

まらない。圧電特性の向上を目論むと MPB

を制御したいと思うのは PZT を扱った経験

があればごく自然である。我々も開発の初期

段階では MPB に固執した。しかしアルカリ

ニオブ系圧電材料の相転移は緩慢であり、そ

れに伴う特性変化も緩慢である。PZT にお

ける MPB に相当するものはアルカリニオブ

系圧電材料にはないように思う（図１）。現

在 高特性が得られている材料の主な特性値

を PZT と比較して表１に示す。ようやく無

鉛圧電材料の特性も PZT とほぼ互角なとこ

ろまで向上してきた。 

 残された問題は表中の数値には直接現れて

いないが、強誘電体特有の相転移点が室温付

近にあるため、使用環境が０℃以下になると

使いにくい場合が生じるということである。

個人的には、アルカリニオブ系圧電材料の相

転移機構は従来報告されてきたものよりもさ

らに複雑であると考えている。この件につい

ては詳述しないが、室温付近にある相転移の

制御こそがアルカリニオブ系圧電材料の真の

実用化の鍵だと思っている。この相転移を考

慮しない材料開発は五里霧中だろうし、特性

評価においても間違った結論を導きかねない。

この相転移がもう少し制御できれば私の目標

は達成であるし、材料も完成である（もう少

しといいながら、前途遼遠？）。 

 ところで、ニオブ原料のコスト高ゆえ、ア

ルカリニオブ系圧電材料のコスト高は避けら

れない。驚くことにこの材料の原料コストの

約 90％が酸化ニオブのコストである。すな

わち、ほとんどがニオブ代である。一方ニオ

ブの総需要における酸化物としての需要は 1

割程度であり、たとえアルカリニオブ系圧電

材料が普及して酸化ニオブの使用量が増加し

たとしても、コスト低減は期待できそうにな

い。アルカリニオブ系圧電材料のコストは、

素子単品で PZT の倍額ぐらいまでが低減の

限界であろうと大雑把に推定している。こん

なことは開発当初から折込済みのはずである

が…。 

 すでにハード化、ソフト化の件でもふれた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．(a) KNN−NTK 無鉛圧電材料の造粒粉末、
および(b) KNN−NTK 無鉛圧電材料を用い
た素子。 

比誘電率 ε 33
T/ε 0 2020 1450

電気機械結合係数 k p 0.59 0.60

k t 0.44 0.41

k 33 0.64 0.72

k 31 0.34 0.34

圧電歪定数 (pC/N) d 33 324 340

d 31 144 142

周波数定数 (Hz∙m) N p 2650 2200

N t 2940 2150

N 33 2070 1500

N 31 2190 1650

弾性コンプライアンス (pm2/N) s 33
E 13.9 15.7

誘電体損 (%) tan δ 2.2 0.4

機械的品質係数 Qm 56 1800

密度 (g/cm3) ρ 4.54 7.6

キュリー温度 (oC) T c 304 300

KNN–NTK MT‐18K

表１．KNN 系無鉛圧電材料と PZT（MT-18K、
日本特殊陶業製）のおもな圧電特性 



12 東海化学工業会会報 
────────────────────────────────────────── 

────────────────────────────────────────── 

ように、PZT との全面的なコンパチ性は、

少なくともアルカリニオブ系圧電材料では不

可能である。言い換えれば、PZT の代替と

して無鉛圧電材料を使用するためには、ユー

ザー側で駆動回路、製品構造等の設計変更が

必要となる。さらに切り替えのための試験も

加わりユーザー側の負担も少なくない。故に

「無鉛圧電材料は実用化レベルに達した」な

どと一方的に宣伝し過ぎると、下手をすれば

我々は騒乱罪で訴えられかねない。とはいえ、

アルカリニオブ系圧電材料がもつ、PZT に

比べて軽い、減衰が速いなどの特徴は、新た

なデバイス用途を開発して活かされるべきだ

と思う。代替ということだけを基準にコスト

と特性を天秤にかけられたのでは、無鉛圧電

材料の展開が苦しいことは避けられない。環

境性、安全性を重視した新規分野を期待した

い。そのためにも我々材料研究者は、誠実な

開発に邁進するとともに、正確な情報を発信

し続けねばならない。 

 この材料はこれまでのセラミックスの概念

とは異なり、理解しづらいばかりでなく、作

り易い材料でもない。それはここまで到達す

るのに半世紀以上かかっているという経緯か

らも明らかだろう。しかし昨今急速に解明が

進み、不安定と言われてきたこの材料も、一

度しっかりと工程を構築してしまえば安定供

給が可能であると判断している。だからとい

ってこの材料がやさしく微笑むことはないだ

ろう。材料研究者は少しでも良い材料を世の

中に送り出そうとギリギリのところで材料を

設計している。しかし大切に育ててきた材料

が、目先のためだけに見るも無残な姿に変わ

り果てていたりする。これでは積み重ねてき

た材料技術や信頼性が、一瞬にして散失しか

ねない。無鉛圧電材料を安心して使用してい

ただけるよう、我々は謙虚に材料と向き合っ

ていかねばならない。無鉛圧電材料が、無鉛

圧電材料を用いた製品が一日も早く上市され、

世界に貢献できる日が来ることを願ってやま

ない。 

 

 本報中で紹介させていただいた無鉛圧電材

料（弊社 LFP シリーズ）の詳細につきまし

ては、下記 InTech ホームページに論文が掲

載されております。ご高覧いただければ幸い

です。オープンアクセス仕様となっておりま

すので、無料でダウンロードいただけます。 

http://www.intechopen.com/books/piezoelectric-

materials 

 

多民族国家マレーシアの正月と祭り－ 
MJIIT（クアラルンプール）に３年半滞在して 

 

 

 名古屋工業大学元教授 

池 田 章一郎 

 

 

 2011 年の春、名古屋工業大学（以下 名

工大）に私用で寄った折に、川崎晋司先生か

ら、名工大が、今度マレーシアにできるマレ

ーシア-日本国際工科院（Malaysia-Japan 

International Institute of Technology; 以下 

MJIIT）の化学系学科（Depar tment  of   

Shoichiro IKEDA（元名古屋工業大学大学院工学研究科教授、前マレーシア・日本国際工科院教授 現：株式会社シオ

ン 非常勤技術顧問） 

連絡先：〒465-0058 名古屋市名東区貴船1-344 

株式会社シオン  Tel:052-704-7333 Fax:052-704-9333 E-mail: ike_shou@yahoo.co.jp 
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Environmental  Engineering and Green  

Technology; 以下 EGT 学科）の幹事校になっ

ているが、化学系で赴任してくれる先生の推

薦に困っている旨のお話をお聞きした。マレ

ーシアとは 2006 年以来、電気・電子工学科

の梅野正義先生（現中部大学）、曽我哲夫先

生の研究室を卒業された現マラ工科大学（Ui

TM）の M. Rusop 教授との関係で、名工大

在職中、ほぼ毎年関連学会に参加させていた

だき、2009 年３月に退職後も、技術顧問を

しているベンチャー企業の㈱シオンの関係で

も、2010 年に 1 週間ほどクアラルンプール

（以下 KL）近辺を訪問した等、少なからぬ

縁を感じていた。 

 そこで、だれも候補者がいないなら、私で

良ければと名乗りを上げ、日本およびマレー

シア側の合同の面接を受け、化学系の教員候

補者の一人として選ばれた。2011 年夏には、

EGT 学科の設立準備セミナーのため、幹事

委員の川崎先生とともに KL に行き、マレー

シア側の先生たちと設立準備について議論し

た。マレーシア工科大学（以下 UTM）本校

の承認審査の遅れで、11 月ごろ赴任予定が、

旧正月の休み（中国系太陰暦によるお正月、

2012 年は１月 23 日・24 日）明けの 2012 年

の２月８日の赴任となった。 

 MJIIT 設置については、マレーシアの元首

相マハティール博士が、2001 年、時の日本

側小泉純一郎元総理との間で日本風大学の設

置協力の合意がなされ、進められてきたもの

である。その後、紆余曲折をへて、2010 年、

マレーシア側ナジブ首相と日本側鳩山由紀夫

元総理との 終合意により、UTM の KL キ

ャンパス内に一学部としての設立が 10 年越

しで確定し、2011 年９月開校と決まった。

始めに、精密機械工学科（MPE 学科）と電

気システム工学科（ESE 学科）が、その年

の 9月から学生募集してスタートし、日本側

からは各科それぞれ一人ずつの日本人教員が、

2011 年中に赴任していた。EGT 学科は２年

遅れでのスタートが決まっており、赴任して

からの主な仕事は、学科の実際の開設に向け

ての色々な準備であった。マレーシアはエネ

ルギー資源の産出国ではあるが、それらはほ

とんど輸出に回され、自国での活用度が低い。

このことから、自国での有効活用を目指すべ

く、化学工学系の大学生の育成が急務となっ

ており、EGT 学科でも、大学で化学工学科

を修得した教員の割合を一定数以上確保する

ことが必要とされた。しかし、日本の大学で

は組織改革等で、多くの大学から化学工学科

の名称が消えており、教員確保にはその後も

かなり苦労することとなった。 

 マレーシアは日本の約 87％の面積に 1/3

以下の約 2,900 万人の総人口で、その人口比

率は、マレー系：中華系：インド系＝６：

３：１と言われている。中華系の学生は概し

て勤勉なため、そのまま成績のみで採用する

と、マレー系の学生が少なくなる恐れもあり、

マレー人を経済的に優遇する国策、いわゆる

ブミプトラ政策が入試（選抜）にも反映され

ている。男女比率については、工科大学であ

るにもかかわらず、女子の割合がすべての学

科でほぼ半数を占め、特に EGT 学科の化学

プロセス工学（CPE）科では女子の割合の方

が大きい。 

 

 さて、マレーシアの祝日は日本のように完

全に全国統一ではなく、そのような祝日と一

部州・地域のみの祝日があり、大学教育スケ

ジュールも、KL 特別市にある MJIIT と本校

UTM のあるジョホール州とでは祝日が一致

しないので、二重になっている。また 2014

年１月から、ジョホール州では日曜日の代わ

りに金曜日が休日に指定し直されたために、

会議の開催に支障が生じたりした。 

 私は中国系旧暦の正月明けに赴任したので、

その時は特に感じなかったのだが、新暦の 1

月 1日はお正月として祝日にはなっているが、

祝日としては当日だけでその前後は平日とな

っており、日本の暮れ・正月のような感じは

ない。その代わりと言ってはなんだが、12 
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月 25 日のクリスマスは全国的な祝日となっ

ている（写真１）。 

 次の祝日は、先にも書いた中国系旧暦のお

正月で、祝日は旧暦の 1日と 2日の 2日間に

わたっている（2017 年は 1 月 28 日・29 日）。

多くはその週一週間を休みとし、中国系はも

ちろん、マレー系の人たちも帰省休暇を取る

のが一般である。大学も学期末にかかること

が多い。ショッピングセンターやホテル、個

人商店でも、クリスマスが終わると、旧正月

の飾り一色になる（写真２）。 

 ５月１日のメーデーは全国的な祝日となっ

ており、KL の中心にあるムルデカ広場で行

事が行われる。 

 仏教徒はあまり多くはないが、2017 年５

月 10 日（旧暦の４月８日）の釈迦の誕生日

（Hari Wesak）も、全国的な祝日となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イスラム教徒が大部分を占めるマレーシア

では、断食月明けのハリラヤ・プアサ（Eid 

Al-Fitr）の祝日（２日間、2017年は６月25日

・26日）が、実質上の新年となる。実際には

イスラム暦（ヒジュラ暦）での正月は別にあ

り、ハリラヤ・プアサの祝日はヒジュラ暦で

の10月１日・２日に当たる。断食月明けには、

大学の教授たちが自宅に職員や若手の先生を

招待してくれ、私も家内と一緒に、３～４回

参加した。 

 ８月31日はマレーシアの独立記念日で、国

の誕生日にもあたり、一種のお正月（祝日）

である。同じような祝日が９月16日にもあり、

ボルネオ島の北ボルネオとサラワク州がマレ

ーシア連邦に加わったことを祝う、全国的な

祝日となっている。 

 ハリラヤ・ハジ（Eid Al-Adha）は犠牲祭

あるいは聖地巡礼祭のことであり、イスラム

の祝日（2017年は９月１日・２日）となって

いる。2012年10月25日に、大学構内にあるモ

スクのそばに、前日から犠牲となる牛が数頭

つながれていた（写真３）のを初めて見たと

きは、厳粛な感じがした。 

 2017年の場合、９月21日はイスラム暦での

新年アワール・ムハラン（Maal Hijrah）とな

り、全国的な祝日である。マレーシアでは、

祝日が週の半ばにあると、その前半や後半に

休暇を取り、１週間お休みにする人が多い。 

 ディーパヴァリ（Deepavali）はヒンズー

暦では６月にあたり（2017年は10月18日）、

ヒンズー教のお正月祭（祝日）である。地面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 南国マレーシアのホテルのクリスマス飾り

写真２．旧正月のお祝い、KL天后宮 
   （Thean Hou Temple）（2013年は2月10日）

写真３．犠牲祭にささげられる牛たち 
    （UTM構内にて）。 
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に彩色された米粉などを使い、きれいな幾何

学模様（カラム）を描いていく。MJIITでも

インド系の先生と学生たちが中心になって、

建物の２階への階段下の広場にきれいな模様

が描かれ（写真４）、インド系以外の人も楽

しんでいる。 

 インド系では、１月下旬～２月上旬（2017

年は２月９日）に、タイプーサムと呼ばれる

ヒンズー教の奇祭（一部の地区、KL、プト

ラジャヤ、ラブアン島、のみ祝日）が行われ、

黄金の仏像で有名なバツーケーブへ向けて苦

行の行進がある。バツーケーブには数回行っ

たが、奇祭の期間中、かなりの人出のため、

奇祭の見物には一度も行かなかった。 

 国王誕生日（６月第一土曜日）も祝日だが、

マレーシアでは全13州のうち、スルタンと呼

ばれる君主のいる９州が互選（実質は輪番）

で5年任期の国王になり、現国王は２度目の

在任である。スルタンのいる州では、各スル

タンの誕生日がその州の祝日となっている。 

 マレーシアの人々は、花火が大変好きなよ

うで、大晦日・お正月はもちろん、各祝日や

記念日と、ことあるごとにKL市内のあちこ

ちで打ち上げており、その光景が、住んでい

たマンションからもよく見えた。 

 その他、個人的な祝いごととして結婚式が

あるが、MJIIT赴任中、教職員の結婚式（実

際には披露宴）にはできるだけ参列するよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に努め、３年半の間に10回以上になった。披

露宴は自宅、公民館、レストランや大学の講

堂などを使うが、大抵は花嫁・花婿両方の実

家で半日近くかけて行われることが多く、ホ

スト役の両親はゲストの応対に大忙しの様子

であった。多くのゲストは入れ替わり立ち代

わりで、お祝いを告げ、食事を戴いてしばら

くして立ち去るのが普通であるが、私は多く

の場合、始終参列した（写真５）。古式豊か

な場合、花嫁・花婿が鳴り物入りの行列を従

え入場してくる。宴たけなわにはウエディン

グケーキの入刀もあり、馬洋折衷である。 

  

 マレーシアに３年半近く赴任し、上記のよ

うに祝日や結婚式を多く経験することができ

たが、不幸にも、数件の葬式に参列すること

もあった。 

 １件はMJIITに赴任されてきていた元九州

大学の西川正史先生が在職中にお亡くなりに

なられ、KLでのお葬式となった。 

 中国系先生の御母堂の葬式にも参列した。

その葬式は葬儀式場での仏式葬儀であったが、

その先生はイスラム教の女性と結婚されて改

宗されているので、葬式も傍観するだけであ

ったのは、多民族国家マレーシアを実感した

例である。 

 イスラム教の場合、亡くなったその日のう

ちに土葬するようで、マレー（イスラム）系

の先生の親族の葬式では、自宅またはモスク

写真５．マレー系地元市民の自宅での結婚式・
披露宴での記念写真（左から MJIIT 大島
直樹先生（現山口大学）、２人目 筆者） 

写真４．ディーパバリの飾り付けをする MJIIT
の学生たち。
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等でのお別れの儀式のあと、すぐに墓場へ行

ってしまうようだった。 

  

 以上、MJIITの滞在を通して、多民族国家

マレーシアの祝祭日を体験することができた。

一方、2013年頃からの原油価格の暴落による

マレーシア国家予算の削減により、MJIIT当

初の計画の削減を余儀なくされたのは、少々

残念なことである。MJIITならびにマレーシ

アの益々の発展を祈念して、終わりとしたい。 

 

 

 

 

第111回東海技術サロン 

       （ＣＳＴＣフォーラム） 

「野球と私」 

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29年２月14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 

  座長 化学工学会東海支部 

          副支部長 加藤 禎人 

    演 題 「野球と私」 

    講 師 名古屋商科大学 硬式野球部 

      (元PL学園監督)総監督 

             中村 順司 氏 

 17:00 懇談会 

定 員 100名 

    （定員になり次第締め切ります） 

参加費 講演会:1,000円、懇談会:5,000円

（消費税を含む） 

申込方法 

 東海支部ホームページの参加申込フォーム

よりお申し込み下さい。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。 

 

申込先 〒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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連学協会の共催・協賛行事 

編 集 委 員 名 簿 
 委員長 
  伊津野真一 豊橋技術科学大学 学長特別補佐 
     大学院工学研究科 
        環境・生命工学系 教授 
 委 員 
  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 
  伊藤 正也 日本特殊陶業㈱  
         事業開発事業部 担当部長 
  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 
  太田 一徳 産業技術総合研究所 
     構造材料研究部門 
  大野  正 日本ガイシ㈱ 生産技術センター 
      製造技術部 
  木全 良典 東亞合成㈱ 基盤技術研究所 主査 
  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 
  田中 洋充 ㈱豊田中央研究所 
        有機材料研究室 
  手嶋 紀雄 愛知工業大学応用化学科 教授 
  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】
 ｢芽吹き間近｣(護摩壇山山頂付近にて) 
 東海地方から西日本では標高約 1,000
ｍ以上の高地にしか生育しないブナの木
は、厳しい冬の気候に耐えながら春の到
来を待ち受けているのである。 
【作者】 
 竹田元則（Motonori TAKEDA) 和歌山
市生まれ。工学博士。セイカ株式会社な
らびに和歌山精化工業株式会社 専務取
締役。日本化学会、高分子学会、近畿化
学協会等に所属。 


