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マルチフェロイクス効果を利用したコンポジットアクチュエータ・センサ材料の開発
研究代表者名
弘前大学・理工学部・古屋泰文

研究分担者名
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１．はじめに
磁歪材料と圧電材料は磁場、電場の印加により力と変位を生じ、その磁気・電気相互変換を組み合わせ
た ME 効果(Magnetoelectric Effect)のために複合材料として期待されている。 これらのマルチフェロイ
クス系要素材料を基盤とし、複合化プロセスにより機能発現させたものとして磁気センサが研究されてい
る。2008 年、我々の研究室では、大磁歪・高剛性をもつ Fe-20at%Ga・Fe-50at%Co 磁歪薄膜、圧電材料
として高圧電定数をもつ PZT セラミックスを選択した場合の磁気センサの試作・評価が調査され、磁歪薄
膜によるセンサの開発に成功した[1]。
本研究では、新たに Fe-30at％Pd 磁歪薄膜と単ロール液体急冷凝固法を用いて作製した Fe-29.6at%Pd
磁歪薄帯と圧電材料(PZT)を複合化し、マルチフェロイクス磁気センサのバイアス磁場による出力への影
響、広い周波数間における出力電圧、磁歪材料の板厚の変化による出力特性を評価した。
２．研究経過
Fe-29.6at%Pd 磁歪薄帯試料は、目標組成となるように各元素を秤量し、プラズマアーク溶解装置

[TIG-400F：東栄科学産業社製]を用い、母合金を作製した。その後、単ロール急冷凝固法により磁歪薄帯
を作製した。圧電材料として厚さ方向に分極した PZT セラミックス[富士セラミックス製;C-62(Ag 電
極)、長さ 10mm×幅 20mm×厚さ 0.26mm]を選択した。複合化については磁歪材料と圧電材料をエポキ
シ樹脂系接着剤により接合した。

Fe-30at％Pd 磁歪薄膜は、RF マグネトロンスパッタ法を用い PZT の両面に直接成膜した。成膜条件は、
スパッタ出力：300W、基本 Ar 圧：0.5Pa、試料温度は 20~50℃に保たれた。

特性評価について、磁歪材料の定量分析は電子線マイクロアナライザ(EPMA)、結晶構造解析は X
線回折法(XRD)、磁歪は歪ゲージ法、磁気特性は振動試料型磁力計(VSM)を用いて分析・評価を行った。
センサ特性は、コイル、チャージアンプを用い、低磁場での出力電圧を評価した。駆動交流磁
場;0.1~0.5Oe、発振周波数;0.07~80000Hz、直流バイアス磁場;-200~＋200Oe、チャージゲイン;1.26mV/pC
条件下で、印加磁場方向は磁歪材料の長手方向とし、駆動交流磁場と直流バイアス磁場を同時に印加
し出力電圧を測定した。

３．研究成果
Fig.1 に Fe70Pd30 磁歪薄膜を用いたセンサの駆動交流磁場 Hac=±1Oe、磁周波数 f=1kHz を印加した場合
の、直流バイアス磁場の変化に対する出力電圧を示す。3.6μm の磁歪薄膜を成膜したセンサではバイアス
磁場 25Oe で最大 0.73mV の出力電圧を誘起した。10μm の磁歪薄膜を成膜したセンサではバイアス磁場
150Oe で最大 3.56mV の出力電圧を誘起した。これらより、膜厚の増加に伴い出力電圧は増加するが、要求
される直流バイアス磁場も増加する結果が得られた。
PZT 両面に、
膜厚が異なる Fe70.4Pd29.6 磁歪薄帯(30µm、90µm)を接合し試作したセンサの駆動交流磁場 Hac=
±1Oe、励磁周波数 f=1kHz を印加した場合の、直流バイアス磁場変化に対する出力特性を Fig.2 に示す。
各曲線ともに、出力電圧 VME は、あるバイアス磁場に対して最大値を示す、最適バイアス磁場が存在する。
この最適バイアス磁場は 30µm が 40Oe、90µm が 60Oe、90µm 薄帯 2 枚重ねた 180µm が 120Oe と、磁歪薄
膜を用いた場合と同様に膜厚の増加と共に大きくなった。この原因は膜厚が増加することで、磁性体の寸
法比(断面積/長さ)が変化し、反磁場が変化するためである。最大出力は 30µm が 7.00mV、90µm が 13.6mV、
90µm2 層の 180µm が 15.1mV になり、いずれもスパッタ法による 10µm 磁歪薄膜を用いたセンサ(3.56mV)
を上回る出力が得られた。膜厚に比例して最大出力も増加する傾向を示すが、90µm 薄帯 2 枚重ねた 180µm
は、線形性を示さず小さい。内側の薄帯が接着剤により拘束され、磁歪の発現が不十分であることが考え
られる。
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４．ま と め

本研究において以下の知見を得た。
１）磁歪・圧電複合型マルチフェロイクス磁気センサにおいて出力電圧が最大になる直流バイアス磁
場が存在し磁歪材料の板厚の増加に伴い最大出力電圧と要求される最適直流バイアス磁場は増
加する。
２）Fe70.4Pd29.6 磁歪薄帯を用いたセンサは、Fe70Pd30 磁歪薄膜を用いたセンサと比較し出力電圧が大きく、
要求される最適バイアス磁場は小さい。

Fig.1 ME output voltage of variety of thickness as a function of Hbias for Fe70Pd30 film(10μm) and Fe70Pd30
film(3.6μm).

Fig.2 (a)ME output voltage of variety of thickness as a function of Hbias (b)ME max voltage of Fe-Pd
ribbon thickness 2tm.
参考文献
[1] Syunsuke Satou, Yoshiyuki Hayashi, T.Okazaki, Y.Furuya and C.Saito：Collected Abstracts of 2008 Autumn
Meeting of The Japan Institute of Metals, p419
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１．はじめに
鉄鋼材料は成分調整後の熱処理・加工プロセスにより所望の強度や延性を持たせることができる。これ
らのプロセスでは、組織形成と同時に力学状態を反映した残留応力や結晶状態を反映した転位といった弾
性的ひずみ場および塑性的ひずみ場が材料中に蓄積あるいは解放されることにより材料強度が得られる。
従来の鉄鋼材料研究では、電子顕微鏡観察による組織・転位観察が広く行われてきたが、これは破壊測定
であるため力学状態の解析は困難である。さらに、その観察領域はサブmmオーダー以下の極微小領域であ
り材料全体の状態を反映している保証はなく、また試料作製時の加工影響が否めない研究アプローチであ
った。そこで、本研究では、モデル鉄鋼材料（S45C, TRIP鋼）を用いて、非破壊測定であるX線回折により、
弾塑性ひずみ場の解析を試みた。
２．研究経過
（試料１）S45C 圧延版
引張試験片を作製し、0～600 MPa の引張荷重を負荷した後に除荷し、その都度Ｘ線回折プロファイル
測定し、修正 Williamson-Hall 法および修正 Warren-Averbach 法により転位密度を求め、ひずみゲージに
より測定した除荷後の塑性ひずみとの関係を調べた。
（試料２）0.2C-1.5Mn-1.5Si 高強度低合金 TRIP 鋼板
東北大学にて成分調整・溶解・熱処理により上記 TRIP 鋼作製した。二段階熱処理後、3～10％引張ひず
みを加えた試料について残留応力測定を行い、相応力を求めた。
３．研究成果
（試料１）
負荷応力と転位密度の関係：Bailey-Hirsch の関係を用いて、塑性変形領域における流動応力は転位密度
の平方根に対して直線関係となり、Bailey-Hirsch の関係が成り立っていることがわかった。このときの係
数τ0 およびαの値はそれぞれ 126 MPa および 0.119 であった。
転位密度と塑性ひずみの関係：ρ=ρ0＋Dερβとして解析を行った。ここでερは塑性ひずみ、Dおよ
びβは材料によって異なる係数である。本実験ではDおよびβの値はそれぞれ2.3×1016 m-2および0.79とな
った。過去のエッチピット法による1020鋼の報告と比べるとS45CはD値は3桁大きいものとなった。本材
料は塑性変形時の転位密度の上昇率が大きく、加工硬化しやすいものと考えられる。
（試料２）
残留応力測定による相応力解析の結果、3%ひずみ材では降伏応力以上に負荷応力が増加し，応力誘起変
態によりマルテンサイト変態が生じ，γR が体積膨張し，α 相は圧縮応力状態となり，γR は引張応力状態と
なることがわかった。6%ひずみ材では，塑性変形を受けるため，マルテンサイト変態の核が生成され，α
相への圧縮応力の負荷が増大し，10％ひずみ材では γR の体積率は極わずかとなり，マルテンサイトへ完全
に変態する。フェライトとマルテンサイトの応力関係に関しては，降伏後の塑性変形は軟質なフェライト
相で優先的に進み，マルテンサイトと応力分配が生じるため，除荷後はフェライトに圧縮ひずみ，マルテ
ンサイトには引張ひずみが残留すると予測された。
４．ま と め
X 線回折プロファイル測定および残留応力測定により、引張負荷を加えた鉄鋼材料の転位密度および相
応力解析を行った。その結果、引張負荷により生じた弾・塑性ひずみを、各材料の加工硬化過程あるいは
相変態過程により説明することができた。今後、本研究で試みた解析法を基に弾・塑性ひずみの定量的評
価をさらに進めることにより、鉄鋼材料の加工プロセスおよび負荷環境下での材料強度・疲労寿命発現と
いったマクロスコピックな現象を原子配列の変化といったミクロスコピックなパラメータで評価できるこ
とが期待される。
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１．Introduction
Shape memory alloys (SMAs) are a unique class of alloys, due to a reversible phase transition,
exhibiting large reversible strain and strong recovery forces upon repeated heating and cooling.
Ti-Ni alloys, which are the most practical SMAs, exhibit two kinds of martensitic transitions.
One is a direct first order phase transition from the B2 parent phase (P phase) to the B19’
martensite phase, and the other is a sequence of first-order phase transitions from the B2 phase
to the R phase and from the R phase to the B19’
phase. It was found that Ti-Ni alloys show novel
phase transition behavior depending on the
concentrations of doped third element. The
first-order phase transition in Ti50Ni50-xFex is
suppressed with increasing Fe content, and only
the precursor phenomena are observed when more
than 6 at. % of Fe atoms are substituted for Ni1. It
exhibits a P phase to incommensurate (IC) phase
transition at 220 K and an IC phase to
commensurate (C) phase transition at 180 K.
In previous work, we investigated the local
structure around Fe and Ni in Ti50Ni44Fe6 single
crystal using X-ray fluorescence holography (XFH)
method2, 3 and the result provided direct evidence
for
the supperlattice structure in the Figure 1 Atomic images around Ni on the (001)
commensurate C phase. As shown in Fig. 1, the lattice plane at z=0 Å in P phase. The energy step of
reconstructed atomic images directly reveal the this measurement is 0.5 keV.
neighboring structure around Ni in a radius of 1 nm. However, the intensity of far atoms was
weak and a ring-like pattern appeared on the reconstructed image at a distance of 1 nm away
from the emitter Ni. It is difficult to analyze and understand the exact atomic arrangement of far
atoms around Ni. Therefore, XFH experiment with a fine energy step is required for figuring out
the actual atomic arrangement of further neighboring atoms around Ni. In this study, we choose
0.25 keV as an energy step for measuring Ni Kα holograms, while 0.5 keV was used in previous
measurement.
２．Experimental
The XFH experiment was carried out at beamline BL6C of the Photon Factory at KEK,
Tsukuba. The x-ray beam from the bending magnet source was monochromatized by a Si (111)
double-crystal monochromator and focused onto the sample with a Si bent total reflection mirror.
The incident x-ray energies were 8.5-13.0 keV in 0.25 keV steps. Using the toroidally bent
graphite crystal, Ni (Kα 7.47 keV) fluorescence x rays from the sample were analyzed and
focused onto an avalanche photodiode. Each hologram took 6 hours for the measurement. The
temperatures of 225 and 100 K were chosen for obtaining holograms in the P and C phases,
respectively.
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３．Results
Figures 2(a) and (b) show real space images of the (001) lattice plane at z = 0Å (the emitter Ni
atomic plane) of the parent (225K) and commensurate
(100K) phases, respectively. From the crystallographic
knowledge of Ti50Ni44Fe6 single crystal, it is found that
images of neighboring Ni/Fe atoms were successfully
visualized up to 2 nm in a radius as shown in Fig. 2(a).
The ring-like pattern was suppressed due to the fine
energy step. The intersections of the solid line indicate the
ideal atomic positions of Ni/Fe atoms. The marked circle
corresponds to the emitter Ni atom. As shown in Fig. 2(b),
the neighboring Ni/Fe atoms around Ni within a radius of
1 nm are much enhanced in the C phase as marked by a
dashed line. From the comparison of Figs. 2(a) and 2(b),
we found that far atoms are distorted and weaker in the C
phase than those in the P phase. This result may be
strongly related to the effect of impurity Fe.
In the previous XFH study3, 4, we have confirmed the
formation of a cluster-like structure with a size of 8 Å
around Fe in the C phase. Since 6 at. % Fe atoms are
substituted for Ni, the high stability of cluster-like
structure around Fe may give a rise to an inhomogeneous
atomic environment around Ni. Namely, the neighboring
Ni atoms around Fe are locked by the cluster-like
structure at low temperature, while far atoms of Ni prefer
a structure of low temperature phase (such as the R
phase) The atomic images obtained by XFH are average Figure 2 Atomic images on the (001)
local information around emitter atoms. Therefore, our lattice plane at z=0 Å in P (a) and C phases
results indicate that the formation of the cluster-like local (b).
structure around doped Fe suppressed the first order
phase transition of Ti-Ni alloy.
４．Conclusions
We carried out the Ni Kα hologram measurement of Ti50Ni44Fe6 single crystal with a fine
energy step of 0.25 keV, and successfully visualized the local structure around Ni up to 2 nm in
radius. Our results demonstrate that XFH method can provide real space atomic arrangement
up to few nm under a fine energy step of measurement. We believe that our results provide direct
evidence for the role of impurity dopant in Ti-Ni alloy and the mechanism of the martensitic
transformation. In the near future, we are planning to carry out further XFH experiment on the
Ti50Ni42Fe8 single crystal with same energy step 0.25 keV, and it will reveal the local information
of the IC phase.
References
1) M. –S. Choi, T. Fukuda, T. Kakeshita, and H. Mori, Philos. Mag. 86 (2006) 67
2) K. Hayashi; Adv. Imaging Electron Phys. 140 (2006) 119.
3) W. Hu, K. Hayashi, N. Happo, S. Hosokawa, T. Terai, T. Fukuda, T. Kakeshita, H. Xie, T.
Xiao, Journal of Crystal Growth 311 (2009) 982-985.
4) W. Hu, K. Hayashi, T. Yamamoto, N. Happo, S. Hosokawa, T. Terai, T. Fukuda, T. Kakeshita,
H. Xie, T. Xiao, and M. Suzuki; Phys. Rev. B 80 (2009) 060202(R).
5．Publication
1) "X-ray fluorescence holography " Kouichi Hayashi, Naohisa Happo, Shinya Hosokawa, Wen Hu,
Tomohiro Matsushita, J. Phys.: Condens. Matter, 24, (2012), 093201. Topical review
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ᮾᏛ࣭㔠ᒓᮦᩱ◊✲ᡤ࣭㯮㡲ಙ࿃ࠊ༓ⴥᬗᙪ
㸯㸬ࡣࡌࡵ
Co-Cr-Mo ྜ㔠ࡣᙉᗘ࠾ࡼࡧ⪏㣗ᛶඃࢀࡿࡓࡵṑ⛉⏝㔠ᒓࡋ࡚⩏ṑᗋ࡞⏝ࡉࢀࡿࠋࡋ
ࡋࠊᮏྜ㔠ࡣᘏᛶࡀప࠸ࡇࡽࠊࢃࡎ࡞ረᛶኚᙧࡼࡗ࡚◚ቯࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᮏྜ㔠Ni ࢆ
ῧຍࡍࡿࡇࡼࡾᘏᛶࡣᨵၿࡉࢀࡿࡀࠊNi ࡣẘᛶࡢ༴㝤ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ⏝ࡣዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋ
ࡇࢁࡀNi ࢆῧຍࡋ࡚࠸࡞࠸Co-Cr-Mo ྜ㔠ࡢȖ ┦(fcc)ࡢ✚ᒙḞ㝗࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡣప࠸ࡇࡽࠊᐊ
࠾࠸࡚㠀⇕ⓗİ ┦(hcp)ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࡓࡵCo-Cr-Mo ྜ㔠ࡣ◳ࡃ࡞ࡾࠊረᛶኚᙧ⬟ஈࡋ࠸ࠋࡉ
ࡽ㗪㐀ᙧᡂࡍࡿࢹࣥࢻࣛࢺ⏺㠃ࡣı ┦ࡤࢀࡿCr ࠾ࡼࡧMo ࡀ⃰ࡋࡓྜ≀ࡀ೫ᯒ
ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡀཎᅉ࡞ࡗ࡚ᮏྜ㔠ࡢረᛶኚᙧࡣⴭࡋࡃ㜼ᐖࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ⴭ⪅ࡽࡣCo-Cr-Mo ྜ
㔠❅⣲(N)ࢆῧຍࡍࡿࡇࡼࡾࠊᐊ ࠾࠸࡚Ȗ ┦ࢆᏳᐃࡋࠊᙉᗘᘏᛶࡀࡁࡃྥୖࡍࡿࡇࢆ
ぢฟࡋࠊN ࡣCo-Cr-Mo ྜ㔠ࡢᶵᲔⓗ≉ᛶࢆࡁࡃኚࡉࡏࡿඖ⣲࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡋࡓࠋ
ṑ⛉⏝Co-Cr-Moྜ㔠ࡣࠊᙉᗘᘏᛶඃࢀࡓ≉ᛶࡀせồࡉࢀࡿ࠺࠼ࠊ㗪㐀ᛶ⪏㣗ᛶࡀồࡵࡽࢀ
ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛㛤ⓎࡋࡓCo-33Cr-5Mo-0.3Nྜ㔠ὀ┠ࡋࠊṑ⛉⿵⥛≀ࡢヨసࢆ⾜࠸ࠊ⪏
㣗ᛶࡘ࠸࡚ㄪࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ
㸰㸬◊✲⤒㐣
 㧗࿘Ἴㄏᑟ⁐ゎࡼࡾCo-33Cr-5Mo-0.3N ࡢ⤌ᡂ࡞ࡿࡼ࠺CoࠊCrࠊMoࠊCr2Nࢆ⛗㔞ࡋࠊẕྜ㔠
ࢆస〇ࡋࡓࠋࡇࡢẕྜ㔠ࢆ⏝࠸࡚┿✵ຍᅽᘧ㗪㐀ᶵࡼࡾ⩏ṑᗋࡢ㗪㐀ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡾࢇ㓟ሷᇙἐᮦࢆ
㗪ᆺᮦࡋࠊ㗪㐀ᶵࡣࠊ㧗࿘Ἴ┿✵ຍᅽ㗪㐀ᶵࢆ⏝࠸ࡓࠋ࡞࠾ࠊ㗪ᆺ ᗘࡣ1273 Kࡋࡓࠋ⪏㣗ᛶ
ホ౯ࡣࠊCo-33Cr-5Mo-0.3N㸦CCMN㸧❅⣲ࢆྵࡲ࡞࠸Co-33Cr-5Moྜ㔠㸦CCM㸧ࢆẕྜ㔠ࡋ
࡚ṑ⛉㗪㐀ἲࡼࡾୖグྠࡌ᮲௳࡛㗪㐀ࡋࡓࠋẚ㍑ᮦࡋ࡚ᕷ㈍ࡢṑ⛉㗪㐀⏝ࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠
2✀㢮㸦CCM1ࠊCCM2㸧ࢆ⏝ࡋࡓࠋヨ㦂∦ᙧ≧ࡣJIS T6115ࡢつ᱁ᚑ࠸ࠊᖜ10 mmࠊ㛗ࡉ20 mmࠊ
ཌࡉ1 mmࡋࠊ⾲㠃ࡣ⪏Ỉ◊☻⣬#800ࡲ࡛◊☻ࡋࡓࠋࡇࡢヨ㦂∦ࢆࠊ20 ml⏝࣏ࣜ⎼ࢆ⏝࠸࡚ࠊ ᗘ
37±0.1 Υࡢ1% ங㓟20 ml୰ᾐₕࡋࡓࠋᾐₕᮇ㛫ࡣ7ࠊ30᪥㛫ࡋࠊᾐₕᾮ୰ࡢCoࠊCrࠊMoࠊ
Ni⁐ฟ㔞ࢆ ᐃࡋࠊ⪏㣗ᛶࢆホ౯ࡋࡓࠋ⁐ฟ࢜ࣥࡢ⃰ᗘࡣ
ICPࡼࡾ ᐃࡋࡓࠋ
㸱㸬◊✲ᡂᯝ
ᅗ㸯ṑ⛉㗪㐀ἲࡼࡾヨసࡋࡓ⩏ṑᗋࡢእほࢆ♧ࡍࠋࢡࣛࢫ
ࣉࠊࣂ࣮ࠊ࣓ࢵࢩࣗࡶ㔠ᒓࡀὶࢀ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊ❅⣲ࢆྵ᭷ࡍࡿ
ࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠ࡢṑ⛉㗪㐀ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀศࡿࠋࡲࡓࠊ
ᶍᆺࡢ㐺ྜᛶࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࠋẕྜ㔠㗪㐀యࡢ
❅⣲⃰ᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊࡰྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྛ✀ Co-Cr-Mo ྜ㔠ࢆ 30 ᪥㛫⁐ᾮ୰ᾐₕࡋࡓᚋࡢ࢜ࣥ⁐
ฟ㔞ࢆᅗ㸰♧ࡍࠋࡍ࡚ࡢྜ㔠࠾࠸࡚ࠊ࢜ࣥ⁐ฟ㔞ࡣᴟ
ࡵ࡚ᑡ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓྜ㔠୰ྍ㑊ⓗΰධࡍࡿ Ni ࡢ⁐ฟ
ࡣ᳨ฟࡉࢀ࡞ࡗࡓࠋ❅⣲ࡢᏑᅾ㛵ࢃࡽࡎ CCMN  CCM 
ࡽࡢ㔠ᒓ⁐ฟ㔞ࡣࡰྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋᮏ◊✲࡛㛤Ⓨࡋࡓ
CCMN ࡽࡢ㔠ᒓ⁐ฟ㔞ࡣࠊᕷ㈍ྜ㔠ẚ࡚ᑡ࡞࠸ࡇࡀࢃ
ࡗࡓࠋ30 ᪥㛫ࡢ㔠ᒓ⁐ฟ㔞ࡣࠊ7 ᪥㛫ẚ࡚ᕪࡀ࡞ࡃࠊᾐ
ₕึᮇẁ㝵࡛⏕ᡂࡉࢀࡓാែ⓶⭷ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀ
ࢃࡗࡓࠋ

ᅗ㸯 ṑ⛉㗪㐀ἲࡼࡾヨసࡋࡓ
Co-33Cr-5Mo-0.3N ྜ㔠ࡢ⩏ṑᗋ
㻝㻢
㻯㼛 㻯㼞 㻹㼛 㻺㼕

㻕
㻞 㻝㻠
㻙
㼙
㻌㼓 㻝㻞
㻔㼙
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㸲㸬ࡲ
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 ᮏ◊✲࡚㛤Ⓨࡋࡓ Co-Cr-Mo ྜ㔠ࡣඃࢀࡓᙉᗘᘏᛶࠊ࠾
ࡼࡧ⪏㣗ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㗪㐀ᛶ㛵
ࡋ࡚ࡶၥ㢟ࡀ࡞࠸ࡇࡽࠊᮏྜ㔠ࡣ᪂ࡓ࡞ṑ⛉⏝ྜ㔠࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
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Fig.2 SEM micrograph of the steel after
warm rolling and annealing.

Fig.1 Optical micrograph of the steel after
hot-rolling.
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【研究部】
Cu-Ni-X 合金の磁性微粒子形成過程と磁気特性の関係

研究代表者：横浜国立大学

竹田真帆人

研究分担者：横浜国立大学

李 東海
高野充輝

１．はじめに

固相相変態の一種である析出現象を用いるとナノ粒子を金属母相中に分散形成させることが可能
である。非磁性金属中に磁性微粒子を析出させることにより、通常合金には見られない析出形態が発
見された。従来、析出粒子形成には古典的な弾塑性論的解釈が用いられてきたが、観察された磁性微
粒子の組織は古典的観点からは解釈が困難であり、このような形態が何故発生する理由は現在明らか
でない。申請者等は、特異な形態が特に磁性微粒子に見られることに注目し、析出過程に対する磁気
的相互作用の関与を調べている。磁性微粒子を析出によって形成させた試料は、グラニュラー磁性体
として捉えることも可能であり、組成一定の条件下で比較的容易に粒子分散状況の時間発展を追跡す
ることができる。本研究では、Cu-Ni-X(X=Fe,Co)合金を研究試料とし、組織発展と磁気特性の関係
を調べた。
２．研究経過

Cu-Co 合金での磁場中焼鈍と無磁場中焼鈍を行ったところ、磁場中焼鈍の方が析出が促進してお
り、両者の組織に差異が見られた。このことから Co 析出現象に対して磁場の影響が有ることは、ほ
ぼ確実である。Cu-Ni-Fe 合金でもキュリー点以上の温度と以下の温度で粒子形態は大きく異なる。
従来、類似の現象は格子歪により説明されてきたが、一連の形態変化は格子歪の弾塑性論的議論だけ
では一貫した解釈になり得ないことを示している。Cu-Ni-Fe 合金では GMR 効果に関してキュリー
温度上下の時効温度で組織を変えた試料でＭＲ比が大きく依存することが明らかになった。
３．研究成果

本研究において、ＴＥＭ明視野増観察や高分解能観察、ＥＤＸ組成分析によって、析出粒子の構造、
サイズ、形状、分散状況を追跡すると共に、ＶＳＭやＳＱＵＩＤによる磁化測定、簡易型磁気熱天秤
によるキュリー温度の確定を行なった。Cu-20Ni-5Fe 合金については昨年までの研究で、600℃と
800℃の間に磁気変態点があると見なされたが、焼鈍温度を細分化した今年度の実験により 740℃付
近と推定された。この温度は従来の状態図に記載されている臨界温度より 100℃近く高温側に偏倚し
ている。この臨界点を挟んで時効温度を変えると、析出粒子形態が大きく変わることがＴＥＭ明視野
像で確認された。ＶＳＭやＳＱＵＩＤ測定でも焼鈍温度が磁気変態点の上か下かで磁化曲線が変化し
ていた。析出では、溶質の原子拡散が重要である。ＴＥＭと同時に行なったＥＤＸ分析では、時効初
期にＦｅ原子の相分離が早いことを示唆する結果が得られた。合金によっては熱磁気天秤法で、単純
に解釈できない温度変化が得られている。本研究で得られた結果を勘案すると、このような磁気特性
の変化を考えるには溶質の濃度変化を考えに入れるべきであることが結論として導かれた。
４．ま と め
析出を用いてナノグラニュラー磁性体試料を作製し、種々の温度で原子拡散を行わせた試料の組織変化
とその組織が示す磁気特性を調べた。析出を利用した上記の方法では、試料の均一性が高く、熱処理条件
を変えることにより連続的な組織・物性変化が追跡できる。本研究では Cu-20Ni-5Fe 合金を用いたが、組
織観察からも磁化測定からも、これまで公表されていたキュリー点より 100℃ほど高い 740℃で質的変化
が見られた。この温度より高温側では、析出粒子は粗大化に従い、棒状に形状を変える。これに対して、
低温側では、立方体状が長時間側まで持続した。磁化変化では、高温側時効で常磁性的な M-H 曲線、低温
側では強磁性的曲線を示した。M-T 曲線は、焼鈍時間に対して単純な増減を示しておらず、溶質原子の
拡散による濃度変化が単調なものでないことを示唆する結果となった。
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㧝㧚ߪߓߦ
C14 ဳᣇ᥏ࡌࠬ⋧ CaLi2 ߪ᳓⚛ߣߩᔕᕈ߇㜞ߊ㧘ቶ᷷ߦ߅ߡ 5㨪6 mass%ߣ߁㕖Ᏹߦᄙ㊂
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C15 ဳ┙ᣇ᥏ࡌࠬ⋧᭴ㅧࠍߣࠆ CaAl2 ߪ㧘ߘߩ߹߹ߢߪ᳓⚛ߣᔕߒߥ߇ Al ߩ৻ㇱࠍ B ߢ⟎឵ߔ
ࠆߎߣߦࠃࠅ㧘นㅒ⊛ߦ᳓⚛ࠍๆߔࠆߎߣ߇ႎ๔ߐࠇߡࠆߚ߹ޕ㧘CaLi2 ߣ CaAl2 ߩ⟎឵♽ߢࠆ
Ca(Li1-xAlx)2 ♽ߢߪ㧘Al ⚵ᚑ㨤ߩჇടߣߣ߽ߦ㧘⚿᥏᭴ㅧ߇ %ψ% %㧔ᷙ⋧㧕ψ%ψᣇ᥏ C36 ဳ
ࡌࠬ⋧ψ% ߳ߣᄌൻߔࠆߎߣ߇ႎ๔ߐࠇߡࠆߒ߆ߒޕ㧘ߎࠇࠄ⟎឵♽ߩ᳓⚛ൻ․ᕈߦߟߡߩႎ
๔ߪߥߐࠇߡߥޕ
ᧄ⎇ⓥߢߪ㧘৻ㅪߩ Ca(Li,Al)2 ♽ߩ⹜ᢱࠍߒ㧘ߘߩ᳓⚛ൻߦ㑐ߔࠆ♽⛔⊛ߥ⎇ⓥࠍⴕߞߡᧄ♽ߩ
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㧞㧚⎇ⓥ⚻ㆊ
Ca(Li1-xAlx)2 ♽ߩ x㧩0.0, 0.2, 0.8, 1.0 ߩ⚵ᚑߦߟߡ㧘ࠣࡠࡉࡏ࠶ࠢࠬਛߢᲣ㊄ዻ⹜ᢱࠍൻቇᒰ
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⚛ࠍలႯߒߡ 12 ᤨ㑆ᜬߔࠆߎߣߦࠃࠅ⹜ᢱߩ᳓⚛ൻࠍ⹜ߺߚޕ᳓⚛ൻ೨ᓟߩ⹜ᢱߦߟߡ☳ᧃ X
✢࿁᛬ታ㛎ࠍⴕߞߡ㧘᳓⚛ൻߩήߣ⚿᥏᭴ㅧߩᄌൻࠍ⺞ߴߚޕ
㧟㧚⎇ⓥᚑᨐ
CaLi2 ߣ CaAl2 ߦߟߡߪ㧘ࠕࠢṁ⸃ߦࠃࠅߘࠇߙࠇ C14 ဳ߅ࠃ߮ C15 ဳߩන⋧⹜ᢱࠍߔࠆߎߣ
߇ߢ߈ߚࠢࠕޕṁ⸃ᓟߩ x㧩0.2 ߣ x㧩0.8 ߩ⹜ᢱߩ X ✢࿁᛬ࡄ࠲ࡦࠍ࿑ 1 ߦ␜ߔޕቯᕈಽᨆߩ⚿ᨐޔ
x㧩0.2 ߢߪ㧘CaLi2 , Ca(Li0.4965Al0.5035)2 (ᣇ᥏ C14 ဳ᭴ㅧ)߅ࠃ߮ CaH2 ߇↢ᚑߒߡࠆߎߣ߇ಽ߆ߞߚޕ
৻ᣇ㧘x㧩0.8 ߢߪ㧘CaAl2 , Ca(Li0.2Al0.8)2 (ᣇ᥏ C36 ဳ), Ca(Li0.35Al0.65)2 (ᣇ᥏ C36 ဳ) ߇↢ᚑ
ߒߚࠢࠕࠄࠇߎޕṁ⸃ᓟߩ⹜ᢱߦߟߡޔ⸥㧞㧚ߦㅀߴߚ᧦ઙߢ᳓⚛ൻࠍ⹜ߺߚ߇⹜ߩࠇߕޔᢱ
߽᳓⚛ߣᔕߖߕޔ᳓⚛ൻ೨ᓟߩ XRD ࡄ࠲ࡦߦᄌൻߪࠄࠇߥ߆ߞߚޕ
㧠㧚߹ ߣ 
ࠕࠢṁ⸃ߦࠃࠅ㧘ᡆੑర♽ Ca(Li1-xAlx)2 ♽ว㊄
ࠍߒߚޕx㧩0.0, 1.0 ߢߪߘࠇߙࠇ C14 ဳ߅ࠃ߮
C15 ဳߩࡌࠬ⋧න⋧⹜ᢱ߇ᓧࠄࠇߚ߇ޔx㧩0.2,
0.8 ߢߪ⋡⊛⚵ᚑએᄖߩᷙ⋧߇ᓧࠄࠇߚ⹜ߩࠄࠇߎޕ
ᢱߦߟߡ㧘200͠㧘3 ᤨ㑆ߩೋᦼᵴᕈൻಣℂࠍⴕߞ
ߚᓟ㧘ቶ᷷ߦ߅ߡ 0.8MPa ߩ᳓⚛ਅߢ᳓⚛ൻࠍ⹜
ߺߚ߇㧘᳓⚛ߣߩᔕߪ⏕ߢ߈ߥ߆ߞߚޕ
ᓟߪࠕࠢṁ⸃ᓟߩᲣว㊄⹜ᢱࠍᾲಣℂߔࠆߎ
ߣߦࠃࠅ㧘ో⚵ᚑ▸࿐㧔0҇x҇1.0㧕ߦ߅ߌࠆන⋧㧔৻
ㇱߪᷙ⋧㧕ߩࡌࠬ⋧⹜ᢱࠍߔࠆߎߣࠍ⹜ߺ
ࠆߦࠄߐޕ㧘ೋᦼൻᵴᕈൻಣℂ߅ࠃ߮᳓⚛ൻߩ᧦ઙ
ࠍ♽⛔⊛ߦᄌൻߐߖߡᧄ♽ߦ߅ߌࠆᦨㆡߥ᳓⚛ൻ᧦
ઙࠍࠄ߆ߦߔࠆߣߣ߽ߦ㧘ᧄ♽ߩ⚿᥏᭴ㅧߣ᳓⚛
ൻ․ᕈߩ⚦ࠍࠄ߆ߦߒߡࠁߊ੍ቯߢࠆޕ

Ca(Li1-xAlx)2
٨ CaLi2
ً Ca(Li0.4965Al0.5035)2
 عCaH2

٤ CaAl2
ٌ Ca(Li0.2Al0.8)2
 غCa(Li0.35 Al0.65)2

࿑ 1. ࠕࠢṁ⸃ᓟߩ Ca(Li1- x Alx)2 ߩ XRD
ࡄ࠲ࡦ
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超強加工した鉄の微細組織に及ぼす溶質原子の影響
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大阪府立大学・大学院工学研究科・沼倉 宏
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大阪府立大学・大学院工学研究科・赤木 智行，大阪府立大学・大学院工学研究科・本田 研二郎

１．はじめに
近年開発された特殊な形状不変な塑性加工法によって超強加工された金属は，常識を超える高強度や

超塑性発現などの興味深い性質を示す．その起源はサブミクロン超微細粒組織であり，その形成機構が

これまで電子顕微鏡等を用いた組織観察により調べられている．しかし，微細粒の形成を担う転位や点
欠陥の濃度や動的挙動を組織観察のみによって明らかにすることは難しく，これらを定量的・系統的に
研究するには他の実験方法を相補的に用いる必要がある．本研究では，種々の欠陥による弾性エネルギ
ー損失現象をスペクトル分析する「力学スペクトロスコピー」と電気抵抗や磁気特性などの物理測定を

組み合わせて，導入された欠陥を同定・定量し，さらにそれらの熱的安定性を定量的に解明することを
目的とする．具体的には，純鉄において侵入型溶質原子が欠陥の生成と回復に及ぼす影響を調べ，合金
における微細粒形成，その力学特性，相変態挙動などに関する基礎的知見を得ることを目指す．
２．研究経過

市販の高純度鉄およびその素材を湿水素焼鈍により高純度化した鉄を，繰り返し積層接合圧延

（Accumulated Roll-Bonding, ARB）法によって超強加工し，結晶欠陥の種類，密度，および恢復挙
動を上述の複数の実験手法を用いて調べた．

市販素材（純度 99.99 %，厚さ 2 mm の板）を 700°C で 48 h 湿水素雰囲気中で焼鈍した．これを A，

市販素材を B と呼ぶ．力学緩和（Snoek 緩和）の測定から求めた固溶炭素の濃度は，A では 1 at.ppm

未満，試料 B では 20 at.ppm であった．ARB は，1 回あたりの圧下率 50%，室温，潤滑材使用，ひず
み速度 2.1 s– で，7 回（相当ひずみ 5.6）までおこなった。これらの試料の微細組織を SEM/EBSD で
1

調べ，力学特性を引張試験とビッカース硬さ測定により評価した．欠陥種の同定と熱的安定性の評価は

ビッカース硬さと 77 K での直流電気抵抗率測定，および力学スペクトロスコピー実験により行った。
３．研究成果

A と B について得られた実験結果を比較することにより，以下の知見が得られた．

(1) 20 at.ppm 程度の固溶炭素が存在すると，強加工により結晶粒が速やかに均一に微細化する.
(2) 炭素濃度が低いと，強加工しても RD // <110>であるような大きな結晶粒が残る. この結晶方位は

圧延における安定方位であり転位が蓄積されにくいので，転位の動きに対する障害物（例えば不純物原
子）が少ないと，この方位の結晶粒を分断するような大角粒界の形成がほとんど起こらない.

(3) 炭素濃度が高いほうがより多くの転位が導入され組織変化（微細化）がより著しく，それを反映し
て力学特性の変化も大きい．

(4) 炭素濃度が高いほうが加工組織が熱的に安定で, 回復・再結晶が進行しにくい.
４．ま と め

純度が高いと超強加工による結晶粒微細化が難しく, 超微細粒材料を効率良く作製するには固溶炭

素をある程度以上含んでいることが必要である．また，固溶炭素の存在は微細組織の熱的安定性にも有

利にはたらく．今後はさらに高い濃度の固溶炭素の影響，および固溶窒素の影響を調べる予定である．

- 62 -

⎇ޣⓥㇱޤ

⎇ ⓥ ⺖ 㗴 ฬ
ࠬࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ߩ⚵❱ᒻᚑߩࡔࠞ࠾࠭ࡓ
Mechanism for Development of Lath Martensite Structure
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㜞⚛㍑ࠬࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻ߩ⚵❱⸃ᨆߢߪ Fe-0.78mass%C ว㊄ࠍ↪ߒߚߩߎޕว㊄ߦኻߒߡ
1073K, 600s ᜬᓟߦ᳓಄ߦࠃࠅࠇಣℂࠍᣉߒߡో㕙ࠬࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⹜ᢱߣߒߚ⹜ߩߎޕᢱߦኻ
ߒޔFIB ടᎿߦࠃࠆࠪࠕ࡞࡚ࠢࠪࡦᴺߣ SEM/EBSP ᴺࠍ૬↪ߒਃᰴర⊛߆ߟ⚿᥏ቇ⊛ߥ⚵❱⸃ᨆࠍ
ⴕߞߚޕ
߽߁৻ߟߩࠬߩᒻ⁁⸃ᨆߢߪ Fe-0.2mass%C-2mass%Mn ว㊄ࠍ↪ߒޔ1473K, 600s ᜬᓟߦ᳓಄
ߦࠃࠅࠇಣℂࠍᣉߒߡో㕙ࠬࡑ࡞࠹ࡦࠨࠗ࠻⹜ᢱߣߒߚ⹜ߩߎޕᢱߦኻߒ⥄ޔേ⎇⏴ߦࠃࠆߣᧄ⎇
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弘前大学・北日本新エネルギー研究所・島田 宗勝
弘前大学・北日本新エネルギー研究所・久保田 健、
弘前大学・理工学研究科（院生）・館岡 賢司、
弘前大学・理工学研究科・古屋 泰文

１．はじめに
自動車を含む電子制御移動体における動力と操舵系の制御・診断のためにはトルク情報が重要である。
我々は、高磁歪を有する金属性トルクリングとそのリングが発現する逆磁歪現象を検出する非接触型セン
サから構成されるトルクセンサシステムの開発を目指しており、これは小型化に有利な方式であることか
ら車載用システムとして有望である。本研究では、システムを構成する各素材の開発を含めた包括的な研
究を目的とする。
２．研究経過
これまでの研究では、FeGa 系と FeCo 系磁歪合金を
リング材、チタンや非磁性ステンレス鋼をシャフト材、
ホール IC を検出材とした模擬システムを試作し（図
1）、操舵・転舵に伴う出力電圧特性やその強度分布に
ついて調査を進めてきた。その中で、出力電圧に強い
温度依存性が発現することが明らかとなり、これの抑
制が必須の課題であることが分かった（図２）
。これに
ついては、異材接合により一体化形成されるリング－
シャフト間の応力、つまり熱膨張係数の差が主たる要
因として考えられる。よって、受け手側であるシャフ
トの適材選定が必須であり、各部材の線熱膨張係数を
測定・評価した。
図１ 試作したトルクセンサシステム実機。
３．研究成果
熱膨張試験は、自動車部材の使用温度域を考慮し、
－50～+150℃を想定した。測定シャフト候補材および
磁歪合金における線熱膨張係数は、熱機械試験機（TA
社製 Q400）を用い、JIS(A1325)に対応可能な範囲で
準拠した状況にて室温以上での測定を行った。
図３に、本研究で磁歪リング材として採用している
Fe49Co49V2 合金と{Fe0.77(Ga, Al)0.23}99Zr0.5C0.5 合金、シ
ャフト材の候補である高 Mn 非磁性鋼および標準物質
としての純 Al における線熱膨張率（）の測定結果を
示す。全ての曲線が室温（25℃）からの昇温初期に、
線熱膨張係数の急激な立ち上がりを示すが、余熱から
のヒータ作動特性の影響を受けていると考えられる。
その一方で、Al の実測値と文献値の比較から、線熱膨
張係数は、100℃以上であれば精度よく測定できるこ
図２ トルクセンサシステム試作機におけるリ
とが分かった。よって、室温付近の線熱膨張係数につ
ング材別トルク感度の温度依存性。（シャ
いては、材料が相変態を伴わないことを前提条件に外
フト材は Ti、一体化は冷やし嵌めによる）
挿値を採用した。
図にみるように、本研究グループで開発した FeGa
系磁歪合金の線熱膨張率は、室温付近で約 15x10-6/℃であり、
この値は Ti
（8.4x10-6/℃）よりも高く、SUS304
（17.3x10-6/℃）よりも若干低い。Fe49Co49V2 合金の線熱膨張係数は 8.7x10-6/℃であり、この値は文献値
（9.0x10-6/℃）と同等であった。これら測定結果から図２にみるような温度特性を考察すると、FeGa 系リ
ング材と Ti シャフト材の場合では線熱膨張係数の差が大きく、温度上昇に伴って冷やし嵌めで形成した界
面における“たが応力”が低下するため、シャフトのねじりトルクがリング材に伝達されにくくなってい
ると考えられる。他方、FeCo 系リング材と Ti シャフト材の場合、線熱膨張係数は同程度である（リング
材の値がわずかに大きい）
。このため、前者の場合と比して、温度変化に伴うたが応力の低下の影響があま
りみられなかったことにより、広い温度範囲でフラットなトルク感度特性が得られたものと判断できる。
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尚、FeGa 系合金の 500℃付近における線熱
膨張係数の増大は熱分析により、構造相変
態であることが判明している。
よって、トルクセンサシステムの要素デ
バイスとして磁歪合金リングおよび非磁性
シャフト材を検討過程において、リング材
が Fe49Co49V2 合金であれば、シャフト材は
Ti が好ましいと言える。その一方で、リン
グ材が{Fe0.77(Ga, Al)0.23}99Zr0.5C0.5 合金であ
ればシャフト材は Ti ではなく、FeGa 系合
金と等しい線熱膨張係数（15x10-6/℃）を有
する非磁性の高強度材料が好ましいことが
わかった。
図３には非磁性シャフト材開発の最新動
向として、高 Mn 鋼の線膨張係数を測定し
たデータも合わせて示してある。本鋼材は
FeMnCrSiC を主成分とする高強度材であ
図３ 磁歪リング材、非磁性シャフト材およびアルミ各
り、高価な元素を含まない点、ならびに Mn
棒材における線熱膨張係数の温度依存性。
と C の 2 成分量の調整によって非磁性化と
線熱膨張係数を 9~19x10-6/℃の範囲で調節
できる特徴を持つ。1-3）尚、A 材はキャスト品を放電加工で切り出したもの、B 材は A の余材を 900℃で 6
時間溶体化後、炉冷したものである。図にみるように、高 Mn 鋼の線熱膨張係数は A と B の両材とも 170℃
付近を境に変化しており、低温側で 13x 10-6/℃、高温側で約 17x10-6/℃を示した。高 Mn 鋼は、{Fe0.77(Ga,
Al)0.23}99Zr0.5C0.5 合金と比して線膨張係数の誤差 1.0x10-6/℃以下を目標として秤量・溶製したものの、いず
れの線熱膨張係数とも目標値（15 x10-6/℃）と±2x10-6/℃ほど乖離が生じた。
高 Mn 鋼は炭素鋼等の汎用鋼材と比して熱伝導率が一桁程度小さいことが報告されている。このため、
熱膨張測定で試料棒材の温度追従が適切でなかった可能性も今後の検討事項であるが、部材の使用温度域
である-50～+150℃を想定し、低温側を含めた低昇温速・精密な測定により、特性評価を行う必要がある。
また、組成の再調整を含め、後熱処理プロセスの見直しを行い、FeGa 系合金と同値の熱膨張係数を有す
る非磁性高 Mn 鋼を見出し、シャフト材化ならびにトルクセンサシステムへの組込を行い、システムと全
体としての性能向上に繋げてゆく。
４．ま と め
本申請研究では、逆磁歪式トルクセンサシステム要素技術の開発の一環として、システムを構成する各
部材の特性向上・最適化を目指し、特に、シャフト用途としての非磁性の高強度材の選定を目的とした。
磁歪リング材とシャフト候補材の線熱膨張係数測定を行い、これまでに得られていた実験結果、試作ト
ルクセンサシステムでの出力電圧の温度特性と照らし合わせることで、電圧出力を発生する基幹部材であ
る磁歪リングと非磁性シャフト両材の基本特性である熱膨張係数に差異があることが、温度特性の顕著な
変化の原因であることを突き止めた。{Fe0.77(Ga, Al)0.23}99Zr0.5C0.5 合金磁歪リングを用いた場合の出力電圧
の温度特性改善にむけて、非磁性の高 Mn 鋼を新たにシャフト材の候補として加え、合金作製を行い、線
熱膨張率を測定し、結果、FeGa 系リング材とほぼ同等の線熱膨張係数が得られる可能性を突き止めた。
今後、素材の作製プロセスに慎重な検討を加え、熱膨張率を適切に制御し、シャフト材化する。さらには
リング－シャフトの組込み法についても検討を加え、トルクセンサシステム用デバイスとして意義のある
成果が出るよう研究を進めてゆく。
参考文献
１）斉藤 利生, 日本金属学会誌, 27 (1963) p.376.
２）V-H. Schumann, Neue Hütte, 17 (1972) p. 605.
３）佐々木 晃史, 渡辺 健次, 野原 清彦, 小野 寛, 近藤 信行, 佐々木 徹, 佐藤 周三, 一瀬 功, 川崎製鉄
技報, Vol. 13 (1981) p. 381.
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【研究部】

FeCo 合金系磁歪現象の Co 過剰域濃度依存性
研究代表者名
弘前大学・理工学研究科・古屋泰文
研究分担者名
東北大学・金属材料研究所・後藤 孝、
弘前大学・理工学研究科・館岡 賢司、三上 晃右、熊林 和之
遠藤 直人、菅原 健人、牧野 真也
１． はじめに
次世代で要求される人間の手のようにソフトで高精細な作業機能を備えた、知能ロボットや低侵襲型医療機器で
のマニュピレータやロボットハンド部では、ハンドに力覚・触覚を備えなければならなので、指先だけでなく指の
関節部においても高精度に回転角度やねじり力を計測し、制御することが要求される。しかし、現時点でのモバイ
ル機器や知能ロボット等に組込可能な小型軽量、構造簡単で高感度なトルクセンサは市販されておらず、次世代ロ
ボットへの適用を視野に入れた小型、高感度トルクセンサの開発が求められている。
本研究で用いる開発中のトルクセンサシステムは、従来型トルクセンサ方式と異なり、漏れ磁束直読式で外部から
の励磁回路が不要であり、大幅に小型・軽量化が可能な力・位置制御スマートアクチュエータユニットを開発でき
る。我々は現在までに、基礎的な物性調査からセンサ開発、センシングシステムの構築までを終了している。
このトルクセンサシステムは磁歪材料の特性に大きく依存しており、優れた磁歪材料の作製、選択が重要である。
そこで我々は FeCo 系磁歪合金に着目し、研究を進めてきた。Fe と Co を 1 対 1 で混合した合金はパーメンジュー
ル(permendur)と呼ばれ、高キュリー温度、高飽和磁化、高透磁率、高磁歪量といった優れた磁気特性を持ってい
る。また 70％Co 添加した際に優れた磁歪量を発現するという結果も報告されている。[1]
本研究は FeCo 系磁歪合金の Co 濃度依存性の調査を中心に、組成設計や結晶粒径の制御、異方性の付与といった
構造制御と降伏強度向上を目的としたプロセス改善などの最適作製条件の探査・導入による磁歪材料自体の高性能
化を目指した開発研究を行う計画である。
２．実験方法
試料作製は、磁歪材料は目標組成となるように各元素を秤量し、プラズマアーク溶解装置[TIG-400F：東栄科学産
業社製]を用い、母合金を作製した。その後母合金から磁気特性評価用の試験片(2mm×3mm×5mm)を切り出した。
その試験片に、熱処理を 420℃で 24h、(Fcc+Bcc)相と Bcc 単相の境界温度で 5h 焼鈍した。
特性評価について、磁歪材料の結晶構造解析は X 線回折法(XRD)、磁歪は歪ゲージ法、磁気特性は振動試料型磁力
計(VSM)を用いて分析・評価を行った。
３．研究成果
磁歪測定の結果、溶解剤においては Co の添加量が増加するとともに磁歪量λが増加し、Fe30Co70 で最大となり
(116ppm)、Fe25Co75 では磁歪量が減少した(84ppm)。420℃の熱処理後、Fe25Co75 以外の試料はいずれも約 100ppm
程度まで低下した。また Fe25Co75 は熱処理後、磁歪量が 90ppm まで増加した[Fig1]。
磁化測定の結果、Co の添加量が増加するにしたがって飽和磁化量 Ms は 224emu/g から 197emu/g と低下した。
また、ヤング率 E も Co の添加量増加に従って 210GPa から 183GPa へと低下した[Fig2]。保磁力は Co の添加量
の増加に伴い増加し、熱処理を施すことでさらに増加した[Fig3]。
次に境界温度 P・B における熱処理の結果について述べる。Fe25Co75 を未熱処理、420℃・5h、相境界の 740℃・
5h、相境界より高い 780℃の四つの条件で比較した。各熱処理条件での磁歪量は未熱処理材が 84ppm、420℃・5h
で 90ppm、相境界の 740℃・5h で 96ppm、相境界より高い 780℃で 90ppm となった。この結果から、熱処理条
件が相境界の 740℃・5h のものが最も高い磁歪量となった。
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４．ま と め
本研究において以下の知見を得た。
1：熱処理を施していない Fe-50-75at%Co 合金の磁歪量は Co 濃度が 70at%のときピークになり、それ以降は低下
していく。
2：420℃の熱処理を施した Fe-50-75at%Co 合金の磁歪量は、Fe25Co75 を除きいずれの試料も 100ppm 程度まで低
下した。また Fe25Co75 試料の磁歪量は相境界温度で焼鈍することにより 96ppm へと増加した。

Fig2:Saturation Magnetization and
Fig1:Magnetostriction of various

Young’s Modulus of various Co

Co concentration FeCo Alloy .

concentration FeCo Alloy .

Fig1:Coercivity of various
Co concentration FeCo Alloy

参考文献
[1] Liyang Dai and Manfred Wuttig Dept. of Mat. Sci. & Eng., University of Maryland, College
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㧼㧰ᴺࠍ↪ޔ⸥ᯏ⢻ᕈ᧚ᢱߩ⇣ᒻන⚿᥏ࠍߔࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߔࠆޕ


㧞㧚⎇ⓥ⚻ㆊ
 ᧄᐕᐲߪ⺧↳ޔ⠪߇↪ߒߡߚ㕍⪲ጊࠠࡖࡦࡄࠬ࡞ࠕ࠹ࡑޔ㨯㐿⊒♽㧭߇ᄢ㔡ἴߦߡᄢ߈ߥⵍኂࠍ
ฃߌ࡞ࠕ࠹ࡑޔߦ⸳⟎ߒߡߚࡑࠗࠢࡠ㧼㧰ⵝ⟎ࠍศᎹᢎߩ⎇ⓥቶ߳⒖ォߒߚޕ⒖⸳ߦߚߞߡߪޔ
వߕࡠࠢࠗࡑޔ㧼㧰ⵝ⟎ࠍࡑ࠹ࠕ࡞㧭ࠃࠅࡑࠗࠢࡠ㧼㧰ⵝ⟎ࠍㅧߒߚ㨀㧰㧷⑺↰Ꮏ႐߳៝ㅍߒޔ
േ⏕ࠍⴕߞߚߩߘޕᓟޔศᎹ⎇ⓥቶ߳⒖⸳ࠍⴕߞߚߩߘޕ㑆ࡠࠢࠗࡑޔ㧼㧰ⵝ⟎ߦߡߔࠆᒻ⁁⸥
ᙘว㊄ߦ․ޔᒝ⏛ᕈᒻ⁁⸥ᙘว㊄ߩන⚿᥏ൻߩߚߩว㊄⚵ᚑߩᦨㆡൻࠍᬌ⸛ߒߚޕ


㧟㧚⎇ⓥᚑᨐ
 ࡑࠗࠢࡠ㧼㧰ⵝ⟎ߦߡ⒳ߩޘᒻ⁁ࠍߔࠆ㊄ዻන⚿᥏ࠍߔࠆߚߦߪޔว㊄⚵ᚑߩⷰὐࠃࠅޔᶧ⋧
ߣ࿕⋧ߣߩੑ⋧㗔ၞ߇⁜ࠦࡦࠣ࡞ࠛࡦ࠻⚵ᚑߩ᧚ᢱࠍㆬᛯߔࠆᔅⷐ߇ࠆޕ⒳ߩޘᒝ⏛ᕈᒻ⁁⸥ᙘว㊄
ߩਛߢޔ0K(G)C ว㊄ߦ߅ߡੑ⋧㗔ၞ߇㕖Ᏹߦ⁜⚵ᚑ㗔ၞࠍߒߚࠄࠇߘ߽߆ߒޕว㊄ߪޔᒢᕈ
․ᕈࠍߒ⇣ޔᒻන⚿᥏᧚ᢱࠍߒᤃޕ



㧠㧚߹
 ߣ 

 ᧄᐕᐲߪޔᒻ⁁⸥ᙘว㊄ޔਛߢ߽ᒝ⏛ᕈᒻ⁁⸥ᙘว㊄ߣߒߡᦸߢࠆ 0K(G)C ว㊄ߩᦨㆡ⚵ᚑൻࠍ⹜
ߺߚᧄޕන⚿᥏ߪޔ0K/P)C ߥߤߩઁߩᒝ⏛ᕈᒻ⁁⸥ᙘว㊄ߦᲧߒޔ㜞⎕უᒝᐲࠍߒߡࠆߚࡈޔ
ࠔࠗࡃ⁁ߢ߽ᭂߡࡈࠠࠪࡉ࡞ߥᒢᕈ․ᕈ߇ᓧࠄࠇࠆߣᦼᓙߢ߈ࠆޕᄢ㔡ἴߩᓇ㗀ߦࠃࠅࠢࠗࡑޔ
ࡠ㧼㧰ⵝ⟎ࠍ↪ߚࡈࠔࠗࡃ⁁න⚿᥏ߩߪߛᧂޔḩ⿷ߦⴕ߃ߡߥ߇ޔᓟޔ⒳᧦ߩޘઙ㧔ㅦᐲޔ
᷷ᐲޔ㔓࿐᳇㧕ߢߩࠍ⹜ߺ⁁ࡃࠗࠔࡈޔᒝ⏛ᕈᒻ⁁⸥ᙘว㊄න⚿᥏ߩࠍ⹜ߺࠆޕ
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