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セルロースナノファイバー強化ポリアミド６の複合化技術，
力学的特性及び耐熱性

高分子系チーム　　仙波　　健，伊藤　彰浩

研究フェロー　　北川　和男　　　　　　

星光PMC　　片岡　弘匡　　　　　　

京都大学　　中坪　文明，矢野　浩之

要　　約

　二軸押出機を使用して，アセチル（Ac）化パルプとポリアミド６（PA6）を溶融混練することにより複合材料を得た。

パルプの主成分であるセルロースの水酸基をAc化することにより，パルプの耐熱性が向上した。さらにセルロースへ

の疎水性付与及び水素結合を抑制する効果が得られたことで，溶融混練工程において，PA6中でパルプが解繊されるこ

とによるセルロースナノファイバー（CNF）化が促進された。Ac基置換度が0.5程度のパルプを10wt%添加し，それが

CNF化することにより，非強化PA6の曲げ弾性率2220 MPa，曲げ強度91.2 MPaから，それぞれ5430 MPa，159 MPa

に向上した。さらに熱膨張係数は，113 ppm/Kから19.3 ppm/Kに向上した。示差走査熱量分析により，Ac化によりパ

ルプの分散性の向上が確認できた。

１．はじめに

　植物は，セルロース，ヘミセルロース及びリグニンを

構成要素とする複雑な高次構造を有する。鉄筋コンク

リートの建物に例えると，セルロース，ヘミセルロース，

リグニンは，それぞれ鉄筋，接着剤及びコンクリートと

して機能している。鉄筋の役割を担うセルロースは，高

アスペクト比のナノファイバーであり，鋼鉄の５倍の強

度（アラミド繊維と同等１）），石英ガラスと同等の線熱

膨脹係数２）でありながら，密度は鋼鉄の1/5の1.5 g/cm3

である。この高性能なナノファイバーが，植物の光合成

により大量に合成されている。

　プラスチックは，タルク，炭酸カルシウム，ガラス繊

維（GF），炭素繊維（CF）などにより強化されることが

多い。特にGFとCFは，その剛性と高アスペクト比に

より，複合材料の弾性率，強度，耐衝撃性及び耐熱性を

大幅に改善できる３，４）。しかし原料及び製造における化

石資源への依存度が高く，リサイクルも困難である。さ

らにGF及びCFの密度は，一般的なプラスチックの0.9

～1.4 g/cm3と比較して，それぞれ2.5及び1.8 g/cm3と高

く，複合材料の重量が増加する。これらの理由からGF

やCFに代わって，高性能且つ軽量のCNFを利用するこ

とが期待されている。しかしCNFをプラスチックの強

化繊維として適用するにはいくつかの課題がある。一つ

目の課題は，高温で加工されるプラスチックに添加する

には，熱安定性が不十分であることである。セルロース

は，酸素存在下では200℃以下で分解が起こる５）。その

ためこれまでの研究において，CNFによる補強の対象

となっているプラスチックのほとんどは，低融点また

は水溶性ポリマーとなっている６-12）。これを解決するた

め，さまざまなセルロースの変性手法による熱安定性向

上が検証され，エステル化の一種であるAc化により耐

熱性が向上することが明らかとなっている13，14）。二つ

目の課題は，市販のCNFは水を大量に含んだ分散液と

して供給されることである。プラスチックでは加水分解

が懸念されることから，高含水CNFはプラスチックと

の複合化には適さない。

　そこで本研究では，大量の水分を含むCNFではなく，

Ac化した乾燥パルプを使用した。Ac化によりパルプの

構成成分であるセルロースの耐熱性が向上，またパルプ

の繊維直径は数十ミクロンであるため，CNFと比較し

て比表面積が小さく，脱水，脱溶剤，乾燥が容易である。

さらにAc基は水酸基を置換するため，水素結合による

セルロースの凝集を抑制，疎水化も図れるため，プラス

チックとの相容性が高まることが期待できる。このAc

化パルプとエンジニアリングプラスチックスの一つであ

るPA6の複合化において，溶融混練工程においてAc変

性パルプを解繊することにより，CNF強化PA6複合材

料を作製，物性評価した。
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２．実験

2.1　パルプのAc化と特性評価

　針葉樹漂白クラフトパルプ（NBKP，セルロース

84.3wt％，ヘミセルロース15.7wt%，王子製紙（株））を

強化繊維として用いた。このNBKPのセルロースとヘミ

セルロースに存在する水酸基をAc化した。水分を含む

NBKPをN-メチルピロリドン（NMP）に投入し，圧力0.04 

MPa，温度80℃において４時間減圧脱水した。無水酢酸

と炭酸カリウムを加え，加熱，攪拌することによりAc

化NBKP（Ac-NBKP）を得た。得られたAc-NBKPを洗

浄し，Ac基置換度（DS）を滴定により算出した15）。

　熱重量分析装置（TGA:DTG-60，（株）島津製作所）を

使用し，窒素雰囲気下，昇温速度10℃ /分，測定温度範

囲100～600℃においてAc-NBKPの熱分解挙動を評価し

た。

　Ac-NBKPの結晶化度を，広角X線回折装置（RINT-

2000，リガク（株））を用いて測定した。測定はCuKα線，

30 kV/20 mAの出力にて２θ=５°～40°を測定した。得

られた回折プロファイルから２θ=22.5°〔セルロースⅠ

（200）〕のピーク（山）と18.5°〔結晶+非晶の全領域〕の

バレイ（谷）の高さから結晶化度を算出した16）。

2.2　ポリアミド6とAc-NBKPの複合化

　本研究では，PA6粉体（A1020LP，ユニチカ（株），平

均分子量：12,000，重合度：105，融点222℃，粒子径50

～300 µm）を使用した。Ac-NBKPとPA6粉体を２-プ

ロパノール中で攪拌混合し，ろ過，乾燥後，二軸押出機

（ULT15TWnano-15MG-NH-700-KYS，（株）テクノベ

ル，Φ15 mm，L/D=45）により溶融混練した。設定温度

は，シリンダーとダイはそれぞれ200℃と215℃，スク

リュー回転数は200 rpmとした。シリンダー設定温度の

215℃は，PA6の融点よりも低温であるが，スクリュー

のせん断発熱により，融点よりも樹脂温度は上昇し，可

塑化が可能となる。PA6/Ac-NBKP複合材料の組成を

表１に示す。Ac-NBKPの添加量は，NBKPが全体の

10wt%となるようにした。

　溶融混練中のPA6内におけるAc-NBKPの解繊及び分

散の変化を，偏光顕微鏡（BX51，オリンパス（株））を

用いて観察した。得られたPA6/Ac-NBKP複合材料ペ

レットを10 mm（幅），80 mm（長），４ mm（厚）の短

冊形試験片に射出成形し，力学的特性及び耐熱性を評価

した。射出成形には，日精樹脂工業（株）製NPX７（型

締力７ton）を使用し，温度はフィードゾーン210℃，ノ

ズル225℃，金型35℃とした。

2.3　PA6との溶融混練前後の繊維の観察

　PA6との溶融混練前後の繊維を，電界放射型走査型電

子顕微鏡（FE-SEM, JSM-6700F, 日本電子（株））を用

いて観察した。溶融混練前の繊維はそのまま，溶融混

練後の繊維はPA6/Ac-NBKP複合材料のPA6をNMPに

より抽出，除去して得た繊維を観察した。観察試料は，

Au-Pdによりコーティングした。

2.4　PA6/Ac-NBKP複合材料の示差走査熱量測定

　PA6/Ac-NBKP複合材料の射出成形サンプルより５ 

mgの小片を採取し，示差走査熱量（DSC）測定を行った。

使用装置はDSC8500（PerkinElmer Inc.）である。測定

前に採取サンプルを250℃にて溶融し，アモルファス化

させた後，10℃ /minで50℃まで徐冷して結晶化させた。

これを10℃ /minにて250℃まで昇温する過程を測定し

た。

2.5　PA6/Ac-NBKP複合材料の機械的特性試験

　射出成形により作製した短冊形試験片を使用して万能

試験機（Autograph AG-5000E，（株）島津製作所）によ

る曲げ試験を実施した。試験条件は，温度23℃，相対湿

度50%，支点間距離64 mm，試験速度10 mm/minとした。

　アイゾット衝撃試験機（（株）東洋精機製作所，ハン

マ容量2.75 J）を用いて衝撃試験を実施した。短冊形試

験片の中央に深さ２ mmのノッチを挿入し試験に供し

た。

2.6　PA6/Ac-NBKP複合材料の耐熱性

　熱機械分析装置（TMA60，（株）島津製作所）を使用し

て各サンプルの線熱膨張係数（CTE）を測定した。測定

条件は，負荷荷重28 mN，昇温速度は５℃/minとした。

CTE値は0～100°C間のCTE線図を直線近似し，その傾

きから算出した。試験片は短冊形試験片より一辺５mm

表１　PA6/Ac-NBKPの組成
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の立方体に切出し，80°C設定の真空オーブンで一晩乾

燥させた後，真空デシケーターで２日間保管後，試験に

供した。測定方向は射出成形品の樹脂流動方向とした。

３．結果と考察

3.1　Ac-NBKPの熱安定性

　セルロースの熱分解は，水酸基がグルコース間のエー

テル結合を切断することにより進行する５）。したがって

セルロースの水酸基をAc基に置換することは，熱分解

を防ぐ有効な手段となり得る。そこでTGAによりAc-

NBKPの熱分解を観測した。

　図１にTGAにより得られたAc-NBKP（DS = ０～

1.84）の重量減少温度とDSの関係を示す。１wt%減量

温度（図中に〇で表示）は，各DSのAc-NBKPが分解し

て１wt%減量する温度であり，未処理パルプ（DS = ０）

の分解温度242℃からDS=1.84のAc化により293℃まで

向上した。同様に５（図中に◇で表示），10（図中に△

で表示）及び20wt%（図中に×で表示）減量温度につい

ても，DSの増加とともに20℃程度の向上が確認できた。

Ac化によるNBKPの耐熱性向上は，複合材料への応力

負荷時に，分解物を起点とする破壊を抑制するのに重要

であると考えられる。

3.2　Ac-NBKPの結晶化度

　図２に広角X線回折より得られたAc-NBKP（DS = 0

～1.84）の結晶化度とDSの関係を示す。結晶化度は，

未処理NBKPの77.4%からDS = 0.88において72.4%，DS 

= 1.17において69.5%，さらにDS = 1.84では55.6%に低

下した。結晶化度の低下は，無水酢酸がCNFの結晶内

部にまで浸透して，結晶構造を破壊しながらAc化が進

行していることを意味している。ポリマー複合材料の高

強度化には，高結晶化度のAc-NBKPが必要となること

から，著しく結晶化度が低下し始めるDS = 1.0未満であ

ること好ましいと考えられる。

3.3　溶融混練におけるAc-NBKPの解繊

　溶融混練及び射出成形におけるAc-NBKPの解繊及

び分散の変化を観察した。図３にPA6/Ac-NBKP（DS = 

0.64）のC2（押出機上流）からC6（押出機下流）及び射

出成形後におけるAc-NBKPの解繊，分散の変化を示す。

混練機最上流のC2においては，黒色のPA6マトリック

ス内に数十µm以上の白色のパルプが存在した。そして

下流に向かうにしたがいパルプが細く解繊され，C5で

は解繊されたCNFであると考えられる白いモヤ状の領

域が形成され，下流のC6及び射出成形品ではさらに解

繊が進行していることが分かる。射出成形後の観察写真

では，最も太い繊維で直径１ µm程度であった。このよ

うに押出機を１パスする数分間及び射出成形工程にて，

混練前に数十µmのAc-NBKPの多くをサブミクロンサ

イズまで解繊することができた。

図１　Ac-NBKPの重量減少温度とDSの関係

図２　Ac-NBKPの結晶化度とDSの関係

図３　Ac-NBKPの解繊及び分散の変化
　　　【PA6/Ac-NBKP（DS=0.64）の押出機上流から下流　
　　　　及び射出成形後】
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3.4　Ac-NBKPの溶融混練前後の形態観察

　図４に溶融混練前のAc-NBKPの電子顕微鏡像を示す。

DSによりAc-NBKPの形態が異なった。未処理NBKP

（DS = 0）では，観察視野全体を占める直径20 µm以上

の繊維が存在した。DSが0.29から0.88のAc-NBKPでは，

セルロース分子鎖間の水素結合が抑制されることによ

り，混練前にもかかわらず解繊が進行していた。しかし

DSが1.17以上では，過剰なAc基どうしの凝集力の影響

によると考えられる解繊性の低下が見られた。

　図５に溶融混練後のPA6/Ac-NBKPから抽出したAc-

NBKPの電子顕微鏡像を示す。未処理NBKP（DS = 0）

では，直径2 µm程度の繊維が観察された。DS = 0.29，

0.46，0.64及び0.88のAc-NBKPでは，直径が数十か

ら数百ナノメートルの解繊されたCNFが存在してい

た。DS=1.17のAc-NBKPでは，繊維の形状が崩れ始め，

DS=1.84ではその傾向が顕著となった。このようにAc

化の有無，Ac化の程度によりPA6内でのNBKPの解繊

状態が大きく変化することが確認できた。

3.5　 PA6/Ac-NBKP複合材料のDSC測定による繊維分散

性評価

　図６に，DSC測定における昇温スキャンより得られ

たPA6の融点付近のサーモグラムを示す。各曲線には２

つのピークが現れた。何れのピークもPA6のα結晶（単

斜晶系）に由来し17-19），α1（約221℃）は欠陥の無い完

全なα結晶構造，α2（213.1℃～217.4℃）は欠陥のある

α結晶構造によるピークである。セルロースの添加によ

る温度シフトは，α1では見られなかったが，α2は高温

にシフトした。α2のシフト量は，（b）未処理NBKP（DS 

= 0）が最も大きく4.3℃（213.1℃が217.4℃にシフト）で

あった。一方（c）～（h）Ac-NBKPでは，2.0℃から2.8℃

（213.1℃が215.1℃～215.9℃にシフト）であり，DSの

違いによる温度シフト量に顕著な違い及び傾向は見られ

なかった。しかしα1とα2のピーク高さ比は，DSの違

いにより顕著に変化し傾向も見られた。DSCにおける

ピーク高さは，結晶量を表すピーク面積と相関すること

から，各々のピーク高さを比較することによりα1及び

α2の結晶量の変化を知ることができる。セルロースを

含まない（a）非強化PA6の場合，均一な結晶核形成が起

こりやすい。したがって主に欠陥の無いα結晶（α1）が

形成され，欠陥（α2）は形成されにくいためにα1ピー

クはα2ピークよりも高くなった。対照的に（b）未処理

NBKP（DS = 0），（g）DS = 1.17及び（h）1.84では，図５

に示したようにAc-NBKPの分散が悪いため，それを起

点とする不均一核形成に起因するα2ピーク増大が見ら

れた。解繊して微細分散したセルロースを含むDS = 0.29

～0.88の場合，均一な結晶核形成が起こり，α2のピー

クがα1よりも低くなった。

3.6　PA6/Ac-NBKP複合材料の力学的特性

　PA6/Ac-NBKP複合材料の曲げ弾性率及び曲げ強度

とDSの関係を図７に示す。非強化PA6に未処理NBKP

（DS = 0）を添加することにより曲げ弾性率が2220か

図４　溶融混練前のAc-NBKPの電子顕微鏡像

図５　溶融混練後のAc-NBKPの電子顕微鏡像

図６　PA6/Ac-NBKPのPA6融点付近のサーモグラム
　　　 （a）PA6, （b）PA6/NBKP（DS=0）, （c）PA6/Ac-NBKP

（DS=0.29）, （d）PA6/Ac-NBKP（DS=0.46）, （e）PA6/
Ac-NBKP（DS=0.64）, （f）PA6/Ac-NBKP（DS=0.88）, （g）
PA6/Ac-NBKP（DS=1.17）, （h）PA6/Ac-NBKP（DS=1.84）
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ら3450 MPa，曲げ強度が91.2から117 MPaに向上した。

Ac-NBKPを添加した場合は，さらに大きく曲げ特性

が向上した。曲げ特性は，DS = 0.4～0.6の領域におい

てピークとなり，曲げ弾性率及び曲げ強度の最大値は，

5430 MPa及び159 MPaであった。非強化PA6に対して，

曲げ弾性率が2.4倍，曲げ強度が1.7倍に向上した。優れ

た曲げ特性を示したDS=0.4～0.6のAc-NBKPを添加し

た複合材料は，図５において解繊性及び分散性が優れて

いた。それに対して，DS = 0では未解繊繊維が多く存在

し，そしてDS = 1.17及び1.84ではセルロースの結晶性

低下に起因する繊維形状の崩壊が観察された。繊維の解

繊性，結晶性維持が曲げ特性に大きく影響することがわ

かった。

3.7　PA6/Ac-NBKP複合材料の線熱膨張係数

　図８にPA6/Ac-NBKPのCTE測定における熱膨脹に

よる変位量と温度の関係を示す。非強化PA6のCTEは

113 ppm/K，未処理NBKP/PA6は55.5 ppm/Kであった。

Ac-NBKP/PA6ではさらにCTEが低下し，DS = 0.29で

38.8 ppm/K，そしてDS0.64では19.3 ppm/Kまで低下し

た。PA6のガラス転移温度（Tg）は40～50℃付近である

ため，それ以上の温度では非強化PA6ではゴム状とな

り大きく変位が増大した。それに対してAc-NBKPを添

加したPA6では，0.1 ppm / Kという優れたCTEを持

つCNFがPA6の分子運動を抑制することにより変位を

抑制した。特にDS = 0.64のAc-NBKP/PA6においては，

図５に示したようにCNFが均一に解繊，分散すること

により優れたCTEが達成できたと考えられる。

４．まとめ

　本研究では，二軸押出機による高性能PA6/CNF複合

材料の高効率生産技術の確立を目指した。NBKPのAc

化により，混練前のCNF化工程の省略，NBKPの耐熱性，

解繊性，PA6との相容性向上により，高レベルの力学的

特性及び耐熱性を達成した。DS値0.4～0.6のAc-NBKP

をPA6に10wt%添加することにより，曲げ弾性率では

ニートPA6の1.7倍，CTE値19.3 ppm / Kに到達した。

このCTEの値は，アルミニウム合金と同等である。

　本研究の成果を活かし，京都プロセス20）の一層の高

度化が図られ，様々な用途展開が始まっている。今後も

継続的に研究開発を進めるとともに，企業のニーズに応

じた材料及び成形加工方法をチューニングをすることで

CNFの発展，普及に貢献したいと考えている。
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熱硬化性樹脂の発泡成形において架橋点間分子量が気泡核生成に与える影響
ースチレン/ジビニルベンゼン共重合体をモデル材料としてー

高分子系チーム　　伊藤　彰浩，仙波　　健

京都大学　　大嶋　正裕　　　　　　

要　　旨

　エポキシ樹脂など熱硬化性樹脂の発泡体は，樹脂の架橋度と化学発泡剤からのガス発生速度の両方を制御することに

より製造される。本研究では，気泡核生成に及ぼす架橋度の影響をガス発生速度の影響から切り離して解析するために，

架橋度を制御した熱硬化性樹脂を用いて，化学反応を伴わない超臨界二酸化炭素による物理発泡法を実施した。解析に

は様々な組成比のスチレン/ジビニルベンゼン共重合体を，異なる架橋度の熱硬化性樹脂のモデル材料として用いた。

解析の結果は，樹脂の弾性率ではなく架橋点間分子量（架橋点間距離）が物理発泡における気泡核生成を決定する主要

因子であることを明確に示した。架橋点間距離が古典的核生成論により計算される臨界気泡径よりも小さい場合，気泡

は生成しなかった。すなわち，架橋点間距離が熱硬化性樹脂の発泡成形における気泡核生成を左右することを見出した。

１．はじめに

　ポリウレタン，エポキシ樹脂をはじめとする熱硬化性

樹脂やゴム，架橋ポリエチレン（PE）など架橋ポリマー

の発泡体は断熱材や防振材，衝撃吸収材など，その架橋

構造に基づく機械的，熱的，化学的耐性の強さを活かし

た用途に用いられている１）-３）。一旦架橋構造が形成さ

れると熱に不融，溶剤に不溶となる。硬化までの間，化

学反応を伴い粘度などの物性が連続的に変化するため，

熱可塑性樹脂と比べると発泡を制御するのは難しい。こ

のような理由からマイクロセルラー，ナノセルラーと

いった気泡径の微細化研究は主に熱可塑性樹脂を対象と

したものであった４）-６）。

　熱可塑性樹脂の発泡において，気泡核生成については

表面張力，気泡成長については粘弾性の影響が議論され

てきた。一方，熱硬化性樹脂の発泡については，さらに

架橋の要素が加わる。架橋と発泡の関係を扱った研究は

少ないが，架橋PE系や７）-10），エポキシ樹脂11）-16）， ゴ

ム17）-19）などの架橋ポリマーについては報告されてい

る。

　Abe，Yamaguchiらは，直鎖状低密度PEの架橋反応

進行に伴うレオロジー変化と気泡構造に相関があること

を示した７），８）。Takiguchiらは，エポキシ樹脂の発泡成

形において発泡のタイミングとしてゲル化点を超えた状

態が適することを見出し，それは伸長粘度のひずみ硬化

性が発現するためであると考察している11），12）。これら

の研究から，架橋ポリマーの発泡には架橋度やゲル化点

などの架橋特性が大きな影響を及ぼすことが浮き彫りに

なってくる。しかし，これまでに架橋点と気泡生成の関

係について定量的に検討した報告はない。

　著者らは，エポキシ樹脂では，発泡時の架橋点間分子

量（MC）によって得られる気泡構造を分類できることを

明らかにした20）。しかし，エポキシ樹脂では加熱により

架橋反応と発泡が同時進行するため，架橋状態と発泡

性（気泡の状態）の関係を明確にとらえることが困難で

あった。 

　そこで本研究では，架橋度が気泡生成に与える影響

について定量的に評価するために，非晶性で結晶の影

響が無く，モノマーからの重合で容易に反応完結時の

MCを変えることが出来るスチレン/ジビニルベンゼン

（DVB）共重合体をモデル材料に設定した。また，発

泡プロセスとして化学反応や材料の流動を伴わない超

臨界二酸化炭素を用いたバッチ式物理発泡成形を選定

した21）。

２．実験方法

2.1　材料

　モノマーとしてスチレン（和光純薬工業（株）製），

架橋剤にDVB（和光純薬工業（株）製），重合開始剤に

1,1,3,3-Tetramethylbutyl peroxy-2-ethylhexanoate（日

油（株）製パーオクタO）を用いた。

2.2　サンプル調製

　表１に示した重量比の試薬を試験管に秤量し，１分

間超音波により撹拌した後，80 ℃のウォーターバス
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で５時間加熱重合することによりポリスチレン（PS）

及びスチレン/DVB共重合体を作製した。以降サンプ

ル名は表１に示した名称を用いる。その後サンプルを

試験管から取り出し，200 ℃で１時間アニールした。

PSは熱可塑性があるため180 ℃でプレスした。一方，

スチレン/DVB共重合体は，熱可塑性がないためサン

ドペーパーを用いて研磨機により削り出したのち，表

面を1 µmアルミナ粒子スラリーで研磨処理して試験

に供した。

2.3　動的粘弾性測定

　作製したサンプルの動的粘弾性を評価するため，レオ

メータ（TA instruments, Inc.製，AR-G2）を用いて１ 

Hz，５ ℃ / minでの昇温測定を行った。PSは８ mmφ

パラレルプレートジオメトリを用いてひずみ0.01 %で測

定を行った。スチレン/DVB共重合体はトーションジオ

メトリにて，40 mm × ５ mm × ２ mmの短冊形に加

工したサンプルをチャック間30 mm，ひずみ0.05 %で

測定した。

2.4　ゲル分率，トルエン膨潤度測定

　１ mm厚に加工したサンプルを重量測定した後，23 

℃でトルエンに浸漬した。 １週間静置後，不溶残差を

取り出しトルエンで膨潤した状態の重量を測定した。続

いて130 ℃で不溶残渣中のトルエンを蒸発させ，その乾

燥重量を測定した。各重量を下記の（式１），（式２）に

代入して計算しそれぞれゲル分率，トルエン膨潤度とし

た。

2.5　接触角測定

　80, 100及び130 ℃におけるスチレン/DVB共重合体の

表面張力（ϒsv）を評価するため，各温度に加熱した測

定セルの中で10 mm × 10 mm × ２ mmに加工したサ

ンプルにグリセリン，エチレングリコール（EG），及び

テトラデカン（いずれも和光純薬工業（株）製）を滴下

し，各サンプルに対する接触角を測定した。測定には

KrussGmbH製DSA100-MkIIを使用した。また，それぞ

れの液体の各温度における表面張力（ϒlv）は同装置を用

いてpendant drop法により測定した。ϒlvの算出必要な

各温度における液体の密度は体積膨張率を使用して25 

℃の値から推算した22），23）。

2.６　発泡実験及び断面観察

　オートクレーブに１ mm厚に加工したサンプルを入

れ，二酸化炭素を物理発泡剤としたバッチ式発泡成形を

実施した。温度（80, 100, 130 ℃），圧力（８, 10, 20 MPa）

の３水準ずつの計９条件とし，二酸化炭素含浸時間は５

時間とした。得られた発泡体はアルキメデス法により

密度測定を行った。また液体窒素に浸漬後のサンプル

を破断し，断面を走査型電子顕微鏡（日本電子（株）製，

SEM5900LV）により観察した。

2.7　発泡の可視化実験

　樹脂中での気泡の生成，成長の様子を観察するた

め，バッチ式発泡の可視化実験を行った24）。３　mm 

× ２　mm × 0.5　mm厚に加工したサンプルについ

て，DVB1は80 ℃，DVB10は130　℃において，二酸化

炭素10　MPaで６時間含浸を行った。その後，圧力解

放を行い，圧力低下に伴い気泡が生成，成長する様子

を顕微鏡に接続した高速度カメラ（（株）ディテクト製，

HAS-U2）により観察・録画を行った。減圧速度は約10 

MPa/sとした。

３．結果及び考察

3.1　架橋点間分子量の算出

　温度に対する貯蔵弾性率（G’）及びtanδを図１に示す。

表１　材料組成

100 % 1

100 % 2

100 % 1

100 % 2
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スチレン/DVB共重合体に関しては，DVB添加率が増加

するとガラス転移温度（Tg）に対応するtanδのピーク温

度は上昇した。非架橋のPSではTg以上の温度でもG’

が減少し続けるのに対して，DVBを１ wt%でも添加し

た系ではほぼ一定値を示しており，架橋構造を形成して

いることをが分かる。さらに，DVB添加率の増加とと

もにその値は上昇した。スチレン/DVB共重合体と同様

に架橋構造を有するゴムの運動学的理論によれば，MC

は近似的に（式３）のように書き表される25）。ここでρ

は密度，Rは気体定数を表す。また，G０NはTg以上の

温度におけるゴム状平坦部の弾性率であり，ここでは

T=200℃におけるG’の値を使用した。

　作製したサンプルの各種特性として，Tg，G０N，MC，

ゲル分率，及びトルエン膨潤度を図２に示す。PSを除

きゲル分率は90 wt%を超えており，重量の大部分が架

橋構造を形成しているといえる。また，DVB添加率の

増加に伴いトルエン膨潤度及びMCは減少した。これは

架橋構造が緻密化していることを意味する。

3.2　表面張力の算出

　測定した接触角からϒsvを算出した26，27）。図３に80, 

100及び130 ℃におけるスチレン/DVB共重合体のϒsvの

DVB添加率依存性を示す。ϒsvの値はDVB添加率が変

わってもほとんど変化しなかった。また，温度の上昇と

ともに同じDVB添加率におけるϒsvの値は減少した。

3.3　発泡体の気泡構造解析

　図４に含浸圧力20 MPaで作製した発泡体の断面SEM

画像及び密度を示す。また発泡体の密度，断面画像から

解析した気泡径及び気泡数密度のDVB添加率依存性を

図５に示す。 ここで気泡径，気泡数密度は，以下（式４），

（式５）の通りである。

3ρRT
 

図１　G‘，tanδの温度依存性（昇温測定）

図２　  作製したサンプルの各種特性（a） G0N, MC, 及びTgのDVB添加率依存性（b） ゲル分率及びトルエン膨潤度のDVB添加率
依存性

2 4

5
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　いずれの発泡温度においても，DVB添加率が５ wt%

を超えると亀裂状の気泡の形成，さらには全く気泡が形

成されないなど，安定した気泡構造を得ることができな

かった。DVB添加率０ ～ ５ wt%では，気泡径は基本

的にはDVB添加率の増加とともに減少した。130 ℃の

み，DVB２wt%以上において，粗大気泡が伴う不均一

な気泡構造であった。気泡数密度は，気泡構造が安定し

ていた80，100 ℃ではDVB添加率３wt%，気泡構造が

不均一な130 ℃では，５wt%が最大となった。

図３　スチレン/DVB共重合体の表面張力

図４　発泡したサンプルの断面画像　（（）内は密度 [g/cm3]）

図５　含浸圧力20MPaで発泡したサンプルの気泡構造　（a）気泡径,  （b）気泡数密度
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3.4　臨界気泡径と架橋点間距離の関係

　古典的核生成論（CNT）に基づくと，圧力解放により

気泡核が均一核生成する際の自由エネルギー変化ΔGhom

は，気泡半径をr，気泡内外の差圧をΔPとすると （式

６）で表される28），29）。ΔPは近似的に発泡実験の含浸圧

力と考えることができる。

　自発的にはΔGhomは減少する方向に進む。（式６）よ

り生成した気泡核がある径よりも大きい場合には成長

し，小さい場合には消滅することが分かる。この径を臨

界気泡径（Rcr）と呼び，ΔGhomの極値条件から（式７）

で計算できる。また，その時のΔGhomの値は（式８）で

表される。この値は核生成にかかるエネルギー障壁の大

きさを意味する。

　（式７），（式８）によると，ϒsvが高いほどRcrが大きく，

その時のΔGhomの値も大きくなる。すなわち，ϒsvが大

きいほどエネルギー障壁が高く，気泡が生成しにくく

なると言える。また，GongらはCNTを拡張し，ΔGhom

に弾性ポリマーの変形に起因するひずみエネルギーの項

を導入して，最終的に弾性率が高いと気泡生成しにくく

なることを導いている30）。

　図４に示したように，含浸圧力20MPaの発泡実験で

は，いずれの温度においてもDVB量が５wt%を超える

と安定した気泡構造が得られなかった。例えば，80 ℃

のDVB1では気泡が観察されたが，130 ℃のDVB10では

観察されなかった。両者の発泡結果の違いを考察するた

めに図１を見ると，G’の値は80℃のDVB1の方が130℃

のDVB10よりも２桁以上高い。また，図３から，80℃

のDVB1のϒsvは130℃のDVB10よりも高いことが分か

る。もし気泡生成がCNTもしくは弾性ひずみエネル

ギーにより修正されたCNTに沿うのであれば，80℃の

DVB1の方が，ϒsvやG’が高く，130 ℃のDVB10よりも

発泡しにくいと考えられる。しかしながら実験結果は反

対の傾向を示し，130 ℃のDVB10は発泡せず，80℃の

DVB1が発泡した。

　発泡可視化実験も本結果を支持している。図６にCO2

含浸圧力10 MPaで実施した 80 ℃のDVB1と130 ℃の

DVB10の実験画像を示す。減圧開始からの経過時間に

対する樹脂中での発泡の様子が確認できる。80 ℃の

DVB1においては減圧開始後約２sに気泡が生成したが，

130 ℃のDVB10については，気泡は確認できなかった。

　これらの関係を整理するため，MCと発泡温度におけ

るG’，及び含浸圧力20MPaにて得られる気泡構造の関

係を図７にまとめる。各プロットは，そのMC（X軸）とG’ 

（Y軸）を有するサンプルを発泡した際に形成される発

泡構造を表す。例えば，DVB1はMCが4.4×104で，80℃

において1.0×109PaのG’を有し，発泡させると球状気

図６　80℃におけるDVB1及び130℃におけるDVB10の発泡可視化画像（CO2含浸圧力10 MPa）

4

3
πr ∆P 4πr 6  

2
7

16

3
8
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泡構造が得られることを示す。一方，DVB10はMCが3.7

×103で，130℃において4.0×106PaのG’を有し，発泡体

が得られないことを表す。本図から，発泡の可否はG’

ではなくMCの値によって左右され，MCが，3.7×103以

下の場合には気泡が生成できないことが分かる。

　ここで，架橋点間距離とCNTにおいて気泡生成を左

右するRcrの関係に着目する。架橋点間をスチレンの

骨格とみなすと，図８のようにその繰返し単位（分子

量：104）に相当する長さはC-C結合長（0.154 nm）から

0.252nmとなる。これによりMCから架橋点間距離を計

算することが出来る。

　架橋点間距離と臨界気泡直径（２Rcr）の大きさを比較

するため，図９に（式７）から計算した２Rcrの値と発泡

の可否，及び架橋点間距離との関係をまとめる。架橋

点間距離はDVB添加率の増加とともに減少した。また，

白抜きの丸及び黒の塗り潰し三角のプロットは，その

DVB添加率（X軸）のサンプルをY軸の２Rcrとなる温度・

圧力で発泡した際に形成される発泡構造を示す。例えば

DVB1は20MPa・80℃の発泡条件では２Rcr= 5.2 nmと

なり，その架橋点間距離105 nmよりも小さく，球状気

泡構造が得られることを示す。一方，DVB20は20MPa・

130℃の発泡条件では２Rcr = 4.6 nmとなり，その架橋

点間距離2.6 nmよりも大きく，発泡しないことを表す。

これらのプロットから気泡生成の可否は一定の２Rcrも

しくはDVB添加率の値ではなく，両者のバランスで決

められることが分かる。さらに，これらプロットが作る

発泡可否の境界線（図中赤線）は架橋点間距離（図中青

色線）と相関を持つように見受けられる。すなわち，気

泡が生成するためには２Rcrは架橋点間距離よりも小さ

い必要がある。架橋点間の空間的制約が気泡核の形成に

影響を及ぼしている可能性が示された。

４. まとめ

　本研究では，熱硬化性樹脂の架橋特性が気泡生成に与

える影響について定量的に評価するため，様々なMCを

有するスチレン/DVB共重合体を調製し，動的粘弾性測

定，接触角測定を行うことにより，MC及びϒsvを算出し

た。また，超臨界二酸化炭素を物理発泡剤として使用し

たバッチ発泡法を実施し，得られた発泡体の断面気泡構

造を評価した。解析の結果，熱硬化性樹脂の発泡におい

ては，気泡生成の可否は材料のG’やϒsvでなく，MCによっ

て決められることが明らかになった。さらに，気泡核生

成するためには２Rcrは架橋点間距離よりも小さい必要

があることが示された。

図７ MCと発泡温度におけるG’の関係と得られる気泡構造
（含浸圧力20MPa）

図８　架橋点間距離の推定方法
図９　各DVB添加量における2Rcrの値と発泡の可否，

及び架橋点間距離との関係　　　　　　
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セルロースナノファイバー添加によるバイオマスポリエチレンの
機械的及び熱的特性の向上

高分子系チーム　野口　広貴，仙波　健，伊藤　彰浩，南　瞭子

京都大学　矢野　浩之　　　　　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　本研究では，バイオマスポリエチレン（バイオPE）の汎用性拡大に向けた機械的及び熱的特性の向上を目的とし，バ

イオPEとアセチル化セルロースナノファイバー（Ac-CNF）の複合樹脂（Ac-CNF/バイオPE）を開発した。Ac-CNF/バ

イオPEの複合化は，アセチル変性パルプを樹脂との溶融混練工程において解繊しCNF化することを特徴とする京都プ

ロセス®に基づいて行った。開発したAc-CNF/バイオPE（セルロース15 wt%）の場合では，Ac-CNF/バイオPEの曲げ

弾性率は3220 MPa（ニート樹脂の2.9倍），応力条件1.80 MPaにおけるHDTは108.3℃（ニート樹脂より61.2℃向上）と

なった。セルロース繊維の分散構造を検証するために溶融粘弾性を測定したところ，Ac-CNF/バイオPEでは，大幅な

貯蔵弾性率（G’）の増加（ひずみ10％以下ではニート樹脂の103倍以上）と，高歪における急激なG’の低下が確認された。

これらはバイオPE内部でのAc-CNFのネットワーク構造の形成を示唆している。このAc-CNFのネットワーク構造が，

バイオPEの性能向上に寄与したと考えられる。

１．緒言

　日本は国土面積の67％を森林が占める世界有数の森

林大国であり，人工林蓄積量（未利用樹木の幹の体積）

は年間約7,500万立方メートルも増加している。資源に

乏しい日本において数少ない備蓄の豊富な資源である樹

木を活用した素材として注目されているのがセルロース

ナノファイバー（CNF）である。CNFはセルロース分子

の伸びきり鎖結晶で形成される幅４～20 nm，最大繊維

長約100μmの高アスペクト比なナノ繊維であり，あら

ゆる植物中に細胞壁の構成要素として存在する。CNF

は高分子材料でありながら，鋼鉄の５倍の引張強度や石

英ガラス並みの低線熱膨張率（0.17 ppm/K）などの優れ

た特性を有し，さらには炭素繊維（比重1.8）よりも低比

重（比重1.5）である。これらの優れた特性から低環境負

荷な構造用プラスチックの新規な補強フィラーとして，

日本のみならず国際的に実用化が期待されている１-３）。

　CNFと同様に低環境負荷性から関心を集めているの

が，植物資源や微生物由来のバイオマスプラスチックス

である。化石資源由来樹脂は，製造から焼却までのライ

フサイクルにおいて，樹脂重量以上のCO2を排出する４）。

日本で生産される汎用樹脂全体の約1/4５）を占めるポリ

エチレン（PE）は，樹脂１ kgに対して約５ kgのCO2を

排出する６）。一方，バイオマス由来のポリエチレン（バ

イオPE）は原料が植物であるため，製造時のCO2排出量

は実質０ kgである。化石資源由来のPEと比較し，大幅

にCO2排出量を削減できる。バイオPEは，大規模な商

業生産が行われている数少ないバイオマスプラスチック

の一つであること，化石資源由来のPEと化学特性や機

械的特性に違いはなく従来の設備で加工可能であること

等から，環境意識の高い企業や団体がバイオPEへの代

替を進めている。しかしながら，PEは機械的特性や熱

的特性が他の汎用樹脂と比べて劣るため，バイオPEの

さらなる普及のためには機械的及び熱的特性の向上が求

められる。このような背景の下，本研究ではセルロース

ナノファイバー（CNF）の複合により機械的及び熱的性

能を向上させたCNF複合バイオPEの開発を目指した。

　本研究では，京都プロセス®によりCNFと樹脂を複

合化した。京都プロセスでは，CNFの原料となるパル

プを樹脂に直接溶融混練し，セルロース繊維を樹脂中で

解繊してCNF化するパルプ直接混練法７）を採用してい

る。従来のプロセスでは，パルプを水中で解繊すること

によりCNF化し，水分を除去，乾燥後，樹脂との溶融

混練を行っていた。水中でのCNF化及び水分の除去に

は，莫大なエネルギーと時間を必要とすることから，低

コストが要求される樹脂用途には不適である。それに対

して京都プロセスでは，パルプ直接混練を採用すること

により加工コストを１/10とした。なお，CNFはセルロー

スの繰り返し単位であるグルコース中に３個のヒドロキ

シル基を有する親水的な構造体であるため，疎水的なバ

イオPEとの親和性が低い。そこでグルコース中のヒド
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ロキシル基0.9個分相当量をアセチル基に変性（アセチル

変性度 0.9）し疎水化したパルプを樹脂に複合した。得

られたAc-CNF/バイオPEの機械的強度，熱特性及び溶

融粘弾性を評価した結果を報告する。

２．実験方法

2.1　Ac-CNF/バイオPEの材料及び作製

　複合材料は表１の組成比にて調製した。原材料から以

下に示す手法によりCNF/バイオPE複合試験片を作製

した。Ac-CNF/バイオPEの作製にはアセチル変性パル

プ（セルロース78.7 wt%, リグニン 18.9 wt%, アセチル

基 2.4 wt%, アセチル変性度 0.9，日本製紙株式会社），

相溶化剤としてマレイン酸変性ポリプロピレン（MAPP，

トーヨータックPMA H1000P, 酸含有量 5.7 wt%, MFR 

110 g/10min （190 ℃, 2.16 kg），東洋紡株式会社），パ

ルプの膨潤剤及びバイオPE（SHA7260，MFR 20 g / 10 

min （190 ℃, 2.16 kg），Braskem S.A.）を用いた。

　Ac-CNF/バイオPEは，京都プロセスに基づき二段階

の溶融混練プロセスを経て作製した。第一段階では，ア

セチル変性パルプ，パルプの膨潤剤，MAPPを二軸押出

機（ULT15TWnano-15MG-NH-700-KYS，株式会社テク

ノベル）により混練（設定温度80～140℃）し，アセチル

変性パルプを含むマスターバッチ（MB，セルロース30 

wt%）を作製した。第二段階では，MBをバイオPEで希

釈混練するとともに，設定温度170℃，減圧によりパル

プの膨潤剤を留去し，Ac-CNF/バイオPE（セルロース

10，12，15 wt%）を得た。各材料において，MAPPは

セルロースと同量となる様に添加した。比較試料とし

て，汎用フィラーであるタルク（MSZ-C, 粒径12 µm,日

本タルク株式会社）を10, 15, 20 wt%とMAPP 10 wt%

を添加したバイオPE（タルク/バイオPE）も作製した。

　作製した複合材料は，射出成形機（NPX7，日精樹脂

工業株式会社）により80 mm×10 mm×４ mm の短冊

形試験片に成形した。

2.2　Ac-CNF/バイオPE内部の繊維の観察

　Ac-CNF/バイオPE内部のセルロース繊維の分散性を

評価するため，短冊形試験片断面の落射蛍光観察を光学

顕微鏡（DM4B, Leica Microsystems GmbH）により行っ

た。観察試料として，短冊形試験片をガラスカッターを

備えたミクロトーム（HM360CN, Carl Zeiss Co.,Ltd.） を

用いて，40 mm/s の速度で10 µmに切り出した薄片を

用いた。さらに詳細に繊維のサイズを観察するために，

沸騰キシレンにより短冊形試験片から樹脂成分を除去

した後の残留繊維を，電界放出型走査電子顕微鏡（JSM-

6700F，日本電子株式会社）を用いて観察した。なお，光

学顕微鏡および電子顕微鏡観察には，セルロースを10 

wt%添加したAc-CNF/バイオPEを使用した。

2.3　機械的特性の評価

　万能試験機（AG-X plus，株式会社島津製作所）を用

いて短冊形試験片の３点曲げ試験（速度 = 10 mm/min，

支点間距離 64 mm）を実施した。また，衝撃強度をア

イゾット衝撃試験機（株式会社東洋精機製作所，ハン

マー容量2.75Ｊ）及びシャルピー衝撃試験機（株式会社

安田精機製作所，ハンマー容量２Ｊ）を用いて測定した。

なお，各衝撃試験では試験片中央に深さ２ mmのノッ

チを切削して評価に用いた。

2.4　熱的特性の評価

　熱的特性の評価として，荷重たわみ温度（HDT）およ

び線熱膨脹率（CTE）を測定した。HDTはHDT試験装

置（HDT.TESTER６M-２，株式会社東洋精機製作所）

を用いて，昇温速度120℃/h，応力条件0.45 MPa 及び

1.80 MPaで測定し，短冊形試験片（80 mm×10 mm×４ 

mm）のたわみが0.34 mm に達する温度として算出した。

　CTEは熱機械測定装置（TMA-60，株式会社島津製作

所）を用いて，負荷荷重 28 mN, 昇温速度 ５℃/min，

-30℃から100℃までの温度範囲で測定した。また，

CTEは, 測定で得られた変位曲線の10℃から30℃の範囲

における傾きから算出した。測定サンプルは短冊形試験

片から10 mm×10 mm×４ mmを切り出して使用した。

測定サンプルは，HDT及びCTEの両試験ともに，真空

条件下，70℃で48時間アニールして用いた。

表１　 Ac-CNF/バイオPE の組成重量比 （wt%）

PE

※

MAPP
Ac- Lig

PE 100 0 0 0 0 0

Ac-CNF/ PE
10 wt% 77.28 10 2.41 0.31 0 10

12 wt% 72.74 12 2.89 0.37 0 12

15 wt% 65.91 15 3.62 0.47 0 15

/ PE

10 wt% 80 0 0 0 10 10

15 wt% 75 0 0 0 15 10

20 wt% 70 0 0 0 20 10

※ (Ac-)

(Lig)
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2.5　溶融粘弾性の評価

　樹脂の溶融粘弾性はレオメーター（AR-G2，TA 

instruments, Inc.）を用いて測定した。各複合樹脂に対し

て貯蔵弾性率（G’）のひずみ依存性（測定温度200℃，周

波数1 Hz）を測定した。なお，短冊形試験片から10 mm

×30 mm×２ mmを切り出して測定に用いた。

３．実験結果と考察

3.1　Ac-CNF/バイオPE内部の繊維の観察

　セルロースを10 wt%添加したAc-CNF/バイオPEの

短冊形試験片の断面を光学顕微鏡で観察した結果を図１ 

（a）に示す。緑色部が樹脂，白色部が未解繊のAc-パ

ルプもしくは解繊されたAc-CNFである。未解繊のAc-

パルプは直径10 µm程度であり，解繊されたAc-CNFは

光学顕微鏡の観察倍率ではサイズを判別できなかった。

また図１ （b）はセルロースを10 wt%添加したAc-CNF/

バイオPEの射出成形品から樹脂を除去した残渣の電子

顕微鏡観察像である。繊維幅数百nm以下, アスペクト

比50以上のAc-CNFが複雑に絡み合ったネットワーク構

造が観察された。

3.2　Ac-CNF/バイオPEの機械的特性

　図２に曲げ試験で得られた代表的な応力－ひずみ曲線

を示した。また，表２に曲げ特性値と衝撃強度をまとめ

た。セルロースの添加率が高いほど，Ac-CNF/バイオ

PEの曲げ弾性率及び曲げ強度は向上した。ニート樹脂

（曲げ弾性率 1110 MPa, 曲げ強度 22.5 MPa）と比較し

て，曲げ弾性率はセルロース 10 wt% 添加樹脂で約2.5

倍（2720 MPa），15 wt% 添加樹脂で2.9倍（3220 MPa）

となった。また曲げ強度についても，セルロース 10 

wt% 添加樹脂で約2.2倍（48.5 MPa），15 wt% 添加樹脂

で約2.5倍（56.1 MPa）向上した。一方，比較として作製

したタルク/バイオPEにおいても，タルクの添加率に

比例した曲げ弾性率と曲げ強度の向上が確認できた。し

かしながら，タルクを20 wt% 添加した樹脂でも，セル

ロースを10 wt% 添加した樹脂の性能に及ばず，曲げ弾

性率はニート樹脂と比較して約1.9倍（2060 MPa），曲げ

強度は約1.4倍（32.4MPa）の向上に留まった。一般的に，

高アスペクト比のフィラーは，マトリクス樹脂の変形を

機械的に抑制することが知られている８，９）。Ac-CNF/バ

イオPEにおいても，図１（b）で観察された高アスペク

ト比の繊維がバイオPE内部に分散することで，タルク

以上の補強効果が発揮されたと考えられる。一方，衝撃

強度に関しては，Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオ

PE共に，ニート樹脂よりも低下した（表２）。これはフィ

ラーの添加によって樹脂の変形が抑制されることで，衝

撃が印加された箇所への応力集中が緩和されにくい状態

になったためであると考えられる。

3.3　Ac-CNF/バイオPEの熱的特性

　Ac-CNF/バイオPE及びタルク/バイオPEのHDT試

験で得られた荷重たわみ－温度曲線を図３に，得られ

た値を表３にまとめた。図３に示す通り，負荷応力1.8 

MPaでは，ニート樹脂では40℃以下においてたわみが

図１　 セルロース10 wt% 添加 Ac-CNF/バイオPE試験片の （a）
光学顕微鏡観察結果及び （b）複合樹脂中の繊維の電
子顕微鏡観察結果　　　　　　　　　

図２　 Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオPE，バイオPEニー
ト樹脂の曲げ応力－ひずみ曲線　　　　　　　　　

表２　 Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオPE，バイオPEニー
ト樹脂の曲げ特性及び衝撃強度

(MPa) (kJ/m2)
Izod

PE 1110 22.5 3.61 3.34
10 wt% 2720 48.5 2.54 2.28
12 wt% 2760 50.2 3.13 2.64
15 wt% 3220 56.1 2.95 2.51

10 wt% 1550 29.0 2.79 2.33
15 wt% 1780 30.5 2.69 2.28
20 wt% 2060 32.4 2.58 2.31
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急激に増加するのに対して，Ac-CNF/バイオPEでは，

セルロース添加率が高いほど，たわみが増加する温度

が高くなった。特にセルロースを12, 15 wt% 添加した

Ac-CNF/バイオPEでは，70℃付近までたわみが小さ

く，結果としてHDTも高くなっている。ニート樹脂で

は47.1℃であるのに対し，セルロースを10 wt% 添加し

たAc-CNF/バイオPEでは101.0℃，さらに15 wt% 添加

した場合では108.3℃まで向上した。なお，比較試料で

あるタルク/バイオPEではAc-CNF/バイオPEのような

大幅なHDTの向上は確認できなかった。0.45 MPaの低

応力条件においても同様の結果が得られた。

　CTE試験で得られた変位－温度曲線を図４，得られ

た値を表３にまとめた。ニート樹脂とAc-CNF/バイオ

PEの変位－温度曲線の傾きを比較すると，Ac-CNF/バ

イオPEの傾きは小さく，樹脂の熱膨張が大幅に抑制さ

れていた。最も変位曲線の傾きが大きなニート樹脂で

は，30℃付近以降でさらに傾きが増加し，100℃までに

変位量が170 µm以上となった。一方，Ac-CNF/バイオ

PEでは，全領域においてニート樹脂よりも変位曲線の

傾きが小さく，40℃付近からは一層小さくなった。特

に，セルロースを15 wt%添加したAc-CNF/バイオPE

では, 40℃以降，殆ど変位量に変化がなく，測定範囲に

おける最大変位量も20 µm以下であった。結果として，

表３に示す通り，ニート樹脂のCTEが131.8 ppm/Kで

あるのに対し，セルロース15 wt% 添加 Ac-CNF/バイオ

PEでは32.1 ppm/Kであり （解析範囲10℃～30℃），セ

ルロースの添加により大幅にCTEが低下した。タルク/

バイオPEにおいても，ニート樹脂と比べCTEは低下し

たが，Ac-CNF/バイオPEと比較すると，低下率は小さ

かった。Ac-CNF/バイオPEの耐熱性能の向上は，セル

ロース繊維のCTEの低さと，高アスペクト比のフィラー

による樹脂の変形抑制効果が複合的に機能した結果であ

ると考えられる。

3.4　Ac-CNF/バイオPEの溶融粘弾性測定による構造推

定と物性の関係

　バイオPE内部におけるセルロース繊維の分散状態を

巨視的に観測するために，Ac-CNF/バイオPEの貯蔵弾

図３　 Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオPE，バイオPEニート樹
脂のたわみ－温度曲線 （a） 応力1.80 MPa, （b） 応力0.45 MPa

図４　 Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオPE，バイオPEニー
ト樹脂の変位－温度曲線

表３　 Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオPE，バイオPEニー
ト樹脂の熱的特性

HDT (℃ CTE※

(ppm/K)0.45 MPa 1.80 MPa
PE 84.3 47.1 131.8

10 wt% 127.8 101.0 55.1
12 wt% 128.0 104.6 55.9
15 wt% 129.1 108.3 32.1

10 wt% 90.0 62.3 94.4
15 wt% 92.1 64.8 97.4
20 wt% 95.5 68.2 97.7

※ 10-30℃

)
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性率（G’）を測定した（図５）。タルク/バイオPEでは，

ニート樹脂と比較したG’の増加は10倍程度であるのに

対し，Ac-CNF/バイオPEではひずみが10%以下ではG’

が10３倍以上増加した。フィラーの添加に伴うG’の変化

は，樹脂/フィラーの界面相互作用によって説明され，G’

の増加は樹脂の運動性が，界面を介してフィラーによっ

て制限されることに起因する。図１に示したように，

Ac-CNF/バイオPEではナノ～サブミクロンスケールの

直径を有する比表面積の大きなAc-CNFがバイオPEに

分散している。Ac-CNFはタルク （φ12 µm, 粒状）より

も樹脂との接触面積が大きく，結果としてタルクよりも

大きな相互作用が発現する。

　また，Ac-CNF/バイオPEにおいて特徴的であるのは，

ニート樹脂やタルク/PEでは観察されない，ひずみ10%

以上の領域において生じるG’の急激な低下である。こ

の現象は，バイオPE内部に形成されていたAc-CNFの

ネットワーク構造に，ひずみ10%以上において大きな変

化が生じたことを示唆している10，11）。Ac-CNFはアスペ

クト比が大きい為に，バイオPE内部で，Ac-CNF同士

で相互作用し，図１（b） に示したようなネットワーク

構造を形成し得る。このようなネットワークも，樹脂の

運動性を大きく抑制すると考えられる。また，セルロー

ス繊維の添加率が15%の場合，10%, 12%添加した複合

樹脂よりもG’が約3.6×105 GPaと大きく（ひずみ0.1%），

機械的特性や熱的特性においても効果が反映されてい

る。繊維添加率が15%となることで，樹脂内部における

ネットワークの形成の促進，それに伴う機械的特性及び

熱的特性の向上につながった可能性がある。

　これらCNFの比表面積の大きさに起因した界面相互

作用の増大，及び高アスペクト比に起因するネットワー

ク構造によるバイオPEの分子運動の抑制は，曲げ特性，

HDT及びCTEの向上に有効であることが示唆された。

一方で，CNFによる樹脂の変形抑制は，樹脂の耐衝撃

性の低下を招いたと考えられる。樹脂へ応力が加えられ

た場合，樹脂が延性変形することで応力集中が緩和さ

れ，衝撃による破壊が抑制される。しかしながら，Ac-

CNF/バイオPEの場合には， CNFにより樹脂の変形が

抑制されることで応力集中が緩和されず，衝撃強度が低

下したものと考えられる。

４．結論

　本報は，低炭素社会の実現において重要な樹脂の一つ

であるバイオPEの性能向上を目指した検討として，京

都プロセスによるAc-CNF/バイオPEの作製及び評価を

行った。Ac-CNF/バイオPEでは，一般的な樹脂強化フィ

ラーであるタルクを添加したバイオPEよりも，曲げ弾

性率の大幅な向上と熱的特性（HDT及びCTE）の大幅な

改善が確認できた。アセチル変性パルプの複合によるバ

イオPEの性能向上は，溶融粘弾性の測定結果より，ア

セチル変性パルプの解繊で生じたAc-CNFがバイオPE

内部でネットワークを形成したためであると考えられ，

アスペクト比の大きなAc-CNFの大きな特徴であると言

える。

　Ac-CNFの複合による曲げ弾性率の向上や熱的特性の

改善は好ましい成果である一方で，G’の大幅な上昇は

大型部材や複雑な形状の部材の射出成形を困難にする可

能性がある。また，Ac-CNFの複合による耐衝撃性の低

下も解決すべき課題である。

　商業スケールでの製造が行われているバイオマスプラ

スチックはまだ少ない。このような現状において，天然

資源であるCNFでバイオPEを強化することにより性能

向上を達成し，バイオPEの汎用性を高めたいと考えて

いる。 
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図５　 Ac-CNF/バイオPE，タルク/バイオPE，バイオPEニー
ト樹脂のひずみに対する貯蔵弾性率プロット（周波数: 
1 Hz, 温度: 200℃）
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無電解Fe-Ni-B合金めっき皮膜の成膜応力と微細構造

表面処理チーム　山本　貴代，永山　富男，中村　俊博

要　　旨

　無電解めっき法を用いてシリコン基板上に鉄-ニッケル-ホウ素（以下，Fe-Ni-B）合金薄膜を作製し，成膜時に発生

する膜応力（歪）及び加熱・冷却時の熱応力変化について測定することで，それらの挙動について膜の微細構造と関連

付けて考察した。Fe含有率０～63 mass%，B含有率<0.3～５ mass%の無電解Fe-Ni-B合金膜が得られ，その成膜時の

応力の発生機構は，膜の微細組織，特に粒径と関連付けることで，主として結晶合体説に従うことが示唆された。Fe

含有率０～37 mass%，B含有率１～５ mass%の膜については，それらの微細組織（粒径）が主に膜中のB含有率に依存

していると考えられた。Ni-5 mass%B合金膜において，300 ℃までの加熱により生じる熱応力の変化を測定した結果，

引張の応力が著しく増大した。さらに，加熱によるNi-5 mass%B合金膜の引張応力の増大，すなわち，加熱による膜

の急激な収縮挙動については，めっきしたままのNi-B合金のアモルファスライク相からNi3B及びNiの結晶相への相分

離による膜の充填率の増大に起因するだけでなく，微細組織観察の結果，加熱時の粒成長に伴う格子欠陥の消滅による

体積の減少にも関連することが示唆された。一方，Fe含有率約20 mass%以上のFe-Ni-B合金膜は，300 ℃までの加熱

によって，わずかな粒成長が確認されたのみであり，微細構造の変化がほとんど生じていないことから，結晶組織の観

点からこれらの合金膜は耐熱性を有することが期待される。

１．緒言

　鉄-ニッケル（Fe-Ni）合金薄膜は，エレクトロニクス

デバイス用の高密度パッケージングの実装信頼性向上に

寄与するメタライズ膜として注目されている。その理由

として，これまでメタライズ膜として広く用いられてき

たNi薄膜と比較して，Fe-Ni合金薄膜は，鉛フリーはん

だとの優れた濡れ性を示すとともに界面反応層の成長速

度が低い特性を示すことが挙げられる１）。さらに，「イ

ンバー合金」と呼ばれる，鉄含有量が55～70 mass%の

高温冶金プロセスで製造されたFe-Ni合金は，熱膨張係

数（以下，CTE（coefficient of thermal expansion））が

半導体チップや無機絶縁基板の値に匹敵する低CTE値

を示す２）。そのため，これらの合金薄膜はその低CTE

特性を効果的に利用した新規なメタライズ膜として有望

視されている１, ３-４）。

　メタライズ膜の作製プロセスとして，特に無電解めっ

きプロセスは，絶縁基板などの非導電性材料上に組成制

御された合金膜を形成することを可能にするため，種々

のエレクトロニクスデバイスの実装技術の一つとして，

関心が持たれている。

　しかし，無電解めっき法で低CTEのFe-Ni合金薄膜

を作製する場合，Fe2＋とNi2＋還元の電位差，あるいは

Fe2＋の酸化のしやすさから，目的のFe / Ni合金比率の

膜を得ることは容易ではない１）。そのため，無電解めっ

きで作製したFe-Ni合金膜について，特に熱膨張特性と

高密度半導体実装への適合性に関する調査は十分行われ

ていない。

　我々はこれまでに，Fe2＋とNi2＋の還元電位の差を低

減し得る錯化剤を用い，無電解めっき法により種々合金

組成のFe-Ni-B合金薄膜を作製し，さらに，得られたイ

ンバー組成を含む合金薄膜の熱応力挙動について既存

メタライズ膜であるNi-B合金膜と比較して評価した５）。

具体的には，300 ℃までの加熱・冷却におけるSi基板上

の無電解Ni-Bめっき膜及び各種Fe含有率のFe-Ni-B合

金めっき膜の熱応力を評価した結果，特に，インバー組

成のFe-Ni-B合金めっき膜においては，Niを主成分とす

るめっき膜に比べ熱応力が軽減できることを示した。ま

た，これらのめっき膜の熱応力挙動は，膜のCTEと加

熱による結晶構造の変化とに関連していることが示され

た。

　さらに，これまでの検討結果から，無電解インバー

めっき膜を各種デバイスに適用する場合には，加熱時の

熱応力挙動に加えて，成膜時の応力もデバイスの信頼性

を決定する因子になることが予想されたため，成膜応力

についても調査した６）。

　前報６）において，Ni-B合金めっき膜から，インバー

組成領域のFe-Ni-B合金めっき膜までの幅広い組成範囲

の膜に関する成膜応力を調査した。それらの膜の成膜応
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力の特徴は，３つの組成領域に分類して説明すること

ができた。すなわち，Fe含有率0～10 mass%では約100 

MPa～200 MPaの低応力値，Fe含有率20～40 mass%で

は約800 MPaの高応力値，さらにインバー組成領域であ

るFe含有率55～63 mass%では約500 MPaの中程度の応

力値を示した。これらの各組成域での応力値の特徴は，

X線回折及び走査型電子顕微鏡による結晶組織学的評価

から，それぞれの膜の微細構造及び粒径と関連している

ことが示唆された。

　一般に，無電解めっき法で得られたNi膜は，めっき

浴中の還元剤に由来するPまたはBの膜中への共析によ

り，アモルファスやナノオーダーの超微細構造を呈する

ことが知られている７-８）。そのため，これらの微細構造

観察においては，透過型電子顕微鏡を用いより詳細な

解析に基づく研究がなされている７-８）。したがって，既

報６）で注目している無電解Fe-Ni-B膜についてもナノス

ケールオーダーの微細構造を有するため，TEMを用い

た微視的な解析を行い，膜の応力挙動等をより詳細に特

徴付ける必要がある。

　本研究では，無電解めっき法で作製されたFe-Ni-B合

金薄膜の成膜時の応力及び熱応力挙動をより詳細に調査

するため，Fe含有量が０～63 mass%までの幅広い組成

範囲の無電解Fe-Ni-B合金膜を作製し，得られた膜につ

いてTEMを用いた微細組織観察を行い，それらの膜の

成膜時の応力発生及び300 ℃まで加熱・冷却後の熱応力

変化と微細構造との関連について，前報６）の結果も踏

まえ考察した。

２．実験方法

2.1　無電解Fe-Ni合金めっき皮膜の作製

　無電解Fe-Ni-B合金めっき膜を作製するために，表１

に示しためっき浴とめっき条件を用いた３）。使用した

試薬は，富士フィルム和光純薬製のケミカルグレード

品とナカライテスク製である。基板には，直径４ inch，

厚さ525 μmのシリコン（Si）ウェハを用いた。Si上に

は，クロム（Cr）スパッタの後，Niスパッタを各膜厚約

10 nmとして施している。Zhouら１）の報告を参照して，

無電解めっき反応を開始させるために，アルミニウム

シートをSi基板に接触させた。全金属イオン濃度を0.05 

mol/Lとして，Fe2＋/（Fe2＋ ＋ Ni2＋）の比率を０から0.4

まで変化させた。浴温度70 ℃，pH 10.0とし，めっき厚

さが500 nmとなるようにめっき時間を調整した。

2.2　Fe-Ni合金めっき浴組成及び電析条件

　得られた合金めっき膜の組成は，電子線マイクロアナ

ライザ（以下，EPMA, 日本電子製JXA-8230）を用いて

（加速電圧15 kV，ビーム直径20 µm），ZAF法により

決定した。めっき膜厚さは蛍光X線-FP法（日立ハイテ

クサイエンス製SEA6000VX）により決定した。これら

膜のキャラクラリゼーションの際の標準試料には，高純

度化学製の溶製Fe-Ni合金を用いた。無電解めっき膜の

表面形態観察には，フィールドエミッション型走査型電

子顕微鏡（以下，FE-SEM, 日本電子製JSM-6700F）を用

いた。膜断面の微細組織観察及び構造解析には，フィー

ルドエミッション型透過型電子顕微鏡（以下，FE-TEM,

日本電子製JEM-2100F）を用いた。めっき膜の平均粒径

は，観察された粒径から算出した。

　めっき膜の成膜応力及び加熱・冷却時の熱応力挙動

を評価するために，薄膜応力計（東朋テクノロジー製

FLX-2320S）を用いた。試料の曲率Rを測定し，得られ

た曲率Rをストーニーの式９） （1）を用いて応力値σとし

て算出した。

　ここで，σは応力，Esは基板のヤング率，tsは基板Si

の厚さ，tFは薄膜の厚さ，υsは基板のポアソン比，Rは

曲率である。Es /（１-υs） は基板の二軸弾性係数である。

基板Siの二軸弾性係数は180.5 GPa10）を用いた。温度変

化に対する応力の挙動については，30 ℃～300 ℃の温

度範囲で，昇温速度１ ℃/min, N2雰囲気（500 mL/min）

において評価した。

３．結果及び考察

3.1　 無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっき膜の成膜時及び

加熱時の応力６）

　めっき浴中のFe2＋/（Fe2＋ ＋ Ni2＋）比と得られた無電

解めっき膜の合金組成を表２に示す。

硫酸鉄7水和物 0-0.02 mol/L
硫酸ニッケル6水和物 0.03-0.05 mol/L
ジメチルアミンボラン 0.025 mol/L
くえん酸カリウム 0.1 mol/L
ピロりん酸カリウム 0.005 mol/L

浴温度 70 ℃
pH 10.0

表１　めっき浴組成及びめっき条件６）

6 1
1
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　Ni/Cr/Si基板上において Fe含有率０ mass%～63 

mass%のFe-Ni-B合金めっき膜が得られた。

　無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の30 ℃から300 ℃までの

σfilmを測定し，これらの結果から膜の熱膨張挙動を調

べた。

　図１に，30 ℃までの加熱前後の膜について30 ℃に

おけるσfilmを示す。前報６）で報告したとおり，成膜時

の膜応力は，３つのFe含有率の領域に分けて特徴付

けられる。Fe含有率が低域のFe含有率０ mass%～10 

mass%における無電解Ni-Fe-B合金膜のσfilmは，約100 

MPa～200 MPa（引張）の低応力であった。Fe含有率が

中域のFe含有率20 mass%～40 mass%の場合，σfilmは

約800 MPa（引張）まで著しく増加し，高い応力を示し

た。高Fe含有率のインバー組成範囲であるFe含有率

55 mass%～63 mass%の膜では，σfilmは減少し，約500 

MPa（引張）の中程度の応力を示した。

　300 ℃加熱後は，Fe含有率が低い領域の無電解めっ

き合金膜では，加熱後に引張の応力が著しく増大したこ

とから，加熱による膜の大きな収縮が生じることが判明

した。一方，Fe含有量が約20 mass%以上の無電解Fe-

Ni-B合金めっき膜では，300 ℃加熱後にわずかな収縮の

み観察された。

　これらの挙動についての考察は，次節以降で詳述する。

3.2　 めっきしたままの無電解Ni-B及びFe-Ni-B合金めっ

き膜の表面形態，断面組織及び結晶構造

　得られた無電解Fe-Ni-B合金めっき膜の成膜時の応力

に及ぼす合金組成の影響を調べるために，FE-SEMを用

いた膜の表面形態，及びFE-TEMを用いた断面微細組

織及び結晶構造について評価した。

　図２に，無電解Ni-B合金めっき膜及び種々Fe含有率

のFe-Ni-B合金めっき膜の表面形態を示す６）。Fe含有率

が低域であるFe含有率約０ mass%～10 mass%の無電

解Ni-Fe-B合金膜は，膜表面に約50 nm～100 nmのサ

イズのドメインが観察されるが，それぞれのドメインを

構成し，さらに微細であると推察される１次粒子は観

察できなかった。Fe含有率が中域であるFe含有率約20 

mass%～40 mass%の場合，膜表面に存在する粒子のサ

イズは約10 nmから30 nmであった。高Fe含有率のイ

ンバー組成範囲であるFe含有率55 mass%～63 mass%

の膜では，表面の粒子サイズがより増大し，約40～50 

nmの粒子が観察された。Fe含有率が増大するとともに，

膜表面に観察される粒子のサイズは増大した。

　図３及び４に，めっきしたままの各Fe含有率の断面

TEM像及び電子線回折パターンをそれぞれ示す。Ni-5 

mass%B合金膜では，不定形の組織が観察され，回折パ

ターンは不明瞭なリングパターンとなり非晶質に近い構

造を呈することが判明した。無電解Ni-B合金めっき膜の

B含有率と膜組織との関係について調査した先行研究10-11）

表2　 Fe2＋/（Fe2＋ ＋ Ni2＋）比と応力測定に用いた
無電解めっき皮膜の合金組成６）　　　　　

Fe2+/ 

(Fe2+ + Ni2+)  

Fe 

/mass% 

Ni 

/mass% 

B 

/mass% 

0 0 95 5 

0.05 11 85 4 

0.1 19 79 2 

0.2 37 62 1 

0.3 55 45 < 0.3 

0.4 63 37 < 0.3 

図１　 熱応力変化300℃に加熱する前後の30℃における無電
解Ni-B合金及びFe-Ni-B合金めっき膜の応力値６）

図２　 種々Fe含有率のめっきしたままの無電解Fe-Ni-B合金
めっき膜の表面形態６）
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によると，B含有量が4 mass%以下で無電解Ni-B合金

めっき膜は超微細結晶を示し，B含有量が４ mass%を

超えると非晶質となることが報告されている。今回，得

られたNi-5 mass%B膜は，既報11-12）と電子線回折パター

ンの結果（図４）からほぼ非晶質であると推定される。

そのため，図２に示したSEMによる表面形態観察結果

では，明瞭な１次粒子を観察することが出来なかったと

考えられる。

　Fe含有率が中域の膜では，表面形態観察結果から得ら

れた粒子サイズにほぼ対応した約10 nm～20 nm幅の繊

維状の組織が観察された。回折リングはやや不明瞭であ

ることから，結晶性が低いことが示された。高Fe含有

率の膜では，回折リングはシャープとなり，Fe含有率の

増大に伴い，結晶性が高くなり，表面形態観察結果と対

応した約40 nm～50 nm幅の柱状組織が観察された。そ

の柱状組織内には，Fe含有率55 mass%の膜の場合，約

30 nm～50 nmの微細な粒が，Fe含有率63 mass％の膜

の場合，約５ nm～20 nmの極微細な粒がそれぞれ確認

された。Fe含有率約20 mass%～55 mass%のFe-Ni-B合

金膜では，電子線回折パターンにFe-Ni合金のfcc相に

由来する回折リングが観察された。一方，Fe含有率63 

mass%の膜では，fcc相に加え，bcc相に由来する回折リ

ングも観察された。溶製Fe-Ni合金はインバー組成（Fe

含有率64 mass%）においてfcc相であるが２），電気めっ

き法や無電解めっき法で作製されたFe-Ni合金めっき膜

は，インバー組成領域において，水素発生や水素化物発

生に伴う準安定相であるbcc相が出現することで，fcc相

との２相混相を呈することが報告されている１, 13, 14）。そ

れらの報告と同様に，本研究で得られた膜についても

fcc相＋bcc相の混相組織が観察された。

　これまで，無電解及び電気めっき膜の膜形成によって

発生する応力は，膜の微細構造及び粒径に依存すること

が多く報告されている。

　無電解Ni-BやNi-P合金めっき膜は，Niに対して原子

半径の大きく異なるBまたはリン（P）が多量に含有する

ことで，非晶質の膜が得られる。その場合の成膜過程に

おいて，平衡（結晶）に達するための原子の再配列が生

じないため，引張応力の発生頻度が低いと解釈されてい

る15）。一方で，めっき浴中の還元剤に由来するBあるい

はPの共析量の低い膜は結晶性が高く，さらに核形成さ

れた直後の析出金属が，非常に小さな結晶として基板に

拘束された状態で結晶の会合が生じるため，引張応力の

発生頻度が高いことが知られている。このような応力発

生のメカニズムについては，結晶合体説16）に基づいて

説明でき，本考察を支持する先行研究17-20）が報告されて

いる。

　例えば，Linら19）は，電気Ni-P合金めっき膜において

図３　 種々Fe含有率のめっきしたままの無電解Fe-Ni-B合金
めっき膜の断面TEM像

図４　 種々Fe含有率のめっきしたままの無電解Fe-Ni-B合金
めっき膜の電子線回折パターン
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は，約７ mass%までPが含有され非晶質相が形成され

ることで，ほぼ０ MPaの極低応力を示すが，P含有率

が約２mass%まで減じると，得られる膜は極微細結晶

となり，約600 MPaの極めて高い応力を示す。さらにP

含有率を減少させ，Pを含有しない純Ni膜を成膜すると，

粒径が増大し，約150 MPaの再び低い応力値を示すこと

を報告している。

　他方，電気Fe-Ni合金めっきに関しては，Vicenzo20）が，

スルファミン酸浴からNi-Fe合金めっき膜を作製し，膜

の粒径と応力との関係について考察している。膜のX線

回折パターンからシェラーの式を用いて求めた結晶子径

は，電気Niめっき膜では約100 nmであり，NiをFeで

置換して合金化することで，Fe含有率55 mass%までの

電気Fe-Ni合金めっき膜では，約10 nmまで連続的に変

化することを示した。それらの電気Fe-Ni合金めっき膜

は全て結晶性を呈し，Fe含有率が高いほど粒径が微細化

することで欠陥密度が高くなり，その組織変化に対応し

て，連続的に応力が増大することが報告されている。

　また，永山ら21）は，成膜応力については，記述され

ていないが，サッカリンを含む硫酸/塩化物浴から結晶

性のFe-Ni合金電鋳膜を作製し，シェラーの式より，Fe

含有率25 mass%の膜の結晶子径は約13 nm，Fe含有率

58 mass%の膜の結晶子径は約９ nmと，さらに，顕微

鏡（AFM）観察よりFe含有率58 mass%の膜の粒径は約

10～20 nmであることを報告している。

　これらの報告より，今回得られたFe-Ni-B膜が，電気

めっきで作製したFe-Ni合金めっき膜の粒径に及ぼす

Fe含有率の影響20-21）とは異なり，無電解Ni-Pあるいは

Ni-B合金めっきで報告されているように，還元剤由来

の軽元素であるBの共析量が膜の微細構造や粒径に及ぼ

す因子として支配的であると考えられる。

　すなわち本研究では，図３及び４で観察されたよう

に，Fe含有率が低域の高B含有率のめっき膜は，めっ

きしたままではほとんどアモルファス状態であるため，

低い成膜応力を示したと考えられる。Fe含有率が中域

のFe含有率20～40 mass%，B含有率１～２ mass%の無

電解Fe-Ni-B合金めっき膜は，非常に微細な結晶を有す

る結晶性の膜であるため，得られた合金膜の中で最も高

い引張応力値を示した。さらに，Bをほとんど含まない

（0.3 mass%以下），高Fe含有率領域のFe含有量が55 

mass%のインバー組成のFe-Ni-B合金めっき膜は，結

晶性が高く結晶粒径が大きいため，応力が再び低下し

たと考えられる。一方で，63 mass%のインバー組成の

Fe-Ni-B合金めっき膜については，観察される結晶粒は，

Fe含有率が中域の膜と同程度に微細ではあるが，応力

はFe含有率55 mass%の膜と同程度の値を示した。

　この要因については，現在，詳細は不明であり，今後

さらに詳細な調査が必要である。また，めっき膜，特に

Fe-Ni合金めっき膜の膜応力については，以下の報告も

あり，それらの先行研究の結果との本研究との関連につ

いても調査が必要であると考えられる。

　Fe-Ni合金めっき膜において，本研究結果と同様に準

安定なbcc相を形成した膜の内部歪みは非常に大きく，

その歪の一部が開放されることで，結果として，膜表

面ラフネスを増大させることが知られている20）。また，

めっき膜中の水素含有量が多い場合，格子内に水素をト

ラップしており，膜の引張応力を相殺している可能性も

指摘されている22-23）。

　以上の結果より，無電解めっき法で作製したFe-Ni-B

合金めっき膜は，Fe含有率約０～40 mass%の場合，B

含有率に依存した微細組織や粒径，及びそれらに対応し

た応力の挙動を示す。他方，インバー組成領域では，含

有するBが極僅かであるため，膜の応力発生要因として，

NiとFeとの合金化による組織の微細化の影響が支配的

となり，Ni単体膜の成膜応力より高く，中程度の応力

値を示したと考えられる。

3.3　300 ℃加熱後の無電解Ni-B及びFe-Ni-Bめっき膜の

表面形態，断面組織及び結晶構造

　図５に，300 ℃加熱後の無電解Ni-B合金めっき膜及

び種々Fe含有率のFe-Ni-B合金めっき膜の表面形態を

示す。前報６）で示したX線回折パターンからも検出され

たように，Fe含有率の高い膜の表面には，酸化膜がわ

ずかに生成しているが，いずれの膜の表面形態について

も顕著な変化は認められなかった。

　図６及び７に，300℃加熱後の各Fe含有率の断面

TEM像及び電子線回折パターンを示す。

　Ni-5 mass%B合金膜では，結晶粒の形態が異なる２

層から成る断面組織を呈した。素地近傍の層（図６中の

Ni-5Bには下層と記載）では，FE-SEMを用いた表面形

態観察からは認められなかった100 nm～200 nm程度の

粒が観察された。また，図７に示した下層の電子線回

折パターンからは，回折リングは観察されず，スポッ

トが現れ，TEM像からも示されるように，結晶性の高

い状態であることが示された。表面近傍の層（図６中の

Ni-5Bには上層と記載）は，明確な結晶粒が観察されず，
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さらに，図７のNi-5Bの挿入図（上層と記載）に示した

ように，やや不明瞭な回折リングが認められたことから，

極微結晶から成ることが示唆された。なお，前報６）で示

した，熱処理後のNi-B膜のX線回折パターンは，Ni-B

膜の表層から基板までの平均的な膜構造の情報が得ら

れ，そのX線回折パターン６）からは，めっきしたままの

非晶質に近いNi-B合金が結晶性のNi及びNi3Bへの相分

離していることが推察された。

　今回，加熱によって，Ni-B合金膜が上層と下層とで

結晶の形態が異なる２層の断面組織を呈した要因につい

ては，現在調査中であるが，素地近傍の膜には表層に比

べより大きな成膜応力が発生することが考えられ，それ

ら応力分布より粒成長の差異が生じたと推察される。

　さらに，STEM-EDX分析では，加熱後のNi-B合金膜

の上層と下層のB含有量の差を明確に検出することは困

難であったため，グロー放電発光分析法を行った結果，

加熱により表層へのBの濃縮が確認された。これらB濃

度の差異に起因する微細組織及び加熱挙動の変化も予想

されるが，これらの挙動については，今後詳細な検討が

必要である。

　Fe含有率が中程度から高域の膜では，加熱によりわ

ずかな粒径の増大が観察されたのみであり，電子線回折

パターンにおいても，めっきしたままと同様に回折リン

グが観察されたことから，これらの膜についてはNi-5 

mass%B合金膜で観察されたような，顕著な粒成長を含

む結晶の変化は認められなかった。

　以上の結果から，Feを含有せずB含有率の高いNi-B

合金膜は，加熱によってほぼアモルファス状態のNi-B

図５　 種々Fe含有率の300℃加熱後の無電解Fe-Ni-B合金めっ
き膜の表面形態

図７　 種々Fe含有率の300℃加熱後の無電解Fe-Ni-B合金
めっき膜の電子線回折パターン　　　　　　　　　　
Ni-5Bの挿入図は図６ Ni-5Bの断面TEM像の上層の電子
線回折パターンを示す。

図６　 種々Fe含有率の300℃加熱後の無電解Fe-Ni-B合金の断
面TEM像
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合金膜は，結晶性のNi及びNi3Bに相分離し，さらに顕

著な粒成長も生じていることが判明した。

　一般に，格子欠陥を多く含む微細結晶粒で構成された

金属組織が，加熱により格子欠陥の消滅し新しい結晶組

織に置き換わり，さらに粒成長する際，比重の上昇24），

すなわち体積収縮も生じることが知られている。今回の

TEM観察による詳細な微細構造解析により，既報６）で

観察されたような，Ni-B合金が加熱によりアモルファ

ス相から結晶相への相分離が発生するだけでなく，加熱

によるその相変態に伴い顕著な粒成長も確認され，そ

の粒成長は膜厚方向に不均一な挙動を呈し，その結果，

Ni-B合金膜は２層の断面組織を呈することが確認され

た。このような膜については，加熱と冷却の熱サイクル

に曝され続けることにより，さらなる粒成長が生じ，体

積収縮による引張応力が増大する可能性もある。一方，

インバー組成を含むFe含有率が中程度以上の膜におい

ては，今回のTEM観察による微視的組織評価，粒成長

を含め顕著な微細組織変化は確認されなかった。また，

これらの合金膜については，結晶組織の極微細化への寄

与が大きいB含有率が少なく，めっきしたままにおいて

結晶性が高いことから，加熱後もその状態が維持されて

いた。したがって，低B含有率で比較的Fe含有率の高

い膜は，加熱前後での結晶組織に顕著な変化が現れない

ことから，優れた耐熱性を示すことが期待される。

４．結論

　無電解めっき法で作製されたFe-Ni-B合金薄膜の成

膜時の応力及び熱応力挙動をより詳細に調査するため，

Fe含有量が０～63 mass%，B含有率<0.3～５ mass%ま

での幅広い組成範囲の無電解Fe-Ni-B合金膜を作製し，

得られた膜についてTEMを用いた微細組織観察を行い，

それらの膜の応力発生及び300 ℃まで加熱・冷却後の熱

応力変化と微細構造との関連について考察した。めっき

したままの膜の微細組織は，成膜応力と同様に，Fe含

有量が０～63 mass%までの幅広い組成範囲において，

３つの組成領域に分けて特徴付けることができた。Fe

含有率が低域ではほぼ非晶質であり， Fe含有率が中域

では粒子サイズが約10～20 nmの極微細組織，さらに

Fe含有率が高域では結晶性の高い約40～50 nmの柱状

晶から成る組織を示すことが判明した。

　特にこれらの微細組織は，無電解めっきプロセスで必

須となる還元剤に由来するBの含有量に強く依存すると

考えられる。すなわち，Fe含有率が低域の高B含有率の

めっき膜は，めっきしたままではほとんどアモルファス

状態であるため，低い成膜応力を示したと考えられる。

Fe含有率が中域のFe含有率20～40 mass%，B含有率１

～２ mass%の無電解Fe-Ni-B合金めっき膜は，非常に微

細な結晶を有する結晶性の膜であるため，得られた合金

膜の中で最も高い引張応力値を示した。さらに，Bをほ

とんど含まない（0.3 mass%以下），高Fe含有率領域のFe

含有量が55 mass%のインバー組成のFe-Ni-B合金めっき

膜は，結晶性が高く結晶粒径が大きいため，応力が再び

低下したと考えられる。一方で，63 mass%のインバー組

成のFe-Ni-B合金めっき膜については，観察される結晶

粒は，Fe含有率が中域の膜と同程度に微細ではあるが，

応力はFe含有率55 mass%の膜と同程度の値を示した。

　これらの無電解Ni-B及びFe含有率が63 mass%まで

のFe-Ni-B合金めっき膜の成膜時の応力発生メカニズム

は，微細組織（粒径）と関連付けることで，主として結

晶合体説に従うことが示唆された。

　300 ℃加熱後の微細組織については，Ni-B合金膜の場

合，表面形態観察では観察できなかった顕著な粒成長が

膜内部の特に素地近傍において観察された。既報の結果

とも併せて，アモルファス状Ni-B合金から結晶相のNi

及びNi3Bへの相分離が生じているとともに，粒成長が生

じていることが判明し，これらはNi-B合金膜が加熱によ

る著しい引張応力の増大の要因であることが示唆された。

　一方，インバー組成を含むFe含有率が中程度以上の

膜においては，今回の組織観察においても，著しい微細

組織変化や，粒成長は確認されなかった。したがって，

加熱後もめっきしたままの結晶組織の状態がほぼ維持さ

れており，その結果，優れた耐熱性を示すと考えられる。

　特に，無電解インバー合金めっき膜は，成膜応力は中

程度の応力であり，加熱時にシリコン基板との間に発生

する熱応力はFe含有率が中程度の膜に比べ小さく，さ

らに，加熱後に冷却した際の応力は，成膜時の値とほぼ

変化がないことから，インバー合金めっき膜をデバイス

のメタライズ膜に適用することで，デバイスの熱応力の

低減に効果があると期待できる。
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鉄の陽極酸化を用いて作製した多孔質酸化鉄膜のナノ構造が
酸素電極特性に与える影響

表面処理チーム　　紺野　祥岐，山本　貴代

要　　旨

　陽極酸化及びポスト熱処理により，純鉄ディスク電極上に作製した異なる形態の多孔質酸化鉄膜（Fe3O4）について，

その酸素還元反応/酸素発生反応（ORR/OER）用電極としての活性に及ぼすナノ構造の影響について調べるため，膜の

形態観察，及び回転リングディスク電極（RRDE）を用いたそれら膜の電気化学的特性を評価した。定電圧40 Vにおい

て，陽極酸化で生成する多孔質膜の厚さを増大させるために処理時間を増加させると，大きな電気化学的活性表面積

（ECSA）を有する多孔質酸化鉄膜が得られた。処理時間30分までは，時間の増加に伴いORR/OER活性が向上したが，

それ以上の処理時間では，ECSAが増加するにもかかわらず，ORR/OER活性がほとんど向上せず，活性低下に至る場

合もあった。一方で，定電圧65 Vで５分間陽極酸化し作製した比較的大きなポアを有する多孔質酸化鉄膜については，

40 Vで５分間陽極酸化した多孔質膜よりもECSAは小さいものの，より高いORR/OER活性を示した。この結果より，

ナノ多孔質構造の違いは，電極のECSAのみならず，ポア内部における反応物の物資移動のし易さにも違いをもたらし，

ORR/OER活性に影響を与えることが示唆された。

１．はじめに

　近年，太陽光や風力などの再生可能エネルギーの利用

拡大に向けた世界的な潮流をうけて，これら再生可能エ

ネルギーをより効率的かつ安定的に活用するための蓄

電，発電，及びエネルギー変換技術に対する要求はます

ます高まってきている。それに伴い，これらの技術にお

けるキーマテリアルである機能性電極材料の研究も活発

化しており，その製造プロセスの低コスト化については

材料の高機能化と並んで，重要な課題となっている。

　陽極酸化（アノード酸化）法を用いた電極材料の作製

は，粉末材料の合成，及び集電体上への塗布工程からな

る従来の電極作製法とは異なり，バインダーを用いず集

電体上へ，多孔質の電極活物質層を直接形成できること

から，簡便で低コストの電極材料作製法として注目され

ている１）。

　特に鉄，及びその合金の陽極酸化により生成する多孔

質陽極酸化膜（アノード酸化膜）は，大きな表面積を有

し，また安価で資源豊富な鉄をベースとしていることか

ら低コストで大量生産に適しており，水素生成のための

水電解用酸素発生電極，リチウムイオン二次電池（LiB）

用負極，及び電気化学キャパシタ（EC）用電極といった

機能性電極材料への応用が研究されている２，３，４）。

　鉄の多孔質陽極酸化膜をLiBやECの電極として応用

した研究では，これらの膜に特有の柱状ナノポアがポア

内部での反応物の物質移動を円滑にし，充放電特性を向

上させるという結果が報告されている３，４）。

　我々はこれまで，これらの鉄系酸化膜作製プロセスに

おいて，鉄合金膜をめっき法により成膜し，これに陽極

酸化及びポスト熱処理を施す手法を選択することで，酸

化膜の膜成分を多元化させ，電極特性の向上に取り組ん

できた。

　具体的には，鉄合金めっき膜の陽極酸化とポスト熱

処理によりスピネルフェライト（MxFe3-xO4:M=Mn, Co, 

Ni）からなるナノ多孔質膜を作製し，その酸素還元反応

（ORR）/酸素発生反応（OER）用電極への応用につい

て研究してきた５，６）。その結果，陽極酸化膜の電極特性

は，膜を構成する酸化物そのものの活性や電気化学的活

性表面積（ECSA）の大きさだけでなく，反応化学種と

酸化膜に形成されているポア形状との相関性も影響を与

えうることが分かった。すなわち，ポア形状の精密な制

御は，電極特性のより効果的な向上に資することが期

待できる。しかしながら，陽極酸化膜の多孔質構造が

ORR/OER電極特性に及ぼす影響についての調査は，こ

れまで十分になされていない。

　そこで本研究では，陽極酸化を施す鉄系基材として，

不純物成分の影響を排除するため純鉄を用い，様々な条

件で純鉄を陽極酸化及びポスト熱処理することで，異な

るポア径及びポア長さを有する多孔質酸化鉄（F3O4）膜

を得，そのORR/OER電極特性を評価した。
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２．実験方法

2.1　陽極酸化

　基板に純度99.996%の純鉄（Fe）ディスク上におい

て，多孔質陽極酸化膜の形成を行った。Feディスクは

ニラコ製の純鉄ロッドを直径4 mm，厚み4 mmに加工

したものを用いた。アノード酸化に先立ち，SiC研磨紙

#4000を用いてFeディスク表面を研磨した後，アセトン

中において5分間，超音波洗浄を行った。

　電解液は0.1 mol dm-3 NH4F 及び0.5 mol dm-3 H2Oを

含むエチレングリコール溶液を用いた。浴温は恒温槽を

用いて20 ℃に保持した。用いた試薬は全て関東化学製

である。対極としてPtメッシュを用い，定電圧20, 40, 

及び65 Vにおいて5分間，陽極酸化を行った。さらに低

電圧40 Vの条件については，15, 30, 及び60分間の処理

時間の試料も作製した。

2.2　熱処理

　2.1で陽極酸化した試料を，管状電気炉中，窒素雰囲

気下にて400 ℃で30分間，熱処理し，アモルファス構造

の多孔質陽極酸化膜を結晶性のFe3O4からなる多孔質膜

へと変換した。

2.3　試料の観察・評価

　試料の表面形態観察は，走査型電子顕微鏡（FE-SEM，

日本電子製JSM-6700F）により行った。試料のポア径分

布解析には画像処理ソフトウェアImageJを用い，試料

表面SEM写真から任意に選択したポアのポア面積を真

円に近似してポア径を計算した。

2.4　電気化学測定

　ORR触媒活性を評価するために，回転リングディス

ク電極（RRDE）を用いた分極測定を行った。電解液と

して0.1 mol dm-3 KOH水溶液を用い，対極に白金（Pt）

ワイヤー，参照電極にHg/HgO（0.1 mol dm-3 KOH水

溶液）を用いた。対極及び参照電極はビー・エー・エス

製である。作用極としては2.1及び2.2において作製した

Feディスク電極を用いた。ORR活性の評価は，カソー

ド分極測定の掃引速度を10 mV s-1とし，RRDEの回転

速度は1600 rpmとして行った。測定では，初めに純度

99.999%のアルゴンガスで20分以上脱気した電解液中に

おいてカソード分極を行い，バックグラウンドの分極曲

線を測定した。次に純度99.99 % 酸素を20分以上バブリ

ングし，電解液を酸素飽和させたのち，測定を行った。

この酸素飽和時の分極曲線から，バックグラウンド曲線

を減算することで，充電電流をはじめORRと無関係の

電流の影響を除去した。また測定中のRRDEのリング

電極部の電位は1.3 V vs. RHEに保持した。ORRの反応

経路は４電子反応と２電子反応の２つの経路があること

が知られており，アルカリ水溶液中における反応は，表

１７）のとおりとされている。

　反応が理想的な４電子反応で進む場合が（1）式とな

り，２電子反応を経る経路は過酸化水素イオンHO2-

の生成する反応（2），及びその還元反応（3）である。

RRDEでは，（2）の２電子反応における反応生成物であ

る過酸化水素イオンHO2-の酸化による電流をリング電

極で検出できる。

　OER活性については，ORR活性評価で用いたものと

同じ構成の三電極系電気化学セルを用いて，電極回転

速度1600 rpmにて，酸素飽和条件下で，0.1 mol dm-3 

KOH水溶液中において掃引速度10 mV s-1でアノード分

極測定を行うことで評価した。なお，アルカリ電解液中

でのOERは以下の反応式で表される８）。

　ORR及びOER触媒活性の評価の前に，ORR及びOER

活性評価で用いたものと同じ構成の三電極系電気化学

セルを用いて，サイクリックボルタンメトリー（CV）を

行い，多孔質膜の電気二重層容量Cdlの測定を行った。

電解液はアルゴンガスにて脱気を行った0.1 mol dm-3 

KOH水溶液を用いた。CV測定は非ファラデー領域にお

いて，掃引速度ν= 5, 10, 25, 50, 100, 及び 200 mV s-1

で行った。このとき流れるカソード及びアノード電流の

絶対値 i から，以下の（5）の関係を用いて，Cdlを求め

た９）。

表１　アルカリ水溶液中での酸素還元反応７）

 / V 

vs. SHE 

O2 + 2H2O+4e-  4OH- (1) 0.401 

O2 + H2O + 2e-  HO2
- + OH-   (2) -0.065 

HO2
- + H2O + 2e-  3OH-     (3) 0.867 

4OH-  O2 + 2H2O + 4e- (4) 

        5  
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３．結果及び考察

3.1 形態観察

　Feディスク上において，異なる条件で定電圧陽極酸

化及び熱処理を行い作製した多孔質膜の表面FE-SEM像

を図１に示す。

　図１（a）, （b）, （c）はそれぞれ定電圧20, 40, 及び65 

Vで５分間陽極酸化した試料である。定電圧40 V及び

65 Vでは多孔質膜が生成しているのに対して，20 Vで

はポアは確認できなかった。これは陽極酸化後の熱処理

によって酸化膜／基板界面から成長した熱酸化膜によ

り，ポアが埋没したためであると考えられる10）。また40 

Vと比較すると65 Vにおいては比較的大きなポアが生

成していた。これは生成電圧の上昇に伴い，鉄の多孔質

陽極酸化膜のポア径，及びセルサイズが増大するという

先行研究の結果と一致する11）。

　図１（d） ‒ （f）に定電圧40 Vで15, 30, 及び60分間陽極

酸化した試料の表面FE-SEM像を示す。ポア径は陽極酸

化時間の経過とともに増大していた。

　図２に各試料の表面SEM像から求めたポア径分布を

示す。40 Vで15, 30, 及び60分陽極酸化した時の平均ポ

ア径はそれぞれ30, 45, 及び50 nmと陽極酸化時間の経

過に伴い増大した。これは長時間の陽極酸化により，初

期に生成したポア壁が電解液により化学溶解したためと

推察される。40 Vと65 Vで5分間陽極酸化した試料を比

較すると，40 Vではポア径10-55 nmの範囲のポアが存

在しているのに対して，65 Vではポア径10-80 nmの範

囲でポアが存在しており，ポア径55 nm以上の大きなポ

アも存在している。平均ポア径も，40 Vが25 nmであ

図１　鉄ディスクを陽極酸化及び熱処理して作製した酸化膜の表面SEM像

図２　多孔質膜のポア径分布
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るのに対して，65 Vでは29 nmと15％程度増大してい

た。

3.2　電気化学的活性表面積（ECSA）

　電気化学的活性表面積（ECSA）を比較するために，

非ファラデー領域におけるCV測定から，各多孔質膜の

電気二重層容量Cdlを求めた。一般に電気二重層容量は

ECSAに比例するため，この電気二重層容量の大小関係

から，電極のECSAを比較できる。

　図３に酸素飽和0.1 mol dm-3 KOH水溶液中での各試

料の電気二重層容量を，陽極酸化時間に対してプロット

した図を示す。

　異なる生成電圧において，５分間，陽極酸化を行い作

製した酸化膜を比較すると，20 Vの酸化膜は0.596 mF 

cm-2であり，多孔質構造を有していないため，最も低い

値となっていた。一方，40 Vの多孔質膜の電気二重層

容量は1.74 mF cm-2であり，５分間の陽極酸化により生

成した試料の中では最も大きかった。65 Vでは，1.21 

mF cm-2と同じ陽極酸化時間５分の40 Vの試料と比べ電

気二重層容量が30%程度小さくなっていた。この原因と

しては65 Vの試料では，40 Vの試料よりも大きなポア

が存在していることが考えられる。他方，65 Vの試料

が低ECSAであることは，40 Vと比べて薄い多孔質膜

が形成されている可能性があるとも考えられる。また定

電圧40 Vで異なる時間陽極酸化した多孔質膜を比較す

ると，その電気二重層容量は陽極酸化時間の増加ととも

に増大した。60分の陽極酸化では9.68 mF cm-2となり，

今回評価に用いた多孔質膜の中では最も大きなECSAを

有していた。これは陽極酸化時間の長い試料ほど，厚い

多孔質膜が成長し，その結果深さ方向に長いポアが生成

することにより，電極の表面積が増大したためである。

3.3　酸素還元・酸素発生反応（ORR・OER）活性評価

　作製した酸化膜のORR活性を評価するため，RRDE

法による酸素飽和0.1 mol dm-3 KOH水溶液中でのカ

ソード分極測定を行った。図４ にディスク電極上に多

孔質酸化鉄膜を作製し，RRDE法を用いて10 mV s-1の

掃引速度でカソード分極した際に得られたORRの電流

ID, 及びその際のPtリング電極における過酸化水素イオ

ンの酸化電流IRを示す。図４ （a）に異なる電圧で生成

した酸化膜のORR活性評価の結果を示す。ORR電流ID

が-0.1 mA cm-2 に達する電位をORRの立ち上がり電

位と定義すると，ORRの立ち上がり電位は，40 V及び 

図３　酸化膜の電気二重層容量と陽極酸化時間の関係

図４　 RRDE法によるFe上の酸化膜のORR活性評価，(a) 異
なる電圧で５分間陽極酸化した試料  (b) 定電圧40 Vで
異なる時間陽極酸化した試料



－32－

研究報告　№11（２０２１）

65 Vで作製した多孔質膜ではそれぞれ0.72及び0.70 V 

vs. RHEであったのに対して，20 Vで作製した試料で

は0.61 Vとなっており，低いORR活性を示した。また

20 Vにおいてはその後のORR電流の立ち上がりも緩や

かであった。これは20 Vの酸化膜は多孔質構造を持た

ず，ECSAが小さいことが原因と考えられる。生成電圧

65 Vの多孔質膜では，立ち上がり電位近傍ではORR電

流が40 Vの試料よりも小さくなっていた。しかしなが

ら，生成電圧65 Vの酸化膜ではORR電流が0.6 Vから

急激に立ち上がり，生成電圧40 Vの酸化膜よりもECSA

が小さいにもかかわらず，0.5 V以下の電位ではORR電

流の値が40 Vの酸化膜よりも大きくなる。この電流挙

動はポア内部における溶存酸素の物質移動抵抗の違いに

由来するものと考えられる。立ち上がり電位付近におい

ては，電荷移動が律速であり，ポア内部の溶存酸素の物

質移動の影響はほとんどない。そのためECSAの大きい

生成電圧40 Vの多孔質膜のORR電流がより大きくなる。

しかしながら，低い電位になるとORRの速度が速くな

るため，物質移動の影響が現れ始める。そのとき，径

の小さなポアの内部では溶存酸素の供給が困難となり，

ORRに寄与する電極の有効表面積が低下する。一方で

生成電圧65 Vの多孔質膜では，ECSAは40 Vの多孔質

膜よりも小さいものの，径の大きなポアを多数有してい

るため，低い電位域においても，ポア内部への溶存酸素

の供給が阻害されず，電極の有効表面積の低下が抑制さ

れた結果，40 Vの多孔質膜よりも大きなORR電流が流

れたと考えられる。したがって，多孔質構造がORR電

極特性の向上に十分に寄与するためには，そのポア径は

一定以上大きくなければならないと考えられる。

　図４ （b）に定電圧40 Vにおいて，異なる陽極酸化時

間で作製した多孔質膜の結果を示す。陽極酸化時間15分

以下の多孔質膜では立ち上がり電位が0.7 V程度であっ

たのに対して，30分以上の膜では0.8 V程度となり明確

に貴に遷移していることから，より高いORR活性を示

す結果が得られた。図３の電気二重層容量測定の結果に

おいて，陽極酸化時間が15分から30分に増加すること

により，この立ち上がり電位の遷移に対応するような

ECSAの急激な増大は見られなかった。カソード分極時

の立ち上がり電位での反応は電荷移動律速であり，すな

わち物質移動の寄与が少ないことから，この立ち上がり

電位の遷移は多孔質膜を構成する酸化鉄そのものの活性

の向上に由来するものと推察される。ここでは多孔質構

造がORR電極特性に及ぼす影響を議論するため，同程

度の立ち上がり電位の多孔質膜同士を比較する。陽極酸

化時間５分の酸化膜では，ORR電流は比較的緩やかに

増大していき，0.1 V以下で拡散限界電流となるが，よ

りECSAの大きな陽極酸化時間15分以上の酸化膜では，

電流は急速に立ち上がり，0.4 V以下の電位でORR電流

がプラトーを示し，拡散限界電流となっていた。大きな

ECSAを持つことに加えて，陽極酸化時間15分の酸化膜

では，５分の酸化膜よりも大きなポアが生成しているこ

とも，さらにORR電流の急速な立ち上がりに寄与して

いると推察される。

　陽極酸化時間60分の試料は，陽極酸化時間30分の試料

の約1.5倍ものECSAを有しているにも関わらず，ORR

電流の挙動は30分の試料とほとんど同じであった。陽極

酸化時間60分の試料では，30分の試料よりもポアの長

さが増大することで，大きな表面積の多孔質膜を形成し

ていると考えられる。しかしながら，実際のORRでは，

一定以上深い部分のポア壁までは溶存酸素が到達せず，

そのため陽極酸化時間60分の試料においても，ORRに

寄与する電極の有効表面積は陽極酸化時間30分の試料

と大差がなかったと推察される。このことから，多孔質

膜を厚く成長させ，ポア長さを増加させることでORR

の電極特性はある程度までは向上するが，一定以上ポア

を長くしても，ORR特性の向上にはあまり寄与しない

と考えられる。

　リング電流IRはいずれの試料においてもORR電流ID

の立ち上がりとともに初期に増大したのち，ある程度よ

り卑な電位域では減少している。したがって，いずれの

試料でも （2）の２電子還元反応による過酸化水素イオ

ンの生成と，（3）の過酸化水素イオンの還元が起こって

いる（図４ （a）, （b））。

　次にOER電極としての活性を評価するために,酸素飽

和0.1 mol dm-3 KOH水溶液中でのアノード分極測定を

行った。図５に回転数1600 rpmのディスク電極上，掃

引速度10 mV s-1でのアノード分極曲線を示す。また図

５の各試料のOER電流が10, 40 mA cm-2となる電位を

それぞれE10，E40として，表２に示す。生成電圧65 V

の多孔質膜においては，40 Vで作製したいずれの多孔

質膜よりもECSAが小さいにもかかわらず，OER電流

は最も低い電位から立ち上がっていることから，高い

OER活性を示すことが判明した。またE40の値も1.79 V

であり，高い電流密度においても，他の試料と比べて高

いOER活性を有することが分かった。この良好なOER

活性は，ポア内部で生成する酸素ガスバブルの抜けや
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すさが，ポア形状に依存するためと考えられる12）。多孔

質膜の電位をアノード側に掃引していくと，ポアの内

部において（4）の反応が起き，OER電流が流れるとと

もに酸素のガスバブルが発生する。大きなOER電流が

流れると，このガスバブルが成長し，ポアを閉塞して，

OERに寄与する電極の有効表面積を減少させる。生成

電圧65 Vの試料が良好な性能を発揮するのは，他の試

料よりも大きなポアを有しており，OERによって電極

表面に生成したガスバブルの抜けが起こりやすくナノポ

アの閉塞が起こりにくい多孔質構造であるためと推察さ

れる。

　生成電圧40 Vで異なる時間陽極酸化した試料におい

て，E10を比較すると，陽極酸化時間５分の試料では，

1.85 Vであったのに対して，15分の試料では1.76 Vと卑

な値となっており，ECSAの増大によってOER活性が

向上していることが分かった。しかしながら，さらに陽

極酸化処理時間を30分及び60分に増加させることで膜

厚を増大したECSAの大きい試料では，E10はそれぞれ

1.76及び1.75 Vであり，15分の試料の値とほとんど変わ

らなかった。またE40を比較してみると，生成電圧40 V

で15分及び30分陽極酸化した試料では，E40 が1.87及び

1.86 Vとほとんど変わらず，最もECSAの大きな60分の

試料においては1.90 Vとなっており，OER活性はむし

ろ低下していた。60分の長時間の陽極酸化により生成し

た多孔質膜は，深さ方向に長いポアを有し，その内部で

生成したガスバブルが容易に抜け出せない多孔質構造を

呈しているため，高電流密度においては酸素ガスバブル

によるポアの閉塞が起こりやすく，その結果，OER活

性が低下したと考えられる。

　以上のことから，多孔質膜のOER活性を向上させる

ために，膜厚を増大させポア長さを長くする方法は，効

果が得られる限界膜厚があることが示唆された。今後ポ

ア長さの定量的な評価を実施し，ナノ構造の特徴と電極

活性との関係についてより詳細な調査を行う必要があ

る。

　一方，径の大きなポアを有する多孔質膜では，ガスバ

ブルの閉塞が起こりにくく，高い電流密度においても優

れたOER活性を示す。このような電極は，特に大電流

密度で使用されるアルカリ水電解用OER電極において，

特に有効であると考えられる。

５．まとめ

　本研究では，純鉄を陽極酸化及び熱処理することに

より，Fe3O4からなる多孔質膜を作製し，RRDEを用い，

そのORR/OER電極としての活性を評価した。その結果，

多孔質膜の活性は，ナノポアの直径及び長さの影響を受

けることが分かった。

　多孔質膜のポアの長さを増加させるために陽極酸化

処理時間を増大させ，ECSAを増大させることで，ORR

及びOER電極としての活性をある程度まで向上させる

ことができた。しかしながら，一定以上ポアを長くして

も，ORR電極としての性能は向上しないことに加えて，

OERにおいてはむしろ低下することが分かった。一方，

ECSAの小さな多孔質膜であっても，大きなポアを有す

る多孔質膜においては，より小さなポアの多孔質膜と比

較して，高いORR及びOER活性を示すことが分かった。
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図５　Fe上の酸化膜のOER活性評価

表２　各試料のOER活性評価における10 mA cm-2，及び40 
mA cm-2に達する電位　　　　　　　　　　　　　　　
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温度に対するウルシオールの粘度変化について

高分子系チーム　　橘　　洋一

要　　旨

　漆は，古来より使われてきた天然樹脂塗料であり，我々に非常になじみ深いものである。漆を乾燥させる方法とし

て，常温・高湿度条件下にて酵素反応を用いた硬化が一般的である。一方，漆の精製や焼付塗装などにおいて，漆に熱

処理を行う場合がある。漆の持つ化学構造から，熱による反応が進行することが考えられ，熱の影響について検討する

ことは適切な状態で漆を扱うためには重要である。そこで，漆の主成分であるウルシオールに様々な温度を加え，そ

の粘度の経時変化について検討を行った。また，NMR測定により，その構造の変化について検討を行った。その結果，

100 ℃以上の条件では，重合反応の進行による粘度の上昇が見られた。また，NMR測定の結果より，側鎖の二重結合

が関与する反応及びベンゼン環が関与する反応が進行していることがわかった。

１．緒言

　漆は，ウルシ科植物から採取された樹液を原料とする

天然樹脂塗料であり，ウルシオール（長鎖不飽和アルキ

ルが置換したカテコール誘導体）が主成分となる１）。一

般的に，漆の硬化反応は，反応初期に酸化酵素（ラッ

カーゼ）によるウルシオールの酸化重合が起こり，続い

て側鎖不飽和部の酸化により反応が進行すると考えられ

ている２）。この反応は，室温付近という穏和な条件で進

行する。

　一方，旧来より，熱処理による漆の反応を利用した漆

塗装が行われてきた。この反応では，酵素反応ではなく，

一般的な熱重合となる。ウルシオールには反応点が数多

く存在するため，生成物の構造は複雑で同定はされてい

ないが，不飽和側鎖アルキル同士のカップリング反応や

ディールス・アルダー反応，或いは不飽和側鎖アルキル

とカテコール部の反応が提唱されている（図１）２）。いず

れにしても，ウルシオールが高分子化・架橋することに

より強固な漆塗膜が得られ，この手法を「焼付け」と呼

ぶ。通常，焼付けは120 ℃～180 ℃の温度範囲で行う。

　高温になれば短時間の処理で十分な強度の漆塗膜が得

られ，例えば，180 ℃であれば約30分程度の熱処理とる。

　漆に熱を加える目的として，焼付け以外に，漆を精製

する工程において，漆中の水分を除去する場合がある。

この場合では，焼付けのような高温ではなく，50 ℃付

近の熱をかけながら，数時間撹拌する。この工程の初期

では，水分の蒸発により漆の粘度低下が見られ，その

後，漆の反応の進行により，粘度の増加が報告されてい

る３）。つまり，漆は熱に対して反応が進行する材料であ

り，その挙動について理解することは非常に重要である

と言えよう。

　本研究では，漆の主成分であるウルシオールに着目

し，温度に対するウルシオールの粘度について検討を

行った。

２．実験方法

2.1　生漆

　生漆は株式会社佐藤喜代松商店より購入した中国産生

漆を用いた。用いた生漆は，揮発成分22.3%，ウルシオー

ル68.5%，含窒素分2.3%，ゴム質6.9%であった。この生

漆に対し十分量のアセトンを加え，撹拌した後，濾過す

ることによってアセトン可溶部を得た。その後，アセト

ンを蒸発させることによって，ウルシオールを得た。

2.2　粘度測定

　オイルバス中にてウルシオールを所定の温度で加熱し

その粘度の経時変化を測定した。加熱温度は，実測値で

①53 ℃，②100 ℃及び③160 ℃とした。粘度測定は，E

型粘度計（東京計器株式会社製）を用いた。①及び②の図１．ウルシオールの熱重合反応の一例
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条件で加熱したサンプルは，20 ℃での粘度測定を行い，

③の条件では，40 ℃での粘度測定を行った。

2.3　NMR測定

　卓上型核磁気共鳴装置（NMR，ジャスコインタナショ

ナル株式会社製）を用いて所定の粘度において測定を

行った。NMRの測定は，サンプル10 mgをテトラメチ

ルシラン含有の重クロロホルム溶液700 µlに溶解させ，

積算回数16回で行った。

３．実験結果と考察

3.1　粘度測定

　加熱することにより得られたウルシオールの粘度の

経時変化を測定した結果を図２に示す。図２ (a)より温

度処理していない生漆の粘度は約1,000 mPa・sであっ

た。53 ℃で加熱した場合，粘度の増加が見られ，加熱

開始から10時間後には，約2,000 mPa・sとなり，２倍程

度となった。その後，緩やかな粘度の上昇が見られ，26

時間後には約2,250 mPa・sとなった。一方，100 ℃で加

熱した場合，加熱開始６時間までは直線的な粘度の増

加が見られ，６時間後には約6,500 mPa・sとなった。そ

の後，加速度的に粘度の増加が見られ，12時間後には

約24,000 mPa・sとなり，高粘度状態となった。

　本結果より，通常行われているクロメ操作（50 ℃付

近）では，粘度の増加が見られることから，熱により一

部重合反応が進行するものの，急激な重合反応は起こっ

ていないことがわかった。従って，クロメ操作による漆

に対する影響は少ないといえる。

　次に，図２(b)より160 ℃で加熱した場合，急激な粘度上

昇が見られ，加熱開始から３時間後には，約18,000 mPa・s

となり，４時間後には，約84,000 mPa・sとなった。これ

以降はE型粘度計では測定ができなかった。なお，粘度

測定は，20 ℃で粘度測定を行うと高粘度により測定範

囲を超えたため，40 ℃で行った。

3.2　NMR測定

　図２(a)の100 ℃で加熱を行った条件で得られたウル

シオールのNMR測定を行った。加熱開始後３，６，10

時間でウルシオールを抜き出した。それぞれ粘度は，(a) 

4,300 mPa・s，(b) 6,500 mPa・s，(c) 14,000 mPa・sであっ

た。

　得られた結果を図３に示す。二重結合の横の側鎖末端

メチル（1.7 ppm）及び側鎖メチレン（2.0 ppm）のピー

クがわずかにではあるがブロードになっていた。これ

は，側鎖の反応による高分子量化に起因すると考えられ

る。つまり，末端のメチレン基が関与するディールス・

アルダー反応の進行を示唆するものである。また，ベン

ゼン環横のアルキル（2.5 ppm）のピークも同様にブロー

ド化しているため，ベンゼン環のカップリング反応も同

時に進行していると考えられる。

　　図２．ウルシオールの温度による粘度の経時変化
　　　　　(a) 53 ℃と100 ℃で加熱し，20 ℃で粘度測定。
　　　　　(b) 160 ℃で加熱し，40 ℃で粘度測定。

 図３．ウルシオールの各粘度における1H-NMRスペクトル
　　 　(a) 4,300 mPa・s，(b) 6,500 mPa・s，(c) 14,000 mPa・s
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４．結論

　本研究では，漆の主成分であるウルシオールの温度に

対する粘度変化について検討を行った。これまで漆の精

製で行われてきた温度（50 ℃付近）では，時間の経過と

ともに粘度の上昇が見られたものの，漆の性質には影

響がほとんどない程度であった。一方，温度を100 ℃及

び160 ℃にすると，高分子反応が進み粘度の上昇が見ら

れ，特に，160 ℃では，急激に重合反応が進行していた。

NMR測定の結果より，側鎖の二重結合が関与する反応

及びベンゼン環が関与する反応が進行していることがわ

かった。本結果より，漆に対する温度の影響を理解する

ことができたため，今後，漆の精製において粘度上昇さ

せることなく漆中の水分の減少を可能にし，焼付塗装に

おいて，塗布物の形状に応じた条件の最適化へ繋げるこ

とができる。
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　 図１．ウルシオールとラッカーゼ（LAC）による反応
　 　　　Rは飽和もしくは不飽和の長鎖炭化水素。
　 　　　下付き文字のoxは酸化体，redは還元体を表す。

漆ラッカーゼの至適pHの測定

高分子系チーム　　池永　　誠，橘　　洋一

要　　旨

　伝統的な塗料である漆は，植物由来の環境負荷の低い材料として注目されている。漆の硬化は，漆中にわずかに含ま

れるラッカーゼの酵素反応により達成される。そのためラッカーゼの酵素反応における至適条件を調べることは，漆の

硬化反応を制御するためには非常に重要である。これまで報告された漆ラッカーゼの至適pHにはばらつきがあった。

そこで，改めて漆ラッカーゼの至適pHの測定を行ったところ，グアイアコール基質においてpH 8.8，カテコール基質

においてpH 8.4であった。報告された至適pHにばらつきがあった要因の一つは，基質の非酵素的酸化反応によって生

成する過酸化水素がラッカーゼ活性を阻害するためであると推察する。

１．緒言

　東アジア地方で古くより塗料として利用されている漆

は，植物由来の環境負荷の低い材料として注目されてい

る。一般的な塗料の硬化は，溶剤の揮発，熱や光による

重合反応，または主剤と硬化剤の化学反応により起こ

る。一方，漆の硬化は，漆中にわずかに含まれるラッ

カーゼの酵素反応により達成される１）。ラッカーゼは，

植物や菌類などに広く存在する酸化還元酵素であり，図

１に示すフェノール化合物の酸化反応を触媒する機能を

有する。漆の主成分は，ウルシオールというフェノール

化合物であり，ウルシオールがラッカーゼにより酸化

され，さらに酸化体が反応することで漆の硬化が起こ

る１）。そのため，ラッカーゼの性質を調べることは，漆

の硬化反応を制御するために非常に重要である。

　酵素反応は，pHや温度などそれぞれに最適な条件が

あり，同じ種類の酵素においても由来によってその条件

は異なる。これまでの先行研究において，漆に含まれ

るラッカーゼの至適pHについて様々な報告がされてき

た２-６）。天然物であるため，ある程度のばらつきは予想

されるが，報告された至適pHの値には大幅なばらつき

（5.6-9.0）があり，正確な値は未だ不明である。これま

での我々の研究により，塩基性のウルシオールから過酸

化水素が生成し，その過酸化水素が漆ラッカーゼの活性

を阻害することを見出した７，８）。つまり，漆ラッカーゼ

の至適pHの測定において，生成される過酸化水素の影

響を考慮に入れる必要がある。そこで，本研究では改め

て漆ラッカーゼの至適pHについて検討を行い，過去の

報告の値にばらつきがあった要因について考察を行っ

た。

２．実験方法

2.1　材料

　実験に用いた試薬は，富士フィルム和光純薬社製のも

のを使用した。漆ラッカーゼは，佐藤喜代松商店より購

入した中国産の生漆より抽出したものを使用した。生漆

は，ウルシノキより採取した漆液を濾過のみ行ったもの

である。

2.2　漆ラッカーゼの活性の測定

　生漆10 gに30倍重量のアセトンを加え，濾過，乾燥

してアセトン不溶物を得た。この不溶物に５倍重量の

水を加え，沈殿物を遠心分離によって除去し，得られ

た水溶液を漆ラッカーゼ溶液とした。この溶液を所定

のpHのBritton-Robinson緩衝液で２倍に薄め，pH調

整溶液を作製した。緩衝液による希釈後の漆ラッカー

ゼの濃度は，8.4 g/Lであった。漆ラッカーゼ溶液と同
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図２．本実験に用いた基質の構造式

図５．漆ラッカーゼの至適pHが一致した基質

図４．漆ラッカーゼの相対活性

図３．フェノール化合物の非酵素的酸化反応
Rは置換基を表す。　　　　　

じ緩衝液で希釈した50 mmol/Lのグアイアコール，及び

25 mmol/Lのカテコール水溶液を漆ラッカーゼの基質溶

液として調製した。グアイアコールとカテコールの構

造式を図２に示す。基質溶液３ mLを25 ℃の恒温槽内

の容器に移し，酸素電極（YSI社製 YSI 5300A）を取付

けて撹拌し，そこにpHを調整した漆ラッカーゼ溶液を

20 µL加えて，酸素の消費速度を測定した。基質のフェ

ノール化合物は，ラッカーゼによる酸化反応だけでな

く，図３に示す非酵素的酸化反応７）により空気中の酸

素を消費することで自動的に酸化反応が進行する。そこ

で，基質の非酵素的酸化反応のみによる酸素消費の測定

を同様に行い，正確なラッカーゼの酵素活性を測定し

た。測定した酵素活性から，それぞれの基質で最も活性

が高かった値を100%として相対活性を算出した。

３．実験結果と考察

　グアイアコールとカテコールを基質に用いた漆ラッ

カーゼにおける相対活性の結果を図４に示す。この結

果，漆ラッカーゼの至適pHは，それぞれ塩基性のpH 8.8

及びpH 8.4であった。pHを更に増加させた場合，カテ

コール基質を用いた測定では，pHが9.6より高い領域に

おいて測定できなかった。これは，フェノール化合物の

非酵素的酸化反応（図３）の速度が，酸性から塩基性に

なるにしたがって増加し７），ラッカーゼによる酸化反応

を検出できなくなったためである。

　本研究では，漆ラッカーゼの酸化反応における至適

pHを見出すことを目的とする。そのために，非酵素的

酸化反応によって生成する過酸化水素（図３）がラッ

カーゼ活性を阻害することが問題であった７，８）。特に，

高いpH領域において，非酵素的酸化反応に伴う過酸化

水素の生成が増加することから，過酸化水素によるラッ

カーゼ活性の阻害が強くなり，誤差が生じやすくなる。

そのため，本実験では，基質溶液の作成から活性の測定

まで速やかに行うことで，非酵素的酸化反応による過酸

化水素の生成を可能な限り排除した。

　過去の研究において，同じカテコール基質を用いて

測定した漆ラッカーゼの至適pHは7.6と報告２）されてい

る。しかしながら，本実験での至適pHは8.4と高い値と

なった。この差は，過酸化水素が生成しやすい塩基性領

域にて，時間経過により生成した過酸化水素が，ラッ

カーゼ活性を強く阻害することを考慮に入れていないた

めと考えられる。また，フェノール性ヒドロキシ基が１

つである基質として図５に示す2,6-ジメトキシフェノー

ル，イソオイゲノール，及びコニフェリルアルコール

を用いた漆ラッカーゼの至適pHは，それぞれ8.5，8.5-

9.0，及び8.5-9.0と報告されており，今回のグアイアコー

ルの測定と良い一致を示した５，６）。この一致は，グアイ

アコールを含むこれらフェノール性のヒドロキシ基が１
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つの基質がいずれも非酵素的酸化反応を起こさず，ラッ

カーゼ活性の阻害要因となる過酸化水素が生成しないた

めと推察される。

４．結論

　今回，漆ラッカーゼの至適pHを測定したところ，グ

アイアコールでpH 8.8，カテコールでpH 8.4であった。

ヒドロキシ基が１つのグアイアコールでは，これまで報

告された同様の化合物の至適pHと良い一致を示した。

　一方，ヒドロキシ基が２つのカテコールでは，測定時

に非酵素的酸化反応が観測され，過去の報告との差が見

られた。以上の結果より，至適pHの報告にばらつきが

あった要因の一つが，基質の非酵素的酸化反応によって

生成する過酸化水素がラッカーゼ活性を阻害するためで

あると推察される。
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京都陶磁器業界における坏土課題に対する原料調製の研究

窯業系チーム　　田口　　肇，鈴木　芳直，岡崎　友紀，

荒川　裕也，稲田　博文，高石　大吾　

要　　旨

　現在，全国的に窯業原料に関する枯渇化や供給の停止，品質の不安定化等が問題となっている。京都陶磁器業界でも

例外ではなく，原料である陶土の製造企業が廃業する事態が起きている。地域における持続可能な陶磁器製造に向け，

原料の確保と品質管理は重要課題となっていることから，地場で使用されている坏土の基礎データならびに代替に向け

た技術の構築は必要不可欠と言える。

　今回我々は，廃業した企業の陶土について，化学成分分析を行い，その結果を基に入手可能な粘土原料を選定し，長

石や珪石を加え，試作坏土の検討を行った。試作坏土の評価については，前報で報告した物性値を基に比較を行い，廃

業した企業の坏土に近い物性値を得ることができた。また，釉薬との適合性を確認するため，市販の透明釉との適合性

評価を行った結果，剥離や縮れといった欠陥も認められず，良好な結果を得ることができ，代替品となりうる試作坏土

の作製と基礎データの構築ができた。

１．緒言

　現在，全国的に窯業原料に関する枯渇化や供給の停

止，品質の不安定化等が問題となっている中，京都業界

でも，陶土の製造企業が廃業する事態となった。持続可

能な製造に向け，原料の確保と品質管理は重要課題と

なっていることから，地場で使用されている坏土の基礎

データならびに代替に向けた技術の構築は必要不可欠と

言える。

　そこで，前報１）において，京都業界で長く使用され

ながらも廃業した企業の陶土について，基礎物性を測定

し，今後の坏土設計における基礎データの構築を行った。

　今回は，坏土設計として，入手可能な粘土原料の分析

を行い，その結果を基に，長石や珪石を加えた試作坏土

の検討を行った。

　試作坏土の評価として，寸法特性，曲げ強さ，熱膨張

特性について比較検討を行った。

　さらに，釉薬との適合性を確認するため，市販の透明

な石灰釉との適合性についても検討を行った。

２．実験方法

2.1　坏土設計について

　廃業した企業の陶土の内，廃業前の陶土（以下現行品）

については，市販釉等の適合性において剥離等の問題が

生じていたことから，30年前に業界で使用されていた陶

土（上信楽土）を参考坏土（以下過去品）とし，成分分析

等を行った。これらの坏土の成分分析値を基にノルム計

算により求めた粘土，長石，珪石の各成分の割合を参考

に，入手可能な粘土原料として蛙目粘土を中心に分析を

行い，長石や珪石の配合が可能な原料を選定し，坏土設

計を行った。

　今回使用した蛙目粘土の化学分析値とノルム計算の結

果を表１-１と表１-２に示す。なお，原料の化学分析

およびノルム計算については，前報と同様の方法により

行った１）。

　過去品の成分割合を基に，蛙目粘土に福島長石と珪石

を添加し，試作坏土を調製した。

　その配合表を表２に示す。

　表２のA，B，Cの３種類の試料について，各原料を

総量２kgになるよう調製し，水1.6kgと玉石２kgを加え，

ポットミルにて，１時間混合粉砕した。得られた坏土の

泥漿を成形可能な状態まで水分を除去し，坏土とした。

表１-１　蛙目粘土の化学成分値

表１-２　ノルム計算による成分割合
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　得られた試作坏土について，表３に示す焼成パターン

により酸化雰囲気による焼成を行い，前報と同様の方法

により，寸法特性，曲げ強さ，熱膨張特性について測定

を行い，過去品と現行品との比較を行った。

2.2　寸法特性について

　前報と同様の方法により，四角錐台の試験体を作製

し，ノギスで50mmの印を入れたのち，焼成後における

長さを測定した。得られた長さから式（１）による全体

収縮率を求めた。

2.3　曲げ強さについて

　曲げ強さは，前報と同様の方法により12mmφ×120mm

の試験体を作製し，（株）島津製作所製オートグラフ

AG-Xplusを用い，スパン50mm，荷重速度0.5mm/min，

３点曲げ法により測定した。

2.4　熱膨張特性について

　熱膨張測定は，試験体を直径約５mmφ，長さ約20mm

の円柱状に作製し，（株）リガク製TMA8310により昇温

速度10℃/minで700℃まで測定した。得られた熱膨張率

より熱膨張係数を算出した。

2.5　市販釉薬との適合性について

　試作坏土と釉薬の適合性を評価するため，市販の透明

釉である日本陶料（株）製土灰釉と３号釉及び，各釉薬

にマグネサイト原料を15％添加した艶消し釉を800℃で

素焼きした試作坏土に施釉し，図１に示す焼成条件によ

り焼成を行い，剥離や縮れ等について目視による評価を

行った。

３．実験結果と考察

3.1　寸法特性，曲げ強度，熱膨張特性について

　試作坏土及び過去品と現行品における全収縮率に関す

る結果を図２に，曲げ強さに関する結果を図３にそれぞ

れ示す。また，室温から700℃までの熱膨張係数の値を

表４に，熱膨張曲線を図４に示す。

表２　設計した坏土の成分割合と原料の配合割合

表３　焼成パターン

図１　焼成パターン

550000

11000000

55 1100 1155 2200

図２　各坏土の全収縮率の比較

全収縮率　＝
50－焼成後の長さ

×100　……（１）
50
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　寸法特性については，目標とする過去品との全収縮率

を比較した場合，試作坏土Bにおいて近似した結果を得

ることかできた。

　試作坏土で比較検討した場合，粘土成分の割合が多

く，珪石成分の割合が少なくなるに従い，全体収縮率が

大きくなる傾向を示した。長石成分が一定の条件のも

と，珪石成分も少ない事から，熔融に伴う収縮への影響

は少ないと考えられるため，粘土成分による乾燥での収

縮が大きく寄与しているものと推察される。

　曲げ強さについては試作坏土AとBにおいて過去品に

近似した値を得ることができ，実用強度を有しているこ

とが確認できた。

　試作坏土で比較検討した場合，全体収縮率の結果同

様，粘土成分の割合が多く，珪石成分の割合が少なく

なるに従い，曲げ強度は増大する傾向を示した。これ

は，粘土成分に含まれるカオリナイト（Al2O3・2SiO2・

2H2O）の加熱変化に伴うムライト（3Al2O3・2SiO2）の生

成が，粘土成分の増加に従い，その量も多く生成するこ

とに原因があると推察される。

　表４より，熱膨張係数については試作坏土BとCにお

いてそれぞれ近似した値を得ることができた。

　図４より，試作坏土A，B，Cにおいては，現行品に

見られる200℃付近のクリストバライトのαβ転移によ

る急激な熱膨張率の変化もなく，過去品と近い熱膨張曲

線が得られた。なお，全ての坏土に共通して見られる

600℃付近の急激な熱膨張率の変化は，石英のαβ転移

によるものであり，その変化はA＞B＞Cとなり，これ

は珪石の成分割合とそれに伴う石英の含有が多くなるこ

とと一致している。その結果，熱膨張係数の値にも反映

されたものと推察できる。

　今回，過去品の化学成分分析値を基にノルム計算によ

る粘土成分，長石成分，珪石成分の成分割合を算出し，

その値を参考に試作坏土の調製を行った結果，得られた

物性値が目標とする値に近似した結果が得られたことか

ら，この手法の有効性が示唆される結果となった。

3.2　市販釉との適合性について

　試作坏土に市販の石灰透明釉薬を施釉し，焼成した結

果の写真を写真１-１と写真１-２に示す。

図３　各坏土の曲げ強さの比較

表４　各坏土における熱膨張係数

図４　各坏土の熱膨張曲線

写真１-１　 酸化雰囲気焼成による試作坏土と市販釉との適
合性について
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　写真１-１と１-２より酸化雰囲気焼成と還元雰囲気

焼成において，試作坏土A，B，Cとも釉薬の剥離や縮

れの欠陥は認められず，良好な結果が得られた。

　特に，試作坏土Aにおいては，現行品に近い熱膨張係

数の値を示していたことから剥離が予想されたが，その

欠陥は認められなかった。その原因については，今後検

討が必要となった。

４．まとめ

　廃業した企業の陶土（上信楽土）について，化学成分

分析値を基に３種類の試作坏土を設計検討し，寸法特

性，曲げ強度，熱膨張特性の各物性値を過去品と比較し

た結果，粘土成分，長石成分，珪石成分の割合が試作坏

土Bの割合（48：15：37）において類似した結果を得る

ことができた。

　また，化学成分分析値によるノルム計算を使用した坏

土設計の手法については，得られた物性値が目標値に近

い値を示したことからその有効性が示唆された。

　試作した坏土と市販釉との適合性について検討した結

果，剥離や縮れといった欠陥もなく，良好な結果を得る

ことができた。

参考文献

１）田口 肇，鈴木芳直 他，京都市産業技術研究所研究

報告，No.10，36（2020）．

写真１-２　 還元雰囲気焼成による試作坏土と市販釉との適
合性について
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グルコース消費を指標とした信号累積型イオン感応性電界効果
トランジスタ（SA-ISFET）センサーを用いた大腸菌検出法の検討

バイオ系チーム　　泊　　直宏

京都バイオ計測センター　　山本　佳宏

要　　旨

　信号累積型イオン感応性電界効果トランジスタ（SA-ISFET）センサーは，微小なプロトン変化を検出することが可

能なセンサーであり，酵素反応前後で生じるプロトンの増減を検出することにより，リアルタイム，ノンラベルで酵素

アッセイに利用することができる。

　我々はこれまで，SA-ISFETセンサーを用いて様々な酵素反応の測定アプリケーション，さらには食品中に含まれる

成分の定量や抗原抗体反応の計測など，酵素反応検出を応用した測定法を開発してきた。本研究では，微生物のグル

コース代謝に起因する出力を計測する方法について大腸菌をモデルとして検討を行い，１mLあたり10７CFUオーダー

の大腸菌を検出することができた。しかし，一般細菌については試料１gあたり10５CFU以上存在することが腐敗や商

品回収の指標となる食品が多いため，今後は試料１gあたり10５CFUオーダーの菌数を検出できる測定条件を検討し，

食の安全・安心に寄与できる微生物検査手法の開発を進めていく予定である。

１．はじめに

　近年，例えば食品の安全性や健康など，人を取り巻く

環境に関する項目を「測る」技術としてセンシング技術

が脚光を浴び，さまざまな領域で研究開発が進み実用化

がなされている。

　本研究で用いるセンサーのベースとなるセンシング技

術であるイオン感応性電界効果トランジスタ（ISFET）

は1970年代に開発された技術である。

　このISFETは「ソース」，「ドレイン」，そしてセンシ

ング部分の表面を絶縁膜で覆った「ゲート」の３つの部

分から構成され，ゲートに直接電圧をかけることでソー

ス－ドレイン間の電流を制御するFETトランジスタを

ベースとしている。センサー膜に接する部分に溶液層を

設け，その溶液に浸した参照電極に電圧をかけることで

ソース－ドレイン間の電流を変化させその結果，溶液中

のプロトン濃度が変化することでゲート間を流れる電流

を変化させることができる。この原理を用いてISFET

センサーをバイオセンサーとして利用するための研究が

行われていたが，当時は電気的に発生するノイズや検出

に使用する試薬の純度など様々な面での問題があり，バ

イオセンサーとして実用化されることはなかった。

　しかし，2000年代初めに信号を積分することにより

感度が改善された信号累積型イオン感応性電界効果ト

ランジスタ（SA-ISFET）が開発された。SA-ISFETは

キャパシタと呼ばれる貯蔵タンクのように電流を一時的

に蓄積し増幅することができる機構を持ち合わせたセン

サーであり，累積することでS/N比（シグナル/ノイズ

比）を増大させ，電圧として取り出すことにより高感度

でイオン濃度の変化を検出することができる。そのため，

SA-ISFETはISFETの課題であったノイズの問題を解

決することができたことと，累積効果による感度の上

昇，さらには試薬の純度の向上により，近年では環境汚

染物質や生体反応などを測定するセンサーとして注目さ

れている。

　我々は酵素反応の前後で生じるプロトンの微小変化を

SA-ISFETセンサーで検出することができることに着目

し，これまでさまざまな酵素を対象として，その酵素反

応をリアルタイム，ノンラベルで計測することができる

測定アプリケーションを開発しており，さらに食品中の

尿素の定量や，PCB等の環境汚染物質や大腸菌をター

ゲットとした抗原抗体反応の検出など，酵素反応を利用

した応用アプリケーションを開発してきた１）-６）。

　本研究では，SA-ISFETセンサーを用いた応用アプリ

ケーションの一つとして，世界的に関心が高まってきて

いる「食の安全・安心」を脅かす食品汚染微生物を検出

する手法の検討を行った。微生物が生命活動を行うなか

で消費するグルコースの反応をセンシングすることで，

食品など環境中に存在する微生物を検出する技術を確立

すべく，大腸菌をモデルとした測定法を検討したので報

告する。
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２．実験方法

2.1　測定用大腸菌サンプルの調製

　グルコース代謝測定用の微生物として大腸菌Escherichia 

coli K12株（E. coli K12）を選択した。このE. coli K12株

をLB寒天培地で37℃の条件にて培養し，生じたコロ

ニーを掻き取り，0.85％生理食塩水に懸濁し分光光度計

600nmの濁度でおよそ0.5付近になるように調製した。

グルコースを代謝できるのは生菌のみであることから，

生菌と死菌のセンサー出力を比較するため，調製したサ

ンプルについて少量取り分け100℃で20分処理し，死菌

サンプルを調製した。

2.2　サンプルに含まれるE. coli K12株の菌数計測
　2.1で調製したE. coli K12株を0.85%生理食塩水で10倍

ずつ段階希釈し，10５倍希釈したサンプル100µLをLB寒

天培地にプレーティングにより植菌し，37℃で16時間

培養後に生じたコロニーをカウントすることにより2.1

で調製したサンプルに含まれるE. coli K12株の菌体数を

見積もった。

2.3　グルコース代謝出力の測定

　SA-ISFETセンサーは微小のプロトン濃度変化を捉え

る非常に繊細なセンサーである。通常の酵素反応で用い

られる20mM～100mM濃度の緩衝液ではプロトン変化

が緩衝能により打ち消され，酵素反応に基づくセンサー

出力を検出することができないため，１mM程度の非常

に緩衝能が低い条件下にて測定を行う必要がある。また

測定系にpHメーターで用いられる参照電極を有するた

めNaClなどの塩を50～200mM程度必要とする。これら

条件を鑑みて，緩衝能がなく，かつNaClを有する0.85％

の生理食塩水をグルコース代謝測定用の組成液として選

択した。

　SA-ISFET測定にはバイオエックス社製のAMIS-101

を使用した。本装置で使用するセンサーはセンサーAと

Bの２つのバッチを有し，センサーAとセンサーBの出

力の差分を測定することができる。そこでセンサーAに

生菌とグルコース，センサーBに死菌とグルコースを添

加し37℃で10分間インキュベートした後，10分間のセ

ンサーAとセンサーBの出力を測定し，その差分を比較

した。

３．結果と考察

3.1　E. coli K12株の計測
　2.1の方法に従いE. coli K12株のサンプルを調製し分

光光度計にて600nmの濁度を測定したところ0.386で

あった。このサンプルを2.2の方法に従いLB寒天培地に

て２連で培養した結果，生じたコロニー数は328であり

（図．１），調製したサンプル中に１mLあたり3.28×10８

CFU（Colony Forming Unit：細菌検査で用いられる単

位。細菌を培地で培養し生じたコロニー数）程度のE. coli 

K12株が存在することが示された。

3.2　グルコース代謝出力の測定

　2.3の方法に従い，センサーAにE. coli K12株の生菌，

センサーBに死菌を０（ブランク），1.64×10７，3.28×

10７，6.56×10７CFU/mLの４種類の濃度を振って添加

し，グルコース濃度は最終0.05mg/mLとなるように添

加した。これらをそれぞれ37℃で10分間インキュベー

トし，その後グルコース代謝に起因するセンサー出力

を10分間モニタリングし計測した。その結果，菌数の

増加に応じてセンサー出力が増大しE. coli K12株のグ

ルコース代謝に基づく出力を測定できていることが示

された（図．２）。今回の結果より，測定可能な菌数は

10７CFU/mL以上であることが示唆された。

図．１　LB寒天培地で培養した大腸菌
　 　　37℃の条件下，16時間培養し，328個のコロニーを得た。
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４．まとめ

　本研究において，微生物の代謝に基づくセンシング

データを大腸菌E. coli K12株のグルコース代謝をモデル

測定系として，SA-ISFETセンサーを用いて検出するこ

とができた。

　病原微生物を除く一般細菌などの菌数については試

料１gあたり10５CFU以上存在することが腐敗や商品

回収の指標となる食品が多いため，今後は引き続き

E. coli K12株をモデル微生物として選択し，１gあたり

10５CFUオーダーの菌数を検出できる測定条件を検討

し，食の安全・安心に寄与できる微生物検査手法の開発

を進めていきたい。

参考文献

１）Naohiro Tomari et al.：Journal of Bioscience and 

Bioengineering, 119, 247 (2013).

２）泊直宏他：京都市産業技術研究所研究報告，No.4，

p39 (2014)

３）泊直宏他：京都市産業技術研究所研究報告，No.5，

p93 (2015)

４）泊直宏他：京都市産業技術研究所研究報告，No.6，

p52 (2016)

５）泊直宏他：京都市産業技術研究所研究報告，No.7，

p57 (2017)

６）Naohiro Tomari et al.：Analytical Biochemistry, 

584, 113353 (2019).

◆０CFU/mL　　　  　◇1.64×10７CFU/mL
○3.28×10７CFU/mL　▲6.56×10７CFU/mL

図．２　 大腸菌E. coli K12株のグルコース代謝に基づくプロト
ン変化の出力センサーAに生菌，センサーBに死菌を
添加しセンサーA-Bの出力を表示。
測定条件
グルコース濃度：0.05mg/mL，測定用バッファー：
0.85％生理食塩水，測定温度：37℃，測定時間：10分，
サンプル中の菌数（CFU）：０，1.64×10７，3.28×10７，
6.56×10７
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発酵微生物が生産するγ-アミノ酪酸（GABA）の定量方法の検討

バイオ系チーム　　田中　秀典，清野　珠美，廣岡　青央，和田　　潤

要　　旨

　機能性アミノ酸であるγ-アミノ酪酸（GABA）は自然界に広く存在し，乳酸菌や麹菌の中に顕著な量のGABAを生

産する菌株がいることが知られている。今回，当研究所保有の乳酸菌ライブラリーを対象としたスクリーニング及び食

品中のGABA含有量測定を行うため，薄層クロマトグラフィー（TLC）を用いたGABAの簡易的な検出と，液体クロマ

トグラフ質量分析計（LC-MS）を用いた定量方法について検討した。TLCでは展開溶媒に酢酸-酢酸エチル-メタノー

ル-水系を用いることで，LC-MSではサンプルの調製液と溶出溶媒にギ酸を添加することで，様々な夾雑物が含まれ

る乳酸菌培養液上清サンプルにおいてGABAの分離検出と定量解析が行えた。更に，研究所独自の多成分分析方法構

築を目指して，GABAと有機酸の一斉分析方法を検討したところ，単一の分析条件で一斉分析が可能であることが分

かった。

１．緒言

　γ-アミノ酪酸（GABA）は動植物，微生物に広く分布

する非タンパク質構成アミノ酸の一種であり，動物の生

体内においては抑制性神経伝達物質として作用する１）。

さらに，血圧降下作用２）やストレス低減作用３）などの

生理活性機能を有する機能性アミノ酸としても注目を集

めており，近年菓子やサプリメントを始め，漬物や清酒

といった発酵食品においても，GABAを多く含む商品

が多数開発されている。GABAは生体内においてグルタ

ミン酸脱炭酸酵素（GAD）のはたらきによってグルタミ

ン酸から脱炭酸が起こり生産される物質であり（図１），

発酵微生物である乳酸菌や酵母，麹もGADを有して

いることが判っている４-６）。乳酸菌や麹菌の中には顕

著な量のGABAを生産・蓄積する菌株がいることが報

告されている７，８）一方，酵母はGABAを生産するもの

の，窒素源として資化するために清酒やパンに含まれる

GABAは減少してしまう８，９）。GABAを高含有する発酵

食品を製造するには，GABA高生産菌株を用いた発酵，

GABA非資化性菌株を用いた発酵，基質となるグルタミ

ン酸（又はグルタミン酸ナトリウム）を添加した発酵な

どが求められる。GABA高生産菌株とGABA非資化性

菌株の開発・評価及び発酵食品中のGABA含有量の評

価には，複数の成分が混在する多数の試料中のGABA

を測定することに加え，同時に食品の風味に影響を与え

る有機酸などの成分も測定することが求められる。

　昨今は計測装置や解析ソフトの高性能化によって多量

のデータ処理が可能となり，研究の方針の仮説駆動型か

らデータ駆動型への移行も多くみられる。比較解析やメ

カニズムの解明及び，ノンターゲットでのスクリーニン

グを短時間で効率的に行うには，同一装置構成や溶媒条

件で多数の成分を一斉に分析できることが求められる。

　GABAの定量方法として一般的には高速液体クロマト

グラフィー（HPLC）を用いた分析が行われるが，GABA

を含むアミノ酸の大部分はそのままでは紫外可視分光検

出器や蛍光検出器で検出できないため，ポストカラム誘

導体化法を用いて検出する必要性がある。ニンヒドリン

試薬を用いる誘導体化法は古典的な方法であるが，反応

温度の高さや反応時間の長さ，検出感度の低さなどのデ

図１　グルタミン酸からGABAへの生合成
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2.4　GABAの定量分析

2.4.1　検量線用標準溶液の調製

　GABA溶液はGABAを蒸留水に溶解させて1,000 ppm

溶液を調製し，4 ℃で保存した。使用時にギ酸（終濃度

1 %）を用いて希釈し，0.1，0.5，1，5，10 ppmの標準

GABA溶液をそれぞれ調製し，分析に供した。

　また，必要に応じて，酒石酸，リンゴ酸，ピルビン酸，

乳酸，クエン酸，コハク酸，フマル酸，マレイン酸及び

メチルコハク酸との混合溶液を調製して分析に供した。

2.4.2　乳酸菌培養液上清試料の調製

　培養液を遠心分離して得た培養液上清を1 %ギ酸で

100倍に希釈し，0.45 µmのフィルターによりろ過した

ものを分析に供した。

2.4.3　定量分析条件

　GABAの定量分析はLC-MSにより行った。分析装置，

分析条件は，前報の有機酸分析法12）に準じて行った。た

だし，MS検出はPositiveモードで行った。分析条件を

表２に示す。

　乳酸菌培養液上清試料中のGABAの定量は，標準

GABA溶液のピーク面積から求めた検量線を基に算出し

た。

３．結果と考察

3.1　GABA生産菌株の簡易評価方法

　L. brevis NBRC12005株及びL. lactis NBRC12007株を

メリットが存在し，オルトフタルアルデヒド試薬を用い

た誘導体化は室温でも起こり，検出感度も高いものの，

誘導体化物の不安定さがデメリットである。また，装置

が安価で分解能も高いガスクロマトグラフィー（GC）に

よる分析方法は前処理が煩雑であり，酵素法による分析

は紫外可視分光光度計などで簡便に測定できるが，一度

に一成分しか測定できない。

　一方で，液体クロマトグラフ質量分析計（LC-MS）は，

成分を分離後にイオン化して質量電荷比（m/z）を検出

するため，装置は高価なものの，誘導体化を行うことな

く高感度な一斉分析が可能である10）。そこで，研究所保

有乳酸菌ライブラリーを対象としたGABA高生産菌株

のスクリーニング及び食品中のGABA含有量の測定を

行うため，薄層クロマトグラフィー（TLC）を用いた30

分以内に同時に複数のサンプルの評価ができる簡易評価

方法と，LC-MSを用いた定量分析法を検討した。定量

分析においては，種々の機能性成分や代謝成分の一斉分

析を可能にするメソッドの構築を目指して，本研究で新

たに測定の対象としたGABAと前報の有機酸の同時分

析も試みたので報告する。

２．実験方法

2.1　使用菌株

　有用物質生産菌株として独立行政法人製品評価技術基

盤機構バイオテクノロジーセンター（NBRC）から購入

したLevilactobacillus brevis NBRC12005株（GABA生産菌

株７））及びLactococcus lactis subsp. lactis NBRC12007株

（Nisin生産菌株11））を用いた。

2.2　乳酸菌の培養方法

　乳酸菌はMRS培地（Difco）を用いて３日間30℃で静

置培養した。

2.3　GABAの簡易評価方法

　GABAの簡易評価は薄層クロマトグラフィー（TLC）

を用いた定性分析により行った。分析条件を表１に示す。

表１　TLC分析条件

薄層プレート
TLCアルミシート
シリカゲル60 F254（Merck）

展開溶媒
酢酸エチル：酢酸：メタノール：水
＝12：3：3：2（v/v/v/v）

発色試薬
ニンヒドリン：酢酸：エタノール
＝0.3：3：100（w/v/v）

表２　LC-MS分析条件

LC条件

カラム Discovery HS F5カラム
（100×4.6 mm，5 µm，Supelco）

カラム温度 40℃

流速 0.3 mL/min

移動相A 0.1％ギ酸

移動相B 0.1％ギ酸-80％アセトニトリル

溶出グラジエント  0-10 min B 0-55％
10-20 min B 100％
20-40 min B 0％

注入量 5 µL

MS条件

イオン化 ESI，Positive，MRMモード

MRMトランジション 104.13＞86.90
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MRS培地で３日間培養し，培養液上清を得た。GABA

の生産を簡易的に確認するために，TLCによる分析を

検討した。展開溶媒についてクロロホルム-メタノール

-水系，1 -プロパノール-水系及び酢酸-酢酸エチル-

メタノール-水系で検討した結果，その内，酢酸-酢酸

エチル-メタノール-水系において，培養液上清中に存

在する他の成分と移動度が異なってGABAの良好な分

離が確認できた（図２）。GABA生産菌株として用いたL. 

brevis NBRC12005株において，GABAの展開位置に濃

いスポットが検出された。

3.2　標準GABA溶液の検量線の作成

　LC-MSシステムによるGABAのMRMトランジショ

ンの決定には，10 ppmのGABA標準溶液とMasslynx

ソフトウェアのIntelliStart機能を用いた。前報の有機

酸分析において，展開溶媒のみならずサンプル調製液

にもギ酸を添加することにより，サンプルの安定した

検出が可能となったため，研究所独自の多成分一斉分

析メソッド構築を見据えてGABAの分析においてもギ

酸添加した溶液によるサンプル調製を行った。結果，

Discovery HS F5カラムとLC-MSシステムを用いるこ

とで，GABAの理想的なピーク形状のクロマトグラムを

検出できた（図３)。0.1-10 ppmの標準溶液のピーク面

積を基に検量線を作成したところ，0.1-10 ppmの範囲

で0.995以上，0.1-5 ppmで0.999以上の決定係数（相関

係数の２乗，r2）を得られた。したがって，これらの濃

度範囲において，GABAは直線性の高い検量線作成と精

密な定量分析が可能であることが示された。

　また， GABAを含む多成分一斉分析メソッド構築のた

めに有機酸９種類（酒石酸，リンゴ酸，ピルビン酸，乳

酸，クエン酸，コハク酸，フマル酸，マレイン酸及びメ

チルコハク酸）の検出パラメータと混合した検出メソッ

ドを作成した。分離溶媒を検討した結果，両移動相とも

にギ酸を添加した水-アセトニトリル系を用いた。更に，

移動相Bのアセトニトリルを80%として有機酸の良好な

分離が確認されたグラジエントを採用し（表２)，10成

分混合溶液を同様の条件で分析したところ，各成分に干

渉することなく全成分を分離検出できた（図４)。した

がって，Discovery HS F5カラムを用いて溶媒や分離条

件を変えることなく，GABAの検出にPositiveモードを，

有機酸の検出にNegativeモードを用いて効率的に一斉

分析が可能であることが示された。

3.3　乳酸菌サンプルの定量分析

　GABA生産菌株の簡易評価方法の検討と同様に，L. 

brevis NBRC12005株及びL. lactis NBRC12007株をMRS

培地で３日間培養し，培養液上清を得た。

　次に，培養液上清のGABA濃度をLC-MSにより定量

分析した。培養液上清サンプルにおいても標準溶液の

GABAと同じ保持時間（7.5 min）及びMRMトランジショ

ンにピークを検出できたため，アミノ酸やタンパク質，

糖，脂質，有機酸，核酸などの様々な物質が含まれてい

る中から，GABAのみを分離検出できたと考えられる

（図５A）。一方で培養液中の種々の有機酸についても，

それぞれ標準溶液と同様の保持時間及びMRMトランジ

ションを有するピークを検出でき，GABAと同時に分

析することができた。定量解析の結果，既知のGABA

高生産菌株であるL. brevis NBRC12005株は約570 ppm

のGABAを，Nisin（抗菌性物質）高生産菌株であるL. 

lactis NBRC12007株は約100 ppmのGABAを生産してい

た（図５B）。その他の有機酸については表３の通りに生

産又は分解していた。

図２　培養液上清のTLC像
PC: Positive Control，①: NBRC12005，
②: NBRC12007，③: MRS培地

図３　GABAのマスクロマトグラム
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　研究所では食品から単離した乳酸菌や清酒酵母を多数

保管している13，14）。健康志向の高い近年において，風味

に関わる有機酸やタンパク質構成アミノ酸だけでなく，

GABAを始めとする機能性アミノ酸の生産特性を把握し

図４　GABA及び有機酸混合標準溶液のマスクロマトグラム（10 ppm）

図５　培養液上清のGABA分析結果
（A）: マスクロマトグラム，（B）: 定量データ

表３　培養液上清中のGABA及び有機酸分析結果（単位: ppm）

GABA 酒石酸 リンゴ酸 ピルビン酸 乳酸 クエン酸 コハク酸 フマル酸 マレイン酸

NBRC12005 5.9×10２ n.d. 2.0×10 n.d. 7.1×10３ 2.0×10３ 5.8×10 n.d. n.d.

NBRC12007 1.2×10２ n.d. 8.5 8.0×10 7.1×10３ 2.4×10３ 6.3×10 n.d. n.d.

MRS培地 2.3×10２ n.d. 1.7×10 n.d. 9.9×10３ 2.4×10３ 4.9×10 n.d. n.d.

※n.d.: not detected
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ている保管菌株は魅力的なものとなり，発酵食品を製造

する事業所が他社との差別化を望む際に研究所保管菌株

を提案しやすくなる。大量の菌株の多種類の成分を分析

して特性把握する際，及び保管菌株を用いた発酵食品の

分析の際に，誘導体化処理無く簡便に，高感度に，一斉

に定量分析が行えることは先述のとおり，比較解析等の

データ解析から原因やメカニズムを解明するうえでも，

特に対象を絞らない有用因子の探索においても，非常に

効果的である。今後も本検出方法を用いて研究所乳酸菌

ライブラリーからGABA高生産菌株の取得を目指すと

ともに，多成分の一斉分析メソッド構築にむけて，機能

性成分や代謝成分の分析メソッドの融合及び追加を行っ

ていく。

４．結言

　発酵試料中のGABAについて簡易評価ならびに定量

分析を試みた結果，展開溶媒に酢酸-酢酸エチル-メタ

ノール-水系を用いたTLC分析及びサンプル調製液と溶

出溶媒にギ酸を添加したLC-MS分析によってGABAの

分離検出と定量分析が行えた。TLC分析では複数サン

プルのGABAを短時間で簡易的に検出でき，LC-MS分

析では誘導体化なしに短時間でGABAを定量分析でき

るとともに，GABA及び有機酸を同一のLC-MS条件で

分離分析が可能であり，一斉に分析が行えるため，非常

に効率的である。

　今後，GABA生産菌株の探索を行うとともにタンパ

ク質構成アミノ酸20種類や，オルニチンやシトルリンと

いった機能性アミノ酸をも同一装置条件および溶媒条件

で一斉分析できるように検討を行っていく。
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型板を用いた陶磁器装飾模様作成の手法検討
デジタル技術応用による伝統産業に適したデザイン開発手法の

研究開発と普及事業　第３報（その１）

デザインチーム　　比嘉　明子，木戸　雅史，竹浪　祐介

要　　旨

　型板を用いた陶磁器への装飾模様作成の手法検討において，今回は，型板の離型性の向上を目指して，離型剤の使用

とともに，アクリル（レーザー加工），シリコン（レーザー加工），ABS樹脂（３Dプリント）を材料に型板を修正して，

作製テストを行った。「離型」「作業性」「仕上がり」により評価したところ，総合的には，アクリルの型板が最も良好な

結果となった。今回，離型向上を目指して取り組んだが，離型性のみに着目するとシリコン製の型が有効であった。し

かし，土の充填と除去の工程では作業性が悪いことが判明した。また，装飾模様部分に抜け勾配を付加したABS樹脂

の型については，３Dプリンタの積層形式により生じる断面の筋が阻害要因となり，アクリルを超えるほどの効果は得

られなかった。型板で装飾模様を作成する手法では，総合的に評価が高いアクリル型板の使用を中心に検討を進める。

一方，離型性が非常に良好なシリコンの活用については作業性の改善が課題となるため，製作手順の再検討を行う。

１．はじめに

　本研究では，デジタル技術を取り入れた伝統産業に適

したデザイン開発手法の構築及び業界普及に取り組み，

伝統産業における新商品開発の強化や新規受注に対応で

きる量産力向上など課題の解決に取組んでいる。製作工

程に対する業界ニーズの収集と技術普及のため，講習会

やヒアリングによって調査を行うとともに，デジタル技

術導入による試作工程の短時間化・省力化が可能な工程

の設計及び新しいデザイン提案を可能にする手法を設計

する。さらに実務者による試作・検証を行い，事例を蓄

積し業界普及に取り組むものである。

　令和元年度は工程設計として，アクリル板を素材に

レーザー加工機で装飾模様を彫り抜いた型板を用いて模

様の粘土を素地本体にまとめて一度に接着し装飾する工

程を検討した１）。成果を元に陶磁器事業者に試作依頼を

したところ，アクリル製型板による装飾模様作成は可能

であるが，離型性の向上の必要性が指摘された。令和２

年度では，離型の向上という課題解決に取り組んだので

報告する。

２．型板を用いた作製テスト

2.1.　条件

2.1.1　型板の再設計

　これまでレーザー加工によるアクリルの型板で検討を

すすめてきたが，型板を作成する上で，離型性や作業性

を向上させるため，装飾模様部分への抜け勾配の付加及

びシリコン素材の活用の２点を検討することにした。前

者はレーザー加工によるアクリル板の型では不可だが，

熱溶解積層形式の３Dプリンタであれば作成できるた

め，素材はABS樹脂となるが実施することとした。

表１　再設計した型

図１　型の図面（装飾模様の配置）
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　後者のシリコン活用は，柔軟性のある材質であるため

離型がスムーズに行えると予想したものである。この他，

離型時に型を持ち上げる動作を補助するためすべての型

にハンドルを付加した。再設計した型を表１に示す。

　装飾模様は，円形や方形を含む大小の幾何学模様６点

で構成した（図１）。

2.1.2　粘土と離型剤

　使用する粘土について，磁土は「上石（じょういし）」

（日本陶料），陶土は「白土（しろつち）」（泉陶料）を使

用した。前回のテスト同様にそれぞれの土3000ｇに酸

化コバルト30ｇ混練（１％）して色土を作製した。

　土台となる素地本体についても前回同様，たたら成形

（粘土の塊を均一の厚みに切り分け板状にして成形する

技法）により作製した。素地本体と装飾部分は同じ土で

実施した。

　また，離型の向上のため，離型剤として食用油を使用

することとした１）。筆を用いて，土台に押し付ける面と

模様の断面に適当な量を塗布することとした。離型剤を

用いない場合，図２左のように，模様が付かず，形にな

らない事を確認した。

2.2　作製手順

　作製手順は以下の（1）～（7）である。

（1） たたら整形で素地本体（土台）の粘土板をつくる。

（10センチ角程度，厚み７ミリ）

（2）型板毎に粘土板３枚ずつ模様付けをする（図３）。

（3）乾燥

（4）素焼

（5）施釉（３号釉）

（6）本焼（還元焼成）

（7）完成

2.3　結果と考察

　結果について，表３と表４に示す。2.2の作製手順（2）

の模様付けの工程における「離型」「作業性」と，（7）の

完成時における模様の「仕上がり」について，０～３の

４段階で２名により評価した。なお模様の「仕上がり」

はついては，付着せず剥がれがあった場合は０（不良）

とした。詳細を以下に記す。

①アクリル（レーザー加工）

　離型は良好であった。また，天面が平滑なため他の材

料の型に比べて，不要土を除去する工程をスムーズに行

うことができ，作業性が良いことがわかった。仕上がり

では角がきっちり表現できるなど形状の再現が非常に良

好であった。

表２　材料（粘土）の種類

図２　離型剤の有無（左：離型剤なし，右：離型剤あり）

図３　模様付けの様子

①型板に対し，生地に当てる面と模
様の穴の側面に離型剤を筆で塗る。

④定規で型板の天面をこそげて模様
表面を整える。

⑤型板を上げて外す。

②型板を素地本体に当て，装飾用粘
土を模様の穴に指で押し込む。

③ワイヤで不要土をこそげる。

⑥完了。
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表３　作製テストにおける「離型」「作業性」「仕上がり」の評価

表４　完成したテストピース

②シリコン（レーザー加工）

　離型は柔軟性があるため非常に良好であった。しか

し，押し込んだ後の不要土を取り除く作業でその柔軟性

のため摩擦が生じ力を入れにくく効率が悪くなることが
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わかった。また，粘土を押し込む工程でも型が歪むため

模様の仕上がりの評価は低くなった。

③ABS樹脂（３Dプリント　抜け勾配なし）

　すべての項目で低い評価となった。特に模様粘土が付

着せず剥がれたものもあり評価が低くなった。３Dプリ

ントで生じる断面の積層の筋が離型を阻害したためと思

われる。

④ABS樹脂（３Dプリント　抜け勾配あり）

　抜け勾配を設定したが，③との比較では離型は向上し

た。しかし①アクリルと比較して離型は同等で作業性に

おいては不良であった。③と同じく，④が離型向上に繋

がらなかったのは，３Dプリントで生じる断面の積層の

筋が離型を阻害したためと思われる。

　「離型」「作業性」「仕上がり」の３項目の合計で，す

べての粘土で最も評価が高いのが，①のアクリルであ

り，低いのは③ABS樹脂（抜け勾配なし）であった。粘

土別の合計の平均値を算出したところ，総合的な評価順

位は①，④，②，③となった。

３．まとめ

　型板を用いた陶磁器への装飾模様作成の手法検討にお

いて，今回は，型板の離型性の向上を目指して，離型剤

の使用とともに，アクリル，シリコン，ABS樹脂を材

料に型板を修正して，作製テストを行った。

　「離型」「作業性」「仕上がり」により評価したところ，

総合的には，アクリルの型板が最も良好と言う結果と

なった。今回，離型向上を目指して取り組んだが，離型

性のみに着目するとシリコン製の型が非常に有効であっ

た。しかし，土の充填と除去の工程では作業性が悪いこ

とが判明した。また，装飾模様部分に抜け勾配を付加し

たABS樹脂の型については，３Dプリンタの積層形式

により生じる断面の筋が阻害要因となり，アクリルを超

えるほどの効果は得られなかった。

　型板で装飾模様を作成する手法では，総合的に評価が

高いアクリル型板の使用を中心に検討を進める。一方，

離型性が非常に良好なシリコンの活用については作業性

の改善が課題となるため，製作手順の再検討を行う。 
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デジタルクリンナップ手法による伝統工芸品制作プロセスの改善検討
デジタル技術応用による伝統産業に適したデザイン開発手法の

研究開発と普及事業　第３報（その２）

デザインチーム　　竹浪　祐介

要　　旨

　伝統工芸における制作プロセスの改善を目的とし，ハンドメイド（手作り）の原型を3Dスキャンしてデジタルデータ

化し，3D-CAD上でデータを加工して修正及び補正を施す“デジタルクリンナップ”手法を陶磁器と漆器の制作事例に

応用した結果，デジタル工程の可逆性と精度の高さから原型制作の負担軽減や表現の幅を広げるなどの効果を確認し

た。また，新型コロナウイルス感染症拡大を受け，対面での打ち合わせに代替できる3Dビューワーソフトウェアやオ

ンライン会議システムを活用したデザイン検討の手法について検討し，効果を確認した。

１．はじめに

　デジタル技術応用による伝統産業に適したデザイン開

発手法の研究開発と普及事業１）２）の一環として，本報で

は伝統工芸品の制作プロセスのうち，とくに設計段階に

対し，3Dスキャナーや3D-CADなどのデジタル技術を

導入することにより造形作業を効率化し，表現の幅を広

げることができる“デジタルクリンナップ”手法の応用

とその効果を報告する。今回は，陶磁器と漆器の制作プ

ロセスについて取り組んだ。工程の概要を図１に示す。

２．「磁器製ブランドロゴ徽章」の開発手法

2.1　課題

　陶磁器の原型制作工程において，比較的小型で曲面構

成が複雑な場合，従来のハンドメイドでは加工に時間と

手間がかかるため，効率化が求められていた。また，新

型コロナウイルス感染症拡大により，対面での打ち合わ

せが難しくなっており，これらに対応する解決策が事業

者から求められた。

　これらの課題を解決するため，京焼・清水焼窯元であ

る「陶仙窯」の新しいブランドロゴをデザインに取り入

れた徽章（襟章）の原型設計の一部にデジタル技術を取

り入れ，デジタルクリンナップ手法を応用し，オンライ

ンによるデザイン検討を行った。

2.2　制作プロセス

2.2.1　粘土による拡大粗原型作成

　デザイン原案は「陶仙窯」のローマ字ロゴ「TOHSEN」

を直線で構成・図案化したものである。本来はグラ

フィックデザインとして印刷物など平面での使用を想定

したこのデザインを徽章として立体化し，原型を制作す

ることを試みた。徽章は一辺が15mm程度と小さく，そ

の表面は20以上の異なる傾斜角度を持つ平面で構成さ

れた，立体的ステンドグラスのようなデザインが求めら

れた。

　微細な加工が求められるため，原寸大で多数のパター

ンをハンドメイド（いわゆる「手作り」，以下ハンドメ

イドと表記）でデザイン検討することは難しく，効率的

ではない。そこで，粘土にて20倍程度でハンドメイドに

て造形した拡大原型（粗原型）を検討の手がかりとした。

原図案と拡大原型を図２に示す。

図２　ブランドロゴデザイン
（左：平面図案　右：ハンドメイドによる粘土製拡大粗原型）

図１　設計プロセスの模式図
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2.2.2　原型の3Dスキャニング

　拡大粗原型を3Dスキャナー（コニカミノルタ製 

RANGE5）で3Dスキャンを行い，デジタルデータとし

てコンピュータに取り込んだ。測定ソフト「RANGE 

VIEWER」での測定条件を表１に示す。

2.2.3　3Dスキャンデータのクリンナップ

　スキャンにより得られた立体形状のデジタルデータか

ら，頂点や稜線などの立体構成のポイントを抽出して

3D-CAD（GeomagicDesignX及びRhinoceros）にて描き

直すことにより，原型をトレースするクリンナップを

行った。その様子を図３に示す。平面デザインの立体化

にあたって，3D-CADを使用することで，同一平面上に

４点以上の頂点が存在するなどの立体構成の不明瞭な箇

所が明らかとなり，補助的に面を再分割することで原案

のデザイン性を損なわずに造形の見直しにつなげること

ができた。

2.2.4　 オンライン会議とビューワーアプリの併用による

デザイン検討

　3D-CADにてトレースした立体データを，3Dビュー

ワーソフトウェア「iRhono3D」にて依頼者と共有した。

このソフトはデータの加工はできないが，3D形状を任

意の角度から観察できるもので，3D-CADを持たないク

ライアントとの遠隔での3D形状チェックに有用である。

また，数値化しづらいイメージの共有など感性的な意思

疎通のためにオンライン会議システム「zoom」も併用

することで，対面での打ち合わせと遜色ないコミュニ

ケーションをとることができた。その様子を図４に示す。

2.2.5　3Dプリンタによる原型出力

　前述したプロセスにより得られた造形データを光造形

方式の3Dプリンタ（FORM2）にて原寸大出力した。出

力条件と出力した原型を表２及び図５に示す。

　拡大原型を原寸大に縮小することで見た目の印象が変

わるため，3D出力モデルを元に再度3D-CADにて凹凸

のギャップに修正を加え，鋳込み成形用の原型を完成さ

せた。

2.2.6　陶磁器焼成による検討

　出力した3Dプリントの原型から石膏型を取り，型押

し成形と釉がけ及び焼成を経て，陶器製の試作品が完成

した（図６）。この段階でも，釉がけによる凹凸の印象

の変化を再検討するため，デジタルクリンナップの工程

を用いて凹凸のギャップの修正を繰り返した。

表１　測定条件（RANGE VIEWER）

図３　デジタルクリンナップ
（左：トレース過程　右：面の再分割 （破線））

図４　 オンライン会議とビューワーソフトによる非対面での
デザイン検討（上：zoom　下：iRhino3D）
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2.3　評価

　拡大原型と3Dスキャン及び3D-CADを用いてクリン

ナップすることで，サイズが小さく微細な面構成の陶磁

器原型を精密に設計・制作することができた。

　原寸大3Dプリントや焼成後からの修正は何度かあっ

たが，依頼者へのヒアリングにより，ハンドメイドでは

より多くの時間と労力を必要とすることは明らかとのこ

とであり，開発プロセスの効率化をはかることができた。

　また，既存のオンラインの会議システムやビューワー

アプリを組み合わせることでデザインプロセスをほぼ非

対面で実現できたことは画期的であり，場所を限定しな

いため，コスト削減に繋がり，コロナ禍でのデザイン開

発の幅を広げることができた。

３．漆芸へのデジタルクリンナップの応用

3.1　課題

　乾漆技法における原型造形の課題は，従来の石膏など

の技術を用いた場合，ハンドメイドの原型が忠実に再現

され，かえって歪みや非対称，意図しない凹凸といった

不具合も写し取られてしまうため，イメージの具現化及

び作品の量産には膨大な時間と労力がかかるという点に

ある。

　この課題解決を検討するため，今回は漆芸作家による

作品“メッセージカプセル”の制作と，京都市産技研が

実施する伝統産業技術後継者育成研修漆工コースの研修

生１名の作品“漆塗蒔絵トルソー”制作へのデジタルク

リンナップ手法の応用と実践について述べる。

3.2　実践プロセス

　実践は両作品とも（１）ハンドメイドでの原型作成，

（２）デジタルクリンナップ，（３）出力・髹漆の手順で
行った。このプロセスは作り手の技能向上を否定するも

のではなく，補助するツールとしての活用を目指してお

り２），（１）の原型制作はあくまでもハンドメイドである。

3.3　メッセージカプセル

3.3.1　粗原型の制作

　図７に“メッセージカプセル”の粗原型を示す。粗原

型は，漆芸作家が発泡スチロールを材料に試行錯誤して

いる段階で，ここから「もう少し両端を太くしたい」「膨

らみの曲線をなだらかに」といった繊細な要望があっ

た。ハンドメイドによる原型制作は発泡スチロール切削

で行うことが多く，ほぼ不可逆な造形方法であるため，

表２　出力条件（Form2）

図６　粘土型押し成形・焼成による陶器製試作
（上：石膏押し型　下：陶磁器試作）

図５　光造形方式3Dプリンタでの原寸大出力
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削りすぎた形状を“盛り直す”修正は負担が大きい。こ

の点からも，ハンドメイドを繰り返すよりも，粗原型を

基に作家の意図を取り入れてデジタル設計したほうが効

率的であると考えられた。

3.3.2　原型の3Dスキャニング

　粗原型を3Dスキャナー（コニカミノルタ製 RANGE5）

でデジタルデータとしてコンピュータに取り込んだ。測定

ソフト「RANGE VIEWER」での測定条件を表３に示す。

3.3.3　3Dスキャンデータのクリンナップ

　スキャンしたメッセージカプセルの立体データを，形

状の特徴を構成する点及び曲線を抽出しながら3D-CAD

（GeomagicDesignX及びRhinoceros）にて描き直すク

リンナップ（トレース）を行い，曲率の変化などについ

て漆芸作家の意向を汲みながら曲面の微細な修正を繰り

返した（図８）。粗原型は「蓋」と「身」が分割してい

ない状態のものだったが，データ分割し，漆塗りの塗膜

の厚みを考慮した合口と立ち上がり部を追加設計した。

3.3.4　3Dプリントによる原型出力

　造形データをFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンタ

（Stratasys F370）にて原寸大出力した。出力条件を

表４に示す。

　FDM造形はオーバーハング角度によりサポート材が

必要となり，その除去でのコスト増や造形精度の低下が

懸念される。メッセージカプセルはほぼ楕円筒形のた

め，開口部を上向きに垂直に立てる向きで造形を行った。

3.3.5　髹
きゅうしつ

漆（漆塗り加工）

　出力した3Dモデルに，依頼者である漆芸作家が髹漆
の伝統技法である下地処理を行い，中塗り・上塗り・

螺鈿加工で漆芸品として仕上げた。3Dモデルの素材は

ABSである。漆の接着性も良く，木製素地と同等の作

業性が得られた。（図９）。

図７　メッセージカプセル原型
（発泡スチロール製　右下：部分拡大）

表３　測定条件（RANGE VIEWER）

図８　クリンナップ画像
（左：粗原型のスキャンデータ　右：クリンナップ後）

表４　出力条件（F370）

図９　 デジタルクリンナップ手法を経て完成した漆芸作品
“メッセージカプセル”
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3.4　漆塗蒔絵トルソー

3.4.1　粗原型の制作

　トルソーについては洋裁用の市販のマネキンの形状を

参考に再加工する手順で制作を行った。

　3Dスキャンは対象の立体形状を精密にデジタルデー

タ化することができるため，模倣のツールとしても使わ

れかねない。そのため，スキャンした形状をそのまま複

製して販売することは他人の権利を侵害する恐れがある

ことも研修で伝えている。当該作品はあくまで独自性を

持った作品作りのための一手法として，商品としてでは

なく，技術研修の研究用途としての引用及び検討の過程

における利用として意匠法等によって定められた範囲内

で利用した。

3.4.2　原型の3Dスキャニング

　粗原型を3Dスキャナーでデジタルデータとしてコン

ピュータに取り込んだ。大型の対象物については，対象

物を動かさずにスキャナーを動かせるハンディタイプの

3Dスキャナー（CREAFORM製Handyscan700）が適し

ている。マネキンの3Dスキャンの様子及び測定ソフト

「VXelements」での測定条件を図10と表５に示す。

3.4.3　3Dスキャンデータのクリンナップ

　マネキンから得た3D形状データもメッセージカプセ

ル同様に3D-CADにてトレースを行い，肩幅の張りや腰

部のくびれ，胸部について複数の変形バリエーションを

制作して検討した。その様子を図11に示す。

3.4.4　3Dプリントによる原型出力

　造形データをFDM（熱溶解積層）方式の3Dプリンタ

（Stratasys F370）にて原寸大出力した。出力の様子と

出力条件を図12及び表６に示す。

　トルソーは人間の上半身程度と大型のため，データは

上中下を３分割したうえで低コストなPLA素材にて造

形し，造形後に市販のアクリル用接着剤で接着加工した。

表５　測定条件（VX elements）

表６　出力条件（F370）

図10　マネキンの3Dスキャンの様子

図11　3D-CADによる“トルソー”の形状バリエーション

図12　3D出力中の原型
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3.4.5　髹
きゅうしつ

漆（漆塗り加工）

　出力した3Dモデルに研修生が髹漆の伝統技法である
下地処理を行い，中塗り・上塗り・蒔絵加工で漆芸作品

として仕上げた。3Dモデルの素材はPLAだが漆の接着

性も良く，木製素地と同等の作業性が得られた（図13）。

3.5　評価

　3Dスキャン及び3D-CADを用いてクリンナップする

ことと，制作者の意向を細やかに汲むことで，ハンドメ

イド原型がラフなものであっても，完成度の高い最終製

品に至ることができた。またトルソーの事例では既製品

を参考にした場合，変形加工を施すことでオリジナリ

ティある作品を実現できた。

　メッセージカプセルは京都市・パリ市の職人やアー

ティストの文化・技術交流プロジェクト「savoir-faire 

des takumi」の一環として発表された。その様子を図14

に示す。

４．まとめ

　今回は，デジタルクリンナップ手法を取り入れて，陶

磁器「ブランドロゴ徽章」の開発，そして漆芸の「メッ

セージカプセル」及び「トルソー」原型作成応用の実践

を行った。その結果，陶磁器・漆器の両工芸分野におい

て，この手法を導入することにより原型制作時の効率化

が実現できた。

　デジタルクリンナップ手法は工程を単純に省力化する

ものではない。ハンドメイドでは“手なり”として見過

ごされがちな僅かな立体構成の矛盾をデジタル技術によ

り解消でき，制作者が希望するデザインの微妙なニュア

ンスを実現するためにデジタル技術の特徴である可逆性

という利点を活用することができれば，制作の効率化に

寄与することが期待できる。

　伝統産業におけるデジタルクリンナップ手法の導入

は，今のところ「先駆的な作り手だけが活用する限定的

な技術」であるが，脈々と受け継がれてきた伝統技法が

そうであったように，普及を進めることで一般化し，業

界全体の技術の底上げに貢献できると思われる。

　今後もハンドメイドとデジタル技術双方のメリットを

活かした事例として，伝統産業を中心に随時，技術移転

と普及を図りたいと考えている。

文献

１）竹浪祐介：京都市産業技術研究報告，No.7，p.75

（2017）．

２）竹浪祐介：京都市産業技術研究報告，No.10，p.59

（2020）．

図14　 作品発表（上：savoir-faire des takumi展覧会（MOCAD
ギャラリー）　下：Art Fair Tokyo）

図13　 デジタルクリンナップ手法を経て完成した“漆塗蒔絵
トルソー”
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型紙自動作製システムの実用性検討
型友禅における型紙作製の自動化に関する研究（第４報）

色染化学チーム　　籔内　　快，上坂　貴宏

デザインチーム　　沖田実嘉子　　　　　　

製織システムチーム　　廣澤　　覚　　　　　　

要　　旨

　型友禅における型紙作製は手彫りで行われ，職人の技能に大きく依存している。しかし近年，職人の高齢化や後継者

不足によって型紙を作製できる職人は減少しており，型友禅業界に大きな影響を及ぼす事態が予想される。そこで本研

究では，平成28年度からカッティングプロッターを用いた型紙自動作製システムの検討を行っている。今回の検討で

は，従来の手彫りの型紙とカッティングプロッターで機械彫刻した型紙について，型友禅染現場の熟練職人の手で型置

きを実施し，実用性の評価を行った。その結果，機械彫刻の型紙でも手彫りの型紙と遜色のない品質で染色できたこと

から，機械彫刻の型紙には型友禅に使用するうえで十分な実用性を有するものと考えられる。今後は，当技術の普及活

動と現場レベルで発生する新たな課題に対し，技術支援を継続していく。

１．緒言

　京都の繊維産業は高度に分業化していることが特徴で

あるが，近年，高齢化や後継者不足により，分業体制が

危機的な状況を迎えつつある。型紙製造工程においても

高齢化や職人の減少により，型紙の供給が困難になる可

能性が指摘されている。型紙の供給が途絶えることにな

れば型友禅業界に与える影響は甚大であり，この問題へ

の解決策が求められている。

　職人不足による型紙作製工程の断絶という問題の解決

策の一つとして型紙作製の自動化が考えられる。染色型

紙の機械彫刻は伊勢型小紋を対象に検討されており，型

紙製造工程への適用において，その可能性が示されてい

る１，２）。京都の型友禅業界においても，型紙の供給不足

への対策が求められており，京都独自の生産工程に合致

した型紙自動作製システムの開発が希求されている。

　そこで本研究では，28年度より型紙自動作製システ

ムの構築を検討してきた。その中で，コストの低さや省

スペース性に大きな利点があり，かつ，手彫りの型紙と

切断形状も近いことから，型紙の自動加工用の装置とし

てロールタイプのカッティングプロッターを選定し，そ

の実用性を評価してきた。これまでの研究で，座標補

正用目印（トンボ）の活用と加工条件の調整により，型

枚数が３枚程度の比較的単純な図案では十分な性能があ

ることを確認しており，より複雑な図案について型友禅

染現場における実用性を評価することが求められてい

た３～５）。

　本報では，機械彫刻した型紙の型友禅染現場における

実用性を評価するために，十数枚程度の型枚数となるよ

う，振袖柄の一部を抜粋した図案で染色を行うスケール

アップテストと振袖一反分の染色を行うパイロットテス

トを実施した。また，事前に型紙の作製精度を確認する

ため，糸目を型置きせずに挿し色のみを型置きするラボ

染色（型友禅）試験を所内の設備を用いて行った。

２．実験方法

2.1　型紙

　型紙は厚さ約0.2 mm（10番）の合成型紙（CP紙）にポ

リエステルフィルムを裏張りして使用した。

2.2　加工機

　カッティングプロッターはロールタイプのミマキエン

ジニアリング製，CG-75FXⅡを使用した。また，カッ

ト圧150 g，カット速度は１ cm/sでカットを行った。

2.3　図案

　スケールアップテストおよびパイロットテストで使用

した図案を図１，図２にそれぞれ示す。スケールアップ

テストに使用した図案は，1300×400 mm程度の振袖柄

の一部を抜粋したもので，牡丹や梅，玉手箱などの古典

柄を多く含み，型枚数が14枚となる図案を選択した。

　パイロットテストに使用した図案は，振袖に使用さ

れる図案を選択しており，総型枚数215枚（うち写真型
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27枚）となる図案である。今回の検討では写真型を除く

188枚をカッティングプロッターで作製した。パイロッ

トテストで作製した型紙の配色表を表１に示す。

2.4　カットデータの作製

　図案のデータからカッティングプロッターで使用する

ベクターデータを作成するまでの工程を図３に示す。

表１　パイロットテストで使用した型紙の配色表

図１　スケールアップテストで使用した図案

図３　カットデータ作成過程
（緑：Photoshopでの作業，赤：Illustratorでの作業）図２　パイロットテストで使用した図案
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図５　ラボ染色（型友禅）試験で作製した染色布

　カットデータの作成は，カッティングプロッターで型

紙を彫刻するために新しく導入される工程である。従来

の工程と比べると，トンボの付与やPC上での分版作業，

ラスターデータのベクター化処理などが追加で必要とな

る。

　今回の検討では，トンボの付与には株式会社ミマキエ

ンジニアリングの提供するFineCutを使用し，ベクター

データの作成には，Adobe Illustratorのトレース機能を

使用した。

2.5　ラボ染色（型友禅）試験

　糊剤には加工でんぷんであるソルビトーゼC-5を使用

し，染料は酸性染料および含金酸性染料を使用した。型

紙としてスケールアップテストで作製した機械彫刻の型

紙の一部を使用し，ゴム箆を用いて型置きを行い，蒸し

箱で30分蒸した後，水洗，ソーピングを行った。

2.6　染色（型友禅）

　スケールアップテストおよびパイロットテストの染色

（型友禅）は市内型友禅染工場において，熟練の職人に

機械彫刻の型紙と手彫りの型紙のそれぞれで型置きを実

施していただいた。型友禅後の蒸し，整理は市内の関係

工場にて行った。図４に実際に型置きを行っている写真

を示す。

３．実験結果

3.1　ラボ染色（型友禅）試験

　図５に染色試験で作製した染色布の写真を示す。今回

の検討では３枚の型紙で染色を行っており，それぞれの

型紙の間には糸目分の隙間が空くように設計している。

また，濃赤は他２色を比べると少し柄が小さくなる設定

で彫刻しており，濃赤の周りには少し大きな白場が残る

はずである。

図４　パイロットテストの様子
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　図５を確認すると予想どおり，薄赤と黒の隙間に比べ

ると濃赤と黒の間の隙間の方が大きくなっていることが

確認でき，機械の設定どおり型紙が作製されていること

が分かる。また，各色の隙間は糸目型による染色で埋め

られるため，欠点にはならない。

　各色の境界が大きく重なっている箇所もなく，柄の周

囲にある程度均一に白場が残っているため，機械彫刻の

型紙の精度は十分に高く，型友禅の型紙として高い実用

性を有しているものと考えられる。

3.2　スケールアップテスト

　前回，報告した実地試験５）と比べると，型枚数は約

５倍となり，牡丹をはじめ，菊，梅，笹，扇面，玉手箱

といった多種多様な柄で構成されており，より複雑で彫

刻の難しい図案を選択している。型紙のサイズは約760

×500 mmで，一反の振袖の染色を行う場合の半分強の

サイズでの試験となっている。

　スケールアップテストで作製した染色布の写真を図６

に示す。図６中の二つの染色布を比較すると，手彫りの

仕上りに対して機械彫刻の仕上りに遜色はなく，今回の

図案では十分な実用性を有することが確認できた。

　また同時に，作業性について聞きとり調査を行った結

果，型紙を合わせる作業やゴム箆での型置き，型紙を外

す作業など，型紙の関わる全ての作業について，機械彫

刻と手彫りの間に大きな差異はなく，機械彫刻の型紙の

使用が工程トラブルの直接原因となる可能性は低いもの

と考えられる。

3.3　パイロットテスト

　パイロットテストでは，振袖一反分の型紙をカッティ

ングプロッターで作製し，型友禅染工場での染色を行っ

た。型紙は最大で1360×500 mmのものを使用し，型友

禅染現場における染色に即した試験である。

　パイロットテストで染色した振袖を仮絵羽仕立てした

写真を図７に示す。図７中の２反の仮絵羽を研究所職員

ならびに友禅工場関係者にも見分していただいたとこ

ろ，仮絵羽の状態での品質は手彫りのものに対して遜色

はなく，機械彫刻の型紙は一反分の生地を染色した場合

でも，手彫りの型紙の代替として使用できる性能を充分

に有しているものと考えられる。

　染色時に，機械彫刻の型紙に起因する工程トラブルの

発生も確認されず，工程上問題ないものと考えられる。

また，今回も作業性のヒアリングを行ったが，スケール

アップテストと同様に手彫りの型紙と作業性の差異はほ

ぼないという回答であった。これらのことから，機械彫

刻の型紙には従来の品質を保持するのに十分な性能があ

図６　スケールアップテストで作製した染色布（左：機械彫刻の型紙使用，右：手彫りの型紙使用）
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製した型紙でも手彫りの型紙と遜色のない品質の型友禅

が可能であり，省力化にも寄与することを確認した。以

上のことから，当事業の本義である「後継者不足による

型紙供給問題への解決策の提示」について，当技術を利

用することにより貢献できるものと考える。

　今後は，当技術の普及と普及に当たって現場レベルで

発生する課題に対する技術支援を行っていく。
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り，手彫りの型紙の代替として実用上使用可能であるこ

とが分かった。

　パイロットテストの実施時に作業時間の記録を行い，

手彫りで型紙を作製した場合とのコストを比較した。機

械彫刻の場合，カットデータの作成工程のほかに，機械

に型紙をセットするための準備工程や切断した柄の不要

な部分を取り除く工程が必要となる。一方で，彫刻は機

械が自動で行うため，彫刻にかかる作業時間は大幅に削

減される。図８に示す図案を彫刻する場合について試算

すると，機械彫刻により分版～彫刻工程の作業時間は約

25％削減可能であると試算された。

　機械彫刻に合わせ，型紙作製工程の最適化を行うこと

により，さらなる省力化も期待できる。今後，当技術の

普及に努め，現場との連携を密に行うことで，省力化効

果をより高める活動も併せて行っていく。

４．まとめ

　本研究では，カッティングプロッターを用いた型紙自

動作製システムの実用性について検討し，機械彫刻で作

図７　パイロットテストで作製した振袖（左：機械彫刻の型紙使用，右：手彫りの型紙使用）

図８　コストの試算に使用した図案（右袖）
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染色加工技術を用いたセルロースナノファイバーの機能化

色染化学チーム　　井内　俊文，上坂　貴宏

要　　旨

　セルロースナノファイバー（以下CNF）は，天然由来のバイオマス資源であり，既存のプラスチック代替素材として

だけではなく，物性を活かしたエレクトロニクスデバイス分野などでの展開が期待されている。その一方で，これらの

用途に応じたCNFの機能化には，一般的な化学反応が用いられており，より環境負荷の少ない機能化方法が求められ

ている。本研究では染色加工技術を用いて，低環境負荷なCNFの化学修飾を目指し，染料分子がCNFに結合する反応

染料を用いたCNFへの置換基導入を試みた。結果として，従来の染色加工技術を応用することで，CNFに一定量のア

ミノ基を導入できることを確認した。

１．緒言

　セルロースは，植物を構成する主成分であり，事実上

無尽蔵に存在することに加え，木材資源の有効活用や脱

炭素社会の構築という観点からも，その利用が検討され

ている。また，木質パルプを機械的もしくは化学的にナ

ノサイズまで解繊して製造されるCNFは，その特徴的

な性質も相まって注目されている。加えて，近年ではワ

ンウェイプラスチックの使用増加や海洋プラスチックご

み問題が顕在化しており，これらの資源循環システムの

構築が急務となっている。このため，CNFをはじめと

したバイオマス資源は益々重要視されており，実用化に

向けた研究開発が活発に行われている。

　CNFは，膜やシート，樹脂との複合化としての用途

だけでなく，フィルター部材，エレクトロニクスデバイ

ス，食品，医薬，化粧品分野での応用も検討されてお

り１），CNFの特性を活かした様々な製品が開発されつ

つある。しかしながら，現状ではCNFの化学修飾は，

有機溶剤中で毒劇物を含む各種化学物質との有機反応が

一般的であり，より環境負荷の少ない機能化方法が求め

られている。

　一般的なセルロース繊維である綿や麻への染色加工技

術は，長年にわたって研究開発が行われており，その蓄

積された技術実績の一部は，同じセルロースを構成成分

とするCNFにも適用可能である。染色加工は工業的な

有機反応に比べて環境負荷が小さく，しかも水を溶媒と

しているため，CNF水分散液に対してそのまま反応を

行えるという利点がある。以上の背景から，染色加工

技術によるCNFへの化学修飾を目指して，染料分子が

CNFに結合する反応染料を用いて，CNFへの置換基導

入とその効果を検証した。導入する置換基としては，反

応性に富み，金属吸着などの用途が期待できるアミノ基

をターゲットとした。

スキーム１　Reactive Orange 16によるCNFの染色とアミノ化（R:スルホン酸基）
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　スキーム１にアミノ基の導入工程を示す。反応染

料により染色した着色CNF（1）を還元することで，

1-Naphthol誘導体（3）が脱離し，アミノ化CNF（2）を得

る。また，蛍光分析によりアミノ化率を概算するととも

に，アミノ基への反応を試み，CNFへの置換基導入が

達成されているかを確認した。

２．実験方法

2.1　試薬及び実験装置

　本研究で使用したCNFは，株式会社スギノマシン

製のBiNFi-s（標準繊維長，５ wt%）を用いた。染色に

は，ビニルスルホン型の反応染料Reactive Orange 16

（Sigma-Aldrich社製）を使用し，Mathis社製Turby 

Type Tにより染色・還元試験を行った。吸光度の

測定は紫外可視分光光度計（株式会社日立製作所，

U-3010），測色には分光測色計（コニカミノルタジャ

パン株式会社，CM-3600A）をそれぞれ用いた。また，

蛍光測定には蛍光分光光度計（株式会社堀場製作所，

FluoroMaxTM-4）を用いた。

2.2　反応染料によるCNFの染色

　反応染料は塩基性条件下で反応基がビニルスルホン

基に変化し，次いで求核付加反応により主としてセル

ロースの６位のOH基に共有結合を形成する２）。そのた

め，スキーム１における１段階目の反応にはアルカリ

が必要となる。図１に染色条件を示す。CNFの染色は，

一般的な木綿の染色処方３）を参考に以下の手順で行っ

た。CNF分散液に蒸留水と芒硝（無水硫酸ナトリウム，

Na2SO4）を加えて攪拌した。染料ストック溶液，炭酸ナ

トリウム（Na2CO3）を加えて攪拌し，浴比が1:120とな

るように水を加えて調整した。50℃で60分染色した後，

ヌッチェでろ過し，ろ塊を熱水で繰り返し洗浄して未固

着の染料を除いた後，ろ塊に水を加えて分散液とした。

なお，染色の吸尽率は染料の染色前後の吸光度差から算

出した。

2.3　還元剤によるアゾ基の還元

　染色された（1）を還元剤により還元することで，（2）を

得た。還元はハイドロサルファイト（亜ジチオン酸ナト

リウム，Na2S2O4）を用いて，塩基性条件下で検討した。

還元後はヌッチェでろ過し，ろ塊を熱水で繰り返し洗浄

した後，水分散液とした。なお，反応は0.1 wt%濃度で

検討を行った。還元の反応率は吸収スペクトルの変化率

から相対値として換算した。

2.4　アミノ化率の定量と確認

　CNFの１ g当たりに導入されたアミノ基量を概算した。

Reactive Orange 16を炭酸ナトリウム 1.0 g/L，ハイド

ロサルファイト４質量部，50 ℃で還元することで（3）を

生成し，蛍光スペクトルによる検量線を作成した。得ら

れた検量線から（3）の生成量を算出した。（3）は（2）と当量

生成するので，得られた値が（2）のアミノ化率と考えら

れる。また，生成したアミノ基にアゾカップリング反応

を行うことで，置換基が機能していることを確認した。

３．実験結果と考察

3.1　CNFに対する反応染料の吸尽率変化

　表１に芒硝，炭酸ナトリウムの添加量を変えた場合の

CNFの吸尽率変化を示す。

図１　CNFの反応染料による染色条件

表１　CNFの染色条件と吸尽率変化

Na2SO4 Na2CO3

[g/L] [g/L] [%]
0 16.7 13.7

0.8 16.7 12.2
4.2 16.7 14.7
8.3 16.7 17.2

41.7 16.7 40.3
83.3 16.7 61.3
50.0 0 2.1
50.0 2.5 32.2
50.0 5.0 34.7
50.0 10.0 38.8
50.0 20.0 41.3
50.0 30.0 42.8
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　吸尽率は，芒硝がない場合は13.7 %であるが，添加

量を増やすに従い吸尽率が向上している。他方，炭酸

ナトリウムも同様に添加量が増えると吸尽率が向上し

ているが，一定量で伸びが少なくなり，10 g/L，20 g/L

でそれぞれ38.8 %，41.3 %となり，吸尽率は飽和してい

る。また，本稿では詳細は割愛するが，染料の添加量は

10 %o.w.f.で吸尽率が飽和しており，それ以上加えても

向上することはなかった４）。得られた結果について考察

するため，綿布帛に対して同様の染色を行い，比較対象

とした。図２にCNFと綿布帛の吸尽率の測定結果を示

す。なお，炭酸ナトリウムの添加量は共に16.7 g/Lに統

一したが，浴比はCNFと布帛で統一することは困難で

あったため，それぞれ1:120，1:30として染色した。綿

との吸尽性の比較結果は，興味深いことにかなり類似し

た吸尽率変化を示し，芒硝添加量が42 g/Lのとき，CNF

と綿でそれぞれ40 %，46 %という結果となった。これ

までの研究から，直接染料でCNFと綿を染色した場合，

CNFは綿に比べて著しく吸尽率が向上するが，反応染

料ではそのような傾向が見られないという結果が得られ

ている４）。本研究で用いたCNFは植物由来のセルロー

スを原料として機械的に解繊されたものであるが，木質

には本来セルロース，ヘミセルロース，リグニンなどの

性質が異なった高分子も含まれている。この様な木質の

構成成分ごとの染色性についての研究報告は既に報告５）

されているが，反応染料による染色性は検討されておら

ず，今後も検討を続けたいと考える。

3.2　還元剤によるアミノ化

　この反応は還元剤により被染物を脱色することから，

「脱色」とも称される。スキーム１中の（2）は還元によ

り染料母体部分のπ共役が切断されており，大幅に短波

長へシフトすることで脱色される。還元には染色加工に

おいて一般的に使用されるハイドロサルファイトを用い

た。ハイドロサルファイトは，酸性，高温条件下では容

易に分解し，塩基性条件であっても，pHや濃度に応じ

て異なった分解挙動を示す６）。他方，反応染料による繊

維の結合は強塩基性条件下で不安定化すると報告されて

いる７）。以上より，反応基と繊維の結合へのダメージが

少なく，且つハイドロサルファイトの分解が少ない条件

として，pH 11前後で還元条件の検討を行った。結果を

表２に示す。

　ハイドロサルファイトの量と温度に依存して，反応率

が上がる傾向が確認できる。一方，炭酸ナトリウムはハ

イドロサルファイトの分解を抑える働きを期待して添加

したが，添加していない場合もある程度は脱色反応が進

行している。加えて，炭酸ナトリウムの添加量が増えす

ぎると反応率がむしろ低下する傾向も見られた。また，

実験は100 mLスケールで行ったため，反応温度による

違いはほとんどなかったが，スケールアップした場合は

攪拌効率と反応温度によって還元速度が大きく変わっ

た。

3.3　アミノ化率の定量

　化合物（1）を0.1 wt%濃度で炭酸ナトリウム1.0 g/L，ハ

イドロサルファイト1.0 g/L，90 ℃で還元した反応液の

表２　着色CNFの還元条件と反応率変化

Na2CO3 Na2S2O4

[ ] [g/L] [g/L] [%]
25 1.0 0.5 18.7
25 2.0 0.5 17.1
50 0.0 0.5 17.1
50 1.0 0.5 26.9
50 2.0 0.5 23.3
60 0.0 0.5 21.2
60 0.5 0.5 18.1
60 1.0 0.5 23.3
60 2.0 0.5 22.3
70 1.0 0.5 30.1
70 2.0 0.5 20.7
80 1.0 0.5 31.1
80 2.0 0.25 19.7
80 2.0 0.5 23.3
80 2.0 1.0 28.0

図２　CNFと綿布帛の芒硝添加量変化と吸尽率
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　カップリング反応により得られた（4）と，反応前の化

合物（2）の測色結果を図４に示す。還元された（2）は可

視域での吸収がほとんどなくなっており，白色となって

いるが，アゾカップリング反応により600 nm付近まで

幅広い吸収帯が現れている。これは，カップリングによ

りCNFに連結したアミノ基に，新たに色素となる化合

物が生成し，結果としてπ共役長が拡張されたためであ

る。なお，生成した4-(Phenylazo)-1-naphthol部位は

C.I. Solvent Brown 4であり，実際得られたCNFは橙色

に近い茶色となった。以上より，CNFの表面にアミノ

基が確かに生成しており，且つ反応性があることを確認

した。

４．結言

　CNFを一般的な条件で染色し，還元することで容易

にアミノ基をCNF中に導入できることが確認できた。

本反応は特別な設備を必要とせず，非常に温和な条件

で，且つ水分散液のままCNFへ置換基を導入できる点

で有望である。この結果から，目指した染色加工技術に

よるCNFの化学修飾は十分可能であると見出した。今

後は得られたアミノ化CNFの詳細な物性の解析と，ア

ミノ基への金属吸着などの用途を更に調査し，新しい加

工方法として提案につなげていきたい。

参考文献

１）ナノセルロースフォーラム編:“図解よくわかるナノ

セルロース”，日刊工業新聞社（2015）

２）安部田貞治，今田邦彦:“解説 染料化学”，株式会社

色染社（1989）

３）大沼亥久三他: "三訂版 染色" 近藤一夫監修，東京電

機大学出版局（1987）

４）上坂貴宏，井内俊文: 繊維学会誌，76(11)，469-472

蛍光スペクトルを図３に示す。また，Reactive Orange 

16から得られた蛍光の検量線を図中に示す。なお，ハ

イドロサルファイトが共存するため，特に脱気は行わず

に測定を行った。得られた蛍光強度から，（3）及び同量

生成する（2）は0.035 meq/gと概算した。有機反応によ

るCNFのアミノ化８）では0.6 meq/g程のアミノ化率が報

告されており，今回得られた反応率は十分とは言えない

が，一般的な染色工程だけで，特別の試薬や設備を利用

せずにCNFへの置換基導入を達成できた点は有用であ

る。なお，反応率の向上という課題は現在も検討を続け

ており，詳細は別途報告したい。

3.4　アミノ化CNFの確認

　アミノ基の導入を視覚的に簡便に確認するため，アゾ

カップリング反応によるアミノ基への反応を試みた（ス

キーム２）。反応は，1 wt%のCNF水分散液で行い，氷

浴中でジアゾ化した後，1-Naphtholと反応した。また，

用いた試薬は，（2）のアミノ化率から換算すると，NaNO2

は100 当量，1-Naphtholは120等量という過剰量を加え

て反応した。アゾカップリング反応により，CNFが着

色されたことを確認した後，ろ過して十分に熱水で洗浄

し，未反応の1-Naphtholを除いてから，ろ塊を水中に

分散して水分散液とした。

図３　（1）の還元により生成した（3）の蛍光スペクトル
（挿入図はReactive Orange16を還元して得た検量線）

スキーム２　生成したアミノ基へのアゾカップリング

図４　（2）及び（4）の測色結果（0.1 wt%水分散液）
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近代日本画に使われていた群青系絵具の化学分析による解析

産業・文化連携　　田口　　肇，島村　哲朗

京都市立芸術大学　　紀　　芝蓮，高林　弘実

要　　旨

　京都市産業技術研究所では，文化財の分析・解析技術の高度化とそれを活かした文化財修復等への技術提供を目的に，

各機関との連携による取組を実施している。

　その中の一つに京都市立芸術大学との共同研究があり，これまで明治から昭和にかけ京都画壇で活躍した木島櫻谷遺

品の絵具について，化学分析による解析を行い，近代日本画に使用されていた絵具の変遷や体系化について検討を行っ

てきた。

　今回は群青系の絵具について検討を行った結果，非結晶体の物質は含まれず，結晶鉱物によるものであることが示唆

された。またそれらの絵具は，単一の結晶鉱物ではなく，銅を含む結晶鉱物と鉛を含む結晶鉱物の混合物であることも

示唆された。

１．緒言

　地方独立行政法人京都市産業技術研究所（以下，京都

市産技研）では，平成30年度の法人化２期目より「文化

財修復連携プロジェクト」を「産業・文化連携推進プロ

ジェクト」に変更し，文化財の分析・解析技術の高度化

とそれを活かした文化財修復等への技術提供を目的に，

各機関との連携を図った事業に取組んでいる。

　その中で京都市立芸術大学（以下，京都市立芸大）と

の共同研究において，明治から昭和にかけて京都画壇で

活躍した木島櫻谷遺品の絵具について，これまで黄緑系

に関する化学分析を活用した解析を行い，近代日本画

における彩色材料の変遷や体系化について検討を行っ

た１）。

　今回は，近代に流通していた鉛を含有する群青系絵具

について，木島櫻谷の作品に対する非破壊による蛍光X

線分析の報告はあるものの２），その物質等に関する詳細

な解析がないことから，X線回折等による解析を行い，

近代日本画に使われた群青の化学組成について検討を

行った。

２．実験方法

2.1　木島櫻谷遺品の絵具に関する分析について

　京都市立芸大が入手した木島櫻谷遺品の絵具は約400

点あり，その中から，群青系について光学顕微鏡観察

を基に粒子の異なる３種類の絵具（No.7101，No.7137，

No.7215）を選定し，蛍光X線及びX線回折による分析

を行い，絵具成分の解析を行った。

2.2　光学顕微鏡観察

　光学顕微鏡観察は，SELMIC 製のデジタル顕微鏡［カ

メラ：SE-3000（300万画素），レンズ：SE-40Z（40～

240倍ズームレンズ）］を使用し，240倍における絵具の

色や粒子状態について観察した。

2.3　蛍光X線分析

　蛍光X線による元素分析は，Thermo Fisher Scienti-

fic製 NitonXL3tにより測定を行った。

　測定条件は，X線管球Ag，モードはMining Modeで，

Cu/Znの４段階光学フィルター交換機構を用い，１測定

につき計100秒，照射X 線のコリメーターは８mmφに

より測定を行った。

2.4　X線回折分析

　絵具に含まれる結晶鉱物等の定性分析は，リガク製

UltimaIVにより，表１に示す測定条件のもと，θ/2θ

スキャン，2θ＝5-70°による測定を行った。

表１　X線回折測定条件
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元素は銅であり，その元素情報を基に得られた回折ピー

クの定性分析を行った結果，それらの結晶鉱物は，藍銅

鉱（Cu3(OH)2(CO3)2 ）の回折パターンと一致した。また，

それ以外の回折ピークについても、表２の元素結果を基

に定性分析を行った結果、緑鉛鉱（Pb5(PO4)3Cl），黄鉛

鉱（Pb10(PO4)0.53(AsO4)5.47Cl2）の回折パターンと一致した。

　これらの天然鉱物の色は，藍銅鉱は群青色，緑鉛鉱は

緑色，黄緑色又は褐色，黄鉛鉱は黄色もしくは黄褐色で

あり，写真１の色粒子の結果と一致している。

３．まとめ

　木島櫻谷遺品について，粒子の異なる３種類の群青系

絵具について，光学顕微鏡観察，蛍光X線及びX線回折

による分析を行った結果，構成される色粒子のサイズは

異なるが，検出された元素及び結晶鉱物は類似したもの

であることが分かった。

　また，群青については近代に入り人造岩絵具の流通が

あったとされるが，今回測定した３種類の絵具について

は，釉薬等の破砕物による非結晶の原料は認められず，

結晶鉱物で構成されることが確認できた。また，それら

は，単一の結晶鉱物ではなく，複数の結晶鉱物を混合し

たものであることも確認できた。

　今後は，黄緑色系や群青系以外の絵具についても分析

を行い，時代背景による日本画絵具の変遷と各色別によ

る体系化について検討を行っていく。

参考文献

１）田口 肇，島村哲朗 他，京都市産業技術研究所研究

報告，No.9，86（2019）．

２）紀 芝蓮，高林弘実，京都市立芸術大学美術学部研

究紀要，63，71（2019）．

３．結果と考察

3.1　光学顕微鏡観察について

　今回選定した３種類の絵具についての240倍による光

学顕微鏡による観察写真を写真１に示す。

　観察結果からNo.7101は，青色の粒子を主体とした，

緑，茶，黄，無色の粒子が観察されたことから，単一の

鉱物でないことが分かった。また，No.7137については，

粒子サイズは細かいが，色の構成はNo.7101と類似して

いた。No.7215については，No.7101と同様の観察結果

となった。

3.2　蛍光X線分析結果について

　各絵具についての半定量法（FP法）による蛍光X線分

析の結果を表２に示す。

　表２よりNo.7101においては，銅を主成分に，鉛，鉄，

ケイ素，硫黄，ヒ素，アルミ，亜鉛等が検出された。

No.7137，No.7215においても同様の元素が検出されて

いることから，光学顕微鏡観察による色粒子の構成と類

似した結果となった。

3.3　Ｘ線回折結果について

　各絵具についてのX線回折分析の結果を図１に示す。

　図１より，３つの絵具について得られた回折パターン

は類似していた。この結果から，これらの絵具について，

同じ結晶鉱物で構成されていることが確認された。ま

た，黄緑系絵具で検出された釉薬等に見られる非結晶の

ものはなく１），どれも結晶性鉱物原料であることも確認

された。

　表２の蛍光X線分析の結果より，各絵具に含まれる主

写真１　群青系絵具の光学顕微鏡写真
（a）　No.7101　（b）　No.7137　（c）　No.7215

（a） （b） （c）

図１　絵具のX線回折パタ－ン
（a）　No.7101　（b）　No.7137　（c）　No.7215

表２　絵具の元素分析結果
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京都酵母を使用した低アルコール日本酒の試作開発指導

バイオ系チーム　　清野　珠美，廣岡　青央

要　　旨

　京都市産技研分譲酵母を活用した低アルコール日本酒製造の技術指導を行った。総米500 kgの仕込に対して，分譲

酵母30本を使用して酒母を省略した低アルコール日本酒製造計画を提案し，市内酒造会社で試作を実施した。完成した

試作酒は，アルコール分13%で，甘味を感じつつ，苦味や渋味がアクセントとなり，後味のキレがよく全体的にまとまっ

た味わいとなった。

１．緒言

　日本酒製造は開放発酵であり，常に野生酵母などの雑

菌汚染の危険にさられている。このような状況で優良な

酵母による発酵を健全に行わせるために，最初のステッ

プとして，米と麹に少量の培養酵母を加えて，日本酒製

造に適した優良な酵母を増殖させ，日本酒製造のスター

ターである酒母（しゅぼ）を製造する。一方で，優良酵

母を大量に純粋培養させた固形酵母や乾燥酵母，アンプ

ル酵母をスターターとして活用し，日本酒製造の最初の

段階で乳酸と大量の酵母を投入して，酒母製造工程を省

略した製造方法が考案されている１）～３）。

　京都市産技研で行っている，日本酒製造に適した酵母

の分譲（販売）事業では，酵母の培養液（170 ml）を封入

したビン（以下，分譲酵母という。）を酒造会社に分譲し

ている（図１）。通常は酒母製造のために酒造会社に分

譲しているが，分譲酵母を用いて酒母省略仕込を行うた

めの使用量の検討を行ったところ，総米（日本酒製造に

使用するすべての米の量）400 kgの製造規模であれば，

60本分の酵母を添加することで，日本酒製造に必要な十

分量の酵母を得られることが分かった４）。

　そこで，この分譲酵母を用いて，酒母製造を省略した

製造方法による低アルコール日本酒の試験製造を，市内

酒造会社の協力の下で実施したところ，分譲酵母の使用

量，原料（米，麹，水）の添加量（以下，仕込配合とい

う。），製造時の温度経過を指導し，良質な試験酒が完成

した。本報ではこの事例を報告する。

２．製造計画の提案

　今回の事例では，京都酵母の「京の恋」，原料米とし

て祝（精米歩合65%）を使用した。仕込工程と総米500 kg

の仕込配合を図２及び表１に示す。

　酒母の代わりに添加する分譲酵母の本数については，

昨年の研究報告４）の結果から計算すると，総米500 kg

であれば75本程度必要となる，しかし，実際のどぶろく

製造事例では，必要量の半分でも発酵に問題がないこと

が分かっている。したがって，今回は分譲酵母の添加量

を30本として検討を行った。

　また，製造の後半に蒸米を添加し，麹の酵素によって

添加した米を糖化させることで酒に甘味を付与して，低

アルコールによる味の乏しさを補い，味のバランスを整

えるようにした。最終製品の目標分析値は，アルコール

分10%，酸度4.0，日本酒度－20程度とし，低アルコー

ルでも甘酸っぱく濃醇な味わいの酒質を目指すような製

造計画とした。

図１　産技研分譲酵母
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３．製造計画

3.1　製造開始～後半の蒸米投入直前まで

　製造開始から後半の蒸米投入直前までの操作工程を記

載する。

水麹

　仕込水に麹米，乳酸そして酵母を添加し，20℃で酵母

の増殖を促す。

添仕込

　水麹から約16時間後，仕込水，乳酸，蒸米を添加し，

醪の品温を15℃に調整して酵母の増殖を促す。

留仕込

　添仕込から２日後，仕込水，麹米，蒸米を添加し，醪

の品温を10℃に調整する。以降は，表２の計画表に沿っ

て醪の品温を推移させる。

図２　京都酵母を使用した低アルコール日本酒の仕込工程

表１　酒母省略仕込を活用した低アルコール日本酒の仕込配合

表２　試験製造　醪品温計画表

kg 24 80 312  84  500 
kg 0 80 240  84  404 
kg 24 0 72    96 

L 100 60 400 40  600 1200 
mL * 500 500     1000 

3300
* 90-92%
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3.2　後半の蒸米投入～上槽，火入れ充填まで

　留仕込から13日目で，醪に蒸米を投入する。蒸米は

80℃程度まで放冷し投入し，櫂入れ（撹拌）はせず，蒸

米の塊が残ったまま静置する。これにより，蒸米が麹の

糖化酵素の至適温度50～60℃になり，投入した蒸米の

糖化が促進され，甘味が出てくる。

　蒸米投入の翌日には５℃ほど醪の品温が上昇している

ので，そこからさらに１日１℃ずつ温度を下げ，10℃

になったところで分析を行う。分析結果に問題がなけれ

ば，アルコール分調整のために追水を行い，上槽（固液

分離）する。上槽後の日本酒はアルコール分が低いため，

早めにオリ引き，火入れ（殺菌）充填を行い，微生物汚

染を防ぐようにする。

４．試験製造結果

　実際の試験製造による醪の品温経過と各種分析値の推

移を図３に示す。製造には冷却装置付きのタンクを使用

したため，温度経過はほぼ計画通りに行うことが出来

た。発酵途中も微生物汚染等による異臭の発生はなく，

アルコールも留19日目で17.5%と十分に生成されたた

め，今回酒母の代わりに添加した分譲酵母の量でも健全

な発酵が進んだと考えられた。

　今回の製造では，後半の蒸米投入から酵母による醪の

発酵が再度活発になるため，酵母が発酵中に生成し，の

ちに「つわり香」と呼ばれるバター臭の原因成分となる

ピルビン酸が醪中に残存しやすくなる。「つわり香」の

発生を防止するためには，醪中のピルビン酸が100 ppm

以下になってから上槽するのがよい。留仕込から19日目

の醪のピルビン酸濃度を分析したところ，12.7 ppmと

なり，目標の100 ppmを十分下回っていたため，翌々日

の留21日目でアルコール分13%程度になるように醪への

追水を行い，すぐに上槽を行った。

　図３に示す留21目で上槽した直後の日本酒を分析し

たところ（表３），酸度は目標値の4.0よりも低くなって

いた。この日本酒への割水（わりみず：上槽酒に水を添

加してアルコール分や味の調整を行う）による香味の変

化について官能評価を行ったところ，当初の目標である

アルコール分10%まで割水すると，香味が希薄となった

ため，割水せずに火入れ充填を行うこととした。酸度が

低くなった原因の１つとして，製造に使用した蒸米が比

較的「固め」であったため，米の溶解が穏やかになり，

酵母の発酵による酸生成も穏やかになったことが考えら

れた。

　今回の試作酒の比較として，過去の文献５）に記載さ

図３　低アルコール日本酒試験製造　留仕込１日目以降の醪品温経過及び各種分析値
（酒造会社から提供）
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れていた低アルコール日本酒の分析値例と比較すると

（表３），今回の試験酒は，酸度は低い傾向にあるが，

比較的日本酒度が低くなっており，後半の蒸米投入によ

る甘味付与は十分に行えたと考えられた。実際に，火入

れ充填後の製品について官能評価を行ったところ，甘味

は強く感じられる一方で，苦味や渋味がアクセントとな

り，味のキレもよく全体的にまとまった味わいとなって

いた。

５．おわりに

　分譲酵母を用い，酒母製造を省略した製造と低アル

コール日本酒製造を実施したところ，健全な発酵が進む

とともに，良質な日本酒を試作することができた。今回

の知見を元に，分譲酵母による酒母製造を省略した製造

法の提案や，高濃度酵母培養製品の製造検討に活かすこ

とで，京都全域での分譲酵母の利用促進につなげてい

く。

６．謝辞

　本報告における試作酒の製造は，令和２年度「日本産

酒類のブランド化推進事業」において，松井酒造株式会

社にて実施した。松井治右衛門氏をはじめ，試作酒製造

に関与いただいた関係の方々に深く感謝いたします。

参考文献

１） 下出光男 他:日本醸造協会誌，60，631-634（1965）．

２） 坂井 劭 他:日本醸造協会誌，66，264-270（1971）．

３） 浅野行蔵 他:日本醸造協会誌，94，338-345（1999）．

４）清野珠美，廣岡青央：京都市産業技術研究所研究報

告，No.10，p.46（2020）．

５） 佐藤 信 他：“増補改訂最新酒造講本”，p.210（1996）．

表３　試験酒の分析値と低アルコール清酒の文献値

*

A B C 

vol% 13.0 11.5 12.0 13.0 

-13.6 ±0 -3.5 ±0 

1.2 2.3 2.0 2.3 

1.5 2.0 1.6 1.8 

* 5) 
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「文化的工芸品」のデザイン要素を活用したライフスタイルブランドの構築
（第３報）

～「京都×能装束」文化ものづくりプロジェクト～

デザインチーム　　松原　　剛，松田なつみ，沖田実嘉子，比嘉　明子

要　　旨

　「京都×能装束」文化ものづくりプロジェクトでは，参画企業４社とともに「桃山モード」をコンセプトにして開発

した商品（24種類）について，販売促進のための支援を行なった。

　販路開拓については，文化に対する意識の高い売場として百貨店を対象に定めて，合同販売会実現を目指していた

が，新型コロナウイルス感染症拡大による非常事態宣言の影響を受け，販売のスタートは各社個別の販売を余儀なくさ

れた。その後，社会情勢に注視しながら京都伝統産業ミュージアムMOCADギャラリーで参画企業４社合同の展示販売

会を開催した。さらには，（１）オンライン販売のためのコンテンツとしてプロジェクトのプロモーションビデオ制作，

（２）SNSを活用した積極的な情報発信，（３）新規商品企画の提案などを中心に取り組んだ。

１．緒言

　本プロジェクトは，京都市のものづくり中小企業に対

して，美術館・博物館が収蔵している「文化的工芸品」

のデザイン要素を活用した商品企画の提案と開発支援を

行うものである１）。

　また，京都市の第２回「文化首都・京都」推進本部会

議（平成30年２月21日）で重点方針に掲げられた「文化

を基軸とした市政運営」を，地域企業支援という形で推

進する取組でもある。

　今回，取り組むスキームは,「試作品開発・展示会発

表→販売検討・流通確保」の流れではなく, 企画段階か

ら販売・販路を意識した，新たな「ものづくりの潮流」

の提案を目的としている。

　本プロジェクトは，一般社団法人林原美術館（以後，

林原美術館）の協力を得て，歴史的・文化的にも価値が

ある能装束のデザイン要素を活用できるプロジェクト体

図１　「産業×文化」という新たな企業支援の取組

林原美術館

歴史的，文化的に
価値ある工芸品を

参画企業

現代の
ライフスタイル
ブランド製品へ

京都市産業技術研究所
・能装束（池田家伝来）
　の資料提供
・商品の公認

・商品開発と販売
（株）亀田富染工場・秀和（株）・（株）髙岡・宮井（株） 文化感度の高い消費者

・伝統染織の色彩や能装束に関する知見
　を活かしたブランドコンセプトの構築
・デザイン検索システムの構築
・デザイン開発支援
・販路の開拓と支援
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制を組み，「産業×文化」という新たな企業支援のスキー

ムを構築した（図１）。

　令和元年度には「桃山モード，それは凛とした可憐さ」

というコンセプトに基づき，「文化感度が高い消費者」

をターゲットにメインライン（共通柄）・オリジナルラ

イン（各社個別柄）の商品（24種類）を開発した２）。令和

２年度には，これらの販売促進支援に取り組んだ。新型

コロナウイルス感染症により影響を受けたが，参画企業

４社合同による展示販売会の開催及び見本市出品を実施

した。加えて，SNSを通じた情報発信を強化するとと

もに，プロモーションビデオを作製し，オンライン技術

の積極的な活用手法を検討した。

　また，本プロジェクトで開発した「デザイン検索シス

テム」１）を活用し，新規の商品開発を進めた。本稿では，

これらの取組について報告する。

２．展示販売と見本市出品による支援

　販路開拓支援については，文化に対する意識の高い売

場として百貨店（日本橋三越本店，大丸松坂屋京都店）

を対象に定め，合同販売会の実施を目指していたが，新

型コロナウイルス感染症拡大による非常事態宣言の影響

を受け，開発商品を合同展示販売する機会は延期・中止

となった。百貨店等が休業するなどの影響が大きい中，

参画企業による個別の販路やオンライン販売により４月

末から，開発商品の販売を開始した。

　展示販売支援のため展示披露する機会を検討し，京都

市勧業館「みやこめっせ」（京都市左京区）で２回の展示

会及び１回の見本市出展を実施した。（表１）

　１回目の展示販売会は，「みやこめっせ」地下１階の

京都伝統産業ミュージアムMOCADギャラリー（以下，

MOCADギャラリー）にて実施した。商品を購入された

１名は，事前に本プロジェクトのSNSで情報を得てお

り，他にも数名の方がSNSで情報を得ていることが会

話の中から確認できた。プロジェクトキックオフ（令和

元年８月26日）から地道に実施し，販売まで繋がった

SNSの効果として１件を確認した。購入された方から

は，商品自体の魅力とともにプロジェクト自体の取組に

共感したことが購入の動機となった感想なども聞かれ，

商品開発の背景を購入者に伝え，共感を得ることの大切

さを実感した。

　次に第２回京都ギフトショーでプロジェクトの紹介を

行なった。来場したメーカーの担当者や百貨店のバイ

ヤーからは，「自社でも同様な取組を検討したい」とい

う反応や「京都企画の催事としても面白い」などの前向

きな意見が聞かれ，プロジェクトの方向性に対して一定

の評価が得られた。

　２回目の展示販売会は，再度MOCADギャラリーで実

施した。社会状況の違いから単純な比較はできないが，

来場者数は，初回の倍近い数まで伸びた。来場者には，

本プロジェクトの目的が販売利益だけを目的にしたもの

ではなく，能装束のような文化的に価値のある美術品を

保持している私立美術館の持続化支援にもつながり，後

世に価値ある文化を残していくプロジェクトであること

を伝え，多くの共感するご意見をいただくことができた。

展示会 会期 会場 来場者 取材

「京都×能装束」
文化ものづくり
プロジェクト

2020,08,07～11
（５日間）

京都伝統産業
ミュージアム
MOCADギャラリー

（地下１階）

188名
２社
山陽新聞
繊研新聞

第２回京都
ギフトショー

2021,03,10・11
（２日間）

第２展示場
（１階）

18,553名
（ブール来場者

は255名）
なし

「京都×能装束」
文化ものづくり
プロジェクト2nd

2021,03,18～22
（５日間）

京都伝統産業
ミュージアム
MOCADギャラリー

（地下１階）

355名
１社
J-COM

表１　展示会及び見本市出展（於京都市勧業館みやこめっせ）

図２　第２回京都ギフトショー

図３　「京都×能装束」文化ものづくりプロジェクト２nd
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３．プロモーションビデオの制作

　本プロジェクトにおいて参画企業４社によるSNSの

活用拡大または拡充による支援を検討した。そこで，プ

ロジェクトの開発商品についてより一層のオンラインビ

ジネスへの拡大に対応するための支援として，プロモー

ションビデオ（以下，PV）の制作を行った（図４）。

　PVの制作目的は，プロジェクトのプロモーション

ツールとして活用することで，「桃山モード」のライフ

スタイルブランドのイメージと価値を高めることであ

る。使用場所や方法としては，展示販売会「『京都×能

装束』文化ものづくりプロジェクト２nd」の会場での

動画展示及び参画企業４社の商品販売での活用を想定し

た。ターゲットは，「文化感度が高い消費者」に設定した。

　「桃山モード」のライフスタイルブランドのイメージ

と価値を高めるために，ブランドイメージと直結するビ

ジュアルの美しさを表現すると共に，視聴者に親近感と

興味を持ってもらえる内容とする必要がある。

　そこで，ビジュアルの美しさについては，鮮やかな色

彩と曲線の多い意匠，繊細なモチーフ表現を特徴とする

池田家伝来の能装束が美しく映えるよう，動画画面の背

景を黒に統一した。また文字情報については，ビジュア

ルを邪魔しない白字とエフェクトでシンプルに仕上げた。

　一方で，参画企業４社にも出演いただき，視聴者に親

近感と興味を持ってもらえるよう，視聴者を意識した内

容を収録した。具体的には，日常の商品製造の作業風景

と，各企業代表者に対して行ったインタビューに率直に

答えていただいているシーンを盛り込むことで，ものづ

くりに対する誠実な姿勢と親しみやすさを画面から感じ

られるよう試みた。（表２，図５～８）

　PVは，各企業代表者のインタビューシーンを２種類

作成し，ショートバージョン及びロングバージョンとし

た。ショートバージョンでは，「桃山モードの企画とは，

何ですか。」という問いとし，ロングバージョンでは，

「本企画に参画された感想をお願いいたします。」とい

う問いを設定し，視聴者に向けた生産者としての想いが

収録されている。

　BGMについては，前半のビジュアル紹介の荘厳なイ

メージと，後半の参画企業４社による出演場面では音調

の異なるBGMを使用している。そうすることによって，

メリハリが生まれ，シーンの展開を明確に示すことがで

きる。

内容（ショートver.）
時間
（目安）

備考

導入
起

（つかみ）

１ 導入タイトル 00：03
『桃山モード。それは「凛と
した可憐さ」』

２
MOCADの展示動画を
少々
（後にしっかり挿入）

00：02

承
（広げる）

３ 桃山モードのイメージ 00：03 ビジュアルを中心に。 簡単に

４
林原紹介
（静止画を動かす）

00：15

数多くの収蔵品の中で，能
装束が今もなお美しい色彩
をそのままに保存されている
（タイムスリップしたような）

５
能装束（一点），ビジュ
アル
（静止画を動かす）

00：04
能装束

『桃山モード』イメージ

能装束は，イメージビジュアル
の紅白団のみ。（引きと全体）
あとは，企画書のビジュア
ル，タイル状のものとか
「桃山モードって何だろう」
を美しさやビジュアルから魅
せる。

６ テキスタイルの紹介 00：02

７ 商品紹介（静止画） 00：30 ４社のメイン商品の紹介 各社さんの真摯なモノづくり

転
（盛り上
げ・サビ）

８
参画企業紹介（動画），
各社社長さんのコメン
トなど

01：20 ４社の作業風景の動画

各企業作業動画のくぎりと
して，社長さんの一言「桃山
モードは○○です。」何文字・
何秒かに制限する。

９
記者会見 2020.2.14
（静止画）

00：03 写真で紹介

10
MOCAD展示のみ
2020.8.7～11
（動画・静止画）

00：05

結
（しめ）

11
各企業のショップ紹介
エンドクレジット

00：03

合計 02：30

表２　PV構成案

図４　プロモーションビデオのQRコード
（左　ロングバージョン

https://www.instagram.com/tv/CMlSiMwg2Kd/ ，
　右　ショートバージョン

https://www.instagram.com/tv/CMgElPeg7Fz/）

図６　PV内容（「桃山モード」イメージ及び林原美術館の紹介）

図５　PV内容　導入
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　本プロジェクトは，単独企業による事業とは異なり，

複数の業種が一つのテーマに即した商品開発を行うこと

で生まれる相乗効果が本プロジェクトの大きな特徴とも

言える。本PVからもそれを感じ取ってもらえるよう，

シーンごとの参画企業の統一感を重視し，インタビュー

シーンの背景等詳細についても統一したセッティングイ

メージとするなど，PV全体のまとまりにも意識し，制

作した。

　完成したPVの活用成果としては，SNS投稿による展

示販売２ndの事前告知をはじめ，参画企業４社ホーム

ページ，Facebook，Twitter等でのプロジェクトのプロ

モーションツールとしても活用（図９）。

　また，SNSのコンテンツとしてのPV活用は，後述の

ように，オンラインとオフラインの連携のための手法と

しても有用であった。

４．SNSを活用したプロモーション

　本プロジェクトでは，SNSを活用したプロモーショ

ンを令和元年９月より開始している。

　本プロジェクトのターゲットユーザーである「文化感

度が高い消費者」に対し，商品コンセプト「桃山モー

ド」に共感してもらえる顧客の獲得を目指しFacebook，

図７　PV内容（商品紹介及び参画企業紹介）

図８　PV内容（昨年度の活動紹介及び参画企業ショップ紹介）

図９　活用事例　秀和株式会社におけるホームページ掲載
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Twitter，Instagramの SNS アカウントを開設した

（表３）。

　前報２）では開発商品の発売前からプロジェクトに興

味を持ってもらう目的で実施したSNSでのプロモーショ

ンを報告した。

　コロナ渦で販売支援策として展示販売などを準備した

もののイベントが中止・延期となるなか，どのようにし

てプロジェクトの認知拡大と販売に繋げるかが，大きな

課題となった。これを解決するためにSNSを活用して

プロモーションを実施した。

4.1　SNSによるプロモーションの結果と考察

4.1.1　Twitter：オンラインとオフラインの連携

　Twitterでは「桃山文化など商品コンセプトの背景紹

介のような文化的でストーリー性のある，豆知識のよう

な内容の方が好まれる傾向にある」２）ことから，令和２

年度も引き続きこの内容をメインに投稿した。加えて，

スポット的に商品の発売情報及び，イベント告知を投稿

し，ターゲットユーザーが興味関心のある情報とプロ

ジェクト側が売り込みたい情報を約８：２の比率で発信

した（図10，11）。

　またフォロワーの開拓には，関連キーワード（能／着

物／池田家／戦国時代／安土桃山時代／大河ドラマ）及

び，展示会告知を行う期間（令和２年７～８月，令和３

年２～３月）には京都でのお出かけ（京都に行こう，京

都市美術館など）に関するキーワードを用いた。

　結果，図12に示す通りフォロワー数を令和２年４月～

令和３年４月の１年間で494人から1135人に増やすこと

ができた。８月及び３月にフォロワーが増えた要因は，

展示会に合わせて京都でのお出かけに関するキーワード

で行った施策に効果があったと考えられる。また12～１

月にフォロワーが増えた要因は，12月に発見した鎧兜に

図10　商品コンセプトとストーリーに関する投稿例

表３　プロジェクト各SNSアカウントとフォロワー数

SNS

Twitter Facebook Instagram
開設日 令和元年10月 令和元年９月 令和２年２月

フォロワー数
（令和２年４月
20日時点）　

494 95 137

フォロワー数
（令和３年４月
20日時点）　

1135 163 276

図11　商品の販売情報や展示・販売イベントの告知の投稿例



－84－

研究報告　№11（２０２１）

関連したアイテムの制作を行っているアカウントのフォ

ロワーをフォローしたところ，フォローバックする人が

通常よりも増えたためである。

　普段からSNS発信などオンラインでの施策で関心を

引きつつ，実物を手にしてもらえる店頭販売・イベント

も実施するなど，オンラインとオフラインの施策を両輪

で行うことで効果的なプロモーションに繋がったと考え

られる。コロナ渦でオンラインの施策が注目されるが，

フォロワー獲得にはオフラインの施策との連携が重要で

あることが示唆された。

4.1.2　Facebook：「ショップ」と「イベント」機能の活用

　TwitterやInstagramは，タイムラインに時系列で投

稿が並ぶため，過去の投稿を読み返し，じっくり閲覧し

てもらう使い方に適さない仕様になっている。

　そこで本プロジェクトの基本情報をストックするメ

ディアとしてFacebookを活用した。

　Facebookショップ機能を活用し，参画企業が開発し

た商品をまとめて閲覧でき，各社のオンラインショップ

への誘導ができるページを作成した（図13）。

　また，Facebook上でイベントの告知・集客・参加者の

確認ができるFacebookイベント機能も活用した（図14）。

イベントに登録するとプロジェクトのFacebookページ

だけでなく，「京都市内で開催中のイベント」のような

切り口でイベント情報をお知らせすることができる。令

和２年８月と令和３年３月に開催した展示販売のイベン

トページに関して，合計5858人にリーチし，120人がイベ

ントに参加予定又は興味ありとの回答が得られた。

　この結果から，少ない経費負担で6000人弱の人に告

知できる有用な手法と考えられた。

4.1.3　Instagram：世界観の発信

　プロジェクトの開始から商品発売前までは「桃山モー

ド，凛とした可憐さ」の世界観が感じられる装束などの

ビジュアルを紹介し，令和２年４月以降は参画企業４社

図13　Facebookショップの活用

図14　Facebookイベントの活用

図12　 令和２年度 Twitterフォロワー数の推移
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の店頭の様子などを投稿した。その結果，各社の活動の

情報共有とはなったものの，Instagramのユーザー層に

好まれる統一した世界観３）をビジュアルで表現するこ

とが困難となり，フォロワー数や「いいね」の数を伸ば

すことができなかった。

　そこで令和２年12月以降は，タイムラインへの投稿を

桃山モードの世界観が感じられるビジュアルに限定した

（図15）。一方，各社の店頭や展示会場のようなライブ

感のある投稿は，24時間限定で閲覧できる機能「ストー

リーズ」へ投稿する形に変更した（図16）。その結果，

令和２年４～７月の「いいね」数の平均が33.8だったが，

令和２年12～翌３月の「いいね」数の平均値を124.6に

改善することができた。

５．新規商品企画支援

5.1　企画内容

　プロジェクトの開発商品の幅を広げるため，令和２年

度のオリジナルラインとして新規商品開発を企画した。 

　内容は，能が持つストーリー性からコンセプトを起こ

すアプローチにより，商品に付加価値を持たせる試みで

ある。林原美術館の能装束には，実際に使用された演目

が推定できるものがいくつか存在する。

　本プロジェクトで構築した「デザイン検索システム」１）

により，演目をキーワードに検索すると５件の能装束

が検索できる。そのうちの一つが「稲束に鳴子文縫箔」

（図17）であり，演目「小鍛冶」の中で童子役に使用さ

れたと伝えられている。用いられている刺繡（稲束柄）

の優美さに加え，地紋（小花柄）にも繊細で可憐な動き

を感じることができ，桃山モードの商品として，十分に

活用できる要素を含んだ能装束である。

5.2　商品コンセプト

　演目「小鍛冶」４）は，天皇から勅命で作刀を命じられ

た刀匠三條小鍛冶宗近が主人公の物語である。宗近は天

皇の期待に応えられるだけの力量を持った相槌（パート

ナー）がいなくて思い悩む。そこで氏神の稲荷明神に参

拝し願を掛けたところ，童子が現れ草薙の剣に匹敵する

霊剣を作る事を約束して消える。宗近が鍛冶場で祈りを

捧げると稲荷明神の化身である霊狐が現れ相槌となり，

一緒に作刀する。完成した刀は「小狐丸」と銘が刻まれ，

天皇へ献上されるのを見届けた霊狐が稲荷山へ帰ってい

くというストーリーになる。図16　ストーリーズへの投稿例

図15　タイムラインへの投稿例（令和２年12月～令和３年３月）

図17　稲束に鳴子文縫箔
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　この演目を商品開発のストーリーにするため，デザイ

ンチームと外部アドバイザーでイメージキーワードをブ

レーンストーミングにより検討すると「チームワーク・

良縁・豊穣・平和・長刀鉾・御守・神の加護・高品質・

小狐丸・伏見稲荷・商売繁盛」等を抽出できた。これら

のイメージキーワードと共に「稲束に鳴子文縫箔」の柄

との関連を分析し，ストーリーから商品デザインのコン

セプトを起こす検討を行った。その結果，次のようなイ

メージストーリーを構築した。

　「稲束に鳴子文縫箔」に表現されている豊かに実った

「稲束」は，「豊穣」「平和」なイメージを持つとともに，

「稲荷明神」を連想させる。その「稲荷明神」から「神

の加護」を得て，有能な「相槌（＝パートナー）」との

「チームワーク」により，「高品質」な刀（＝価値）を得

る非常に縁起のいいストーリーになる。

　この「小鍛冶」のストーリー性を商品コンセプトへと

具体化するために，「稲束」の柄を中心にデザインを構

築し，各社へ提案することとした。これに対し，宮井株

式会社の昇華転写プリントの技術を活用した風呂敷とし

て試作開発をすることとなった。

5.3　試作デザイン

　開発のポイントとして昇華転写プリントは，版を作ら

ず画像データから直接プリントできるため，画像データ

の特徴である陰影などを効果的に表現したデザインにな

ることを心がけた。風呂敷の試作デザインは，「稲束に

鳴子文縫箔」の稲束の特徴的な部分を高解像の画像から

正方形の状態でランダムに切り出した。この複数のパー

ツを市松状に向きを変えながら配置する事で，風呂敷の

機能として包んだ時と広げたときに見える柄の両立を

図った。更にパーツの陰影が市松状に重なり奥行きのあ

るデザインに仕上げた試作案（図18）を最初に提案した。

　プリントした試作デザイン１について，宮井株式会社

と意見交換をして，能装束そのものでモノを包むイメー

ジの風呂敷の方向性で再度試作することになり，地紋の

草花文をデジタルデータとして描き起こし，地紋の色彩

を反転させ背景の奥行きを出した。

　その結果，試作デザイン２（図19）を提案した。能装

束そのものでモノを包む風呂敷のイメージは，アイディ

アとして意外性もある他，エコバッグとして活用される

機会の増えた風呂敷を，これからの循環型社会を生きる

パートナー（＝相槌）に見立てることで，ユーザーへア

ピールできるストーリーとなる。

　「小鍛冶」としての物語は，商品イメージや背景のス

トーリーとして，SNSで発信するとともに商品名やラッ

ピングの他にもポップアップデザイン等に活用してユー

ザーに伝えていく。

６．まとめ

　令和２年度は，「桃山モード」をライフスタイルブラ

ンドとして充実させ，その魅力を発表する準備を進めて

いた。しかし，年度当初から新型コロナウイルス感染症

図18　風呂敷試作デザイン１

図19　風呂敷試作デザイン２
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拡大の影響を受け，予定していたポップアップショップ

など展示販売の機会を中止せざるを得ない状況となっ

た。そのため限られた機会の中でブランドの魅力を伝え

ることに努め，参画企業は個々の販路から商品を流通に

展開した。

　本プロジェクトでは，３年間で調査→ブランディング

→販路検討→開発→販売という支援スキームを構築し

た。コンテンツを提供した美術館と商品を開発した参画

企業の両者にとってメリットがあり，有効な支援策とい

うことができ，他の中小企業への支援においても応用が

可能であると考える。今後は，本プロジェクトに参画し

た企業との契約が満了（2024.3）するまで着実に実施し， 

「産業×文化」による「京都らしいものづくり」につな

げるという本プロジェクトの目的を結実させる。
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熱硬化性樹脂の微細発泡成形において架橋点が
気泡核生成性に与える影響

（原題：Effect of crosslinking points on bubble nucleation in the 
microcellular foaming of thermosets）

高分子系チーム　　伊藤　彰浩，仙波　　健

京都大学　　大嶋　正裕　　　　　　

要　　旨

　熱硬化性樹脂の発泡体は，樹脂の架橋度と化学発泡剤からのガス発生速度の両方を制御することにより製造される。

本研究では，気泡核生成に及ぼす架橋度の影響をガス発生速度の影響から切り離して解析するために，架橋度を制御し

た熱硬化性樹脂を用いて，化学反応を伴わない超臨界二酸化炭素による物理発泡法を実施した。解析には様々な組成比

のスチレン/ジビニルベンゼン共重合体を，異なる架橋度の熱硬化性樹脂のモデル材料として用いた。樹脂の特性とし

て，架橋点間分子量や表面張力，二酸化炭素の溶解量，発泡温度での弾性率・強度の測定や推定を行い，得られた発泡

体の気泡構造と比較した。その結果，架橋点間分子量（架橋点間距離）が物理発泡における気泡核生成を決定する主要

因子であることが明らかになった。架橋点間距離が古典的核生成論により計算される臨界気泡径よりも小さい場合，気

泡は生成しなかった。すなわち，架橋点間距離が熱硬化性樹脂の発泡成形における気泡核生成を左右することを見出した。

（本研究は，Polymer誌, vol.216, 123414（2021）に掲載された。）
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強磁性金属ナノワイヤーの磁場強度制御液相合成

（原題：Magnetic field strength controlled liquid phase syntheses of 
ferromagnetic metal nanowire）

金属系チーム　　塩見　昌平　　　　　　　　　　　

京都大学　　Siti Rahmah Shamsuri，松原英一郎

要　　旨

　本研究は，液相還元法により合成される金属ニッケルナノワイヤーの形態に外部磁場強度が及ぼす影響について調べ

たものである。強い磁場中では，ニッケルナノワイヤーの前駆体であるニッケルナノ粒子が容易に磁場に沿って整列す

ることで，滑らかな表面を有する直線的なナノワイヤーが生成する。対照的に，弱い磁場中では粗い表面を有する枝分

かれしたニッケルナノワイヤーが生成する。このような，ニッケルナノワイヤーの形態に及ぼす磁場の効果を考慮する

ことにより，外部磁場強度を変化させるだけで，容易にさまざまな形態のニッケルナノワイヤー不織布を合成すること

が可能となる。また，同様の手法で，非磁性体である銅シート上で種々の形態のニッケルナノワイヤーを析出させるこ

ともでき，このような複合体の巨視的な形状は，ニッケルナノワイヤーの微視構造と相関を有していることを示した。

（本研究はNanotechnology, 31, 365602（2020）．に掲載された。）
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研究報告　№11（２０２１）

機械学習による柄織物の教師なし欠陥検出法の提案と検証

（原題：Proposal of Unsupervised Defect Segmentation Method for 
Patterned Textiles Based on Machine Learning）

製織システムチーム　　本田　元志，廣澤　　覚　　　　　　　　　　　　　

京都工芸繊維大学　　三村　　充，早水　　督，北口　紗織，　佐藤　哲也

要　　旨

　織物や編物製品の品質管理において検反工程は必要不可欠である。しかし，あらゆる種類の欠陥に対して幅広く対応

できる検出技術はまだ未確立であるため，人間の優れた欠陥検出能力に頼っている現状がある。そこで本研究では，未

知の織物デザインであっても人によるアノテーションを不要とする自動学習システムを想定し，欠陥領域が含まれてい

る未分別のデータで訓練を行っても欠陥領域の分割性能を向上させる機械学習法の提案を行った。すなわち，本研究で

は訓練データの純度が保証されない場合における，教師なし学習向けの新しい構造のオートエンコーダを提案した。こ

のオートエンコーダは，対象領域が周辺領域から再構築されることと，同時にL2誤差を予測するという，二つの独特

な特徴を有している。このモデルの優位性は，異常領域のあるナノファイバーSEM画像群を対象としてAUC値を算出

することにより検証した。訓練データに異常データを混入させた我々の実験結果では，前者の特徴が訓練データの汚染

に対する頑健性を改善し，後者の特徴が精度を改善することを示した。この手法は最高水準の精度を達成しなかったが，

実用上ではアノテーションのコストを減少させることができる。更に，西陣織画像へ適用したところ，ある種のテキス

タイルに対しては良く機能することがわかった。

（本研究は，Journal of Textile Engineering, Vol.66, No.3, 47-54（2020）に掲載された。）
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畳み込みニューラルネットワークを用いたピリング等級判定の試み

（英文タイトル：Pilling Grading Method using Convolutional Neural 
Network）

製織システムチーム　　本田　元志，廣澤　　覚

（一財）カケンテストセンター　　西野　重樹，倉本　幹也

京都工芸繊維大学　　北口　紗織，佐藤　哲也

要　　旨

　ピリング等級判定の自動化を目的として，個人によるピリング等級判定のばらつきを調べるとともに，畳み込み

ニューラルネットワークを用いて試験後の生地の高さデータから機械的に等級判定を試みた。調査の結果，目視のみの

現状の判定法では経験者であっても差が生じ，その差は２～４級の試料で大きくなる傾向を確かめた。ネットワークに

よる判定では約60%の試料で人と同じ等級に判定することが可能であり，約90%の試料で人の判定の最小等級から最大

等級の間に判定することが可能であった。ネットワークの判定は人の判定の平均等級との相関も人と同等で，誤判定し

た場合の誤差も小さかったことから，安定したピリング等級判定に活用できる可能性が示唆された。

（本研究は，繊維製品消費科学, 61巻, 10号, p.730-737（2020）に掲載された。）
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研究報告　№11（２０２１）

ミミズ（Eisenia fetida）の低分子抽出画分における
ジぺプチジルペプチダーゼIV（DPP IV）阻害剤の探索およびメチオニン，
ロイシン，ヒスチジン，イソロイシンなどのアミノ酸阻害剤の同定

（原題：Exploration of dipeptidyl-peptidase IV (DPP IV) inhibitors 
in a low-molecular mass extract of the earthworm Eisenia fetida 
and identification of the inhibitors as amino acids like methionine, 
leucine, histidine, and isoleucine）

ワキ製薬株式会社　　芳井　克洋，小笠原昌子，井上　國世

バイオ系チーム　　和田　　潤　　　　　　　　　　　　

京都バイオ計測センター　　山本　佳宏　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　ミミズは馴染み深い生き物であり，古来，日本を含むアジア地域では漢方薬として利用されてきた。近年，ミミズの

ゲノム解析や代謝物解析などが報告されるなど，ミミズに対する理解は進みつつある。

　著者らは，先にミミズの水抽出物がヒトの糖尿病に関係するジペプチジルペプチダーゼⅣに対して阻害活性がある

ことを見出しており，本研究では，水抽出物の３ kDa以下の低分子画分中に存在するジペプチジルペプチダーゼⅣの

阻害成分の同定を試みた。固相抽出と逆相クロマトグラフィーによって３つの阻害活性画分を得た。得られた画分か

らGC-MSを用いて同定された数アミノ酸の中でメチオニン，ロイシン，ヒスチジンは強い阻害活性を有し，アラニン，

リジン，オルニチン，イソロイシンは比較的弱い阻害活性を示した。また，ミミズの水抽出物の低分子画分によるヒト

のジペプチジルペプチダーゼⅣに対する阻害活性には相加もしくは相乗効果が示唆され，本低分子画分には糖尿病防止

の医薬品やサプリメントとしての可能性が期待される。

（本研究はEnzyme and Microbial Technology, 137, 109534（2020）に掲載された。）
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ミミズ（Eisenia fetida）の抽出物中のα-アミラーゼ阻害剤としての
グアニン，グアノシン，イノシンの同定と，
ブタ膵臓α-アミラーゼに対する効果の検討

（原題：Identification of guanine, guanosine, and inosine for 
α-amylase inhibitors in the extracts of the earthworm Eisenia fetida 
and characterization of their inhibitory activities against porcine 
pancreatic α-amylase）

ワキ製薬株式会社　　小笠原昌子，芳井　克洋，井上　國世

バイオ系チーム　　和田　　潤　　　　　　　　　　　　

京都バイオ計測センター　　山本　佳宏　　　　　　　　　　　　

要　　旨

　ミミズは伝統的な民間薬として知られており，生理活性成分についても報告されている。著者らは，先にミミズの水

抽出物から得た低分子画分がブタ膵臓α-アミラーゼ（PPA）を阻害することを報告した。本研究では，この低分子画

分からPPA阻害成分をエタノール抽出，固相抽出，逆相クロマトグラフィーを用いた一連の手順により精製した。エ

タノール抽出物を固相抽出した際の水溶出画分が主要な阻害画分であり，後続の２回の逆相クロマトグラフィーにより

３つの成分を分離して，質量分析，薄層クロマトグラフィー，紫外-可視スペクトル分析によりグアニン，イノシン，

グアノシンをそれぞれ同定した。更に，酵素反応速度論解析により，これらの阻害成分の阻害様式と阻害定数について

明らかにした。結果，ミミズの水抽出物から得た低分子画分が肥満や糖尿病を予防する健康食品として有用であること

が示唆された。

（本研究はEnzyme and Microbial Technology, 142, 109693（2020）．に掲載された。）
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研究報告　№11（２０２１）

ガスクロマトグラフィーによる血漿の遊離脂肪酸の定量

（原題：Determination of free fatty acids in plasma by gas chroma-
tography）

京都バイオ計測センター招聘研究員　　市原　謙一　　　　　　

バイオ系チーム　　高阪　千尋，泊　　直弘

京都バイオ計測センター　　山本　佳宏　　　　　　

京都府立大学　　増村　威宏　　　　　　

要　　旨

　ガスクロマトグラフィーを用いた血漿の遊離脂肪酸（free fatty acids, FFAs）の定量方法を開発した。血漿は，３倍

量のメタノールにより抽出された。ほとんどのコレステロールエステルとトリアシルグリセロールはこの含水メタノー

ルに溶解しなかった。この脂質の粗抽出液に含まれるFFAsを，室温でトリメチルシリルジアゾメタンを用いて，そ

のまま直接，選択的にメチル化した。生成した脂肪酸メチルエステル（fatty acid methyl esters, FAMEs）をヘキサン

で抽出し，非反応性のリン脂質を95%メタノールにて除去した。この部分精製されたFAME溶液をガスクロマトグラ

フィーにて分析した。その結果，血漿のFFAsの組成と含量は，別の異なる２種類の分析方法（＊）により得られた値と

よく一致していた。

（＊） 従来法である，薄層クロマトグラフィーまたはカラムクロマトグラフィーにてFFAsを先に単離する工程を経た後，

誘導体化する手法

（本研究は，Analytical Biochemistry, 603（2020）113810に掲載された。）
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ガスクロマトグラフィーによる米油の遊離脂肪酸と
エステル型脂肪酸の同時定量

（原題：Simultaneous Determination of Free Fatty Acids and Esterified 
Fatty Acids in Rice Oil by Gas Chromatography）

京都バイオ計測センター招聘研究員　　市原　謙一

バイオ系チーム　　高阪　千尋

京都バイオ計測センター　　山本　佳宏

京都府立大学　　増村　威宏

要　　旨

　精製していない米油に含まれる遊離脂肪酸（free fatty acids, FFA）を，45℃で触媒を用いた縮合により選択的かつ化

学量論的に損失なく脂肪酸N,N -ジメチルアミド（fatty acid N,N-dimethylamides, FADMA）に誘導体化した。更に，

その反応液に含まれるエステル型脂肪酸（esterified fatty acids, eFA）を37℃でそのまま直接，脂肪酸メチルエステル

（fatty acid methyl esters, FAME）に変換した。その１本の試験管で調製されたFADMAとFAMEの混合物をガスク

ロマトグラフ（gas chromatograph, GC）のキャピラリーカラムに注入した。FFAとeFAが相互に混入することはなく，

本法により得たGCデータとFFAを単離する従来法により得たGCデータとを比較して，同等の信頼性を確認した。今回，

開発した方法の利点として，FFAを単離する手順が不要であること，反応が温和な温度条件にて進行すること，FFA

とeFAを同時にGC分析できることが挙げられる。

（本研究は，Journal of the American Oil Chemists' Society, 98, 149（2021）に掲載された。）
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研究報告　№11（２０２１）

モリアオガエルRhacophorus arboreusの泡巣における
新規タンパク質の同定

（原題：Identification of Novel Proteins in Foam Nests of the Japanese 
Forest Green Tree Frog, Rhacophorus arboreus）

和歌山県立医科大学　　茂里　　康，Chloe Bumb，田中　美江，
ペプチド研究所　　中田　　誠　　　　　　　　　　　　　

京都大学　　久保田　洋　　　　　　　　　　　　　

近畿大学　　上垣　浩一　　　　　　　　　　　　　

バイオ系チーム　　泊　　直宏　　　　　　　　　　　　　

京都バイオ計測センター　　山本　佳宏　　　　　　　　　　　　　

産業技術総合研究所　　稲垣　英利，原本　義一，絹見　朋也　

要　　旨

　カエルの泡の巣（フォームネスト）は，生体適合性材料，ドラッグデリバリーシステム，乳化剤，及びバイオレメディ

エーション※に利用できる天然の両親媒性の機能性脂質（バイオサーファクタント）である。モリアオガエルは，日本

の固有種であり，梅雨の時期によく見られるが，このフォームネストのタンパク質成分を解明するために，アミノ酸

分析，ポリアクリルアミドゲル電気泳動，及びMALDI-TOF/MSを使用して分析を行った。その結果，必須及び非必須

アミノ酸を含む数kDaから数百kDaまでの多くのタンパク質が検出された。次に産卵前に卵管から抽出したトータル

RNAについて，次世代シーケンサーを用いてトランスクリプトーム解析を行った。

　可溶性フォームネストを精製し，エドマン分解を使用して分析し，同定されたN末端配列をトランスクリプトーム

データと照合した結果，細胞外スーパーオキシドジスムターゼ（Nanorana parkeri），卵黄膜外層タンパク質１ホモロ

グ（Xenopus tropicalis），ラナスマーフィン（Polypedates leucomystax），及びアルファ-１-アンチキモトリプシン

（Sorex araneus）とそれぞれ有意な配列相同性を共有する４つのタンパク質がそれぞれ同定された。

　さらに，フォームネストを精製する前に，還元剤とアルキル化剤の両方で処理し， LC-MS / MS分析を実施したとこ

ろ，プロテイナーゼインヒビター，リボヌクレアーゼ，糖タンパク質，抗菌タンパク質，免疫グロブリン結合タンパク

質，糖タンパク質への結合タンパク質，着色タンパク質，及びケラチン関連タンパク質と相同なフォームネスト中の22

のタンパク質が同定された。炭水化物や糖などの小分子とともに，フォームネストにこれらのタンパク質が存在するこ

とによって，微生物や寄生虫の攻撃，酸化ストレス，水分不足からフォームネストを保護することができると考えられ

る。

※ バイオレメディエーション：微生物や植物等の生物が持つ化学物質の分解能力，蓄積能力などを利用して土壌や地下

水等の汚染浄化を図る技術のこと

（本研究はZoological Science, 38（1）8-19（2021）に掲載された。）
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環境調和型Cu-Sn合金めっき浴

表面処理チーム　　中村　俊博，山本　貴代，永山　富男

要　　旨

　ニッケルめっきは優れた色調と耐食性を有し，装飾めっきの下地めっきに広く利用されている。しかし，下地ニッケ

ルめっきが施された装飾めっき製品を身につけた場合，体液などによって下地のニッケルが溶出し，人体の皮膚に吸収

（たんぱく質と結合・感作）され，肌にかぶれや湿疹などの炎症（ニッケルアレルギー）が発症することがあり問題と

なっている。EU諸国では，特に大きな社会問題となり，ニッケルアレルギーに対する法規制：「明らかにニッケルを

含んだ商品の販売に対する禁止法令」が施行されている。さらに，ニッケルアレルギーのみならずニッケルの有害性に

ついても関心が高まりつつあることからニッケルを使用しない（ニッケルフリー）代替めっき技術の開発が各産業界か

ら強く求められている。

　現在，ニッケルめっきの代替としては，Cu-Sn合金（40～55mass%Sn，スペキュラム合金）がニッケルと酷似した色

調を有すること，材料コストおよび材料供給の安定性の観点から有望視されているが，一部実用化されているのは，毒

性の強いシアン化物浴のみであり非シアン浴の実用化が望まれている。

　本研究では，有毒なシアンを使用しない環境調和型Cu-Sn合金めっき浴からの代替ニッケルめっき技術について解説

した。

（本研究は，表面技術，71，795（2020），特集「めっきのブレークスルー」に掲載された。）
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研究報告　№11（２０２１）

インバーFe-Ni合金電析膜の微細構造評価

（原題：Microstructure Characterization of Electrodeposited Invar 
Fe-Ni Alloy）

表面処理チーム　　永山　富男，山本　貴代，中村　俊博

要　　旨

　鉄-ニッケル（以下，Fe-Ni）合金は，Niが30～40mass％において合金の室温付近の線膨張係数（CTE）が，Fe（CTE

＝12 ppm / K）またはNi（CTE＝13 ppm / K）に比べて小さくなる。特に，Ni含有率36mass％の合金は，Fe-Ni合金の

中で最も低いCTE（約１ ppm / K）を示す。これらの低CTEを呈するFe-Ni合金は“インバー合金”と呼ばれている。

　インバー合金めっき技術を応用した電鋳プロセスは，低CTEを有することで熱寸法安定性が優れ，さらにめっき

技術を応用することでマイクロメートルサイズの高寸法精度が得られる３次元金属構造体（MEMS（Micro Electro 

Mechanical Systems））の作製に適していると考えられる。

　我々は既に，サッカリンをめっき膜の応力減少剤として添加しためっき浴から，インバー組成範囲（Ni含有率36～

40mass%）のFe-Ni合金めっきの自立膜を作製できることを報告した。Ni含有率36 mass%のインバーFe-Ni合金めっき

膜中には，サッカリンに由来する少量の硫黄（S, ～0.02 mass%）が含まれていた。また，インバー合金めっき膜の合金

相が，めっきしたままの準安定bcc相から，400 ℃以上の熱処理後に熱平衡fcc相へ相変態し，その構造変化に伴い膜

の線膨張係数（CTE）が大幅に低下した。

　一般に，少量のSを含むfcc Niめっき膜及びNiリッチなfccFe-Ni合金めっき膜においては，400℃程度での焼鈍時に

Sが粒界に偏析し，膜状の硫化物を形成することによって，めっき膜が著しく脆化することが知られている。一方，S

を含むインバーFe-Ni合金めっき膜は，400～500 ℃で熱処理することで低CTEを発現するとともに，高い強度と優れ

た延性を示した。さらに，600 ℃で熱処理されたインバーFe-Ni合金めっき膜中のSは，上述の膜状硫化物ではなく，

粒界に粒状硫化物として存在することを確認した。しかしながらこれまでインバー合金めっき膜において，熱処理後の

粒状硫化物を含む膜の微細組織についての詳細調査はなされていない。そこで本研究では，めっきしたまま，及び膜の

低CTE特性を発現させるために必要な熱処理後において，インバー合金めっき膜の微細組織を詳細に調査した。

　めっきしたままのbcc相を有するインバー合金めっき膜は，マイクロメートルサイズの粗い結晶粒子とサブマイクロ

メートルサイズの微細な結晶粒子から構成された柱状組織を示した。fcc相／bcc相が増大した300～400 ℃の熱処理後，

柱状組織が不明瞭になり，サブマイクロメートルサイズの微細粒子の存在比率が増大した。その際，膜中に硫化物の顕

著な偏析は確認されなかった。膜のCTEの顕著な低下を伴う500 ℃熱処理後においては，fcc単相への変化及び粒成長

組織が観察されるとともに，粒界三重点に粒状のFeリッチなFe-Ni-S化合物が確認された。さらに600 ℃の熱処理後，

Fe-Niマトリックスは再結晶・粒成長するとともに，粒状Fe-Ni-S化合物の成長も観察された。今回得られたインバー

合金めっき膜の微細組織の熱処理による変化は，既報で示した膜の機械的特性の加熱による挙動と対応することが判明

した。

（本研究は，環太平洋電気化学大会2020にて発表した。）
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無電解めっき法で作製したFe-Ni-B合金薄膜の応力と微細組織

（原題：Stress and Microstructure of Electroless Deposited Fe-Ni-B 
Films）

表面処理チーム　　山本　貴代，永山　富男，中村　俊博

要　　旨

　鉄－ニッケル（以下，Fe-Ni）合金は，合金組成に依存してその熱膨張係数（coefficient of thermal expansion，以下，

CTE）が１～13 ppm/ Kの幅広い値を示す“熱膨張制御合金”である。特にFe含有率50～70 mass%のFe-Ni合金（インバー

Fe-Ni合金）は，低CTE特性を呈する。そのため，無電解インバーFe-Ni合金めっき法により，パワー半導体デバイス

に使用される半導体や無機絶縁基板に匹敵する低い，低CTEを有する薄膜の成形が可能となると期待される。

　これまで，無電解めっき法でFe-Ni-B（ホウ素）合金膜をシリコン基板上に作製し，得られた膜の成膜時の応力（歪），

加熱・冷却時の熱応力，熱膨張挙動，及び結晶構造を評価した。膜の結晶構造評価及び組織観察の結果，膜の熱応力挙

動はCTEと微細構造に関連していることが示唆された。

　他の無電解めっき膜に関する報告でも指摘されているように，無電解Fe-Ni-B合金めっき膜のような極微細な組織を

有する膜の応力に関する理解には，ナノスケールオーダーの組織観察に基づく調査が必要である。したがって，本研究

では，合金組成比の広いFe-Ni-B合金膜について，透過型電子顕微鏡を用いてより詳細な微細構造を調べ，その結果と

膜の応力挙動とを関連付けた考察を行った。

　めっきしたままの膜の微細組織において，粒径は膜中へのBの含有に強く依存することが示唆された。すなわち，B

含有率が５ mass%のNi膜は非晶質に近く，B含有率が１～２ mass%のFe含有率20～40mass%のFe-Ni合金膜は極微

細組織を有し，さらにB含有率が0.3 mass%以下でFe含有率55～63 mass%のインバー組成の膜は，得られた膜の中で

は最も大きな柱状組織を呈した。成膜応力の発生メカニズムは，これらの微細組織（粒径）と関連付けることで，結晶

合体説に従うことが示唆された。さらに，次世代高温パワーデバイスの耐熱動作温度を想定した300 ℃加熱後の微細組

織は，Fe含有率20 mass%以上の膜では，めっきしたままとほとんど変化は見られなかった。そのため，結晶組織の観

点からこれらの合金膜は耐熱性を有することが期待される。

（本研究は，環太平洋電気化学大会2020にて発表した。）
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