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バルク金属ガラス形成における非金属元素の微量添加効果の解明 
 

一般系・准教授 水野章敏 
1.概要 

バルク金属ガラスとは金属元素を主な構成成分とした非晶質固体のことである。金属結晶材料と比べて強度が高いこと

や磁性や電気伝導性において特異的な性質を示すことから、約30年前に発見されて以来、千種類を超える合金群につ

いての報告がある。直径1mmを超えるバルク金属ガラスが見いだされてからしばらくは、3成分以上の元素を混合する必要

があるとの経験則が提唱されていたが、現在では2成分系合金でもバルク金属ガラスを形成することがわかっている。また、

一部の2成分系金属ガラスについて、合金中の不純物としての酸素量がわずかに多い場合にガラス形成能が高くなること

が報告されている。研究代表者らは、高温の液体を研究する手法として発展した無容器ガス浮遊法を用いることで、ガラ

ス形成の困難な合金組成においてもZr-Cu合金の2成分系バルク金属ガラスを作製することに成功した。したがって、本

研究では、Zr-Cu合金をはじめとした2成分系バルク金属ガラスを対象とし、酸素や窒素などの非金属元素の微量添加が

ガラス形成に及ぼす効果を合金液体の巨視的物性および微視的構造の両側面から解明することを目的とした。 

 
2.実施内容 

まず直径2mm以上のバルク金属ガラス形成に特化した無容器

ガス浮遊装置を作製した。装置の外観を図1に示す。10-4Pa程度

までの真空引きが可能なステンレス製チャンバーを用い、高純度

アルゴンおよびヘリウムを試料浮遊用ガスおよび雰囲気ガスとし

た。試料としては、Zr-Cu系合金をはじめとして、Hf-Cu系やNi-

Nb系などの高融点合金を中心に無容器凝固によるバルクガラス

化を試みる計画であったが、現時点ではZr-Cu系合金以外のバ

ルクガラス化に成功していない。したがって、Zr-Cu系合金を主

な対象として、無容器ガス浮遊法を用いた凝固実験を行い、冷

却速度とガラス形成能との関連、また、試料中に含まれる酸素量

とガラス形成能との関連を調べた。さらに、作製したガラス試料に

ついて、DTAによる熱分析およびSEMによる表面観察を行い、試

料中の酸素含有量との関連を調べた。 

 

3.主要な成果 
 図2に示すように、2成分Zr-Cu系バルク金属ガラスにつ

いて、無容器凝固によりガラス化が可能な組成および酸素

含有量との関係を明らかにした。無容器凝固法を用いるこ

とで先行研究よりも広い組成範囲でガラス化を可能とし

た。また、試料中の酸素含有量がわずかに高い場合に

は、無容器凝固時の冷却速度がより低い条件でもガラス

化が可能なこと、また、ガラス形成組成の範囲が広くなるこ

とを明らかにした。このことは、従来は不純物と考えられて

いた酸素をわずかに含んでいてもガラス形成能が高くなる

ことを示しており、工業的にガラス作製を実現する際には

きわめて有用な知見となる。また、ガラス化した後のSEM観

察により、酸素含有量がわずかに高いほうが均質な状態

であることも判明した。さらに、DTAによる熱分析の結果か

らも、酸素含有量がわずかに多い場合には、ガラスが結晶

化するまでの温度域が広くなり、ガラス状態が安定であるこ

とを示す結果が得られた。 
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図 1 バルク金属ガラス作製用ガス浮遊装置の外観 

図 2 Zr-Cu 系合金組成とガラス形成時の冷却速度

Rc との関係。 
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未利用海洋資源の酸塩基特性を活かした組み合わせ生物吸着法による有価金属回収 
 

物質環境工学科 准教授 寺門修， 本科5年 阿部大和 
 
１．概要 
本研究では、北海道において豊富に獲れる海産物のうち、現在廃棄されている昆布などの海藻類の仮根や、貝

殻などの未利用海洋資源の利活用を目的とし、これらの酸塩基特性を生かした組み合わせバイオソープション

（生物吸着）法による金属イオン吸着剤の開発を行う。前者にはアルギン酸やフコイダンなどの粘質多糖類が豊富

に含まれ、その酸性官能基によるイオン交換によって金属イオンが回収されるが、これに塩基性である炭酸カルシウ

ムを主成分とする貝殻を添加し、炭酸塩の生成による金属吸着および溶液のpH変化に伴うイオン交換平衡のpH依

存性を利用した新規金属イオン分離プロセス開発を目指す。本研究を遂行することにより、将来的には、①生体に

おけるイオン交換性官能基の物理化学的知見や、②海水浄化や海藻・貝殻の安全性に関する知見が得られるだけ

でなく、③地方に埋もれる有用資源発掘への展開も見渡せるため、その推進の意義は非常に高いといえる。 
 
２．研究内容 
以下のような研究計画のもとに実施する予定である。 

① 貝殻粉末についての金属イオン吸着等温線の測定： 貝殻は、函館市内の漁業関係者から直接入手する。ミル

により粉砕後、所定粒度にふるい分けし、蒸留水で洗浄後、乾燥させた粉末を出発物質とする。この粉末試料に対

してバッチ式吸着試験を実施する。所定の濃度・pHに調製した金属イオン含有水溶液に粉末試料を導入し、溶液

中の金属イオン濃度変化を原子吸光分析装置により定量する。吸着試験においては、pHメーターでpH値をモニタリ

ングする。試験後の粉末試料はXRDやSEM-EDSにより、吸着状態を調査する。出発原料の熱処理の影響について

も実験的検討を行う。有価金属の分離回収プロセスの確立を念頭に、金属イオン混合液の吸着挙動について、デ

ータを取得する。とりわけ、pH依存性について明らかにする。これらの吸着挙動についてLangmuir式など液相吸着

の理論に基づいて解析し、系統的な知見を得る。貝殻の吸着材への適用を図った既往の研究結果を参考に、②の

検討の確固たるベースを築く。 

② 海藻－貝殻混合粉末についての吸着試験・金属イオン分配挙動の調査： 上記と同様の試験を混合系に対し

て行う。とくに金属イオン混合物の吸着試験後の混合物粉末について、金属イオンの分配挙動をXRDやSEM-EDS

などで分析を行い、比重分離についての可能性を検討する。 
 
３．現在までの成果 
本年度はムラサキウニ殻による水溶液中Cu2+除去を対象として、

前処理焼成温度別Cu2+濃度の経時変化、ウニ殻のCu2+吸着挙動

とそれに対するCa2+濃度変化について比較検討、ならびに試験

後の沈殿物に対してXRD分析などを行った。 

Fig. 1に焼成温度を変化させたウニ殻に対するCu2+濃度変化

を示す。初期濃度17 mg/Lのとき、未焼成試料は1.9 mg/L、

450 ℃焼成では2.2 mg/L、750 ℃焼成では17 mg/L減少してい

た。750 ℃焼成においては速やかに濃度が減少し、0に達してい

た。濃度が急激に下がった要因として、ウニ殻の焼成、すなわち

脱炭酸反応が関係していると考えられる。 

吸着試験前後のウニ殻に対するXRD分析結果をFig. 2に示

す。吸着試験後の沈殿物のピークと塩基性硫酸銅ピークが重な

ることから、塩基性硫酸銅が沈殿物として生成されていると考えら

れる。また、焼成したウニ殻粉末の脱炭酸反応により生成した

CaOのピークが検出されないのは粒子表面において空気中の二

酸化炭素と速やかに結合し、CaCO3に戻ったためと考えられる。

また、 60 min時の溶液pHが6程度であったことからも、試料中の

CaOにより溶液全体が塩基性になる可能性は低いと考えられる。

ただし、塩基性硫酸銅に生成が認められたことから、ウニ殻粒子

表面に塩基性化合物が生成していると推定される。 
 
謝辞：本研究は日本学術振興会科学研究費(基盤研究(C)，課題番号:19K05113)の助成を受けた。ここに謝意を表する。 

 
Fig. 1 焼成温度別Cu2+濃度の経時変化 

 

 
Fig. 2 沈殿物のXRDパターン 

0 20 40 60 80

In
te

ns
ity

(a
.u

.)

2θ(deg)

CaCO₃(Calcite)

Cu4(SO4(OH)6)H2OCu4(SO4(OH)6)H2O

ウニ殻(750 ℃焼成)

吸着試験後の沈殿物



外部資金研究成果報告（共同研究） 
 

スマートプラチナ社会に向けたスマートアグリの構築および 
農業系ビックデータの利活用に関する研究 

 
生産システム工学科准教授 湊 賢一 

1. 概要 
総務省による、2025年の生産者人口半減の予測を踏まえ、生産者人口減少に対応した農業負担軽減および持続可

能な農業スタイルの確立が急務となっている。農作物の育苗や栽培には、一般的にビニルハウスが使用されており、高い

品質の苗や農作物を生産するためには、種類に応じた換気によるビニルハウス内の徹底した温度・湿度管理が極めて重

要である。しかしながら、一生産者が管理する十数棟～数十棟のビニルハウスにおいて、最近多発しているゲリラ豪雨や

突風による突然の気象変化に伴うビニルハウス内の急な温度・湿度変化に対応した換気を生産者らが手作業で行うのは、

不可能に近い状態である。最近では、ビニルハウスにおける換気を補助するための手動巻き上げ機などを側面に取り付

けている生産者も増えてきてはいるが、全棟分を巻き上げるだけでも時間がかかり、非常に重労働である。そこで本研究

では、農作物等の品質管理および生産者の負荷軽減を目指し、スマートデバイスを利用したビニルハウス全棟の一括換

気・周辺環境モニタリングシステムと様々な周辺環境パラメータを取得し、サーバに蓄積可能なアプリケーションの開発を

目的とした。  
 

2. 実施内容 
図1にビニルハウスリモート換気・管理システムの外観を示した。また、図2に本システムの概要図を示した。本研究では、

以下の４点の課題を克服して、スマートデバイスによるビニルハウスリモート換気・管理システムの開発を行う。 
①ビニルハウス内における環境情報取得には温湿度センサー、土壌湿度センサー等をArduinoに接続し、環境情報

を取得する。  
②ビニルハウス側面の開閉は、スマートデバイスからRaspberry Piへ制御信号を発信し、Raspberry PiがArduinoを

介してモータへと制御信号を伝達することで制御する。 
③Raspberry Piを用いてWebサーバの構築を行い、構築したWebサーバにスマートデバイスを用いてHTTP通信にて

アクセスし、Webアプリケーションを動作させることにより、ビニルハウス側面の巻き上げ用モータを制御する。 
④ビニルハウスリモート管理システム用アプリケーションの開発 
 

3. 主要な成果 
 Raspberry Piに各種センサーを接続し、Raspberry Piと通信を行っているスマートデバイスへ情報を発信することで、

生産者がスマートデバイスからビニルハウス内の環境情報をモニタリングすることが可能となった。ビニルハウス側面の巻

き上げ用モータをArduinoに接続する際にモータドライバ回路を用いることにより、ビニルハウスの両側面のモータを独立

で制御できるようになった。その際、左右の上限・下限にリミットスイッチを置くことによって、モータの異常稼働によるビニ

ルの過剰巻き上げ等を防ぐことができた。アプリケーション開発については、現在のところクラウドによるデータ収集が可能

となっており、実際にデータをスマートデバイスで閲覧する際には、ブラウザベースでの閲覧することが可能となった。今

後、専用アプリケーションに各機能を落とし込み、本システム専用のアプリケーションとして使用できるよう、継続して開発し

ている。 
以上、本研究により開発したシステムは、スマートデバイスがインターネット通信可能な状況であれば、どこにいてもビニ

ルハウス周辺の環境情報の確認および換気を行う事が可能となった。 
今後、実際に農作物を生産しているビニルハウスにおいて、実証実験を行うと共に近隣の市町村農業協同組合と協同

し、システム及びアプリケーションのUI等の改善を実施する予定である。 

 
 
謝辞：本研究は2019年度「長岡技科大－高専 共同研究助成事業」の助成を受けて行われた。ここに謝意を表します。 
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図 1. ビニルハウスリモート換気・管理システムの外観 
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外部資金研究成果報告（受託事業） 
 

 
先端研究基盤共用促進事業研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム（SHARE） 

技学イノベーション機器共用ネットワーク 
 

物質環境工学科教授 小林 淳哉 
 
 
 平成３０年度長岡技術科学大学（以後長岡技科大）を代表機関として、文部科学省の先端研究基盤共用促進事

業の研究機器相互利用ネットワーク導入実証プログラム（SHARE）が採択されました。この事業では長岡技科大

−豊橋技術科学大学（以後豊橋技科大）−高専が一体になり、教育研究のために所有機器をネットワークを介して

相互利用する仕組みを構築することを目的としています。本校は全国７つの高専の一つとしてこの事業に参画し

ています。今年度は、実際に遠隔による機器利用のトライアルが始めています。  
 リモートでの分析機器への接続には「完全遠隔操作」と「半遠隔操作」２つの形式があります。 
 
【完全遠隔操作】 
 装置内への試料の出し入れは現地スタッフがおこなうものの、その後は機器のリモートデスクトップ機能を使

って遠隔地から分析者が単独で操作する方式です。 
 
【半遠隔操作】 
 テレビ会議システムを使用し、観察画面を遠隔地に転送しながら、分析者の要望を伝えながら、現地スタッフ

が機器操作を行い、結果等をデータ転送する方式です。 
 
 2 月４日には、長岡技科大から事業代表者の齊藤先生他が本校に来校し、本校から長岡技科大の日立製

FlexSEM/EDS(FlexSEM 1000II)をコントロールして桜島の火山灰の観察と元素分析を「反遠隔操作」で行いまし

た。他にも、豊橋技科大の JEOL 製の TEM の半遠隔操作によりカーボンナノチューブの微細構造の観察を行い

ました。函館高専側からも桜島の火山灰の表面が意外に溶融していない状況が観察できました。さらに驚くべき

ことは、本校の所有する SEM-EDS や EPMA に比べ表面元素のマッピング分析が１〜２分程度で終了する点で

した。本校の機器では１時間から精度良く観察しようとすると EPMA では半日程度までかかるので、私たちの

研究に活用できれば飛躍的な効率と制度の向上につながると実感しています。 
 現在利用可能な機器は 59 あり、本校が所有していないものも数多くあります。詳細は、事業 HP の検研究機

器索システムから検索ができます。 
https://cera-e1.nagaokaut.ac.jp/ilias/ilias.php?ref_id=17506&cmd=frameset&cmdClass=ilrepositorygui& 
cmdNode =sg&baseClass=ilRepositoryGUI 
 
それぞれの機器を所有する機関への申請と機器利用講習を遠隔や e-learing 等で受講すれば利用できます。教員

研究、卒業研究・特別研究への利用はもちろんですが、地域企業からの分析依頼にも広く対応できる体制が構

築されたと思います。次年度は完全遠隔操作のためのネットワーク機器の導入を進め、トライアルを通した本

格運用につなげる予定です。  

 
 

プロジェクター投影した元素分析画面 長岡技科大の SEM 分析装置側画面 



外部資金研究成果報告（助成金） 
 

リアルタイム温度計測による睡眠時体温保持システムの開発 
 

生産システム工学科助教 圓山 由子 
 
【研究の背景と目的】 
質の良い睡眠をとるためには就寝中適切な体温を保持することが重要である。このためには室温調整や寝具の選択

を適切に行うことが必要であるが、北海道は全国的に見て一日の気温変動が大きく道央では年平均10度以上になる。

特に季節の変わり目においては室温調整が困難となるため高齢者が体調を崩す原因となっている。本研究では寝具の

シーツ内部に温度センサを取り付けることにより、被験者の睡眠を妨げることなく寝具内部の温度をリアルタイムで

計測する。センサで記録された数値はマイクロコンピュータに送られ、プログラムにより適切な家電制御をリアルタ

イムで判断、決定する。マイクロコンピュータの判定はWIFI通信によりスマートフォンアプリに送信され、リモコン

操作により家電の制御を行う。リモコン操作が可能であれば手持ちの家電をそのまま利用できるため、開発コストが

抑えられる利点がある。また、就寝中の体温の急激な変化もとらえることができるため、乳幼児の発熱のモニタリング

にも応用することが可能である。 
 従来、寝具の温度を保持する器具としては電気毛布等が使われてきたが、低温火傷を誘発するなど高齢者や乳幼児が

利用するには注意が必要である。最近では、レイコップ社が布団コンディショナーを発売した。この商品は専用マット

レス内部に一定温度の温風を吹き込むことで安全に寝具内部の温度を保つ仕様である。しかしながら、価格は約 15 万

円と高額であるため、一般に普及はしていない。また、被験者の体温とは無関係に温度設定がなされるため、個人によ

り使用感の差が大きい。一方、情報技術の分野では IoT 技術の進展により、PC やスマートフォンから家電を遠隔操作

することが可能になっている。また、各種センサもマイクロコントローラやマイクロコンピュータと接続することで

容易に外部機器と連携したシステムを開発できるようになった。本研究では、IoT 技術を応用し、温度センサ、マイク

コンピュータ、スマートフォン、学習型リモコンを用いて、快適かつ安全に就寝中の寝具内部の温度をリアルタイムで

測定、調整するシステムを開発する。 
 
【研究内容】 
システムの全体像は図 1 の通りである。寝具内部の温度を計測す

る温度センサは防水機能がある DS18B2 を用いる。このセンサはマ

イクロコントローラ Arduino と接続可能な端子が付いている。セン

サが計測した値は Arduino 搭載のマイクロコンピュータ

LattePanda に送られる。LattePanda には予め温度センサの値から

適切な家電を制御するプログラムを書き込まれる。センサから送ら

れた値が通常の体温から逸脱している場合は、WIFI 通信によりスマ

ートフォンに制御信号を送信される。LattePanda から制御信号を受

け取ったスマートフォンでは、リモコン操作のためのアプリが起動

し、学習リモコン iRemocon へエアコン等家電を操作するよう指令

を出す。学習型リモコンはスマートフォンによる複数家電の制御を

可能にするリモコンである。１つのリモコンにより、エアコンだけで

なく加湿器なども制御可能である。 
開発手順は、まずシーツ内の複数個所に温度センサを取り付け、睡

眠時の体温を適切に計測できる箇所を決定する。その後、体温を適切

に保持するための家電の選択や温度や湿度設定など快適な睡眠を決

定する因子を考察する。 
 
【課題と展望】 
温度センサとLattePandaとの接続部分からノイズが乗ることが多く、寝相などの影響を受けやすい課題がある。シーツ

部分への取り付け方法を工夫する等改善が必要である。また、生体への影響を定量的に評価するために、主観的な気分

だけでなく、皮膚インピーダンスや脳波など生体情報による評価を行っていく予定である。 
 
【成果発表】 
2020年5月 ライフインテリジェンスとオフィス情報システム研究会(LOIS)にて発表予定 
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図 1. システム全体像 
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道路建設現場における除雪作業負担軽減を目的とした除雪ロボットの開発 
 

生産システム工学科准教授 中村 尚彦 
1.概要 

北海道の道路建設現場では，冬期間の降雪量が場所によっては非常に多く，その中には除雪機や融雪剤の使用

が不可の場所も数多くあり，そういった場所での除雪作業は必然的にすべて人力によって行われている．そのた

め，この除雪作業に半日以上の時間を費やしてしまうことも多く，納期遅れとともに，これらの労力や時間は多

大な 人的及び時間的負担となっている．そこで，この負担を軽減もしくは排除するため，建設作業時間外に現場

を巡回しながら除雪を行い，雪が積らないようにする除雪ロボットの開発が求められていた． 
道路建設現場には固有の問題として次のことがある。①雪上である。②舗装前であるため段差や滑らかな傾斜

がある。③ブルーシートにて被われている。④作業場所が毎日移動する。⑤余計な準備や片付けにかけられる時

間はない。本研究室では、これらの事情を鑑みブルーシート上に除雪経路を施し、除雪ロボットがその経路に沿

って巡回しながら除雪を行うロボットの開発を行った。 
 
2.研究内容 
 2.1 除雪ロボット 
 本研究室で開発した除雪ロボットを図１に示す。開発されたロ

ボットは移動機構として受動式サスペンションを備えた6輪駆動

機構を採用し段差や滑らかな傾斜のある雪面を移動できる機構と

なっている。また、除雪機構はオーガ・インペラ方式を採用し、雪

を掻きこんで飛ばすことで除雪を実現する機構となっている。現

段階で、除雪した雪の移動場所をブルーシートの中央としたこと

から、この機構を採用した。また、ロボット下部にはブルーシート

上の除雪経路を検出するセンサが内蔵されている． 

 2.2  Magnetic Route Sheet 
 図２に本研究で提案するMagnetic Route Sheetを示す。一般的

に，巡回などを行うロボットの自己位置推定には，内界センサとし

てのロータリエンコーダ，外界センサとしてのレーザーレンジファインダやステレオカメラなどが用いられてい

る．しかし，降雪環境下では，これらは視界不良による誤検出，車輪の滑りなど多くの問題を抱えており，使用

が困難である．そのため，本研究ではこれらの影響を受けにくいと考えられる，磁気センサおよび磁気テープを

用いたライントレースによる巡回手段を提案する．屋外にて磁気テープをそのまま設置することは接地地面の影

響や耐久性などの面で困難である．そこで我々は，建設現場でもともと使われており，入手性が良く，耐久性，

耐候性がともに高いブルーシートを積層にして利用し，その内部に磁気テープを設置した「Magnetic Route Sheet」

を考案した．これにより、降雪環境下においても容易に使用可能となるだけでなく、これまでの建設作業同様、

シートで覆うだけで除雪経路生成が完了する． 

 

3. 評価と今後 

本研究では，コスト面に着目して負担軽減についての評価を行った．その結果、既存の除雪手段である雪かき

代行サービスや電気式ロードヒーティングの利用と，開発した除雪ロボットシステムのイニシャルコストおよび

ランニングコストを比較し，大幅な除雪コストの削減が可能となった。なお除雪面積は10[m2]，年間積雪高さは

北海道の4地点(函館市，札幌市，旭川市，北見市)における3年間のシーズン総積雪量平均として評価した。今後

は、実際の道路建設現場で使用されている10m×10mの範囲での検証実験を行う 

 
 
 
 
 

図 1 除雪ロボット 

図 2  Magnetic Route Sheet 
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