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産業技術の高度な発達は，固体材料にとって不可避とも考えられる熱膨張すら制御することを求める．
例えば，代表的な材料である鉄は線膨張係数α が 12ppm/K で，これは長さ 10cm の鉄棒が，温度 1K 上が
ると 1.2μ m 伸びることに相当する．一般的な感覚では僅かでも，nm レベルの高精度が求められる半導体
デバイス製造や，部材の歪が機能に深刻な悪影響を与える精密機器などの分野では，これでも致命的であ
る．また，複数の素材からなるデバイスでは，構成素材それぞれの熱膨張の違いは，界面剥離や断線と
いった深刻な障害を生むことがある．このため，プロセス，光学，計測，電子デバイスなどの産業分野，
さらには熱電変換・燃料電池のような次世代エネルギー・環境技術においても，熱膨張制御の強い要請が
ある．
この特定課題研究は，我が国が主導した開発シーズである巨大負熱膨張現象を革新的熱膨張制御技術へ
発展させ，世界に先駆けて産業技術として確立することを目的とするものである．そのために，代表者の
主導のもと，国内随一の産業集積地に位置する名古屋大学を研究拠点に，固体電子物性，無機合成化学，
結晶構造学，材料組織学，樹脂ならびに金属の複合材料学など，様々な学術を結集させた新学術領域を創
成し，革新的な熱膨張制御技術を確立するべく，活動を行ってきた．
初年度にあたる平成 26 年度は，熱膨張制御をより大きな枠組みの中に位置づけ，より普遍的で学術的・
社会的価値の高い研究へ展開する可能性を探ってきた．
第１回研究会（平成 26 年 5 月 30 日）
1）

2）

研究代表者の竹中 やコアメンバーの東 が見出した巨大負熱膨張の背景には，固体中の電子が織りなす
多彩な状態相─電子相─の変態が存在する．すなわち，体積の大きな電子相と体積の小さな別の電子相の間
の相変態を起源とするがゆえに，従来の負熱膨張材料に比べて数倍から十倍に達する巨大な負熱膨張を実
現できた．このような「電子相制御」はこれまで，巨大磁気抵抗効果はじめエレクトロニクス材料の開発
につなげようとする視点で研究されてきた．本研究の取り組みの重要さは，電子相制御がエレクトロニク
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ス材料の開発に限定されるものでなく，体積や熱のマネジメントを実現する材料の開発にも強力な指針を
与える，との着眼にある．
この研究会では，この点に関して，新しい電子相の発見や理解，ならびに電子相制御に関して重要な業
績をおさめた理論家と，水素マネジメント材料の分野で先駆的な研究を行っている実験家，合わせて 3 名の
外部参加者からの積極的な提案も受けて，参加者により活発な議論を行った．これをもとに，今後イニシ
アティブをとってゆく分野として，「電子相制御による熱体積機能性材料の開発」を挙げ，コアメンバーを
中心としたグループで推進してゆくとの結論を得た．
第２回研究会（平成 26 年 10 月 17 日）
熱膨張制御に象徴される熱と体積のマネジメントは社会的なニーズが極めて大きい．熱膨張制御の他，
例えば廃熱を発電等に有効活用するシステムや高効率低環境負荷の固体冷凍など，エネルギー・環境問題
をはじめ，社会が直面する諸問題の解決に，熱体積機能性材料の革新は不可欠である．また，熱機関の効
率が熱量 Q と仕事 pV（p：圧力，V：体積）で決まるように，もともと熱と体積は不可分の関係にある．Q
と pV の相関を究め，その機能向上を図ることは，内燃機関などのシステムでは当然のこととして行われて
いる．材料機能の点で見ても，相変態に伴う体積変化と潜熱の関係など，その結びつきは深く本質的なも
のである．
この研究会では，コアメンバー自身が行ってきた，負熱膨張，形状記憶効果，固体冷凍などの熱体積機
能に関する研究成果の発表に加え，熱整流や熱電変換，ならびに航空機等への利用可能な形状記憶合金の
開発などについて，それぞれの分野で顕著な研究成果をおさめている外部参加者 2 名の講演を行った．参加
者の間で，固体電子物性から，機能性材料，複合材料までの広い視点で，熱体積機能性材料の今後を展望
し，今後進むべき材料開発の方向性について議論した．
上記 2 回の研究会に加えて，コアメンバー間での議論を合計 23 回行った．これらの活動を通じ，熱体積
機能性材料の開発を推進する分野横断的学術領域を創成し，熱膨張制御材料・技術の開発をその取り組み
の中に据えることがより大きなインパクトを持つ活動になり得ると考えた．目的を達するためにはコアメ
ンバーの追加が不可欠と考え，当初のメンバー，竹中（固体物理学），東（無機化学），扇澤（樹脂材料
学），藤田（無機材料学），森（結晶構造学）の 5 名に加えて，新たに岡本（固体物理化学），小橋（金属複
合材料学），村上（材料組織学）の 3 名を追加した．
準備的実験研究：フラストレート反強磁性体の磁気体積熱量効果
「材料において不可分の熱・体積機能」というこの特定課題の主題を体現した課題として竹中と藤田によ
り進められた．幾何学的フラストレーションという特徴的な反強磁性磁気相関を有する金属磁性体では，
磁気転移に伴って時として巨大な構造変化・体積変化が出現する．顕著な例が，竹中によって見出された
逆ペロフスカイト型マンガン窒化物の巨大負熱膨張 [1] である．この顕著な磁気─構造相関の物理的起源を
明らかにするとともに，磁気─構造相関をベースに発現する負熱膨張や圧力熱量効果（barocaloric effect）
等の革新的な磁気機能を有する先端材料を創製することを目指している．
これまでの研究により，顕著な磁気体積効果を示す逆ペロフスカイト型マンガン化合物では，磁気転移
3）

に伴う熱量効果も相当程度大きいことが見積もられており，例えば強磁性体である Mn3GaC や Mn3SnC

4）
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などでは大きな磁気熱量効果が報告されている．しかしながら，Mn3GaN 系に代表される窒化物系では磁
性は反強磁性であり，顕著な磁気体積効果により巨大な負熱膨張が出現しても，その熱量効果は外部磁場
により引き出せるものではなかった．
この研究では，Mn3GaN の反強磁性が体積で敏感に変化することを活用して，外場として圧力を用いる
5）

ことで，その巨大な熱量効果を引き出すことに成功した ．Mn3GaN の圧力熱量効果は，強磁性体で磁気冷
凍の作業物質として注目されている La(Fe,Si)13 や MnAs0.7Sb0.3 よりも大きく，これまで報告されたものの中
では最も大きな部類に入る．大きな圧力熱量効果が発生する起源に関して，Mn6N 八面体に由来する幾何学
6）

的フラストレーションが大きな役割を果たしていると考えられる ．つまり，フラストレーションにより常
磁性状態で短距離磁気相関エネルギーの利得が得られなくなると，電子エネルギーの利得を得るために格子
を収縮させる機構が働き，その結果，磁気転移に際しての体積効果ならびに熱量効果が増強されると理解で
きる．常磁性状態での格子収縮は置換量 x によりフラストレーションの強さを制御できる Mn3Cu1–xGexN の
6）

系での詳細な格子定数の評価 からも確認されている．
本研究の成果は，大きな熱量効果が期待されながら，反強磁性であるがゆえに，それを外部磁場により
引き出すことができなかった物質群にまで，固体冷凍作業物質の探索フィールドを拡げた点で画期的であ
る．
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