


† World Materials Day Award材料系国際学協会連携組織であ

る IOMMMS では，材料系分野のプレゼンス向上のため「材料

に関する知識とその重要性を社会や若者に啓発する活動」に貢

献した学生を顕彰している．

図 1 ガスバーナーによる青銅(CuSn 合金)溶解の様子．
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青銅鏡作製を通じて実感した

金属特性

新居浜工業高等専門学校 環境材料工学科 3 年

植松みずき 高 橋 　 凪 今 村 海 斗

この度，第17回 World Materials Day Award 優秀賞を賜

り，とても光栄に思います．メンバー一同大変嬉しく思って

います．私たちは新居浜工業高等専門学校環境材料工学科に

所属する 3 年生です．私たちが所属する学科では金属材料

をはじめとした材料の特性などについて専門に学んでいま

す．材料学を専門とした学科は全国にある高専の中でも数少

なく，今学んでいる専門知識の内容を学外の方にもわかりや

すく広めるために，マテリアルズデイアワードに参加しまし

た．テーマは青銅鏡作製とこれを通して，平衡状態図や力学

特性についての理解が深まる内容を選択しました．

青銅(CuSn 二元系合金)は比較的融点が低く，加えて，

青銅鏡の作製は本科 1 年の授業内で一度行ったことがあ

り，この経験からほとんどの作業工程を自分たちの手で実施

できると考え，本テーマを選択しました．

実際の研究は主に夏休みを利用して行いました．まず初め

に CuSn 合金の組成を計算し，その後電子天秤を用いて，

計算値と同じ重量となるように正確に秤量した銅とスズを用

いて全 8 組成(Cux massSn 合金，x＝20, 30, 35, 40, 50,
60, 80, 100)の試料を準備しました．これらの試料を，るつ

ぼ内でバーナーにて溶解し，合金試料を作製しました(図

)．今回用いたガスバーナーでは，銅の融点である1085°C
に届かないため，スズを先に溶かしてそこに少しずつ銅を溶

かしました．また，全て融解できた後，きれいな円形状にす

るため，ガスバーナーを素早く上げて急冷させました．これ

は冷却速度が遅いと溶けた合金がどんどん広がっていってし

まい薄い平板状になることを防ぐためです．この溶解した金

属をすばやく冷却する作業が難しかったです．溶融状態の合

金は組成による違いはわかりませんでした．しかし，冷えた

後は合金の見た目や色が変わり，最終凝固部に複雑な模様が

出たものもありました．

得られた合金試料を粒度＃400から＃2000のエメリー紙で

研磨し，最後に粒径 1 mm および 0.3 mm のアルミナ粉末で

バフ研磨して鏡面に仕上げました．光学顕微鏡(オリンパス

社製 BX51)，ビッカース硬さ試験機(明石製作所製 MVK

G1)および光沢度計(堀場製作所製 IG410)を用いて鏡面の

微細組織，硬度および光沢度を測定しました．研磨する際

は，実験者によって研磨面の差が生じないように，できるだ

け鏡面全体に同じ力が加わるようにするとともに，できるだ

け同じ時間作業を行うようにしました．同じ時間で研磨した

場合，硬い合金ほど研磨がより容易であり，これによって，

光沢度が高くなり，硬度と光沢度の合金組成依存性に良い一

致が見られることを見出しました．これらの結果から成分が

同じでも組成を変えることによって合金の性質には大きな違

いが出てくることがわかりました．組成の違いが組織や性質

を自分たちが考えていた以上に大きく変えることに材料学の

魅力や不思議さを改めて実感しました．青銅鏡の裏面に現れ

た模様は凝固時に複雑に枝分かれした樹枝状の組織(デンド

ライト)であることも光学顕微鏡観察から明らかにできまし

た．

純 Cu 試料は鏡面研磨した裏面を七宝焼きにて装飾を施し

ました．七宝焼きは伝統工芸技法のひとつで，金属を素地に

して釉薬(セラミックス)を焼結させる焼物です．金属表面に

釉薬を付けて850°C前後で 2 分間熱処理しました．CuSn 合

金の状態図を見ればわかるように，純 Cu 以外の 8 組成では

炉内の温度850°Cよりも融点が低く，焼いているうちに溶け

てしまうため七宝焼きは行いませんでした．七宝焼きは様々

な色を使って世界で一つだけの好きな柄，絵に仕上げること

ができ，小さな子どもも楽しんで「ものづくり」をすること

ができます．今後学園祭などのイベントで外部の子どもたち

向けに模擬実験として行う予定にしています．以上のような

様々な実験から得られた結果を 1 枚のポスターにまとめ，

発表させていただきました．

将来技術者になる私たちには「ものづくりの楽しさ」を知

ることはとても大事だと思います．疑問に思ったことは自分

で調べ，自分の手で実験し，自分の目で確かめる．これがそ

の後の大きな発明や発見に繋がると思います．同年代の学生

がまだ体験する機会が少ない研究活動ができたことや，今回

自分たちで調べて得た知識は貴重な経験となり，技術者への

第一歩を踏み出せたように感じています．一方で，自分たち

の未熟な点がまだまだあることも再認識しました．今回，発

表を行う過程で分からないことがたくさんありました．今後

私たちは専門的な授業を受ける機会が増え，もっと多くの知

識や技術を身につけて，これらの知識や技術を社会に還元で

きる技術者になりたいと考えています．

最後になりましたが，実験時にアドバイスいただきました

技術職員の藤岡章太先生，ポスター発表をご指導いただいた

當代光陽先生に感謝いたします．

(2019年12月 4 日受理)[doi:10.2320/materia.59.106]
(連絡先〒7928580 新居浜市八雲町 71)





† World Materials Day Award材料系国際学協会連携組織であ

る IOMMMS では，材料系分野のプレゼンス向上のため「材料

に関する知識とその重要性を社会や若者に啓発する活動」に貢

献した学生を顕彰している．

図 1 フィールドワークの様子．東平
とうなる

貯鉱庫跡前にて．
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新居浜工業高等専門学校環境材料工学科は全国で数少ない

材料系学科で，主に，環境に優しい材料や過酷な環境下で使

用される先進材料の性質・特性について学んでいます．1，
2 年生では物理や数学などの基礎的科目を学び，3 年生から

は材料学に関する専門科目が増えます．特に実験や実習にお

いて，実際に生じる化学反応を自分の目で確かめたり，工作

機械の使用方法を修得することで，材料を作る難しさや達成

感を実学として身に付けることができます．

今回，私たちは夏休みを利用して，「あかがねの町新居浜

と別子銅山の歴史」と題して，自分たちが住む新居浜市に身

近な別子銅山，銅産業の歴史や銅の性質について調査し，得

られた知見をポスターにまとめ，オープンキャンパスや学園

祭で，ポスター発表することで，受験生や学外の方に材料学

や環境材料工学科で学ぶ内容について広く知ってもらうこと

にしました．

さらに，2019年 9 月に岡山大学で日本金属学会秋期講演

大会が開催されると先生よりお聞きしたので，私たちの活動

のよい発表の場であると考え，マテリアルズデイアワードに

参加しました．

本研究の具体的な内容は，まず，別子銅山の歴史や銅精錬

などを図書館やインターネットを用いて調べ，メンバーと共

に重要だと思うことをまとめました．例えば別子銅山の年表

を整理したり，地理的に別子銅山がどのようにできたのか，

当時世界の銅輸出量の何割を占めていたかなどについて調べ

ました．専門書や文献の検索も初めてでしたので先生にアド

バイスいただき，参考文献を整理して記録しておく重要性を

学びました．普段住んでいる町なのに，知らないことがたく

さんあることや新しい切り口から自分たちで歴史を調査する

ことに新鮮さがありました．こうした知識を基に，実際，別

子銅山があるマイントピア別子と「東洋のマチュピチュ」と

呼ばれている東平
とうなる

でフィールドワークを行いました．

別子銅山は，江戸時代の元禄に始まり昭和48年(1973)に
閉山するまで，283年にわたって掘り続けられ，新居浜市の

産業基盤の礎となりました．マイントピア別子は約 6 万 m2

の広大な敷地で，別子銅山の歴史を遊びながら学べる鉱山鉄

道・観光坑道や，温泉施設，またレストランなどの飲食施設

もあります．園内には，登録有形文化財に指定された別子銅

山ゆかりの産業遺産が残っており，当時使われていた機械や

生活の様子がよくわかりました．また，当時使用されていた

坑道の中に入ることができます．フィールドワークした日は

外気温32°Cでしたが，坑道内は18°Cで，肌寒いくらいでし

た．坑道を利用した施設では銅を採掘，精錬し，運搬してい

る様子などが模型で再現されていました.別子銅山の年表

や，鉱山の概要図，銅鉱石の成分表，精錬方法なども詳しく

示されていました.誰でも楽しんで歴史や銅について知るこ

とのできるところだと思いました．東平は，大正 5 年

(1916)から昭和 5 年(1930)までの間，別子銅山の採鉱本部

が置かれた場所で，地中深くから掘り出された銅の鉱石を坑

内電車で東平まで運搬し，そこで選鉱した後，貯鉱庫に貯

め，索道を利用して，現在のマイントピア別子のある端出場

へと輸送していた中継所となっていたところです(1)．最盛期

には，社員・家族を含めて約5,000人が周辺の社宅で共同生

活する鉱山町でもあり，病院や小学校，郵便局，生協，プー

ル，娯楽場，接待館などの施設も整備され，一時期の別子銅

山の中心地として賑わっていました(2)．当時の施設の多くは

取り壊され，植林によって自然に還っていますが，貯鉱庫，

索道基地，変電所，第三通洞，保安本部などの鉱山関連施設

の一部が風化の痕跡を残しつつ現存し，中でも重厚な花崗岩

造りの索道基地跡の石積みは，東平の産業遺産観光の目玉と

なっています．実際に行ってみると，やはり索道基地跡の石

積みが目に留まり，とても大きく，当時のままの姿を目の前

で感じることができました(図)．

今回別子銅山について自分たちで調べてみて，一時は世界

一の年間生産量だったということを初めて知り，こんな身近

な所に世界に誇れるものがあり，大変驚きました．今回の研

究活動を生かして，これから研究を行う際も自分で実際に足

を運んだり，自分の手で文献を調べたり，まとめたりするこ

とがとても重要なことであると学びました．

この度はマテリアルズデイアワードにて研究成果の発表を

する機会をいただいた上に部門賞を受賞させていただき，誠

にありがとうございました．最後にご指導いただき，また，

フィールドワークにも一緒に行ってくれた當代光陽先生に感

謝いたします．

文 献

( 1 ) 新居浜市別子銅山図録，1(1974), 156.
( 2 ) 新居浜市歓喜の鉱山，1(1996), 1142.

(2019年12月 4 日受理)[doi:10.2320/materia.59.107]
(連絡先〒7928580 新居浜市八雲町 71)





図 1 発表会場入口にて．

図 2 ネオジム磁石球の質量と銅管終端速度との関係．

 　　　　　　スポットライト

～第 2 回「高校生・高専学生ポスター発表」優秀賞受賞～

スポットライトを浴びる日は

いつか必ずくる

札幌日本大学高等学校 科学部 2 年上 原 昂 大

私が所属している科学部は，部員数が40名を超える大き

な部であり，毎年，学外活動に活発に取り組んでいます．本

校は SSH(Super Science High School)であり，部員のほと

んどは SS(スーパーサイエンス)選択者として，科学部の活

動に加え，SSH 活動にも取り組んでいます．毎週のように

部員の誰かが海外研修に出かけたり，国内外の学会主催の発

表会に参加したりしています．一緒に活動している仲間が皆，

1 年生のときから学外発表を沢山経験しているのに，私には

なかなかそのチャンスが巡ってきません．こつこつと一人で

放課後，残って実験に取り組んでいるのですが，データもバ

ラツキが大きく，自信を持って人前で発表できるものとはい

えず，実験方法に改良を加えても上手くいかずに試行錯誤す

る毎日でした．先輩のアドバイスも受けながら磁石球の N

S 方向が落下方向に一致するように磁石球へのおもりの付け

方などを工夫して金属管材料の抵抗率測定を行っているうち

に，データのバラツキが小さくなり，少し自信の持てるデー

タがとれるようになってきました．それから，少しずつやる

気も出てきて，私も他の人達のように発表してみたいという

気持ちが湧き出てきました．その頃，顧問の先生から声をか

けられ，今度，金属学会があるからそこで発表してみないか

と言われました．放課後，毎日粘り強く取り組んできた結

果，そして自分も発表してみたいという気持ちが，今回の初

めての学外発表と優秀賞の受賞，さらに大きな大会への出場

につながったように思います(図)．

私が入学時から取り組んでいる課題研究について簡単に紹

介します．私のテーマは金属管材料の抵抗率を測定すること

です．高等学校の物理基礎で登場する抵抗率です．金属の抵

抗率は非常に小さく，例えば，銅の抵抗率は約1.6×10－8 Q･
m(0°C)という値になります．もちろん，これを測定する実

験方法は教科書には書かれていません．でも，教科書に値が

載っているので測定はできるはずです．調べてみると，百万

円以上もする高価な測定装置を使うと高い精度で測定できる

ことがわかりました．私に与えられた課題は，高価な装置を

使わずに抵抗率を測定する方法を確立せよ，というものでし

た．これまで，科学部の先輩達が 7 年前からネオジム磁石

の研究を継続して行ってきた結果，ネオジム磁石を用いて金

属管材料の抵抗率を求めることができるということが理論的

にはわかっていました．これを実際に実験で証明することが

次の課題です．理論および実験方法については，Y. Levin
らの論文(1)を参考にしました．その実験方法は，ネオジム磁

石の NS 方向が鉛直方向になるようにして，金属管中を落

下させ，その終端速度の測定から論文(1)に記載されている理

論式を用いてその金属の抵抗率を求めるというものです．先

輩達が 3～4 年前に詳しく調べた結果，Y. Levin らの理論式

は，実験結果とは一致しないことがわかり，このままでは抵

抗率の測定はできないことがわかっていました．そして，2
年前から実験結果の再現性，理論式の修正も含め，何度も理

論式と実験結果を見直す作業が始まりました．これが 1 年

前までのできごとです．

今回の発表の要旨は次の通りです．「外部電源を用いずに，

金属管材料の抵抗率 r を測定する方法について検討しまし

た．内径 12 mm の銅管中を落下する直径 10 mm のネオジ

ム磁石球の終端速度は，肉厚が 1.5 mm 以下では，Y. Levin
らの理論式とほぼ一致することがわかりました(図)．ま

た，この結果から求めた銅管材料の抵抗率は，低抵抗・抵抗

率計を用いて測定した結果とほぼ一致しました．」因みに，

Y. Levin らの理論式は次式の通り，非常に複雑な式です

が，私たちは導出過程(2)をチェックし，管の肉厚 w が管の

内径 a より非常に小さいところ(w≪a)では彼らの理論式が

成り立つことを見出しました．

v＝
1024 mMra4

45 m2
0M 2w

, (M＝
md
m0

, d≪a, w≪a)

ここで，v は磁石の終端速度，mM は磁石の質量，は重力

加速度，m0 は真空の透磁率，M は磁石の磁気モーメント，

m は磁石の磁気量，d は磁石の磁極間距離です．

少しずつですが，この研究は多くの方に興味を持ってもら

えるような中身になってきたように思います．札幌日大高校

に入学したときには，学会発表など経験できるとは全く想像

もしていませんでした．初めて学会でポスター発表をする機

会を与えて頂き，賞まで頂けたことに深く感謝しています．

その後，私は高校生科学技術チャレンジ(JSEC)最終審査会

で発表することになり，同僚も日本学生科学賞中央最終審査

で入賞しましたが，共に国際科学技術フェア(ISEF)出場は

果たせませんでした．最後に，日々頑張っている科学部の後

輩全員が，世界の舞台でスポットライトを浴びて発表する日

が来ることを願っています．

文 献

( 1 ) Y. Levin, F. L. da Silveria and F. B. Rizzato: Am. J. Phys., 74
(2006), 815817.

( 2 ) 高野良紀，中原雅則まぐね，13(2018), 102105.

(2019年12月 6 日受理)[doi:10.2320/materia.59.162]





図 1 作製した装置の(a)模式図と(b)外観写真(鉛直方向)．

図 2 生成された Y 型スズ樹と電解電流の関係．(オン

ラインカラー)

図 3 電解電流 5.0 mA で生成したスズ樹の拡大写真．
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私たちは，金属樹であるスズ樹の生成と電解電流の関係に

ついて研究しています．金属樹とは二種類の金属のイオン化

傾向の差によって，イオン化傾向が小さい金属が大きい金属

の周りに樹枝状に生成したものです．金属樹の一種であるス

ズ樹は通常主軸(既に析出しているスズ樹の生成方向を主軸

とする)に対しておよそ90度方向に生成されます(1)．そこで

どのような条件下でもスズ樹がその形で生成されるのかにつ

いて興味を持ち研究を始めました．今回の研究では，亜鉛板

と塩化スズ()溶液でスズ樹を生成しました．磁石を用いて

磁場をかけたり電解電流を流したりと外部条件を変化させな

がら実験していくうちに，電解電流をかけながらスズ樹を生

成させた際に，スズ樹の形に変化が起きたことを発見しまし

た．このことから電解電流とスズ樹の生成との関係に絞って

さらに実験を行いました．今回の研究では図に示す実験装

置を用いました．溶液は 0.10 mol/L の SnCl2 水溶液を 8.0

mL に CH3COOH ( 99 mass以上)を 2.0 mL 加えて調整

し，亜鉛板は厚さ 1.0 mm，長さ 20.0 mm，幅 3.0 mm に切

断し，切断面を80番の紙やすりで研磨しました．亜鉛板を

プレパラートの真ん中に置き，そして亜鉛板を覆うように溶

液を 2.0 mL 程度滴下しました．そこに亜鉛板を左右から挟

む形でステンレス板を電極として置き，電解電流を 1.0 mA，

3.0 mA，5.0 mA でそれぞれ10分間ずつ流しました．その状

態で生成したスズ樹を光学顕微鏡で観察しました．観察結果

を図に示します．電解電流を流したところ，図 2, のよ

うなスズ樹の生成方向が直角でない，今までの報告にない新

規の形(以下 Y 型)のスズ樹が亜鉛板のまわりに生成されま

した．Y 型は図 2 に示すようにスズ樹の先端に多数見られ

ました．また，Y 型が生成された先に直角あるいは Y 型の

金属樹が更に生成されることも確認できました．また電解電

流を大きく流せば流すほど Y 型の数は増加し，スズ樹が生

成するスピードも速くなることが分かりました．次に，電解

電流を流す際に電極を寝かせて，亜鉛板に対して電場の方向

がより一様になるようにして実験を行い，Y 型の生成方向

が電場方向と関係があるのかどうかを調べたところ，現段階

では Y 型の生成方向と電場の方向には関係がないという結

果になっています．

今回のポスター発表の際，教授の方から「手で電極を押さ

えていたら，電解電流に微妙な変化が起きたり，実験が持続

しにくかったりするのではないのか」と指摘を頂きました．

頂いたアドバイスをもとに更に装置に改良を加えたいと思い

ます．加えて先ほどの電場と生成方向の関係について，より

多くのデータをとり，陰極方向にスズ樹があまり成長しなか

った理由や，電解電流とスズ樹の成長速度の関係を定量的に

測定することや，電場の方向と Y 型の生成方向との関係を

より正確に突き詰める実験をしていきたいです．またスズ以

外の金属はこれまで実験を行っていないので，それも実験し

たいと思います．今回発表させて頂いた際に，私たちが初め

て行った研究で始めて間もない時だったにも関わらず，沢山

の方々が発表を真剣に聞いて下さりました．また大学生や社

会人となった私たちの学校の先輩にもアドバイスを頂けてと

ても刺激を受けました．発表を通して私たちの研究を発信で

きただけでなく，他の方の研究やアドバイスも吸収でき，と

ても良い経験になりました．
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† World Materials Day Award材料系国際学協会連携組織であ

る IOMMMS では，材料系分野のプレゼンス向上のため「材料

に関する知識とその重要性を社会や若者に啓発する活動」に貢

献した学生を顕彰している．

図 1 3D ペンによるオブジェクト作製の様子．

図 2 本実践で製作したおもちゃ．

図 3 加熱により起き上がったおもちゃ．

 　　　　　　スポットライト

～第17回 World Materials Day Award†部門賞～

動け 私のものづくり

愛知教育大学中等教育教員養成課程技術専攻 4 年

神 谷 幸 佑

私たちが所属している愛知教育大学中等教育教員養成課程

技術専攻・北村研究室は，中学校技術科の教員を養成する技

術専攻の中で主に機械工学に関する研究を行っています．現

在，研究室には大学院修士課程 2 年生 1 名，学部 4 年生 3
名，学部 3 年生 3 名が所属しており，金属加工に関する教

材開発や教育法，金属物性の研究などを行っています．

形状記憶合金は，眼鏡のフレームやシャワーの温度調節な

ど，様々な用途で利用されている金属材料です．しかし，学

校等で教えられることが少ないことから，その名称や特性は

あまり認知されていません．そこで，私たちはこのような状

況を改善すべく，形状記憶合金について知ってもらう活動と

して，今回第 2 部門賞を受賞した「動け 私のものづく

り」を行いました．本実践は，愛知教育大学で行われた大学

祭の出展として行いました．対象者は，愛知教育大学大学祭

に来場していただいた 4 歳から70代の数十名の方です．

来場者の方には，形状記憶合金を用いたおもちゃの「もの

づくり」を体験していただくことで，形状記憶合金について

体験的に知っていただきました．おもちゃについては，3D
ペンと樹脂材料，形状記憶合金を材料に製作しました．3D
ペンは，3D プリンタの樹脂(PLA(ポリ乳酸)樹脂や ABS 樹

脂)のエクストルーダ(押出機)部分を独立させて，手で持て

るようにした道具です．「3D ペン」の名称は，3D プリンタ

と同じ樹脂材料を用いて立体物を造形することから付けられ

ています．3D ペンは，樹脂を加熱しながらノズル(材料の

射出口)から押し出し，ステージ上に材料を積み上げ凝固さ

せることにより立体物を造形します．本実践では，オブジェ

クトの作製と，おもちゃに用いる部品を接着する目的で 3D
ペンを使用しました．

実践ではまず，3D ペンを用いて好きな形のオブジェクト

を，ラミネート板に印刷したシルエットを 3D ペンでなぞる

ことによって造形していただきました(図)．次に，3D プ

リンタで事前に製作した土台と造形したオブジェクトを，直

線記憶した形状記憶合金ワイヤ材(直径 0.3 mm，長さ 40
mm，動作開始温度60°C)でつなぎ，固定します(図)．形状

記憶合金をドライヤーで加熱すると，図のように造形した

オブジェクトが起き上がります．

おもちゃ製作した来場者からは，「不思議」「もう一度作っ

てみたい」などの感想があり，本実践を通して形状記憶合金

について一般の方々に広く知っていただくことができたと感

じています．

今後とも，本研究室で同様の実践を継続して行い，形状記

憶合金について深く知ってもらう活動を続けていきたいと考

えます．
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