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はじめに 

 高出力レーザー発振器は極低温動作により性能

向上が可能なため、寒剤を用いた冷却が検討されて

いる。本研究は、高出力レーザー発信器の冷却や寒

剤製造を効率化する GM (Giffort- McMahon) 冷凍機

用の次世代蓄冷材を開発することで、レーザー光の

応用性を広げる役割を目指している。 

GM 冷凍機の性能は蓄冷材の物性、特に冷凍作業

温度域での体積比熱に大きく依存する。希土類窒化

物（LnN: Ln = Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er）とそれらの固

溶体は、磁気転移温度 TCが 70～6 K に分布する強磁

性体で転移点近傍で大きな磁気比熱を持つ。中でも

特に ErN、HoN はそれぞれ TCが約 4K、13K にあり

熱伝導度もステンレス鋼と同程度と、4K 用 GM 冷

凍機の蓄冷材に有望と着目した。さらにそれらの固

溶体は中間的な比熱特性を持つため期待が大きい。 

昨年度までに両者の球材料を試作し、市販の実冷

凍機に充填して冷凍性能を測定した。試作 ErN 球材

料による冷凍性能は、現行の市販機に充填されてい

る HoCu2 球材蓄冷材による性能に僅かに至らなか

った。その原因を検討したところ、蓄冷器内への蓄

冷物質の空間充填が不十分であり、これを損なって

いる次の三つの材料欠陥が観察された。①球材表面

に火山噴火痕の様な表面開口した空孔と外部への突

起が生成している、②酸化物が析出している、③球

材内部に微細な空孔が発生している。実際の空間充

填率は、表面が滑らかで内部が緻密な HoCu2球材の

69%にすぎず、物質自身の比熱は大きいが、蓄冷器 

に充填された熱容量（比熱×体積）が不十分で、本

来の性能を発揮できず、これを改善すればより高い

冷凍能力が得られると考えた。 

本年度は、これを改善する方策のひとつとして、

原材料中の酸素不純物の低減の効果を検証する実験

を行った。これは上記の②の直接的な改善に繋がる

ことは自明であり、①と③にも下記の理由で改善効

果があると見込んだ。まず経験則として、過去に扱

った窒化前の希土類金属原材料の酸素不純物濃度が

低いほど①の欠陥が少なかった。不純物酸素は高温

では溶解度が高いため窒化条件では窒素と共存する

が、降温するに従って希土類金属と酸化物を析出す

るため、結果として窒化物を分解し窒素ガスを遊

離・放出すると考えられる。この結果として先述の

表面と内部への欠陥が発生したと考えた。 

実験 

 φ250 ~ 300 m の Ho0.5Er0.5合金の球材料（酸素不

純物濃度 0.3 wt.%）と 1mm 厚の Er 板材（同 0.1wt%
以下）を、レーザー研所有の熱間等方加圧装置

O2-Dr.HIP (Kobelco Co. Ltd.,)により 1550℃、200 MPa
の N2 中で 2 h 保持して窒化した。得た窒化物試料は

XRD で生成物質相を、SEM で表面と断面の形態を

観察した。また Fig. 1 に概略図示す GM 冷凍機（SHI
製 SRDK-101D、0.1 W@4.2 K）の 2 段目蓄冷器の低

温側 40%の体積に Ho0.5Er0.5N 球を、残り 60%に Pb
球を充填し、高温側温度を 35K として低温側での冷

凍能力(Cooling Power)を測定した。 

 

Fig. 1 Schematic illustration of the second regenerator column 
used in the present cooling test. 

結果と考察 

まず酸素不純物の低い板材では表面付近の開口性
の空孔や突起は殆ど認められなかった。次に、酸素
0.3wt%合金を窒化して得た試料の XRD パターンに
は希土類酸化物の回折ピークは検出されず、これが
有意に検出された 1.1wt%酸素の原料から得た ErN
と比較して改善が見られた。次に、Fig. 2 の SEM 写
真に見られるように、今回の低酸素材から得た窒化
物球材の表面は、これまでの高酸素材からのものと
比較して、表面の突起は低減している。さらに Fig.3
に示すように、内部の空孔も発生頻度が目に見えて
低減している。なおここでは示さないが、同様に低
酸素濃度（0.35wt%）の原料から Ho0.25Er0.75N 球材を
得ており同様に表面突起や空孔の発生頻度が低減し



たことを確認している。これらの観察結果から、当
初見込んだとおり、出発原料の酸素不純物のレベル
を低減することにより、高温高圧窒素処理によって
得られる窒化物球の表面はより滑らかになり、内部
も緻密となり、また当然ではあるが内部に析出する
酸化物の介在物も低減する。 

この球材を冷凍機に充填しての冷凍試験は一度の
試行しか行えなかった。蓄冷器内に充填できた窒化
物量は電子天秤による重量測定で評価したが、それ
によると、充填状は目立って向上せず昨年度までの
充填率に止まった。この理由の詳細は不明であるが、
上に示した球面観察写真に見られるように、発生頻
度は下がったもの表面突起はまだ発生しており、こ
れがもっと低減しなければ充填時の粒子間摩擦が大
きく充填率が向上しないのかもしれない。 

充填率が向上しなかったことに対応し、冷凍能力も
前回から向上せず逆に僅かだが低化した。この低化
は粒子サイズにあると考察した。昨年度に報告した
が、球材粒径に冷凍能力は依存し当該領域では小径

ほど冷凍能力は高い。今回の粒子径は比較対象より
大きい。この粒径効果は昨年度 13%と見積もられて
おり、これを勘案すると低酸素原材料から得た蓄冷
材の冷凍能力は、間接的ではあるが、改善された。 

以上述べたように、HIP 法により球形の Ho-Er 二
元系窒化物球材をこれまでよりも酸素不純物濃度の

低い原材料から合成したところ、表面や内部空孔の

発生頻度が低減した。充填率の向上に至らず GM 冷

凍機用の冷凍性能向上を直接検出するには至らなか

ったが、粒径効果の補正によれば向上が伺えた。 
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Fig.2 SEM micrographs of nitride sphere surfaces. 
(a) this work, (b,c) previous work. 

(a) this work,  Ho0.5Er0.5N  0.30wt% O 

(b) Previoous work,  Ho0.5Er0.5N, 0.49wt% O 

(c) Previoous work, ErN, 1.1wt% O 
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Fig.3 SEM micrographs of cross section of nitride 
sphere of Ho0.5Er0.5N. (a,b) near surface area, (c,d) 
core area, (a,c) previous work 0.49wt% O, (b,d) 
this work, 0.30wt% O. 

Fig.4 Cooling power measured at 4K with present 
sample and those with others for comparison. 

(b)  (a) 

(c) (d) 


