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はじめにはじめにはじめにはじめに 

 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 (Gifford- 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。 

これまでに HoxEr1-xN 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。しかしな

がら、計算値では最も冷凍性能が大きいと考えられ

ていた ErN 球材料ですら、その冷凍性能は、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、この仮説を実証するために、酸素含有

量の異なる希土類合金を出発原料として、酸素含有

量が希土類窒化物生成にどのような影響を与えるの

かについて系統的な実験を行った。その結果につい

て報告する。 

実験実験実験実験 

 φ180 ~ 300 µm の HoxEr1-x合金（0≦x≦1）の球材

料（酸素不純物濃度 0.29～1.10 wt.%）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。得られた窒化物試料は XRD で生成物

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

温側温度を約 35K として低温側での冷凍能力

(Cooling Power)を測定した。本研究での出発合金の

組成、酸素含有量、粒子経を Table 1 に示す。 

 

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

 

Table 1 Compositions, particle diameters and oxygen contents 
of starting alloys. 

Composition x 

(Ho
x
Er

1-x
) 

Particle diameter 

[μm] 

Oxygen content 

[wt%] 

1 (Ho) 250-300 0.29 

0.5 250-300 0.30 

0.5 212-250 0.49 

0.25 180-212 0.35 

0.25 180-212 0.54 

0 (Er) 180-212 1.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 SEM images of the surface of the obtained nitride spheres. 

 

 
 

 

Fig. 3 SEM images of the inner parts of the nitride 
spheres with different oxygen content. 

 

 

結果と考察結果と考察結果と考察結果と考察 

XRD の結果からどの試料もほぼ単相の窒化物が

得られたものの酸素含有量が多い合金を出発原料と

した場合は若干の酸化物相が観測され、その量は酸

素含有量が増えるにつれ多くなる傾向が見られた。 

Fig. 2 に得られた窒化物球の SEM による表面観測

画像を示す。酸素含有量が多いと表面の荒れが酷く、

少ない試料ではきれいな球状粒子が得られることが

わかる。EDX の結果から、この表面の荒れの部分が

酸化物というわけではなく、酸化物は試料中に偏り

なく生成していると考えられる。 

球状粒子を半分に割り、内部の様子を観測した

SEM 画像を Fig. 3 に示す。試料はどちらも

Ho0.25Er0.75N で、Fig. 3(a)は出発合金の酸素含有量が

0.54 wt.%、Fig. 3(b)は 0.35 wt.%の窒化物である。ど

ちらも中心付近は稠密な構造になっているが、表面

付近には小さなボイドが多数存在する層（弧で示し

ている範囲内）があることがわかる。また、酸素含

有量の多い試料の表面ボイド層は少ない試料のそれ

に比べ、厚くなっていることがわかる。ボイド層が

厚い試料を GM 冷凍機の蓄冷器に充填しても、体積

充填率が同じ場合は質量充填率が低下してしまい、

冷凍性能も低下してしまう。これが、これまで希土

類窒化物が物性どおりの冷凍性能を発揮できない原

因であると考えられる。 

実際に、出発原料の酸素含有量のみが異なる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Comparison of cooling power of a GM cryocooler 
using rare earth nitrides and HoCu2 as regenerators. 

 

Ho0.25Er0.75N を GM 冷凍機の蓄冷器に充填して測定

した冷凍性能の結果を Fig. 4 に示す。酸素含有量の

少ない窒化物を用いた場合の冷凍性能は、酸素含有

量の多い試料を用いたときと比較して、高くなって

おり、最低到達温度もより低温にシフトした。さら

に、酸素含有量の少ない試料では、ごくわずかでは

あるが、市販の HoCu2を用いた場合より冷凍性能が

向上した。 

以上のように、希土類窒化物は GM 冷凍機の蓄冷

材として非常に優れているが、その冷凍性能は出発

合金の酸素含有量に大きく左右されることがわかっ

た。 
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