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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２（０＜Ｘ≦０．０６５０）、Ｖ（１−Ｘ）ＴａＸＯ２（０＜Ｘ≦
０．１１７）、Ｖ（１−Ｘ）ＮｂＸＯ２（０＜Ｘ≦０．１１５）、Ｖ（１−Ｘ）ＲｕＸＯ
２（０＜Ｘ≦０．１５０）、Ｖ（１−Ｘ）ＭｏＸＯ２（０＜Ｘ≦０．１６１）、Ｖ（１−
Ｘ）ＲｅＸＯ２（０＜Ｘ≦０．０９６４）、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＶＳ２、ＬｉＶＯ２、

ＬｉＲｈ２Ｏ４、Ｖ２Ｏ３、Ｖ４Ｏ７、Ｖ６Ｏ１１、Ｔｉ４Ｏ７、ＳｍＢａＦｅ２Ｏ５、
ＥｕＢａＦｅ２Ｏ５、ＧｄＢａＦｅ２Ｏ５、ＴｂＢａＦｅ２Ｏ５、ＤｙＢａＦｅ２Ｏ５、
ＨｏＢａＦｅ２Ｏ５、ＹＢａＦｅ２Ｏ５、ＰｒＢａＣｏ２Ｏ５．５、ＤｙＢａＣｏ２Ｏ５
．５４、ＨｏＢａＣｏ２Ｏ５．４８、ＹＢａＣｏ２Ｏ５．４９のいずれかからなる
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ことを特徴とする蓄熱材。
【請求項２】
前記Ｘの値は、目的とする電子相転移の温度に応じて選択される
ことを特徴とする請求項１に記載の蓄熱材。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は蓄熱材に関する。
【背景技術】
【０００２】
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蓄熱とは、物質に熱を蓄えることを意味しており、当該物質は蓄熱材と呼ばれる。当該
蓄熱によって、蓄熱材自身や、蓄熱材が置かれた空間内などの温度を略一定に保つことが
できる。例えば、蓄熱（技術）を利用すれば、太陽エネルギーや排熱を熱として物質に蓄
え、その熱を暖房に利用したり、消費電力の少ない夜に氷を作り、昼に当該氷（及び当該
氷の融解熱）を冷房に利用したりできる。このように、蓄熱によって様々な形態のエネル
ギーを熱に変えて蓄え、再利用できることから、蓄熱技術は現在声高に叫ばれている省エ
ネルギー化の一翼を担っている。そのため、蓄熱技術は、今後ますます発展していかなけ
ればならない急務の技術である。
【０００３】
蓄熱の機構は顕熱蓄熱と潜熱蓄熱に大別される。顕熱蓄熱は、物質の大きな比熱を利用
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したものである。例えば、湯たんぽなどは水の大きな比熱を利用したものである。潜熱蓄
熱は、相転移時の転移エンタルピーを利用したものである。例えば、氷水で飲み物を冷や
すことは、氷の融解熱（融解エンタルピー）を利用したものである。
【０００４】
潜熱蓄熱では、相転移時の転移エンタルピーを利用しているため、温度を略一定に保つ
ことや、略一定の温度で熱の出し入れができる（顕熱蓄熱では、外界の温度に対する温度
変化は小さいが、徐々に温度が変化してしまう）。そのため、現在では、潜熱蓄熱の技術
の開発が中心に行われている。
【０００５】
これまでに開発されてきた潜熱蓄熱の材料としては、無機塩水和物、有機物、融解塩な
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どがあり、それらはいずれも固体−液体相転移の大きな転移エンタルピーを利用する蓄熱
材である。
【０００６】
確かに、固体−液体相転移による大きなエンタルピー変化は、蓄熱材料にとって重要で
あるが、それ以外にも蓄熱材に要求される特性がある。例えば、蓄熱材はその表面の温度
を長時間略一定に保てることが重要であるため、蓄熱材の熱伝導率が高いことが要求され
る。熱伝導率の低い物質では、内部の温度と表面の温度とに温度差が生じてしまい、表面
の温度を略一定に保つことができない（有機物であるパラフィンなどは熱伝導率が低い）
。また、相転移による体積変化（膨張・収縮）の大きい物質の固体−液体相転移を利用す
る場合、液体の漏れなどが生じる虞がある。そのため、当該体積変化が小さいことが要求
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される（当該体積変化が大きい場合、蓄熱材の容器として当該体積変化に耐えられる容器
を選択しなければならない）。また、相転移時に相分離や分解が生じると、蓄熱効果が低
減してしまう（最悪の場合、蓄熱材として利用できなくなる）。そのため、相転移時に相
分離や分解が生じないことが要求される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｓｏｌｏｄ

Ｓｔａｔｅ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ

，Ｖｏｌ．６，ｐｐ．２５８−２７０，１９７３
【非特許文献２】Ｊｏｕｒｎａｌ
ｏｆ

ｏｆ

ｔｈｅ

Ｐｈｙｓｉｃａｌ

Ｓｏｃｉｅｔｙ
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Ｊａｐａｎ，Ｖｏｌ．５２，Ｎｏ．１１，Ｎｏｖｅｍｂｅｒ，１９８３，ｐｐ．３

９５３−３９５９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
そこで本発明は、蓄熱材にとって必要な要件を満たす新しいタイプの蓄熱材を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
本発明の蓄熱材は、
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電子相転移する物質からなる蓄熱材であって、
前記電子相転移は、電子のもつ内部自由度である、電荷・スピン・軌道の自由度のうち
、軌道の自由度またはそれら３つの自由度のうち少なくとも２つ以上を含む複自由度の相
転移であり、
前記電子相転移の転移エンタルピーはＨ２Ｏの固体−液体相転移の転移エンタルピーの
５％以上である
ことを特徴とする。
【００１０】
本発明では、電子相転移する物質を蓄熱材に利用する。また、本発明では、従来の蓄熱
材で利用されていなかった、電子の持つ内部自由度である、軌道の自由度、または、電荷
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・スピン・軌道の自由度のうち少なくとも２つ以上を含む複自由度の相転移を利用する。
このような相転移は、以下の特性を有する。
・固相状態で生じる相転移であるため、蓄熱材（液体）が容器から漏れる心配が無い
。
・無機塩水和物などの固体−液体相転移と異なり、相転移時の相分離や分解が生じる
虞がない。
・相転移時の体積変化が固体−液体相転移に比べ小さい。
また、このような相転移を示す物質は、高い熱伝導率を有する。さらに、そのような相転
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移を示す物質のうち、転移エンタルピーがＨ２Ｏの固体−液体相転移の転移エンタルピー
の５％以上となるものを蓄熱材とする。それにより、蓄熱材にとって必要な要件を満たす
新しいタイプの蓄熱材を提供することができる。
【００１１】
前記物質は、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２（０≦Ｘ≦０．０６５０）、Ｖ（１−Ｘ）ＴａＸＯ
２（０≦Ｘ≦０．１１７）、Ｖ（１−Ｘ）ＮｂＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１１５）、Ｖ（１−
Ｘ）ＲｕＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１５０）、Ｖ（１−Ｘ）ＭｏＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１６１

）、Ｖ（１−Ｘ）ＲｅＸＯ２（０≦Ｘ≦０．０９６４）、ＬｉＭｎ２Ｏ４、ＬｉＶＳ２、
ＬｉＶＯ２、ＮａＮｉＯ２、ＬｉＲｈ２Ｏ４、Ｖ２Ｏ３、Ｖ４Ｏ７、Ｖ６Ｏ１１、Ｔｉ４
Ｏ７、ＳｍＢａＦｅ２Ｏ５、ＥｕＢａＦｅ２Ｏ５、ＧｄＢａＦｅ２Ｏ５、ＴｂＢａＦｅ２
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Ｏ５、ＤｙＢａＦｅ２Ｏ５、ＨｏＢａＦｅ２Ｏ５、ＹＢａＦｅ２Ｏ５、ＰｒＢａＣｏ２Ｏ
５．５、ＤｙＢａＣｏ２Ｏ５．５４、ＨｏＢａＣｏ２Ｏ５．４８、ＹＢａＣｏ２Ｏ５．４
９のいずれかであることが好ましい。蓄熱材を上記物質のいずれかで構成することにより

、蓄熱材にとって必要な要件を満たす新しいタイプの蓄熱材を提供することができる。
【００１２】
前記Ｘの値は、目的とする電子相転移の温度に応じて選択されることが好ましい。潜熱
蓄熱において、蓄熱は相転移温度（付近）で行われる。また、上記物質においてＸの値を
調整すれば、相転移温度を調整することができるため、Ｘの値をそのように選択すること
により、目的の温度で相転移する物質を容易に利用することができる。
【発明の効果】
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【００１３】
本発明によれば、蓄熱材にとって必要な要件を満たす新しいタイプの蓄熱材を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、ＶＯ２のＶの一部をタングステン（Ｗ）で置換した場合の置換量と相転
移温度の関係を示す図である。
【図２】図２は、粉末Ｘ線回折パターンの測定結果の一例を示す図である。
【図３】図３は、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２の帯磁率の温度依存性を示す図である。
【図４】図４は、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２の示差走査熱量測定の測定結果を示す図
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である。
【図５】図５は、蓄熱特性の評価結果の一例を示す図である。
【図６】図６は、試料の相転移温度及び転移エンタルピーの一例を示す図である。
【図７】図７は、軌道の自由度または電子の持つ３つの自由度のうち少なくとも２つ以上
を含む複自由度の相転移を示す物質、相転移温度、転移エンタルピー、及び、相転移に関
与する電子の自由度を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下に、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００１６】
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まず、大きなエンタルピー変化をもたらす相転移をする物質、即ち、蓄熱材になりうる
物質として、発明者らは、強相関電子系の物質に着目した。
【００１７】
強相関電子系とは、電子間の強いクーロン反発力により、電子が持つスピン・軌道・電
荷の自由度のうち少なくとも一つ以上が顕在化した系である。強相関電子系の物質として
、例えば、遷移金属元素を含んだ酸化物などがある。顕在化したスピン・軌道・電荷の自
由度は、それぞれ、秩序−無秩序相転移によって状態数の変化に伴う大きなエントロピー
変化を示す（顕在化したスピン・軌道・電荷の自由度の相転移は、電子相転移と呼ばれる
）。発明者らは、当該エントロピーの変化量と当該変化の生じる温度との積である転移エ
ンタルピーを利用することで、強相関電子系の物質が蓄熱材になりうると考えた。

20

【００１８】
上述したスピン・軌道・電荷の自由度の相転移は、これまで潜熱蓄熱に利用されてきた
固体−液体相転移と異なり、固相状態で生じる相転移であるため、蓄熱材（液体）が容器
から漏れる心配が無い。また、蓄熱材を容器などで覆う必要も無い。更に、上述したよう
な強相関電子系の物質の相転移では、無機塩水和物などの固体−液体相転移と異なり、相
転移時の相分離や分解が生じる虞がない。
【００１９】
また、強相関電子系の物質は、相転移時の体積変化が固体−液体相転移に比べ小さいた
め、蓄熱材として用いる場合に扱い易い。
【００２０】
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また、強相関電子系の物質の伝導状態は、金属、もしくはモット絶縁体とよばれる比較
的小さいバンドギャップをもつ半導体であるため、これまで蓄熱材として利用されてきた
無機塩水和物、有機物、融解塩のような大きなバンドギャップをもつ絶縁体と比較し、高
い熱伝導率を有する。
【００２１】
以上の点から、発明者らは、強相関電子系の物質を蓄熱材として利用すれば、従来技術
で挙げたような問題点を解消できると考えた。また、発明者らは、軌道の自由度またはス
ピン・軌道・電荷の自由度のうち少なくとも２つ以上を含む複自由度の相転移を利用する
ことにより、新規な蓄熱材を開発することが可能となると考えた。
【００２２】
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＜物質１＞
以上の点を考慮して、発明者らは室温付近で利用できる蓄熱材の開発を試みた。そこで
まず、発明者らは二酸化バナジウム（ＶＯ２）に着目した。ＶＯ２は、ルチル型構造を持
つ酸化物であり、室温より高い６９℃で、金属−絶縁体転移を示すことが知られている（
非特許文献１参照）。また、当該金属−絶縁体転移はスピンと軌道の複自由度の相転移で
あるため、その転移エンタルピーは２３７Ｊ／ｃｃと非常に大きい。また、当該相転移の
起こる温度範囲も非常に狭い（１次相転移）。
【００２３】
ＶＯ２では、図１（非特許文献２）に示すように、バナジウム（Ｖ）の一部をタングス
テン（Ｗ）で置き換えることで、上記金属−絶縁体転移の起こる温度（相転移温度）が低
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下することが知られている（図１はＶの一部をタングステン（Ｗ）で置換した場合の置換
量Ｘと相転移温度ＴＣの関係を示す）。そこで、発明者らは、バナジウムの一部を他の金
属に置き換えることで、室温付近で利用できる蓄熱材の開発を試みた。具体的には、ＶＯ
２のＶの一部をタングステン（Ｗ）で置換した。以下では、一例として、Ｖの１％，２．

３％，５％（モル比）をＷに置換したものについて説明する。
【００２４】
（試料調製）
以下、試料（Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２）の調製（合成）方法について説明する。
【００２５】
まず、Ｖ２Ｏ５粉末（株式会社高純度化学研究所製：純度９９．９９％）を、水素とア
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ルゴンの混合ガス（水素５％、アルゴン９５％）中において、７００℃まで昇温し、４８
時間保持することにより、前駆体であるＶ２Ｏ３粉末を得た。当該Ｖ２Ｏ３粉末と、Ｖ２
Ｏ５粉末（株式会社高純度化学研究所製：純度９９．９９％）及びＷＯ３粉末（フルウチ
化学株式会社製：純度９９．９９９％）を、バナジウムとタングステンと酸素との間のモ
ル比が所定のモル比になるように混合した。そして、当該混合物（粉末）を石英管内に入
れ、真空封入した（真空度：２×１０−６ｔｏｒｒ程度）。具体的には、混合物を入れた
石英管を排気装置に接続し、石英管内を真空排気した。そして、該石英管を、ガスバーナ
ー等を用いて溶かしながら封じ切った。その後、上記混合物を、石英管ごと１０００℃ま
で昇温し、４８時間保持した。以上の工程を経て、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２の粉末試料が合
成された。
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【００２６】
なお、混合物（粉末）を５００ｋｇｆ／ｃｍ２程度の圧力で押し固めてペレットにし、
それを石英管内に真空封入し、同様の熱処理を行うことにより、焼結体試料を合成するこ
ともできる。
【００２７】
（試料同定）
合成した試料を粉砕し、シリコン製の無反射板の上に乗せ、Ｘ線回折装置（株式会社リ
ガク製：ＲＩＮＴ）を用いて、２２℃における粉末Ｘ線回折パターンの測定を行った。測
定結果の一例を図２に示す（図２において、縦軸は回折強度、横軸は回折角度である）。
図２の結果から、２２℃で、Ｖ０．９９Ｗ０．０１Ｏ２は単斜晶系のルチル型（空間群Ｐ
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２１／ｃ）、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２は正方晶系のルチル型（空間群Ｐ４２／ｍｎ
ｍ）、Ｖ０．９５Ｗ０．０５Ｏ２は正方晶系のルチル型（空間群Ｐ４２／ｍｎｍ）の結晶
構造を有することがわかった。また、両試料とも不純物の混入は確認されなかった。即ち
、上記合成により、目的の試料が得られたことが確認できた。
【００２８】
（相転移温度の評価）
超伝導磁束量子干渉計を用いて、合成した試料の帯磁率の温度依存性を測定した。なお
、当該測定は１０００Ｏｅの磁場下で行った。一例として、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ
２の測定結果を図３に示す（図３において、縦軸は帯磁率、横軸は温度である）。各試料

について、昇温過程及び降温過程の両方で、図３に示すような金属−絶縁体転移に伴う帯

40

磁率の異常が観測された。また、帯磁率の温度依存性から、Ｖ０．９９Ｗ０．０１Ｏ２の
相転移温度は、昇温過程において４４℃、降温過程において４２℃であり、Ｖ０．９７７
Ｗ０．０２３Ｏ２の相転移温度は、昇温過程において１１℃、降温過程において１０℃、
Ｖ０．９５Ｗ０．０５Ｏ２の相転移温度は、昇温過程において−６７．５℃、降温過程に
おいて−７１℃であることが確認された。そして、本実験から、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２に
おいて、相転移温度がタングステンの置換量に対して線形に減少することが確認された。
具体的には、タングステンの置換量Ｘと昇温過程に置ける相転移温度ＴＣの関係は、ｄＴ
Ｃ／ｄＸ＝−２７．４Ｋ／ａｔ．％Ｗと見積もられた。

【００２９】
（転移エンタルピーの評価）
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合成した試料について、示差走査熱量計（ＮＥＴＺＳＣＨ社製：ＤＳＣ２０４Ｆ１／Ｃ
Ｐ

Ｐｈｏｅｎｉｘ／μ−Ｓｅｎｓｏｒ）を用いた示差走査熱量測定により、相転移に伴

う転移エンタルピーを見積もった。昇温速度、降温速度共に１０℃／ｍｉｎとして測定を
行った。一例として、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２の測定結果を図４に示す（図４にお
いて、縦軸は示差走査熱量、横軸は温度である）。示差走査熱量は、基準物質と試料に或
る熱量を与えたときの温度差、又は、両者を或る温度にするために要した熱量の差を表す
ものである。各試料について、昇温過程及び降温過程の両方で、図４に示すような金属−
絶縁体転移に伴う熱異常が観測された。また、示差走査熱量測定の測定結果から、Ｖ０．
９９Ｗ０．０１Ｏ２の転移エンタルピーが２００Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ
２の転移エンタルピーが１５１Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９５Ｗ０．０５Ｏ２の転移エンタルピー

10

が６６Ｊ／ｃｃであることが明らかになった。この転移エンタルピーは、これまで蓄熱材
として利用されてきた物質の転移エンタルピー（例えば、Ｈ２Ｏの固体−液体相転移にお
ける転移エンタルピー（３０６Ｊ／ｃｃ））と同等であり、この試料が蓄熱材として利用
できる可能性が示唆された。
【００３０】
強相関電子系の電子相（スピン・軌道・電荷の状態）は互いに強く相互作用を及ぼし合
う電子集団により協同的に生み出されるため、少量の不純物で諸物理量が劇的に変化して
しまう虞がある。また、Ｖを他の金属と置き換えたときの転移エンタルピーなどについて
は報告が無いため、Ｖを他の金属と置き換えることで、転移エンタルピーが激減したり、
相転移の起こる温度範囲が非常に広くなってしまう（相転移のブロード化）虞があった。

20

しかしながら、上述の実験を行うことにより、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２に関しては、転移エ
ンタルピーの激減や、相転移のブロード化が生じることなく、転移温度を自由に変更でき
ることが明らかとなった。
【００３１】
また、本実験から、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２において、タングステンの置換量と転移エン
タルピーの関係が略線形であることが明らかとなった。具体的には、タングステンの置換
量Ｘと転移エンタルピーΔＨＶの関係は、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ＝−３４．１（Ｊ／ｃｃ）
／ａｔ．％Ｗと見積もられた。そして、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ、及び、ｄＴＣ／ｄＸの関係
から、相転移温度ＴＣと転移エンタルピーΔＨＶの関係は、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＴＣ＝１．
２４（Ｊ／ｃｃ）／Ｋと見積もられた。
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【００３２】
上記関係から、転移エンタルピーがＨ２Ｏの固体−液体相転移の転移エンタルピーの５
％以上となる組成域および最低作用温度（置換量が最大のときの転移温度）を見積もった
結果を以下に示す。
Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２（０≦Ｘ≦０．０６５０）：Ｔｍｉｎ＝−１０９℃
【００３３】
（蓄熱特性の評価）
合成した試料について、実用に近い形で蓄熱材としての機能を十分に有するか否かにつ
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いて評価した。具体的には、試料と熱電対を真空断熱構造を有する試験管（内径１０ｍｍ
、深さ１０００ｍｍ）に入れた。そして、試料を試験管ごと−１８℃まで冷却した後、室
温（２２℃）の空間内に置き、熱電対の起電力から当該試料の温度変化を測定した。図５
に測定結果の一例を示す（図５において、縦軸は温度、横軸は時間である）。図５におい
て、点線は試験管内に何も入れなかった場合、実線は試験管内にＨ２Ｏ（４．４３ｇ）を
入れた場合、白丸はＶ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２（９．５３ｇ）を入れた場合の測定結
果である。
【００３４】
図５の結果から、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２は１１℃において３７分間温度を保つ
ことが確認された。Ｈ２Ｏは０℃で８０分間温度を保つことが確認された。これらの時間
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を単位体積あたりに換算すると、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２とＨ２Ｏの温度保持能力
（温度を或る温度で保持できる時間）は、それぞれ１８分間、１７分間となり、執り行っ
た実験条件においてＶ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２の温度保持能力がＨ２Ｏと略同等であ
ることが確認された。即ち、Ｖ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ２が蓄熱材として実用するのに
十分な機能を有することが確認された。また、試料の体積をＶ、外界（熱浴）との熱抵抗
をＲ、単位体積あたりの転移エンタルピーをΔＨＶ、外界の温度をＴＲＴ、相転移温度を
ＴＣとすると、相転移温度での保持時間をΔｔは、Δｔ＝ＶＲΔＨＶ／（ＴＲＴ−ＴＣ）
と表すことができる。示差走査熱量測定により見積もられたＶ０．９７７Ｗ０．０２３Ｏ
２の転移エンタルピー１５１Ｊ／ｃｃを用いた結果、Δｔは１１℃で３４分と見積もられ

、実験値と略等しい結果が得られた。即ち、本実験の結果が正しいことが確認された。
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【００３５】
以上述べたように、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２の軌道とスピンの複自由度の相転移を利用す
ることにより、蓄熱材にとって必要な要件を満たす新しいタイプの蓄熱材を提供すること
ができる。
【００３６】
また、上述したように、発明者らは、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２のＸの値を変えることで、
転移エンタルピーの激減や、相転移のブロード化が生じることなく、転移温度を自由に変
更できることを明らかにした。即ち、Ｘの値を調整することにより、使用温度を適宜変更
することが可能となり、使用温度に相転移を有する物質を容易に選択することが可能とな
る。また、従来の蓄熱材料では保持することのできなかった温度において蓄熱することが
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可能となる。
【００３７】
＜物質２＞
次に、ＶＯ２のＶをＷ以外の物質で置換した場合の例について説明する。具体的には、
ＶをＴａ，Ｎｂ，Ｒｕ，Ｍｏ，Ｒｅなどで置換した場合の例について説明する。なお、物
質１で説明した内容と同様の内容については、その説明を省略する。
【００３８】
（試料調製）
試料の調製（合成）方法は、Ｖ（１−Ｘ）ＷＸＯ２の場合と同様であり、ＷＯ３の代わ
りに、Ｔａ２Ｏ５（株式会社レアメタリック製：純度９９．９９％）、Ｎｂ２Ｏ５（添川
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理化学株式会社製：純度９９．９％）、ＲｕＯ２（株式会社レアメタリック製：純度９９
．９％）、ＭｏＯ２（添川理化学株式会社製：純度９９．９％）、ＲｅＯ３（ＳＴＲＥＭ
社製：純度９９．９％）をそれぞれ用いることにより、Ｖ（１−Ｘ）ＴａＸＯ２、Ｖ（１
−Ｘ）ＮｂＸＯ２、Ｖ（１−Ｘ）ＲｕＸＯ２、Ｖ（１−Ｘ）ＭｏＸＯ２、Ｖ（１−Ｘ）Ｒ

ｅＸＯ２を合成した。
【００３９】
（試料同定）
２２℃における粉末Ｘ線回折パターンから試料の同定を行った。測定結果の一例を図２
に示す。図２の結果から、２２℃で、Ｖ０．９２Ｔａ０．０８Ｏ２、Ｖ０．９５Ｎｂ０．
０５Ｏ２、Ｖ０．９２Ｎｂ０．０８Ｏ２、Ｖ０．９Ｒｕ０．１Ｏ２、Ｖ０．９Ｍｏ０．１

40

Ｏ２、Ｖ０．９６Ｒｅ０．０４Ｏ２及びＶ０．９３Ｒｅ０．０７Ｏ２は正方晶系のルチル
型、Ｖ０．９８Ｔａ０．０２Ｏ２、Ｖ０．９７５Ｒｕ０．０２５Ｏ２、及び、Ｖ０．９７
Ｍｏ０．０３Ｏ２は単斜晶系のルチル型の結晶構造を有することがわかった。また、全て
の試料において不純物の混入は確認されなかった。即ち、上記合成により、目的の試料が
得られることが確認できた。
【００４０】
（相転移温度の評価）
合成した試料の帯磁率の温度依存性を測定し、帯磁率の温度依存性から、合成した試料
の相転移温度を見積もった。合成した試料の（昇温過程及び降温過程における）相転移温
度の一例を図６に示す。図６に示すように、昇温過程で、Ｖ０．９８Ｔａ０．０２Ｏ２の
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相転移温度は４９℃、Ｖ０．９２Ｔａ０．０８Ｏ２は４℃、Ｖ０．９５Ｎｂ０．０５Ｏ２
は１６℃、Ｖ０．９２Ｎｂ０．０８Ｏ２は−６℃、Ｖ０．９７５Ｒｕ０．０２５Ｏ２は３
７℃、Ｖ０．９Ｒｕ０．１Ｏ２は−２１．５℃、Ｖ０．９７Ｍｏ０．０３Ｏ２は３４℃、
Ｖ０．９Ｍｏ０．１Ｏ２は−３９．５℃、Ｖ０．９６Ｒｅ０．０４Ｏ２は−４．５℃、そ
して、Ｖ０．９３Ｒｅ０．０７Ｏ２は−６７℃と見積もられた。これらの結果から、相転
移温度がＴａ，Ｎｂ，Ｒｕ，Ｍｏ，Ｒｅなどの置換量に対して線形に減少することが確認
された。
具体的には、Ｔａの置換量Ｘと昇温過程に置ける相転移温度ＴＣの関係は、ｄＴＣ／ｄ
Ｘ＝−７．９８Ｋ／ａｔ．％Ｔａと見積もられた。
Ｎｂの置換量Ｘと昇温過程に置ける相転移温度ＴＣの関係は、ｄＴＣ／ｄＸ＝−９．５

10

Ｋ／ａｔ．％Ｎｂと見積もられた。
Ｒｕの置換量Ｘと昇温過程に置ける相転移温度ＴＣの関係は、ｄＴＣ／ｄＸ＝−８．７
６Ｋ／ａｔ．％Ｒｕと見積もられた。
Ｍｏの置換量Ｘと昇温過程に置ける相転移温度ＴＣの関係は、ｄＴＣ／ｄＸ＝−１０．
８Ｋ／ａｔ．％Ｍｏと見積もられた。
Ｒｅの置換量Ｘと昇温過程に置ける相転移温度ＴＣの関係は、ｄＴＣ／ｄＸ＝−１９．
４Ｋ／ａｔ．％Ｒｅと見積もられた。
また、本実験により、ＶをＴａ，Ｎｂ，Ｒｕ，Ｍｏ，Ｒｅなどで置換した場合において
も、相転移のブロード化が生じないことが明らかとなった。
【００４１】

20

（転移エンタルピーの評価）
合成した試料について、示差走査熱量測定により、相転移に伴う転移エンタルピーを見
積もった。合成した試料の転移エンタルピーの一例を図６に示す。図６に示すように、Ｖ
０．９８Ｔａ０．０２Ｏ２の転移エンタルピーは１９４Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９２Ｔａ０．０
８Ｏ２は８４Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９５Ｎｂ０．０５Ｏ２は１３５Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９２Ｎｂ
０．０８Ｏ２は８４Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９７５Ｒｕ０．０２５Ｏ２は１９３Ｊ／ｃｃ、Ｖ０
．９Ｒｕ０．１Ｏ２は８７Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９７Ｍｏ０．０３Ｏ２は１８４Ｊ／ｃｃ、Ｖ
０．９Ｍｏ０．１Ｏ２は９６Ｊ／ｃｃ、Ｖ０．９６Ｒｅ０．０４Ｏ２は１４８Ｊ／ｃｃ、

そして、Ｖ０．９３Ｒｅ０．０７Ｏ２は７６Ｊ／ｃｃと見積もられた。従って、ＶをＴａ
，Ｎｂ，Ｒｕ，Ｍｏ，Ｒｅなどで置換した場合においても、転移エンタルピーの激減が生
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じないことが明らかとなった。
【００４２】
また、転移温度および転移エンタルピーがＴａ，Ｎｂ，Ｒｕ，Ｍｏ，Ｒｅなどの置換量
に対して線形に変化することが確認された。
具体的には、Ｔａの置換量Ｘと転移エンタルピーΔＨＶの関係は、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ
＝−１８．９（Ｊ／ｃｃ）／ａｔ．％Ｔａと見積もられた。そして、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ
、及び、ｄＴＣ／ｄＸの関係から、相転移温度ＴＣと転移エンタルピーΔＨＶの関係は、
ｄ（ΔＨＶ）／ｄＴＣ＝２．３７（Ｊ／ｃｃ）／Ｋと見積もられた。
同様に、Ｎｂで置換した場合には、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ＝−１９．３（Ｊ／ｃｃ）／ａ
ｔ．％Ｎｂ、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＴＣ＝２．０２（Ｊ／ｃｃ）／Ｋと見積もられた。
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Ｒｕで置換した場合には、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ＝−１４．８（Ｊ／ｃｃ）／ａｔ．％Ｒ
ｕ、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＴＣ＝１．６８（Ｊ／ｃｃ）／Ｋと見積もられた。
Ｍｏで置換した場合には、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ＝−１３．８（Ｊ／ｃｃ）／ａｔ．％Ｍ
ｏ、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＴＣ＝１．２８（Ｊ／ｃｃ）／Ｋと見積もられた。
Ｒｅで置換した場合には、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＸ＝−２３．０（Ｊ／ｃｃ）／ａｔ．％Ｒ
ｅ、ｄ（ΔＨＶ）／ｄＴＣ＝１．１８（Ｊ／ｃｃ）／Ｋと見積もられた。
【００４３】
上記関係から、転移エンタルピーがＨ２Ｏの固体−液体相転移の転移エンタルピーの５
％以上となる組成域および最低作用温度（置換量が最大のときの転移温度）を見積もった
結果を以下に示す。
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Ｖ（１−Ｘ）ＴａＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１１７）：Ｔｍｉｎ＝−２４．６℃
Ｖ（１−Ｘ）ＮｂＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１１５）：Ｔｍｉｎ＝−４０．１℃
Ｖ（１−Ｘ）ＲｕＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１５０）：Ｔｍｉｎ＝−６２．２℃
Ｖ（１−Ｘ）ＭｏＸＯ２（０≦Ｘ≦０．１６１）：Ｔｍｉｎ＝−１０５℃
Ｖ（１−Ｘ）ＲｅＸＯ２（０≦Ｘ≦０．０９６４）：Ｔｍｉｎ＝−１１８℃
【００４４】
以上述べたように、ＶＯ２のＶをＴａ，Ｎｂ，Ｒｕ，Ｍｏ，Ｒｅなどで置換した場合に
おいても、ＶをＷで置換した場合と同様に、軌道とスピンの複自由度の相転移を利用する
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ことにより、蓄熱材にとって必要な要件を満たす新しいタイプの蓄熱材を提供することが
できる。
【００４５】
また、Ｘの値を調整することにより、使用温度を適宜変更することができ、使用温度に
相転移を有する物質を容易に選択することができる。そのため、従来の蓄熱材料では保持
することのできなかった温度において蓄熱することが可能となる。
【００４６】
＜物質３＞
次に、軌道の自由度または電子のもつ３つの自由度のうち少なくとも２つ以上を含む複
自由度の相転移を示す他の物質について説明する。図７にそのような相転移を示す物質、

20

相転移温度、転移エンタルピー、及び、相転移に関与する電子の自由度を示す（比較のた
めＨ２Ｏのデータも併せて示す）。
なお、図７において＊１の物質については、Ｊｏｕｒｎａｌ
ａｔｅ

ｏｆ

Ｓｏｌｉｄ

Ｓｔ

Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．１７０，ｐｐ．２２１−２２６，２００３で報告

されている。
＊２の物質については、ＰＨＹＳＩＣＡＬ
．１２，１５

ＪＵＮＥ

ＲＥＶＩＥＷ

Ｂ，Ｖｏｌ．３１，Ｎｕｍ

１９８５，ｐｐ．８１４３−８１４７で報告されている。

＊３の物質については、Ｊ．Ｐｈｙｓ．Ｃ：Ｓｏｌｉｄ

Ｓｔａｔｅ

Ｐｈｙｓ．，Ｖ

ｏｌ．１０，１９７７．ｐｐ．Ｌ６３７−Ｌ６３８で報告されている。
＊４の物質については、ＰＨＹＳＩＣＡＬ
３２，Ｎｕｍ．２３，１０

ＪＵＮＥ

ＲＥＶＩＥＷ

ＬＥＴＴＥＲＳ，Ｖｏｌ．
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１９７４，ｐｐ．１３１８−１３２１で報告され

ている。
＊５の物質については、Ｊｏｕｒｎａｌ

ｏｆ

Ｓｏｌｉｄ

Ｓｔａｔｅ

Ｃｈｅｍｉ

ｓｔｒｙ，Ｖｏｌ．１７７，ｐｐ．２８１−２９２，２００４で報告されている。
＊６の物質については、Ｊ．Ｐｈｙｓ．：Ｃｏｎｄｅｎｓ．Ｍａｔｔｅｒ，Ｖｏｌ．１
７，ｐｐ．５８１３−５８２０，２００５で報告されている。
【００４７】
図７に示すように、
ＬｉＭｎ２Ｏ４は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は２１℃、転移エンタル
ピーが３７．２Ｊ／ｃｃである。

40

ＬｉＶＳ２はスピンと軌道の相転移を示し、その相転移温度は４０℃、転移エンタルピ
ーが５８．３Ｊ／ｃｃである。
ＬｉＶＯ２はスピンと軌道の相転移を示し、その相転移温度は２０６℃、転移エンタル
ピーが３２６Ｊ／ｃｃである。
ＮａＮｉＯ２は軌道の相転移を示し、その相転移温度は２１３℃、転移エンタルピーが
１０７Ｊ／ｃｃである。
ＬｉＲｈ２Ｏ４は電荷とスピンの相転移を示し、その相転移温度は−１０３℃、転移エ
ンタルピーが２１．６Ｊ／ｃｃである。
Ｖ２Ｏ３はスピンと軌道の相転移を示し、その相転移温度は−１１９℃、転移エンタル
ピーが６３Ｊ／ｃｃである。
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Ｖ４Ｏ７は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は−３６℃、転移エンタルピー
が６６．６Ｊ／ｃｃである。
Ｖ６Ｏ１１は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は−１０１℃、転移エンタル
ピーが４４．９Ｊ／ｃｃである。
Ｔｉ４Ｏ７は電荷、スピン、及び、軌道の相転移を示し、その相転移温度は−１１９℃
、転移エンタルピーが２８Ｊ／ｃｃである。
ＳｍＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は−３４．２℃、転
移エンタルピーが２３．４Ｊ／ｃｃである。
ＥｕＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は−１６．７℃、転
移エンタルピーが２６．３Ｊ／ｃｃである。
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ＧｄＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は−２．７℃、転移
エンタルピーが２９Ｊ／ｃｃである。
ＴｂＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は１２．１℃、転移
エンタルピーが３４．７Ｊ／ｃｃである。
ＤｙＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は２０．５℃、転移
エンタルピーが３４．７Ｊ／ｃｃである。
ＨｏＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は２２．８７℃、転
移エンタルピーが３５．６Ｊ／ｃｃである。
ＹＢａＦｅ２Ｏ５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は３６．５℃、転移エ
ンタルピーが３７．２Ｊ／ｃｃである。
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ＰｒＢａＣｏ２Ｏ５．５は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は７０．６℃、
転移エンタルピーが６９．９Ｊ／ｃｃである。
ＤｙＢａＣｏ２Ｏ５．５４は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は４４．９℃
、転移エンタルピーが５２．４Ｊ／ｃｃである。
ＨｏＢａＣｏ２Ｏ５．４８は電荷と軌道の相転移を示し、その相転移温度は３０．８℃
、転移エンタルピーが６６Ｊ／ｃｃである。
ＹＢａＣｏ２Ｏ５．４９は電荷、スピン、及び、軌道の相転移を示し、その相転移温度
は２４．１℃、転移エンタルピーが４１．６Ｊ／ｃｃである。
いずれの物質についても、Ｈ２Ｏの５％以上という大きな転移エンタルピーの相転移を
示し、蓄熱材として利用できることが示唆された。
【００４８】
以上述べたように、本実施形態では、従来の蓄熱材で利用されていなかった軌道の自由
度または電子のもつ３つの自由度のうち少なくとも２つ以上を含む複自由度の相転移を利
用する。複自由度としては、例えば、スピンと軌道の自由度、スピンと電荷の自由度、軌
道と電荷の自由度、スピンと軌道と電荷の自由度などが挙げられる。そのような相転移を
示す物質の内、転移エンタルピーが大きいものを選択することにより、蓄熱材にとって必
要な要件を満たす新しいタイプの蓄熱材を提供することができる。
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【図３】
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