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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光学的に異方性の単結晶粒子であって、希土類元素からなり４ｆ電子を有する希土類イ
オンを前記単結晶粒子の結晶中に含めることにより磁気異方性が増強された複数の前記単
結晶粒子から、配向が制御された前記単結晶粒子より成る成形体を磁場空間で成形し、前
記成形体を焼成して得られた透光性の多結晶体よりなり、
各該単結晶粒子の結晶方向が一方向に揃った多結晶構造を有する透光性多結晶材料であ
って、
前記単結晶粒子は、アパタイト系化合物、バナデート系化合物、アルミナ系化合物、又
はイットリウムリチウムフロライド系化合物よりなり、
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前記透光性多結晶材料の直線透過率は５０％以上であり、
前記希土類元素が、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、
プロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄ
ｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム
（Ｙｂ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする透光性多結晶材
料。
【請求項２】
前記アパタイト系化合物がα５（βＯ４）３γ（α：Ｃａ又はＳｒ、β：Ｐ又はＶ、γ
：ＯＨ又はＦ）の化学式で示されるフッ素アパタイト、水酸アパタイト又はバナジウムア
パタイトである請求項１に記載の透光性多結晶材料。
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【請求項３】
前記バナデート系化合物がＹＶＯ４の化学式で示されるイットリウムオルソバナデート
、ＧｄＶＯ４の化学式で示されるガドリニウムオルソバナデート及びＬｕＶＯ４の化学式
で示されるルテチウムオルソバナデートよりなる群から選ばれる一種である請求項１に記
載の透光性多結晶材料。
【請求項４】
光学材料に用いられる請求項１に記載の透光性多結晶材料。
【請求項５】
希土類元素からなり４ｆ電子を有する希土類イオンが添加された光学的に異方性の単結
晶粒子を含む原料粉末を溶液中に分散させて、懸濁液を準備する準備工程と、
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磁場空間でスリップキャスティングを行うことにより、前記懸濁液から成形体を得る成
形工程と、
前記成形体を焼成して、結晶方位が制御された多結晶構造を有する透光性の多結晶体よ
りなる透光性多結晶材料を得る焼成工程と、を備え、
前記希土類イオンは、前記単結晶粒子の磁気異方性を増強させる磁気異方性増強物質で
あり、
前記成形工程で、前記単結晶粒子が前記磁気異方性を発揮するように温度制御しつつ、
該単結晶粒子における磁化容易軸の方向に応じて静磁場及び回転磁場のうちの一方を選択
して印加し、
前記焼成工程で、前記成形体を１６００〜１９００Ｋの温度で一次焼結して一次焼結体

20

を得る一次焼結工程と、該一次焼結体を１６００〜１９００Ｋの温度で熱間等方加圧焼結
する二次焼結工程とを順に実施して、直線透過率が５０％以上の透光性多結晶材料を製造
する方法であって、
前記単結晶粒子は、アパタイト系化合物、バナデート系化合物、アルミナ系化合物、又
はイットリウムリチウムフロライド系化合物よりなり、
前記希土類元素が、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、
プロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄ
ｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム
（Ｙｂ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする透光性多結晶材
料の製造方法。
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【請求項６】
前記成形工程で、前記単結晶粒子における磁化容易軸がｃ軸である場合は静磁場を印加
する請求項５に記載の透光性多結晶材料の製造方法。
【請求項７】
前記成形工程で、前記単結晶粒子における磁化容易軸がａ軸である場合は鉛直方向を回
転軸とする回転磁場を印加する請求項５に記載の透光性多結晶材料の製造方法。
【請求項８】
前記単結晶粒子がアパタイト系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がセリウム（Ｃｅ
）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム
（Ｄｙ）及びホロミウム（Ｈｏ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種である場合、又
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は
前記単結晶粒子がバナデート系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がプロメチウム（
Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウ
ム（Ｙｂ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種である場合であって、
前記成形工程で静磁場を印加する請求項６に記載の透光性多結晶材料の製造方法。
【請求項９】
前記単結晶粒子がアパタイト系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がプロメチウム（
Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウ
ム（Ｙｂ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種である場合、又は
前記単結晶粒子がバナデート系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がセリウム（Ｃｅ
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）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム
（Ｄｙ）及びホロミウム（Ｈｏ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種である場合であ
って、
前記成形工程で回転磁場を印加する請求項７に記載の透光性多結晶材料の製造方法。
【請求項１０】
前記アパタイト系化合物がα５（βＯ４）３γ（α：Ｃａ又はＳｒ、β：Ｐ又はＶ、γ
：ＯＨ又はＦ）の化学式で示されるフッ素アパタイト、水酸アパタイト又はバナジウムア
パタイトである請求項５に記載の透光性多結晶材料の製造方法。
【請求項１１】
前記バナデート系化合物がＹＶＯ４の化学式で示されるイットリウムオルソバナデート
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、ＧｄＶＯ４の化学式で示されるガドリニウムオルソバナデート及びＬｕＶＯ４の化学式
で示されるルテチウムオルソバナデートよりなる群から選ばれる一種である請求項５に記
載の透光性多結晶材料の製造方法。
【請求項１２】
前記成形工程で印加する磁場の強度が１T（テスラ）以上であり、該成形工程で前記単
結晶粒子の結晶温度が３００Ｋ以下となるように温度制御する請求項５に記載の透光性多
結晶材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は透光性多結晶材料及びその製造方法に関する。本発明に係る透光性多結晶材料
は、例えば、レーザー装置、光計測や光通信用素子等に用いられる光学材料に好適に利用
することができる。
【背景技術】
【０００２】
近年、レーザー媒質として多結晶材料を用いたセラミックスレーザーが注目されている
。セラミックスレーザーにおけるレーザー媒質は、例えば、原料粉末を所定形状にプレス
成形してから真空で焼成することにより製造される（例えば、特許文献１、非特許文献１
参照）。
【０００３】
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このセラミックスレーザーにおけるレーザー媒質には、光学的に等方性の材料が用いら
れている。そして、光学的等方性材料としては、結晶構造が立方晶系のＹＡＧ多結晶体が
主に用いられている。この光学的等方性材料である立方晶系のＹＡＧ多結晶体は、全ての
方向に対して同じ屈折率を示す。このため、ＹＡＧ単結晶体と同様、レーザー媒質として
有効に機能する。
【０００４】
また、ＹＡＧの他に、Ｙ２Ｏ３やＳｃ２Ｏ３等の立方晶系の多結晶体がレーザー媒質に
用いられている。
【０００５】
このように従来のセラミックスレーザーにおけるレーザー媒質としては、専ら立方晶系
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の多結晶体が研究開発され実用化に至っている。これは、多結晶体は多数の微小な単結晶
粒子により構成されているところ、屈折率に結晶方位依存性を有する光学的に異方性の単
結晶粒子を普通に成形、焼結しても、レーザー媒質として不適な光散乱の大きい多結晶体
しかできないためである。
【０００６】
一方、アパタイト系結晶（ＦＡＰ、ＳＦＡＰ、ＳＶＡＰ等）やバナデート系結晶（ＹＶ
Ｏ４等）等は、固体レーザーにおける発振効率を高めることができるので、利得媒体とし
て有用である。しかし、アパタイト系結晶は六方晶系に属し、またバナデート系結晶は正
方晶系に属する。すなわち、アパタイト系結晶やバナデート系結晶（ＹＶＯ４等）等は光
学的に異方性の材料である。このため、これらの光学的異方性材料は利得媒体として極め
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て有用であるにもかかわらず、レーザー媒質として用いる場合、必然的に単結晶材料を選
択することになる。
【０００７】
しかし、単結晶材料は一般にチョコラルスキー（ＣＺ）法等の単結晶育成により製造さ
れているが、この単結晶育成においては作製可能な試料の大きさや形状に厳しい制約が有
る上、育成に時間を要するためプロセスに課題がある。
【０００８】
これに対し、多結晶材料の作製手法である焼結により異方性媒体の作製が可能となれば
、高強度レーザーの実現のために必要とされながらも単結晶では作製不能である大型バナ
デート媒質又は大型アパタイト媒質の作製が比較的容易になるなど、レーザー技術のさら
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なる発展に大きく貢献することができる。
【特許文献１】特開平５−２３５４６２号公報
【非特許文献１】Annu.Rev. Mater. Res. 2006.36:397‑429,
ers

Progress in Ceramic Las

, Akio Ikesue,Yan Lin Aung, Takunori Taira, Tomosumi Kamimura, Kunio Yoshid

a and Gary L.Messing
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
本発明は上記実情に鑑みてなされたものであり、光学的に異方性の単結晶粒子を成形、
焼成して得られる透光性を有する多結晶体よりなる透光性多結晶材料を提供することを目
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的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（１）本発明の透光性多結晶材料は、光学的に異方性の単結晶粒子であって、希土類元
素からなり４ｆ電子を有する希土類イオンを前記単結晶粒子の結晶中に含めることにより
磁気異方性が増強された複数の前記単結晶粒子から、配向が制御された前記単結晶粒子よ
り成る成形体を磁場空間で成形し、前記成形体を焼成して得られた透光性の多結晶体より
なり、各該単結晶粒子の結晶方向が一方向に揃った多結晶構造を有する透光性多結晶材料
であって、
前記単結晶粒子は、アパタイト系化合物、バナデート系化合物、アルミナ系化合物、又
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はイットリウムリチウムフロライド系化合物よりなり、
前記透光性多結晶材料の直線透過率は５０％以上であり、
前記希土類元素が、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、
プロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄ
ｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム
（Ｙｂ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする。
【００１１】
（２）本発明の透光性多結晶材料において、前記単結晶粒子がアパタイト系化合物又は
バナデート系化合物よりなるとよい。
【００１２】
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（３）本発明の透光性多結晶材料において、好ましくは、前記アパタイト系化合物がα
５（βＯ４）３γ（α：Ｃａ又はＳｒ、β：Ｐ又はＶ、γ：ＯＨ又はＦ）の化学式で示さ

れるフッ素アパタイト、水酸アパタイト又はバナジウムアパタイトである。
【００１３】
（４）本発明の透光性多結晶材料において、好ましくは、前記バナデート系化合物がＹ
ＶＯ４の化学式で示されるイットリウムオルソバナデート、ＧｄＶＯ４の化学式で示され
るガドリニウムオルソバナデート及びＬｕＶＯ４の化学式で示されるルテチウムオルソバ
ナデートよりなる群から選ばれる一種である。
【００１４】
（５）本発明の透光性多結晶材料において、好ましくは、前記希土類元素が、セリウム
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（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、プロメチウム（Ｐｍ）、サマリ
ウム（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）、エ
ルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム（Ｙｂ）よりなる群から選ばれ
る少なくとも一種である。
【００１５】
（６）本発明の透光性多結晶材料は、好ましくは、光学材料に用いられる。
【００１６】
（７）本発明の透光性多結晶材料の製造方法は、希土類元素からなり４ｆ電子を有する
希土類イオンが添加された光学的に異方性の単結晶粒子を含む原料粉末を溶液中に分散さ
せて、懸濁液を準備する準備工程と、
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磁場空間でスリップキャスティングを行うことにより、前記懸濁液から成形体を得る成
形工程と、
前記成形体を焼成して、結晶方位が制御された多結晶構造を有する透光性の多結晶体よ
りなる透光性多結晶材料を得る焼成工程と、を備え、
前記希土類イオンは、前記単結晶粒子の磁気異方性を増強させる磁気異方性増強物質で
あり、
前記成形工程で、前記単結晶粒子が前記磁気異方性を発揮するように温度制御しつつ、
該単結晶粒子における磁化容易軸の方向に応じて静磁場及び回転磁場のうちの一方を選択
して印加し、
前記焼成工程で、前記成形体を１６００〜１９００Ｋの温度で一次焼結して一次焼結体
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を得る一次焼結工程と、該一次焼結体を１６００〜１９００Ｋの温度で熱間等方加圧焼結
する二次焼結工程とを順に実施して、直線透過率が５０％以上の透光性多結晶材料を製造
する方法であって、
前記単結晶粒子は、アパタイト系化合物、バナデート系化合物、アルミナ系化合物、又
はイットリウムリチウムフロライド系化合物よりなり、
前記希土類元素が、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、
プロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄ
ｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム
（Ｙｂ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種であることを特徴とする。
【００１７】
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一次焼結工程での加熱温度は１７００〜１９００Ｋであり、二次焼結工程での加熱温度
は１７００〜１９００Ｋであることがさらに好ましい。
【００１８】
（８）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、前記単結晶粒子がアパタイト系
化合物又はバナデート系化合物よりなるとよい。
【００１９】
本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記希土類元素が、セリ
ウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、プロメチウム（Ｐｍ）、サ
マリウム（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）
、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム（Ｙｂ）よりなる群から選
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ばれる少なくとも一種である。
【００２０】
（９）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記成形工程で、
前記単結晶粒子における磁化容易軸がｃ軸である場合は静磁場を印加する。
【００２１】
（１０）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記成形工程で
、前記単結晶粒子における磁化容易軸がａ軸である場合は回転軸と垂直方向の回転磁場を
印加する。
【００２２】
（１１）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記単結晶粒子
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がアパタイト系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がセリウム（Ｃｅ）、プラセオジウ
ム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）及びホロ
ミウム（Ｈｏ）よりなる群から選ばれる少なくとも一種である場合、又は前記単結晶粒子
がバナデート系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がプロメチウム（Ｐｍ）、サマリウ
ム（Ｓｍ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム（Ｙｂ）よりな
る群から選ばれる少なくとも一種である場合であって、前記成形工程で静磁場を印加する
。
【００２３】
（１２）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記単結晶粒子
がアパタイト系化合物よりなり、かつ前記希土類元素がプロメチウム（Ｐｍ）、サマリウ
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ム（Ｓｍ）、エルビウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）及びイッテルビウム（Ｙｂ）よりな
る群から選ばれる少なくとも一種である場合、又は前記単結晶粒子がバナデート系化合物
よりなり、かつ前記希土類元素がセリウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム
（Ｎｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）及びホロミウム（Ｈｏ）よりな
る群から選ばれる少なくとも一種である場合であって、前記成形工程で回転磁場を印加す
る。
【００２４】
（１３）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記アパタイト
系化合物がα５（βＯ４）３γ（α：Ｃａ又はＳｒ、β：Ｐ又はＶ、γ：ＯＨ又はＦ）の
化学式で示されるフッ素アパタイト、水酸アパタイト又はバナジウムアパタイトである。
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【００２５】
（１４）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記バナデート
系化合物がＹＶＯ４の化学式で示されるイットリウムオルソバナデート、ＧｄＶＯ４の化
学式で示されるガドリニウムオルソバナデート及びＬｕＶＯ４の化学式で示されるルテチ
ウムオルソバナデートよりなる群から選ばれる一種である。
【００２６】
（１５）本発明の透光性多結晶材料の製造方法において、好ましくは、前記成形工程で
印加する磁場の強度が１Ｔ以上であり、該成形工程で前記単結晶粒子の結晶温度が３００
Ｋ以下となるように温度制御する。
30

【発明の効果】
【００２７】
本発明の透光性多結晶材料は、光学的に異方性の単結晶粒子を成形、焼成して得られる
多結晶体よりなり、その多結晶構造を構成する各単結晶粒子の結晶方向が一方向に揃って
いる。このため、この透光性多結晶材料を例えば光学材料としてのレーザー媒質に利用す
れば、誘導放出断面積の大きな材料のセラミック化が可能となり、高出力でレーザー発振
可能な大型媒体を短時間で簡便に作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態の透光性多結晶材料の製造方法において、希土類元素が添加された単
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結晶粒子の磁気異方性を説明する図である。
【図２】本実施形態の透光性多結晶材料の製造方法において、希土類元素が添加された単
結晶粒子の磁気異方性の温度依存性を示すグラフである。
【図３】本実施形態の透光性多結晶材料の製造方法において、フッ素アパタイトの相対密
度の焼結温度依存性を示すグラフである。
【図４】本実施形態の透光性多結晶材料の製造方法を模式的に説明する図である。
【図５】実施例１で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックス及び実施例２で得られたＹｂ：Ｆ
ＡＰセラミックスについて、Ｘ線回折をした結果を示すグラフである。
【符号の説明】
【００２９】
１…スラリー（懸濁液）

２…石膏製モールド
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３…電磁石
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
以下、本発明の透光性多結晶材料及びその製造方法の実施形態について詳しく説明する
。なお、本発明の透光性多結晶材料及びその製造方法は、説明する実施形態に限定される
ものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において、当業者が行い得る変更、改良等
を施した種々の形態にて実施することができる。
【００３１】
本実施形態の透光性多結晶材料の製造方法は、準備工程と、成形工程と、焼成工程とを
備えている。
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【００３２】
準備工程では、希土類元素が添加された光学的に異方性の単結晶粒子を含む原料粉末を
溶液中に分散させて、懸濁液を準備する。
【００３３】
ここに、光学的に異方性の単結晶粒子とは、屈折率が結晶方位によって変化する単結晶
粒子、すなわち屈折率に結晶方位依存性を有する単結晶粒子のことである。光学的に異方
性の単結晶粒子としては、六方晶、三方晶及び正方晶のうちのいずれか一つの結晶構造を
有するものを挙げることができる。
【００３４】
六方晶の結晶構造を有する単結晶粒子として、好ましくは、アパタイト系化合物よりな
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る単結晶粒子、アルミナ系化合物よりなる単結晶粒子等を挙げることができる。また、正
方晶の結晶構造を有する単結晶粒子として、好ましくは、バナデート系化合物よりなる単
結晶粒子、イットリウムリチウムフロライド系化合物よりなる単結晶粒子等を挙げること
ができる。
【００３５】
六方晶系のアパタイト系化合物よりなる単結晶粒子としては、例えば、α５（βＯ４）
３γ（α：Ｃａ又はＳｒ、β：Ｐ又はＶ、γ：ＯＨ又はＦ）の化学式で示されるフッ素ア

パタイト、水酸アパタイト又はバナジウムアパタイトを挙げることができる。
【００３６】
正方晶系のバナデート系化合物よりなる単結晶粒子としては、例えば、ＹＶＯ４の化学
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式で示されるイットリウムオルソバナデート、ＧｄＶＯ４の化学式で示されるガドリニウ
ムオルソバナデートやＬｕＶＯ４の化学式で示されるルテチウムオルソバナデートを挙げ
ることができる。
【００３７】
希土類元素は、外殻電子により遮蔽された４ｆ電子の寄与により固有の磁性特性を発現
する。このため、光学的に異方性の単結晶粒子に希土類元素を添加することにより、結晶
中の希土類イオンにより誘起される磁気異方性を駆動力とした結晶配向制御が可能になる
。
【００３８】
光学的に異方性の単結晶粒子に添加される希土類元素としては、例えば、セリウム（Ｃ
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ｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム（Ｎｄ）、プロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム
（Ｓｍ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）、ホロミウム（Ｈｏ）、エルビ
ウム（Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）やイッテルビウム（Ｙｂ）を挙げることができる。これ
らの希土類元素のうちの一種が単独で各単結晶粒子に含まれていてもよいし、あるいは複
数種類の希土類元素が各単結晶粒子に含まれていてもよい。またこれらの希土類元素の中
でも、特に固体レーザーにドープする代表的な元素であるＮｄ及びＹｂのうちの少なくと
も一方が単結晶粒子に含まれていることが好ましい。なお、ガドリニウム（Ｇｄ）および
ルテチウム（Ｌｕ）は基底状態の軌道角運動量の値が０でありスピン角運動量しか有さな
いので、結晶軸と磁化の方向が対応しない。ゆえにＧｄおよびＬｕの単独での添加は磁気
異方性誘起増強効果を生じない。
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【００３９】
希土類元素が添加された単結晶粒子の準備方法は特に限定されず、例えば、仮焼きによ
る固相反応、あるいは湿式合成法により、所定の酸化物粉末に希土類元素を均一分散させ
ればよい。
【００４０】
そして、例えば、希土類元素が添加された単結晶粒子としての酸化物粉末と、他の所定
の酸化物粉末との混合粉末よりなる原料粉末を、水（溶媒）及び高分子系分散剤に添加す
ることで、懸濁液を準備することができる。なお、溶媒及び分散剤の種類、並びに分散剤
の添加濃度については、特に限定されず、原料粉末の状態に応じて適宜選択することがで
きる。また、この懸濁液を準備する際、希土類元素が添加された単結晶粒子としての酸化
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物粉末を複数種類用いてもよい。
【００４１】
成形工程では、磁場空間でスリップキャスティングを行うことにより、前記懸濁液から
成形体を得る。
【００４２】
このときのスリップキャスティングの方法は特に限定されず、例えば、石膏製等の多孔
性容器に前記懸濁液を注ぎ込み、重力方向に脱水して乾燥、成形すればよい。
【００４３】
本実施形態の製造方法における成形工程では、このスリップキャスティングを磁場空間
で行う。このとき印加する磁場の強度は、希土類元素が添加された単結晶粒子の磁気異方
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性の大きさに応じて適宜設定可能であるが、１Ｔ（テスラー）以上であることが望ましく
、１.４Ｔ程度であることが特に望ましい。１.４Ｔ程度の磁場強度であれば、汎用の電磁
石装置により直径１８０ｍｍ、ギャップ７０ｍｍ程度の範囲において均質な磁場を容易に
発生させることができるため、大口径の透光性多結晶材料を容易に製造することが可能に
なるからである。また、本実施形態において印加磁場強度の上限は磁場発生装置の制約に
より１５Ｔであることがよい。希土類イオンの異方性により、１.４Ｔという低磁場の印
加によっても単結晶粒子を高度に配向させることが可能である。
【００４４】
成形工程で印加する磁場の発生手段は、印加しようとする磁場強度に応じて適宜選定可
能である。超伝導磁石や永久磁石を用いてもよいが、均質かつ広大な磁場空間を容易に得
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られることから電磁石を用いることが望ましい。
【００４５】
磁場印加の具体的方法は、希土類元素が添加された単結晶粒子の磁化容易軸の方向によ
り決められる。すなわち、希土類元素が添加された単結晶粒子における磁化容易軸がｃ軸
である場合は静磁場を印加し、希土類元素が添加された単結晶粒子における磁化容易軸が
ａ軸である場合は鉛直方向を軸とする回転磁場を印加する。
【００４６】
回転磁場を印加する場合、磁場の回転速度は０．１ｒｐｍ〜１００ｒｐｍであることが
好ましい。磁場の回転速度が０．１ｒｐｍ未満の場合には単結晶粒子の配向性が低下する
おそれがあり、１００ｒｐｍを越える場合には、遠心力に起因する分散性の低下に伴い配
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向性が低下するおそれがある。
【００４７】
具体的には、希土類元素としてセリウム（Ｃｅ）、プラセオジウム（Ｐｒ）、ネオジム
（Ｎｄ）、テルビウム（Ｔｂ）、ジスプロシウム（Ｄｙ）又はホロミウム（Ｈｏ）が添加
されたアパタイト系化合物よりなる単結晶粒子（例えば、Ｎｄ：ＦＡＰ（Ｃａ５（ＰＯ４
）３Ｆ）においては、磁化容易軸がｃ軸になる。すなわち、磁化率の異方性が、χａ＜χ
ｃとなる。このため、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｔｂ、Ｄｙ又はＨｏが添加されたアパタイト系
化合物よりなる単結晶粒子の場合、図１（ａ）に示されるように、ｃ軸と印加磁場方向が
平行となる方向に磁気トルクが生じるため、任意方向の静磁場を印加することで一軸的配
向性が得られる。これにより、各単結晶粒子の結晶方向が一方向に揃った成形体を得るこ
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とができる。
【００４８】
同様に、希土類元素としてプロメチウム（Ｐｍ）、サマリウム（Ｓｍ）、エルビウム（
Ｅｒ）、ツリウム（Ｔｍ）又はイッテルビウム（Ｙｂ）が添加されたバナデート系化合物
よりなる単結晶粒子においては、磁化容易軸がｃ軸になり、磁化率の異方性が、χａ＜χ
ｃとなる。このため、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｒ、Ｔｍ又はＹｂが添加されたバナデート系化合物
よりなる単結晶粒子の場合、ｃ軸と印加磁場方向が平行となる方向に磁気トルクが生じる
ため、任意方向の静磁場を印加することで一軸的配向性が得られる。これにより、各単結
晶粒子の結晶方向が一方向に揃った成形体を得ることができる。
【００４９】
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一方、希土類元素としてＰｍ、Ｓｍ、Ｅｒ、Ｔｍ又はＹｂが添加されたアパタイト系化
合物よりなる単結晶粒子（例えば、Ｙｂ：ＦＡＰ（Ｃａ５（ＰＯ４）３Ｆ）においては、
磁化容易軸がａ軸になる。すなわち、磁化率の異方性が、χｃ＜χａとなる。このため、
Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｒ、Ｔｍ又はＹｂが添加されたアパタイト系化合物よりなる単結晶粒子の
場合、ａ軸が磁場印加方向と平行に配向する。このとき、図１（ｂ）に示されるように、
ｃ軸は磁場と垂直な面内でトルクを受けず、任意の方向と成り得る。このため、磁場印加
方向と垂直な方向を回転軸方向とする回転磁場を印加することにより、ｃ軸が一軸的に配
向した成形体を得ることができる。すなわち、各単結晶粒子の結晶方向が一方向に揃った
成形体を得ることができる。
【００５０】
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同様に、希土類元素としてＣｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｔｂ、Ｄｙ又はＨｏが添加されたバナデ
ート系化合物よりなる単結晶粒子においては、磁化容易軸がａ軸になり、磁化率の異方性
が、χｃ＜χａとなる。このため、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｎｄ、Ｔｂ、Ｄｙ又はＨｏが添加された
バナデート系化合物よりなる単結晶粒子の場合、ａ軸が磁場印加方向と平行に配向し、ｃ
軸は任意の方向と成り得るため、磁場印加方向と垂直な方向を回転軸方向とする回転磁場
を印加することにより、ｃ軸が一軸的に配向した成形体を得ることができる。
【００５１】
なお、このような磁気特性と磁場印加方法との関係は、六方晶、三方晶又は正方晶のい
ずれの場合においても同じである。すなわち、単結晶粒子の結晶構造が六方晶、三方晶又
は正方晶のいずれの場合であっても、希土類元素が添加された単結晶粒子の磁化容易軸方
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向に応じて所定の磁場印加方法を採用することにより、各単結晶粒子の結晶方向が一方向
に揃った成形体を得ることができる。
【００５２】
ここに、単結晶粒子における磁化容易軸は、結晶構造、添加されている希土類元素のイ
オン種及び結晶温度に依存する。例えば、Ｙｂが１．８ａｔ．％添加されたＹＶＯ４単結
晶の磁気異方性の温度依存性を図２に示す。なお、図２において、□印は１．８ａｔ．％
Ｙｂ：ＹＶＯ４単結晶におけるｃ軸方向の磁化率を示し、●印は１．８ａｔ．％Ｙｂ：Ｙ
ＶＯ４単結晶におけるａ軸方向の磁化率を示す。
【００５３】
図２より明らかなように、結晶温度が低いほど希土類イオンによる磁気異方性誘起効果
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が大きいことがわかる。１．８ａｔ．％Ｙｂ：ＹＶＯ４の場合、例えば結晶温度を３００
Ｋから２００Ｋに低下させることにより磁気異方性の大きさは１.８５倍となる。このよ
うに成形工程において懸濁液を冷却して結晶温度を低くすることは印加磁場強度を増加さ
せることと等価の効果を有する。一方、成形工程における単結晶粒子の結晶温度が高すぎ
ると、希土類イオンによる磁気異方性誘起効果が小さくなって、単結晶粒子における磁気
異方性が小さくなり、結晶の配向制御に必要な印加磁場強度が高くなったり、あるいは結
晶の配向制御自体が困難又は不可能になったりする。したがって、成形工程においては、
希土類元素が添加された単結晶粒子が所定の磁気異方性を発揮するように温度制御する必
要がある。かかる観点より、成形工程では、単結晶粒子の結晶温度が３００Ｋ以下となる
ように温度制御することが好ましく、単結晶粒子の結晶温度が２７３Ｋ以下となるように
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温度制御することがより好ましい。
【００５４】
成形工程において、希土類元素が添加されたアパタイト系化合物又はバナデート系化合
物よりなる単結晶粒子が磁場配向可能となるように懸濁液を温度制御すれば、１Ｔ〜１.
４Ｔの印加磁場強度で結晶方向を高度に一軸配向させることができる。なお、成形工程に
おける単結晶粒子の結晶温度が低ければ低いほど、希土類イオンによる磁気異方性誘起効
果が大きくなるため、結晶の配向制御に必要な印加磁場強度を低くできて好ましいが、低
温環境下における粒子の分散性と成形性の観点より成形工程における単結晶粒子の結晶温
度の下限は１８０Ｋとすることが好ましい。
【００５５】

10

焼成工程では、前記成形体を焼成して、結晶方位が制御された多結晶構造を有する透光
性の多結晶体よりなる透光性多結晶材料を得る。すなわち、こうして得られた透光性多結
晶材料では、多結晶構造を構成する各単結晶粒子の結晶方向が一方向に揃ったものとなる
。焼成工程においては磁場を印加しなくても高い配向性を有する透明多結晶材料を得るこ
とができる。
【００５６】
この焼成工程では、一次焼結工程と、二次焼結工程とを順に実施する。
【００５７】
一次焼結工程では、前記成形体を１６００〜１９００Ｋの温度で一次焼結して一次焼結
体を得る。一次焼結温度は１７００〜１９００Ｋであることがよい。図３にフッ素アパタ
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イト焼結体（Ｃａ５（ＰＯ４）３Ｆ２）の相対密度を示す。相対密度とは、試料中の気孔
がゼロであるときの密度（理論密度）に対する、実際の試料密度の比率（百分率）をいう
。
【００５８】
この焼結体の相対密度は１６００Ｋ以上、好ましくは１７００Ｋ以上の処理で飽和する
。ゆえに一次焼結工程における処理温度が１６００Ｋよりも低いと、一次焼結段階の緻密
化が不十分となるため、二次焼結工程で得られる多結晶材料の透光性が低下する。一方、
一次焼結温度が１９００Ｋよりも高いと、異常粒成長により結晶粒が粗大化するため、二
次焼結工程で得られる多結晶材料の機械的強度が低下する。この一次焼結工程における雰
囲気、時間及び圧力は特に限定されないが、例えば雰囲気：大気、一次焼結時間：０.５
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〜３時間程度の常圧焼結とすることができる。
【００５９】
二次焼結工程では、一次焼結体を１６００〜１９００Ｋの温度で熱間等方加圧焼結する
。二次焼結での焼結温度は１７００〜１９００Ｋであることがよい。二次焼結工程におけ
る二次焼結温度が一次焼結温度の下限である１７００Ｋ未満、更には１６００Ｋ未満の場
合には、熱間等方加圧による緻密化が最適とならないため、得られる多結晶材料の透光性
が低下する。一方、二次焼結温度が１９００Ｋよりも高いと、結晶粒が粗大化するため、
得られる多結晶材料の機械的強度が低下する。この二次焼結工程のおける雰囲気、時間及
び圧力は特に限定されないが、例えば雰囲気：アルゴン、二次焼結時間：０．５〜１時間
程度、二次焼結圧力：１００〜２００ＭＰａ程度とすることができる。
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【００６０】
こうして製造された本実施形態に係る透光性多結晶材料は、希土類元素を含む複数の光
学的に異方性の単結晶粒子を成形、焼成して得られた透光性の多結晶体よりなり、各単結
晶粒子の結晶方向が一方向に揃った多結晶構造を有する。
【００６１】
ここに、透光性多結晶材料における透光性とは、吸収や散乱なしに光が多結晶体中を進
むこと、すなわち光学的に透明であることを意味する。より具体的には、多結晶体の厚さ
：０．８ｍｍ、光の波長：１０００ｎｍの透過率測定条件における直線透過率が５０％以
上である（好ましくは７０％以上である）ことを意味する。直線透過率とは、透光性多結
晶材料の厚み方向の光の透過率を示す。
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【００６２】
（実施例）
【００６３】
以下の実施例により本発明をより具体的に説明する。なお、本発明は以下の実施例によ
り限定されるものではない。
【００６４】
（実施例１）
【００６５】
実施例１では、希土類元素としてＮｄを、異方性の単結晶粒子としてＣａ５（ＰＯ４）
３Ｆの化学式で示されるフルオロアパタイト（ＦＡＰ）をそれぞれ用いて、透光性多結晶

10

材料としてのＮｄ：ＦＡＰセラミックスを製造した。
【００６６】
＜準備工程＞
【００６７】
湿式法により作製した４ａｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ単結晶体を乳鉢にて粉砕し、平均粒子径
約０.２μｍの４ａｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ単結晶粒子とした。この４ａｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ
単結晶粒子３ｇに、水３ｍＬ及び分散剤(アクアリック、日本触媒製)１ｍＬを添加するこ
とにより４ａｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ懸濁液よりなるスラリー１を作製した。
【００６８】
20

＜成形工程＞
【００６９】
図４に示すように、スラリー１を石膏モールド２に注ぎ、２９６Ｋの温度にて、電磁石
３を用いて１．４Ｔの水平方向の磁場を印加しつつ、スラリー１を重力方向に脱水、成形
した。
【００７０】
ここに、４ａｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ単結晶体における磁化容易軸はｃ軸であるため、４ａ
ｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ単結晶体にはｃ軸と印加磁場方向とが平行となる方向に磁気トルクが
発生する。このため、実施例１における成形工程では、石膏モールド２を回転させること
なく、水平方向の静磁場をスラリー１に印加することにより、４ａｔ．％Ｎｄ：ＦＡＰ単
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結晶体のｃ軸を印加磁場方向と平行な方向に一軸的に配向させた。
【００７１】
その後、室温で７２時間、自然乾燥させて、直径７ｍｍ、厚さ１０ｍｍの円柱状の成形
体を得た。
【００７２】
＜焼成工程＞
【００７３】
得られた成形体を大気雰囲気下、加熱温度：１８７３Ｋ、加熱時間：１時間の条件で焼
成することにより一次焼結を行なった。得られた一次焼結体の相対密度は９０％以上であ
った。
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【００７４】
さらに、得られた一次焼結体に対して、アルゴン雰囲気下、加熱温度：１８７３Ｋ、加
熱時間：１時間、圧力：１９６ＭＰａの条件で、カプセルフリーのＨＩＰ（Ｈｏｔ
ｏｓｔａｔｉｃ

Ｉｓ

Ｐｒｅｓｓｉｎｇ：熱間等方加圧成形）処理を施して二次焼結を行い、

実施例１のＮｄ：ＦＡＰセラミックスを製造した。
【００７５】
実施例１で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックスを直径７ｍｍ、厚さ０.８ｍｍに成形し
、波長１０００ｎｍの光における直線透過率を測定したところ７７％となり、透光性を示
した。
【００７６】
（実施例２）
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【００７７】
本実施例では、希土類元素としてＹｂを、異方性の単結晶粒子として、実施例１と同様
、Ｃａ５（ＰＯ４）３Ｆの化学式で示されるＦＡＰをそれぞれ用いて、透光性多結晶材料
としてのＹｂ：ＦＡＰセラミックスを製造した。
【００７８】
＜準備工程＞
【００７９】
湿式法により作製した４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶体を乳鉢にて粉砕し、平均粒子径
約０.２μｍの４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶粒子とした。この４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ
単結晶粒子３ｇに、水３ｍＬ及び分散剤(アクアリック：日本触媒製)１ｍＬを添加するこ
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とにより４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ懸濁液（スラリー）よりなるスラリー１を作製した。
【００８０】
＜成形工程＞
【００８１】
図４に示すように、スラリー１を石膏モールド２に注ぎ、２９６Ｋの温度にて、電磁石
３を用いて１．４Ｔの水平方向の磁場を印加しつつ、スラリー１を重力方向に脱水、成形
した。
【００８２】
ここに、４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶体における磁化容易軸はａ軸であるため、４ａ
ｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶体にはａ軸と印加磁場方向とが平行となる方向に磁気トルクが
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発生する。このとき、４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶体のｃ軸は磁場と垂直な面内で磁気
トルクを受けないため、４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶体のｃ軸は任意の方向を向き得る
。このため、実施例２における成形工程では、印加磁場方向の垂直方向である鉛直方向を
回転軸として、石膏モールド２を１７ｒｐｍで回転させて、水平方向の回転磁場をスラリ
ー１に印加することにより、４ａｔ．％Ｙｂ：ＦＡＰ単結晶体のｃ軸を回転軸方向と平行
な方向に一軸的に配向させた。
【００８３】
その後、室温で７２時間、自然乾燥させて、直径７ｍｍ、厚さ１０ｍｍの円柱状の成形
体を得た。
【００８４】
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＜焼成工程＞
【００８５】
得られた成形体を実施例１と同様に一次焼結するとともにＨＩＰ処理を施して、実施例
２のＹｂ：ＦＡＰセラミックスを得た。
【００８６】
この実施例２で得られたＹｂ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明であり、実施例１と
同等の透光性を示した。
【００８７】
（実施例３）
【００８８】

40

実施例１の焼成工程において、一次焼結での加熱温度を１７７３Ｋに変更すること以外
は、実施例１と同様にして、実施例３のＮｄ：ＦＡＰセラミックスを製造した。なお、実
施例３の焼成工程における一次焼結で得られた一次焼結体の相対密度は９０％以上であっ
た。
【００８９】
この実施例３で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明であり、実施例１と
同等の透光性を示した。
【００９０】
（実施例４）
【００９１】
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実施例２の焼成工程において、一次焼結での加熱温度を１７７３Ｋに変更すること以外
は、実施例２と同様にして、実施例４のＹｂ：ＦＡＰセラミックスを製造した。なお、実
施例４の焼成工程における一次焼結で得られた一次焼結体の相対密度は９０％以上であっ
た。
【００９２】
この実施例４で得られたＹｂ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明であり、実施例１と
同等の透光性を示した。
【００９３】
（実施例５）
【００９４】
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実施例１の焼成工程において、一次焼結時の圧力を１×１０−４Ｐａ、加熱温度を１６
４３Ｋに変更すること以外は、実施例１と同様にして、実施例５のＮｄ：ＦＡＰセラミッ
クスを製造した。なお、実施例５の焼成工程における一次焼結で得られた一次焼結体の相
対密度は９０％以上であった。
【００９５】
この実施例５で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明であり、実施例１と
同等の透光性を示した。
【００９６】
（比較例１）
【００９７】

20

実施例１の焼成工程において、一次焼結での加熱温度を１５７３Ｋに変更すること以外
は、実施例１と同様にして、比較例１のＮｄ：ＦＡＰセラミックスを製造した。なお、比
較例１の焼成工程における一次焼結で得られた一次焼結体の相対密度は９０％以下であっ
た。
【００９８】
この比較例１で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明ではなく、透光性を
示さなかった。
【００９９】
（比較例２）
【０１００】
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実施例２の焼成工程において、一次焼結での加熱温度を１５７３Ｋに変更すること以外
は、実施例２と同様にして、比較例２のＹｂ：ＦＡＰセラミックスを製造した。なお、比
較例２の焼成工程における一次焼結で得られた一次焼結体の相対密度は９０％以下であっ
た。
【０１０１】
この比較例２で得られたＹｂ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明ではなく、透光性を
示さなかった。
【０１０２】
（比較例３）
【０１０３】

40

実施例１の焼成工程において、二次焼結（ＨＩＰ処理）での加熱温度を１２７３Ｋに変
更すること以外は、実施例１と同様にして、比較例３のＮｄ：ＦＡＰセラミックスを製造
した。
【０１０４】
この比較例３で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明ではなく、透光性を
示さなかった。
【０１０５】
（比較例４）
【０１０６】
実施例２の焼成工程において、二次焼結（ＨＩＰ処理）での加熱温度を１２７３Ｋに変
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更すること以外は、実施例２と同様にして、比較例４のＹｂ：ＦＡＰセラミックスを製造
した。
【０１０７】
この比較例４で得られたＹｂ：ＦＡＰセラミックスは光学的に透明ではなく、透光性を
示さなかった。
【０１０８】
（結晶方位の評価）
【０１０９】
実施例１で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックス及び実施例２で得られたＹｂ：ＦＡＰセ
ラミックス試料について、Ｘ線回折装置（「ＲＩＮＴ２０３５」、株式会社リガク製）を

10

用いて結晶方位の評価を行った。
【０１１０】
その結果を図５に示す。なお、図５中、（Ａ）は実施例１で得られたＮｄ：ＦＡＰセラ
ミックスについての評価結果、（Ｂ）は実施例２で得られたＹｂ：ＦＡＰセラミックスに
ついての評価結果、（Ｃ）は希土類元素が添加されていないＦＡＰ単結晶体粉末について
の評価結果、（Ｄ）は希土類元素が添加されていないＦＡＰ単結晶体粉末のＪＣＰＤＳカ
ードデータをそれぞれ示す。
【０１１１】
図５に示される結果より、（Ａ）の実施例１で得られたＮｄ：ＦＡＰセラミックスにつ
いては、（００１）面の相対強度が上昇しており、ｃ軸配向していることが確認された。
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また、（Ｂ）の実施例２で得られたＹｂ：ＦＡＰセラミックスについては、（ｈｋ０）面
の相対強度が上昇しており、ａ軸を磁化容易軸とした結晶配向が観察された。
【０１１２】
したがって、１．４Ｔの磁場印加により、レーザー媒質として必要な高度で一軸的な配
向性の付与が可能であることが確認できた。
【０１１３】
よって、異方性結晶を用いたレーザセラミック媒体の作製が可能であることが実証され
た。
【０１１４】
（その他の実施例）
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【０１１５】
なお、前記実施例１、３、５では、希土類元素としてＮｄを、異方性の単結晶粒子とし
てＣａ５（ＰＯ４）３Ｆの化学式で示されるフルオロアパタイト（ＦＡＰ）をそれぞれ用
い、成形工程で静磁場を印加して、透光性多結晶材料としてのＮｄ：ＦＡＰセラミックス
を製造する例について説明した。しかし、実施例１、３、５において、希土類元素として
、Ｎｄの代わりに、Ｃｅ、Ｐｒ、Ｔｂ、Ｄｙ又はＨｏを用いてもよい。また、異方性の単
結晶粒子として、Ｃａ５（ＰＯ４）３Ｆの化学式で示されるフッ素アパタイト（ＦＡＰ）
の代わりに、Ｓｒ５（ＰＯ４）３Ｆ、Ｓｒ５（ＶＯ４）３Ｆ、Ｃａ５（ＶＯ４）３Ｆ、Ｃ
ａ５（ＰＯ４）３ＯＨ、Ｓｒ５（ＰＯ４）３ＯＨ、Ｓｒ５（ＶＯ４）３ＯＨ又はＣａ５（
ＶＯ４）３ＯＨを用いたりしてもよい。これらの場合にも、実施例１、３、５と同様、成
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形工程で静磁場を印加することで、透光性多結晶材料を製造することができる。
【０１１６】
同様に、前記実施例１、３、５において、希土類元素として、Ｎｄの代わりに、Ｐｍ、
Ｓｍ、Ｅｒ、Ｔｍ又はＹｂを用いるとともに、異方性の単結晶粒子として、Ｃａ５（ＰＯ
４）３Ｆの化学式で示されるフッ素アパタイト（ＦＡＰ）の代わりに、ＹＶＯ４の化学式

で示されるイットリウムオルソバナデート、ＧｄＶＯ４の化学式で示されるガドリニウム
オルソバナデート又はＬｕＶＯ４の化学式で示されるルテチウムオルソバナデートを用い
てもよい。これらの場合にも、実施例１、３、５と同様、成形工程で静磁場を印加するこ
とで、透光性多結晶材料を製造することができる。
【０１１７】
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また、前記実施例２、４では、希土類元素としてＹｂを、異方性の単結晶粒子としてＣ
ａ５（ＰＯ４）３Ｆの化学式で示されるフルオロアパタイト（ＦＡＰ）をそれぞれ用い、
成形工程で回転磁場を印加して、透光性多結晶材料としてのＹｂ：ＦＡＰセラミックスを
製造する例について説明した。しかし、実施例２、４において、希土類元素として、Ｙｂ
の代わりに、Ｐｍ、Ｓｍ、Ｅｒ又はＴｍを用いるとともに、異方性の単結晶粒子として、
Ｃａ５（ＰＯ４）３Ｆの化学式で示されるフッ素アパタイト（ＦＡＰ）の代わりに、Ｓｒ
５（ＰＯ４）３Ｆ、Ｓｒ５（ＶＯ４）３Ｆ、Ｃａ５（ＶＯ４）３Ｆ、Ｃａ５（ＰＯ４）３

ＯＨ、Ｓｒ５（ＰＯ４）３ＯＨ、Ｓｒ５（ＶＯ４）３ＯＨ又はＣａ５（ＶＯ４）３ＯＨを
用いてもよい。これらの場合にも、実施例２、４と同様、成形工程で回転磁場を印加する
ことで、透光性多結晶材料を製造することができる。

10

【０１１８】
同様に、前記実施例２、４において、希土類元素として、Ｙｂの代わりに、Ｃｅ、Ｐｒ
、Ｎｄ、Ｔｂ、Ｄｙ又はＨｏを用いるとともに、異方性の単結晶粒子として、Ｃａ５（Ｐ
Ｏ４）３Ｆの化学式で示されるフッ素アパタイト（ＦＡＰ）の代わりに、ＹＶＯ４の化学
式で示されるイットリウムオルソバナデート、ＧｄＶＯ４の化学式で示されるガドリニウ
ムオルソバナデート又はＬｕＶＯ４の化学式で示されるルテチウムオルソバナデートを用
いてもよい。これらの場合にも、実施例２、４と同様、成形工程で回転磁場を印加するこ
とで、透光性多結晶材料を製造することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
本実施形態に係る透光性多結晶材料は、好ましくは光学材料に用いられる。この光学材
料としては、例えば、レーザー媒質、光学基板、窓、レンズ、プリズム、ビームスプリッ
タ、ファイバやスラブなどの導波路を挙げることができる。これらの光学材料のうちでは
レーザー媒質が特に好ましい。
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