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1．GMI 研究拠点事業の概要
GMI 研究拠点長

福富洋志

文部科学省特別経費採択事業「社会技術イノベーションのための材料技術研究の推進～YNU 研
究教育総合連携方式の開発～」を推進するために、学内重点化競争的経費の支援をいただいてグ
リーンマテリアルイノベーション研究拠点(GMI 研究拠点)は平成 23 年度に発足致しました。事業
の意図は材料技術研究を産学官が連携して推進することにより社会に展開できる水準の成果を挙
げること、ならびに教育をも包含した産学官の連携活動を大学が継続して推進できる仕組みを形
成することにあります。具体的には、研究者個人の成果を中心に特定の企業との間で進められる
従来型の連携から、大学が材料技術分野の研究成果をまとめて発信し、それを基にしてより大き
な課題に多数の大学研究者・公的機関・企業が協力して取り組む連携活動を生みだし、その活動
成果の中からさらに焦点を絞った共同研究やビッグプロジェクトの実現を目指しています。
これらの目的を達成するため、初年度開催の公開シンポジウムを端緒として、会員制のクリー
ンエネルギー材料産学官研究会ならびに超寿命材料産学官研究会を設置し、この二つの研究会を
中心に様々な拠点事業を実施しております。目下のところは主に大学の保有する研究資産を開示
する場となっているシンポジウムをはじめとして、国際会議報告、新たな会員を募る機会でもあ
る公開講座、会員企業の研究力強化に資する GMI 講座、人材教育としての国際インターンシップ
などを行っています。平成 24 年度には、社会の基盤となる重要課題に協働してとりくむ活動とし
て、超寿命材料産学官研究会の中に「表面硬化部材の疲労損傷研究部会」を発足させましたが、
平成 25 年度は共同研究と企業人材育成の両面から本研究部会活動を本格化・発展させてまいりま
した。また、新たな試みとして神奈川県産業技術センターと連携して、神奈川県ものづくり交流
会にて二つの産学官研究会それぞれのシンポジウム(技術フォーラム)を開催、地元の中小企業と
の交流を図りました。GMI 研究拠点では、これらの事業を拠点長、副拠点長、グループリーダー、
GMI 研究拠点特任教員(教授)、共同研究推進センター教員、産学連携課長ならびに研究推進課長
を委員とする会議により運営しています。
GMI 研究拠点の発足により、学科や専攻あるいは部門などの既存の枠を超えた大学研究者の組
織化が実現し、特定の分野の専門研究者の集団として社会にアピールできる活動ができるように
なりました。その成果の一つとして、平成 24 年度日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究
者戦略的海外派遣プログラム」に GMI 研究拠点が中心となって申請した「グリーンマテリアルイ
ノベーションを実現する国際性豊かな若手研究者養成」が採択されましたが、ここでは二つの研
究会がグリーンマテリアルイノベーションの実現という大きな課題に組織的に取り組んでいるこ
とにより、申請内容の実現性を担保していることが高く評価されています。平成 25 年度は、この
「頭脳循環」活動を本格化させ、若手教員および学生が GMI 拠点研究室と連携している海外の研
究機関に長期で滞在し共同研究を実施しました。
次年度平成 26 年度は本事業の折り返しの時期が過ぎ、完了に向けて将来の展開をにらみながら
の活動になります。今後は、本拠点の教育研究活動の将来に向けた継続・発展系を見据えながら、
産学官連携活動の推進・発展、ビッグプロジェクトへの申請等を継続して進めてゆきたいと考え
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ております。次年度も引き続き事業が順調に推進できるよう、関係者一同努力して参ります。皆
様には、ご理解、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

■ GMI 研究拠点のスキーム

■ GMI 研究拠点産学官研究会の研究領域
クリーンエネルギー材料産学官研究会
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超寿命材料産学官研究会

【平成 25 年度 GMI 研究拠点 YNU 構成メンバー】
GMI 研究拠点本部
拠点長

福富洋志（工学研究院

教授）

副拠点長

渡邉正義（工学研究院

教授）

コーディネータ

梅村鎭男（共同研究推進センター

特任教員（教授））

クリーンエネルギー材料産学官研究会
渡邉正義（電気化学・有機材料化学、教授、研究会主査、GMI 副拠点長）
獨古薫（電気化学、准教授）
小久保尚（高分子化学、特別研究教員）
安田友洋（有機材料化学、特任教員（研究教員））
上野和英（有機材料化学、PD）
万代俊彦（物理有機化学、PD）
窪田好浩（触媒化学・有機合成化学、教授）
稲垣怜史（触媒化学・無機合成化学、准教授）
光島重徳（電気化学工学、教授）
松澤幸一（応用電気化学、准教授）
河野雄次（応用電気化学、研究教員）
太田健一郎（エネルギー変換化学、特任教授）
石原顕光（応用電気化学・研究員）
超寿命材料産学官研究会
福富洋志（材料組織学、教授、研究会主査、GMI 拠点長）
梅澤修（金属物理学、教授）
長谷川誠（材料強度学、准教授）
岡安和人（金属材料学、技術職員）
高橋宏治（破壊力学、教授）
中尾航（材料強度学、准教授）
古池仁暢（材料力学、特任教員(研究教員)）
椿

龍哉（コンクリート工学、教授）

細田暁（土木工学・コンクリート工学・メインテナンス工学、准教授）
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2．産学官研究会活動
2.1

概要

GMI 研究拠点では産官学連携による会員制の研究会を組織し、そこを核として活動を行ってい
る。研究会活動により、産官学の交流の場を作り、その場を通じて下記を実現したいと考えてい
る。
① 産学官連携研究の実現とその展開によるオープンイノベーション創出
② 産学官連携による産官学それぞれに所属する人材の育成
③ 継続的なオープンイノベーションの基盤となるヒューマンネットワークの構築
④ 大学の課題解決型研究の方向性の確認と社会還元に向けて必要な見直し
平成 25 年度は超寿命材料産官学研究会とクリーンエネルギー材料産学官研究会、それぞれ 2
回、計 4 回のシンポジウムを開催した。本年度は、新たな試みとして神奈川県産業技術センター
と連携して、神奈川県ものづくり交流会の中でシンポジウムを開催し、GMI 活動の周知に努めま
した。また、学内のクリーンエネルギー研究会のシンポジウムでは、昨年同様外部講師をお招き
し、二次電池に関してより実用に近い領域の講演をしていただき、研究シーズの実用化に向けた
課題について意見交換・情報交換を行った。
昨年までにすでに会員機関は 100 機関を超えていたが、H25 年度中に新たに 7 機関の新規会員
登録をいただき、平成 25 年度末の時点で会員登録機関数は下表の通りとなっている。
会員機関数（平成 25 年度末）
産

学

官

計

クリーンエネルギー材料産学官研究会

46

0

4

50

超寿命材料産学官研究会

47

7

4

58

93

7

8

108

計

以下では、平成 25 年度に各産官学研究会がそれぞれ実施したシンポジウム他の活動概要を報告す
る。

2.2

産学官研究会シンポジウム

(1)

神奈川県産業技術センター／横浜国立大学 GMI 研究拠点

連携フォーラム開催

GMI 研究拠点の新たな試みとして、平成 25 年 10 月 24 日〜25 日、神奈川県産業技術センターと連
携し、産業技術センター主催の神奈川県モノづくり交流会の中で、超寿命材料技術フォーラム（24
日）およびクリーンエネルギー材料技術フォーラム(25 日)を開催した。これまで開催してきた GMI
拠点の各産官学研究会シンポジウムは、場所は横浜国立大学内、参加者も研究会会員企業を中心
として主として大手企業の方々であったが、神奈川県物づくり交流会は開催地が神奈川県海老名
市であり、地元相模原の中小企業関係の参加者が多いということで、この機会に YNU_GMI 研究拠
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点の活動を地域の中小企業の皆様に知っていただき交流を深める貴重な機会と捉え、フォーラム
を企画・開催することとした。
① 超寿命材料技術フォーラム（10 月 24 日）
日時

平成 25 年 10 月 24 日（木） 13:00-17:00

場所

神奈川県産業技術センター

参加

学外 57 名 学内 7 名

３F 講義室

本フォーラムでは、超寿命材料関係の本学教員および神奈川県産業技術センターの研究員より構
造用材料の高強度化、耐久性向上に関する研究
事例等を紹介した。また、超寿命材料産学官研
究会の会員として日頃よりご協力いただいるパ
ーカー熱処理工業（株）取締役技術研究所長の
渡邊陽一様をお招きし『鋼への複合表面改質に
よる面圧強度の改善』と題する特別講演を実施
した。当日は、GMI 研究拠点超寿命材料産学官
研究会会員の皆様の他に、地元相模原を中心と
する企業の皆様にも多数おいでいただき、総勢
60 余名の方々が熱心に聴講、質疑を行った。
【プログラム】
13:00～13:05 開会挨拶

神奈川県産業技術センター

小野春彦

13:05～13:35 グリーンマテリアルイノベーション(GMI)研究拠点におけるモーター用高強度電磁
鋼板の開発

横浜国大 福富 洋志

13:35～14:05 自己治癒とショットピーニングの併用によるセラミックスの強度向上
横浜国大
14:05～14:35 金属疲労損傷研究への取り組み

高橋宏治

横浜国大 梅澤 修

14:35～15:05 休憩
15:05～15:35 鋼への複合表面改質による面圧強度の改善
パーカー熱処理工業（株）渡邊

陽一

15:35～16:05 窒化処理した SCM435 鋼の疲労強度特性に及ぼす表面化合物層の影響
機械・材料技術部

高木

眞一

16:05～16:35 ピーニングによる構造材料の疲労強度向上と表面き裂の無害化
横浜国大
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高橋宏治

16:35～17:05 微粒子ピーニングによるアルミニウム合金の疲労強度向上
機械・材料技術部

中村紀夫

17:05～17:15 全体質疑討議
17:15～17:20 閉会挨拶

横浜国大

梅澤

修

② クリーンエネルギー材料技術フォーラム
日時

平成 25 年 10 月 25 日（金）

場所

神奈川県産業技術センター

参加

学外 53 名 学内 8 名

13:00-17:00
大ホール

クリーンエネルギー材料技術フォーラム（10 月 25 日）では、最初に、本学太田健一郎特任教授
より『クリーンエネルギー材料と水素エネルギー社会』と題して、水素社会の可能性、社会への
インパクト、技術課題等について包括的な講演をしていただいた。その後 GMI 研究拠点クリーン
エネルギー材料産学官研究会の各研究グループ代表による研究概要の紹介、GMI 拠点と連携して
いる松宮准教授によるイオン液体関係の研究紹介、および産業技術センター今城化学技術部長に
よる産業技術センターにおけるクリーンエネルギー材料関係の活動紹介がおこなわれた。当日は、
台風の影響で悪天候にもかかわらず GMI 研究
拠点クリーンエネルギー材料産学官研究会会
員の皆様の他にも多くの企業の皆様においで
いただき、総勢 61 名の方々に講演を聴講いた
だいた。残念ながら終了後予定していた懇親
会は台風の影響で中止となったが、講演会場
で講演者と参加者特に産業技術センターの研
究員との間でしばし意見交換がなされ、今後
に向けて有意義な交流の時間を持つことがで
きた。

【プログラム】
13:00～13:05

開会挨拶

神奈川県産業技術センター

化学技術部

今城

敏

13:05～13:55 【特別講演】クリーンエネルギー材料と水素エネルギー社会
横浜国大
13:55～14:40 イオン液体を用いた次世代リチウム二次電池の構築
14:40～15:10 休憩
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太田健一郎

横浜国大 渡邉 正義

15:10～15:40 湿式分離とイオン液体電析の連携による希少金属の回収

横浜国大 松宮 正彦

15:40～16:10 触媒化学を駆使した省エネルギープロセス

横浜国大 窪田 好浩

16:10～16:40 クリーンエネルギー社会と次世代エネルギーキャリア

横浜国大 光島重徳

16:40～17:10 産業技術センターにおけるエネルギー関連研究の取り組みについて
化学技術部
17:10～17:15

全体質疑討議

17:15～17:20

閉会挨拶

(2)

今城

敏

横浜国大 渡邉 正義

第五回クリーンエネルギー材料産学官研究会シンポジウム
日時

平成 25 年 7 月 26 日（金） 13:00-17:00、

場所

横浜国立大学教育文化ホール

参加者

学外 45 名、学内 12 名

懇親会 17:30-19:00

大集会室

第五回クリーンエネルギー材料産学官研究会シンポジウムではイオン液体研究グループが中心と
なり、イオン液体のリチウム系二次電池への適用について、最新の研究状況を紹介した。また、
産業技術総合研究所電池システム研究グループ長の境哲男先生を講師として招き、リチウム系二
次電池について、市場動向からはじまり、最近の研究動向について材料から電池化、基本性能評
価、安全性評価まで幅広い話題ついて講演をいただいた。境先生は実用に近いステージまで研究
を進めておられることから、会場に来られた企業関係者にとって、先端研究の実用化に向けた課
題、研究プロセス等について大変有用な情報が提供されたと思われる。大学側からは、最近特に
注目をされているイオン液体電解質を使用したリチウム硫黄電池の研究開発から、新たな挑戦で
あるイオン液体を電解質として使用したリチウム空気電池の話題、あるいはその基盤となるイオ
ンの振る舞いに関する基礎的な研究まで大学における最新の研究状況の紹介が行った。聴衆の中
心である企業関係者にとって、基礎から実用に近い話題まで幅広くしかも深い内容の有益なシン
ポジウムが実施できたと考えている。
事後行ったアンケートにも参加された殆どの皆様にご協力いただき、大学の研究に対する要望
や、実用化に向けた今後の進め方について大変参考になる重要な情報を得ることが出来た。シン
ポジウム終了後の懇親会でも、企業から３０名以上ご参加いただき、境先生を初めとした講師の
先生方を囲んで活発な情報交換、意見交換が行われた。
【プログラム】
13:00～14:00 開会のあいさつ

（研究会主査）

13:10～14:00 特別講演：シリコン系・硫黄系材料による Li イオン電池の変革
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渡邉

正義

～高容量化や長寿命化、安全性向上はどこまで可能か？
（産総研関西センター）

境

哲男

14:00～14:40 溶媒和イオン液体 (グライム錯体) を用いたリチウム硫黄電池の現状
（工学研究院） 渡邉 正義
14:40～15:20 単粒子計測法を用いた電池性能支配因子の解明 （工学研究院） 獨古

薫

15:40～16:10 溶媒和イオン液体を用いたグラファイトインターカレーション反応
（工学研究院） 万代 俊彦
16:10～16:40 イオン液体を用いたリチウム空気電池の可能性

16:40～17:00 今後について
17:30～19:00

（工学研究院）上野 和英

（GMI 研究拠点コーディネーター） 梅村 鎭男

懇親会

於：横浜国大第一食堂「れんが館」

(3) 第５回超寿命材料産学官研究会シンポジウム
日時

平成 25 年 9 月 13 日（金） 13:00-17:00、

場所

横浜国立大学中央図書館メディアホール

参加者

学外 51 名、学内５名

懇親会 17:30-19:00

第五回超寿命材料産学官シンポジウムは、国の
国土強靭化や社会インフラの老朽化に関する問
題意識の高まりの動きを背景に、平成 25 年２月
に引き続きコンクリートグループによるインフ
ラの品質確保をテーマにしたシンポジウムとし
た。本学細田准教授が全国を活動の場としてこ
れまで蓄積してきたインフラの品質確保技術・
手法を基盤として社会実装に取り組んでいる東
北復興道路の品質向上活動の詳細な紹介をおこ
なった。また、JR 東日本の小林様をお招きし、鉄道インフラの耐震強化に対する JR 東日本の取
り組みを紹介いただいた。また、細田准教授と株式会社デイ・シーの技術者による高エーライト
セメント技術の紹介があった。これらはいずれも、現在社会問題化しているホットな問題にかか
わるものであり、企業関係者を中心とした約６０名の参加者の高い関心を集めた。
シンポジウム後の懇親会にも、企業から約３０名の方にご参加いただき、シンポジウムで紹介さ
れた話題を中心に、活発な意見交換、情報交換が行われた。
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【プログラム】
日時

平成２５年９月１３日（火） 14:00-17:00、

（懇親会：17:30-19:00）

場所

横浜国立大学附属図書館メディアホール（別紙地図参照）

参加費

無料（要登録）

※懇親会：生協第二食堂（有料 2000 円）

プログラム
14:00～14:05

GMI 拠点長挨拶

（横国大

福富洋志）

（横国大

細田

暁）

小林

薫）

細田

暁）

14:05～14:55 東北復興道路の品質確保プロジェクトの進捗状況
とコンクリートの品質評価技術の最前線
14:55～15:45

JR 東日本の鉄道構造物のこれまでの耐震補強とこれからの
盛土構造物等の耐震補強

15:45～16:00

（JR 東日本

休憩

16:00～16:30 高エーライトセメントによるコンクリート構造物の高耐久化
（横国大
16:30～17:00 津波による橋梁の被害メカニズム

（横国大 細田 暁）

17:30～19:00 懇親会

2.3

公開講座・講演会

(1) 公開講座

「初心者のための燃料電池講座」～燃料電池を基礎から楽しく学ぶ～
准教授 松澤 幸一
特任教員（研究教員）安田

友洋

2013 年 5 月 10 日（金）
、クリーンエネルギー材料産学官研究会グループによる第一回目の公
開講座「初心者のための燃料電池講座：参加費 2000 円」を実施した。今回の公開講座では次世
代エネルギーデバイスとして注目されている燃料電池をテーマとして、初心者を対象に発電キ
ットを用いたセル組みと、棒状電極を用いた電極反応特性評価を実施した。告知から実施まで
それほど期間が短かかったにもかかわらず、クリーンエネルギー産官学研究会会員企業の 20
代～30 代の方を中心に 11 名の方にご参加いただいた。
発電キットは全員分を用意し、説明書に従って組み立てていただいた。作製したセルに手動
の水電気分解装置により作製した水素ガスと空気を導入し、モーターのおもちゃを動かすこと
で発電を確認した。また、ポテンシオスタッドを用いて電流電圧曲線の測定も実施した。電極
特性評価では、一般的なグラファイト電極とその上に白金微粒子を還元析出させた白金担持カ
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ーボン電極を用いて 1 M 硫酸水溶液中で酸素還元反応を行った。白金担持カーボン電極では少
しの過電圧で大きな電流が流れ、すぐにポテンシオスタッドの上限に達してしまうことを確認
していただいた。
実施後のアンケート（下記参照）では、次回以降、有料でも参加したい等のコメントを多く
頂いたが、難しすぎない程度に原理を聞きたかったというコメントもいただいた。今後の参考
にさせていただきたいと思う。
(2) Prof. R. Atkin 講演会
2013 年 10 月 31 日、オーストラリアのニューキャッスル大学（University of Newcastle）よ
り Prof. Rob Atkin を招き、本学中央図書館メディアホールにて講演会を開催いたしました。「イ
オン液体のバルク、及び、固体界面における
構造形成」をテーマとして、原子間力顕微鏡
（AFM）による測定結果や、計算シミュレーシ
ョンからの考察結果について分かりやすく説
明いただいた。英語での質疑応答も活発に行
われた。また、外部からも多数聴講に来てい
ただき、イオン液体に対する関心の高さを感
じた。講演後は、本学学生とのディスカッシ
ョン、及び、記念撮影などを行った。
また、本講演会をきっかけとして、GMI 研
究拠点の海外インターンシップ制度を活用し、
渡邉研究室の学生（小林）が平成 26 年 3 月に
R. Atkin 研究室に約２週間滞在し研究を実
施した。（海外インターンシップの項参照）

2.4

研究部会活動

(1)

表面硬化部材の疲労損傷研究部会

①

（梅澤教授）

概要
GMI 研究拠点では、産学官連携で社会の基盤となる技術課題の解決を目指す仕組みの構築を
目指している。そのための試みとして、会員企業の関心が高い課題を取り上げ、会員共同で
その課題解決につながる基礎的なデータを取得すると同時に、その活動を通じて企業人材の
育成を行う活動を昨年度の準備を経て本格的に開始した。
年度当初は参画機関が 15 機関（企業 12、官 1、学 2 ）であったが、その後さらに 2 企業
が加わり平成 25 年度終了時 19 機関（企業 16、官 1、学 2
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）（本学を含む）となっている。

＜活動の狙い＞



経験的知見に基礎的な理解を付加することによる研究開発への貢献



企業人材の育成への貢献



異業種交流による Human Network の構築への貢献

＜目標＞


疲労寿命の決定要因抽出と損傷・破壊機構に基づく新しい寿命予測の考え方の提示



疲労寿命予測における構成方程式導出のバックグラウンド、その境界条件等に関する
知見を再確認し、対象とする事象の本質を理解する。



想定範囲（パラメータ）を超える広い領域から事象をとらえ、損傷・破壊機構の理解
と疲労寿命の決定要因の抽出に結びつける。



そのために、材料力学、結晶塑性、材料組織を結びつける議論を行う。

＜体制＞


梅澤教授を研究部会代表として、二つの WG を設置する。



転動ピッチング WG 主査：YNU 梅澤修




ギア系で面圧 vs 破壊形態との関係の体系的把握とそのメカニズム解明
軸曲げねじり WG



主査：YNU 高橋宏治教授

表面欠陥と硬質相の形状および分布形態が疲労強度に及ぼす影響の体系的把握とそ
のメカニズム解明



表面硬化材のねじり疲労破壊形態と入力・寿命との関係の体系的把握とそのメカニ
ズム解明



窒化、浸炭、ピーニングによる疲労強度向上（長寿命化）および表面き裂の無害化
検討

② 平成２５年度活動内容
本年度は、昨年策定した計画に従って、試験片の加工、熱処理、疲労試験を進めるとともに、
関連する文献調査と文献紹介の為の会合を実施した。疲労試験結果のマクロな整理および疲労
試験後の試験片の損傷状況の解析等、核心部分の研究については H26 年度に進める。
以下に、H25 年度活動の概要を記す。
＜転動ピッチング WG＞ 参加機関 11 機関（除く YNU）
 会合
 第１回 Meeting

於：横浜国立大学 共同研究推進センター

 転動疲労に関係する潤滑に関する講演および質疑応答
 ローラーピッチング（以下ＲＰ）試験条件に関する協議
 文献調査のための文献の抽出。
 第２回 Meeting

於：生命の森リゾート 会議室（千葉県長生郡長柄町）

 若手メンバーによる文献紹介および質疑
 ＲＰ試験で使用する潤滑油の協議
 事業所見学
 出光興産様のご協力により出光興産(株)営業研究所の潤滑油関連施設を見学
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 ＲＰ試験
 参画機関４社が協力し、ＲＰ試験を開始した。潤滑油および試験で使用する治具は参加
企業が提供。
 異なる試験機間の互換性を確保するためのクロスチェック試験を事前に実施、その結果
に基づいて、本試験に入った。
 クロスチェックの為に、ＲＰ試験機メーカーの指導の下、試験条件の詳細について情報
共有し、互換性確保に必要な条件合わせを実施
＜ねじり軸曲げ WG＞ 参加機関 7 機関（除く YNU）
※ 神奈川県産業技術センター熱処理・表面処理技術研究会と連携
 疲労試験
 参加機関２社および横国大にて高強度鋼にてねじり疲労試験を実施中
 会合
 第１回 Meeting

於

横浜国立大学 共同研究推進センター

 以下の実験状況の紹介と議論
 高強度鋼のねじり疲労試験
 窒化材の疲労試験
 第２回 Meeting

於

横浜国立大学 共同研究推進センター

 以下の実験状況の紹介と議論
 窒化材の軸疲労
 高強度鋼のねじり疲労試験の現状および今後の実験計画
 窒化材のねじり疲労試験の進め方協議

(2)ＳＷＡＴ研究会（細田准教授）
① 概要
細田准教授が開発した表面吸水試験によるコンクリート表面品質の検査システム（SWAT）技術
の評価方法の確立、規準化、社会実装をめざし、平成 25 年度より産学５機関が連携してグルー
プを編成、建設現場および研究室内の両面から活動を開始した。
※SWAT システム
コンクリート表面に取り付け、完全非破壊で、コンクリート構造物
の表層品質を検査できる表面吸水試験方法（Surface Water Absorption
Test : SWAT）
②

背景・目的

 SWAT システムは丸東製作所からの一般販売を開始し，これを用い
た表層品質の評価方法を確立するための基礎研究を強力に推進する必要がある。
 SWAT の規準化のためには体系的なデータ取得が必要である。
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 基礎研究は、細田研究室、林研究室（香川高専）で主体的に行うが、実務とも連携して行う
必要がある。
 復興道路は最良の実践の舞台でもあるが、復興道路では、SWAT だけでなく、目視評価、表層
透気試験なども活用し、表層品質の評価法を広く研究する。
③ 活動メンバー
 大学・高専
横浜国立大学
香川高専

細田研究室

林研究室

 企業
大手ゼネコン３社
 その他、SWAT を購入して研究に使用している他のメーカーも研究会への参画を計画している
状況にあり、今後参加企業の増加が見込まれる。
④ H25 年度の主な活動実績
 復興道路の田老第六トンネルの覆工コンクリートでの SWAT を活用した構造物の品質確保（細
田研究室／A 社）
 コンクリート構造物の品質評価、表面含浸材による補修効果の評価（細田研究室／B 社）
 コンクリート構造物の品質確保に関する研究（林研究室／C 社）
 測定面が角度を有するときの SWAT の測定方法の開発（林研究室）
 SWAT による限界浸潤深さの予測手法の構築（細田研究室）
⑤ H26 年度の予定
H25 年度と同じ体制で、プロジェクトを推進予定。その過程で、上記の通り参画機関が追加
される可能性あり

2.5 国際会議報告
本年度は神奈川県モノづくり交流会との連携フォーラム（シンポジウム）を開催したこともあ
り、例年のようにシンポジウムの中で国際会議報告を実施する機会が持てなかったため、ホー
ムページ上で研究会会員向けに国際会議報告を公開した。ここでは、公開した国際会議のリス
トを示す。
具体的な内容は右記 URL（GMI 研究拠点ホームページ）参照

■

http://www.gmi-ynu.org/

8th Pacific Rim International Congress on Advanced Materials and Processing

(PRICM-8)

 会期

2013 年 8 月 4 日～2013 年 8 月 9 日

 場所

米国ハワイ州ハワイ島、ヒルトンワイコロアビレッジ

 分野

環太平洋の日本、米国、オーストラリア、韓国、中国の 5 カ国の金属学会が、
まわりもちで開催している国際会議。
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 報告者

■

GMI 研究拠点長 福富洋志

International Workshop on Cryogenic Structural Materials and Their Evaluation Methods 2013

 会期

2013 年 6 月 15 日～2013 年 6 月 16 日

 場所

Springhill Suites Fairbanks、 Fairbanks, Alaska, USA

 分野

極低温構造材料とその評価手法

 報告者

金属材料研究グループ

■

梅澤

修

2013 Cryogenic Engineering Conference & International Cryogenic Materials Conference

(CEC/ICMC 2013)
 会期

2013 年 6 月 17 日～2013 年 6 月 21 日

 場所

Dena’ina Civic & Convention Center, Anchorage, Alaska, USA

 分野

極低温工学

 報告者

金属材料研究グループ 梅澤 修

■

3rd International Conference on Sustainable Construction Materials & Technologies, SCMT3

 会期

2013 年 8 月 19 日～2013 年 8 月 21 日

 場所

Kyoto Research Park

 分野

持続的な建設材料と構造／建設材料の耐久性／コンクリート構造物の維持管理
とライフサイクルマネジメント

 報告者

■

コンクリート研究グループ

椿

龍哉

5th International Congress On Ionic Liquids （COIL-5）

 会期

2013 年 4 月 21 日～2013 年 4 月 25 日

 場所

Algarve, Portugal

 分野
 報告者

イオン液体の基礎と応用
イオン液体研究グループ 安田 友洋

■

第 224 回米国電気化学会大会

 会期

2013 年 10 月 27 日～2013 年 11 月 1 日

 場所

ヒルトンサンフランシスコ、サンフランシスコ（米国）

 分野

米国電気化学会(The Electrochemical Society)秋季大会。
米国電気化学会は日本の電気化学会と応用物理学会の領域をカバー

 報告者

電極触媒研究グループ

光島重徳
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3.

研究開発活動

3.1 クリーンエネルギー材料
(1)イオン液体研究グループ
はじめに
イオン液体は塩であるにもかかわらず、室温付近に
融点を示す溶融塩であり、イオン伝導性に加え、難
燃性、難揮発性等の特徴を有することから、様々な
分野への応用が期待されている。当グループでは、
イオン液体のエネルギーデバイスへの応用、また、
高分子との複合化による、新規な材料の創出を試み
ている。
リチウム系二次電池
低分子量グライム類がリチウムカチオンに配位し

図１ グライム錯体型イオン液体[Li(G3)1][NTf2]
を用いた LiS 電池のサイクル特性。(K. Dokko,
et al. J. Electrochem. Soc. 2013, 160, A1304.)
表１ プロトン性硫酸塩の焼成による多孔性カー
ボンの作製 (S. Zhang, et al. J. Am. Chem. Soc.
2014, 136, 1690.)

て形成する錯カチオンと、TFSA 等のアニオンからな
るグライム錯体型リチウムイオン液体は、高いリチ
ウムイオン輸率を示す（ݐ୧శ > 0.5）。昨年度、この
グライム錯体型リチウムイオン液体を Li-S 二次電
池の電解質として用いると、放電生成物である Li2Sx
の溶出を抑制することができサイクル特性向上が可
能であることを見出したが、本年度はこの系で 400
サイクル以上安定に充放電できることを確認した
（図１）。本研究を基盤として、新たに平成 25 年度
JST_ALCA 特別重点技術領域（次世代蓄電池）の大型
プロジェクトに採択され活動を開始している。
イオン液体を原料とする新規カーボン材料の創出
多孔性カーボン材料は、二次電池用の電極にも用いら
れる非常に重要な材料であり、簡便な作製方法の創出
が期待されている。当グループでは有機塩基と硫酸を
中和反応させて得られるプロトン性の塩を原料とし、
1000 °C という比較的低温で不活性ガス雰囲気下で熱
処理するとことにより、多孔性カーボンが得られるこ
とを見出した。また原料を適切に選ぶことにより、窒

図２ 一部をアゾベンゼンに置換した PNIPAm

素含有量、比表面積、及び、細孔分布を制御できるこ

と PEO からなるトリブロックコポリマーを用いて

とが分かった（表１）。

作製した物理架橋型イオンゲルの光治癒現
象
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高分子/イオン液体からなるソフトマテリアルの創成
イオン液体中で UCST を示す Poly (N-isopropyl

acrylamide)

(PNIPAm)とイオン液体と相溶

する PEO のトリブロックコポリマーを用いることにより、温度に応答してゾル―ゲル転移を示す
物理架橋型イオンゲルを作製することに成功した。次に、PNIPAm ブロックの一部を光感応性分子
であるアゾベンゼンに置換したところ、光照射により、相転移温度を制御できることが分かった。
得られたイオンゲルは、光治癒特性を示すことを確認した（図２）。

（2）ポーラス材料研究グループ
コバルト触媒によるメソポーラスカーボンのグラファイト化促進と電気化学特性の向上
規則性メソポーラスカーボンは均一な大きさのメソ孔が周期的に配列した構造からなり、
1200-1500 m2 g-1 程度の高比表面積を有している。この特徴から、電気二重層キャパシタ電極材
として優れたレート特性を示す。一方、グラファイト結晶の edge plane が basal plane より大き
い電気容量を示すことが知られている (edge plane：50～70 F cm–2、 basal plane：3 F cm–2)。
そこで昨年度より、非晶質の炭素体である規則性メソポーラスカーボンの適度なグラファイト化
の研究を進めている。その中で、P6mm 構造の周期的なメソ孔配列をもつ CMK-3 という炭素材料に
注目した。CMK-3 調製時、鋳型として用いる SBA-15 に触媒黒鉛化能をもつ元素の一つである Fe
触媒を担持し、レプリカである CMK-3-Fe (x)を得た (x は SBA-15 に担持した Fe 量 / mmol
(g-SBA-15)

–1

を示す)。 さらに、調製した CMK-3-Fe (x)の Fe 触媒量の違いによる結晶構造の変

化および電気容量等を評価した。Fe 触媒を用いた合成法により、メソポーラスカーボンの炭素壁
のグラファイト化を促進することができ、適度にグラファイト化した CMK-3 が得られた。こうし
て得た CMK-3 は大きな電気容量を示すことを見出した。
そこで本年度の研究では、規則性メソポーラスカーボンとして新たに、Ia3̄d 構造の周期的なメ
ソ孔配列をもつ CMK-1 に、触媒成分としてはコバルト（Co）にそれぞれ注目した。本年度の研究
の特徴は、金属触媒成分を後から担持するのではなく、シリカ鋳型の骨格にあらかじめ含ませて
おくことである。すなわち、鋳型である規則性メソポーラスシリカ MCM-48 の調製時に、Co(NO3)2・
6H2O を混合し、Co-MCM-48 を得た。このとき Co の含有量 x は 0.1～0.4 mmol-Co (g-SiO2)–1 の範
囲で調整した。これらの Co-MCM-48 にシュウ酸のフルフリルアルコール溶液を浸みこませ、90ºC
で 3 日間重合した後、ロータリーポンプで減圧下しつつ所定温度で炭化した。炭化温度は 700、
800、900、1000ºC のいずれかとした。次いでフッ酸を用いて鋳型の Co-MCM-48 を除去することで
[Co]-CMK-1(x)-y を得た (y : 炭化処理温度/ºC)。 比較のため、Co 触媒なしで CMK-1(none)を調

製した。 調製した[Co]-CMK-1(x)-y の周期構造、結晶構造、細孔構造を粉末 X 線回折、TG、窒素
吸脱着測定等により評価した。
[Co]-CMK-1(x)-y、 CMK-1(none)をアセチレンブラック、polyvinylidene difluoride と混合し、

アルミ箔上に塗布し、円形に成形した。 対極を活性炭電極（宝泉）、参照極を Ag 金属とし、Et4NBF4
の propylene carbonate 溶液 (1 mol kg–1)を電解液として三極式セルを構成し、電位範囲–1.0～
+1.0 V vs Ag/Ag+で定電流充放電試験を行い、負極放電時の充放電曲線から重量比容量 Cg、面積
比容量 Cs を算出した。
Co 触媒量が増加するにつれて、
CMK-1(none)および[Co]-CMK-1(x)の XRD パターンを図 1 に示す。
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また、炭化処理温度が高くなるにつれて CMK-1 の (110)、 (211) 面に由来するピーク強度が低下
し、周期構造が損なわれていく様子が観測された。
表 1 に CMK-1(none)および[Co]-CMK-1(x)-y の比表面積、重量比容量 Cg、面積比容量 Cs を示す。
CMK-1(none)については炭化処理温度を変えても比表面積や電気二重層容量に大きな変化は見ら
れなかった。一方、[Co]-CMK-1(x)-y については 800ºC で炭化処理を行ったものが比表面積も大
きく、全体的に大きな電気容量を示した。特に[Co]-CMK-1(0.10)-800 は CMK-1(none)-800 と比較
して 50 F g-1 程度も大きい重量比容量を示した。また、 炭化温度を上昇させていくと重量比容量
が低下する傾向が見られた。
以上から、Co 触媒を用いて 800ºC で炭化処理を行うことで、無触媒で調製した場合よりも電気
二重層容量が大きく向上することが明らかになった。

図 1 各種炭素材料の XRD パターン：
(a) CMK-1(none)-800, (b) [Co]-CMK-1(0.10)-800,
(c) [Co]-CMK-1(0.40)-800, (d) CMK-1(none)-900,
(e) [Co]-CMK-1(0.10)-900, (f) [Co]-CMK-1(0.40)-900,
(g) CMK-1(none)-1000,
(h) [Co]-CMK-1(0.10)-1000,
(i) [Co]-CMK-1(0.40)-1000.

CMK-1(none)および[Co]-CMK-1(x)-y の細孔構造データ
Sample
SBET / m2 g-1 Cg / F g-1
Cs / ・F
2
CMK-1(none)-800
1630
70.6
4.33
[Co]-CMK-1(0.10)-800
2120
118.0
5.55
[Co]-CMK-1(0.40)-800
1720
99.3
5.77
CMK-1(none)-900
1670
72.0
4.31
[Co]-CMK-1(0.10)-900
1900
97.1
5.11
[Co]-CMK-1(0.40)-900
1440
87.7
6.09
CMK-1(none)-1000
1610
71.3
4.43
[Co]-CMK-1(0.10)-1000
1250
60.2
4.82
[Co]-CMK-1(0.40)-1000
1270
70.5
5.55
表1
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(3) 電極触媒研究グループ
グリーン水素(再生可能エネルギーをベースに製造した水素)エネルギー社会の構築のためには、
電力と水素や水素の有機ハイドライド等の水素エネルギーキャリアの間のエネルギー変換デバイ
スである燃料電池、ならびに電解技術が重要である。本グループは燃料電池用の非貴金属系酸素
還元触媒、アルカリ水電解用の高耐久性ニッケル系アノード、有機ハイドライドの一つであるト
ルエンの電解水素化用の電解質膜-電極接合体並びに対極の酸素発生電極の研究開発を行ってい
る。
固体高分子形燃料電池の本格的な普及のためには資源量に限りのある貴金属材料をほとんど使
用しないことが必要である。これまでに世界に先駆け 4、5 族遷移金属酸化物系材料の酸素還元
触媒能を見出し、とくにフタロシアニン系前駆体を低酸素分圧酸化処理して得られる酸化物系触
媒が白金に迫る触媒活性を有することを明らかにしてきた。今年度は前駆体の分散方法や窒素含
有量の高い前駆体を用いることにより、多層カーボンナノチューブ担体上に高分散する技術、ア
ンモニア雰囲気での熱処理により活性点である酸素欠陥を導入する技術を検討し、さらにこれら
の触媒材料を高活性化した。また、高耐久性の触媒材料を目指し高電位での安定性に問題がある
カーボンを含まない触媒材料の検討として、導電性のマグネリ相の酸化チタンを担体とし、４、
５族遷移金属酸化物を担持した材料が酸素還元触媒活性を示すことを見出し、カーボンフリー材
料の可能性を示した。
アルカリ水電解用酸素発生電極の再生可能エネルギーの変動に対する高耐久化技術として、空
気中、1000℃で 1 時間酸化処理すると耐久性は向上し、酸素発生反応開始電位は低下して高活性
化するものの電子伝導性が低下するため、実用的には適さないこと、酸化処理時にリチウムをド
ープすることにより酸化皮膜の電子伝導性が向上し、耐久性、触媒活性、電子伝導性のバランス
がとれた電極材料となることが分かった。
水素エネルギーキャリアとしての有機ハイドライドの製造プロセスとして、トルエンを電解水
素化してメチルシクロヘキサンとする電解槽技術について検討した。従来法の組み合わせである
水電解による水素製造と、触媒反応でのトルエンの水素化の二段階のプロセスと比較して、電解
でトルエンを直接水素化すると理論的な熱損失が少なく、プロセスも簡便である。トルエンの電
解水素化触媒として Pt/C よりも PtRu/C が触媒活性に優れていること、IrO2 をチタンに熱分解被
覆した材料は電解質にメチルシクロヘキサンが混入しても性能低下は少ないが、トルエンが混入
すると電圧損失が比較的大きいこと、熱分解温度を低くして実表面積を大きくするとトルエン混
入の影響が小さくなることを明らかにした。また、これらの電極材料技術を組み合わせ、カソー
ド側にトルエン、アノード側に硫酸水溶液を供給してトルエンの電解水素化と水分解による酸素
発生反応を同時に行う電解槽を開発した。
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3.2 超寿命材料
(1) 金属材料研究グループ
高温加工による固溶体合金の配向制御法の開発（福富研究室）
前年度ならびに前々年度の研究により、高温加工によって電磁鋼板ならびに形状記憶合金の
二種類の鉄鋼材料の集合組織が制御可能であることを実験的に確証した。この集合組織の形成
メカニズムが変形中の特定結晶方位結晶粒の成長によることを見出し、(1)粒成長に有利な結晶
方位で、かつ(2)変形に対して安定であること、さらにこの現象が純金属では生じないことから、
(3)溶質原子雰囲気の効果によって蓄積エネルギーの結晶方位依存性が高くなること、の三点か
ら構成される優先動的結晶粒成長モデルを提唱した。(1)ならびに(2)については、Al-Mg 固溶
体合金、ならびに Fe-Si 合金を対象に十分な検討がなされているため、本年はこのモデルの第
三点を Fe-3massSi 合金を対象として検討することとした。
第三点の検証には透過型電子顕微鏡による直接観察が有効であるが、高温、低ひずみ速度で
の変形のため転位密度が低く、転位の分布状況の把握が容易ではないと考えられたため、低応
力クリープ試験と機械的微分試験により検討した。
その結果、定常クリープ領域では応力指数が 3 に近くなること、変形応力には、内部応力だ
けでなく、有効応力も存在していることを確認した。詳細な検討をさらに今後行う必要がある
が、上記(3)に示した、溶質原子雰囲気の効果によって転位が自由飛行的な運動をしていない場
合にこの機構が作用するとの考え方を支持する結果となった。さらに次年度は変形条件を変え
て、詳細に調査することとした。
高強度部材における耐き裂形成のための組織制御指針とき裂形成機構の研究（梅澤研究室）
高強度部材における高疲労強度化を目指して、結晶組織に依存するき裂形成と耐き裂形成の
ための組織制御指針について、実験的モデリングの研究を行っている。今年度は主に以下につ
いて成果を得た。
Fe-Si 合金は BCC 金属であるが、Si 添加量の増加により planar な室温すべり挙動を示すこ
とが知られている。特に、Si 添加量が 3.8mass%以上では、すべり面が{110}に限定される。結
晶粒界近傍では結晶回転による局所方位差が生じており、Si 量の増大とともに局在化の傾向を
示した。低 Si 鋼では結晶粒界に沿って粒界を歪ませるように局所方位差が分布し、応力軸方向
に残留ひずみが主に生じた。一方、高 Si 鋼では結晶粒界近傍の約 5μm にわたり熱間圧延によ
り生じた亜粒界上に局所方位差が分布し、回転成分の残留ひずみが顕著である。
欠陥を有するアルミニウムダイカストにおける応力使用可能範囲を疲労限度線図（修正グッ
ドマン線図）で一元的に評価することを提案し、使用限度範囲を拡大するいくつかの方法につ
いて工業的な適用性を併せてそれらの効果を検証した。すなわち、局部加圧法による疲労強度
下限値の改善、水没急冷工程による T5 熱処理後の時効析出強化、微粒子ピーニング処理を用
いた表面改質による残留圧縮応力の付与と表面欠陥の無効化に伴う疲労強度の改善である。
高強度・高耐熱性・高耐食性を有する LPSO（長周期積層構造相）型 Mg-1Zn-2Y 合金にお
ける引張試験を試験温度とひずみ速度をパラメータにして評価し、LPSO 相が引張応力負荷に
ともなう変形挙動とき裂形成に及ぼす影響について検討を行った。圧縮変形と同様に引張変形
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においても温度依存性が大であり、一方、ひずみ速度依存性は小さく、キンク変形に代わって
き裂数密度が顕著に増加し、き裂の形成が見かけ上の伸びに大きく寄与していることを示した。
コーティングにおける剥離抑制手法の開発と剥離の定量評価（長谷川研究室）
基材を保護し新たな機能を付与するコーティングの脱落は、基材の急速な劣化を招くため、コ
ーティングの剥離を抑制し、長寿命化する手法が求められている。本研究では、基材上に耐酸化
性を有する合金層(BC)と耐熱性を有するセラミックス層(TC)から構成される遮熱コーティング
(TBCs)を対象に剥離を抑制する手法の確立を目指している。
剥離抑制手法として、近年、剥離進展時に金属に塑性変形を生じさせ変形によるエネルギー吸
収によって剥離進展を抑制することを提案している。本年度は Ni 基超合金を基材とし、
NiCoCrAlY 合金を施工後、種々の条件にて真空熱処理を実施した BC 層に TC 層を施して TBCs
を作製した。大気中にて熱曝露後、界面にせん断力を負荷し剥離挙動および剥離特性を評価した。
TC 層近傍の BC 層の硬さは、熱処理によって一旦低下するものの再度上昇し、破壊靭性は一旦
上昇した後に低下する傾向を示した。BC 層の熱処理により、表面近傍の硬さは一旦低下するも
のの、その後、主に NiAl で構成される硬さの高い領域が形成されるため、破壊靭性が上昇した
後に低下したと考えられる。また、剥離挙動を調べた結果、熱曝露前では TC/BC 界面近傍の TC
側、熱曝露後では TC/TGO 界面または TGO/BC 界面にて剥離が生じた。剥離が BC 層との界面
で生じていない場合には、塑性変形によるエネルギー吸収が難しいと考えられたが、き裂先端で
の応力分布を求めた結果、たとえき裂が BC 層界面に無くとも、その近傍であれば、エネルギー
吸収が可能であることを見出した。
(2) セラミックス材料研究グループ
高温構造用材料として期待されているセラミックス材料に高信頼性かつ超寿命を達成するため
に、本研究 Gr では自己治癒機能を付与した先進セラミックス複合材料の開発および評価を行っ
ている。本年度は、以下の研究を行った。
セラミックスを高強度化する表面処理手法
人体の歯骨などに応用が期待できるセラ
ミックスとして PSZ（部分安定化ジルコ
ニア）の衝撃による割れや耐磨耗性の改
善を目的としてショットピーニングによ
る表面改質手法の検証を行った。図 1 に
示すように特定のショット条件下で本手
法を適用した PSZ は破壊靱性値が大幅に
向上することが明らかとなった。この発
見は PSZ に特有の応力誘起変態とその組
織変化に伴う表面下への圧縮残留応力の
付与が、曲げ疲労や衝撃により生じるき
裂の開口を抑えることに大きな効果を示

図 1 ショットピーニングによる PSZ の見かけの破壊靭
性値の向上
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した。本手法は実用化に於いて加工プロセスに落とし込みやすい利点もあり、ジルコニアセラ
ミックス部品の接触強度や転動疲労強度の向上のほか、微細なはく離や粒子脱落を伴うシビア
磨耗の抑制にも一定の効果が期待できるとともに、セラミックスの高信頼化につながる結果を
得た。
セラミックスのトライボロジー特性の向上
軸受等の摺動部材料などへ応用が期待されるセラミックスの転動・摩擦磨耗特性の向上を目的
として Al2O3/SiC (アルミナ炭化ケイ素、SiC：自己治癒エージェント)複合材の複合表面改質
の開発と転動疲労試験による評価を行った。図 2 に示すように，ショットピーニングと特定の
熱処理の併用により表面近傍で自己き裂治癒を発現させ，転動疲労強度の向上が可能となるこ
とを見出した。また PSZ 等の他のセラミックスの表面改質材を含め，未処理材とのボールオン
プレート試験による磨耗深さと磨耗幅から算出される比磨耗量の比較により，改質の効果が見
込める荷重域が明らかとなった。これらの成果は将来的に摺動部品等の設計の指針を策定する
上でも有用な知見が得られたといえる。

１球あたりの負荷荷重, P [kN]

10
10

平滑材

SP材

SP+治癒材
初期表面
治癒物質

SP + 治癒材

11

複合表面改質により寿命UP

治癒されたSPき裂
圧縮残留応力の深さ

0.1
0.1
球圧子押込み
試験による
き裂発生荷重

106

107

108

接触繰り返し回数, NfR[cycles]

図 2 複合表面改質による Al2O3/SiC の転動疲労強度向上
繊維強化自己治癒セラミックスの開発
次々世代ジェットエンジンタービン翼材料として期待されている酸化物基長繊維強化自己治癒
セラミックスの開発（JST-ALCA）およびそのスピンオフ技術として，計 2 件の産学共同研究に
よる新材料開発を実施した。今年度の最大の成果は，自己治癒発現部位である繊維束/母材間界
面層を複相化することで，大幅な自己治癒速度の向上を達成したことである。図 3 に新規開発
したアルミナ基長繊維強化自己治癒セラミックスの自己治癒挙動を示したものである。 各 3
点曲げによる荷重-荷重点曲線の赤線が各条件で自己治癒した試料を示している。したがって，
赤線の最大点が黒線の最大点が大きいとき裂を完全に治癒していることを示す。図からもわか
るとおり，新規開発材料は，1100oC，10 分および 1000oC，1 時間でき裂を自己治癒可能である
ことを示している。これまでの材料では，1000oC では，50 時間自己治癒に時間がかかっていた
ことからも大幅な自己治癒能力の向上に成功した。この知見により，開発中のアルミナ基長繊
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維強化自己治癒セラミックスは，ジェットエンジンタービン翼に求められる自己治癒性（1000oC，
10 分）に大幅に近づくことができた。

図 3 新規長繊維強化自己治癒セラミックスの自己治癒挙動

(3) コンクリート研究グループ
コンクリート研究グループでは，超耐久・高耐久のコンクリート構造物の構築技術や，劣化し
た構造物の補修・補強方法に関する次のような研究を継続して行った。
新旧コンクリート定着方法及びせん断補強方法に関する基礎的研究
コンクリート構造物の長寿命化に関連する耐震補強工事に用いられる片面施工のせん断補強工
法の効率化（工事の合理化，工費の縮減）のため，昨年度までの成果を受け，有孔鋼板を用いた
あと施工せん断補強鋼材の力学特性の把握を目的とした研究を行った。本研究では，図 1 に示す
載荷実験により，耐力向上と施工箇所削減の可能性を確認した。

図１

はり供試体の載荷実験
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コンクリート構造物の表層品質の検査手法の確立に関する研究
完全非破壊で，コンクリート構造物の表層品質を検査
できる表面吸水試験方法（Surface Water Absorption
Test : SWAT）の開発と自動計測システムの構築の成果に
基づき，SWAT を用いて，山口県のひび割れ抑制システム
によるコンクリート構造物の品質の向上を定量的に示し
た。昨年度に引き続き，膨張材の使用，積極的な養生な
ど，品質向上の対策の効果を定量的に分析が可能である
ことを明らかにした。

図 2 実構造物での SWAT の計測
コンクリート電柱の劣化機構の解明と高耐久電柱の製造
方法の構築
昨年度に引き続き，コンクリート電柱の塩害劣化の機構解明と，けい酸塩系の表面含浸材を用
いた高耐久化の可能性を検討した。塩酸浸漬による溶脱の促進試験方法の検討にも着手し，けい
酸塩系表面含浸材の効果が確認できた。
山口県，横浜市，長崎県等と連携した産学官民の協働による社会基盤施設の品質確保システムの
研究
SWAT，目視評価法等を活用した社会基盤施設の品質確保マネジメントが実構造物で開始された。
特に，東北地方の復興道路の建設においての活用が進捗した。

3.3 共同研究・外部資金の状況

＜件数＞

科研費

寄附金 共同研究 研究助成 受託研究

クリーンエネルギー材料

6

3

9

6

11

35

超寿命材料

6

3

12

6

8

35

合計

12

6

21

12

19

70

- 23 -

総計

4．教育活動
4.1 サマースクール
横浜国立大学はオーストリアのグラーツ工科大学との連携毎年交互に燃料電池に関わるサマー
スクールを実施している。本年度は Advanced Studies of Polymer Electrolyte Fuel Cells – 6th
International Summer School を本学で開催した。なお，本サマースクールは横浜国立大学ある
いはヨーロッパ互換単位を取得することが可能である。
本年の開催期間は 2013 年 8 月 25 日～30 日，講師はオーストリア，イタリア，ドイツ，スロベ
ニア，日本の 5 カ国から 11 名，受講者はオーストリア，フランス，インド，日本の 4 カ国から
36 名であった。電気化学，熱力学や移動速度論などの基礎と燃料電池や水素社会などの工学的な
講義，燃料電池組立等の実習，企業からの聴講者も交えての講演会や学生ポスターセッションな
どのカリキュラムの中で技術的な知識の獲得や交流を行った。サマースクール終了後の週末には
有志による富士山登山を企画するなど，講師ともに親睦を深め有意義な一週間であった。

講義の様子

学生ポスターセッション

燃料電池の組み立て実験

受講証授与

講師及び参加学生

その後--富士山 7 合目にて
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4.2 海外インターンシップ
学長裁量経費の支援により PED プログラム開発を指向しながら，海外インターンシップとし
て GMI 研究拠点に関係する研究室の学生５人を下表のとおり，GMI 拠点の研究室が連携している
海外の研究室に派遣した。
派遣した学生の活動内容・感想等を巻末に添付した。

H25年度海外インターンシップ学生派遣状況
担当教員

氏名

学年

インターンシップ先／派遣期間

Newcastle大学【オーストラリア】
渡邉教授 小林 優美 M1 Prof. Rob Atkin

共同研究の推進及び高分子構造解析技術を学ぶ。
解析技術：SAXS(小角X線散乱)、CPOM(偏光顕微鏡)、
AFM(原子間力顕微鏡)

3月2日～3月16日
窪田教授

朴 成植

インターンシップ内容

全南大学【韓国・光州】
D1 Prof. Seo Gon, Prof. Jong-Ho Kim
1月16日～2月9日

ゼオライト触媒により反応物質から生成される中間体の調査
を行う。
また、中間体の構造と触媒の性能や内部構造の関連性を解
明する。

フランス運輸･整備･ネットワーク科学技術
表面吸水試験を用いた現地コンクリートの耐久性に関する実
細田准教授 横山勇気 M１ 研究所(IFSTTAR)【フランス】
験を行う。
1月3日～2月1日
フランス運輸･整備･ネットワーク科学技術
田老トンネル（宮古市）でのSWAT 評価結果等に関する議論
細田准教授 佐藤啓介 M2 研究所(IFSTTAR)【フランス】
と現地フランスでのコンクリート評価実験を行う。
1月10日～1月25日
セルロースのグリーンマテリアル原料としての利用研究を
フランス国立科学研究庁植物高分子研 フランスのセルロース研究拠点に出張して行う。
上田教授
究所（cermav）【フランス】
原料、燃料利用を進める上で障害となっているのはセルロー
（窪田教授 早川大地 D2 （Dr. karim. Mazeau）
ス結晶の難溶解性である。その改善のため、結晶構造に存
と連携）
在する相互作用と結晶転移
の詳細を分子シミュレーションにより研究する。
11月17日～12月3日

5．研究シーズの紹介活動
クリーンエネルギー材料および超寿命材料産学官研究会のシンポジウムにおける研究シーズの
紹介の他，横浜デイ 2013 やテクニカルショー横浜 2013 での展示による企業関係者へのシーズ紹
介を実施した。
以下では展示会の状況を記す。
5.1

横浜デイ 2013

日経 BP 社がパシフィコ横浜で開催するスマートシティーウィークに横浜市が特別協力して主
催する
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横浜デイは企業の海外展開支援を主目的に行われている。GMI 研究拠点では横浜市に協力し，
海外との連携活動である頭脳循環プログラムを中心に拠点活動の紹介をポスターにて実施した。
具体的には，下記の紹介を実施した。
① GMI 研究拠点の活動紹介
② 国際交流プログラム「グリーンマテリアルイノベーションを実現する国際性豊かな若手研
究者養成」（学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラムによ
る活動」採択事業）活動の紹介
③ GMI 研究拠点で採択されている JST_ALCA の三つの研究活動の紹介

5.2



低炭素社会を目指した次世代高性能



再生可能エネルギー利用拡大に資する次世代有機ハイドライド技術（光島教授）



自己治癒機能を有する革新的セラミックスタービン材料の開発（中尾准教授）

リチウム硫黄電池の開発（渡邉教授）

テクニカルショー横浜 2013

＜セラミックスを高強度化する表面処理手法（高橋宏治教授）＞
2014 年 2 月 5 日～7 日の３日間，パシフィコ横浜でテクニカルショー横浜 2014 が開催され，
GMI 研究拠点から超寿命材料研究会セラミックスグ
ループ所属の高橋宏治教授による「セラミックスを
高強度化する表面処理手法」と題するパネル展示を
行った。
本研究はショットピーニングにより信頼性の高い
セラミックスを開発するものであり，構造材料とし
てのセラミックス材料の信頼性不足や寿命不足に課
題をもつ多くの企業の皆様の関心を集め，市場にお
ける課題に関係する情報交換をすることが出来た。
また，特に強い関心をもっていただいた複数の企業
の皆様とは，後日大学にて詳細な打ち合わせを実施し共同研究の可能性を検討中である。

6. 頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラムによる活動
平成 24 年度「頭脳循環を加速する戦略的若手研究者派遣プログラム」（若手研究者戦略的海
外派遣事業（日本学術振興会））に採択された「グリーンマテリアルイノベーションを実現する
国際性豊かな若手研究者養成」（申請主体：工学研究院）を昨年に引き続き実施した。
本年度は，中期の「研究着手・実施期間」に該当し，それぞれに対応する海外連携機関に 6
名の派遣研究者が赴き，国際共同研究を遂行した。
（詳細は別表）既に，国際共同研究から得ら
れた研究成果は，国際会議論文や学術誌論文としても発表されており，順調に国際共同研究が
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遂行されている。
また，次年度の最終総括に向け，これらの得られた研究成果を基に海外連携研究者と議論を
進めると共に，さらに国際連携関係を強化するための試案についても議論した。
平成 25 年度派遣実績
派遣研究者名

派遣先

出国日

内容

帰国日

Monash大学
オーストラリア

豪州Monash大学 理学部化学科 Douglas MacFarlane教授のグループにて共同研究を行っ
た。現地では自身の研究である電気化学活性のあるブロック共重合体の電気化学特性評価を
行った。また、MacFarlaneグループで進行しているいくつかの研究、特に有機合成や高分子合
成について技術指導・助言を行うなど、多くの研究に関与した。また、本学工学研究院・環境情
2013/3/23
報研究院とMonash大学理学部・工学部間の部局間協定締結に向けた準備に関与した。

Qeen's大学
カナダ

2013/6/27 滞在期間中に連携先にて、酸及びアルカリ溶液中でニオブ酸化物系化合物の実験、考察、議
論を行い、酸素還元反応に対して高活性な触媒を開発した。また滞在期間中に、クィーンズ大
学と横浜国立大学との間に大学間協定が締結された。その後、クィーンズ大学の副総長が横
2014/3/28 浜国大を訪問し、本学の学長、工学研究院長並びに関係各位と懇談し、今後の連携を協議し
た。

ENSICAEN
フランス

2013/8/22
ENSICAENを訪れ，昨年度得られた成果についてディスカッションし，論文投稿することとした。
2013/8/30

Hotel Melia Grand
Hermitage
ブルガリア

2013/9/4 ゼオライトの国際会議で，本共同研究の成果を発表し，また主にヨーロッパのゼオライトに関わ
る研究者と意見交換した。
2013/9/11

2013/10/8
小久保尚

松澤幸一

稲垣怜史

ゲント大学, デルフト 2013/6/15 昨年度に引き続き、Ti2SiC系新規自己治癒エージェントの高温酸化特性を評価した。さらに、
ゲント大学において実施された第4回自己治癒材料国際会議において、成果発表を行い、関
大学
ベルギー, オランダ 2013/6/23 連研究者たちと本国際連携関係に関して議論を行った。

中尾航

長谷川誠

細田暁

2013/10/2
Ti2SiC複合自己治癒セラミックスの自己治癒挙動を調査し、その結果に関して議論した。
2013/10/15
フロリダ, アメリカ合 2014/1/26 本国際共同研究から得られた成果を構造用セラミックスに関する国際会議（ICACC2014）にお
衆国
2014/2/2 いて講演を行い、関連研究者と議論した。
デルフト, ブルノー,
2014/3/24 本年度に実施した研究成果を総括するために、連携研究者と議論した。さらに、来年度からの
オストラバ工科大学
派遣研究者の変更に伴う事前準備を行った。また、材料物理研究所（ブルノー）およびオストラ
オランダ, オーストリ
バ工科大学において、本研究成果を講演し、関連研究者と議論した。
2014/3/30
ア, チェコ
2013/8/15 種々の条件で熱処理を施したTiAlNb系合金を対象にβ相の析出状態をFE-SEM、ＥＤＸおよ
2013/11/4 びEBSDを用いて調査した。また、コロニー径やラメラ配向を制御した材料について、破壊靭性
材料物理研究所（オ 2013/11/13 測定用の試験片を加工した。エアロゾルデポジッション法によりアルミナを製膜した材料を対象
に、ナノインデンテーションおよびナノスクラッチ試験を実施し、被膜のヤング率および界面強
ストラバ工科大学）
2013/12/29 度を実験的に評価した。
チェコ
デルフト大学
オランダ

IFSTTAR
フランス

2014/3/24
2014/3/30
2013/10/1
2013/10/13
2013/10/24
2013/10/30
2013/11/10
2014/1/27
2014/2/9
2014/3/30

コロニー径制御およびラメラ配向制御を実施した試料を対象にModeIでの破壊靭性を評価し
た。
派遣研究者が主催して、2014年3月3日にコンクリート構造物の耐久性・維持管理に関する
ワークショップを開催した。IFSTTARから5件、日本から派遣研究者を含む4件の研究発表を
行った。今後も定期的にワークショップの開催を企画し、日仏の研究の最新情報の交換と将来
の連携の可能性の模索を続ける。
派遣研究者の指導する大学院生2名のインターンを2014年1月に実施し、表面吸水試験
（SWAT）をIFSTTARへ移送し、基礎研究を開始した。
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担当研究者名 用務先

光島重徳

活動内容

クイーンズ大学, モ 2014/2/14 クィーンズ大学にてGregory Jerkiewicz教授、派遣研究員の松澤准教授と酸化物系電極触媒
の酸素還元および酸素発生触媒能に関する研究の進捗および今後の進め方について確認し
ントリオール工科大
た。また、モントリオール工科大学ではOumarou Savadogo教授と酸化物系酸素還元電極に関
学
カナダ
2014/2/23 する研究についての意見交換を行った。

オストラバ工科大学
チェコ

オストラバ工科大学で開催のInternational Workshop on Mechanical Designに参加し、「Green
2013/6/23 Innovation and Materials Design」と題する招待講演を行った。また、梅澤教授とともに、オスト
ラバ工科大学Strnadel教授と今後の交流、研究の展開方向について検討を行った。併せて、
2013/6/29 電子顕微鏡設備の見学と関連研究の視察を行った。さらに、プラハ日本大使館員3名との日本
ーチェコの研究交流に関する打ち合わせに参加した。

デルフト, ブルノー,
オストラバ工科大学
オランダ, オーストリ
ア, チェコ

デルフト工科大学では自己治癒材料に関する共同研究の進捗状況、次年度の研究計画、さら
2014/3/24 に本プログラムについての意見を伺った。ブルノー工科大学では熱遮蔽コーティングシステム
に関する共同研究の進捗状況、共著論文に関わる討議、次年度の計画について検討した。オ
2014/3/30 ストラバ工科大学では熱遮蔽コーティングならびに自己治癒材料の三次元トモグラフによる共
同研究への発展について先方と協議した。

オストラバ工科大学
チェコ

オストラバ工科大学で開催のInternational Workshop on Mechanical Designに参加し、「Robust
2013/6/23 Design of Structural Materials as Ecomaterials」と題する招待講演を行った。また、福富教授と
ともに、オストラバ工科大学Strnadel教授と今後の交流、研究の展開方向について検討を行っ
た。併せて、電子顕微鏡設備の見学と関連研究の視察を行った。さらに、プラハ日本大使館員
2013/6/29
3名との日本ーチェコの研究交流に関する打ち合わせに参加した。

福富洋志

梅澤修

出国日
帰国日

実験補助者 用務先

出国日
帰国日

活動内容

2013/7/28 昨年度に引き続き，MAX phaseと呼ばれる積層炭化物系セラミックス（Ti3SiC2，Ti3Si(Al)C2，
Ti2SnC）の高温酸化挙動を解析した．結果に基づき，MAX phaseの治癒発現物質としての有
2013/11/29 用性を評価した．さらに，学内で数回の成果発表を行い，周辺研究者との議論を行った．

吉岡俊介

デルフト工科大学
オランダ

秋山滉太

材料物理研究所（オ 2013/9/19
エアロゾルデポジッション法によりアルミナを製膜した材料を対象に、ナノインデンテーションお
ストラバ工科大学）
よびナノスクラッチ試験を実施した。
チェコ
2013/10/3

【付録】
□ ＧＭＩ研究拠点ホームページ
GMI 研究拠点の発足にあたり，情報発信を目的として下記 URL にホームページを開設した。
HP を利用して，研究会の開催案内，開催後の概要報告，各グループの研究内容の紹介等を行っ
ている。また，研究会会員専用ページ，研究部会メンバー専用ページ等を設け，限定メンバーで
の Closed 情報の共有にも活用している。
⇒

GMI 研究拠点 HP

http://www.gmi-ynu.org /

□ ＧＭＩ研究拠点のロゴについて
赤い三角形は「産・官・学」がそれぞれ支えあうことを意味し，中心
の窓はオープンイノベーションを表している。地球は国際拠点としての
GMI のグローバルな活動を，双葉は大学の知と社会の知が協力し合い材
料開発の芽が生まれることをイメージしている。
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【添付資料：海外インターンシップ実施報告】
1. オーストラリア，ニューカッスル大学，Rob Atkin 研究室
期間

2014 年 3 月 3 日～2014 年 3 月 12 日
渡邉研究室

博士課程前期 1 年

小林優美

ニューカッスル大学はシドニーから北方に電車
で 3 時間程の距離にあるニューカッスル市郊外，
キャラハンに位置する公立大学であり，郊外型大
学では国内最大の規模を持っている。お世話にな
ったアトキン研究室が拠点としている Newcastle
Institute of Energy and Resources(NIER) は持
続可能なエネルギー生産とその利用を目的に多様
な専門にわたる研究のハブ拠点として 2010 年に
設立された比較的新しい研究所である。具体的に
は低炭素社会のために新規エネルギーデバイスの
開拓を目指すエネルギー部門，オーストラリア輸
出産業の中核をなす石炭・鉄鋼工業を担う資源部

写真 1 研究室がある NIER の建物と大学
シンボル。キャンパス内北西に位置する。

門，有効な土地利用を目的とする水資源部門の 3 部門からなっている。アトキン研究室はイオン
液体と表面科学分野を元にバッテリーやコンデンサ内の電解質と電極の研究を行っており，今回
のインターンシップではイオン液体という共通分野を通して原子間力顕微鏡(AFM) 等を用いた高
分子/イオン液体溶液の表面構造解析技術習得のために訪れた。
研究室は 1 年程前に建設されたばかりで，非常に綺麗な建物である(写真 1)。教授の部屋と学
生部屋の間はガラスの壁で仕切られており，学生はディスカッションの為に教授の元を頻繁に訪
れているのが印象的であった。3 月 7 日(金) にはシドニー大学の Warr 研究室から学生を招き，
合同セミナーにて発表を行った(写真 2)。Warr 研
究室は界面活性剤と小角 X 線散乱(SAXS) や小角
中性子散乱(SANS) を用いた構造解析を専門とし
ており，そのアプローチの仕方に興味をひかれた。
事前調査不足もあり，全てを完全に理解できなか
ったことが悔やまれる。2 週間と短い期間で英語
力が飛躍的に向上したとは言い難いが，セミナー
や学生とのディスカッションを通して幅広い研究
内容に触れ，知識を得ることができた。会話やデ
ィスカッションをする上で「科目」ではなく考え
を伝える手段である「ことば」としての英語力の
重要性を強く感じた。
最後に今回の海外インターンシップを支援して
いただいた GMI 研究拠点に感謝いたします。
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写真 2 Warr 研との合同セミナーの記念
写真。一番右が Atkin 教授，一番左が Warr
教授，上段左から 2 番目が筆者。

2. 全南（chonnam）国立大学（韓国）Prof. Gon Seo
派遣期間

平成 26 年 01 月 16 日～02 月 09 日
窪田研究室

大学院博士課程後期 1 年

朴

成植

韓国にある全南国立大学でのインターンシップは私にとってとても大切な経験だった。
全南国立大学は，韓国の西南にある全羅南道の光州市に位置し，1952 年に開校した歴史のある
大学だ。全南国立大学の触媒研究室では，メタノールを原料として，プロピレンを高収率で製造
する触媒の合成や触媒反応の経路について主に研究している。
私は，現在横浜国立大学で，プロピレンを製造するための触媒を研究している。MCM-68 ゼオラ
イトは比較的に新しく，MCM-68 ゼオライトを触媒として反応をするとほかの生成物よりプロピレ
ンが多く得られる。触媒反応では原料物質が活性部位に移動し，中間活性物質を経て，最終生成
物が生み出される。その中間活性物質というのは触媒の活性部位（構造）によって違うことが分
かっている。今回のインターンシップの目的は，MCM-68 ゼオライトの中にどのような中間活性物
質が生成されるかを調べることだったが，その中間活性物質が存在するのか，また観測できるの
かも分からない状況だった。
結果から言うと，電子スピン共鳴（Electron Paramagnetic Resonance）によって，中間活性物
質が検出できたが，まだどんな物なのかは特定できていない。これからも継続して，全南国立大
学と協力しながら研究を進めたい。
私が今回のインターンシップの経験において興味深かったのは，さまざまな人の意見を聞くこ
とができたことだ。同じ研究をしていても，私の気づかない観点からの意見を聞くことができた
のは，新鮮な経験であり，自分自身の考えの幅が広がった。また，大学には最新の機器が多く導
入されており，効率的に実験を進めていた。機器の使い方もマスターできたので，これからの研
究に生かしたいと思う。
何より私がうれしかったのは，新しい仲間ができたことである。今回のインターンシップがな
ければ，韓国の研究者たちと出会うことがなかったかもしれない。全南国立大学の仲間とは，帰
国後も連絡をしているが，これからもこの絆を大切にし，研究に生かしていければと思う。
最後に，今回のインターンシップの機会を与えてくださった方々に熱く御礼を申し上げたい。
また，多くの人にインターンシップの機会があれば，挑戦してもらえればと思う。新しい経験を
して，人との結びつきの大切さなど，研究だけではないことが学べるからである。

3. フランス運輸･整備･ネットワーク科学技術研究所（IFSTTAR）
派遣期間

平成 26 年 01 月 3 日～02 月 01 日
細田研究室

修士 1 年

横山勇気

1. インターンシップ先の概要
私が 2014 年 1 月 3 日から 31 日までインターンシップにて，指導教員である細田准教授が現在
所属する，フランスの Noisy-Champs にある IFSTTAR（フランス土木研究所）へ行き研究を行った。
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主に土木に関する応用研究と開発，交通系の研究を行なう研究機関である。以前この研究所は，
LCPC（フランス橋梁･道路中央研究所）と呼ばれていた。名前の由来が Ponts（橋）と Chaussés
（道）であることから，舗装・構造分野に強みを持つ研究所であった。
研究所の向かいにはフランスの国立土木学校（École nationale des ponts et chaussées）が
ある。この学校は国家建設に不可欠な土木・建築領域の人材を養成するために創立された。近年
では，土木建築や交通，都市計画だけでなく，経営学や経済学にも領域を拡大し，多くのエンジ
ニアや経営のリーダーを輩出している。
2.研究内容
「表面吸水試験を用いた品質不良のコンクリートの維持管理手法に関する基礎的研究」
近年，高度経済成長期に施工された構造物などにおいて，急ピッチでの施工などの影響により
比較的早期に劣化が進行してしまっている事例が確認されている。また，東北の復興道路におい
ても同様に短期間での施工が求められており凍害や塩害などの影響を受ける環境であるため，よ
り高い品質を確保することが求められている。
コンクリート構造物の劣化には鋼材の腐食やアルカリ骨材反応，凍害などが挙げられるが，こ
れらの現象はコンクリート中に侵入した液状水が主な原因として考えられている。そのため，実
構造物の耐久性を調査する際に非破壊でかつ，劣化の直接的な因子となる液状水を用いた手法の
確立が求められている。
このような背景の元，表面吸水試験(SWAT)が本研究室に
おいて開発された。この表面吸水試験の特徴としては，完
全非破壊で測定が行えること，鋼材の腐食などの影響因子
である液状水の移動抵抗性を直接測定することができるこ
と，大きな負圧を用いないため，より自然現象に近い条件
下での測定ができることなどが挙げられる。
本研究の目的は，欠陥を有する低品質コンクリートの性
能評価と補修方法を確立することにある。既往の研究では，
コンクリート表層のマイクロクラックが透水性に与える影響

図-1

IFSTTAR での SWAT の様子

や，マイクロクラック上に表面含浸材を塗布した場合の効果などについて検討がなされてきた。
しかし，ひび割れの幅や深さがより大きい場合や吸水面の角度が試験結果へ与える影響について
は明確に把握されていない。そこで本研究では，圧縮載荷により損傷を導入した供試体を用いひ
び割れや吸水の角度の影響について検討を行った。有力な補修方法の一つと位置付けているシラ
ン系表面含浸材を塗布した供試体に対しても SWAT を実施した。
今後は今回のインターンシップ中で得られた実験結果を基に，指導教員との議論を重ね低品質な
コンクリートの評価手法の確立に向け検討を重ねていきたい。
3.感想
今回のインターンシップでは，細田准教授と議論を重ねることで，研究についての理解を深め
ることができただけでなく，私生活の面においても多くのことを教えていただいた。また，慣れ
ない場所でありながらも現地の研究者および技術者と英語を用いた意思疎通を積極的に図ること
により，実験を進めることが出来たことは大きな自信となった。それと同時に，普段当たり前に
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使用している実験設備のありがたみを実感する機会でもあった。また，細田准教授のご厚意によ
りウジェーヌ・フレシネーが設計したマルヌ 5 橋や世界初の PC セグメント橋であるルザンシー橋
などの構造物の見学し，JR 東日本パリ事務所へも訪問させていただいた。これらの経験は，今後
土木技術者としての人生を歩もうとしている私にとって自身の見識の幅を広げる貴重な体験とな
り，今後の日本のために少しでもこの経験を活かしたいと思う。構造物見学で私が特に印象に残
っているのはマルヌ 5 橋である。マルヌ 5 橋の極めて軽快なデザインに，設計者であるフレシネ
ーの努力が垣間見ることができたこと。そして同じ構造形式である 5 つの橋が，置かれている環
境や自動車の交通量などの要因によって全く印象が異なることに驚きを隠せなかった。

4. フランス運輸･整備･ネットワーク科学技術研究所（IFSTTAR）
派遣期間

平成 26 年 01 月 10 日～01 月 25 日
細田研究室

修士２年

佐藤啓介

１．インターンシップ先の概要
私は，フランス

Noisy-Champs にある IFSTTAR（フランス土木研究所）でインターンシップを

行った。ここでは主に土木工学に関する応用研究と開発，また交通分野も扱う研究機関である。
以前は LCPC（フランス橋梁・道路中央研究所）と呼ばれていたことから，舗装・構造分野に強み
を持つ研究所であった。近年では工学分野だけでなく，経営学や経済学にも領域を拡げ，優秀な
エンジニア，経営リーダーを輩出している。
２．研究内容
｢表面吸水試験によるコンクリートの表層品質評価における吸水角度が及ぼす影響の把握｣
東日本大震災以降，東北被災地では復興道路の建設が進んでいる。しかし現地では材料・人員
の不足が深刻であり，施工不良による低品質なコンクリートが打込まれてしまうと，東北地方の
ような厳しい環境下構造物はたちまち劣化してしまう。そのためコンクリートの品質を確保する
ことは被災地復興において重要な課題である。
コンクリートの表層品質を評価する手法の 1 つとして，表面吸水試験と呼ばれる試験方法が存
在する。これはコンクリートに水を吸わせ，その吸水量や吸水速度を指標としてかぶりのち密さ
を評価する手法である。ただし，これまで表面吸水試験は鉛直面にのみ実施されてきたが，今後
トンネル構造物のような鉛直面以外の面にも適用する場合に，吸水現象は重力方向の影響を受け
る可能性がある。そこで実施角度が試験結果に与える影響を把握しておく必要があり，IFSTTAR
において細田准教授の指導のもとで実験的検討を行った。
実験概要として，平板状のコンクリート試験体を作成し，同一の試験体の中で角度を 0°から
180°まで 45°ずつ角度を変えながら表面給水試験を実施した。その後それぞれの角度での吸水
速度を比較することで，同じ品質のコンクリートにおける吸水角度による違いを検討した。
実験の結果，吸水角度の違いによる吸水速度には大きな違いは見られなかった。これはコンク
リートに吸水させる条件として 300mm の水頭を与えていることが要因として考えられる。ただし，
本実験では 1 種類の品質の実験しか行っておらず，今後品質の良いものや悪いものなど試験体の
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パターンを変えた検討も行っていく必要がある。
３．感想
フランスという異国の研究所で研究を行っていく中で，日本とフランスでの研究スタイルの違
いを感じた。私が所属する日本の研究室では，定期的にゼミを実施し普段から他の研究分野との
意見交換も行いながら，組織が協力し合って研究を進捗していくイメージであった。しかし，フ
ランスでは月に何度かゼミらしきものはあるものの，基本的には個人が独立して研究を進めてい
るようであった。日本では組織力による強力なシステムの構築が強みであり，フランスでは天才
型のエンジニアが多く輩出されているが，こういった背景の 1 つとして研究方針というものが大
きく影響しているのではないかと感じた。どちらが良いと一概には言えないが，プロジェクトの
進行方針によって成長の仕方も異なるということを自覚しておく必要があると感じた。
またフランスでは研究所での研究活動以外にも，現地の土木工学というものに触れる機会を得
ることができた。フレシネーの設計したルザンシー橋やマルヌ 5 橋を見学した際は土木構造物が
ひっそりと，しかし確実に地域に根差し，現地の生活を支えていることを目の当たりにした。世
界遺産のポン・デュ・ガールを訪れた際もローマ帝国時代の土木技術の偉大さを感じることがで
きた。ここで，海外を訪れて頻繁に感じるのは日本の土木工学に対する意識の低さである。日本
にも素晴らしい橋梁などはいくつくも存在するが，それがどのような背景でどのように造られた
のか，誰が設計したのかといったことを認識し，その恩恵に感謝している人は少ないであろう。
それどころか普段数秒の狂いもなく運行している電車がほんの数分遅れただけでも大混乱で苦情
が殺到する。日本人は自分たちの生活の根幹を支えるインフラに対してそのありがたみをきちん
と自覚していくことが必要だと強く感じた。
私は，このインターンシップにおいて学んだ日本と海外との土木や文化の違いを忘れず，この
貴重な経験を社会に出ていく上で必ず活かしていきたい。

5. フランス国立科学研究センター植物高分子研究所(CERMAV)（フランス）
Dr. Karim Mazeau, Dr. Yoshiharu Nishiyama
派遣期間 平成 26 年 2 月 1 日～2 月 28 日
上田研究室

大学院博士課程後期 2 年

早川大地

Centre de Recherches sur les Macromolécules Végétales(CERMAV,植物高分子研究所)は，Centre
national de la recherche scientifique(CNRS,フランス国立科学研究センター)監修の下 1966
年に設立された，糖科学の基礎研究のための研究機関で，化学，物理化学，生物材料科学等の一
流の研究者が集う学際的な研究所です。生体内・生体外合成，物性評価から機能，応用に至るま
で，糖科学に関する全ての領域をカバーしています。CERMAV は，多数の研究機関が集まるフラン
ス南東部グルノーブルに拠点を置いています。グルノーブルは石造りの建物が建ち並び，中心地
近くの山の頂にはバスティーユ城塞と呼ばれる 19 世紀の要塞跡が街を見下ろす形で築かれてお
り，欧州の長い歴史を感じる都市です。その一方で，雪を被った山々に周囲を囲まれた，アルプ
スの大自然を身近に感じる街でもあります。歴史とアルプスの自然とアカデミックな雰囲気に包
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まれた，理想的な研究環境が印象的でした。
CERMAV では，
「セルロース IβおよびⅡ形結晶の水素結合ネットワークの計算化学による再検討」
というテーマの下研究を進めました。セルロース結晶中の水素の位置は，中性子回折法により既
に知られていますが，この手法で得られる構造は結晶中での“平均的な”水素結合パターンであ
り，実際には，複数の水素結合ネットワークをとり得る可能性があります。本研究では，この水
素結合の“多様性”に着目し，計算化学の手法を用いて，形成可能な水素結合ネットワークを網
羅的に調べあげ，中性子回折での実験事実と比較しながら検討を行いました。計算方法としては，
1)考えられ得る全ての水素結合パターンについてそれぞれ初期構造を作成し(729 構造)，分子動
力学シミュレーションをそれぞれ実行，2)シミュレーションの結果得られた構造を構造毎に分類，
3)得られた構造の X 線(中性子)回折パターンのシミュレーション，という手順で行いました。滞
在先では，上記の 2),3)について主に取り組みました。Dr. Mazeau は，計算化学・モデリングの
専門家で，糖鎖の分子シミュレーションに関し数多くの実績がおありの先生です。2)の得られた
構造を認識・分類するという検討は，Dr. Mazeau の助言の下行ったものです。分類手法および分
類プログラムを完成させ，セルロース結晶中に存在すると考えられる全ての水素結合パターンを
求めることに成功しました。また，Dr. Nishiyama は糖鎖の X 線・中性子回折法の専門家で，中
性子回折法を用いてセルロース結晶内の水素の位置を決定された先生です。Dr. Nishiyama も，
現在結晶中での水素結合ネットワークに着目した研究を進めており，滞在中は繰り返しディスカ
ッションをさせていただきました。3)の回折パターンのシミュレーションについては，Dr.
Nishiyama のご指導の下行ったものです。現段階では未完
成ですが，今後も検討を続けていく予定です。
この度の滞在において特に印象的だったのは，フランス
語を母国語としない研究者の多くが，フランス語によりデ
ィスカッションを行っていた事です。米英のみが“世界”
ではなく，英語のみが“外国語”ではないことを実感しま
した。英語に加え第二外国語を習得し，様々な国へ積極的
に進出することが，次世代に求められる「第二の国際化」

写真

であると心から感じました。

Dr. Mazeau, Dr. Nishiyama
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左から順に早川(訪問者),

