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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、産学官から構成される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基盤として様々な拠点事
業を実施しております。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、新たな会員を募る機会でもある公開講座、大学の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。これら産学官研究会を母体として、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、これまでに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」
「SWAT 研究会」を発足させましたが、平成 26 年度は本研究部会活動から成果が見
えるまでに進捗しました。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 研究拠点の活動により、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、平成 26 年度は、こ
の「頭脳循環」事業の最終年度に当たり、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推進すると共に、海外連携拠点から研究者を招聘し最
終報告会を開催し本学若手研究者との交流を進めました。
平成 27 年度は本事業の最終年度に当たり、本拠点の教育研究活動の将来に向けた継続・発展形
を見据えながら、活動を推進したいと考えております。皆様には、今後ともご理解、ご支援賜り
ますようお願い申し上げます。
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■ 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 26 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）

高桑靖知

（応用電気化学、研究員）

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・客員教授）

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）

小松怜史

（コンクリート工学、研究教員）
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2．産学官研究会活動
2.1

概要

GMI 研究拠点では産学官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、産学官の交流の場を作り、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学官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 社会的に重要な基盤的課題の解決に向けた産学官協力による研究開発活動
平成 26 年度は超寿命材料産学官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。本年度も昨年度に引き続き、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一回開催し、GMI 活動の周知と地域
企業との交流に努めた。また、学内における超寿命材料産学官研究会のシンポジウムでは、研究
会を母体として設立し活動をしてきている「表面硬化部材の疲労損傷研究部会」の活動報告を実
施し、GMI 拠点産学官研究会の社会実装に向けた具体的な取り組み内容を紹介した。
昨年度すでに会員数が 100 機関を超えたこともあり、本年度は特に会員数を増やす活動をして
いないが、H26 年度中に新たに 4 機関の新規会員登録をいただき、平成 26 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 26 年度末）
産

学

官

合計

クリーンエネルギー材料産学官研究会

50

0

4

54

超寿命材料産学官研究会

48

6

4

58

98

6

8

112

計

以下では、平成 26 年度に各産学官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。
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2.2

産学官研究会シンポジウム

(1)

第７回クリーンエネルギー材料産学官研究会シンポジウム
横浜国立大学ナノ・リサーチ・クラブ（ＮＲＣ）共催
日時

平成 25 年 7 月 8 日（火） 13:00-17:00、

場所

横浜国立大学 メディアホール

参加者

学外 45 名、学内 12 名

懇親会 17:30-19:00

平成２６年７月８日（火）、学内中央図書館メディアホールにて、第７回クリーンエネルギー
材料産学官研究会シンポジウムをナノ・リサーチ・クラブ（ＮＲＣ）との共催にて開催した。
今回はポーラス材料研究グループ（窪田教授）が幹事役となり、ポーラス材料に関係する研究
を中心にシンポジウムを企画したところ、企業関係者を中心に５０名を超える参加を得た。シン
ポジウムの前半では本学 GMI 拠点および NRC 教員３名による最近の研究に関する講演を行った。
後半では外部講師お二人による特別講演を行った。まず、東京大学生産技術研究所の小倉賢准教
授より、自動車触媒の研究動向から AICE(自動車技術研究組合) による産学官連携活動の話題ま
で幅広く自動車触媒関係の最新動向に関する情報をご提供いただいた。引き続き、豊田中央研究
所の稲垣伸二先生には、先生の先駆的業績であるメソポーラス有機シリカに関する最先端の研究
についてご講演をいただいた。今回のシンポジウムにおける講演は最先端の基礎から応用、産学
官連携活動にまで幅広い内容にわたっており、
いずれの講演も、
参加者の強い関心を呼んだ。
その結果、質疑応答が長時間に及び、予定時
間を大幅に延長することになった。また、シ
ンポジウム終了後参加者に協力をお願いした
アンケートを通じて、講演者に対して種々の
問い合わせや面談希望があり、産学官連携活
動としても有意義なイベントとなった。
その後の懇親会でも、企業の方を中心に多
数ご参加いただき、シンポジウムの講演内容
や今後の展開可能性等について活発な意見交
換が行われた。
【プログラム】
13:30～13:40 研究会代表挨拶と趣旨説明
（研究会主査・横浜国大 工学研究院） 渡邉 正義
13:40～13:50 開会のあいさつ
（ポーラス材料グループ代表・横浜国大 工学研究院） 窪田 好浩
13:50～14:20 ゼオライトのメカノケミカル＆ケミカル処理
（横浜国大 工学研究院） 稲垣 怜史
14:20～14:50 タンデム超音波乳化法を利用する機能性高分子材料の創製
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（横浜国大 環境情報研究院） 跡部 真人
14:50～15:20 有機無機複合材料の設計にむけた機能性ナノ粒子の表面修飾と分散制御』
（横浜国大 環境情報研究院） 飯島 志行
15:35～16:25

特別講演１：
『ゼオライトベース自動車触媒の開発とクリーンディーゼル自動車
技術研究組合 AICE の設立』
（東大生産研） 小倉 賢

16:25～17:15 特別講演２：
『環境・エネルギー技術に貢献するナノ空間材料』
（豊田中央研究所） 稲垣 伸二
17:15～17:20 閉会のあいさつ

（GMI 研究拠点コーディネーター）

梅村 鎮男

【懇親会】
17:30～19:00

(2)

於：横浜国大第一食堂「れんが館」

第８回クリーンエネルギー材料産学官研究会シンポジウム

「電気化学応用エネルギー技術フォーラム」 神奈川県産業技術センターモノづくり交流会と連携
日時

平成 25 年 10 月 23 日（火） 13:00-17:00

場所

神奈川県産業技術センター（海老名市） ２階カンファレンスルーム

参加者

学外 45 名、学内 4 名

昨年に引き続き、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にセ
ッションを設け、電気化学応用エネルギー技術フォーラムとして第８回のクリーンエネルギー材
料産学官研究会シンポジウムを開催した。昨年は GMI 拠点のクリーンエネルギー材料グループ全
体の研究紹介を行ったが、本年度は、燃料電池および電解用電極触媒をテーマとして開催した。
GMI 拠点からは光島教授および石原客員教授が、水素社会の基盤となる水電解および燃料電池用
電極触媒の最近の研究内容について講演をおこなった。他にゲストスピーカーとして同じく固体
高分子型燃料電池用電極触媒分野で重要な研究をされている神奈川大学の松本 太教授に最近の
研究内容についてご紹介いただいた。また、産業技術センターからは燃料電池評価支援サービス
や電極反応の可視化技術、あるいは燃料電池用触媒調製に関する紹介があった。その他、産業技
術センターと連携している地元の企業関係者の、当該分野に関連する技術や産学連携活動の紹介
を加え、幅広くしかも最先端の技術動向に関する情報提供、情報交換がなされた。講演における
質疑もさることながら、セッション終了後も講演会場において、講演者と参加者が直接情報交換
を行い、有意義な機会とすることが出来た。
【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）
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今城 敏

13:05～13:45 水素エネルギーキャリア製造用電極触媒の開発
（横浜国大 工学研究院）

光島 重徳

13:45～14:05 SIC 燃料電池研究会、今までの 10 年これからの 10 年
（(株)さがみはら産業創造センター(SIC)）

永井

直文

14:05～14:25 リチウム二次電池支援紹介と電極可視化技術
（神奈川県産技センター）

青木 陽介

14:55～15:35 Pt 系金属間化合物の固体高分子形燃料電池用電極触媒への適用
（神奈川大学）

松本 太

15:35～16:15 PEFC 本格普及のための非貴金属酸化物酸素還元触媒の開発
（横浜国大 工学研究院）

石原 顕光

16:15～16:35 燃料電池白金代替触媒の開発
（埼玉県産業技術総合センター） 稲本 将史
16:35～16:55 固体高分子形燃料電池のためのカーボンフリー多孔性 PtFe ナノカプセル触媒の
開発
（(公財)神奈川科学技術 アカデミー、東京工業大学）

黒木 秀記

16:55～17:15 アークプラズマ蒸着による燃料電池用 Pt/C 触媒の作製と評価
（神奈川県産業技術センター） 国松 昌幸
17:15～17:30 全体質疑討議、名刺交換

(3) 第７回超寿命材料産学官研究会シンポジウム
～ 軽量高強度化部品を達成する表面改質法と寿命評価～

日時

平成 26 年 11 月 13 日(木）

13:30～17:05

（17:20～ 懇親会）

場所

横浜国立大学 共同研究推進センター２F セミナー室

参加者

学外：２４名

学内：6 名

2014 年 11 月 13 日（木）、学内共同研究推進センターにて第 7 回「超寿命材料産学官研究会シ
ンポジウム」を開催した。今回は、セラミックス材料研究グループの高橋宏治教授が中心となり、
「軽量高強度化部品を達成する表面改質法と
寿命評価」をテーマとしてショットピーニン
グを中心とした金属材料の表面改質および寿
命評価に関する話題４件の講演を企画した。
特に特別講演として学外から当分野で活躍さ
れている二人の先生（慶應義塾大学 小茂鳥
先生／NIMS 古谷先生）を招きした。小茂鳥先
生からは、現在進行中の未発表の内容を含め
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て最新の表面処理技術のご紹介をいただき、古谷先生には疲労試験に関する最新の研究成果をご
紹介いただいた。ともに、大変興味深い内容であった。
当日は、
企業関係者を中心に 30 名以上の参加があり、熱心に聴講および質疑が行われた。
また、
終了後の情報交換会にも多くの参加があり、講演内容や今後の研究に関して情報交換、意見交換
が行われた。
【プログラム】
13:30～13:35 GMI 拠点長挨拶
（横浜国大 GMI 研究拠点長）

福富洋志

特別講演１
13:35～14:35 微粒子ピーニングと高周波誘導加熱を併用した鋼の高性能化
（慶應義塾大学 機械工学科） 小茂鳥 潤
特別講演２
14:35～15:35 超音波疲労試験によるギガサイクル疲労研究と最近の研究成果
（物質・材料研究機構）

古谷佳之

15:50～16:25 ピーニングによる構造材料の疲労強度向上とキズの無害化
（横浜国大 工学研究院）

高橋宏治

16:25～17:00 微粒子ピーニング処理を用いた各種金属の表面改質
（神奈川県産業技術センター） 高木眞一
17:00～17:05 閉会
（横浜国大 GMI 研究拠点）

梅村鎭男

＜懇親会＞
17:20～18:30

於

生協第二食堂

(4) 第 8 回超寿命材料産学官研究会シンポジウム
日時

平成 27 年 3 月 6 日(金） 13:30～17:00

場所

横浜国立大学 共同研究推進センター２F セミナー室

参加者 学外：２４名

（17:20～ 懇親会）

学内：９名

2015 年 3 月 6 日、学内共同研究推進センターにて第８回「超寿命材料産学官研究会 シンポジ
ウム」を開催した。
今回は、金属材料の疲労損傷の話題を中心に、講演を構成した。前半は特別講演として、外部
から二人の先生をお招きし講演いただいた。東京大学大学院工学系研究科の中尾政之先生には、
ピッチング発生のメカニズム解明に関わる研究について特に独自の新規計測技術を中心にお話を
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いただき、またチェコ共和国 Institute of Physics of Materials の Ivo Dlouhy 先生には、先
生が所属する IPM の紹介と IPM で行われている研究の Topics をご紹介いただいた。
後半では、GMI 研究拠点で活動中の「表面硬化部材の疲労損傷研究部会」
（2.4 節参照）の疲労
損傷に関係する共同研究の進捗状況を、３
人の WG 主査の先生から報告した。今回も、
企業関係者を中心に 30 名を越える参加が
あり、熱心に質疑が行われた。また、終了
後には恒例に従って情報交換会を行い、講
演内容その他の話題について意見交換、情
報交換を行った。
【プログラム】
13:30～13:35

GMI 拠点長挨拶
（横浜国大 GMI 研究拠点長）

福富洋志

＜特別講演１＞
13:35～14:35

ピッチングはマイクロクラックから起きる （ことを証明するのが難しい）
（東京大学大学院工学研究科） 中尾政之

＜特別講演２＞
14:35～15:35

Introduction to Institute of Physics of Materials and Its Activities
（Institute of Physics of Materials（Czech）
）

Ivo Dlouhý

＜GMI 研究拠点 表面硬化部材の疲労損傷研究部会 活動報告＞
15:50～16:20

転動ピッチング WG 活動状況 ～SCM420 浸炭材の高面圧下ピッチングとき裂形成
（横浜国大工学研究院 （疲労損傷研究部会主査）
）

16:20～16:40

軸・曲げ WG 活動状況

梅澤 修

～SCM435 鋼窒化鋼の軸疲労と回転曲げ疲労
（神奈川県産業技術センター） 高木眞一

16:40～17:00

ねじり WG 活動状況
～ショットピーニングによるねじり疲労強度向上と表面欠陥の無害化
（横浜国大 工学研究院） 高橋宏治

17:00

閉会

（横浜国大 GMI 研究拠点） 梅村鎭男

＜懇親会＞
17:20～18:30

於

生協第二食堂
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2.3

公開講座・講演会

(1) 公開講座

日時
場所
受講料
参加者

アクティブマテリアル

～自己治癒材料の現状と将来～

：平成 26 年 9 月 6 日（土）13:00～18：00
：横浜国立大学 共同研究推進センター2F セミナー室
：5000 円
：18 名

平成 26 年 9 月 6 日（土）、学内共同研究推進センターにて、GMI 研究拠点主催により公開講座
『アクティブマテリアル～自己治癒材料の現状と将来～』を実施した。自己治癒材料・自己修復
材料は最近特に注目されている分野であり、この公開講座では本学の取り組みだけでなく、本領
域の全体動向が把握できるよう、本学の二人の先生の他に、学外からも自己治癒・修復材料の分
野で最先端の研究を進めておられる３人の先生にもご協力いただき、企業の技術者向け講座とし
て開催した。当該分野の幅広い技術の動向が把握できるとあって、土休日でしかも受講料をお願
いしたにもかかわらず、企業技術者を中心に１８名の受講があった。本講座では、下記プログラ
ムの通りセラミックス、金属から高分子まで幅広い材料の自己治癒・修復に関する基礎的知識か
ら設計の考え方、応用まで最近の研究動向を交えながら講義を行った。講義のなかで修復のメカ
ニズムや応用、評価に関する質疑が活発におこなわれるとともに、講座終了後回収したアンケー
トでも後日の個別面談の希望が寄せられるなど、企業技術者の方々の自己治癒・修復材料分野へ
の関心の高さと将来への期待が窺え、主催者側・受講側双方にとって有益な講座となった。
【プログラム】
13:00-13:05 開会の挨拶

（横浜国大）梅村鎭男

13:05-13:25 自己き裂治癒の基礎

（横浜国大）高橋宏治

13:30-14:30 ジェットエンジン用タービン翼を目指した自己治癒セラミックスの開発
（横浜国大）中尾 航
14:35-15:35 自己修復性ソフトマテリアルの最前線
15:50-16:50 金属材料の自己修復性防食コーティング
16:55-17:55 自己修復性を有する高分子系複合材料
18:00

閉会の挨拶・今後の取組みについて
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（東京工大）大塚英幸
（広島大）矢吹彰広
（富山県立大）真田和昭
（横浜国大）中尾 航

(2)

イオン液体討論会（GMI 研究拠点

共催）

GMI 研究拠点クリーンエネルギー材料産学官研究会の重要な研究課題であるイオン液体の基礎
および二次電池、燃料電池等電気化学的応用における本拠点渡邉獨古研究室の研究は、世界的に
高い評価を受けている。
その日本における活動の母体となっている学術団体
「イオン液体研究会」
が主催して毎年開催しているイオン液体討論会が、本年
度 GMI 研究拠点の渡邉教授が実行委員長となって横浜で
開催されるに当たり、当分野における本学・GMI 拠点の
プレゼンスを国内外に知らしめると共に、GMI 研究拠点
クリーンエネルギー産学官研究会のネットワークを活用
して情報共有することにより新たな産学連携にもつなげ
ることを狙い、GMI 研究拠点が本年度のイオン液体討論
会を共催した。
上記背景のもと、第 5 回イオン液体討論会は GMI 研究
拠点の共催により、10 月 28 日（火）と 29 日（水）の二
日間、
横浜シンポジアで開催された。
討論会は特別講演、
口頭発表セッション、
ポスターセッションから構成され、
特別講演ではオーストラリアの Monash University から
Douglas MacFarlane 教授、アメリカの Arizona State
University から Austen Angell 教授という当分野で著名な
二人の先生の講演が行われた。この他、28 件
の口頭発表と 80 件以上のポスター発表があ
り、参加者も 260 名を超える盛況ぶりで、懇
親会を含めて参加者にとって情報交流、情報
収集の場として大変有意義な場となった。な
お、GMI 研究拠点を構成する渡邉獨古研究室
からは 1 件の口頭発表と 5 件のポスター発表
を行い、このうち博士課程前期 2 年の平井亜
弥佳さんと学部 4 年生の伊藤彰香さんの二人
が優秀ポスター賞を受賞した。
イオン液体討論会での質疑応答の様子．
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(3)

国際卓越講演会
日時

平成 26 年 10 月 27 日

場所

横浜国立大学 メディアホール（中央図書館内）

主催

横浜国立大学 工学研究院、 GMI 研究拠点

平成 26 年 10 月 27 日に GMI 研究拠点と本学工学研究
院との主催で、本学メディアホールにて国際卓越講演会
を開催した。講演会では、本拠点の渡邉教授が連携して
いるオーストラリアの ARC Centre of Excellence for
Electromaterials Science (ACES)より２人の著名な研究者
（MacFarlane 教授（Monash 大学）、Wallace 教授
（Wollongong 大学））をお招きし、下記のタイトルで最
近の研究トピックスについて、ご講演いただいた。
MacFarlane 教授（Monash 大学）はイオン液体のエネルギ
ー分野への展開、Wallace 教授（Wollongong 大学）は電
子・イオン伝導性 3 次元構造材料の分野 において Nature、
Science 関連誌に多くの研究成果を発表、世界の材料化学
分野をリードしている方で、学生を中心に最近の最先端
研究に触れる有益な機会となった。
＜講演タイトル＞
１． Clean Energy Applications of Ionic Liquids
~ From Solar Cells and Water Splitting to Thermocells
Prof. Douglas MacFarlane,
ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES)＊
Monash University, Clayton, VIC 3800, Australia

２．ACES: Electromaterials – The New Dimensions
Prof. Gordon Wallace,
ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES)

＊

University of Wollongong, Wollongong, NSW, Australia

＊ARC Centre of Excellence for Electromaterials Science (ACES),
オーストラリア政府支援のエレクトロマテリアル領域の COE で、2014 年に発足し 7 年継続予定。
GMI 研究拠点の渡邉正義教授は、本 COE の Principal Investigator として登録されており、その
関係から本学は本 COE の海外拠点に選定されている。
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(4)

先端科学高等研究院超高信頼性自己治癒材料研究ユニットキックオフシンポジウム
（IAS シンポジウムシリーズ Vol.2）

日時：平成 27 年 3 月 4 日（水）10:00-17:00
場所：TKP ガーデンシティ横浜 ホール B
参加：学外 36 名、学内 21 名、海外 4 名
先端科学高等研究院（文部科学省国立大学改革強化推進補助金により 2014 年 10 月 1 日開設）
超高信頼性自己治癒材料研究ユニットは、GMI 研究拠点超寿命材料研究会の研究トピックの一つ
である自己治癒材料研究のオープンイノベーションを更に発展させることを目的とし、先端科学
高等研究院の初期 11 研究ユニットの一つとして開設された。
本シンポジウムは、先端科学高等研究院の主催および研究ユニット設置の経緯から GMI 研究拠
点超寿命材料研究会の共催として開催した。超高信頼性自己治癒材料研究ユニットの主任研究者
である中尾准教授からユニットの概要、今後の活動計画の紹介があり、また、本研究ユニットの
主たる国際連携先であるデルフト工科大学（オランダ）
、材料物理研究所（チェコ）から招聘した
研究者から最新の当該分野の研究動向についてご紹介頂いた。なお、今回のシンポジウムでは、
広く当該分野の国際情勢を知っていただくため、日英同時通訳を実施した。
【プログラム】
10:00-10:10
10:10-11:00

開催の挨拶

（横浜国大学長、先端科学高等研究院長）鈴木邦雄

超高信頼性自己治癒材料研究ユニットの概要および自己治癒材料開発のロードマップ
（横浜国大、主任研究者）中尾 航

11:00-12:00

Self-healing at low and high temperatures of engineering materials
(Delft University of Technology, 連係研究者)

13:30-14:30

Prof. Sybrand van der Zwaag

Crack resistance quantification of fibre reinforced composites
(Institute of Physics of Materials, 連係研究者)

14:30-15:30

Self healing of ceramics for high temperature applications
(Delft University of Technology, 連係研究者)

16:00-17:00

Prof. Ivo Dlouhy

Dr. Ir. Willems G. Sloof

FEM 解析に基づく自己治癒セラミックス材料のバックキャスティング型材料設計
（横浜国大、共同研究者）尾崎伸吾

17:00-17:10

閉会の挨拶

（横浜国大先端科学高等研究院副研究院長）藤江幸一
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2.4

研究部会活動

(1) 表面硬化部材の疲労損傷研究部会活動報告 （梅澤教授）
① 活動の概要
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
の育成を行う目的で H23 年度の準備期間を経て H24 年度から活動を開始している。この疲労
損傷研究部会は主として自動車およびその部品に関わる企業が協力し、金属材料の疲労に関
する基盤的な問題を明らかにすることを研究の狙いとしている。なお、本研究部会は神奈川
県産業技術センターが主宰して進めている「熱処理・表面処理技術研究会」と連携して活動
している。当初策定した枠組みは以下記載の通りである。（平成 25 年度活動報告で報告済）
発足当初は参画機関が 15 機関（企業 12、官 1、学 2 ）であったが、その後６機関が新た
に加わり平成 26 年度終了時 22 機関（企業 19、官 1、学 2

）（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：梅澤 修 教授（横浜国大）

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：高橋宏治 教授（横浜国大）
主査：高木眞一 主任研究員（神奈川県産業技術センター）



表面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
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各 WG では、人材教育という目的も踏まえて勉強会・文献調査を実施する

＜活動期間＞


H24 年度から４年間（当初計画より一年延長）

② 平成 26 年度活動内容
本年度は、当初策定した計画に従って準備した試験片を使用した疲労試験を実施し、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、核心部分の研究を進めた。
本活動の Output となる実験結果および会議録、関連する文献情報等はすべて GMI 研究拠点のホ
ームページ内の設けた会員限定ページにアップすることで、会員相互の情報共有を図った。
以下に、H26 年度活動の概要を記す。
□ 転動ピッチング WG

参加機関 13 機関（除く横浜国大）

 WG 会合
 第１回

於：横浜国立大学 共同研究推進センター

 ローラーピッチング試験（以下 RP 試験）第一次報告

企業 A

 今後の進め方に関する協議
 第２回

於：横浜国立大学 共同研究推進センター

下記の報告があり、各報告に対して質疑・議論と今後の進め方について協議した。
 RP 試験および解析結果第二次報告

企業 B

 RP 試験による破壊試験片のミクロ解析結果

横浜国大

 スラスト試験の進捗状況第一報

企業 C

 第３回

於：横浜国立大学 共同研究推進センター

下記の報告および提案について質疑・議論と今後の進め方について協議した。
 剥離・摩耗・最表面層 解析の進め方提案

横浜国大

 スラスト試験の進捗状況報告第二報

企業 C

 最終報告の Agenda および役割分担について

横浜国大

 第４回

於：横浜国立大学 生産工学棟輪講室

下記の報告があり、各報告に対して質疑・議論と今後の進め方について協議した。
 RP 試験中断試験片 (滑り率 40％)の観察結果

企業 A

 RP 試験中断試験片（すべり０％）の観察結果

企業 D

 スラスト試験の中断試験片の観察結果

企業 C

 ピッチングに対する潤滑油の影響調査の準備状況

企業 E

 RP 試験機の機差解析の進め方について

企業 F

 疲労実験・解析
 RP 試験
 試験機を所有している機関４社が協力し実施している。
 使用する試験片の原材料の供給および表面熱処理は参加企業の協力をいただいた。
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 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し、その結
果に基づいて、一定の互換性確保が可能であるとの認識のもと本試験に入った。
 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行った。
 試験片解析
 破損状態のマクロ観察、破損部および破損前の光顕観察、SEM 観察、X 線残留応力評価、
XPS、EBSD 等を実施
□ ねじり軸曲げ WG

参加機関 8 機関（除く横浜国大）

＊ 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
 会合
 第１回

於 横浜国立大学 共同研究推進センター

下記の報告があり、各報告に対して質疑・議論と今後の進め方について協議した。
 ばね鋼のねじり疲労試験（R= -1）結果と解析、および欠陥の無害化

横浜国大

 ばね鋼のねじり疲労試験 (R = 0 ) 結果と解析

企業 G

 SCM435 窒化材のねじり疲労試験と解析結果

企業 H

 第２回

於 横浜国立大学 共同研究推進センター

下記の報告・提案があり、それぞれについて質疑・議論と今後の進め方について協議した。
 ばね鋼ねじり疲労試験と解析結果の報告および欠陥の無害化（第二報）
 SCM435 窒化材の軸疲労強度と解析結果の紹介と議論

横浜国大

神奈川県産業技術センター

 SCM435 窒化材のねじり疲労試験（R=0）追加データと解析（第二報）

企業 H

 γ’相を主体とする窒化化合物層の変形挙動解析

横浜国大

 最終報告の Agenda および分担について

横浜国大

 疲労試験・解析
 参加企業、神奈川県産業技術センターおよび横浜国大にて軸疲労試験、ねじり疲労試験、
ねじり曲げ疲労試験を実施中
 試験用の SCM435 材窒化処理は参加企業が実施
 破損試料解析
参加各社および横浜国大にて、破損状態のマクロ観察、破損部および破損前の光顕観察、
SEM 観察、X 線残留応力評価、EBSD 等を実施

(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。
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※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 活動目的
SWAT（表面吸水試験）は，コンクリート構造物の耐久性に密接に関係する表層のコンクリート
の緻密性を完全非破壊で評価する技術で
ある。SWAT はすでに企業，国や大学等の研
究機関等で購入され，実務研究に活用され
ている。基礎研究は横浜国大（細田研究室）
と香川高等専門学校（林研究室）で推進し
ている。細田研究室，林研究室でも実構造
物の計測は多数行っているが，SWAT を保有
している民間企業とも情報交換をし，SWAT
に対する理解を深め，有効に活用すること
を目的としている。
③ SWAT の課題と 2014 年度の成果

復興支援道路の新川目トンネルでの計測状況（2014.6）

以下に示すような様々な課題があるが，基礎研究を継続的に推進している。
 任意の角度において計測できる SWAT システムの開発と、計測角度が計測結果に及ぼす影響の
解明。
2014 年度の研究により，システムが開発され，計測角度の影響がないことを検証した。
 SWAT の計測に影響を及ぼす諸要因の解明と，
信頼性の高い計測を可能とするマニュアルの確立。
 コンクリートの含水率が計測結果に及ぼす影響の解明と含水率を考慮した計測システムの確立。
2014 年度の研究により，含水率の計測方法と，含水率の影響について基礎的データが得ら
れた。2015 年度に研究を深化させる。
 SWAT の計測結果の解釈。水銀圧入法により得られたしきい細孔径と SWAT 指標の相関が高いこ
とを確認した。
④ 参加企業数：3
SWAT 研究会には，産からは大手ゼネコン３社が参加しており，細田研究室と個別に共同研究契
約，奨学寄附金で連携している。また，土木学会の「コンクリート構造物の品質確保小委員会」
（細田が副委員長）が 2014 年 10 月から活動を開始しており，その中の「表層品質評価 SWG」
（細
田主査）において，SWAT 研究会以外の研究者も参画して議論を深めた。2014 年 10 月以降，3 回
の SWG を開催した。
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研究開発活動

3.

3.1 クリーンエネルギー材料研究グループ
(1)イオン液体グループ
① リチウム系二次電池の研究開発
当グループでは新たなリチウムイオン伝導性イ
オン液体としてグライム－リチウム塩等モル混合
物からなる溶媒和イオン液体に注目し、リチウム
イオン二次電池用電解質として検討を行ってきた。
グライム分子はリチウムカチオンに配位すること
で錯カチオンとして振る舞う。この時、リチウム
への部分的な電荷移動により、エーテル結合の酸
化耐性が向上する。また、従来のポリマー電解質

図１ 高分子濃度 30wt%のイオンゲルの外観
とゲル内での相分離の様子．

よりも高いリチウムイオン濃度が得られる。本研
究では、この溶媒和イオン液体を溶媒とする高分子ゲル（イオンゲル）の作製を試みた。イオン
ゲルを形成する高分子網目としては、両端に溶媒和イオン液体と非相溶性のポリスチレンを、中
央に相溶性のポリメタクリル酸メチルを配置した両親媒性の ABA 型トリブロック共重合体を用い、
共重合体の両端に配置した非相溶性高分子の自己組織化を利用した。溶媒和イオン液体とブロッ
ク共重合体の混合物は高分子濃度 10wt%程度からゲル状態となり、また図１に示すように透明で
自己支持性を有する膜として成型できた。イオンゲルは高分子添加後も溶媒和イオン液体として
の性質を維持しており、室温における導電率が 10−4-10−3 S cm-1、Li+イオン輸率が 0.5 程度と高い
値を示し、各種リチウム電池に適用可能であることを示した。現在、このイオンゲルを用いた電
池の作製およびその性能評価を行っている。
②

リチウム系二次電池のグラファイト電極の検討
リチウム系二次電池はその大きなエネルギー密

度から次世代蓄電デバイスとして注目されている。
当研究室ではグライム類とある種のリチウム塩と
の等モル混合物がイオン液体としての性質を示す
ことを見出し(溶媒和イオン液体：ex.
[Li(G3)1][TFSA])、この溶媒和イオン液体が遷移
金属酸化物系正極や硫黄正極、空気極への適合性
を有していることを既に報告している。そこでこ
の溶媒和イオン液体のグラファイト負極への適合
性を調査したところ、
リチウム塩が希薄な(溶媒過
剰な)系では溶媒共挿入により可逆な充放電が得
られない一方で、濃厚系の溶媒和イオン液体では
可逆な充放電反応を得ることができた（図２）
。こ
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図２ グラファイト負極ハーフセル特性の Li
塩濃度依存性(60 ºC)。最も高濃度の 1:1 錯体
(溶媒和イオン液体)において理論容量(372
-1
mAh g )に近い可逆容量が得られている．

れは溶媒和イオン液体中においてフリーな溶媒の活量が極めて低いことから、脱溶媒和過程を伴
ったリチウムイオンのグラファイト負極への挿入・脱離反応の反応電位が高濃度領域で大幅に変
化することに由来すると考察している。溶媒和イオン液体のグラファイト負極への適合性が明ら
かとなった結果、本系を用いた様々なフルセル構築が可能となり、現在検討を進めている。

（2）ポーラス材料研究グループ
研究課題：ニッケル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
。 そ
気容量を示すことが知られている（edge plane：50～70 µF cm–2、 basal plane：3 µF cm–2）
こで一昨年度より、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、まず 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。また昨年度は新たに、規則性メソポーラ
触媒成分としてはコバルト（Co）
スカーボンとして Ia3̄d 構造の周期的なメソ孔配列をもつ CMK-1 に、
にそれぞれ注目した。この研究の特徴は、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。
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 CMK-1 の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。
本年度の研究では引き続き、Ia3̄d 構造の周期的なメソ孔配列をもつ CMK-1 を多孔質材料として
取り上げ、Co に変えて Ni の触媒作用について検討を行った。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、Ni(NO3)2・6H2O を混合し、Ni-MCM-48 を得た。このとき Ni
の含有量 x は 0.1～0.4 mmol- Ni (g-SiO2)–1 の範囲で調節した。これらの Ni -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 日間重合後、ロータリーポンプで減圧し
つつ所定温度で炭化した。炭化温度は 600、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 Ni-MCM-48 を除去することで CMK-1[Ni](x)-y を得た（y : 炭化処理温度/ºC）。
比較のため、Ni 触媒なしで CMK-1[Ni](0)-y を調製した。 調製した 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、窒素吸脱着等の手法で評価した。
CMK-1[Ni](x)-y をアセチレンブラック、polyvinylidene difluoride (PVDF)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 (PC)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
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～+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。
図 1 に CMK-1[Ni](x)-y の重量比静電容量（EDLC 容量）を示す。Ni を添加しない CMK-1[Ni](0)-y
については、600℃の炭化温度ではまったく充放電が行われず、700℃で炭化した試料でもわずかな
充放電が起こっただけであった。800℃で炭化してようやく 100 F g-1 を超える容量が発現した。一
方、x = 0.36 (mmol-Ni (g-SiO2)-1)と Ni を添加して炭化を行った場合には、700℃で炭化した多孔
質炭素体でも充放電が起こることが確かめられ、しかも 70 F g-1 程度の比較的高い充放電容量を得
ることができた。
以上から、Ni 触媒を用いて 700ºC で炭化処理を行うことで、触媒作用によって低温でも炭化が
十分に進行し、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。

Temperature of carbonization / ºC
-1

図 1 Gravimetric capacitance of CMK-1[Ni](x)-y at 2 A g of the current
density as a function of carbonization temperature. ◆, x = 0; ■, x = 0.36.

(3)

電極触媒研究グループ

再生可能エネルギーをベースに製造した水素、いわゆる、グリーン水素を二次エネルギーとす
るエネルギーシステムの構築のためには、電力と水素を互いに高効率で変換する燃料電池ならび
に電解技術が重要である。また、水素の貯蔵・輸送には、有機ハイドライド等のエネルギーキャ
リアの利用が不可欠であり、電力とエネルギーキャリアの高効率変換も重要なキーテクノロジー
となる。本グループは燃料電池用の非白金酸素還元触媒、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。
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固体高分子形燃料電池の本格普及のためには、資源量・価格の観点から、非白金酸素還元触媒
の開発が必要である。当グループは、世界に先駆け4及び5 族遷移金属酸化物をベースとした酸素
還元触媒を開発してきた。これまでに、有機金属錯体を前駆体として用いることにより、ナノサ
イズの酸化物微粒子を作製し、電子伝導パスとして多層カーボンナノチューブや有機錯体由来の
析出カーボンを利用して高活性化に成功した。しかし、析出カーボンは劣化が激しく耐久性が不
十分であった。そこで、本年度は酸化物のもつ本来の高耐久を発現させるために、カーボンを含
まない、酸化物のみで構成される脱白金・脱炭素酸素還元触媒の開発を行った。まず、低次チタ
ン酸化物を導電体として用い、Nbをドープしたチタン酸化物を活性点として組み合わせることに
より、酸素還元触媒能が発現することを確かめた。この触媒は、燃料電池の実機を模擬した80oC で
の起動停止試験においても高い耐久性を有したことから、酸化物系触媒の本質的な高耐久性を示
すことができた。
アルカリ水電解用酸素発生電極には高活性化と並んで再生可能エネルギーの変動に対する高耐
久化が必要である。これまでに、Li ドープ酸化処理した Ni アノードが高活性と高耐久性を両立
することを示してきたが、Li ドープ量と活性の関係は不明確であった。そこで、本年度はこの電
極の Li ドープ量と活性の関係の検討、ならびに新たな酸化物被覆 Ni 電極として LaNiO3 を担持し
た電極の耐久性評価を行った。Li 含有量が増えると電子伝導度は上昇するが、過剰になると触媒
活性が低下するため、
適正な Li 含有量の薄い酸化物を形成することが必要であることを明らかに
した。また、Ni にペロブスカイト系酸化物である LaNiO3 を担持した電極についても電位変動に対
する耐久性を評価し、この電極が非常に耐変動性に優れていることを示した。
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、陽イオン交換膜を
隔膜とし、カソードでトルエンを電解水素化反応してメチルシクロヘキサンに、アノードで水を
分解して酸素発生するプロセス注目し、昨年度までに、このプロセスが成立することを確認して
いる。本年度はこの電解槽の要素技術開発として、メチルシクロヘキサンへの転化率を高めるた
めの流路構造の開発、アノードカソード間距離の削減による内部抵抗の低減、トルエン等の有機
物共存下で高活性なアノード開発に取り組んだ。トルエン/メチルシクロヘキサンがカソードの触
媒層近傍を流通する流路構造を採用して水素発生を抑制することが可能であった。陽イオン交換
膜のアノード側表面を親水化することにより発生した酸素の排出が促進され、酸素発生極と電解
質膜の距離を短くしても低抵抗で安定運転でき、槽電圧を低く抑えることができた。また、二元
系で耐久性に優れた酸素発生電極である IrTa 混合酸化物被覆 Ti 電極の触媒層に第三成分として
ジルコニアを加え、トルエンが有無にかかわらず、IrTa 混合酸化物被覆 Ti 電極より表面積が増
加し、高活性であることを示した。
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3.2 超寿命材料
(1) 金属材料研究グループ
① 研究課題：高温加工による固溶体合金の配向制御法の開発
高温加工下で生ずる結晶塑性変形による結晶回転と優先動的結晶粒成長機構による結晶方位変
化を活用して結晶粒組織と相、ならびに結晶方位を制御する技術を開拓し、材料の有する異方性
を最大限まで活用することを意図した研究を進めている。
本年は Ti-Al-Nb-Mo-B(TNM 合金)金属間化合物、
Fe-Si 電磁鋼板、
Te-Mn-Si 系形状記憶合金、
Fe-Ga
系磁歪材料について種々実験的検討を行った。その結果、TNM 合金の常温破壊靱性の向上がラメ
ラ組織配向により可能であること、Fe-Ga 合金の磁歪特性が配向制御により大きく改善できるこ
とを見いだした。また形状記憶鋼についても、理想とされる<441>方位に近接する<110>方位配向
材を高温加工により}100}<001>方位集合組織を付与することにより実現した。開発した単純な手
法で、従来は製造後にトレーニング処理と呼ばれる処理をして初めて実現する水準の形状記憶特
性が実現した。この際、形状記憶特性に強く影響を与える因子が結晶配向以外にも存在する可能
性を見いだした。これは新しい課題として次年度研究を進める。なお、形状記憶鋼で実現した成
果は特許申請に至っている。電磁鋼板については、二段階圧縮法と名付けた新しい手法を発展さ
せ、
配向を先鋭化するとともに従来法と比べて著しく加工熱処理時間を短縮することに成功した。
しかし、磁気特性を評価するには至らず、これも次年度の課題となった。最終年度となる 2015
年度には、これらの課題に対して結論を得る。
② 研究課題：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
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。
Fe-Si 合金について、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、一
方、高 Si 鋼では結晶粒界近傍の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
あることを示した。今年度は、疲労試験により形成する変形組織の観察ならびにき裂先端域に生
成された弾性ひずみ場の解析を 3mass%Si 鋼を用いて行い、各因子が変形組織に与える影響と弾
性ひずみ分布状態を明らかとした。さらに、研究部会における分担研究もはじまり、浸炭焼入れ
鋼 SCM420 を用いた高面圧下の転動疲労試験におけるき裂と金属組織との対応関係の解析、そし
て、窒化鋼材における疲労強度向上の要因明確化を目的とた γ’相を主体とする窒化化合物層の変
形挙動について検討を進めている。すなわち、面圧 3.9GPa-すべり率 0％材では試験部表面に長さ
数 µm 程度の微細き裂が多数形成され、微細き裂上部では結晶粒が微細化していた。面圧 2.6GPaすべり率-40％材では表面から数百 µm 程度の深さを内部き裂が伝播した。き裂部周辺の基地組織
はマルテンサイトの形態を維持しており、き裂はブロック、パケット、旧 γ 粒界などとは無関係
に進展していた。また、極低炭素鋼の表層に γ’化合物を形成し、その化合物層表面にビッカース
圧子によるインデンテーション試験を実施した結果、γ’相に{111}<110>すべり変形が生じること
を明らかにした。
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③ 研究課題：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
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、金属基材上に耐
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)およびをセラミックス基材上にムライト、アルミナ等の耐酸化コーティングを施工した
環境バリアコーティング(EBCs)を対象に剥離を抑制する手法の確立を目指している。
今年度は NiCoCrAlY および CoNiCrAlY 合金をニッケル基超合金上に BC 層としてコーティン
グ後、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。剥離挙動および剥離特性
は大気中にて熱曝露後、界面にせん断力を負荷して実施した。合金組成にかかわらず、BC 層の
硬さが低いほど、界面剥離の破壊靭性が高いこと、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ることが明らかとなった。また、有限
要素法による計算結果から、TC 層においてき裂が進展しても、BC 層において塑性域が形成し、
き裂進展を抑制することが見出された。さらに、ムライト基材上に緻密なアルミナ膜をエアロゾ
ルデポジッション法によって作製し、熱曝露に伴う組織を評価した。製膜時は 20nm 程度の細か
い結晶粒で膜が構成されていたが、熱曝露にともなって、結晶粒径は 200nm 程度となった。また、
アルミナの(0001)面はコーティング面に対して 15 度程度傾いた繊維集合組織が製膜時に形成され
たが、熱曝露にともなって(0001)面がコーティング面に平行となる集合組織が形成された。常温
での製膜による結晶配向の実現はこれまでに報告されておらず、得られた成果は特許申請中であ
る。

(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．
① セラミックスを高強度化する表面処理手法
部分安定化ジルコニア(PSZ)の疲労強度に対するショットピーニング(SP)の効果および SP によ
り無害可能な欠陥寸法の解明を試みた．表面き裂を導入した PSZ に SP を行った後，繰返し疲労
試験を行った．図 1 に示すように，SP 材の表面には約 1400MPa，深さ方向 20µm には最大約
1800MPa の圧縮残留応力が導入されている．図 2 に示すように，SP を行うことにより，深さ 50µm
以下の予き裂材は予き裂部外から破断し，
平滑材と同等の疲労強度まで向上した．
この結果より，
SP によって疲労強度を約 70%程度も低下させる深さ 50µm 以下のき裂を疲労強度上無害化するこ
とができることが明らかとなった．以上の結果より， SP を施すことにより，長期使用時の PSZ
の強度・信頼性向上が可能である．
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② セラミックスの摩擦・摩耗特性の向上
自己治癒機能を応用したセラミックス軸受などの摺動部材料に関する転動・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)の複合表面改質

の開発と転動疲労試験およびボールオンプレート摩擦摩耗試験による評価を行った．SP 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
は本研究 Gr で既に明らかにしたが，Al2O3/SiC の他 Si3N4 や PSZ 等においても SP により表面に

圧縮残留応力を導入することで耐磨耗特性の向上を図れることが新たな知見として得られた．
このことは未処理(Non-SP)材と比較して粒界破壊等の微小な破壊を抑制できる可能性を示唆
しており，図 3 で示す軌道輪の磨耗幅から算出される比磨耗量の比較からも，セラミックス材
料自身の性質に関わらず圧縮残留応力を導入することは摩擦・磨耗特性を向上させるために
有用であるといえる．将来的に摺動部品等の設計の指針を策定する上で重要な成果が得られた．
Wear width
Wear width

Rolling direction

Rolling direction

図 3 圧縮残留応力付与による Al2O3/SiC の摩擦・磨耗特性向上（接触圧 = 1.02GPa）
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③ 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、長繊維自己治癒セラミックスの大幅な強度
向上を達成した点である。図 4 に示す通り、これまでの材料と比較し、各層の緻密化技術を開発
することで、強度が既存材料の 8 倍となった。さらに、本材料の想定使用温度上限である 1200oC
における耐久性試験も行った。昨年までの自己治癒性の改善および今年度の強度レベル向上によ
り、本材料の社会実装を大幅に加速することに成功した。これらの成果を受けて、前述のプロジ
ェクトの継続も決定し、今後も究極の軽量耐熱材料開発を推進していく。

図 4 新規長繊維強化自己治癒セラミックスの微視組織と強度

(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。
① 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）
（図 1）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，東北の復興
道路等のコンクリート構造物の品質を定量的に評価した。トンネルや
橋梁等において産学官の協働で展開されている品質確保の取組みの効
果が定量的に評価できた。
図 1 実構造物での SWAT の計測
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② 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を検討した。
③ 自治体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・性能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を実構造物で実践した。
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。
④ クリンカ細骨材を活用した高機能自己治癒コンクリートの開発
セメントの中間生成物であるクリンカを細骨材として用い，その水和能力を活かして高機能な
モルタル補修材を作るための実験的検討を行った。クリンカ細骨材を用いた場合に，水中浸漬し
た場合に膨張崩壊する結果が得られ，今後のクリンカ細骨材の有効利用についての有用な知見も
得られた。
⑤ 新型弾直軌道に関する研究
合成短繊維コンクリートの力学特性を活かして軌道の
施工の効率化と長寿命化のための基礎研究を行った。材
料の力学特性試験（図 2）
，荷重伝達特性の把握のための
載荷試験，収縮によるひび割れ特性について実験と解析
により基礎データが得られた。
図 2 はり供試体を用いた曲げタフネス試験

3.3 共同研究・競争的外部資金の状況

科研費

受託研究

共同研究

その他

合計

クリーンエネルギー材料

4

8

14

5

31

超寿命材料

8

6

10

15

39

合計

12

14

24

20

70

＜件数＞
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4．教育活動
4.1 サマースクール
横浜国大はオーストリアのグラーツ工科大学と連携し、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 – 7th International
Summer School をグラーツで開催した。なお、本サマースクールは受講後に試験に合格すると横
浜国立大学の単位あるいはヨーロッパ互換単位を取得することができる。
開催期間は 2014 年 9 月 7 日～12 日であり、講師はオーストリア、イタリア、ドイツ、フラン
ス、日本の 5 カ国から 11 名、受講者はオーストリア、イタリア、ドイツ、フランス、スロベニア、
ポーランド、パキスタン、日本の 8 カ国から 44 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、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、エ
クスカーションとして東アルプスの世界遺産のダッハシュタイン山のハイキングが企画されたが、
悪天候のため氷の洞窟と雪合戦ツアーとなった。グラーツ工科大のホスピタリティーのもと、学
生、講師ともに親睦を深め有意義な一週間であった。
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4.2 海外インターンシップ
学内重点化競争的経費の支援により，海外インターンシップとして本年度も GMI 研究拠点に関
係する研究室の学生３人を下表のとおり，GMI 拠点の研究室等が連携している海外の研究室に派
遣した。表中の榊原・五東研究室は GMI 拠点の窪田教授の研究室と連携して研究を進めている。
H26 年度海外インターンシップ学生派遣実績
研究室

梅澤研

中尾研

榊原・
五東研

学年

M1

D1

D1

氏名

内容

行先

オストラパ工科大学
田中混一郎
Strnadel教授 【チエコ】

後藤健太

国立応用科学院リヨン校
(INSA-Lyon) 【フランス】

期間

Ti-AI合金の異材Laser溶接部
の逆変態による組織形成につ 9 / 8 - 9 / 30
いて解析実験の一部を実施す
る。
水素貯蔵合金とポリマーを復合
し、水素貯蔵しながら電気で駆
動することができるアクチュエー 10 / 14 -12 / 22
タの駆動メカニズムを調査す
る。

Cornell University
Department of Food
紫外線照射量を色の退色現象
から評価する事を可能にする機 9 / 18 -10 / 10
中川紗良々 Science
能性色素の分子設計
John W. Brady教授研究室
【アメリカ】

巻末に、派遣した学生自身によるインターンシップにおける活動内容・感想等を添付した。
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5. 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
5.1

概要

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、後期の「研究総括期間」に該当し、それぞれに対応する海外連携機関に 5 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）さらに、昨年まで派遣研究者であった中
尾、稲垣は担当研究者へ移行し、国際共同研究のマネジメントを行うことで更なる連携強化に努
めた。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遂行されている。
また、本プログラムの国際連携期間であるデルフト工科大学（オランダ）および材料物理研究
所（チェコ）から研究者を招聘し、最終報告会を実施した。これまでの試みにより、本拠点のオ
ープンイノベーションを国際展開する下地を確立することに成功した。
5.2

平成 26 年度派遣実績

(1) 派遣研究者

派遣研究者名

出国日
帰国日
2014/7/25

小久保尚
2014/10/21
松澤幸一

2014/8/30
2014/9/7

稲垣怜史

吉岡俊介
（中尾研）

派遣先

日数

内容

Monash大学
オーストラリア

89

高分子とイオン液体から構成されるイオンゲルの電気化学的特性の評価を行った。また2014
年7月30日に本学工学研究院・環境情報研究院とモナッシュ大学理学部・工学部の部局間協
定を締結し、本事業終了後も双方の研究者や学生の交流が行える環境整備に貢献した。

Queen's大学
カナダ

9

昨年度、Queen's大学で研究したニオブ酸化物系電極触媒の成果、特に貴金属に迫る酸素還
元活性を有する結果について国際電気化学会第65回大会でQueen's大学と共同で国際発表
を行った。

7

共同研究に関わる成果の一部を6th FEZA（国際会議）で報告し，主としてヨーロッパの関連分
野の研究者と討議して共同研究をまとめる情報を得た。

8

共同研究の成果を，2nd EAZC（国際会議）で報告し，主としてヨーロッパの関連分野の研究者
とディスカッションし，今後の国際的な共同研究についての情報交換をした。

2014/9/7
ライプチヒ大学
ドイツ
2014/9/13
2015/1/22 BOSCOLO B4 NICE PLAZA
フランス，他
2015/1/29
2014/5/22
2014/6/22
デルフト工科大学
2014/6/23
オランダ
2014/6/27
2014/7/5
2015/3/30
2014/8/5

長谷川誠

材料物理研究所
チェコ

32
5
269

156

2015/1/7

細田暁

2014/4/8
2014/5/31
2014/6/10
2014/8/4
2014/8/10
2014/9/28

中尾の担当研究者移行に伴い、派遣研究者としてデルフト工科大学（オランダ）のSllof准教授
との国際共同研究に従事した。研究内容は昨年度に引き続き、熱分析を基にMAX炭化物の
自己治癒挙動を調査し、新規自己治癒エージェントを探索した。得られた成果は、滞在中にデ
ルフト工科大学主催の国際シンポジウムにおいて3報の講演を実施、また、6/23から6/26まで
函館で行われたISHOC2014においても成果報告を行った。
マッシブ変態とその後の種々の条件での熱処理によってコロニー径やβ相の析出状態を制御
したTiAlNb系合金を対象に、３点曲げ試験により破壊靭性および曲げ強度を評価した。また、
高温加工によりラメラ配向を制御した試料を対象に破壊靭性を測定し、ラメラ配向が破壊靭性
に影響を与えることを多結晶体においても示した。また、ＢＣ層の電子ビーム法による組織制御
に取り組み、溶解条件等により種々のＢＣ層組織が形成できることを明らかにした。

54
IFSTTAR
フランス

56

表面吸水試験，コンクリート構造物の耐久性，コンクリート構造物の品質確保マネジメント，津
波による橋梁被害分析 および共同研究に関する協議を実施した。

50
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(2) 実験補助者

実験補助者
桜井康二
(長谷川研）

小柳博隆
（中尾研）

出国日
帰国日
2014/9/22
2014/10/11
2014/11/17
2014/12/15

用務先

日数 活動内容

材料物理研究所
チェコ

20

マッシブ変態とその後の熱処理条件によって組織制御を実施したTiAlNb系合金を対象に、
シェブロンノッチを導入し、３点曲げ試験により常温における破壊靭性の測定を行った。配向制
御を実施した試料に対しても同様に破壊靭性の評価を行った。また、ノッチを導入しないで、３
点曲げによる曲げ強度の評価も実施した。

材料物理研究所
チェコ

29

担当研究者と国際連携研究者であるDlouhy教授との国際共同研究「破壊力学パラメータを基
にした自己治癒セラミックス評価法の確立」に関して、横浜国立大学で開発した自己治癒セラ
ミックスの破壊力学パラメータの測定を行った。

(3) 担当研究者

担当研究者名

出国日
帰国日

8

2014/8/29 ÉcolePolytechnique Fédérale
de Lausanne国際会議場及び
グラーツ工科大
2014/9/15

18

国際電気化学会第65回大会でQueen's大学との共同研究の非貴金属系電極触媒の研究発表
を実施後、グラーツ工科大にてビクターハッカー教授を始めとするドイツ、イタリア、フランスの
研究者と燃料電池を中心とした電極触媒の研究に関する討論を行った。

1. Castle Hotel Třešť
2014/9/11 2. J. Heyrovsky Institute of
Physical Chemistry,
Academy of Sciences of the
2014/9/19 Czech Republic
チェコ

9

頭脳循環の共同研究として、ゼオライト触媒の開発に関する研究発表および打合せを行うとと
もに、主としてヨーロッパの最先端技術の調査を行った。

2015/1/24 Boscolo B4 Nice Plaza
2015/1/29 フランス

6

2nd EAZC（国際会議）でポーラス材料に関する研究成果を報告するとともに、主としてヨーロッ
パおよびアジアの関連分野の研究者とディスカッションした。

7

オストラバ工科大学において開催された国際ワークショップ「New Methods of Damage and
Failure Analysis of Structural Parts」に参加し、Institute of Physics of MaterialsのDlouhý教授
他のチェコ人研究者らと研究情報の交換と討議、同研究所に滞在中の長谷川准教授と研究状
況について打ち合わせを行った。

8

オストラバ工科大学において開催された国際ワークショップ「New Methods of Damage and
Failure Analysis of Structural Parts」に参加し、Institute of Physics of MaterialsのDlouhý教授
他のチェコ人研究者らと研究情報の交換と討議、同研究所に滞在中の長谷川准教授と研究状
況について打ち合わせを行った。

中尾航
2014/11/24

窪田好浩

日数 活動内容
デルフト工科大学を訪問し、派遣研究者および国際連携研究者から成果報告を受け、自己治
癒エージェントとしての特性として検討を行い、共同研究最終段階の研究計画を策定した。そ
の後、材料物理研究所を訪問し、国際連携研究者であるDlouhy教授と新たに開始する「破壊
力学パラメータを基にした自己治癒セラミックス評価法の確立」に関する研究計画を議論し、研
究補助者が実施する実験方法を策定した。

2014/11/17

光島重徳

用務先

2014/9/6
福富洋志
2014/9/12
2014/9/6
梅澤修
2014/9/13

デルフト工科大学
オランダ
および
材料物理研究所
チェコ

オストラバ工科大学
チェコ

オストラバ工科大学
チェコ
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5.3

頭脳循環プログラム最終成果報告会概要
日時

：平成 27 年 3 月 5 日（木）10:00‐16:55、懇親会 17:10－19:10

場所

：横浜国立大学 教育文化ホール 大集会室 101 室

参加者

：50 名

平成 27 年 3 月 5 日（木）
、
「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
究者養成プログラムシンポジウム（最終成果報告会）」を開催した。平成 24 年 10 月、日本学術振
興会(JSPS) 平成 24 年度若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 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おいて、本学大学院工学研究院は「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プログラム」という事業名にて採択されたが、
本年 3 月にて本事業が終了することを受けて、海外派遣若手研究者６名の最終成果を発信すると
ともに、派遣先の海外研究機関から２名の研究者を招聘し、新規構造材料のプロセス、評価など
に関する講演を頂くという趣旨で実施した。本学中尾航准教授による本事業に関する説明がなさ
れた後、Dr. W. G. Sloof（デルフト工科大学、オランダ）によるセラミックスの自己治癒材料関
する講演と、
細田暁准教授よるコンクリート材料における非破壊検査手法に関する報告があった。
午後からは、Prof. I. Dlouhý（材料物理研究所、チェコ共和国）による軽量構造材料に関する講
演や、TiAl 基合金の組織制御に関する報告が長谷川誠准教授によりなされ、さらには、稲垣怜史
准教授によるゼオライト、小久保尚特別研究教員によるイオンゲル、松澤幸一准教授による電解
触媒に関する研究紹介があった。海外からの４名の研究者を含む２２名の研究者と２８名の大学
院生にご参加頂いた。全て英語により実施されたが、活発なディスカッション、情報交換、意見
交換が行われた。
＜Programm>
10:00‐10:05

Opening Address
Prof. A. Kawamura

Session 1: Self-healing material
10:05‐11:05

(Chair: Dr. M. Hasegawa)

Self healing of ceramics for high temperature applications
Dr. W. G. Sloof

11:05‐11:35

(Dean, Faculty of Engineering, Yokohama National University)

(Tentative)

(Delft University of Technology, Netherlands)

Research on advanced self-healing ceramics conducted by the international
collaboration between YNU and TU Delft
Dr. W. Nakao (Yokohama National University) and Dr. W. G. Sloof

11:35‐12:05

Development of non-destructive tests for durable concrete structures and
application in real structures
Dr. A. Hosoda

12:05‐13:30

(Yokohama National University)

Lunch
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Session 2: Structural Material
13:30‐14:30

Lightweight materials for component design for extreme environments
Prof. I. Dlouhý

14:30‐15:00

(Chair: Dr. H. Kokubo)

(Institute of Physics of Materials, Czech Republic)

Microstructure control of TiAl based alloy and application to the thermal barrier
coatings
Dr. M. Hasegawa

15:00‐15:20

Short break

Session 3: Functional material
15:20‐15:50

(Yokohama National University)

Development of ion gels having electric and ionic conduction
Dr. H. Kokubo

16:20‐16:50

(Chair: Dr. W. Nakao)

Fabrication of zeolite and related materials with high catalytic performance
Dr. S. Inagaki

15:50‐16:20

(Yokohama National University)

(Yokohama National University)

Oxide-based electrocatalyst for oxygen reduction reaction
Dr. K. Matsuzawa (Yokohama National University)

16:50‐16:55

Closing Address
Prof. Y. Kokubun (Executive Director & Vice President, Yokohama National University)

17:10‐19:10

Convivial party
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【添付資料：海外インターンシップ実施報告】
１．チェコ、オストラバ工科大学、Prof. Ing. Strnadel Bohumír, DrSc.
期間 2014 年 9 月 8 日～2014 年 9 月 30 日
梅澤研究室 博士課程前期 1 年 田中滉一郎
オストラバ工科大学はオーストリアの首都ウィーンから国際鉄道で約 3 時間程の距離にあり、
チェコ共和国内で 4 番目に大きく工学系の研究に特化した国立大学である。本インターンシップ
でお世話になった Strnadel 研究室は、金属を引張試験やシャルピー衝撃試験に供するマクロな機
械的試験、ナノインデンテーションや SEM-EBSD に供するミクロ組織調査などのように、金属に
関する幅広い研究を行っている。その研究拠点は CPIT(Centrum pokročilých a inovačních technologií
＝Center of advanced and innovative technologies)という、欧州の長期的な技術発展・研究を目的と
した施設の内部にあり、私も上記した SEM-EBSD 利用のため本インターンシップの大半の時間を
ここで過ごした。
現在、Ti-Al 合金の溶接部の組織観察を主軸とし実
験を行っているが、その観察には SEM（走査型電子
顕微鏡）を用いる。組織観察を行う上で重要なのが
SEM の有する分解能である。本インターンシップで
使用させていただいた SEM は電解放出電子銃(FE 電
子銃、以下 FE-SEM)と呼ばれる、現在最も普及して
いる熱電子銃に比べ高い分解能を有しているもので、
ナノレベルの組織観察が必要な私の試料に対して非
常に有用的であった。しかし、いざ観察を行ってみ
ると EBSD 解析に必要な X 線の反射パターンが見ら

図-1 使用した FE-SEM (QUANTA 社製)

れず、結果的に試料の準備不足というトラブルに直
面した。この問題解決のため、Ti 合金の専門家であるコーリンズ教授と議論する場を用意してい
ただき、共に打開策を提案した。私にとって英語で議論する初めての機会で、語彙力に欠けてい
るせいもあり上手く自分の意見を伝えることができなかったことが悔やまれる。それでも最終的
に、互いの意見を取り入れ実験を成功させることができた、という経験は私にとって生涯忘れる
ことはないだろう。
チェコ共和国という人生でそう何度も訪れる機会がないかもしれない異国の地で約 3 週間とい
う短い期間でも非常に多くのことを学ぶことができた。特に感じたのは意思疎通の重要性である。
本インターンシップで私の英語力が飛躍的に上昇したとは言い難いが、それでも自分から何かを
伝えようとしていくことで、
言葉の壁を乗り越えることができるということを身をもって実感し、
英語というのが「科目」ではなく「言語・言葉」であるということを初めて痛感した。今後の研
究生活を行って行く上で、
今回の経験が様々なところに活きてくると思う。今の環境に満足せず、
常に一歩先へ邁進する努力をし自分を成長させるという形で、今回お世話になった方々へ少しで
も恩返しができたらと思う。
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最後に今回の海外インターンシップを支援してくださった GMI 研究拠点、オストラバ工科大学
スタッフ、材料コースの梅澤教授、福富教授、長谷川准教授に感謝いたします。

２．フランス，INSA-Lyon，Laboratoire de Génie Electrique et Ferroélectricité
期間 平成 26 年 10 月 14 日~12 月 22 日
中尾研究室 博士課程後期１年 後藤健太
フランス，リヨンにある INSA-Lyon の Laboratoire de Génie Electrique et Ferroélectricité（以下、
LGEF）に在籍し、熱エネルギーを利用したエネルギーハーベスティングに関する研究を行った。
INSA-Lyon は、応用科学に特化した国立大学であり、材料科学を初めとして世界トップレベル
の研究が行われている。学生数や学科構成は本学理工学部と類似しているが、修士課程までは研
究室への配属がない。そのため、学生全
体の１割を占める博士課程の学生のみが
研究活動を行う。今回インターンシップ
を行った LGEF は、学生と教職員合わせ
て約 20 名からなる研究室で、
強誘電体を
利用したシステムの開発などを行ってい
る。中国、モロッコ、日本など、世界各
図 1 博士論文審査会後のパーティー

国から学生が集まっており、国際色豊か
な研究室である。

インターンシップ中は、LGEF の Guyomar 教授の下で、熱エネルギーを利用したエネルギーハ
ーベスティングを研究した。温度勾配によって生じる熱エネルギーの変化を、強誘電体である圧
電材料を介して電気エネルギーとして取り出すことで，身の回りのエネルギーを有効に活用する
ことを目的とする。
一つのテーマで満足のいく成果を出すためには、2 カ月間では短かったというのが正直な感想
である。本テーマは、LGEF でも挑戦的なテーマであり、先行研究がほぼ無いことに加え、小生
にとって初めての分野であった。このため、
研究を遂行・理解するために、強誘電体材料
学や流体工学を勉強する必要があった。さら
に、日本と違い、夜間や土日祝日は研究を行
うことができなかった．このため，計画的か
つ積極的に研究を遂行することを意識し，結
果として一応の成果を得ることができた．滞
在中には、セミナーや 2 回の博士論文審査会
にも出席し、海外の教育制度を体感するとと

図 2 ストラスブールにて国際宇宙大学の学生

もに、学生との日々のディスカッションを通

- 34 -

して研究や仕事に対する意識の違いを知ることができた。
また、11 月中旬の 4 日間、オランダのデルフト工科大学を訪問した。当時、中尾研究室同期の
吉岡君が共同研究のため滞在しており、同時期に訪問した中尾准教授、修士学生と共に、Sloof
准教授の研究室見学とディスカッションを行った。デルフト工科大学は、欧州における自己治癒
材料の研究拠点であり、有意義な議論を交わすことができた。
インターンシップで訪れた 10-12 月には、ワイン市やボジョレーヌーヴォー解禁、クリスマス
マーケットなどのイベントが多く開催され、現地の文化を体験する上で最善の時期であった。観
光に訪れたストラスブールでは、
現地の国際宇宙大学の学生と話す機会もあり、研究のみならず、
学生生活としての異文化交流も行うことができた（図 2）
。
海外の不慣れな生活に困惑し体調を崩すこともあったが，学生の間に海外で研究生活を体験す
ることは、博士取得後のキャリアプランの重要な参考になると確信した。最後に，本派遣をご支
援くださいました GMI 研究拠点に感謝の意を表します．

３． アメリカ、Cornell 大学、Department of Food Science Prof. John Brady
期間 平成 26 年 9 月 18 日~10 月 9 日
工学府機能発現工学専攻 榊原・五東研究室 博士課程前期 1 年 中川紗良々
(1) インターンシップ概要および動機
私は、今年度の 9 月 18 日から 10 月 9 日の 3 週間、アメリカ合衆国・ニューヨーク州イサカに
ある Cornell 大学 にインターンシップをしました。インターンシップの間は Department of Food
Science に所属する Prof. John Brady のもとで計算化学の研究を行いました。また、いくつかの大
学での講義やセミナーにも受講しました。世界各国さまざまな国籍の学生と国際交流も経験しな
がら、とても充実した留学生活を過ごしました。
インターンシップに参加した動機としてはまず、自身の専門に関連した事項を英語で学んでみ
たいという点がありました。二つ目の理由としては、大学院の卒業後は国際的な仕事に尽きたい
と考えているため、世界でもトップクラスの大学である Cornell 大学の学生との交流を通して、英
語力だけでなく国際的な価値観・思考を身につけたいという点がありま した。加えて、大学とい
う組織で学ぶ同じ学生として、日本以外の大学・大学院での教育プログラムを実際に体験し学び
たいという興味もありました。
(2) 研究概要
Prof. John Brady は分子動力学計算（Molecular Dynamics Calculation）の権威です。主にたんぱく
質やアミノ酸などの体内に存在する様々は物質の水中での系の静的、動的安定構造や動的過程を
計算化学によって解析することを目指しています。水分子は他の物質にはない特有の分子間力で
ある“強い水素結合”を形成します。水素分子は、2 つの水素と 2 つのローンペアーを持っており、
１つの分子あたり計 4 つの水素結合可能な“手”が正四面体状に伸びています。そのため、水のみ
の系内では、各水分子が水素結合 により規則正しく並んでいます。しかし、疎水性の物質などが
系内に存在すると水分子同士の水素結合が一部切断され、水分子は再配列し、動的過程が生じま
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す。Prof. John Brady 等はこの過程をピリジンと水で実験的に計測したところ、理論的計算結果と
ほぼ合致させる事に成功させました。
分子動力学を用いた水中での分子の 動的過程のシミュレー
ションの方法と確立しつつあります。体内の約
60～70％を占める水と他の分子の動的過程を知
ることは、今後の生化学的研究にとって重要な
要素であるといえます。
本インターンシップでは Prof. John Brady の
下、Molecular Dynamic 計算の基本的な知識およ
び技術について学びました。CHARMM という
計算ソフトを用いて、私が日本で研究している
Triarylmethane 系 色 素前駆 体 のひ とつ であ る
Leuco Crystal Violet の溶液中での動力学的挙動
と配座を求めることを将来的な目標としました。

Fig.1 Brady 教授との記念写真

この計算を実際に実行するためにはまず、プロトンデータベースの複数の官能基部分構造のデー
タを統合・編集することで対象分子の電子分布や結合、結合長、結合角、中のねじれ角などを漏
れなく設定する必要があります。3 週間の期間では、その分子を設計するところまでを目標とし、
実際に達成いたしました。帰国後に現地で設計した分子データの計算の続きを行っています。
また、研究室内での研究以外でも、大学院生を対象とした様々なセミナーへの参加や TA 業務
の見学、大学生の講義（Advanced Organic Chemistry、Language of Chemistry の 2 講義）の受講な
どの経験もしました。その中で、現地の学生とも会話をし、意見交換をしました。Cornell 大学の
授業は、基本的に一回 50 分の授業を週に 3 回行います。日本で一般的な週 1 回の授業に比べ、一
週間に授業に触れる機会が多く、また、短時間であるため集中力を保ちやすいという利点があり
ます。それに加え、ほとんどの講義は 7:30～14:30 の間に行われるため、学生は午後の時間は宿
題やセミナー、実験の時間に当てていました。
(3) 総括
今回のインターンシップでは、ア
カデミックな英語に直接触れること
ができ、教授とのディスカッション
や英語のセミナー、授業を通して英
語でのインプットとアウトプットを
するという貴重な経験をすることが
できました。英語への抵抗を克服す
ることができたと共に、自分の英語

Fig.2 現地で出会った友人と校門前で撮影した写真

力の少なさを痛感しました。
現地の学生とコミュニケーションから感じたことは、日本の学生と海外の学生の学習への意識
と意欲の違いを感じました。学生は講義中に少しでも疑問が湧くと、臆することなくすぐに挙手
し教授に質問をするため、講義中でも会話が飛び交うという環境でした。また、初対面の人とは
必ず互いの研究分野について共有し、他人の研究にも興味を持つことが当たり前でした。現在の
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日本の学生にほとんど見られない光景であると感じました。学習の効率と質を上げるためには、
日本の学生も学習に対してこのように自らアプローチする姿勢で取り組むべきであると強く感じ
ました。
また、Cornell 大学の 50 分/ 週 3 回の授業形態は学生への負担は大きくなるものの、90 分/ 週 1
回の講義よりも学習の効率は圧倒的に高いと感じました。短時間であることで学生は最後まで集
中力を持続できると思います。これは、平均 50 分までしか集中力を持続できないという人間の性
質からも効率的であると言えるでしょう。
インターンシップを通して、アメリカの大学・大学院の教育システムへの理解が深まったと共
に、海外と日本の学生の意識の違いを痛感しました。個人的な成果としては、日々英語を聞き、
話すことで語学力を養う機会となりました。今回頂いた貴重な海外経験をから、将来海外で対等
に競い合うためには、相応のスキルのみならず自分の意見をしっかりと言い、また相手の意見に
対しても常に関心を持つレスポンスをするといったコミュニケーション能力を身に付けなくては
いけないと強く感じました。
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【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・学・官」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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