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要約
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、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、学内重点化競争的経費の支援をうけて平成 23 年度に発足し、これま
で持続可能社会創生に資する材料研究を中心として新しい産学官連携の形を探って行く試みを
行ってきた。活動の主な狙いは、従来型の研究者個人と特定の企業間の個別連携にとどまらず、
大学の材料分野のシーズをまとめて発信し、それを基に多数の機関が協力してより大きな課題、
社会の基盤的課題、の解決に挑戦するオー
プンイノベーションの仕組みを開発する
と共に、その仕組みが研究開発および教
育・人材育成の両面において有効性を示す
事である。
これを実施するために右図の構想を策
定した。最終的な Output として、外部資
金も活用しての研究プロジェクト、コンソ
ーシアム等の大型連携の実現とグローバ
ル人材育成を目指した。言うまでもなく、
GMI 研究拠点における大型連携による研

GMI 研究拠点の構想

究開発は大学の研究を基礎としているが、
長期的にはその社会実装を目指すものである。図の構想における重要なポイントは、産学官交
流・協働の場を形成する二つの産学官研究会（超寿命材料産学官研究会、クリーンエネルギー
材料産学官研究会）の設置、そしてその研究会の場を基盤として活用し連携活動を推進する拠
点専属のコーディネータ（URA）の配置の二点であ
る。
産学官研究会では企業を中心に最終的には 100 以
上の機関の方に会員登録をいただき、年４回のシン
ポジウムおよびパネルディスカッション、懇談会、
等々様々なイベントを開催し、産学官連携活動を推
進してきた。産学官研究会のシンポジウムでは、主
として最新の大学の研究シーズおよび関連する話題
を、まとめて会員機関の皆様に紹介するとともに、

二つの産学官研究会の編成

会員企業との質疑や意見交換を通じて、実用化を進
める上の課題、問題点を抽出することにより研究テーマの充実も図った。
一方で、懇談会等、参画機関が相互に意見を交換する機会を設け、中長期的に会員企業の皆
様が抱える共通の基盤的課題を抽出し、協働してその解決にむけた活動の企画も模索した。そ
の結果、GMI 研究拠点活動の最も重要な産物の一つである研究部会活動が実施されるに至った。
これは、会員企業を中心に業界が抱える基盤的重要課題に対して、大学がハブ的な役割を果た

しながら多くの企業が協力して解決に向けて研究開発を推進する活動である。現在３つの活動
を進めているが、いずれも研究開発としての価値のみならず、企業人材の育成にとっても大き
な貢献が出来ていると考えており、今後も活動を継続発展させたいと考えている。それらの活
動は、発足当初の狙いであった複数の機関や複数の教員が関わる連携活動であり、オープンイ
ノベーション活動である。本拠点の当初の考え方から、活動には、積極的に学生を参加させる
と共に、企業側からも、人材育成の観点から基盤的課題に対する協働作業においては積極的に
若手技術者の参加をいただいている。
またグローバル人材育成が喫緊の課題であることから、GMI 研究拠点では、参加している教
員がこれまで築いてきた個々の海外機関との連携を GMI 研究拠点として組織化することによ
り、グローバル人材育成のプログラムを策定した。その結果、JSPS の支援も受けながら、多
くの学生および若手研究者の海外研究機関への長期派遣を実現し、実践的なグローバル人材育
成を実施することができた。
以上、拠点に設置した産学官研究会を基盤として様々な連携活動を研究・教育の両面を意識
しながら進めてきた結果、従来の点×点の連携から面×面の連携へ発展させることができるとと
もに、活動を通じて若手人材育成が可能であることを実感することも出来た。また、これらの
GMI 研究拠点活動全てにおいて拠点専属コーディネータの存在が有効に機能したと考えてい
る。教員 10 数名の拠点に一人のコーディネータ（最近の言葉では URA）を配置すると、コー
ディネータは教員の研究・教育に対する考え方を具体的に把握することが出来、その結果、拠
点活動においてコーディネータの支援が効率的かつ有効に機能することができたと考えている。
最後に、GMI 研究拠点活動が残した主な成果物をまとめて列挙する。
(1) 二つの産学官研究会 ：産学官連携の場の提供、各種活動の基盤


超寿命材料産学官研究会



クリーンエネルギー材料産学官研究会

(2) 三つの研究部会

登録会員数：58 機関
登録会員数：54 機関

：多数の企業が参画し共同で共通基盤的な課題解決取り組む活動

① 疲労損傷研究部会

②

(3) 六つの大型研究プロジェクト

SWAT 研究会

③

アルカリ水電解研究部会

：競争的外部資金を基盤として多数の機関が連携する大型

研究プロジェクト（GMI 研究拠点の教員が代表者になっているもの）
(4) 国際連携ネットワークの組織化：今後のグローバル人材育成や国際連携拠点形成の基盤
(5) プロジェクト付 URA

：プロジェクト付 URA が有効に機能することの確認
以上

本文

はじめに（本報告書の構成）
本報告書は、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～」を推進するために設置したグリーンマテリア
ルイノベーション（GMI）研究拠点の５年弱に亘る活動内容をまとめ、今後の産学連携活動の
参考とすることを目的として作成したものである。報告書は活動全体を総括した「最終報告書」
と各年度の活動の詳細を記録した「年度活動報告」５編（平成 23 年度～27 年度）とから構成
されている。最終報告書により活動全体の概要を把握していただき、個別の詳細内容について
は各年度報告をお読みいただく事を想定している。

1. GMI 研究拠点事業の狙い
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である。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た。

2．実施体制
上記拠点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きた。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
など様々な施策を実施してきた。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 研究拠点専属
コーディネータ、共同研究推進センター教

図 2.1．GMI 研究拠点の構想
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員、産学連携課長ならびに研究推進課長を委員とする運営会議により運営した。
以上の、実施体制の構図は図 2.1 の通りである。図の通り GMI 研究拠点を共同研究推進セン
ターの中に置き、産学連携部門の事務組織も含めた体制を組み、大学の産学官連携活動と密に
連携しながら活動を進めた。拠点の運営は、運営会により拠点内の横方向の情報共有と方向性
の協議を行いながら進めた。具体的な活動は新たに設置した二つの産学官研究会を基盤として
進めたが、すべての活動を推進・支援する機能として拠点専属のコーディネータを配置して拠
点活動を進めた。
2.1 GMI 研究拠点学内参画メンバー
＊職位は活動当時のもの
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（研究推進機構

特任教員（教授））

クリーンエネルギー材料産学官研究会
イオン液体研究グループ
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

（電気化学、教授）

薫

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）＊：現北大）

立川直樹

（電気化学、PD＊：現慶應大）

上野和英

（有機材料化学、PD＊：現山口大）

万代俊彦

（物理有機化学、PD＊：現チャルマース工科大学(Sweden)）

ポーラス材料研究グループ
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）

電極触媒研究グループ
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・IAS 教授）

大城善郎

（エネルギー変換化学、PD）
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超寿命材料産学官研究会
金属材料研究グループ
福富洋志

（材料組織学、教授、研究会主査、GMI 研究拠点長）

梅澤

（金属物理学、教授）

修

諸岡聡

（鉄鋼材料学、研究教員＊：現首都大）

古賀紀光

（材料力学、助教）

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）

セラミックス材料研究グループ
高橋宏治

（破壊力学、教授）

中尾

（材料強度学、准教授）

航

長田俊郎

（材料強度学、特任教員(研究教員)＊：現 NIMS）

古池仁暢

（材料力学、特任教員(助教)）

コンクリート研究グループ
椿

龍哉

細田

暁

（コンクリート工学、教授）
（土木工学・コンクリート工学・メインテナンス工学、准教授）

林和彦

（コンクリート構造、特別研究教員＊：現香川高専）

小松怜史

（コンクリート工学、助教）

2.2

GMI 研究拠点運営会議

GMI 研究拠点は産学官連携によるオープンイノベーションを指向したものであるが、同時に、
ともすれば縦割りになりがちな学内の活動に横串を刺し、連携して目的に向けた活動を行うこ
とも重要な要素である。その為、拠点活動を支える事務組織も含めた運営会議を原則として毎
月開催し、拠点の活動状況のチェック、問題点・進め方の協議を行った。運営会議により、拠
点内の横方向の情報共有が進み、拠点内で連携しての研究や産学官連携に向けた活動が可能に
なったものと総括することが出来、GMI 研究拠点活動にとって有益な会議となった。
＜運営会の構成メンバー＞
拠点長、副拠点長、産学官研究会各グループリーダー、GMI 研究拠点専属コーディネータ、共
同研究推進センター教員、産学連携課長、研究推進課長
2.3 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・情報共有を目的として下記 URL にホームページ
（HP）を開設した。HP を利用して，各グループの研究内容の紹介、シンポジウム等イベント
の開催案内，開催後の概要報告，等を行ってきた。また、後述する国際会議報告の手段として
も活用した。その他，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 情報の共有手段としても活用した。
本ホームページは、経費削減の為外部の業者を利用せず、拠点本部で管理運用を行った。
⇒

GMI 研究拠点 HP

http://www.gmi-ynu.org /
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3．産学官研究会活動
3.1 狙い
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、そこを基盤として活動を進め
た。産学官研究会は産学官の皆様に会員登録をいただき、産学官交流の場を形成した。GMI 研
究拠点としては、会員登録いただいた機関のメンバーの名簿を作成・管理し、各種イベント開
催の案内やその他の情報交換の為に使用した。
産学官研究会活動により形成される産学官の交流の場を通じて下記の実現を狙った。
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
3.2 二つの産学官研究会と研究領域
GMI 研究拠点で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の二つ
の産学官研究会を設置した。それぞれが対象とする研究領域として図 3.1 に示す領域を想定し
た。

(a) クリーンエネルギー材料産学官研究会

(b) 超寿命材料産学官研究会

図 3.1 産学官研究会の研究領域

二つの産学官研究会を基盤として行った主な活動として、シンポジウム、パネルディスカッ
ション、国際会議報告、懇談会、研究部会活動、公開講座・GMI 講座
内容について以下で紹介する。
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等があり、それぞれの

3.3 会員
(1)

登録機関数

発足当初は様々な機会をとらえて GMI 研究拠

120

点および産学官研究会活動に関する情報を発信し、

100
80

会員登録の勧誘を積極的に行った結果、登録会員

クリエネ

60

超寿命

数を急速に伸ばすことが出来た。２年目の終わり

40

合計

頃に当初目標にしていた 100 機関が概ね達成され

20

たことをうけ、３年目以降は登録の勧誘活動は積

0
H23

極的には行うことをやめたが、その影響もありそ

H24

H25

H26

H27

図 3.2 登録機関数の推移

の後は概ね横ばいに推移した。(図 3.2)
(2)

表 3.1 登録機関の業種

登録機関の業種（表 3.1）

超寿命材料
産学官研究会

超寿命材料では、長寿命化が競争力の源

クリーンエネルギー材料
産学官研究会

泉である機械部品メーカーおよびその主な

機械

14

化学

23

納入先である輸送用機器メーカー、さらに

建設

11

輸送用機器

8

大学高専

6

公的研究所

3

はその原材料を供給する鉄鋼・金属メーカ

輸送用機器

5

電気機器

3

鉄鋼

4

石油石炭

3

その他

14

ーが中心になっている。同時に、インフラ

金属

3

公的研究所

3

その他

12

の老朽化による事故が顕在化し、インフラ
の長寿命化が重要課題になってきたことか
ら建設関係の企業の登録も多い。一方でク

リーンエネルギー材料の方は、化学メーカーが大半を占めるが、電池や水素といったキーワー
ドに対応して自動車メーカー（輸送機器）や電気機器企業が含まれている。

3.4

シンポジウム

シンポジウムは産学官研究会活動の核となるもので、大学における研究シーズの産業界に対
する周知および産業界からのニーズ情報の獲得、および共同研究の立ち上げ等を主な狙いとし
て、原則として年４回、期間全体で合計１９回開催した。
（最終の記念シンポジウムを含む） 産
業界からの情報収集には、事前に必要な情報が得られるように構成して準備したアンケートを
参加者から回収して分析すること、およびシンポジウム終了後毎回実施した懇親会における情
報交換等を活用した。また、パネルディスカッション形式で、より詳細・具体的に産業界の意
見をいただく時間を設けたり、後述する研究部会等の提案の場としてもシンポジウムを活用し
た。
一方、横浜国大が地域連携の推進を重点施策と位置付けていることを踏まえ、平成２５年度
より毎年神奈川県産業技術センターと連携してシンポジウムを開催し、地域の中小企業の皆様
にも GMI 研究拠点の活動を知っていただくと共に、情報交換、意見交換を行った。
表 3.2 に示す通り、活動期間中に開催した 19 回のシンポジウムで、延べ 1000 名を超える皆
様にご参加いただいた。
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表 3.2 シンポジウムの開催実績
開催日

主な内容

担当グループ

外部講師

開催場所

参加数

横浜国立大学
大学会館ホール

89

備考
付帯イベン
ト

クリーンエネルギー材料産学官研究会
2011/7/22
2012/2/3
2012/6/6

キックオフ
クリーンエネルギー材料
全体概要紹介
イオン液体によるエネル
ギー変換技術
ポーラス材料、ナノ材料
の応用

クリーンエネル
ギー材料研究会
イオン液体 Gr
ポーラス Gr

2013/1/25

電気化学と触媒化学

電極触媒 Gr

2013/7/26

リチウムイオン二次電池
材料

イオン液体 Gr

2013/10/25

クリーンエネルギー材料
研究 Gr の Activity 紹介

クリーンエネル
ギー材料研究会

2014/7/8

ナノ材料と環境エネルギ
ー

ポーラス Gr

2014/10/23

電極触媒の最新動向

電極触媒 Gr

2015/10/29

二次電池材料の最新動向

イオン液体 Gr

横浜国立大学
教育文化ホール
遠藤明（産総研）
横浜国立大学
松方正彦（早稲田） メディアホール
横浜国立大学
山中一郎（東工大）
教育文化ホール
横浜国立大学
境哲男（産総研）
教育文化ホール
神奈川県産業技術セン
ター (ものづくり交流
今城敏（産技 C)
会)
小倉賢（東大生研） 横浜国立大学
稲垣伸二（豊田中研） メディアホール
神奈川県産業技術セン
松本太（神奈川大） ター (ものづくり交流
会)
神奈川県産業技術セン
佐藤祐一（神奈川大）
ター (ものづくり交流
秦野正治（日産自）
会)

51

Questionnaire
& Discussion

47

YCG 合同

31

国際会議報告

45
53

神奈川県産業技
術センター連携

57
49

神奈川県産業技
術センター連携

60

神奈川県産業技
術センター連携

超寿命材料産学官研究会
キックオフ
超寿命材料全体概要紹介
超寿命材料３Group 詳細
研究内容紹介
インフラの長寿命化につ
ながる材料技術

超寿命材料研究
会
超寿命材料研究
会

2013/2/19

社会インフラの長寿命化
への取り組み

コンクリート Gr

2013/9/13

インフラの品質確保と耐
震化・耐久化

コンクリート Gr

2014/10/24

表面処理による材料の長
寿命化

2014/11/13

軽量高強度を実現する表
面改質法と寿命評価

2015/3/6

疲労損傷研究部会活動中
間報告

2016/2/2

東日本大震災からの教訓

2011/8/30
2011/11/30
2012/7/26

最終報告会
GMI 活動記念シンポジウ
2015/12/7
ム （最終報告会）

金属 Gr

金属Ｇｒ
セラミックスＧ
ｒ
セラミックスＧ
ｒ
金属 Gr
セラミックスＧ
ｒ
コンクリート Gr

ＧＭＩ研究拠点

横浜国立大学
メディアホール
横浜国立大学
図書館
横浜国立大学
共同研究推進センター

43
40

藤田栄（JFE)
阿部富士夫（NIMS)
松田芳範（JR 東日本）
横浜国立大学
谷雅史（首都高）
大学会館
中川英樹（愛知製鋼）
横浜国立大学
小林薫（JR 東日本）
メディアホール
神奈川県産業技術セン
渡邊陽一（パーカー
ター (ものづくり交流
熱処理）
会)
小茂鳥潤（慶應大） 横浜国立大学
古谷佳之（ＮＩＭＳ） 共同研究推進センター
中尾政之（東大）
横浜国立大学
I.Dlouhy（チェコＩ
共同研究推進センター
ＰＭ）
深松 努（仙台建設業 横浜国立大学理工学部
協会）
講義棟

37

文部科学省、学長、
森下理事

横浜国立大学
教育文化ホール

70

延べ参加者数

1017
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国際会議報告
懇談会
疲労損傷研究部
会提案、 懇談会

101
51
57
30
33
73

神奈川県産業技
術センター連携

3.5 国際会議報告
シンポジウムと併せて、国際会議報告を実施した。これは、大学の研究に関連する技術分野
において世界的にどのような研究がなされているのか、その動向を会員企業の皆様に対して紹
介するもので、海外の学会に頻繁に出席する大学教員の情報を比較的その機会が限られている
産業界の皆様に提供し、情報共有を図るという狙いである。国際会議報告を開催する時間が取
れなかった時には、参加した国際会議の情報をホームページに公開するという方法も試行した。
この報告会は産業界にとって有益なものと考えられるが、パラレルセッションが多い学会全体
を横断的に把握することの難しさがあり、産業界の要望に応える形で国際会議報告を実行する
ためには今後工夫が必要と思われる。
3.6 懇談会
超寿命材料産学官研究会のシンポジウム終了後、着席形式で軽食をとりながらの懇談会を二
回に亘って実施した。この懇談会は、大学の研究シーズに関係する技術領域において各企業が
抱える長期的な課題、大学に対する具体的な要望等について大学・企業相互に率直な意見交換
する場として活用した。そこでいただいた意見に加えて、各社への個別ヒアリングも併せて行
い、その結果を分析することにより、新たな産学官連携活動の企画を行った。その企画を、シ
ンポジウムで提案し改めて意見交換しながら煮詰めるプロセスを経て、最終的に多数の企業が
協働する疲労損傷研究部会活動を立ち上げ、現在に至っている。
（詳細は後述「4.2 表面硬化部
材の疲労損傷研究部会」参照）このようなシンポジウムや懇談会から研究部会活動に至るプロ
セスは、今後様々な場でオープンイノベーションを推進する上で有効に機能するモデルになる
と考えている。
GMI 研究拠点の上記の経験および他大学等の事例等を含めて総合的に分析すると、多くの企
業が協力して取り組むオープンイノベーションを実現するプロセスとして、次のようなプロセ
スが有効に機能するものと考えられる。
① 産学官交流の場の設定と活用（シンポジウム／懇親会等）
② 産業界が中長期的に取り組むべき基盤的課題に関する意見交換（懇談会）
③ 関心を有するメンバーによる当該課題に関係する市場動向、技術動向に関する勉強会・調
査の実施（勉強会）
④ 勉強会を踏まえた具体的な研究テーマの設定と共同研究の実施（共同研究開発）

4．研究部会活動
4.1 概要
GMI 研究拠点では、大学がハブ的役割を果たしながら複数の企業が連携して社会の基盤的な
重要課題に取り組む活動の創出を目指した。その為に産学官研究会を母体として課題の抽出、
研究テーマ・活動体制の企画提案のプロセスを経て、具体的な活動を立ち上げてきた。これら
は GMI 研究拠点が目指した「大学がハブ的な役割を果たしながら進めるオープンイノベーシ
ョン」の活動であり、GMI 研究拠点として最も重要なものと考えている。併せて、当該活動に
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より企業人材の育成に貢献することも狙いとした。以下では GMI 研究拠点活動期間中に立ち
上げた３つの研究部会活動の取り組みについて紹介する。
4.2

表面硬化部材の疲労損傷研究部会

（梅澤教授）

(1) 経緯
超寿命材料産学官研究会シンポジウムにおける参加者からのアンケート、懇談会、および個
別企業へのヒアリングにより、会員企業が共通に持っている基盤的課題を分析した結果、金属
疲労現象のメカニズム理解とそれに基づく寿命の改善が重要であることを抽出した。同時に、
若手技術者の人材育成への期待が高いこと
も確認できた。これらを踏まえ、参加企業の
皆様による議論を経て以下の考え方の下具
体的な活動を開始した。当初 15 機関の参加
であったが、現在は 20 機関に増加している。
当初の狙いを反映して、いずれの企業からも
図 4.1 基盤的課題抽出の為の懇談会の様子

若手技術者を参加いただいている。
(2) 目的

各企業からの情報収集や意見交換を踏まえ、活動の目的を以下に通り設定した。

① 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
② 企業人材の育成への貢献
③ 異業種交流による Human Network の構築への貢献
(3) 体制
梅澤教授を研究部会代表として、下記の二つの WG を設置した。
①

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
②

軸曲げねじり WG 主査：YNU 高橋宏治／神奈川産技センター 高木眞一

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
(4) 参画機関


産

：材料：4 社／輸送機器：6 社／機械部品：2 社／加工・評価：6 社



学官

：富山大学、神奈川県産業技術センター、横浜国大



合計

21 機関（本学を含む）

(5) 活動概要
本研究部会活動は、企業が抱える共通課題に対して有益と考えられる基礎的な理解を進める
ことを想定しており、いわゆる Pre-Competetive 領域の活動と位置づけ、知財的な契約は省略
して活動を行ってきた。参画機関で実験、解析の役割を分担、平均して２～３カ月に一回のペ
ースで会合を実施して進捗状況のチェックと実験結果に関する議論を進めた。
本活動を通じて、技術的に興味深い知見が得られ、そのうちいくつかは実用的にも有益なも
のであるが、現時点では未知の部分が多く、今後更に時間をかけて解析・追加実験を進める必
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要がある状況にある。成果については公開可能な範囲で下記の通り日本鉄鋼協会においてシン
ポジウムを開催して報告し、Open な議論の俎上に上げた。教育的視点では、若手の参画があ
り実験条件の設定、実験結果に関する議論、最終シンポジウムにおける発表等々の実践的な経
験を積むことで、企業の若手人材育成に貢献できたものと考えている。
＜成果報告会：「機械構造用鋼表面硬化部材の疲労損傷」シンポジウム＞



日時

2016 年 3 月 23 日

場所

東京理科大学葛飾キャンパス（日本鉄鋼協会春季講演大会内）

発表件数

（詳細は添付 S5：平成 27 年度 GMI 研究拠点活動報告 を参照）

-

軸曲げねじり WG

-

転動ピッチング WG

4.3

9:00～17:00

7件
11 件

SWAT 研究会（細田准教授）

(1) 経緯・狙い
細田准教授が開発した 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り、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。
今後、建設現場の環境で幅広いデータを体系的に収集し、その
得られた現場データと大学における基礎研究結果とを連携さ
せることにより、評価方法の確立を通じてこの技術を本格的に
建設現場に普及・社会実装をはかることを狙いとして本活動を
開始した。
図 4.2 実構造物での SWAT 計測

(2) 体制
 学

：横浜国大、香川高専

 産

：鹿島建設、西松建設、飛島建設、丸東製作所、八洋コンサルタント

-

各社は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

 その他
-

東北復興道路等、現場での実験・試行は国土交通省や自治体との連携で進めている

-

SWAT を購入して研究に使用している本研究会以外のメーカーとも情報交換をしながら
活動を進めている。

-

土木学会の「コンクリート構造物の品質確保小委員会」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とも議論を深めている。

(3) 活動概要
基礎研究は、横浜国大と香川高専が連携して推進している。建設現場におけるデータ収集に
ついては、細田准教授が重要な役割を果たしている東北復興道路の品質確保プロジェクト活動
の中に SWAT システムを持ち込んで、計測実験を進めてきた。現場での計測実験に基づき、計
測精度向上の為の装置の改良を進めながら、コンクリートの含水率、測定条件、測定環境の影
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響、等々の基礎データを体系的に収集してきた。これにより、SWAT による計測データの解釈
やコンクリート品質との関係についての理解、システムの測定精度向上が進んでいる。これら
の結果は、今後測定マニュアルの整備にも反映させてゆく予定である。
これらの成果を基盤として、国交省、自治体、ゼネコン、地域建設業等の関係機関とも連携
して SWAT システムの課題の抽出や有効性の理解を進めてきた結果、2015 年 12 月 24 日に制
定された東北地方整備局の「コンクリート構造物の品質確保の手引き（案）」の中で SWAT が
品質評価法として取り上げられ，品質評価基準も示されるに至った。以上の通り、SWAT シス
テムは社会実装・普及へ向けて確実に前進している。
4.4 アルカリ水電解研究部会（光島教授）
(1) 経緯・狙い
化石エネルギー依存から脱却して二酸化炭素排出量を削減するためには、積極的に再生可能
エネルギーの導入を図らなければならない。太陽光や風力といった再生可能エネルギーには適
する地域が偏在していることおよび出力が変動するという特徴があるため、エネルギーの貯蔵
および輸送が重要な課題である。そのため、電気エネルギーを貯蔵や輸送が容易な化学エネル
ギーに変換する技術、なかでも水電解技術が重要である。苛性ソーダ生産の為、日本には食塩
電解に関して高い技術がある。一方で、本学には電極触媒を中心にした水素発生および利用に
関する長い研究実績がある。これまで、すでに本学では食塩電解の企業と連携してアルカリ水
電解に関する研究を個別に進めてきたが、将来の水素社会実現に向けて研究を加速し日本の技
術で世界をリードすることを狙い、本学がハブ機能を果たすことで、当該分野の企業同士が協
力して共通基盤的な技術の開発を行う産学連携体制の構築を図った。
具体的な共通課題は、起動停止や電力変動に伴い電解槽内を流れるリーク電流や逆電流と劣
化の関係の解明、劣化機構解明のための電解槽の診断技術の開発出力変動する電源から高効率
に水素を発生することが可能な長寿命の水電解システム実現のための基礎的な知見の獲得であ
る。
(2) 体制
 学 ：横浜国立大学
 産 ：旭化成(株)、川崎重工業(株)、ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニアズ(株)、
デノラ・ペルメレック(株)
(3) 活動概要
本活動は、大学と各企業との個別共同研究と共通課題に取り組む研究部会活動とを並行して
進めることにより、直接事業に結びつく実用研究と共通基盤的な基礎基盤研究をすみ分けてい
る。具体的には、大学と各企業との個別の共同研究の中で抽出された共通課題（起動停止や電
力変動にともなう諸現象の解明）に関する情報を本研究部会活動で共有し、議論するという進
め方を行っている。
本活動は H27 年度に立ち上げ活動を開始した段階であり、今後メンバー間の信頼関係の構築
とともに、当該分野における技術の優位性確立に向けて活動を推進してゆく。なお、本研究部
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会は競合関係にある企業間の連携活動となるため、知財条項を含む NDA を締結し活動を行っ
ている。

5.

大型プロジェクト
GMI 研究拠点では、拠点における研究の成果を社会実装するために、外部資金により長期的

に他機関と連携して取り組む大型の国家プロジェクトの実現を目指した。GMI 研究拠点活動期
間中に、公的な競争的研究資金の採択により実現している大型プロジェクトのうち、GMI 研究
拠点に属する教員が代表研究者となっているプロジェクトを表 5.1 に示した。
表 5.1 競争的資金による大型プロジェクト（GMI 研究拠点の教員が代表研究者であるもの）
FUND

代表研究者

研究課題

連携機関

JST_ALCA
特別重点技術領域

渡邉教授

次世代高性能リチウム硫黄電池
の開発

早稲田大学、関西大学、産総研（つくば・関西）、
電力中央研究所、慶應大学、名古屋大学、新潟大学、
山口大学、同志社大学、大阪大学

内閣府 SIP

光島教授

有機ハイドライド電解合成

JX 日鉱日石エネルギー、ペルメレック電極、大阪
府立大学、東京工業大学

JST_ALCA

中尾准教授

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

NIMS、長岡技科大、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社

NEDO_RISING

渡邉教授

溶媒和およびプロトン性イオン
液体を用いたリチウム系空気二
次電池の研究開発

京都大学（革新蓄電池研究拠点）

NEDO_固体高分
子形燃料電池高度
化技術開発

太田特任教授

酸化物触媒の革新的高機能化の
メカニズム解析

東京大学、昭和電工

科学研究費
基盤研究 S

渡邉教授

ソフトマテリアルの自律性を
支配するイオン液体の役割

東京大学

上記の内 H26 年度以前に開始されている 4 件について活動概要を以下で紹介する。
5.1

JST_ALCA 特別重点技術領域「次世代高性能リチウム硫黄電池の開発」（渡邉教授）

イオン液体を電解質として使用することにより大容量のリチウム硫黄二次電池の実現を目指
す渡邉教授グループの研究は、GMI 研究拠点設立以前の平成 22 年度から JST_ALCA 事業に
採択され研究を進めてきた。この研究実績・成果が基盤となり、平成 25 年度に ALCA プロジ
ェクトの中に新たに設定された「特別重点技術領域」の一つ「次世代蓄電池研究加速プロジェ
クト」
（ALCA_SPRING）にプロモートされ、現在渡邉教授がチームリーダとして全国の大学・
国研など 20 名近くの研究員を率いて研究プロジェクトを推進している。
この ALCA-SPRING での研究テーマは「次世代高性能リチウム硫黄電池の開発」であり、
高エネルギー密度・低環境負荷・低価格・資源制約のない安全なリチウム硫黄電池(> 300 Wh/kg)
の実現を図ることを目的としている。具体的には、電解質にイオン液体、負極にシリコンやリ
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チウム金属、正極に硫黄を用いたリチウム硫黄電池を目指している。本プロジェクトでは、正
負極のナノ構造の最適化によって充放電に伴う体積変化や絶縁性の問題を、またイオン液体の
不揮発性・難燃性・異常溶解性を利用し、硫黄正極の致命的欠点であった活物質溶出の問題を
解決し、目標達成を図っている。すでに平成 27 年度に実施されたステージゲート審査を通過、
平成 30 年度までのプロジェクト継続が決まり、社会実装に向けたさらなる発展が期待されてい
る。図 5.1 は、本プロジェクト成果が社会実装された場合の未来を表している。

図 5.1 プロジェクトで実現を狙う社会イメージ

5.2

内閣府 SIP 「エネルギーキャリア/有機ハイドライド電解合成」
（光島教授）

二酸化炭素排出量を削減して地球温暖化を抑制するためには再生可能エネルギーの大規模導
入が必須である。再生可能エネルギーを基盤とするエネルギーシステムについて考える上では
国内のポテンシャルのみでは不十分であり、海外の大規模な再生可能エネルギーを輸送して国
内で消費することも考える必要がある。世界各国の太陽光発電の設備利用率は 7～13 %程度で
比較的偏差が少ないのに対し、風力発電では 15～40%と非常に偏差が大きい。また、いずれも
大規模発電のためには広大な土地が必要である。したがって、再生可能エネルギーは地産地消
が好ましい訳ではなく、立地条件によっては利用率の差がエネルギーの輸送による損失を補え
る可能性がある。このとき、再生可能エ
ネルギーを輸送・貯蔵に適した化学エネ
ルギーであるエネルギーキャリアに変換
することが重要になる。具体的には液化
水素、液体アンモニア、トルエン/メチル
シクロヘキサン系などの有機ハイドライ
ドなどがエネルギーキャリアの候補と考
えられている。このシステムでは再生可
能エネルギーをエネルギーキャリアに変

図 5.2 有機ハイドライド電解合成システムの役割

換するプロセスとエネルギーキャリアを
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電力や動力に変換するプロセスの効率向上が必須である。有機ハイドライドはエネルギーキャ
リアの中でも水素化/脱水素が温和な条件で効率よく行うことが可能な系である。
本学では、図 5.2 の概念図に示した通り、内閣府 SIP エネルギーキャリア/有機ハイドライド
電解合成にて再生可能エネルギーを用いてトルエンの水素化と水の分解を同時に行う高効率シ
ステムの開発を行っている。再生可能エネルギーを用いたトルエンの水素化の従来システムは、
図 5.3 に示したとおり、水電解による水素製造と水素によるトルエンの水素化の組合せであり、
理論分解電圧 1.23 V の水電解の後、発熱反応により約 12%のエネルギーを損失する。一方、
本学で進めているトルエンの直接電解水素化はこの反応を一段の電解槽で行うものであり、理
論分解電圧は 1.08 V で理論的には水電解の約 88%のエネルギーで水素化が可能である。本シ
ステムを実現するために固体高分子形燃料電池の技術を応用したフッ素系カチオン交換膜と電
解水素化触媒の接合体ならびに工業電解用の酸素発生用寸法安定性電極を用いた電解槽の原理
を実証するとともに高効率化、大型化に向けた要素研究を進めている。[1]

図 5.3 直接電解水素化のメリット
[1] S. Mitsushima, Y. Takakuwa, K. Nagasawa, Y. Sawaguchi, Y. Kohno, K. Matsuzawa, Z.
Awaludin, A. Kato, Y. Nishiki, Electrocatalysis (2015) 10.1007/s12678-015-0289-3.

5.3

JST_ALCA「自己治癒性を有した革新的セラミックタービン材料開発」（中尾准教授）

自己治癒性を有する革新的セラミックス材料を利用して航空機エンジンを軽量化し、大幅な
CO2 削減を目指して平成 2012 年に採択された本プロジェクトは、2015 年度実施された実用技
術化ステージゲートを通過し、2020 年までの研究継続が承認されている。これは、自己治癒性
＋長繊維強化による革新的な信頼性確保手法を実際にジェットエンジンの中圧タービン翼の稼
働条件で有用に働く新規材料の開発が達成されたことが大きな要因である。さらに、ステージ
ゲート評価に向けて、本研究成果を実用化の観点から再評価を行い、欧米で活発に用いられて
いる技術成熟度（Technical Readiness Level、以後 TRL と略す）をマイルストーン設定に用
いて研究計画を立案した。
TRL（技術成熟度）は、新技術が実用化するまでのレベルを 9 段階に分類した指標であり、
一般に TRL3 の達成（新技術の代表的な特性を実証する）までを基礎研究段階、TRL6 の達成
（プロトタイプの終了）までを応用研究段階、その後の TRL9 の達成（実用化）までを実用化
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開発段階とする。本研究では、次期プロジェクトの連携企業と協議を行い、各 TRL の基準を詳
細に決定した。これまでの研究期間内に開発した長繊維強化自己治癒セラミックスは、その応
用例の一つであるジェットエンジンの中圧タービン翼としての稼働条件下で十分な自己治癒性
（1000℃, 10 分での完全強度回復）と十分な高温強度（1200℃における 137MPa 以上の引張
り強度）を有していることを明らかにしたが、この数値には実用化のために必要となる物性の
ばらつきに関するデータが不足していることから、自己治癒性＋長繊維強化という新しい高信
頼性材料のコンセプトを確立したレベルということで TRL を 1 と再評価した。このため、次期
プロジェクトの目標は、これらの機械特性や自己治癒性のばらつきと材料の不均一性の相関を
学理的に結び付けることで、TRL2 および TRL3 を達成することに決定した。
さらに、上記の TRL を用いた研究計画に関して議論を行い、下図に示すようなロードマップ
を作成するに至った。この図からもわかる通り、本開発材料である長繊維強化自己治癒セラミ
ックスの航空機部材としての実用化目標を 2035 年と定めた。

図 5.4 TRL による製品開発ロードマップ

5.4

NEDO_RISING「溶媒和イオン液体を用いたリチウム－空気二次電池開発」（渡邉教授）

イオン液体を二次電池の電解質として利用することにより、大容量二次電池の候補として注目
されているリチウム空気電池の実現を目指した渡邉教授グループの研究「溶媒和イオン液体を
用いたリチウム－空気二次電池開発」は平成 24 年度、NEDO の「革新型蓄電池先端科学基礎
研究事業 (RISING)」に採択された。本事業では、溶媒和イオン液体および空気極の適切な設
計により実在空気に近い含水気体の利用の可能性を見極め、エネルギー密度 300 Wh/kg 以上、
50 サイクル以上の安定な充放電が可能な電池系を創出することを目標としてきた。平成 27 年
度が本プロジェクトの最終年度であり、この 4 年間にリチウム空気電池の実現に向けて次のよ
うないくつかの有用な知見・結果を見出してきた。
(1) 溶媒和イオン液体は反応中間体と反応しにくいため、一般的な有機電解液に比べて有用で
あることを確認した。
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(2) 溶媒和イオン液体の疎水化をすることに成功し、加湿雰囲気下においても水分による副反
応（＝電池の劣化）を抑えられ、5 サイクル程度までは乾燥酸素下と同等の充放電挙動が得ら
れた。
(3) メディエータであるヨウ素レドックス対を電解液に添加することで、過電圧を低減させる
ことが可能となり、低電位で充電反応が進行することを見出した。
図 5.5 は “RISING Battery project パンフレット” に示されている 10 年後、20 年後の蓄電
池を中心とした将来のイメージ図である。自然エネルギーを利用した各種電池の高効率化、次
世代自動車普及、電気インフラのスマートグリッド化など今とは違う世界が開けると考えられ
る。その中核を担うのが蓄電池である。本事業における研究成果がこの世界の実現に貢献する
ことを期待すると共に、当研究室でも研究を継続してゆく。

図 5.5 蓄電池を中心とした将来のイメージ（“RISING Battery project パンフレット”より）
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図 6.1 外部資金金額の変遷（相対値）

の影響もあり、GMI 研究拠点活動の間、クリーンエネルギー材料グループの受託研究や共同研
究による外部資金は概ね横ばいとなっているが、研究内容は社会実装に向けて進展を遂げてい
る。一方の超寿命材料分野は比較的成熟した分野であり、これまで受託研究や共同研究の外部
資金の獲得は十分とは言えなかったため、GMI 研究拠点の活動を通じて共同研究を増やすこと、
および競争的資金による受託研究を増やすことは重要な課題であったが、GMI 研究拠点の活動
を通じて、超寿命材料グループにおいても ALCA（代表研究者）や SIP（研究分担者）といっ
た大型のプロジェクトを獲得することとともに、共同研究による研究費も約２倍に伸ばすこと
が出来た。（図 6.1）

7. 教育・人材育成
7.1 概要
GMI 研究拠点は産学官連携による研究教育両面での効果を目指すことが一つの特徴である。
教育の観点では、特にグローバル人材育成の重要性が喫緊の課題となっていることを踏まえ、
GMI 研究拠点の教員が築いてきた国際的なネットワークを活用して学生および若手研究者の
積極的な海外派遣を進めた。当初計画では、学内資金（重点化競争的経費）により学生の長期
にわたる海外の大学や研究機関への派遣および海外の大学と連携してのサマースクールの実施
だけを想定していた。しかし、GMI 研究拠点活動を進める中で、これまで個々の教員が構築し
てきた海外研究機関との連携ネットワークを GMI 研究拠点を基盤として組織化し若手人材育
成のプログラムを策定することにより、日本学術振興会（JSPS）の平成 24 年度若手研究者戦
略的海外派遣事業に採択されることとなり、当初計画以上にグローバル人材育成を強化・充実
させることが出来た。これは、GMI 研究拠点の設立により、学内の縦割りを打破し、横の連携
を実現したことの成果であると考えている。GMI 研究拠点活動により、多くの学生や若手研究
者が海外に滞在し海外の研究環境を体験することが出来たことは、教育の観点で大きな成果で
あったと考える。
7.2 海外インターンシップ

(学内重点化競争的経費)

GMI 研究拠点の各教員がこれまで構築してきた海外研究機関とのネットワークを活用し、将
来の 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 研究拠点および
拠点と連携している研究室の学生をのべ２４名、海外の連携大学・研究機関に派遣した。派遣
した学生の活動内容・感想等を添付した各年度の活動報告の巻末に添付してあるが、その記述
内容から海外の研究機関に中長期で滞在し海外の研究環境の中に身を置く事で、研究自身や語
学に限らず文化の違いや研究室運営の違い等を経験し、今後研究者・技術者として国際的に活
躍する上で実践的に役立つ知見を獲得できものと考えている。なお、このプログラムでは学内
重点化競争的経費を活用させていただいた。
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7.3 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」
（JSPS プログラム）（H24～H26）
GMI 研究拠点の各研究グループが有する国際連携関係を組織化して提案した国際交流プロ
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」
（申請主
体は工学研究院）が平成 24 年度若手研究者戦略的海外派遣事業（JSPS）に採択された。これ
は、GMI 研究拠点で実現した学内の横方向の連携関係を基盤として、これまで個々の研究者が
築いてきた国際連携関係を GMI 研究拠点として組織化することにより初めて実現したプログ
ラムである。
本プログラムは、GMI 研究拠点と海外研究機関が実施する国際共同研究を若手研究者に推
進・総括させ、地球規模の元素戦略や世界情勢を踏まえた優れた実践性を有するグリーンマテ
リアルイノベーションを実現する次世代リーダーとして必要な能力を養成することを目的とし
ている。本プログラムの実施期間は 2 年半であり，その期間中、若手研究者は両機関を往来し
国際共同研究の円滑な進捗を促す。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た。また、プログラムの終
了に当たっては、本プログラムの国際連携機関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。
このプログラムにより GMI 研究拠点に属する准教授クラスの若手研究者が長期で海外の研
究機関に滞在して国際共同研究を遂行し、連携関係を深めたことは教育および研究の両面から
今後にとって非常に有益でり、今後さらなる国際連携の強化につなげてゆきたい。
7.4

海外への派遣実績

GMI 研究拠点における海外インターンシップおよび前記 JSPS プログラムにより、表 7.1 の
通り学生を 28 名、また拠点に所属する若手研究者を６名海外の大学・研究機関に中長期で派遣
することが出来た。既に述べたとおりこの実績は、国際共同研究の推進はもとより、グローバ
ル人材育成に大きな貢献が出来たと考えている。その中で、国際共著論文（学術雑誌投稿論文
および国際会議論文）も 17 編提出された。
表 7.1 年度ごとの派遣数

派遣学生の構成

海外インターンシップ

実験補助者として
学生の海外派遣

若手研究者（共同研究）

予算

学内重点化競争的経費

JSPS プログラム

JSPS プログラム

H23

3名

H24

7名

H25

5名

2名

6名

H26

3名

2名

H27

6名

合計

24 名

4名
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6名

7.5

サマースクール

GMI 研究拠点の電極触媒研究グループではオーストリアのグラーツ工科大学との連携で毎
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。GMI
研究拠点の活動期間５年間でサマースクールを５回開催し、15 か国から 183 名の学生が参加し
た。
（講師は 6 か国から延べ 51 名） 学生にとって、海外の学生・研究者との交流が研究現場
で経験しながら単位が修得できる有益な場となっており、今後も継続してゆく。
7.6

公開講座・GMI 講座

GMI 研究拠点活動の狙いに、企業人材の育成への貢献がある。GMI 研究拠点における企業
人材育成に重要な貢献をするものとして前記研究部会活動があるが、それ以外にも、表 7.2 の
通り、GMI 研究拠点産学官研究会に所属する教員を中心とする講師による公開講座、および会
員限定の GMI 講座を開催した。GMI 研究拠点発足当初は、公開講座を GMI 研究拠点の広報
活動としても位置づけ、産学官研究会の会員拡大も狙った。いずれも事後のアンケートでは参
加者から好評を得ているが、特に会員の特典として会員限定で行った GMI 講座では、座学と
実務の両方を行ったことで、参加者から大変有益であった旨の反応を得ている。今後の会員制
研究会の会員への教育メニューとして有効な企画と考えている。
表 7.2 公開講座・GMI 講座実施一覧
開催日

テーマ

参加者

内容

2012/10/26

材料の高度化と利用のポイント

8名

汎用金属材料の寿命や強度向上の為の材料学の基礎と応用

2012/10/26

（GMI 講座）結晶配向評価講座
～座学と実習～

７名（有料）

結晶配向の評価技術（X 線、EBSD）の講義と実習

2013/5/10

初心者の為の燃料電池講座

11 名（有料）

燃料電池キットを用いたセル組みと電極反応特性評価の講義と実習

2014/9/6
18 名（有料）

講師
福富洋志、梅澤 修
高木眞一（神奈川県産業技術センター）

福富洋志、長谷川誠、岡安和人

松澤幸一、安田友洋

アクティブマテリアル
中尾 航、高橋宏治、大塚英幸（東工大）、
矢吹彰広（広島大）、真田和昭（富山県立大）
～自己治癒材料の現状と将来～
自己治癒・修復材料に関する基礎的な知識、設計の考え方、応用に関する最新
動向
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8．まとめ（YNU 教育研究総合連携方式）
8.1

YNU 教育研究総合連携方式の構成要素

５年弱にわたる GMI 研究拠点の活動を通じて、概ね当初の構想が教育研究の両面から有効
に機能することが実感できた。と同時に、活動を通じて新たに様々な知見も得られた。これら
を踏まえて、産学官連携により教育研究を推進する仕組み（YNU 教育研究総合連携方式）の重
要な構成要素として下記を提案したい。
①

学内の組織横断的な拠点化

②

会員制の産学官研究会の設置
-

定期的な産学官研究会シンポジウムの開催

-

研究部会活動の企画・立ち上げ

③

国際研究拠点への発展を睨んだ国際的連携の組織化

④

産学官連携プロセスにおける学生および若手企業技術者の参画

⑤

プロジェクト（拠点）付 URA の配置
産学官連携プロジェクトにおいては、これらの要素から必要なものを選択、レディーメイド

化して学外に示すことにより、外部から見て活動内容が分かり易くなり、プロジェクトがより
有効に機能できるものと考えている。
8.2

拠点付専属コーディネータ（URA）の機能と効果

GMI 研究拠点活動を通じて、10 人～15 人程度の研究者から構成されるプロジェクトにおい
てプロジェクト付コーディネータ（URA）が効率よく機能することが実証できたと考える。
一般に、プロジェクト活動を行うことで学内の連携が進み、学外に対しても組織的な打ち出
しが出来るという効果が期待出来るが、一方で教員の研究以外の負荷が増えるというマイナス
効果が指摘される。プロジェクト付コーディネータ（URA）は、このようなプロジェクト活動
のメリットを増幅しデメリットを最小限に抑える役割を果たすことが可能であるとともに、企
業動向、市場動向の分析等々教員を補完する機能も期待でき、十分なコストパフォーマンスが
期待できると考える。
その主な役割・機能は以下の通りである。
①

プロジェクト運営の事務局

②

学内連携、学外連携のコーディネート

③

各種会合イベント（シンポジウム、研究部会活動等）の事務局

④

ホームページの管理・運営と広報機能

⑤

研究に資する企業からの情報収集、企業の課題分析、市場分析、競合技術分析

⑥

特許出願に関する支援

⑦

外部連携に関する契約等の支援

⑧

研究費獲得の為の外部資金情報の分析・加工と提供

これらが有効に機能するには URA 一人が対応するプロジェクト規模が適正であることも重要
になる。

－19－

8.3 今後の展開
これまでの GMI 研究拠点の研究活動のうち、セラミックスグループおよび電極触媒グルー
プの研究については先端科学高等研究院にそれぞれ超高信頼性自己治癒材料研究ユニット研究
ユニット、水素エネルギー変換化学研究ユニットを設け、実用化へ向けて研究を発展させてゆ
くと共に、３つの研究部会活動もそれぞれ引き続き社会実装に向けて継続発展させてゆく予定
である。
また、第三期中期計画に合わせて来年度より工学研究院において計画している「世界を目指
す特色ある研究領域の機能強化」施策では二つの研究領域で産学官連携機能の強化が期待され
ており、その活動で GMI 研究拠点活動で得られた知見の活用を検討している。

【補足】
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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グリーンマテリアルイノベーション（ＧＭＩ）研究拠点
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GMI 研究拠点のロゴについて

１．GMI 研究拠点事業の概要
平成２３年度、文科省の支援により、共同研究推進センター内にグリーンマテリアルイノベーション
（ＧＭＩ）研究拠点を発足させ、クリーンエネルギー材料技術および社会基盤材料の研究領域で、産学
官連携の新しい形を探ってゆく試みを開始した。この試みを通して持続的発展が可能な低炭素社会構築
のための社会技術イノベーションを推進することを目指しいる。また、最終的に、この産学連携の仕組
みを YNU 研究教育総合連携方式として定着させることを目指す。
具体的には､定期的に研究グループによる研究成果の討論や研究会員講師の講演などで構成されるシ
ンポジウムや国際会議報告会等を開催して最新の研究成果や動向の共有化を行う｡その結果､個々の企業
との共同研究のみならず､個々の課題の相乗による成果が望める分野でのコンソーシアム形成､大型プロ
ジェクトの実現､技術者教育､社会人博士課程学生の受け入れ､インターンシップ､海外大学との連携強化
などを行い､将来にわたって技術を支える人材育成をも推進してゆく計画である。

本年度は、下図を研究領域とするクリーンエネルギー材料および超寿命材料に関する２つの産官学研
究会を立ち上げ、産官学交流対話の場を作り、産学官連携の活動を開始した。

この研究会を大学の知

と社会の知とを融合させる場と位置付け､資源や環境との関わりをも踏まえた新規材料の現実解を社会
に提供し､時代が求める社会技術イノベーションを推進する計画である｡
クリーンエネルギー材料産学官研究会

超寿命材料産学官研究会

S1_ 1

また、産学連携による技術者教育､社会人博士課程学生の受け入れ､インターンシップ､海外大学との連
携強化などを行い､将来にわたってイノベーションを支える人材育成をも推進してゆく。

【平成 23 年度

GMI 研究拠点 YNU 構成メンバー】

GMI 研究拠点
■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

共同研究推進センター長）
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）
■立川直樹（電気化学、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、助教）
■光島重徳（電気化学工学、教授）
■松澤幸一（応用電気化学、助教）
■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）
■大城善郎（エネルギー変換化学、PD）
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）
■諸岡聡（鉄鋼材料学、研究教員）
■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）
■長田俊郎（材料強度学、特任教員）
■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）
■林和彦（コンクリート構造、特別研究教員）
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２．産学官研究会活動
GMI 研究拠点では産官学連携による研究会を組織し、そこを核として活動を行う計画である。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２３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を立ち上げ、それぞ
れ２回、計４回のシンポジウムを開催し今後の進むべき方向を探った。その間、開催案内を通じて会員
を募り、現時点で以下の数の機関の方に会員登録をいただいた。
会員機関数
産

学

官

計

クリーンエネルギー材料産学官研究会

34

0

6

40

超寿命材料産学官研究会

25

3

4

32

59

3

10

72

計

以下では、平成 23 年度に実施したシンポジウムの開催概要を報告する。
なお、平成２３年度は立ち上げ時期ということもあり、大学のシーズ紹介という内容で構成したが、
次年度以降は、外部講師による関連テーマの講演等も計画している。

2.1 クリーンエネルギー材料産学官研究会
（１） シンポジウム開催報告
■ 第１回 シンポジウム
平成 23 年７月 22 日(金)、横浜国立大学内の大学会館４F に
て第一回クリーンエネルギー材料産学官研究会を行いました。
キックオフミーティングとなる今回は、福富 GMI 拠点長と國分研
究担当副学長による本研究会の趣旨説明に加え、研究会に参
加する渡邉・獨古研究室（イオン液体研究グループ）、窪田研
究室（ポーラス材料研究グループ）、及び、光島研究室（電極
触媒研究グループ）の研究概要のご紹介を行いました。
研究会の後、大学会館３F の「Porty」にて懇親会を行いまし
た。当日は企業の方々始め産官学から多数ご参加いただきました。ありがとうございました。
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プログラム

【参加者

８９名

うち学外 ７１名（３４機関）】

日時

平成 23 年 7 月 22 日（金） 13:30-17:00,

場所

横浜国立大学 大学会館 会館ホール

13:00-13:10

17:30-19:00（懇親会）

グリーンマテリアルイノベーション研究拠点の目指すところ
GMI 研究拠点長

13:10-1320

福富 洋志

グリーンマテリアルイノベーション研究拠点への期待
研究担当副学長

國分 泰雄
渡邉 正義

13:20-14:20

イオン液体からグリーンマテリアルイノベーションへ

工学研究院

14:50-15:50

ポーラス材料の特色と応用

工学研究院 窪田 好浩

16:00-17:00

グリーン水素社会を支える材料技術

工学研究院

17:30-19:00

懇親会

光島 重徳

■ 第２回 シンポジウム
平成 24 年 2 月 3 日(金)、横浜国立大学教育文化ホールにて第二回クリーンエネルギー材料産学官研究会を
行いました。二回目となる今回は、イオン液体研究グルー
プである渡邉・獨古研究室が担当しました。研究テーマの
研究進捗状況のご紹介に加え、パネルディスカッション、
アンケートを行い、実用化に向けた課題あるいは今後の進
め方について、企業の立場からのご意見を伺う機会を設
けさせていただきました。
研究会の後の懇親会は学内の「れんが館」で行いました。
中央に置いたテーブルを囲むビュッフェ形式で、研究会で
のパネルディスカッションとは違い、企業の方と間近で意見
交換をすることができ、研究の方向性や研究会のあり方など、大変に参考になったと考えております。第二回目も
産官学から多数の方々にご参加いただきました。ご参加いただいた企業の方々には深く感謝いたします。

プログラム

【参加者 ５１名

うち学外

４３名（２６機関）】

日時

平成 24 年 2 月 3 日（金） 13:00-17:00,

場所

横浜国立大学 教育文化ホール大集会室

17:30-18:30（懇親会）

13:30-13:40

ご挨拶

13:40-14:10

イオン液体を用いたエネルギー変換技術

14:10-14:50

イオン液体を用いたリチウム系二次電池

工学研究院

獨古 薫

14:50-15:30

イオン液体を用いた無加湿燃料電池

工学研究院

安田 友洋

16:00-16:40

全体討議

研究会代表
総論

渡邉 正義

工学研究院 渡邉 正義

『イオン液体の二次電池・燃料電池応用の可能性と課題について』
工学研究院 渡邉 正義、

16:40-17:00

今後について

17:30-19:00

懇親会

獨古

薫、

共同研究推進センター
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安田友洋
梅村鎭男

2.2

超寿命材料産学官研究会

（１）シンポジウム開催報告
平成 23 年度、計二回の研究会を開催した。初年度であるため本拠点発足の目的、本学の有する研究成
果の公開・周知を第一の目的とし、参加者との交流の深化を念頭におきつつ実施した。第一回は大学に
おける研究の概要についての紹介を基本とし、第二回ではより詳細な研究内容を提示して、参加者の理
解が深まるように配慮した。また、第一回、第二回共非公開を確約してアンケートを実施し、参加者の
関心の所在、関心の高さ、今後の展開に対する期待等についての情報を収集した。また、第二回の研究
会では研究の詳細紹介後、参加者により軽食をとりながら
の懇談会を実施、今後の進め方について率直な意見交換を
行うことができた。特に、金属材料の疲労特性の改善によ
る構造材料の長寿命化に対する産業界の関心の高さを確認
することができ一定の方向性が示されたと考えている。た
だし、産業界の関心はあくまで現在の課題が中心であり、
今後大学側からの具体的提案が重要であることも明確にな
った。今後は、ここで得られた情報を参考に、会員の参加
による研究活動および教育活動を企画・実行してゆく予定
である。
■ 第１回シンポジウム

プログラム

【参加者

日時

平成 23 年 8 月 30 日（火）

場所

横浜国立大学附属図書館メディアホール

13:00-13:10

４３名

うち学外

２８名（２３機関）】

13:00-17:00, 17:30-19:00（懇親会）

グリーンマテリアルイノベーション研究拠点の目指すところ
GMI 研究拠点長

13:10-13:20

超寿命材料産学官研究会：

國分

泰雄

福富

洋志

社会基盤材料の技術課題
研究会代表

13:40-14:00

参加者自己紹介

14:20-15:00

金属材料研究グループ紹介

工学研究院

梅澤

修

宏治・中尾

航

15:10-15:50

セラミックス材料研究グループ紹介

工学研究院

16:00-16:40

コンクリート研究グループ紹介

都市イノベーション研究院

16:50-17:00

洋志

グリーンマテリアルイノベーション研究拠点に期待するところ
理事・研究担当副学長

13:20-13:40

福富

今後に向けて

高橋

共同研究推進センター

17:30～19:00 懇親会
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細田
梅村鎭男

暁

■ 第 2 回研究会シンポジウムプログラム

【参加者

日時

平成 23 年１１月 30 日（火）

場所

横浜国立大学附属図書館会議室

13:00-13:10

４０名

うち学外２７名（１８機関）】

13:00-17:00,

17:30-18:30（懇談会）

開会あいさつ

研究会代表

13:10-13:40

結晶と組織の配向制御による材料の高性能化について

13:40-14:10

高強度化設計を阻害する高サイクル疲労破壊について考える

工学研究院

福富

洋志

福富

洋志

工学研究院

梅澤

修

工学研究院

長谷川

誠

中尾

航

14:10-14:30 コーティングの剥離抑制へのアプローチ
～熱遮蔽コーティングの超寿命化に向けて～
14:30-14:50

長繊維強化自己治癒セラミックスの開発
～マイクロガスタービンを実現する究極のセラミックス～

15:10-15:40

工学研究院

コンクリート構造物を長持ちさせるための構造・材料
都市イノベーション研究院

15:40-16:00

椿

達哉

表面吸水試験によるコンクリート構造物の長寿命化のシナリオ
都市イノベーション研究院

細田

暁

16:00～16:40 国際会議参加報告
（１） International conference on processing and manufacturing of advanced materials
（２） エコマテリアル国際会議における中国の動きなど

工学研究院

福富

洋志

工学研究院

梅澤

修

（３） 自己治癒材料国際会議（Third International Conference on Self-healing Materials）
工学研究院 中尾

航

（４） コンクリート構造物の補強・補修関連国際会議（Structural Faults & Repair）
都市イノベーション研究院
16:40-17:00 今後に向けて

共同研究推進センター

椿

達哉

梅村鎭男

17:30-18:30 懇談会
（２）国際会議報告
GMI 研究拠点では、関連する技術の国際的な動向を会員の皆様と共有するために、国際会議報告を適
時実施する計画である。平成２３年度は、第二回目の超寿命材料産学官研究会シンポジウムでは、最近
の国際会議に出席した教員により国際会議報告を実施した。事後アンケートでは、国際会議を今後も是
非続けてほしいという要望もあり、今後も継続してゆく予定である。
① International Conference on Processing and Manufacturing of Advanced Materials
工学研究院
会期

：2011 年 8 月 1 日－5 日

開催地

：カナダ

ケベック市

S1_ 6

福富洋志

もともとは加工熱処理という材料工学の中の限られた分野の国際会議であったが、日本の研究者の積
極的な参加もあって、現在は 25 分野、発表件数が 700 件(+ポスター300 件)を超える、材料系の国際会
議として最大級のものになった。10 のパラレルセッションで進行し、参加者数も 1000 名を超えている。
Al 合金や鉄鋼材料などの伝統的な材料工学分野分野に限らず、燃料電池、薄膜技術、バイオ材料、摩
擦撹拌接合などの新しい分野も独立したトピックスとして組み込まれている。
巨大化しても質を維持できるよう、各セッションにトピックコーディネーターが依頼され、invited
paper などを企画・手配する仕組みとなっている。小さな国際会議が多数同時に開かれているともいえる
国際会議である。
【集合組織分野の動向】
福富は集合組織分野で講演と座長を担当した。二日間で講演は計 30 件であった。Al 合金、鉄鋼材料、
ごく一部にセラミックスを対象とした、強ひずみ加工、異周速圧延、強ひずみ加工と異周速圧延の組み
合わせ効果、せん断変形による結晶回転を用いた集合組織の制御など、新しい集合組織の付与をさまざ
まな加工法で試みている研究が主流であった。

② エコマテリアル国際会議 ICEM10 （上海交通大学, 2011）
会期

梅澤

修

：2011 年 11 月 21 日~24 日

開催地：上海交通大学 Xujiahui キャンパス

エコマテリアル国際会議 ICEM10 は、鉄鋼の LCA、Al 合金や Mg 合金の高強度化およびリサイクル、
バイオマスの製品化の関する発表が多く見受けられた。また、最終日には、Baosteel Magnetic
Industry Co., Baosteel Baotian New Building Materials Co., Baosteel Co.（研究所, 薄板熱延
工場，原料ヤード）を見学した。いずれも世界最大級の生産量を誇り、機器は最新鋭かつ効率的な
レイアウトであり、大量生産の体制が整えられている。インフラ整備を主体とした内需への対応の
中、技術開発力を蓄積してきており、世界市場に向けた展開も加速している。
③ 第 3 回自己治癒材料国際会議

横浜国立大学大学院工学研究院

准教授

中尾

航

会期：2011 年 6 月 27 日-29 日
会場：The Assembly Rooms, Bath, UK
本会議は自己治癒材料を主題とした唯一の国際会議である．2 年に一度の頻度で開催され，今回が 3
回目となる．会場は，英国バースの The Assembly Rooms と呼ばれるホールであった．本会議は，母体
となる学会を持たず，独自の Scientific Commitee20 名の協議により運営されており，今回は英国ブリス
トル大学の Bond 教授及び豪国 CSIRO の Barley 教授が主催となっている．
会議は，King’s College London の Miowdonik 博士の自己治癒材料開発の工学的意義に関する Plenary
Lecture をはじめとして，計 107 件の学術講演がなされた．これらの講演を材料別に分類すると表 1 の
ようになる．プラスチック分野に学術講演が偏重している傾向はみられるが，多くの材料系で自己治癒
機能の発現が試みられていることが分かる．また，自己治癒エージェント（自己治癒機能を発現する化
学反応の反応物）の改善，改質に関する講演が数多く見られた．これは，自己治癒材料研究の現在の主
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流となっている．次回は，2013 年にベルギーの Ghent にて開催されることが決定した．
最後に，本会議への出張旅費として財団法人横浜工業会の学術研究の国際交流に関する事業より援助
頂きました．この場を借りて感謝致します．
④ 13th International Congress and Exhibition Structural Faults & Repair - 2010
都市イノベーション研究院

椿

龍哉

会期：2010 年 6 月 15 日-17 日
会場・開催地：スコットランド

エディンバラ市，Assembly Rooms

本会議は，土木・建築分野の構造物の欠陥と補修に関する研究を対象に限定し，ほぼ 2 年に 1 回の頻
度で開催されている国際会議である。第 13 回の第 1 テーマは「橋梁の検査，補修」（論文数 43），第 2
テーマは「コンクリート，複合材料」
（論文数 96），第 3 テーマは「れんが構造，建物，土木構造物」
（論
文数 81）であった。開催地の近くには，1890 年に完成したフォース鉄道橋（鋼カンチレバートラス橋）
があり，現在も供用中である。
第 1 テーマ「橋梁の検査，補修」ではコンクリート橋関連の研
究が全体の約半数を，第 2 テーマ「コンクリート，複合材料」，第
3 テーマ「れんが構造，建物，土木構造物」では，非破壊試験・
モニタリング関連の研究が各々全体の 4 分の 1 を占めていた。長
寿命化の方策として，写真のような FRP（繊維補強プラスチック）
補強材を用いたコンクリートアーチ橋の施工法が紹介されていた。
また，衝撃弾性波法による内部欠陥の検出方法，レーザーによる橋梁の 3 次元計測と維持管理，歴史遺
産的構造物の補修等，長寿命化に関連する研究発表があった。
（３）自己治癒材料に関するワークショップの共催
超寿命材料産官学研究会活動の一環として、日本機械学会材料加工部門と共催で本学において下記自
己治材料に関するワークショップを開催した
第 17 回アクティブマテリアルシステム研究会会合（自己治癒材料に関する講演会）
会期：2012 年 2 月 24 日
会場：横浜国立大学産学連携推進本部セミナー室
主催：日本機械学会機械材料・材料加工部門
共催：横浜国立大学 GMI 研究拠点
日本機械学会機械材料・材料加工部門のアクティブマテリアルシステム研究会との共催として，構造
用自己治癒材料研究を主題とした研究集会を開催した．講演者は，本 GMI 研究拠点の中尾，細田両名ほ
か国内から招聘した当該分野で活躍中の研究者 3 名の計 5 名である．
会議は，富山県立大学の真田准教授による自己治癒機能を有する CFRP に関する技術講演をはじめと
して，プラスチック材料，セラミックス材料およびコンクリート材料における自己治癒材料研究の紹介
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がなされた．また，各講演には，講演者を含む計 20 名の参加者により，活発な質疑応答がなされた．
講演会後は，横浜駅周辺で講演者を含む計 7 名にて懇親会を行い．今後の自己治癒材料研究の展望につ
いて議論を行い，盛会のなか終了した．
（４）X 線回折装置導入状況報告
① Ｘ線回折装置概要
導 入 し た 装 置 は 、（ 株 ） リ ガ ク 製 、 試 料 水 平 型 多 目 的 Ｘ 線 回 折 装 置 （ Ultima Ⅳ Protetus/
ODF/SM/PF/DX）であり、2011 年 12 月 20 日に横浜国立大学機器分析評価センター212-3 室に設置さ
れた。本装置は、粉末試料および金属、セラミックス材料を対象に結晶構造や集合組織、残留応力を測
定・解析するシステムである。
本装置は、Ｘ線発生装置部、ゴニオメータ部、光学系部、検出器部、試料ステージ部、制御解析部、
制御・解析ソフトウェア部、冷却水送水装置等から構成されている。Ｘ線発生装置部は封入管式Ｘ線発
生装置であり、定格管電圧を 20～50kV、定格管電流を 2～60mA の範囲で任意にＸ線強度を設定できる。
Cu, Mo, Cr の３種の管球を準備して、適切なＸ線波長を選択しての測定を可能にした。ゴニオメータ部
は試料水平型θ／θゴニオメータの方式であり、２θ／θおよび２θスキャン測定時に試料を常に水平
に保持した測定が可能である。2θの可動範囲は-3°～162°以上の範囲である。光学系部については、
集中法測定光学系および極点測定光学系の構築が可能である。極点測定光学系については、ODF 解析に
必要な定量性のある光学系（吸収補正及びディフォーカス補正が可能である）となっている。検出器に
ついては、シンチレーションカウンターおよび直接検出型半導体 1 次元検出器が、手動での載せ替えに
より利用可能である。シンチレーションカウンターについては、グラファイト（0002）湾曲結晶を使用
したカウンタモノクロメータを有しており、モノクロメータの結晶は回転機構を有し、90 度回転させる
ことで集中法光学系および平行ビーム光学系の切り替えができる。試料ステージ部については、粉末試
料のＸ線回折測定のための Bragg-Brentano 光学系に対応する標準試料台および極点測定用試料台を手
動で載せ替えることにより、それぞれの測定を可能としている。
② 講習会実施実績
・2012 年 1 月 10 日：粉末図形測定講習会（於 機器分析評価センター）
午後 2 時より 3 時間程度にわたって講習会が実施された。参加者は教職員、学生を含め 20 人程度で
あった。装置の起動、基本的な操作・解析方法および検出器と試料ステージの交換方法について講習
が行われた。
・2012 年 2 月 20 日：第 1 回集合組織測定講習会（於 機器分析評価センター）
午前 10 時より 6 時間にわたって講習会が実施された。参加者は 4 人であった。ＯＤＦ解析を中心と
した講義の後、実際の装置を用いての講習が行われた。
・2012 年 3 月 9 日：第 2 回

集合組織測定講習会（於 機器分析評価センター）

午前 10 時より 6 時間にわたって講習会が実施された。参加者：７人であった。LaboTex、TexTool、
Standard ODF 等の解析用ソフトウェアの実際の使用法および極点測定等について講習が行われた。
③ 稼働・利用実績
合計３回にわたる講習会の後、十分に使用方法をマスターした者を対象として、本格的な利用が開始
された。利用開始後１週間の間に３～４日程度、稼働している状況にある。主に集合組織の測定と解析
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に利用されている。本装置の使用ルールおよび簡易マニュアルの整備、さらには今期中の残留応力測
定・解析ソフトウェアの導入により、４月以降はより多くのユーザーを対象にできると思われる。

３．研究開発活動
GMI 研究拠点では大学の研究シーズの形成とその社会展開を目指し、産学連携・オープンイノベーシ
ョンを基盤として研究活動を実施してゆく。ここでは、今後の連携研究活動の出発点となる拠点各グル
ープの研究状況を紹介する。
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
①リチウム系二次電池の研究開発
リチウム系二次電池は大きなエネルギー密度から次世代のバッテリーとして注目を集めている。しか
しながら、製作時のエラーや誤使用などによる熱暴走事故が度々報告されており、自動車用電源など大
型バッテリーとして利用するために、安全性の改善が
叫ばれている。そのような背景のもと、難揮発性・難
燃性等の特徴を有するイオン液体を溶媒とし、リチウ
ム塩を添加した電解液の開発が盛んに行われている。

O

or

O

O

O

tetraglyme (G4)

O

+
O

O

O

O

triglyme (G3)

O
O
F3C S N- S CF3
O
O
Li +

LiTFSA

しかしながら、リチウム塩をイオン液体に添加した場
合、添加量を多くするほど電解液の粘度が上がり、リ

[Li(G4)1][TFSA]

or [Li(G3)1][TFSA]

チウムイオンの伝導度が低下してしまうという問題点 図１ リチウムイオンをカチオン構造に有するリ
チウムイオン液体．glyme 類を LiTFSA を反応させ
がある。そこで、当研究室ではイオン液体にリチウム
ると，Li+に配位して錯カチオンを形成する．
塩を溶解するのではなく、リチウムイオンをカチオン
構造に有するイオン液体に着目している。これまで、
グライム類（triglyme、tetraglyme）をリチウムカチオ
ンに配位させた錯イオンをカチオンとするイオン液体
（グライム錯体型リチウムイオン液体）が、3 mol L-1
程度の高いリチウムイオン濃度と、良好なイオン伝導
度、さらに、0.5 を超えるリチウムイオン輸率を示すこ
とを見出している。
本年度はこのグライム錯体型リチウムイオン液体の 図２ グライム錯体型リチウムイオン液体の構造
(左)，Li+への配位前後における HOMO 準位の ab
リチウムイオン系二次電池への適用をさらに推し進め
initio 計算結果(右上)，およびリチウムイオン電
るために、リチウムイオン伝導機構及び電極反応機構 池放電時におけるリチウムイオンの拡散モデル
の解析を行い、以下の結果を得た。(1) グライム類は (右下)． J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 13121.
Graphical abstract から転載．
リチウムイオンに配位することにより HOMO 準位が
低下し、酸化安定性が向上する。その結果、これまでエーテル系溶媒を用いることができなかった、4 V
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級正極を用いた系に適用可能である。(2) グライム類とリチウムイオンは強く相互作用しており、バルク
中では錯構造を保つため、優れた熱安定性（熱分解温度 > 200 °C）を示す。(3) 一方、電解液として用い
た際には、放電反応により正極側でリチウムイオンが消費され、フリーなグライムが生成すると、隣接
するグライム錯体型リチウムイオン液体からリチウムイオンが伝搬する拡散が次々と起こり、分極によ
る起電力の低下を防いでいる。(4) 安価で大きなエネルギー密度が期待できる硫黄正極を用いた場合、放
電時の生成物である多硫化リチウム（LiSn）の溶出が大きな問題であるが、グライム錯体型イオン液体中
では溶出が抑制される。
以上の結果は、これまで学術雑誌に３報報告しており、今後も続報を報告していく予定である。
②無加湿燃料電池
燃料電池が無加湿、かつ 100 °C 以上の中温域で作動可能であれば、
加湿装置が不要になり、ラジエータの冷却効率が向上する。また、
排熱の有効利用が可能となり、さらに白金電極触媒の活性向上や
CO2 による被毒の抑制が見込めるため、発電システムの簡素化、白
金使用量の低下、およびエネルギー利用効率の向上が期待できる。
本研究室では、化学構造に活性なプロトンを有するプロトン性イオ
ン液体に着目し、無加湿中温作動型燃料電池への応用を目指してい
る。
プロトン性イオン液体は一般的に Brønsted 酸及び Brønsted 塩基の
中和反応で調製され、その組み合わせは無数に考えられる。本研究
室ではこれまで 100 種類以上のプロトン性イオン液体を調製し、物
性 評 価 を 行 っ て き た 。 そ の 結 果 、 diethylmethylammonium
trifluoromethanesulfonate ([dema][TfO])という非常に単純なプロトン 図３ [dema][TfO]と SPI の化学構造
性イオン液体が優れたバルク物性（熱分解温度（Td）= 360 °C、融 (上)，複合膜の写真(中)，および無加
点（Tm）= −6 °C、150 °C 無加湿におけるイオン伝導度（）= 55 mS 湿発電セル(下)．高分子 2010 年 3 月
号 hot topics から転載．
cm-1）に加え、良好な電極反応活性（150 °C 無水状態における開放
起電圧=1.03 V）を示すことを見出している。さらに、アンモニウム型としたスルホン酸化ポリイミドを
マトリックスポリマーとして用いることにより、75wt%もの[dema][TfO]を含有し、かつ優れた機械強度
と柔軟性、イオン伝導性を有する複合膜を作製することに成功した。この複合膜を用いた 120 °C 無加湿
における H2/O2 燃料電池発電試験において 250 mA cm-2 の電流を取り出すことに成功している。
本年度は、新規プロトン性イオン液体、複合膜、および無加湿燃料電池発電の検討を行い、以下の結果
を得た。
(1) 原料となる Brønsted 酸と Brønsted 塩基の pKa の差(pKa)が 15 以上となる組み合わせでは、実際にイ
オン伝導に寄与できるイオンの割合が 0.5 以上となり、高いイオン伝導を示す。また、300 °C 以上の熱分
解温度を示し、優れた熱安定性を有する。(図４)
(2) 特に、有機強塩基として知られる DBU と超強酸である trifluoromethanesulfonic acid (TfOH)及び
bis(trifluoromethanesulfonyamide (HTFSI)を反応させて得られるプロトン性イオン液体は 400 °C 以上の熱分
解温度を示し、非プロトン性イオン液体に匹敵する熱安定性を有する。
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(3) マトリックスポリマーとして用いる SPI の構造を側鎖型、
マルチブロック型等とすることにより、複合膜のイオン伝導度
を大きく向上させることができる。
(4) 現時点での無加湿発電特性は、MEA の作製条件に大きく依
存しており、従来の触媒層および複合膜の組み合わせでも、
120 °C 無加湿で最大 500 mA cm-2 の電流値を得ることができた。
本年度の成果は、学術雑誌に３報掲載されている。今後も続
報を出していく予定である。

図４ 等温 TG 測定における重量減少、及
び，イオン伝導の・pKa 依存性．・pKa>15
以上では優れた熱安定性とイオン伝導性
を示すようになる． Phys. Chem. Chem.
Phys. 2012 web-published. [DOI:
10.1039 /c2cp00007e]から転載．

（２）ポーラス材料研究グループ
（ポーラスカーボン系ナノ負極の研究開発）

近年、メソポーラスシリカを鋳型としてメソポーラスカーボンの合成が盛んに行われ、新たな規則性
多孔体材料として注目されるようになった。メソポーラスカーボンは均一な大きさのメソ細孔を有して
おり、その構造規則性も非常に高い。このため、細孔内に分子やイオンを取り込むことが可能であり、
またそれらの拡散性にも優れていると考えられる。
本研究では、鋳型となるメソポーラスシリカとして、一次元方向に規則性メソ孔をもつ SBA-15 およ
びケージ同士が三次元的につながってメソ孔を形成している KIT-5 の 2 種を取り上げた。また炭素源に
は、含酸素量の多いスクロースと、比較的含酸素量の少ないフルフリルアルコールをそれぞれ用いた。
スクロースを炭素源とした場合には次の手順でカーボンレプリカを調製した。まずメソポーラスシリカ
をスクロースの硫酸溶液に浸し、100 ºC、次いで 160 ºC で加熱乾燥を行った。その後、同様の含浸・乾
燥操作をもう一度行った。得られた固体試料を電気炉に入れて減圧下 950 ºC で炭化し、次いでフッ酸で
鋳型のシリカを除去することでカーボンレプリカを得た。
SBA-15 を出発としたものを CMK-3suc、KIT-5
由来のものを CNCsuc と呼ぶ。
一方、フルフリルアルコールを炭素源とした場合には以下の手順で調製した。まずメソポーラスシリ
カをシュウ酸のフルフリルアルコール溶液に浸し、90 ºC で 3 日間常圧加熱した。得られた固体試料に対
して先に述べた炭化処理およびシリカ除去処理を行い、カーボンレプリカを得た。SBA-15 を出発とした
ものを CMK-3fur、KIT-5 由来のものを CNCfur と呼ぶ。XRD パターンから SBA-15 および KIT-5 の規
則構造を転写したカーボンが得られていることを確認した。
窒素吸脱着測定より、比表面積、メソ孔容積およびメソ孔径を求めた。いずれのカーボンレプリカも非
常に高い比表面積およびメソ孔容積を有していた。特に CNCsuc では，開発目標に掲げた細孔容積 1.8
cm3 g-1，比表面積 1800 cm3 g-1 に匹敵する値を示した（表１）。また，CMK-3 と CNC のいずれでも、
スクロースを炭素源とした場合の方がフルフリルアルコールを炭素源とした場合よりも、高い比表面
積・メソ孔容積が得られており、スクロースを炭素源としたカーボンレプリカでは、メソ孔壁を構成す
るカーボンが疎な構造である可能性が考えられる。
合成したメソポーラスカーボンの定電流充放電試験を行った結果を図１に示す。炭素源によらず、
CMK-3 および CNC は、グラファイトの理論容量である 372 mA h g-1 よりも高い放電容量を示すことが
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わかった。高い比表面積をもつ CNC が CMK-3 と比較して非常に大きな放電容量を示した。とくに
CNCsuc では初期の放電容量は 1600 mA h g-1 と非常に高く、またサイクル数の増加とともに放電容量が
減少するものの 1200 mA h g-1 以上の高い値を維持していた。CNCfur は CNCsuc よりもわずかに劣る
が、やはり 1000 mA h g-1 以上の高い放電容量を示した。これら CNC では、目標値の 800 mA h g-1 を大
きく上回っており、CNC はリチウム二次電池の負極材料として高いポテンシャルをもっていることがわ
かった。

表１

各種メソポーラスカーボンの細孔構造デ

ータ
試料

メソ孔
径

比表面積
／m2

g-1

メソ孔容積
／cm3 g-1

／nm
CNCsuc

3.0

1760

2.02

CNCfur

3.7

1257

1.64

CMK-3suc

3.0

1509

1.11

CMK-3fur

3.0

933

0.69

図１ メソポーラスカーボンの定電流充放
電サイクル試験の結果。対極：Li 金属、電
解液：1 mol kg-1 LiPF6／EC＋DMC (1:1
v/v ) 溶液、電流密度：100 mA g-1．

（３）電極触媒研究グループ
再生可能エネルギーを最大限に活用して低炭素化を図ったエネルギー基盤を支える技術を確立するた
めにはエネルギーの貯蔵や輸送の媒体となる化学物質と電力のエネルギー変換技術の確立が必要である。
燃料電池/水電解技術は電力と水素のエネルギー変換技術であり、持続的成長が可能な水素エネルギー社
会を構築するためには必須の技術である。
燃料電池並びに水電解に関わる電極触媒に関する研究として、4、5 族遷移金属酸化物系の白金に代わ
る燃料電池用の酸素還元用触媒の開発、固体高分子形燃料電池用カソード材料である白金担持カーボン
触媒の劣化機構に関わる研究、プロトン性イオン液体を用いた中温無加湿燃料電池の電極触媒構造なら
びにイオン液体と固体酸の相互作用に関する研究、水電解用の酸素発生用電極の電解質と触媒能や劣化
に関わる研究などを実施した。
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 4、5 族遷移金属酸化物系材料が酸素還元触媒能を有する材料であることを

明らかにしてきた。今年度はこれらの材料の構造解析をすすめて酸素欠損が活性点として作用している
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可能性が高く、酸素欠損の密度を高くするためには炭素及び窒素を含む材料を酸化することが有効であ
ることを明らかにした。また、触媒の微細化のために、微細な炭窒化物を部分酸化して調製する方法、
フタロシアニン系前駆体溶を用いて炭素担体に高分散する手法を開発し、触媒活性が 10 倍以上向上した。
また、白金担持カーボン触媒は電位が高いほど劣化するため、燃料電池カソードの無負荷の状態では劣
化が激しいのに対して Ta 酸化物系触媒は無負荷の状態が最も安定で実用の電位範囲では Pt/C と同等以
上の安定性を持つ可能性があることを明らかにした。
固体高分子形燃料電池のカソード材料である白金担持カーボン触媒の白金量低減の基礎研究としての
劣化機構に関わる研究では、白金の消耗が激しい上限電位が高く、また下限電位が 0.6V 付近での電位サ
イクルの条件で最も白金の粒成長が激しいこと、微細粒子は表面エネルギーが大きいため溶解反応速度
が大きく、析出反応速度は表面エネルギーが小さい大径粒子の方が大きいと考えると、特に初期に有効
表面積の低下速度が大きい挙動が説明できることを定量的に明らかにした。
プロトン性イオン液体を用いた中温無加湿燃料電池の研究では、電極触媒にもイオン液体と高分子の
複合体であるイオンゲルでイオン伝導性を付与した方がイオン液体と触媒のみからなる構造よりも安定
した性能が得られること、SiO2 等の比較的弱い固体酸ではイオン液体と固体酸の相互作用によりイオン
伝導度が向上する可能性があることを明らかにした。
経時的に変動が大きい再生可能エネルギーを用いて水素を製造するための水電解用の酸素発生用電極
に関わる研究として、アルカリ水電解の電解質のアルカリ金属の種類とニッケル電極上での酸素発生触
媒能や電位変動がある条件での劣化の関連性について検討した。アルカリ水電解の電解質として通常用
いられている水酸化カリウムは水酸化ナトリウムと比べて酸素発生触媒能の温度依存性が大きく、温度
が低くなると水酸化ナトリウムと比較して酸素発生触媒活性が低下が大きいことが分かった。また、電
位サイクルの条件ではニッケルの腐食が加速され、電解質の種類により腐食の形態が大きく異なるため、
再生可能エネルギーを用いる電位変動が激しい状態で使用するためには電解質の種類も考慮した新たな
材料開発が必要であることがわかった。
（４）クリーンエネルギー材料関係


民間企業

共同研究・受託研究
奨学寄付金



官公庁

競争的外部資金

平成２３年度共同研究、競争的外部資金
24 件
2件
19 件
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3.2

超寿命材料研究会

（１）金属材料研究グループの研究
① 高温加工による固溶体合金の配向制御法の開発
高温では、粒界移動、再結晶、転位の運動様式の変化など、
多様な現象が高温変形中に生ずる。本研究では、転位がコッ
トレル雰囲気の作用によりサブグレインを形成し難い条件
で加工することによって蓄積エネルギーの結晶方位依存性
を高め、特定方位の結晶粒を優先的に成長させることによっ
て、結晶配向を制御する手法を見出すことを目的としている。
研究対象は Fe-3.0mass%Si 合金である。この合金は電磁
鋼板として知られ、モーターのステーター材料としてその特
性を最大限まで活用するために、{001}繊維集合組織の付与
技術の実現が期待されている。本研究室では、Al-Mg 系固
溶体合金に関するこれまでの研究成果を基に変形条件を選

図 1 高温単軸圧縮加工した試料について
調べた{001}極点図の一例

定して本合金に高温単軸圧縮加工を施し、図 1 に示すように
圧縮面を投影面とする{001}正極点図の中心部分での極密度が平均極密度の 30 倍以上に達する{001}繊維
集合組織を形成させることができることを見出した。今後は、集合組織の形成機構を明らかにしてより
高度に配向が制御された電磁鋼板を製造する技術を開発する。
② 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。
転動疲労の研究（NEDO プロジェクト）では、き裂形成機構のモデル化を導き、軸疲労などとの統一
的理解を提示した。多結晶体における極微小塑性変形領域での疲労変形は、局所的内部応力場を形成す
ることが不可避であり、結晶組織に依存したき裂形成に至る。結晶塑性理論に基づく単純モデルを用い
て、HCP および FCC の平面すべり形態で生じる内部応力場を検証し、実験結果との整合性を示した。
また、高強度鋼板などの成形において問題となる加工硬化挙動について、その場中性子回折によるバル
ク材の変形にともなう応力場測定を用い、相応力（異なる相間）および粒応力（同一相内の結晶方位依
存性）によるマクロな内部応力場の形成を実験的に示した。さらに、微粒子ピーニング技術と急速加熱
冷却熱処理を用いて Ti 表面の改質を行い、表面硬化と疲労特性の評価を行った。通常の酸化処理などに
よる表面コーティングでは、化合物層を基材表面に形成する。両者の間には応力集中が生じ、硬質の化
合物層に割れが生じる。開発手法による表面改質層は、厚さが数 10m と薄く、連続的な組織変化で構
成されており、耐摩耗性と疲労特性とをバランスさせるプロセスとして期待できる。
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③

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、Ni 基超合金上に耐食性を有
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
として、定量的な剥離評価に基づいて、BC 層の組織制御による界面剥離進展を抑制する手法の確立を目
指している。
TBCs では、使用中に Al2O3 酸化物(TGO)層が TC/BC 界面に生成し、TGO 層の成長により残留応力が
増大するため、TGO/BC 界面で剥離が発生する。その後、剥離が進展し、最終的に TC 層が脱落して寿
命を迎える。本研究室では、セラミックス／金属界面を有する材料系における剥離進展を抑制する手法
として、金属の降伏応力を低下させることで、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。モデルケースとして Al2O3 と Cu との界
面において剥離進展時の力学特性を調べた結果、Cu の降伏応力が約 50％低下すると界面剥離ひずみエ
ネルギー解放率i が～50 から～200J/m2 へと向上し、金属の塑性変形によって界面の剥離進展を抑制で
きることを実験的に明らかにしている。今後は TBCs へ適用し、熱処理により BC 層を組織制御するこ
とで、TBCs における TGO/BC 界面での剥離進展を抑制する、長寿命化した TBCs を実現する。
（２）セラミックス研究グループ
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．図 1 に示
すようなロードマップに従い，以下の研究を行った．
第⼀世代⾃⼰治癒セラミックス
 メカニズム

 検討項⽬

O2

SiO2
• ⾃⼰治癒の有効温度範囲，酸素分圧の決定
• ⾃⼰治癒可能な⽋陥⼨法の決定
•治癒部の⾼温強度の評価
• 疲労強度特性の評価
•熱衝撃破壊への有⽤性評価

き裂治癒

⾃⼰治癒の⾼機能化
第⼆世代⾃⼰治癒セラミックス
 ⾃⼰治癒エージェントの改質，変更
• 炭化ケイ素のナノ粒⼦化による⾃⼰治癒有効範囲の拡⼤
• 新規⾃⼰治癒エージェントの探索
⾃⼰治癒機能と他機能との融合
第三世代⾃⼰治癒セラミックス
 ⾃⼰治癒の局在化
• ⾃⼰治癒機能と⻑繊維強化の融合による異物衝突損傷耐性の改善

ショットピーニング
電⼦線照射

信頼性評価及び実⽤化研究
き裂治癒＋複合表⾯改質の開発
•⾃⼰治癒+ショットピーニングによる転動疲労改善⼿法の確⽴
•⾃⼰治癒+ショットピーニングによる稼働中の信頼性向上
•⾃⼰治癒+電⼦線照射による傾斜機能セラミックスの開発
⾃⼰治癒を利⽤した新加⼯プロセスの提案

図1

⾃⼰治癒セラミックス開発・評価のロードマップ

S1_ 16

①

新規自己治癒エージェントの探索

自己治癒エージェントとは，自己治癒機能を誘発する化学反応の反応物である．自己治癒エージェント
として必要な特性を，母材中での熱力学的安定性，高温酸化挙動および生成酸化物と母材との親和性の
観点から選定を行った．その結果，アルミナおよびムライトを母材とするセラミックスにおいて，Fe2Al5
合金および TiSi2 合金が最適な自己治癒エージェントであることが分かった．また，これらの自己治癒エ
ージェントは，それぞれ，600oC および 800oC から自己治癒が可能であることが分かった．これは，既
存の自己治癒セラミックスの自己治癒発現下限温度が 1000oC であることを考えると，極めて低温度域か
ら自己治癒を発現するセラミックスの開発に成功した．
②

自己治癒機能と長繊維強化機構を組み合わせた新規複合材料の開発

新開発材料は，アルミナ長繊維表面に自己治癒エージェントとなる炭化ケイ素界面層を配置し，アルミ
ナ母材を充填した構造を有している．本開発材料は，過大負荷によってき裂が進展すると炭化ケイ素界
面層へ主き裂が分岐しその分岐き裂面間で摩擦が発生することで，大きな破壊抵抗を示す．これは，既
存の自己治癒セラミックスには無かった特徴であり，本開発材料は，過大負荷によって発生したき裂を
自己治癒することが可能な初めてのセラミックスである．さらに，治癒対象であるき裂を自己治癒エー
ジェントへ引き込むことで既存粒子分散型自己治癒セラミックスに比べ，高速にき裂を自己治癒可能で
あることが分かった．
③ 複合表面改質：自己治癒+ショットピーニングの開発
タービン静翼やベアリング等に応用が期待される自己治癒セラミックスの信頼性を確保するために，自
己治癒とショットピーニングを組み合わせた新規複合表面改質手法の開発を行った．本手法を適用した
Si3N4/SiC（SiC:自己治癒エージェント）複合材は，使用環境を模擬した温度=1100oC，負荷応力=400MPa
の過酷な条件においても，予め導入した表面長さ 100m のき裂を 5h で完全に治癒可能であった．これ
は自己治癒機能によりき裂が稼働中に治癒できることに加え，ショットピーニングにより導入した圧縮
残留応力の働きにより，き裂の進展・破壊が抑制された結果である．一方で，本研究で模擬した条件は，
例えば，最新鋭ガスタービンの静翼の使用条件，メタル温度<1100oC，負荷応力≈137MPa に比べても非
常に厳しい環境である．従って，本複合表面改質手法は，セラミックスの稼働中の信頼性向上及びその
実用化に対し，極めて有用であると結論づけられる．

（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行った。
① 上水道施設の効率的な耐震補強工法の開発
配水池等施設の長寿命化に関連する耐震補強工事に用いられるコンクリート増厚（増し打ち）工法の
効率化（工事の簡素化，工期の短縮）のため，新旧コンクリートの接合方法及びせん断補強の代替工法
を検討することを目的として横浜市水道局と共同研究を行った。新たに考案した有孔金属板を用いた新
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旧コンクリートの接合方法の検証のための載荷実験を行い，既存工法との比較から，施工箇所の大幅な
削減，耐力の向上，変形とひび割れ幅の減少が確認された（特許出願中）。

図１

供試体の載荷実験

② 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）を開発した。自動計測システム
も構築した。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。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 供試体の載荷実験
③ 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
表面吸水試験（SWAT）を用いて，コンクリート電柱のコンクリートの劣化の程度を評価できる可能性
を見出した。ケイ酸塩系の表面含浸材を用いて，劣化したコンクリートの補修する工法を提案した。
（４）超寿命材料関係


民間企業



官公庁

平成 23 年度

共同研究、競争的外部資金

共同研究
奨学寄付金
競争的外部資金
共同研究

7件
3件
18 件
2件

４．教育活動
GMI 研究拠点はグローバルな研究拠点として新しい教育の仕組みを試行する場とも位置付けており、
特に最近問題視されている学生の内向き志向を打開する試みとして、海外との交流に力を入れている。
平成 23 年度は、海外の大学と連携してのサマースクールおよび PEG プログラムを活用しての大学院学
生の海外インターンシップを実施した。
また、企業の人材育成という観点から、従来の共同研究の枠とは別に、もっと自由に企業の技術者が
大学で種々の研修を行う機会を得られるよう、特別研修員制度の検討を行った。
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4.1

サマースクール
4th International Summer School on Advanced Studies of Polymer Electrolyte Fuel Cells

平成 23 年 9 月 5 日から 9 日の 5 日間で 4th International Summer School on Advanced Studies of
Polymer Electrolyte Fuel Cells を開催した。本サマースクールはグラーツ工科大(オーストリア)と共同
でグラーツ工科大と横浜国立大で交互に開催しており、本年度は横浜での開催であった。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。年度初めの学生募集の時点では震災の影響から海外からの参加者が得られるかどうか心配
であったが、講師 7 名(オーストリア、イタリア、ドイツ、日本)、受講者 21 名(オーストリア、デンマー
ク、スロベニア、日本(マレーシアからの留学生を含む))で無事開催することができた。
初日及び 2 日目の午前中は燃料電池の基礎及びグリーン水素に関する講義、午後は JX 日鉱日石エネル
ギー研究開発本部中央技術研究所にて家庭用燃料電池や水素の製造や貯蔵に関する研究開発状況を見学
した。3 日目は水素製造に関する講義の後、第 2 回インターナショナルワークショップとして一般の聴講
者も受け入れてグラーツ工科大及び CNR-ITAE(イタリア)での燃料電池や水素に関わる最先端の講演会
ならびに学生のポスターセッション(14 件)を行い、活発な討論があった。ポスターセッションの後、懇
親会を行い、夜遅くまで懇親を深めた。4 日目は燃料電池の膜‐電極接合体の作製法、試験法、物質移動
などの実践的な講義を行った。最終日は日本語の取り扱い説明書を日本人学生が翻訳して指示を出して
海外からの学生が燃料電池を組み立てる形式で燃料電池を組み立てて発電試験を行った後、修了証書を
授与してサマースクールを終えた。サマースクールを通じて講師同士、講師と受講生、また受講生同士
の様々な情報交換があり、有意義な一週間であった。

講師及び受講者

4.2

燃料電池の発電実験

海外インターンシップ（PED プログラムの開発）
PED プログラムの開発を指向し、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

大学院学生３人を海外に派遣した。
（１）ノースカロライナ州立大学（米国）
渡邉・獨古研究室 博士課程後期二年 吉田和生
期 間

2011 年 11 月 1 日～1 月 29 日

派遣先

ノースカロライナ州立大学、Henderson 研究室
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ノースカロライナ州はアメリカ東海岸の南方に位置し、気
候は日本とほぼ同じであるために非常に過ごしやすい環境で
あった。ノースカロライナにはリサーチ・トライアングルと
いうアメリカ国内でも最大規模を誇る学術都市圏が広がり、
その名が示す通り、ノースカロライナ州立大学・ノースカロ
ライナ大学チャペルヒル校・デューク大学の三校が形成する
トライアングル地帯に大小様々な民間企業が研究拠点を置い
ており。研究をするには打って付けの環境だと言える。
Henderson 研究室がある建物．大学の設立 100
周年を記念して造られたセンテニアルキャン
1600 km2 であり、キャンパス内を無料のシャトルバスが 10 系 パス内にある．
統以上も走っており、横浜国大とのスケールの違いに圧倒さ

ノースカロライナ州立大学は学生数が約 25000 人、広さが

れた。それに対して、Henderson 研の学生数は 10 人程度、実験装置はと言うとラマン分光装置（1 台）と
示差走査熱量測定（DSC）装置（3 台）のみであり、自分の研究室の規模よりも遥かに小さいものであっ
た。10 人でその装置環境であるため、毎日が装置の取り合いであった。事前に装置の予約をするものの
それだけでは足りないので、空いた時間が少しでもあれば、DSC 測定とラマン測定のどちらかを行なっ
た。また、日本での自分のスタイルと一番違った点は、個別ディスカッションが多かったことである。
先生が学生の居室に頻繁にやって来ては、
『ディスカッションしたい？』と学生に聞いて回っていた。2、
3 週間に一回のペースでディスカッションをさせていただき有益な助言を頂くことができた。
海外で生活して感じたことの一つに、日本の文化や政治について説明を求められる機会が多いという
ことが挙げられる。些細な言動に対することから、寿司などの
食文化、更には今の日本の総理大臣はどんな人とも聞かれた。
自分の拙い英語のせいで、伝えたい事が相手に伝えられないと
いう歯がゆさもあったが、それよりは自分が日本のことについ
て知らなさすぎるということを痛感した。日頃から日本の雑学
や正しい情報を調べ、知識を蓄えることを心がけるようになっ
た。
さて、帰国した際に研究室のメンバーに『ビッグになって帰
ってきたね』というお言葉を頂いた。内面的な事であるのか、

フェアウェルパーティーでの一コマ．後列右
から二人目が Dr. Henderson．後列右端が筆
か…。真偽は定かではないが、前者であることを信じて、ここ 者．

はたまたアメリカで栄養価の高い食事をとってきたからなの

で身につけたことを少しでも研究室生活に還元していければと思う。
最後に、この海外インターンシップの機会を与えてくれた GMI 研究拠点に感謝する。
（２）チェコ金属物理研究所（チェコ）
福富研究室
派遣先

チェコ共和国ブルノ市

チェコ金属物理研究所

期 間

平成 23 年 11 月 21 日～12 月 14 日
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大学院博士課程前期 1 年

破壊部門

Ivo Dlouhy 研究室

芳賀英樹

昨年度から TiAl 金属間化合物の組織制御及び破壊靭性評価をテーマに共同研究をさせて頂いている
Dlouhy 教授の研究室で、破壊靭性評価法の詳細な情報を得ること、また研究の進捗報告や今後の予定に
ついて話し合うことを目的としてインターンシップをさせて頂きました。技官の方に試料片作製から測
定、評価方法まで丁寧に指導して頂き、靭性評価法について習熟することができました。この情報を元
に、靭性評価を私の研究室で行うことができるようにするつもりです。さらに進捗報告を行い、破壊力
学の専門である Dlouhy 教授から破面観察に対する考察を頂き、材料組織のミクロの視点と合わせて議論
を進めることができました。今後の実験計画も立てることもできましたので、この成果をもとにさらな
る実験、考察を行い、論文作成の準備に取り掛かっているところです。
また他の研究室の先生方も時間を設けて下さり、研究内容や実験装置を紹介して頂きました。
超伝導やスモールパンチ試験など今まで勉強したことがない分野の研究でしたので、大変興味深く感じ
ましたし、私の拙い質問についても真剣に回答して頂きました。私の研究に対する意識が研究室や専門
分野に集中しがちだったことに気づき、視野を広く持って様々な分野の知識を吸収することも今後の成
長のために必要だと感じました。
生活面では、学生や教授同士の横のつながりが強いことが印象的でした。研究所となると扱う内容の
専門性が増すため、研究が小さなグループで行うのではないかと思っていましたが、実際には全体ミー
ティングを定期的に行ったり、食事を一緒にとるようにするなどして対話の機会を多く設けていました。
私も何度も同席させて頂き、研究の事だけでなく、チェコの文化や食事、趣味のことなども話すことが
できて、大変有意義な時間となりました。
その中で、将来の進路、特に研究者を志望しているのかと尋ねられました。私は、博士課程前期終了
後は企業への就職を漠然と考えておりましたが、なぜ企業を選択するのかということを十分に考えてい
ないことに気が付きました。研究のやり方や考え方などは企業、大学、研究所とそれぞれ違うでしょう
し、何を学びたいのか、どうなりたいのかといったことも明確ではありませんでしたので、先生や先輩
だけでなく、企業で研究職を行っている方にもお話を伺い、将来について考えていきたいと思いました。
また、この共同研究をきっかけに私は海外で通用する技術者、研究者になりたいといった思いがあっ
たので、このインターンシップは貴重な体験となりました。実際に海外に行き、生活や仕事をしたこと
で現在の語学力や仕事のスキルなどといったことを把握することが出来ましたし、会議や講義などとい
った厳密性が求められる場面では語学力がまだまだ十分ではなく、今後も努力を継続しなければならな
いと改めて実感しました。
一方で、言葉以上に大切なことを学ぶことができました。それは、自ら学ぶ姿勢や積極的に発言する
ことの重要性です。既存のコミュニティに入ることは、日本でも大変ですが海外となるとそれはさらに
顕著になります。ですから、とにかく自発的にコミュニケーションをとるように心掛けました。研究所
の方は、英語が堪能な方ばかりで発音や文法の間違いにも寛容な方ばかりでしたので失敗を恐れず発言
するように心掛け、その都度間違いを修正して頂けましたので常に何かを学ぶ姿勢を持ち続けました。
Dlouhy 教授も英語を勉強するためにも学生同士の余暇を奨励してくださったので研究だけでなく、観光
や食事にと毎日精一杯楽しみ、充実した日々を過ごしました。こういった積極性は日本にいてもとても
大切なことだと思いますし、今後も新たな環境に飛び込むことを恐れず、常に前向きに行動したいと考
えています。
最後に、このような貴重な機会をくださった皆様に感謝致します。
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（３）オストラバ工科大学（チェコ）
梅澤研究室

博士課程前期１年

堀

創介

派遣先：Prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc.
Faculty of Metallurgy and Materials Engineering
VŠB–Technical University of Ostrava （チェコ共和国）
期間： 2011 年 11 月 29 日から 2011 年 12 月 19 日
ショットピーニングと呼ばれる表面処理をしたチタン合金の研究を行っており、組織の硬さを測定す
ることは材料の特性を評価する上で重要である。そこで、先方研究室にてナノ硬さ試験を行った。これ
によって、一般的な硬さ試験より微小な領域の硬さを測定するができ、各結晶粒の硬さを測定すること
が可能になり、試料表面からの深さに従う、硬さの変化を測定することができた。一例として図１に、
ハイスを表面に添加し、各温度で一時間熱処理を行った試料のナノ硬さ試験結果を示す。すべての試料
で表層の硬化が観察された。
また走査型電子顕微鏡を用いて、表面処理によって添加された元素の分布を調べた。これによって、添
加された元素の拡散状況を知ることができ、添加元素が及ぼす組織改質への影響と、固溶強化が及ぼす硬
さへの影響を考察する事に繋がった。図２にハイスピーニング材における Fe の元素分布の結果を示す。
熱処理温度を上げていくと表層に添加された Fe の微粒子の拡散が進行し、表層の Fe の量が減り、
20～60m
の深さまで Fe が現れることがわかった。

図１ ハイスピーニング材のナノ硬さ試験結果

図２ ハイスピーニング材における Fe の元素分析結果

4.3 特別研修員制度
企業の人材を大学が一定期間受け入れて育成する仕組みとして、現在活用されているのはほとんどが
共同研究を前提にした共同研究員および研究生の制度であるが、それぞれに種々の制約があり、短期間
に特定の目的で企業の人材が大学に籍を置いて技術を身につけるにはあまり適しているとは言えない。
すでに、本学には受託研修員制度があり、研修開始のタイミングや期間、費用に大きな制約なく企業の
技術者の受け入れが可能である。GMI 研究拠点としては、産学連携研究を通してより高いレベルでの企
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業人材の育成に寄与するため、今後はこの現在あまり活用されていない受託研修員制度を博士の学位を
有する企業人材を対象として積極的に活用することにより、産学連携による企業人材の高いレベルでの
育成に貢献してゆきたいと考えている。
今後は平成２４年度から開始される予定の共同研究講座とも連携し、本研修制度を企業の方に積極的に
活用していただけるよう、種々の機会に広報活動も行ってゆく。

5．研究シーズの紹介活動
上記の産官学研究会のシンポジウムにおける研究シーズの紹介の他、包括連携先企業への GMI 研究拠
点および関連する研究の紹介、またテクニカルショーヨコハマ 2012 での展示による研究紹介を実施した。
テクニカルショーヨコハマ 2012（2012 年２月１日～３
日）では、下記３件の展示をおこない、ブースを訪れた多
くの企業関係者と名刺交換・意見交換を行った。
(1)「グリーンマテリアルイノベーション（GMI）研究拠点
の紹介」
(2)「高空隙率セメント系材料の衝撃吸収材としての利用」
（椿

達哉教授）

(3) 「ショットピーニングと自己き裂治癒を応用したセラ
ミックスの強度と靭性の向上」（高橋宏治教授）

【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。
http://www.crd.ynu.ac.jp/crd/gmi/


ＧＭＩ研究拠点のロゴについて

本年度 GMI 研究拠点の発足にあたり、ロゴを制定した。（右図）
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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グリーンマテリアルイノベーション（ＧＭＩ）研究拠点
平成２４年度 活動報告

平成 25 年３月

横浜国立大学
ＧＭＩ研究拠点

********
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GMI 研究拠点のロゴについて

□ 添付資料
インターンシップ活動報告

１．GMI 研究拠点事業の概要
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
ロジェクトを実現することを目指しています。
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、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、大きな課
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。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。
そしてその成果が出つつあります。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」が採択されたのが一例です。ここでは二つの研究会がグリーン
マテリアル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。拠点設置がビッグプロジェクトへの展開に有効に作用した、と考えられ
ます。
次年度平成 25 年度は本事業の折り返しの時期になります。新たな共同研究が少しずつ生まれ、併行し
てビッグプロジェクト申請も徐々に準備が進んでおります。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。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

超寿命材料産学官研究会
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【平成 24 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）
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）
諸岡聡（鉄鋼材料学、研究教員）
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）
長田俊郎（材料強度学、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）
林和彦（コンクリート構造、特別研究教員(現 香川高専准教授)）
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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 24 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、外部講師をお招きし、昨年度より広範で具体的な研究の紹介
と今後の方向に関する意見交換・情報交換を行った。昨年度に引き続き、会員を募り、現時点で以下の
数の機関の方に会員登録をいただいている。H24 年度中に新たに 29 機関の新規会員登録をいただいた。
会員機関数（平成 24 年度末）
産

学

官

計

クリーンエネルギー材料産学官研究会

42

0

4

46

超寿命材料産学官研究会

45

6

4

55

87

6

8

101

計

以下では、平成 24 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

クリーンエネルギー材料産学官研究会

（１） シンポジウム開催報告
① 第三回シンポジウム 【 参加者 ３２名、学内１５名 】
日時

平成 24 年 6 月 6 日（水） 13:00-17:00,

場所

横浜国立大学 メディアホール

第 3 回 GMI クリーンエネルギー材料産学官研究会（平
成 24 年度第 1 回）シンポジウムは、ポーラス材料の話題
を中心に、本学内の学際プロジェクト「横浜クリーング
リーン（YCG）プロジェクト」との合同シンポジウムと
して開催した。渡邉正義教授が研究会代表挨拶と趣旨説
明を行い、次いで窪田教授がポーラスグループ代表とし
て挨拶した。続いて、学内で活躍する YCG プロジェクト
等の若手研究者 3 名に、それぞれ 30 分ずつ研究紹介をい
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懇親会 17:30-19:00

ただくとともに、外部講師による特別講演を 2 件設定した。特別講演 1 は、ポーラス材料の代表格であ
るメソポーラスシリカの省エネ空調への応用についてであり、特別講演 2 は、ゼオライト膜による膜分
離の現状と課題に関するものであった。いずれも、ポーラス材料の社会展開を意識した本シンポジウム
にふさわしい話題提供がなされ、講演後は熱心な質疑が行われた。最後に梅村教授より、本年度新たに
開設された YNU 共同研究講座の紹介があった。懇親会においても、講演内容や今後の産学連携のあり方
等について極めて活発な意見交換がなされた。

＜プログラム＞
13:00-13:10 研究会代表挨拶と趣旨説明

横浜国大 工学研究院 渡邉正義

13:10-13:20 ポーラス材料グループ代表 挨拶

横浜国大 工学研究院 窪田好浩

13:20-13:50 研究紹介１「超音波および超臨界流体を利用した機能性ナノ材料の創製」
横浜国大 環境情報研究院 跡部真人
13:50-14:20 研究紹介２「ナノメートル・スケールの構造秩序をもつグリーンマテリアル」
横浜国大 工学研究院 吉武英昭
14:20-14:40 研究紹介３「流動によるコロイド微粒子周期配列体の作製」
横浜国大 工学研究院 金井俊光
休憩（14:40～15:10）
15:10-16:00 特別講演 1 「メソポーラスシリカの水蒸気吸着特性と省エネ空調への応用（仮題）」
産業技術総合研究所 遠藤 明
16:00-16:50 特別講演 2 「ナノ多孔体の薄膜化と化学プロセスのグリーン化への貢献の可能性」
早稲田大学
16:50-17:00 YNU 共同研究講座のご紹介
17:30～19:00 懇親会

松方正彦

横浜国大共同研究推進センター 梅村鎭男

於：横浜国大第一食堂「れんが館」

② 第４回シンポジウム 【 参加者 ：学外 23 名 学内８名 】
日時

平成 25 年１月 25 日（金） 13:00-17:00,

場所

横浜国立大学 大学会館４F ホール

懇親会 17:30-19:00

平成 24 年 1 月 25 日(金)、横浜国立大学教育文化ホールにて「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。今回は、GMI 拠点の電極触媒研究グループであるグリーン水素研究センターおよびエネ
ルギー変換化学研究室を中心に構成した。今回は電極材料グループの研究進捗のみならず、学内の関係する
若手の教員並び研究者の方々に講演していただいた。また、特別講演として東京工業大学の山中 一郎 教授
を講師にお招きし、独創的なアプローチで触媒研究をされている内容について御講演頂いた。これに対
し、出席した企業関係者と活発な質疑応答がなされた。この研究会全体を通じて実用化に向けた課題あ
るいは今後の進め方について企業の立場からのご意見を多数伺うことができ、大変有意義であった。
また、研究会の後、学内の「ポルティ」においてビュッフェ形式で実施した懇親会では、研究会とは
違い、企業の方と間近で率直な意見交換をすることができ、研究の方向性や研究会のあり方など、大変
に参考になったと考えている。今回も産官学から多数の方々にご参加いただき、特にご参加いただいた
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企業の方々には深く感謝いたします。
＜プログラム＞
13:00-13:10 研究会代表挨拶

横浜国大 工学研究院

渡邉正義

13:10-13:20 電極触媒研究グループ代表 挨拶

横浜国大 工学研究院

光島重徳

横浜国大 工学研究院

松澤幸一

13:20-13:50 研究紹介１：「Ta 化合物の水電解触媒への検討」
13:50-14:20 研究紹介２：
「４・５族酸化物をベースとした固体高分子形燃料電池用非貴金属酸素還元触媒の開発」
横浜国大 工学研究院

石原顕光

14:20-14:５0 研究紹介３：「先進的粉体プロセッシングに倣うゼオライトの高機能化」
横浜国大 環境情報研究院 脇原 徹
14:50-15:20 研究紹介４：「高分子のゲル化挙動を利用した高分子電解質膜の創製」
横浜国大 工学研究院 小久保 尚
休憩（15:20～15:40）
15:40-16:３0 特別講演 「電気化学と触媒化学の協創による革新的化学合成法の開拓」
東京工業大学 理工学研究科 山中一郎
16:30-16:50 国際会議報告

横浜国大 工学研究院

16:50-17:00 YNU 共同研究講座のご紹介

光島重徳

横浜国大共同研究推進センター 梅村鎭男

17:30～19:00 懇親会 於：大学会館内 PORTY

（２） 国際会議報告
GMI 研究拠点では、関連する技術の国際的な動向を会員の皆様と共有するために、国際会議報告を適
時実施している。平成 24 年度は、第４回目のクリーンエネルギー産学官研究会シンポジウムの中で、電
極材料グループ代表光島教授より最近出席した国際会議の概要について報告を行った。
以下では、工学研究院光島教授による報告概要を記載する。
① PRiME 2012 (Pacific Rim Meeting on Electrochemical and Solid-State Science 2012)
会期：2012 年 10 月 7~12 日
開催地：ホノルル(米国)
日米の電気化学会の合同会議が環太平洋に拡大された 4 年に一度の国際会議。全体では、58 シンポジ
ウム、発表件数 4,040 件、参加登録者 4,111 名、固体高分子形燃料電池については PEFC12 として 5 会
場でプレナリー8 件、口頭発表 331 件、ポスター109 件の発表があり、口頭発表のうち 24％が白金系の
酸素還元触媒、7％が非白金系の酸素還元触媒、6％がアルコール酸化等の電極触媒を中心とした発表で
あった。
② 2nd International Symposium on Electrocatalysis -New Concepts and Approaches
会期：2012 年 11 月 4~7 日
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開催地：マラゴジ(ブラジル)
Electrocatalysis 誌(Springer)の編集者が中心の 2 年に一度の電極触媒に特化した国際会議。プレナリー4
件、口頭発表 48 件、ポスター65 件で参加者は 103 人であった。口頭発表の 34％は酸素還元反応であっ
たが、ブラジルは世界一バイオエタノールが普及している国であることから、アルコール類の酸化に関
する口頭発表が 15％、ポスターでは更に多くのアルコール類の参加に関する発表があった。
③ 2012 MRS Fall Meeting & Exhibit
会期：2012 年 11 月 25~30 日
開催地：ボストン(米国)
材料関係の最も大きな会議であり、53 シンポジウムで発表件数約 6000 件、参加登録者 6500 名で米国以
外からも約 2500 名の参加があった。この中で、エネルギー変換および貯蔵に係る電極触媒のシンポジウ
ムが行われ、口頭発表 82 研のうち、57％が燃料電池に関するものであり、そのうち 2/3 が酸素還元反応
に関する発表であった。
【①~③で討論された燃料電池用電極触媒の技術動向】
電極触媒分野では燃料電池あるいは金属空気電池の酸素還元反応触媒に関する研究が中心である。この
なかで、白金系触媒材料の白金使用量を削減すると共に高活性化、高耐久性化を達成するための研究が
行われている。炭素担体に担持した含白金合金触媒粒子を電気化学的、酸、および熱処理して表面のみ
を純粋な白金としたもの、非白金金属をコアとして単層、あるいは数層の白金をメッキしたものなどが
コアシェル触媒と呼ばれて研究が盛んである。これらの触媒は電子的な相互作用や面指数を制御して高
い活性を得ることができるが、実用温度や高い電位での安定性が課題である。非貴金属系の材料として
は鉄やコバルトを中心金属とするマクロ錯体系のカーボン材料の研究が盛んであったが、耐久性の向上
が困難であることなどから今年度は報告数が減少した。

2.3

超寿命材料産学官研究会

（１） シンポジウム開催報告
①

第３回 シンポジウム 【参加者 ３７名 うち学外 ２５名 】
日時

平成 24 年 7 月 26 日（木） 13:00-17:00,

場所

横 浜 国立 大学 共 同研究 推 進セ ンタ ー
セミナー室

平成２４年７月２６日（木） 横浜国立大学共同研究推進セン
ター セミナー室において第三回超寿命材料産官学研究会シ
ンポジウムを開催した。今回は、本研究会としては初めて外部
講師をお呼びして構造材料の長寿命化に関係する最先端の
技術動向について講演いただいた。また、昨年の二回のシン
ポジウムにおいて実施したアンケート調査および懇談会にお
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17:30-19:00 （懇談会）

ける意見交換を通じ、金属材料の疲労特性改善による長寿命化に対する産業界の関心が高かったことを踏まえ、
今回のシンポジウムでは梅澤教授より、会員相互の共同研究による基礎データの取得、およびその活動を通じて
の会員企業の若手エンジニアの育成を目的とした「表面硬化部材の疲労損傷研究部会」の設立提案が行われた。
シンポジウム後の懇談会には 19 名の参加があり、梅澤教授の研究部会提案に対して、進め方、企業として役立
つ方向等について活発な意見交換がなされた。それが後述する研究部会活動の基礎となった。その点も含めて、
非常に有意義なシンポジウムとなった。
＜プログラム＞
13:00-13:10 開会あいさつ

（研究会代表／横国大 工学研究院） 福富 洋志

１．特別講演 ：インフラの長寿命化につがなる材料動向
13:10-14:00

鉄鋼材料の組織と特性に係る日本鉄鋼協会の研究ロードマップ

～鋼材の耐久性寿命予測技術と今後の取り組み課題～
14:00-14:50
～～～

（JFE スチール(株)） 藤田 栄

火力発電用耐熱鋼の長寿命化材料設計

休憩 （14:50－15:20）

（物質材料研究機構） 阿部富士夫

～～～～

2．材料の長寿命化に関する最近の産官学連携活動の紹介
15:20-15:50

NEDO プロ 転動疲労における内部起点型損傷研究

15:50-16:20 日本ばね学会における共同研究の成果概要報告

（横国大 工学研究院） 梅澤 修
（横国大 工学研究院） 高橋宏治

3．新規研究部会提案
16:20-16:50

表面硬化部材の疲労損傷研究部会

（横国大 工学研究院） 梅澤 修

16:50-17:00 公開講座、YNU 共同研究講座等のご紹介

（横国大 共同研究推進センター） 梅村鎭男

17:30-18:30 懇談会

② 第４回 シンポジウム

【参加者 １０１名 うち学外 95 名 】

日時

2013 年 2 月 19 日（火）13:00-17:15，懇親会 17:45-19:00

場所

横浜国立大学 大学会館４F ホール

今回は、本学都市イノベーション研究院細田准教授が
主宰している「コンクリート材料－構造の最先端技術に関
する研究会」と合同で「社会インフラの長寿命化への取り組
み」をテーマに開催した。昨年 12 月の笹子トンネルの天井
落下事故以降、特に社会インフラの老朽化に問題に対す
る関心が高まっている背景があり、マスコミ関係者も含めて
たくさんの皆様に参加いただき、活発な質疑がなされた。
シンポジウムは、JR 東日本㈱と首都高速道路㈱でインフ
ラの老朽化対策の最前線の現場で先頭に立って活躍され
ている二人の外部講師の先生および「コンクリート材料－構造の最先端技術に関する研究会」を主宰している本
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学細田准教授による 3 件の基調講演、に加え 4 件の要素技術紹介で構成した。要素技術紹介では、本学内の研
究紹介の他、GMI 拠点研究会会員である愛知製鋼の中川氏から今後コンクリート建造物の長寿命化という観点
で重要性が増すと思われるステンレス鉄筋について話題提供をしていただいた。
シンポジウムの講演に対して現場レベルの具体的課題に関する質疑がなされ、時間が不足した面がみられた
が、その後の懇親会にてその不足分も含めて、活発な交流がなされ、大変有意義な機会となった。
＜プログラム＞
13:00-13:05 開会あいさつ

（超寿命材料研究会代表／横国大 工学研究院） 福富 洋志

基調講演
13:05-14:05 鉄道構造物の戦略的な維持管理と耐久的な構造物を建設するための技術開発と仕組みづくり
（JR 東日本（株）） 松田芳範
14:05-15:05 首都高速道路の構造物の現況と維持管理戦略・将来像
（首都高速道路（株）） 谷 雅史
～～～

休憩 （15:05－15:25）

～～～～

15:25～16:10 山口県のコンクリート構造物の品質確保システムの説明と復興道路の品質確保への応用
（横浜国立大学） 細田 暁
要素技術
16:10-16:40

ステンレス鉄筋の規格類・性能・適用事例

（愛知製鋼（株）） 中川英樹

16:40-16:50

表面吸水試験によるコンクリート構造物の表層品質分析（横浜国立大学） 林 和彦

16:50-17:05

既設橋梁の復元設計

17:05-17:15

クリンカ細骨材による自己治癒モルタル

17:45-19:00

懇親会

（横浜国立大学） 椿 龍哉

（２） 表面硬化部材の疲労損傷研究部会活動報告

（横浜国立大学） 細田 暁

（梅澤教授、高橋教授）

① 本年度の活動内容
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開始した。
本活動の準備として、昨年度２回実施した超寿命産官学研究会シンポジウムにおいて、アンケートお
よび懇談会を実施し会員企業の関心事がどこにあるか調査分析を行い、金属疲労の課題について関心が
高いことを把握した。そこで、金属疲労を主たる研究領域としている梅澤教授を中心に主な会員企業へ
の個別ヒアリングを行った結果、疲労にかかわる現象にメカニズムがはっきりしない現象が多く残って
おり、きちんとメカニズムを理解して効率的な開発を進めたいという要望が多くの企業の研究開発現場
に存在することを確認した。一方で、現在企業内では若手の人材育成に割く余裕がなくなっており、若
手技術者の人材育成への期待が高いことも合わせて確認した。
この準備活動を踏まえ、第三回超寿命材料研究会シンポジウムにおいて梅澤教授より表面硬化部材の
疲労損傷研究部会立ち上げの提案を行った後、本研究部会提案に関心を持っていただいた企業の皆様に
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よる２回の全体会合を実施した。全体会合を通じて、取り上げる個別課題、具体的な進め方等活動計画
を練り上げ、最終的に研究部会活動への参画していただく 15 機関（企業 12、官 1、学 2 ）を確定する
とともに、一部実験用試験片の準備を進めた。以上の進捗を踏まえ、来年度から具体的な活動を開始す
る。
② 研究部会活動の概要
＜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


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 梅澤修
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



四半期に一度全体会を開催し、情報共有・親睦を図る。



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

＜予定活動期間＞


H25 年度から２年間

（３）自己治癒材料研究会

(中尾准教授)

2012 年 11 月 6 日に富山県立大学において、自己治癒材料研究会の第二回目の会合を行った。講演者
は，本 GMI 研究拠点の中尾，長田両名ほか国内から招聘した当該分野で活躍中の研究者 4 名の計 6 名
である。会議は，中尾の ALCA プロジェクト（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）の紹介をはじめとして，プラスチック材料，セラミックス材料およびコンクリート材料におけ
る自己治癒材料研究の紹介がなされた。また，当該分野の現在の動向についても議論がなされ、今後の
出版物や関連研究者の紹介、次年度実施予定である第 4 回自己治癒材料国際会議の紹介等があった。
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（４） 公開講座および GMI 講座
GMI 研究拠点活動の重要な目的に、企業人材の育成への寄与がある。そのための一つの試みとして本
年度、GMI 拠点超寿命材料研究会に所属する教員による公開講座、および会員限定の GMI 講座を開催
した。
① 公開講座（金属材料グループ）
平成 24 年 10 月 26 日（金）、9:00 から横浜国立大学理工学部生産工学科棟 421 室にて横浜国立大学公
開講座「材料の高度化技術と利用のポイント」を実施した。福富洋志(横浜国立大学工学研究院・教授)、
梅澤

修(横浜国立大学工学研究院・教授)、髙木眞一(神奈川産業技術センター機械・材料技術部

主任

研究員) の３名の講師による講義に対し、研究会会員企業から若手技術者を中心に８名の受講があった。
本講座では汎用金属材料の寿命や設計強度を向上させるプロセス技術に不可欠な材料学の基礎と利用の
ポイントについて概説した。具体的には加工熱処理、表面改質、結晶配向制御などのプロセスがもたら
す組織と疲労特性から見た結晶配向の重要性や表面改質の功罪などについて紹介した。
事後のアンケートによれば、受講者の反応は大変好評で、
「今後社内の若手に参加を呼び掛ける」「参
加費が安すぎる」というようなコメントもいただいた。
■ 平成 24 年度横浜国立大学公開講座「材料の高度化技術と利用のポイント」プログラム
日時： 平成 24 年 10 月 26 日（金）、9:00 ～
場所： 横浜国立大学理工学部生産工学科棟 421 室
9:00

開会挨拶

GMI 研究拠点長、超寿命材料研究会代表

9:05

窒化、浸炭、微粒子ピーニングによる表面硬化処理を題材とする鉄鋼の熱処理技術や高

福富洋志

強度化技術の解説
高木眞一（神奈川県産業技術センター機械・材料技術部
10:05

主任研究員）

高強度材料を利用する上での留意点：疲労破壊の観点から
梅澤修（横浜国立大学工学研究院・教授）

11:05

結晶集合組織の基礎
福富洋志（横浜国立大学研究院・教授）

12:05

閉会挨拶

GMI 研究拠点

金属グループリーダー

梅澤修

② GMI 講座（金属材料グループ）：研究会会員限定
平成 24 年 10 月 26 日（金）、13:00 より横浜国立大学理工学部生産工学科棟 421 室および機器分析評
価センター201 セミナー室にて GMI 講座「結晶配向評価講座-座学と実習-」を実施した。講師は福富洋
志(横浜国立大学工学研究院・教授)、長谷川誠(横浜国立大学工学研究院・准教授)、岡安和人(横浜国立大
学工学研究院・技術職員) の３名であり、受講者は７名であった。本講座への参加は超寿命材料研究会に
会員登録されている組織の方に限定し、会員企業の開発現場でニーズが高いと思われる結晶評価技術の
講義・実習を行った。近年、合金元素に依存しない材料高性能化の手法として結晶配向制御が注目され
ており、この手法を活用するためにも、配向制御された材料を活用する上でも、結晶配向がどの程度整
っているのかを調べ、表現する方法の理解は不可欠となっている。本講座では、最初に結晶配向を表現
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する手法の基礎と実習を行った上で、X 線による手法と EBSD 法による手法の二種類について実習を行
った。実習は２班に分かれて実施した。
■ 平成 24 年度 GMI 講座「結晶配向評価講座-座学と実習-」プログラム
日時： 平成 24 年 10 月 26 日（金）、13:30-17:00
場所：横浜国立大学理工学部生産工学科棟 421 室、機器分析評価センター201 セミナー室
13:30

講座の説明

福富洋志（横浜国立大学工学研究院・教授）

13:40

集合組織測定の基礎・座学と演習

福富洋志

14:20

集合組織測定

16:50

(1) X 線集合組織測定

岡安和人（横浜国立大学工学研究院・技術職員）

(2) EBSD 測定

長谷川誠（横浜国立大学工学研究院・准教授）

質疑・応答

３．研究開発活動
GMI 研究拠点では大学の研究シーズの形成とその社会展開を目指し、産学連携・オープンイノベーシ
ョンを基盤として研究活動を実施してゆく。ここでは、連携研究活動の基盤と考えている拠点各グルー
プの研究進捗状況を紹介する。

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
① リチウム系二次電池の研究開発
リチウム系二次電池は大きなエネルギー密度から次世
代のバッテリーとして注目を集めている。その中でも、正
極活物質として硫黄を用いるリチウム硫黄電池は、安価で
大きなエネルギー密度が期待できる。当研究室ではグライ
ム類（triglyme、tetraglyme）をリチウムカチオンに配位
させた錯イオンをカチオンとするイオン液体（グライム錯
体型リチウムイオン液体）が、高い酸化安定性、優れた熱
安定性（熱分解温度 > 200 °C）、高いリチウムイオン輸
率を示すことを見出している。このグライム錯体をリチウ 図１ グライム錯体型リチウムイオン液体を
ム硫黄電池の電解液として用いると、97%以上のクーロン 用いた Li-S 電池のサイクル特性。□は充電容
量、■は放電容量を示す。挿入図は 2 サイク
効率を保ったまま、安定に 50 回以上の充放電が可能であ
ル目の充放電曲線。
ることが分かった（図１）。リチウム硫黄電池では放電時
の生成物である多硫化リチウム（LiSn）の溶出が大きな問題であるが、グライム錯体型イオン液体中では
溶出が抑制されるため、安定な充放電が可能となったものと考えられる。以上の結果は、これまで学術
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雑誌に６報報告しており、今後も続報を報告していく予定である。
なお、本研究は JST_ALCA プロジェクトに採択され支援を受けており、研究成果が JST News2013 年 4
月号誌上にて紹介されている。
② 無加湿燃料電池の研究開発
無加湿、かつ 100 °C 以上の中温域で作動可能な燃料電池では、水管理システムの省略、ラジエータ
の冷却効率の向上、排熱の有効利用が可能となり、さらに白金電極触媒の活性向上や CO2 による被毒の抑
制が見込めるため、発電システムの簡素化、白金使用量の低下、およびエネルギー利用効率の向上が期
待できる。本研究室では、diethylmethylammonium trifluoromethanesulfonate ([dema][TfO])という非
常に単純な構造のプロトン性イオン液体が、高いイオン伝
導度、および、広い液体温度領域に加え、良好な電極反応
活性を示すことを見出した。さらに、スルホン酸化ポリイ
ミドを用いて複合膜を作成し、120 °C における無加湿燃
料電池発電に成功している。
本年度は、発電特性のさらなる向上を目指し、無加湿で
作動可能な触媒層の探索を行った。その結果、従来の
Nafion イオノマーを単純にアンモニウム型とした触媒層
を用いることにより、120 °C 無加湿下で安定な H2/O2 発電
特性を得ることができた（図２）。現在、交流インピーダ
ンス法などによる発電特性の解析を行っている。

図２ アンモニウム型とした Nafion を触媒層
イオノマーとして用いた 120 °C 無加湿におけ
る H2/O2 燃料電池分極曲線。

③ アクチュエーターの研究開発
イオン液体を電解質として用いたアクチュエーターは、溶媒の
揮発がないため、大気下での使用でも、高い耐久性が期待でき
る。
我々の研究グループでは、ABA 型トリブロック共重合体(ポリ
スチレン-b-ポリ(メタクリル酸メチル)-b-ポリスチレン)とイ
オン液体 1-ethyl-3-methylimidazolium ([C2mim][NTf2])を混合
することで、イオンゲルを作製した。続いて、このイオンゲル
を 2 つの炭素電極で挟むことにより作製したアクチュエーター
が図３に示すように、電圧を印加することにより、大気下で屈
曲することを確認した、興味深いことに、このイオンゲルアク
チュエーターは真空中でも機能できた。このアクチュエーター
の作動原理についても検討を行った。その結果、イオン半径の
大きいカチオンの輸率が 0.5 以上であるため、電圧印加時に、
マイナス極側の体積膨張が大きく、そのためにプラス極側へ屈
曲することを示唆する結果が得られた。現在、様々なポリマー
を用いたイオンゲルのアクチュエーター駆動について検討を行
っている。
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図３ イオンゲルを用いて作製したアク
チュエーターの大気下での駆動の様子。

（２）ポーラス材料グループ
研究課題：鉄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 CMK-3 は直径約 7 nm の炭素ロッドが規則的に束ねられ、ロッド間に大きさのそろ
った 3 nm 程度のメソ孔が規則的に配列しており、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)。 そこで本年度の研究では、非
晶質の炭素体である CMK-3 の適度なグラファイト化を試みた。 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(NO3)3・9H2O を SBA-15 に対して含浸法により一定量 (x = 0.057, 0.077, 0.17, 0.39, 0.55, 0.61 or 1.38
mmol (g-SBA-15)・1)担持した。 これらの SBA-15 にシュウ酸のフルフリルアルコール溶液を浸みこませ，90 ºC で
3 日間重合した後、減圧下 1000 ºC で炭化した。 次いでフッ酸を用いて鋳型の SBA-15 を除去することで
CMK-3-Fe (x)を得た。 比較のため，Fe 触媒なしで CMK-3-none を調製した。 調製した CMK-3-Fe (x)，
CMK-3-none 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。
CMK-3-Fe (x)， CMK-3-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、体積比容量 Cv を算出した。
調製した CMK-3-Fe (x)，CMK-3-none の XRD パターンを図 1 に示す。 2 = 0.6～6.0º の XRD パターンで、
Fe 触媒が増えるにつれて CMK-3 の(100)面に由来するピークが消失していき、周期構造が損なわれていく様子
が観測された。 また、2 = 10～50º の XRD パターンで、Fe 触媒が増えるにつれて、2 = 25～28º 付近のグラフ
ァイトの(002)面に由来する明瞭なピークが徐々に現れた。 このピークは非晶質の CMK-3-none には見られなか
った。 CMK-3-Fe (x)には、CMK-3-none にはないグラフェンシートの積層構造 (graphitic carbon domain)が存
在すると考えられる。 TG 曲線から算出した graphitic carbon domain の重量分率 WG を表 1 に示した。Fe 触媒が
多いほど graphitic carbon domain は多く生成した。 また、表 1 に CMK-3-Fe (x)、CMK-3-none の比表面積 SBET、
重量比容量 Cg、面積比容量 Cs、体積比容量 Cv (電流密度 2 A g・1 のときの負極放電容量)を示した。 比表面積
は x  0.55 の CMK-3-Fe (x)で大きく低下した。 CMK-3-Fe (x  0.55)は、CMK-3 が有する規則的な細孔構造
を保てなかったためと考えられる。 面積比容量は CMK-3 (0.17)で最も大きかった。 面積比容量の向上は、
graphitic carbon domain の edge plane の影響と推測された。面積比容量の向上により、CMK-3 (0.17)は
CMK-3-none より大きい重量比容量、体積比容量を示した。以上の結果は次のように簡潔にまとめられる。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した。
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表1

各種 CMK-3 系材料の細孔構造データ

Sample

WG / %

SBET / m2 g1

Cg / F g-1

Cs / F cm2

Cv / F cm3

CMK-3-none

<0.1

961

39.1

4.1

27.8

CMK-3-Fe (0.057)

<2.0

952

49.2

5.2

32.8

CMK-3-Fe (0.077)

18.5

924

52.2

5.6

35.0

CMK-3-Fe (0.17)

25.6

1050

70.2

6.8

47.4

CMK-3-Fe (0.39)

37.9

865

37.4

4.3

23.8

CMK-3-Fe (0.55)

51.9

745

33.4

4.5

21.8

CMK-3-Fe (0.61)

59.8

658

29.2

4.4

20.6

CMK-3-Fe (1.38)

61.5

492

23.0

4.7

16.5

（３）電極触媒グループ
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
水素や水素のキャリアへのエネルギー変換デバイスである燃料電池、ならびに電解技術は重要である。
本グループは水素利用技術としての燃料電池、水素製造技術としての水電解ならびに水素キャリアと
しての有機ハイドライドの電解製造についての研究を行っている。本年度は燃料電池に関する研究とし
て白金代替の酸化物系酸素還元用触媒の開発、プロトン性常温溶融塩を用いた中温無加湿燃料電池の研
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究を行った。また、電解法に関わる研究として水電解用酸素発生電極の劣化研究および新規材料開発、
トルエンの電解水素化の研究を実施した。
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、
その材料系を用いた電極触媒の開発を行ってきた。今年度はフタロシアニン系前駆体溶液を用いて低酸
素分圧酸化処理することで、ナノレベルの粒径を持つ Nb、Zr、Ta、Ti 酸化物系触媒を炭素担体に高分
散する手法を開発した。更にアンモニア処理すると、それぞれの触媒は昨年度より数倍、一昨年と比較
すると 20 倍以上活性が向上する結果が得られた。また、Zr 系酸化物触媒は作製後に再度不活性雰囲気で
熱処理すると、表面に析出した前駆体由来の非晶質炭素の結晶性が高まることで耐久性が向上し、条件
によっては初期活性も向上することがわかった。また、酸化物系触媒の化学的安定性とその触媒能への
影響の検討も行った。これまでフタロシアニン系前駆体から作製した Zr 系酸化物触媒における硫酸中の
Zr 溶解量は白金より高く、化学的安定性が劣っていたが、触媒作製時の酸素分圧および処理時間を最適
化することで Zr 溶解量が低減されるだけでなく、触媒活性も向上することがわかった。
プロトン性常温溶融塩を用いた中温無加湿燃料電池の研究では、イオンゲル膜の機械圧縮強度とイオ
ン伝導度の両立を目指して常温溶融塩に固体酸あるいは固体塩基を添加し、その効果を検討した。その
結果、固体酸の SiO2 を添加した場合、膜中の常温溶融塩量あたりのイオン伝導度が向上し、ゲル膜にし
ても機械的強度が高まった。更に発電試験では、反応ガス流量に依らずセル性能が安定化する効果も得
られた。
水電解用酸素発生電極の劣化研究として、再生可能エネルギーの電力供給を模擬した電位変動条件下
でのアルカリ水電解の酸素発生側 Ni 電極への影響を評価した。アルカリ水電解の電解質には水酸化カリ
ウムが一般的に用いられているが、
水酸化ナトリウムを用いたほうが Ni 電極の酸素過電圧が低下するが、
Ni 電極の腐食環境も厳しくなることが分かった。また、酸素発生電極が 1.2V vs. RHE 付近で Ni 表面の
酸化・還元が起こるため、この電位以上での電位変動であれば電極の劣化は少ないことを明らかにした。
また、新規電極材料の開発として非貴金属系材料を用い、オンサイト水素ステーションとして期待され
る固体高分子水電解の酸素極への適応性を評価した。Ti 基板に Ta 系化合物を製膜の後、再焼成処理する
ことで酸素発生反応の活性が向上した。この時、電極表面には Ta-Ti 系複合酸化物が形成していた。
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、トルエンの電解水素化に
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。固体高分子形燃料電池用の触媒層でトルエンの電解水素化が可能であることがわかっ
ているが、そのメカニズムについては明らかになっていなかった。そこで、基礎検討として、水(電解質)/
油/電極の三相界面での評価法を確立し、水相中での反応よりも、三相界面での反応が支配的であること、
炭素上に白金を担持した触媒では炭素がトルエンの物質移動等で何らかの役割を果たして触媒活性を向
上させていることがわかった。
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（４）クリーンエネルギー材料関係

3.2

平成２４年度共同研究、競争的外部資金



民間企業

共同研究・受託研究

18 件



民間財団

研究助成

3件



官公庁

競争的外部資金

18 件

超寿命材料研究会

（１）金属材料研究グループ
①

高温加工による固溶体合金の配向制御法の開発（福富教授）
前年度高温加工により電磁鋼板として集合組織制御が期待されている Fe-3.0mass%Si 合金に、モータ

ーのステーター材料として最適の{001}繊維集合組織が付与できることを見出した。本年はそのメカニズ
ムを解明して新たな集合組織の創製を試みること及び他の材料に応用することを目的として研究を進め
た。
仮説を検証するため、変形に対する拘束条件が単軸圧縮変形とは異なる平面ひずみ圧縮変形を結晶構
造の異なる固溶体を対象に行った。その結果 BCC 構造の Fe 基合金においては{100}<011>集合組織が、
FCC 構造の Fe 基合金では{100}<001>集合組織が形成されることを見出した。これらの集合組織成分は
低 Taylor 因子でかつ変形に対して安定な結晶方位の結晶粒が、転位の均一分布組織によって蓄積エネル
ギーの結晶方位依存性が高くなった環境下で Taylor 因子の高い結晶方位粒を消費して成長することによ
り集合組織の主成分を形成するとのモデルの予測と一致した。集合組織の発達条件と変形条件の関係を
系統的に調べ、結晶配向の高度化条件を確定した。
FCC 構造の Fe-Mn-Si-Cr 固溶体合金は形状記憶合金として知られ、応力誘起マルテンサイトが単一バ
リアントで形成される{100}<110>集合組織の付与が形状記憶能を向上させると期待されている。本年度
の研究では、仮説の検証実験の対象材にこの合金を選び、形状記憶特性の向上についても併せて検討し
た。高温加工による集合組織制御により、従来トレーニング効果を活用して実現されていた水準の形状
記憶効果がトレーニング処理なしで実現することを確認した。
② 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（梅澤教授）
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。
HCP および FCC の平面すべり形態で生じる内部応力場の検証を踏まえ、BCC 金属における平面すべ
り挙動とのその疲労変形および破壊に及ぼす影響について、検証を行っている。主すべり面の変形が優
先的となる Si 鋼（Si 量は 1.5mass%から 5mass%の４水準）をモデル材料に用いて、高サイクル疲労特
性を把握した。疲労変形の結果、転位セル構造を呈する 1.5Si 鋼では、ひずみ分布と Misorientation の
形成は、粒界とセル境界に対応していた。低サイクル破断面の StageⅢ領域はディンプルパターンを呈し、
延性的塑性変形と複数すべり系の駆動が推定される。Si 添加量の増大に伴い、転位組織は大きく変化し
た。また、StageⅢ領域はリバーパターンを呈した。特に、繰り返し応力振幅の小さい高サイクル疲労破
壊領域では、転位組織は直線的である。5Si 鋼では粒内に局所ひずみは検出されず、ひずみの集中が一部
の結晶粒界に確認された。つまり粒界にひずみ勾配を生じ、疲労き裂形成と疲労強度に強く影響を及ぼ
S2_17

している。
③ 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（長谷川准教授）
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、Ni 基超合金上に耐食性を有
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
として、定量的な剥離評価に基づいて BC 層の組織制御による剥離進展を抑制する手法の確立を目指し
ている。
これまで、セラミックス／金属界面を有する材料系における剥離進展を抑制する手法として、金属の
降伏応力を低下させることで、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。塑性変形を担わせる BC 層を Ni 基超合金上へコーティ
ング後、真空中にて種々の条件で熱処理を施すことで BC 層の降伏応力を低下させることができた。し
かしながら、熱処理条件によっては、熱処理前よりも硬さが増す場合もあった。従来、BC 層用の MCrAlY
系の耐食合金について、系統的に組織形成を調査された例はほとんど見られないため、今後、最適な BC
層の力学特性を見出すために、系統的な実験の実施を検討している。また、BC 層の降伏応力が低下した
条件にて熱処理を施した試料を対象に TC 層をコーティングした後、大気熱曝露を実施し、界面剥離特性
の評価を行った結果、従来の手法で作製される TBCs よりも剥離ひずみエネルギー解放率が 3 倍程度に
まで向上する場合があることを明らかにした。降伏応力と剥離ひずみエネルギー解放率の間には相関が
あり、降伏応力が低いほど、剥離ひずみエネルギー解放率が高い傾向にあったため、BC 層の組織制御は
耐剥離特性の向上に有効であることが示された。今後は、耐剥離特性と剥離までの寿命の間に実際に相
関があるのかを実験的に評価し、長寿命化した TBCs を実現させる。

（２）セラミックスグループ

改変期を含む⾃⼰治癒機構の解明

酸化物

O2

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

き裂治癒
 き裂治癒部の三次元マルチスケール構造解析及び組成分析
→ 素反応の同定

開発および評価を行っている。図 1 に示すようなロード
マップに従い、以下の研究を行った。

⾃⼰治癒機能と他機能との融合
⻑繊維強化⾃⼰治癒セラミックス

① 改変期を含むき裂治癒機構の解明
人体の緻密骨における“改変期”を含むき裂治癒機能
をセラミックスに付与することを目指し、き裂治癒機構の
解明を行った。本年度は、独）物質・材料研究機構におけ
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• ⾃⼰治癒機能と⻑繊維
強化の融合による異物衝
突損傷耐性の改善
複合表⾯改質

Complete healing
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る微細構造解析プラットホームを利用させていただき、同
機構の有する微細組織三次元マルチスケール解析装置を
用い、き裂治癒部の 3D 構造及びき裂治癒物質の同定を行
った。その結果、き裂治癒部は非常に微小（幅 60-100 nm）
であるため同定が困難であった、き裂治癒部の構造及び組
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ショットピーニング
電⼦線照射

信頼性評価及び実⽤化研究
き裂治癒＋複合表⾯改質の開発
•⾃⼰治癒+ショットピーニングによる
転動疲労改善⼿法の確⽴

図1

⾃⼰治癒セラミックス開発・評価のロードマップ

成の同定に成功した。更に、“改変期”を含むき裂治癒反応の素反応を決定することに成功した。
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② 長繊維強化自己治癒セラミックスの開発
長繊維強化セラミックスの繊維/母材界面に非酸化物からなる界面層を導入することで、大きな破壊抵
抗と自己治癒性を両立し、セラミックスの最大の欠点である脆性を大幅に改善した長繊維強化自己治癒
セラミックスの開発を行った。本材料設計指針の実施例として、アルミナ繊維/SiC 界面層（自己治癒エ
ージェント）/アルミナ母材複合材を作製し、高温強度特性と自己治癒挙動の調査を行った。本材料を各
温度で 3 点曲げを実施すると、室温から 1000oC まで同様の応力―ひずみ線図が得られることが分かった。
図に示すように、本材料を 3 点曲げすると、はじめ応力は曲げひずみの増加とともに増加するが、一定
以上のひずみにおいて急激に応力が減少し、その後も応力を徐々に減じるが破断には至らない。これは、
引張り面で発生したき裂が進展する際に、SiC 界面層へ分枝することで急速破断を抑制した結果である。
このき裂を導入した試料を 1200oC、1h 大気中で熱処理を施すと、最大強度だけでなく曲げ剛性も回復
することが分かった。これは、分枝き裂面上に存在する SiC が高温酸化をし、これらのき裂を再接合し
た結果である。これらの実施例を通じ、長繊維強化自己治癒セラミックスが極めて優れた次世代耐熱材
料であることが実証された。
③ 複合表面改質：自己治癒+ショットピーニングの開発
タービン静翼やベアリング等に応用が期待される自己治癒セラミックスの信頼性を確保するために、
自己治癒とショットピーニングを組み合わせた新規複合表面改質手法の開発を行った。本手法を適用し
た Al2O3/SiC（SiC:自己治癒エージェント）複合材の接触強度および転動疲労強度は、未処理材のそれと
比較して大幅に向上することが明らかとなった。これは、ショットピーニングにより導入した圧縮残留
応力の働きにより、き裂の進展・破壊が抑制された結果である。従って、本複合表面改質手法は、セラ
ミックスの信頼性向上及びその実用化に対し、極めて有用であると結論づけられる。

（３）コンクリートグループ
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 上水道施設の効率的な耐震補強工法の開発
配水池等施設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，各種あと施工せん断補強鋼材の力学特性の把握と有効な組合せ
を検討することを目的として横浜市水道局と共同研究を行った。本研究では，各種せん断補強鋼材の組
合せと配置方法のはり供試体を作成し，載荷実験を行い，耐力の向上と施工箇所の大幅な削減の可能性
を確認した。
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図１

はり供試体の載荷実験

② 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 実構造物での表面吸水試験

③ 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
昨年度までの研究を受け継いで，塩害環境下でのコンクリート電柱の劣化機構を解明し，ケイ酸塩系
の表面含浸材を用いてコンクリート電柱を長寿命化する方法を提案した。

（４）超寿命材料関係
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平成 24 年度

共同研究、競争的外部資金
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４．教育活動
GMI 研究拠点はグローバルな研究拠点として新しい教育の仕組みを試行する場とも位置付けており、特に最
近問題視されている学生の内向き志向を打開する試みとして、海外との交流に力を入れている。平成 24 年度は、
昨年に引き続き海外の大学と連携してのサマースクールおよび PEG プログラムの試行としての学生の海外インタ
ーンシップを実施した。
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 – 5th 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 2012 年 9 月 3 日～7 日であり、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 12 名、受講者はオーストリア、イタリア、ドイツ、フランス、スペイン、アメリカ合衆
国、チュニジア、スロベニア、インド、エストニア、フランス、トルコ、日本の 13 カ国から 41 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
他、グラーツ工科大のホスピタリティーのもと、講義終了後も学生、講師ともに親睦を深め有意義な一
週間であった。

実習の様子

学生ポスターセッション

講義の様子

講師および受講者
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4.2

海外インターンシップ
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７人を下表のとおり、海外の連携研究室に派遣した。
派遣した学生の活動内容・感想等を巻末に添付した。
表 4-1 海外インターンシップ派遣一覧

研究室

渡邉教授

氏名

北沢侑造

学年 インターンシップ先／派遣期間

インターンシップ内容

Pohang University of Science &
Technology (POSTECH)（韓国）
D1 Prof. M. J. Park

ブロック共重合体の自己組織化・構造解析

11月6日～1月11日

福富教授

古谷裕樹

Technical University of Ostrava（チェコ）
M1 Prof. Strnade

セラミックスの破壊強度評価

9月10日～10月9日

梅澤教授

萱原尚輝

Technical University of Ostrava（チェコ）
M１ Prof. Strnade

Ti-O合金における組織形態と変形挙動の関係をナノインデ
ンテーションを用いて評価する

9月10日～10月9日
中尾
准教授

吉岡俊介

Delft University of Technology（オランダ）
M1 Prof. Sloof
先進自己治癒セラミックスの開発
2月10日～3月17日

University of Poitiers（フランス）
光島教授 金田章太郎 M2 Prof. Boniface KOKOH

触媒調整、触媒評価

11月17日～12月3日
長谷川
准教授

Institute of Physics of Materials（チェコ）
齋藤 友紀子 B4 Ivo Dlouhy 研究室

遮熱コーティングの熱サイクル負荷による組織変化
耐剥離性を向上させた遮熱コーティングを対象に熱サイクル
負荷を加え、サイクル数の違いによる組織変化を調べる。

１月21日～2月1日
竹田教授
（福富教授
と連携）

渋谷直道

M1

Kathoric University Leuven（ベルギー）
2月28日～3月16日
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長期間安定した接合力を保持できる形状記憶合金は構造
体の長寿命化に大きく貢献する。 本インターンシップではこ
の分野の第一人者である上記教授の下で、形状記憶合金
の学習、機能の評価法の習得などを実施する。

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、包括連携企業への GMI 研究拠点に関連する研究シーズの紹介、イノベーションジャパン 2012 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

イノベーションジャパン
イノベーションジャパンは産学の連携を推進することを目的とした、大学研究の見本市である。2012

年度は 9 月 27 日(木)、28 日（金）の 2 日間にわたり、東京国際フォーラムで開催され、160 を超える機
関が発表を行い、来場者は 2 万人以上であった。GMI 研究拠点からは以下の二つの研究に関する展示を
行った。二日間を通じ多くの企業関係者の来訪を受けて貴重な意見交換・情報交換を行うことができ、
その後共同研究へと発展する案件も多々生まれました。
①

セラミックスタービンを実現する超信頼性セラミックス（中尾准教授）
超寿命材料研究会セラミックスグループ所属の中尾准教授に

よる次世代構造用セラミックス技術に関する紹介を行った。ブー
スには 100 名を超す企業関係者の来訪があり、構造材料として
のセラミックスに対する関心の強さを実感するとともに、来訪し
た複数の企業とその後共同研究を実現することができた。また、
今回は展示の現場に学生を参加させ、企業関係者と直接意見交換
をする機会をもつことで、教育上も貴重な機会になったと考えて
いる。
② プロトン性イオン液体を用いた広い温度範囲で作動可能な無加湿燃料電池（安田特任教員）
我々の研究グループからは私と博士課程前期 2 年の本
田君の 2 名が参加し、「プロトン性イオン液体を用いた広温
域無加湿燃料電池」というタイトルでショートプレゼン、お
よび、ポスター発表を行った。2 日間立ち続けての発表は大
変であったが、140 名を超える来展者へ、研究内容、および、
GMI 研究拠点について紹介をすることができた。企業視点で
の意見をお伺いすることができ、大変有意義であったと思う。
展示会終了後、来展いただいた方にお礼と GMI 研究拠点の案内のメールを送ったところ、後日多くの方
から返信があった。そのなかで新たに数社に GMI 会員となっていただくことができた。また、1 社とは共
同研究へ向けた打ち合わせを継続しているところである。
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5.2

テクニカルショー横浜 2013

無方向性電磁鋼板の新製造技術（福富教授）
2013 年 2 月 6 日～8 日の３日間にわたり、パシフィコ横浜でテクニカルショー横浜 2013 が開催され、
GMI 研究拠点から超寿命材料研究会金属グループ所属の福富教授による「無方向性電磁鋼板の新製造技
術」研究に関するパネル展示を行った。電気モーターの関係者から高い関心を集め、本研究の社会的な
価値を高く評価するとともに、早期の実用化を期待するというコメントを数多くいただいた。これによ
り、本研究の方向性の妥当性と実用化に向けた取り組みの重要性を確認することができた。

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

グリーンマテリアルイノベーション研究拠点の各研究グループが有する国際連携関係を活用した国際
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」
（申請主
体：工学研究院）が平成 24 年度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。
本プログラムは、グリーンマテリアルイノベーション研究拠点と海外研究機関が実施する国際共同研究
を若手研究者に推進・総括させ、地球規模の元素戦略や世界情勢を踏まえた優れた実践性を有するグリ
ーンマテリアルイノベーションを実現する次世代リーダーとして必要な能力を養成することを目的とす
る。国際共同研究の実施期間は 2 年半であり，その期間中、若手研究者は両機関を往来し国際共同研究
の円滑な進捗を促す。このため、若手研究者の海外派遣は、前期（平成 24 年度：研究準備期間）、中期
（平成 25 年度：研究着手・実施期間）、後期（平成 26 年度：研究総括期間）の適切な時期に分割して実
施する。
オストラバ⼯科⼤学（チェコ）
デルフト⼯科⼤学
（オランダ）

クィーンズ⼤学
（カナダ）

フランス国⽴科学研究センター
（フランス）

GMI研究拠点
（⽇本）

モナッシュ⼤学
（オーストラリア）
図1

本プログラムでの海外連携機関

図 1 は、本プログラムでの海外連携開環を表したものである。クリーンエネルギー材料研究会では、
イオン液体グループの渡邉とモナッシュ大学（オーストラリア）の MacFarlane 教授により企画された「イ
オン液体を用いた新規電気化学デバイスの開発」（派遣研究者：小久保）、電極触媒グループの光島とク
ィーンズ大学（カナダ）の Jerkiewicz 教授により企画された「新規非金属酸化物系電極触媒の開発」
（派
遣研究者：松澤）、およびポーラス触媒グループの窪田とフランス国立科学研究センターの Valtchev 教
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授により企画された「新規高選択性ゼオライト触媒の開発」（派遣研究者：稲垣）を開始した。
一方、超寿命材料研究会では、金属グループの福富および梅澤とオストラバ工科大（チェコ）の Doluhy
教授により企画された「軽量耐熱金属材料の開発」（派遣研究者：長谷川）、セラミックスグループの高
橋とデルフト工科大（オランダ）の Sloof 准教授により企画された「新規自己治癒耐熱材料システムの
開発」
（派遣研究者：中尾）、およびコンクリートグループの椿とデルフト工科大（オランダ）の Breugel
教授により企画された「新規自己治癒コンクリートの開発」（派遣研究者：細田）を開始した。
本年度は、研究準備期間に該当し、各派遣研究者は 5 日～86 日間海外連携機関を訪問し、研究設備、生
活環境の視察を行うとともに、海外連携研究者と議論することで、国際共同研究の実施内容を決定した。
その一例として、イオン液体グループでは、小久保が 2013/1/31－3/21
の 50 日間モナッシュ大学（図 2）を訪問し、MacFarlane 教授とのディス
カッションを行った。さらに、MacFarlane 教授の共同研究先であるオー
ストラリア Wollongong 大学の Geoffrey Spinks 教授らとも技術相談を行
った。その結果、導電性高分子とイオン液体を用いた高分子アクチュエー
タの分野で共同研究を行うことを決定した。また、共同研究の企画を担当
図2

した渡邉もオーストラリアを訪問し、MacFarlane 教授が主要メンバーと

モナッシュ⼤学

なっているオーストラリア COE が主催する電気化学材料に関するシンポ
ジウムに参加し、海外連携機関の最新の研究状況に関する情報収集を行った。
また、セラミックスグループでは、中尾が 2013/2/10－2/17 および 3/3－
3/17 の計 23 日間デルフト工科大を訪問し、研究設備、研究環境の視察を
行った。派遣第一期間の際に、Sloof 准教授および共同研究者たち（図 3）
と議論することで、超高温用自己治癒セラミックスの開発に向けた新規自
己治癒エージェントの開発を共同研究のテーマとすることを決定し、
Ti3SiC2 を第一候補と決定した。デルフト工大で作製された Ti3SiC2 を派遣
第一期間の帰国の際に持ち帰り、これを国内滞在中に研究室に既設の装置

図3

Sloof准教授と共同研究者

を用いてサブミクロンサイズの粉末を作製した。粉砕した粉末を派遣第二
期間にオランダへ再び持ち帰り、その高温酸化特性を調査した。結果、予想に反して Ti3SiC2 はこれまで
の報告されている自己治癒エージェントに比べて最も低い温度で自己治癒を発現することが分かった。
次年度以降、本格的な国際共同研究を実施することで、各産学官研究会へ提案できるような新たな研究
シーズ創出に取り組んでいく。
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表 6-1 若手研究者の派遣および担当研究者の調査実施の実績
派遣研究者名

派遣先

出国日

研究内容

帰国日

小久保尚

Monash大学
オーストラリア

2013/1/31 イオン液体と高分子から成るイオンゲルアクチュエータに関する研究を遂行す
るために必要な議論を複数回行い、派遣先研究室の共同研究先も交えた研究体制
2013/3/21 を構築した。

松澤幸一

Qeen's大学
カナダ

2012/11/29
連携機関先の実験施設の見学及び二回目派遣の為の実験準備
2012/12/2
2013/3/18
連携機関先の実験施設を用いての基礎電気化学測定の実施
2013/3/30

稲垣怜史

ENSICAEN
Universite de Caen
フランス

2012/12/22 共同研究先で，ゼオライト微粒子の調製法の開発並びに固体塩基触媒としての応用の研
究を進めた。成果を総括して，高活性・長寿命を兼ね備えたゼオライト触媒の調製法の指
2013/3/17 針を得ることができた。

中尾航

Delft University of
Technology
オランダ

2013/2/10
連携機関の研究施設および研究環境の視察および共同研究内容の決定
2013/2/17
2013/3/3
Ti3SiC2の高温酸化挙動の調査
2013/3/17

材料物理研究所
チェコ

2012/12/4 本研究で用いるTiAl金属間化合物の基材の１つをTi-46Al-7Nb-0.7Cr-0.2Ni-0.1Siの組成と
することで合意した。また、耐食コーティングとして用いるCoNiCrAlY合金について、コール
ドスプレー法あるいは高速フレーム溶射法によりコーティング層を作製し、その力学特性の
2013/2/1 評価を一部実施した。

長谷川誠

細田暁

Delft University of
Technology
オランダ 他

担当研究者名 用務先
石原修

Qeen's大学
カナダ

2013/3/2

ひび割れ自己治癒コンクリート，表面吸水試験，津波による橋梁被害分析 および共同研究
2013/3/11 に関する協議
出国日
帰国日
2013/2/28
2013/3/6

活動内容
光島教授と同行 ⇒ 光島教授の項参照

渡邉正義

Wollongong大学
オーストラリア

2月11日～2月17日までオーストラリア出張し、Wollongong大学で開催された
Electromaterials Symposiumに出席して来た。これはオーストラリア政府が出資しているＣＯ
Ｅの一つで、Wollongong大学、Monash大学、Deakin大学などが中心となって進めているプロ
2013/2/11 ジェクトのシンポシムである。現在、Monash大学には、頭脳循環プログラムの一環で小久
保特別研究教員が、JSPSの博士研究員として我々のグループで博士研究員を務めた立
川博士（学位取得は慶応大学）を派遣している。
私の講演の中でＧＭＩと頭脳循環プログラムについて説明し、Monash大学は我々との連携
を進めることに積極的になってくれている。今年中に先方の中心研究者であるDouglas
MacFarlane教授が、本学を訪問してくれる予定。Brain Circulationは意味は分かるがあまり
使わない英語のようで面白いらしく、向こうでの私訪問のキャッチフレーズになった。
2013/2/17 今後、実質的な共同研究を、若手研究者の循環を通して進めて行くが、まずは共著論文の
公表、さらに横浜国大からMonash大学への派遣だけでなく、先方の若手研究者にも積極的
に来日頂き、真の頭脳循環を実現して行きたい。そのための体制を早急に整える必要があ
る。

窪田好浩

ENSICAEN
Universite de Caen
フランス

2013/3/12 稲垣怜史の共同研究先で，ゼオライト微粒子の調製法の開発並びに固体塩基触媒として
の応用の研究に関する進捗状況の報告を受けた。また、横浜国大における研究内容に関
2013/3/17 する講演を行い、今後の協力関係の可能性を探った。

光島重徳

Qeen's大学,
Simon Fraser大学
カナダ

2013/2/26 サイモンフレーザー大ではクィーンズ大も含めた共同研究提案の調整、クィーンズ大では石
原工学研究院長とともにセミナーでの講演等による技術交流と大学間協定締結に向けた
2013/3/6 調整を行った。

プラハ日本大使館
他
チェコ

駐プラハ日本国大使館を訪問し、大使ならびに経済担当および総務担当一等書記官
に本プログラムの活動内容、GMIにおける産官学連携活動を紹介すると共に、チェコ
2012/12/19
との協働活動に対する協力を依頼して快諾を得た。経済担当書記官からはチェコ共和
国の産業活動について紹介をいただいた。また、チェコ科学アカデミーを訪問して、
頭脳循環プログラムで実施しているチェコとの共同研究ならびにGMIの活動を紹介し
た。今後の協力に対して前向きの回答を得た。さらに、オストラバ工科大学Strnadel
副学長、Dr. Joch氏、本学梅澤教授とで平成25年度開催予定のワークショップについ
2012/12/24
て検討した。この他、JETROプラハ事務所事務局長、日本企業の現地工場等を大使館
の手配により訪問し、活動状況の紹介を受けた。

プラハ日本大使館
他
チェコ

チェコ日本国大使館およびJETROプラハを訪問し、チェコにおける日系企業の活動現況に
2012/12/19 ついて調査するとともに、日系企業現地工場（Furukawa Electric Autoparts Central Europe
s.r.o.およびT.RAD Czech s.r.o.）の見学を行った。そして、オストラバ工科大学のStrnadel副
学長およびDr. Jochとをワークショップ開催の検討を行い、Institute of Thermomechanics
（Dr. Jiří Plešek）およびチェコ科学アカデミーを訪問して協力を求めた。その結果、今後の
2012/12/24 協力に対して前向きの回答を得た。また、Institute of Physics of Materials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。

福富洋志

梅澤修
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７．広報活動
横浜国立大学 GMI 研究拠点の活動を広く知っていただくために、各種展示会や連携先企業、大学での GMI 拠
点活動の紹介の他、下記の広報活動を行った。
（１） GMI 拠点ホームページの充実・活用
昨年度立ち上げたホームページの定期的な更新を行い、継続的な最新情報の提供を実施するとともに、海
外へ情報を発信するために英語版のページを開設した。また、新たに研究会会員限定のページを設置し、
シンポジウムのプレゼンテーション資料等を会員限定で閲覧可能するなど、ホームページを研究会会員相
互の情報共有の場として活用する試みを開始した。
（２） 海外の連携先や学会での GMI 拠点説明
本年度採択された JSPS 頭脳循環プロジェクトにより海外で行われた連携先との Meeting 等の機会に GMI 関
連教員から連携先の研究者等に対して GMI 研究拠点の活動内容の説明が行われた。その際、今後の活用
も考慮して、海外での GMI 拠点説明用プレゼンテーション資料を準備した。
（３） YNU 学内広報誌への GMI 研究拠点紹介記事の掲載
学内広報誌「YNU」10 月 20 日「横浜国大の先進・未来をつくるプロジェクト」特集号のトップ記事として福富
GMI 拠点長と教育人間科学部の下城 一 教授との対談と拠点活動の紹介記事が掲載された。（ ⇒

http://www.ynu.ac.jp/about/public/publish/ynu/pdf/194.pdf ） その中で、GMI 研究拠点設置の
目的、活動内容等について具体的な紹介がなされた。また、本広報誌は二つの GMI 研究拠点産学官研究
会会員の企業に配布し、活動の周知を図った。
（４） その他
GMI シンポジウムにおいて GMI パンフや H23 年度 GMI 拠点活動報告冊子の配布をするとともに、展示会
（テクニカルショー、イノベーションジャパン）では関心を持たれた来場者に対して活動報告を使って、活動内
容の紹介と会員への登録依頼を行った。

【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。
http://www.gmi-ynu.org /
□ ＧＭＩ研究拠点のロゴについて
本年度 GMI 研究拠点の発足にあたり、ロゴを制定した。（右図）
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活動報告（派遣学生）
１．派遣先
期間

浦項工科大学校、Moon Jeong Park 研究室
2012 年 11 月 6 日～2013 年 1 月 11 日
渡邉・獨古研究室

博士課程後期一年

北沢侑造

浦項工科大学校（以下 POSTECH）のある浦項市は韓国の東海岸沿いの地方都市であり、韓国最大の
鉄鋼会社である POSCO のある都市として有名である。POSTECH は創設 50 年以内の大学のランキン
グで 1 位である（写真①）だけでなく、韓国内でもソウル大学や KAIST と並ぶ大学である。また、韓国
で初めて作られた放射光加速器（シンクロトロン）が隣接しており、工学と科学に特化した研究が行わ
れている。今回のインターンシップではシンクロトロンを利用した測定と得られたデータの解析方法の
習得のため、POSTECH の Park 教授の研究室を訪問した。Park 教授は韓国では珍しい女性の先生であ
り、日・中・韓の首脳を招いた若手研究者合同シンポジウムで座長を務められ、韓国の若手研究者では
新進気鋭の先生である。それゆえに先生との直接のディス
カッションの時間はそれほど多く設けることはできなか
ったが、研究は研究室の学生が主に面倒を見てくれた。近
年の日韓関係は報道を見ていると決して良いとは言える
ものではなく、さらに、インターンシップの期間は韓国で
は大統領選挙、日本では衆議院選挙と両国の代表が交代す
る微妙な時期あったため、出国前は研究室になじめるか不
安に感じていた。しかし、彼らは私に気兼ねなく接してく
れ、そんな心配は杞憂であった。お互い英語を母国語とし
ないが、積極的にコミュニケーションを図ってくれ、研究
を進めるうえで不自由することはなかった。また、韓国の

写真 1 POSTECH の標語と、50 年以内
に創設された大学で No.1 であることを称
えた垂れ幕。

学生も日本の学生と同様に、夜遅くまで実験・研究に励ん
でおり、研究に対する姿勢や考え方といった部分からも多
くのことを学ぶことができた。今回のインターンシップを
通して、実験に関することだけでなく、海外での生活やコ
ミュニケーション、さらには研究者としての自分に足りな
いものなどの多くのことを経験した。今後はこの経験を生
かし、日々の生活に反映させていければと思う。
最後に、今回の海外インターンシップの機会を与えて
いただき、また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 先生の自宅で開かれた新年会の
様子。右から一人目が Park 教授、三人目
が筆者。

２．派遣先

オストラバ工科大学（チェコ）

期間

Prof. Strnade

2012 年 9 月 10 日～2013 年 10 月 9 日
福富研究室

博士課程前期一年

古谷裕樹

私は海外インターンシップにおいて、研究のためにチェコ共和国のオストラバ工科大学（Strnade 教授）
へ赴きました。オストラバ工科大学の方々は私を暖かく迎えてくださり、実験装置操作への協力や、研
究に関する相談に快く応じていただけました。また国際学会にも参加させていただけました。期間とし
ては９月のみの１ヶ月間と短いものでしたが、得るものは多くありました。その中で特に日本では得難
いものだと感じたことが２つあります。１つは国際感覚を養えたこと。これはもう少し噛み砕くなら、
「世
界の中に日本があり、そしてその中でどのように世界と関わっていけばよいか？」ということを、現地
の人々との交流を通して深く考えるようになったということです。２つ目は英語の重要性を肌で実感で
きたこと。今までも英語が大事であることは認識していましたが、様々な地域の出身の方々と英語を通
して意思疎通を行ったことで、英語の難しさ、面白さ、そして有用性を痛感しました。私はチェコ共和
国での経験を、これからの勉強・研究や社会活動に活かし、日本人として世界と向き合っていきたいと
考えています。

３．派遣先

オストラバ工科大学（チェコ）

期間

Prof. Strnade

2012 年 9 月 10 日～2013 年 10 月 9 日
福富研究室

博士課程前期一年

萱原

尚輝

Ti-O 系合金の引張試験後の組織に対し、変形量の小さい平行部と変形量の大きいくびれ部に加工硬化に
因る硬さの変化が生じるかを調べるため、ナノインデンテーションを用い硬さ及びヤング率を調べた。
酸素量 0.092、0.29、0.38mass%の３種の合金の引張試験を行い、TD 断面に破断部から 100μm 間隔で
圧子を打ち込み、破断部から 7.9mm まで計 80 ポイントの測定を行った。引張試験条件は室温(293K)で、
クロスヘッド速度は 0.5、5、50mm/min の３種類である。
酸素量３種類、引張試験条件３種類の、計９種の試料に対し試験を行い、結果をまとめた。硬さは酸
素量の増大に伴い増加したが、同一試料におけるくびれ部と平行部での差異は見られなかった。また、
ひずみ速度の差異による硬さの変化も生じないことが分かった。
ヤング率に関しては、どの試料も一般的な Ti のヤング率 110GPa より高く、160～170GPa 程度であった。
そのため、装置の測定精度も含め、検討を進めなければならない。

４．派遣先

デルフト工科大学（オランダ）

期間

Prof. Sloof

2012 年 2 月 10 日～2012 年 3 月 17 日
中尾研究室

博士課程前期一年

吉岡俊介

平成 25 年 2 月 10 日から 3 月 17 日までの 36 日間，オランダにあるデルフト工科大学の Wim Sloof 研究
室にてインターンシップを行った．Wim 研はかねてから，自己治癒機能を有するセラミックスの開発を
メインテーマに据えて研究を行っており，EU における同研究をリードしている研究室である．一方，私
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の研究テーマは「新規自己治癒セラミックスにおける自己治癒エージェントの開発と評価」であり，両
研究室のテーマが密接に関係しているために今回のインターンシップが実現した．
インターンシップ中は「新規超高耐熱性自己治癒エージェントの開発と評価」をテーマにした研究に取
り組み，関連研究者と議論することで関連分野の知識を深化するとともに，本研究のプレゼンスを高め
ることができた．具体的には，初めの一週間では主に両研究室の研究内容に関するプレゼンを行った上
で，今後の共同研究の展開を活発に議論することができた．二週目は主に様々な機材の操作方法に関す
るレクチャーを受け，機材操作の習熟と共に，基礎となる理論を深く学ぶことができた．三週目以降は
今回のテーマに基づいた実験を実際に開始し，結果の議論を通して本研究テーマの発展を図るうえで極
めて有用な知見を得ることができた．最終日にはこれまでの成果に関する発表を行い，実験の引継ぎを
行うと共に，今後の展望について議論を行った．
本インターンシップでは，自分自身の実験を行うだけにとどまらず，月一で行われる定例のゼミや異分
野交流を目的としたミーティングにも積極的に参加した．このような機会における学生同士，または教
授との情報交換や討論を通じて，周辺分野への知見を深めることができたと同時に，私自身のテーマへ
の理解をより一層深めることができたと言える．総じて，内容が濃く，非常に有意義なインターンシッ
プであった．

Wim 研がある 3ME の校舎

デルフトの街並み

５．派遣先

ポワチエ大学（フランス）Prof. Boniface KOKOH
派遣期間

平成 24 年 11 月 17 日～12 月 3 日
光島・松澤研究室

大学院博士課程前期 2 年

金田章太郎

フランス西部に位置するヴィエンヌ県のポワチエ大学で二週間の研究活動を行ってきました。ポワチ
エ大学は、設立が 1431 年で非常に長い歴史を持ち、欧州のみならず世界各国から多数の留学生を受け入
れている大学です。私が活動させて頂いた Boniface KOKOH 先生の IC2MP T3(Institute of Chemistry
of Poitiers : materials and natural resources team 3)は、電気化学、特に燃料電池の分野で優れており、
電気化学測定装置が学生一人一台ずつ完備されているのはもちろんのこと、XRD、XPS、in-situ FTIR
などの評価装置が非常に充実していました。研究室にはフランス人が約 3 割、留学生が約 7 割で構成さ
れており、フランス語と英語が飛び交う国際色豊かな研究室でした。
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私のポワチエでの研究や日常生活をお世話して頂いたのは Teko NAPPORN 先生という方で、ポワチ
エ駅に到着したときとても暖かく出迎えてくれ、買い物などにも付き合ってくれました。しかし、いざ
研究室に行くと、
「なぜここに学びに来たのか。二週間という短い期間で具体的に研究をどう進めて聞き
たいのか。」を聞かれ、すぐに返答をすることができませんでした。そのとき私は、恥ずかしい思いをす
ると同時に、「甘い気持ちではだめだ。この研究室で多くの実験を行い、研究を前進させるんだ。」とい
う強い気持ちを持つことができました。それから Teko NAPPORN 先生の指導をもとで、一週目は装置
や器具の使い方、基本的な電気化学測定などを行い、二週目は電気化学測定中の電極表面を赤外線で観
察する in-situ FTIR を使わせて頂き、私の研究を進めるにあたり必要不可欠なデータを得ることができ
ました。
この二週間の研究生活で学んだことは、一つは英語に対する考え方です。研究の進め方について説明
する場合でも尻込みせず、自信を持って堂々と話すことが大切で
あることを教わりました。英語の上手い下手を気にしていては研
究に協力してくれる先生や学生との会話が進まないので、拙いな
がらも懸命に英語で話しました。また、相手の話が理解できない
ときも、粘り強く聞き返して研究を進めることができました。
苦労したのはむしろ学生との雑談で、自分の考えや趣味などを
うまく話すことができず悔しい思いをしました。今後、自分の事
や日本の事を伝え、流暢に雑談して世界が広げられるよう努力し
ようと思います。二週間という短い滞在期間でしたが、研究につ

クリスマスムードのポワチエにて

いて学ぶだけでなく、文化の違いを目の当たりにし、人間として

お世話になった研究室の学生たち

一回り大きくなれた気がします。優しく接して頂いた研究室の方々、ならびにこのような機会を頂いた
ことに感謝致します。

６．派遣先：チェコ金属物理研究所（チェコ）

Ivo Dlouhy 研究室

派遣期 間 ：2010 年 1 月 21 日～2 月 1 日
長谷川研究室

生産工学科 4 年生

齋藤友紀子

今回、熱サイクル数の違いおよび熱負荷の加わり方が TBCs の組織変化にどのような影響を与えるか
を調査するために Dlouhy 教授の元で研究をさせていただきました。教授をはじめ Dlouhy 研究室のみな
さんは、実験の仕方から設備の使い方まで親身になって相談に乗ってくださり、その結果、とても貴重
なデータを得ることができました。この実験結果を元にさらに深く TBCs の性質を学ぶことができそう
です。
実験の合間に、他の研究室の先生方もお忙しい中時間を設けてくださり、研究所内の様々な設備の見
学をさせて頂きました。見ただけでは用途が分からないような機器がほとんどで、すべてが新鮮でした。
先生方はとても丁寧に研究内容や設備の使用方法などを教えてくださり、それに対する感謝の気持ちと
同時に、自分の知識の無さに対する悔しさを強く感じました。この悔しさをバネに、今後も学問への興
味を失わず、多方面の知識を吸収していきたいと思います。また、研究室同士で共有している機器が多
いことにも驚きました。
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研究室のメンバーは全員仲が良く、毎日昼食を一緒に食べに出るので、私もそれに同席させてもらい、
研究以外にも色々な話を聞くことができました。伝統的な料理や飲み物などを口にし、チェコの食文化
に触れることができたのは大きな収穫だったと思います。また、同時に語学力の必要性を痛感しました。
食堂のメニューは全てチェコ語で書かれていたので、彼らが毎回料理の内容を英語で説明してくれ、さ
らに私が選んだ物を代わりに注文してくれました。私は英語を苦手としており、もし今よりも少しでも
リスニング能力あるいはスピーキング能力が足りなければ、料理を選び、食事をとることすらままなら
なかったに違いありません。日本国内に住んでいるからと、英語の習得を怠っていた自分に気がつくこ
とができました。海外でも通用する英語力を身につけることをこれからの目標としたいと思います。食
べ物に関係するチェコ語はほんの少しだけわかるようになりました。
今回のインターンシップにおいて、積極性は非常に大切だと感じました。出発前はどうしても、短い
間とはいえ知らない土地で普段使わない言語で生活するなんて、自分には無理なのではないか、と心配
ばかりしていました。しかし笑顔で研究所に迎え入れて頂き、会話に混ざるうちに、その不安は薄れて
いきました。拙い英会話能力のため、自ら進んで話しかけることにはやはり抵抗がありましたが、実験
の手伝いなどを頼むことが多かったこともあり、少しずつ周囲の方々に声をかけることができるように
なりました。研究所の方々は何かと話題を探しては会話の機会を作ってくださり、私が言葉に詰まりな
がら返答するのを、急かすことなくじっくりと聞いてくださりました。時にはどうしても単語が浮かば
ず、ボディーランゲージを用いて笑われることもありましたが、なんとか自分の意図を伝えることはで
きたように思います。おかげで、インターンシップを終える頃には、多少積極的にコミュニケーション
をとることができるようになりました。この気持ちを忘れずに、新しいことに挑戦していきたいと思い
ます。
最後になりますが、このような機会を与えてくださった GMI 拠点の皆様に深く感謝致します。

７．派遣先：

ルーヴェン・カトリック大学（ベルギー）
、Van Humbeeck 研究室

期間：

平成 25 年 2 月 28 日～3 月 16 日
竹田研究室

大学院博士課程前期１年

渋谷直道

この度の長期インターンシップでは Ti-Ni 合金における巨視的観察の策定ならびに評価方法の確立、ま
た研究テーマについての詳細なディスカッションを目的としました。
まず巨視的観察では、様々な実験条件下にて DMA 測定を行いました。試料は日本で行なっている自
由曲げ回復試験に用いているものと同様のものを準備、持参しました。測定実験はすべて、曲げの状態
に最も近い片持ち梁試験を選択しました。まず定常ひずみ（0.05%）と定常振幅（1Hz）を加えた状態で
試料温度を 110℃～0℃まで冷却、その後再び 110℃まで加熱、このサイクルを２回繰り返しました。こ
れは試料特性を知るための試験であり、現地で行なった DSC 測定結果と温度域を重ねることでデータ信
頼性を向上させるためのものです。その後、定常温度における応力変化測定、定常応力における温度変
化測定を行ないました。これらの結果から私が現在扱っている試料の特性を測定するとともに、熱処理
が試料に与える影響を調べることができました。
また巨視的観察の実験方法の協議では、自由曲げ回復試験においてあらかじめ曲率、試料長さ、曲げ
角度などを計算した上ですべての試料において同一の条件を施すことが望ましいという結論に至りまし
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た。実験手法自体は非常に納得していただけている様子でした。
試料準備については試料準備専門の技官の方と相談しながら酸化膜の取り除き方、パテの作り方など
を協議しました。巨視的観察用は試料が小さすぎたため従来通りパテ未使用の研磨を行ない、DSC 測定
用試料についてはパテを使用しました。パテの使用により均一かつ容易に試料研磨ができ、研磨試料の
ムラが少なくなることがわかりました。
さらにこれまでの研究では、DSC 測定を室温から行なっていましたが、測定開始付近でのピークの挙
動について解明できていない点が多く、低温域での DSC 測定が急務となっていました。今回の実験では、
-150℃まで温度を下げて測定を行い、室温～-150℃におけるピークの挙動を調べました。その結果低温
域ではピークは存在しないことが判明し、また Ms 点の温度から文献を参照し、私の試料組成が
50.0at.%Ni-Ti 合金である可能性が指摘されました。ただし、今回の測定でも As 点～Af 点にかけてのオ
ーステナイト変態時のピークに２つのピークが見られ、これは２次変態の可能性が指摘できるという結
論に達しました。ただし実験回数については、各時効温度の試料で２サイクルを１回ずつしか行なえず、
十分でなかったことと、時効時間についても数多く試すことができなかったので、引き続き実験を重ね
ていく必要があることが分かりました。
この他 Antwerp 大学に半日滞在し、TEM と SEM を見学させていただき
ました。数多くの TEM と SEM があり、用途やそれぞれの機器の特徴を生
かした観察を行なうことを目的としている様子でした。特に 360 度観察用
TEM におけるマイクロピンの観察（SEM についても同様のもの）の実験が
行なえるというお話は非常に興味深いと感じました。その後、Antwerp 大
学の N.Schryvers 教授と KU Leuven 大学の Van Humbeeck 教授と 3 人で
ディスカッションを行ないました。試料準備については電解研磨機が日本で
使用しているものと同様のものだったので、研磨液の種類、混合率、温度、
電流値、電圧値など多くのヒントをいただきました。またこちらでの研究結
果を提示し、温度上昇における微細組織の変化が起こらないものについて質
問をし、明視野観察のみならずディフラクションパターンの変化も同時
にも見てみるようアドバイスをいただきました。

J. Van Humbeeck 教授と

生活面ではベルギーの文化や歴史に触れる機会が多く、特に建
築物は様々な建築様式のものを見ることができました。また食文
化や芸術作品などについても話を伺うことができ、大変有意義な
時間となりました。
今 回 の 長 期 イ ン タ ー ン シ ッ プ で は 高 機 能 材 料 を 扱 う KU
Leuven の一員として、実験やディスカッションを行ない、また
他大学の様子も見学することができました。今回の経験を今後の
自分の研究にも生かし、充実した研究を行なって生きたいと考え
研究室のメンバー（筆者は中央中）

ております。

最後に、このような貴重な機会を頂きました皆様に感謝致します。
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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て
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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 研究拠点の活
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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ーボン電
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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 ）（本学を含む）となっている。
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＜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～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。

 報告者

GMI 研究拠点長 福富洋志
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■

International Workshop on Cryogenic Structural Materials and Their Evaluation Methods 2013

 会期

2013 年 6 月 15 日〜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〜21 日

 場所

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

 分野

極低温工学

 報告者

金属材料グループ 梅澤 修

■

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

 会期

2013 年 8 月 19 日-21 日

 会場

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

■

コンクリート材料グループ

椿

龍哉

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

 期間

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
イオン液体グループ 安田 友洋

■

第 224 回米国電気化学会大会

 会期：

2013/10/27～11/1

 開催場所：

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。
CMK-1(none)および[Co]-CMK-1(x)の XRD パターンを図 1 に示す。Co 触媒量が増加するにつれて、
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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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(2) 電極触媒グループ
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におい
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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
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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
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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遂行
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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、
大学
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
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

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。

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，普段当たり前に使用し
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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パタ
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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まれた，理想的
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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」であると心か

写真

ら感じました。

Dr. Mazeau, Dr. Nishiyama

S3_ 34

左から順に早川(訪問者),
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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

参加者

学外 45 名、学内 12 名

懇親会 17:30-19:00

メディアホール

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。また、
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）

参加者

学外 45 名、学内 4 名

２階カンファレンスルーム

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
13:45～14:05

工学研究院）

光島

重徳

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）
14:55～15:35

陽介

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）

15:35～16:15

青木

松本

太

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

稲本

将史

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）

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

（横浜国大 GMI 研究拠点）

梅村鎭男

17:00～17:05 閉会
＜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

（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：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

S4_ 8

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

16:20～16:40

軸・曲げ WG 活動状況

（疲労損傷研究部会主査））

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）

16:40～17:00

梅澤

高木眞一

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）

＜懇親会＞
17:20～18:30

於 生協第二食堂
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梅村鎭男

2.3

公開講座・講演会
アクティブマテリアル

(1) 公開講座

日時
場所
受講料
参加者

～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
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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航

（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

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

10:10-11:00 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
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

Prof. Ivo Dlouhy

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

16:00-17:00

航

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 YNU）

 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 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
 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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3.

研究開発活動

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
mAh g-1)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
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
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、触媒成分としてはコバルト（Co）
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

S4_ 19

～+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．

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

(4) 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

＜件数＞

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
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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。表中の榊原玉東研究室は 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

行先

内容

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
中川紗良々 Science
から評価する事を可能にする機 9 / 18 -10 / 10
John W. Brady教授研究室 能性色素の分子設計
【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

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

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

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。

S4_ 33

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もに、学生との日々

図 2 ストラスブールにて国際宇宙大学の学生

のディスカッションを通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。
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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
期間

Prof. John Brady

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
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
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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。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

Fig.1 Brady 教授との記念写真

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
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、
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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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グリーンマテリアルイノベーション（ＧＭＩ）研究拠点
平成 27 年度 活動報告

平成 28 年 3 月

横浜国立大学
ＧＭＩ研究拠点
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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、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)は学内重点化競争的経費の支援をいただいて平成 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参りました。
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
て参りました。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海外インターンシップなどを行って参りま
した。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の解決に複数の企業が協働して取
組む活動として、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 27 年度には新たにクリーンエネルギー材料産学官研究会の
中に「アルカリ水電解研究部会」を発足させ活動を開始致しました。「表面硬化部材の疲労損傷研究部
会」については、本年度これまでの活動成果を日本鉄鋼協会のシンポジウムの形で一般に公開し、議論
の俎上に乗せました。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、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
議により運営して参りました。
本年度は特別経費の最終年度にあたり、これまでの GMI 拠点活動を総括し、12 月に文部科学省科学
技術学術政策局から西島様に来賓としてご出席いただいて「特別経費による GMI 拠点活動記念シンポ
ジウム」を開催することが出来ました。当日はこれまで GMI 拠点活動にご協力いただいた各機関から大
勢の皆様にご出席いただき盛会の内に終了することが出来ました。厚く御礼申し上げます。
今後 GMI 研究拠点で行ってきた各種の活動を見直しながら必要なものを継続発展させると共に、本事
業で得られた新たな産学官連携の仕組みに関する知見を、産学官連携活動および関係する研究教育
活動に生かして参りたいと考えております。今後とも、皆様のご協力をよろしく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

S5_ 2

超寿命材料産学官研究会

【平成 27 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（研究推進機構 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）

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）

古賀紀光

（材料力学、助教）

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（助教））

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、助教）
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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きた。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の実現を狙っている。
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 27 年度は特別経費の最終年度にあたるため、文部科学省科学術政策局の西島様を来賓にお向
えして、これまでの GMI 拠点の活動全体を総括し紹介する「特別経費による GMI 研究拠点活動記念シ
ンポジウム」を開催した。また、例年通り、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
究会のシンポジウムをそれぞれ１回開催し、そのうちクリーンエネルギー材料産学官研究会では昨年度
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開
催し、GMI 活動の周知と地域企業との交流に努めた。超寿命材料産学官研究会ではコンクリートグルー
プの細田准教授が東北復興において展開しているオープンイノベーション活動に関係して東日本大震
災の話題を中心にシンポジウムを開催したところ、大勢の参加をいただき、関心の高さを確認できた。ま
た、学内における超寿命材料産学官研究会では、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」の活動成果を日本鉄鋼協会の講演大会の中でシンポジウムとして報告
した。
本年度は最終年度にあたり特に会員数を増やす活動はせず、会員数は昨年と変わっていない。
会員機関数（平成 27 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

以下に、平成 27 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。

2.2

シンポジウム

(1) 特別経費による GMI 研究拠点活動記念シンポジウム
日時

平成 27 年 12 月 7 日（火） 14:10-17:30、

場所

横浜国立大学

参加者

学外 39 名、学内 31 名

教育文化ホール

懇親会 18:00-19:30

大集会室

文部科学省の特別経費の支援が本年度で終了となるため、これを一つの区切りとして、これまでの GMI
研究拠点の活動を振り返るとともに、活動成果等を報告してご意見をいただくため、本記念シンポジウム
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を開催した。当日は、文部科学省から大学技術移転推進室の西島宗明様に来賓としてご出席いただき、
ご挨拶と文部科学省の科学技術政策についてお話しを頂戴した。GMI 研究拠点の報告としては、まず
福富 GMI 研究拠点長から、これまでの GMI 研究拠点活動の総括と YNU 教育研究総合連携方式の紹
介を行い、後半では、GMI 研究拠点で大型の外部資金獲得により他機関との連携でプロジェクトを進め
ている教員による活動紹介を 3 件、および GMI 研究拠点独自のオープンイノベーションの試みである研
究部会活動の紹介を２件行った。
会場には、GMI 研究拠点の産学官研究
会会員企業の皆様を中心に、これまで様々
な形で GMI 拠点の活動にご協力をいただ
いた方々7０名の皆様に学内外からご参加
いただき、熱心に活動報告をお聞きいただ
いた。シンポジウム終了後は、場所を移動
しての懇親会にて、GMI 研究拠点の先生
方と参加いただいた企業関係者等の皆様

図 2.1 記念シンポジウムの様子（横国大教文ホール）

で意見交換を行い、今後の為に、有意義な
時間を持つことが出来た。
【プログラム】
14:10～ 開会挨拶

横浜国立大学学長 長谷部勇一

14:20～ 来賓挨拶

文部科学省 科学技術・政策局 産業連携・地域支援課
大学技術移転推進室 室長補佐 西島宗明

14:30～ 講演 横浜国大の産学連携活動について

横浜国大産学官連携推進部門 金子直哉

～ 休憩 １4：50～15：00 ～
15:00～ GMI 拠点活動報告
15:00~15:25 YNU 教育研究総合連携方式の総括

GMI 研究拠点長 福富洋志

＜大型プロジェクト＞
15:25~15:50 次世代高性能リチウム硫黄電池の開発 （ALCA 重点領域）

工学研究院 渡邉正義

15:50~16:15

有機ハイドライド電解合成 （ＳＩＰ）

工学研究院 光島重徳

16:15~16:40

自己治癒機能を有する超信頼性セラミックス （ALCA）

工学研究院 中尾

航

＜研究部会活動＞
16:40~17:05

表面硬化部材の疲労損傷研究部会

～機械部品の長寿命化～
工学研究院 梅澤 修

17:05~17:30

SWAT 研究会

～コンクリートインフラの長寿命化～
都市イノベーション研究院 細田 暁

17:30～ 閉会挨拶

横浜国立大学理事 森下 信

18:00～ 意見交換会（懇親会）
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(2)

第 9 回クリーンエネルギー材料産学官研究会シンポジウム
（クリーンエネルギー材料技術フォーラム）

神奈川 R&D 推進協議会

日時

平成 27 年 10 月 29 日（木） 13:00-17:10、

場所

神奈川県産業技術センター（神奈川県ものづくり交流会）

参加者

学外 60 名、学内４名

共催

懇親会 17:30-19:00

10 月 29 日、神奈川県産業技術センターで開催した神奈川県ものづくり交流会の中で、GMI 研究拠点
と神奈川 R&D 推進協議会の共催によりクリーンエネルギー材料技術フォーラムを開催した。これは、GMI
研究拠点活動の周知と地域連携の推進を目的に、神奈川県産業技術センターと GMI 研究拠点が連携
して毎年開催しているフォーラムで、今年で三回目になる。本年は、電池材料の話題を中心に企画し、
神奈川大学名誉教授の佐藤祐一先生、日産自動車総合研究所エキスパートリーダーの秦野正治様に
特別講演をお願いした。また、GMI 研究拠点から渡邉正義教授他のイオン液体を電解質として利用した
二次電池の研究状況の紹介のほか、KAST や産業技術センターから電池に関する研究や事業の紹介が
行なわれた。会場には GMI 研究拠
点クリーンエネルギー材料産学官研
究会会員企業および地元企業の皆
様を中心に６０名余の参加があり、
熱心な聴講および質疑が行われた。
講演終了後も会場にて、講師の先
生方と参加者との個別の名刺交換、
意見交換などが行われた。

図 2.2 シンポジウム会場の様子（神奈川県産業技術センター）

【プログラム】
13：05-14：05 リチウム電池の高容量化 -特に正極材料について

神奈川大学

佐藤 祐一

14：05-14：50 新しい電解質としての溶媒和イオン液体：その特徴と利用
横浜国立大学 渡邉 正義
15：15-15：45 電気自動車用二次電池研究における材料技術の現状
日産自動車(株) 秦野 正治
15：45-16：15 単粒子計測による正極材料評価

横浜国立大学 松前 義治

16：15-16：45 無加湿プロトン伝導チャンネルを形成する新規な自己集合法
神奈川科学技術アカデミー、東京工業大学 安藤 伸治
16：45-17：00 リチウム二次電池の支援紹介

化学技術部

(3) 第 9 回超寿命材料産学官研究会シンポジウム
日時

平成 28 年 2 月 2 日(木） 13:00～17:00

場所

横浜国立大学 理工学部講義棟

参加者

学外：65 名

学内：8 名
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（17:00～ 懇親会）

青木 陽介

平成 28 年 2 月 2 日、理工学部講義棟で第９回の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、コンクリートグループの細田准教授の企画により、外部講師として仙台建設業協会副会長の深
松 努様（(株)深松組 代表取締役社長）を招き、特別講演を行った。深松様は仙台で東日本大震災の
復興において最前線で重要な役割を果たされてきた方で、その経験を踏まえて東日本大震災発生直後
から今日まで被災地の現場で何が起きていたか、震災を経験して何が分かったか、また震災を教訓にし
て今後何をしなければいけないか、等について現場で動いた人でないと分からない臨場感ある話が２時
間に亘って紹介された。その内容は、マスコミを通じて我々が知っている話とは大いに異なる現実で、シ
ンポジウムに参加された皆様は、深松様の話しに聞き入っておられ、２時間はあっという間に過ぎたという
印象であった。深松様の話から、災害現場の最前線で働く人たちの使命感に感動すると共に、土木建設
業の社会に対する貢献の大きさ、役割
の重要性を改めて認識させられた。
シンポジウム終了後の懇親会でも、
震災復興現場の厳しさ、土木建設業
の重要性、等について意見交換がな
された。参加した土木建設業を目指す
学生からも、この業界へ進むことに強
いモチベーションを貰ったとのコメント
があり、教育的な側面からも有意義な
シンポジウムとなった。

図 2.3 シンポジウム会場の様子（横国大理工学部講義棟）

【プログラム】
13:00～14:00 ： 講演
復興道路のコンクリート構造物の品質確保・耐久性確保の最前線
_

横浜国立大学 准教授 細田 暁

14:00～14:40 ： 研究発表
表面吸水試験（SWAT）の最新動向と品質確保での活用
_

横浜国立大学 細田 暁、 小松怜史、 他

15:00～17:00 ： 特別講演
東日本大震災 現場からの証言 復興に向けての課題と提言
_

仙台建設業協会副会長 深松 努 氏

17:00～18:00

2.3

懇親会

研究部会活動

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、複数の企業が共同
でその課題解決に取り組むと同時に、その活動を通じて企業人材の育成を行う目的で、研究部会
活動を行っている。昨年度までに２つの研究部会を立ちあげていたが、本年度新たに「アルカリ
水電解研究部会」を立ち上げ、活動を開始した。

S5_ 7

(1) 表面硬化部材の疲労損傷研究部会
①

（梅澤教授）

概要

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
関する基盤的な課題に取り組むことを狙いとしている。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。現在の参画機関は平
成 27 年度終了時 22 機関（企業 19、官 1、学 2 ）（含本学）となっている。
当初策定した枠組みは以下記載の通りである。
②

③

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を提示



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



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


④

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


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）
高木眞一 主任研究員（神奈川県産業技術センター）

⑤

表面硬質相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

平成 27 年度活動内容
本年度は、昨年度までに実施した実験結果の解析およびメカニズム理解、更には必要な追加実験等

の活動を進めた。年度初め、３月の日本鉄鋼協会講演大会の中にシンポジウム枠を設け、これまでの活
動報告を行うことを目標としてかかげ、活動を進めた。


転動ピッチング WG

参加機関 13 機関（除く横浜国大）

本年度は５回の WG 会合を実施し、前年度までに実施した SCM420 真空浸炭材のローラーピッチング
（RP）試験で損傷した試験片の解析とメカニズムに関する議論を行った。特に RP 試験において破壊に
至る前段階で試験を中断した試料の解析に重点を置いて解析を進めた。その結果を踏まえて、４回目の
WG 会合において、３月２３日のシンポジウムにおけるプログラム（発表者と講演タイトル）の確定を行った。
本研究部会活動の教育的側面を考慮し、シンポジウムの準備段階では、講演予稿・講演内容の相互チ
ェックを行い、講演内容のリファインを行った。
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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
本 WG はばね鋼にショットピーニング処理を施した材料のねじり疲労現象に関する研究と SCM435 鋼材
に窒化処理を施した材料の軸、回転曲げ疲労現象に関する研究の二本柱で進行している。前者につい
ては前年度ほぼ完了しており、本年度は特に後者の疲労に関係して７回の WG 会合を行い、協働しての
議論とそれを踏まえた実験を通じて理解が進んだ。SCM435 材に窒化処理を加えた試験片で興味深い
現象が多々見出され、メカニズム解析を進めた。現段階では、まだ十分メカニズムが解明されたとはいえ
ず、今後引き続きメカニズム解析を進め、新たな超寿命材料の開発指針の獲得を目指している。


疲労損傷研究部会活動の成果報告会

本年度は当初計画の終了年度に当たるため、３月にこれまでの活動成果を日本鉄鋼協会講演大会の中
でシンポジウムの形でまとめて発表し、一般に公開した。下記がシンポジウムの開催案内である。

材料の組織と特性部会 ミクロ偏析の組織形成に及ぼす影響と特性発現のためのプロセス因子
フォーラム 「機械構造用鋼表面硬化部材の疲労損傷」シンポジウム開催案内
自動車向け駆動部品に使用する機械構造用鋼では、部品表面を硬化させて疲労強度の向上を図る
のが一般的です。この疲労損傷に関する課題は、旧来より多くの研究開発が継続されてきた分野ですが、
近年の厳しい特性要求と分析手法の高度化を踏まえ、材料学に基づく理解と結びつけた議論を深めて
いくことが重要と考えます。本シンポジウムでは、機械構造用鋼を対象に、ショットピーニングによるき裂の
無害化、窒化化合物層の影響、き裂面の摺動を伴う転がり疲労やピッチング損傷を取り上げ、現状の
理解について整理を試みます。耐疲労設計を考える評価結果を事例として、鉄鋼材料の組織制御と材
料設計を考えるきっかけにしたいと考えております。多数の方々にご参加頂き、活発な討論となることを
期待しております。
1. 日時：2016 年 3 月 23 日(水) 9:00～17:00
2. 場所：第 171 回春季講演大会 第６会場 (東京理科大学葛飾キャンパス講義棟 5 階 507 号室)
3. プログラム：
9:00〜 9:10 開会挨拶
梅澤 修（横国大）
9:10〜 9:30 ショットピーニングによるばね鋼の疲労強度向上とき裂状表面欠陥の無害化 －平面曲げ疲労－
高橋宏治、安田順（横国大）、岡田秀樹（日本発条）
9:30〜 9:50 ショットピーニングによるばね鋼の疲労強度向上とき裂状表面欠陥の無害化 －ねじり疲労－
岡田秀樹、竹田和也（日本発条）、中川真樹子、古池仁暢
高橋宏治（横国大）、倉本 剛（キグチテクニクス）
9:50〜10:00 休憩
10:00〜10:30 窒化化合物層の結晶構造が疲労強度に及ぼす影響 －軸疲労－
高木眞一、殿塚易行、星川 潔（神奈川産技セ）
、伊藤経教（オーネックス）
10:30〜10:50 窒化化合物層の結晶構造が疲労強度に及ぼす影響 －回転曲げ疲労－
久保田剛（ヤマハ発動機）、野崎精彦（UD トラックス）、高木眞一（神奈川産技セ）
10:50〜11:10 窒化化合物層の結晶構造が疲労強度に及ぼす影響 －ねじり疲労－
山田明徳、衛藤洋仁（いすゞ自動車）、倉本 剛（キグチテクニクス）
11:10〜11:30 窒化化合物層の結晶構造が疲労強度に及ぼす影響 －転がり疲労－
定森友也、古池仁暢、高橋宏治（横国大）、久保田剛（ヤマハ発動機）
11:30〜11:50 純窒化した極低炭素鋼の疲労き裂形成挙動に及ぼす化合物層の影響
齋藤 晋、古賀紀之、梅澤 修（横国大）
11:50〜12:00 総合討論
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13:00〜13:20 転がり疲労における繰返し接触応力とき裂の関係
木田勝之（富山大）
13:20〜13:40 歯車のピッチング損傷に関する従来知見 －温故知新－
川原正明、吉崎正敏（日野自動車）
13:40〜14:00 RPT-201 型ローラーピッチング試験機の機差について
早乙女尚史（ニッコークリエイト）
、堀本雅之（新日鐵住金）
杉浦孝佳（愛知製鋼）、川原正明（日野自動車）
、深沢剣吾（高周波熱錬）
14:00〜14:20 すべり率およびサブゼロ処理がピッチング疲労損傷に与える影響
杉浦孝佳（愛知製鋼）、杉本 剛（日産）
14:20〜14:40 ピッチング疲労損傷に至るき裂の発生・進展過程１
渡里宏二、堀本雅之（新日鐵住金）
、藤本 充（本田技研）
14:40〜15:00 ピッチング疲労損傷に至るき裂の発生・進展過程２
深沢剣吾（高周波熱錬）
、藤本 充（本田技研）
15:00〜15:10 休憩
15:10〜15:30 SCM420 浸炭鋼の高面圧下ピッチングとき裂形状の解析
實方潤一、古賀紀之、梅澤 修（横国大）、野崎精彦、鑓 恵介（UD トラックス）
15:30〜15:50 ピッチング疲労損傷における内部せん断応力の影響
丸山貴史、常陰典正（山陽特殊製鋼）
15:50〜16:10 転動疲労における材料表面に及ぼすトランスミッションフルードの影響１
鑓 恵介、野崎精彦（UD トラックス）
、砂川洋二（出光興産）
転動疲労における材料表面に及ぼすトランスミッションフルードの影響２
砂川洋二（出光興産）
16:10〜16:30 浸炭鋼の転がり疲労による組織変化過程の観察
相川文明、小俣弘樹、植田光司（日本精工）
16:30〜16:50 総合討論
16:50〜17:00 閉会挨拶
渡邊陽一（パーカー熱処理工業）

(2)ＳＷＡＴ研究会（細田准教授）
①背景・狙い
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。基礎研究は横浜国立大学（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、現場への普及と有効活用することを目的と
して、平成 25 年度から活動を行っている。

図 2.4 2015 年 6 月の復興道路の構造
物での計測状況（新小本大橋）

② 体制
SWAT 研究会には、横浜国立大学、鹿島建設、西松建設、飛島建設、丸東製作所、八洋コンサルタ
ントが参加しており、細田研究室と個別に共同研究契約、奨学寄附金等で連携している。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
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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
論を深めている。
③

平成 27 年度の主な成果

 東北地方整備局の「コンクリート構造物の品質確保の手引き（案）」が 2015.12.24 に制定され、その中
で SWAT が品質評価法として取り上げられ、品質評価基準も示された。
 計測中にフレームが変形することにより計測の精度が低下する問題に対して、フレームの変形を極力
排除したシステムが開発された。
 計測結果を自動処理して表面吸水速度を算出するプログラムが開発され、その有効性を検証した。

(3) アルカリ水電解研究部会（光島教授）
① 背景・狙い
化石エネルギー依存から脱却して二酸化炭素排出量を削減するためには積極的に再生可能エネル
ギーの導入を図らなければならない。国内では、これらの再生可能エネルギーは発電量が不安定である
とともに、北海道および北東北に偏っており、電源系統の容量が不足する。国際的な視点にたつと、砂
漠地帯の太陽光や高緯度あるいは亜熱帯地域の偏西風や貿易風が再生可能エネルギーの大きなポテ
ンシャルであり、電気エネルギーを化学エネルギーに変換してエネルギーを貯蔵・輸送する技術は更に
重要性を増す。
現在の大型の水電解技術は水力発電の余剰電力が得られた地域、時代に確立されたものであり、再
生可能エネルギーの利用拡大に向け世界的にも見直しの時期が来ている。また、わが国では大型アル
カリ水電解槽を製造・販売している企業は無くなっている。しかし、大型のアルカリ水電解と共通の技術
基盤を持つ大規模な産業として食塩電解工業があり、最新鋭のイオン交換膜法では日本の技術が最も
進んでいる。食塩電解工業は苛性ソーダを年間約 50 Mt 製造し、約 140 TWh の電力を消費している。
したがって、再生可能エネルギーの利用拡大に向けてエネルギーとして意味のある規模の水電解工業
が発展すると考えると、現在の食塩電解工業を遥かに上回る規模であると考えられる。
太陽光や風力発電などの変動性の再生可能エネルギーを用いて電解槽を稼働するためには、電力変
動や起動停止時の電解槽の挙動を把握して電力変動に対応可能な技術を開発し、最小限の電力調整
で電解槽を稼働する必要がある。家庭用コジェネレーションシステムや自動車用の電源として実用化が
始まっている固体高分子形燃料電池でも負荷変動や起動停止に対する耐久性の確保がこの 10 年の非
常に重要な課題の一つであり、産官学の連携が大きな役割を果たした。
そこで、再生可能エネルギーに対応する水電解技術を確立するために、食塩電解の技術をベースとし
て水電解槽を開発している旭化成(株)、 川崎重工業(株)、 ティッセンクルップ・ウーデ・クロリンエンジニ
アズ(株)、 デノラ・ペルメレック(株)と横浜国立大学でアルカリ水電解研究部会を組織し、再生可能エネ
ルギーに対応する電解槽を開発する上で共通的な課題である、起動停止や電力変動に伴い電解槽内
を流れるリーク電流や逆電流と劣化の関係の解明、劣化機構解明のための電解槽の診断技術の開発を
対象として活動を開始した。
平成 27 年度の活動状況

②

発足初年度であり、キックオフミーティングを含めて２回の全体会合を行い、大学を中心として進めて
いる研究の進捗状況報告および議論、更には参加各社から本活動に関連する社内外の情報提供を受
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け、情報共有・意見交換を実施した。

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
我々は、イオン液体や溶媒和イオン液体などを用
いたエネルギー変換デバイスへの応用や高分子との
複合化による新たな機能性材料に関する研究を精力
的に推進している。溶媒和イオン液体とはグライムとリ

図 3.1 溶媒和イオン液体の例．

チウム塩の等モル混合物であり、図 3.1 に示すようにリチウムイオンがグライムのエーテル酸素に配位し
た構造を形成している。そのためグライムは揮発しにくくなり、そしてイオン伝導性を兼ね備えており、イオ
ン液体と同様な特徴を有する液体である。我々のグループで開発された溶媒和イオン液体は、近年では
世界的にも認知されてきており、電池用電解液への応用に関する試みが多くなされている。また、このよ
うな（溶媒和）イオン液体以外にも我々は新規電極材料の開発にも着手している。
以下に今年度の主な成果をまとめる。
①

リチウム－空気二次電池の開発
図 3.2 に示すようにリチウム－空気二次電池は負極

活物質としてリチウム金属、正極活物質として酸素を使
用することで、驚異的なエネルギー密度を達成すること
が期待される。一方でこの実現には（１）放電反応中間
体である超酸化リチウム（酸素アニオンラジカルのＬｉ塩）
が電解液などの有機物を分解、（２）正極が開放系であ
るため電解液の揮発や外部からの水分の混入、（３）放
電生成物である過酸化リチウムの低い電子伝導性に起
因する充電時の高い過電圧などの問題が残っている。
我々は種々の分析・解析技術を駆使し溶媒和イオン液
体や進行している電気化学反応について理解を深め、
分子構造をデザインすることや添加物を利用することで、

図 3.2 放電時のリチウム－空気二次電池
のイメージ図と充放電の反応式．

これらの問題の克服を目指した。我々は溶媒和イオン液体が一般的な有機溶媒に比べ、副反応が少な
い安定な充電反応が進行することを明らかにした。また疎水性溶媒和イオン液体を設計し、さらに疎水性
イオン液体を添加することで、高い疎水性の電解液を開発した。この電解液を用いると、水分によるリチウ
ム負極の劣化が抑制された。さらに、ヨウ素レドックス対をメディエータとして電解液に添加した結果、充
電時の過電圧が抑制されたことを明らかにした。
② 新規 Li2S/グラフェン複合体の作製法の開発
当研究室ではかねてより、リチウム－硫黄電池に関する研究を遂行している。これは正極に硫黄、負
極にリチウム金属を用いた電池である（図 3.3）。硫黄は、現行のリチウム二次電池の正極材料として使わ
れている LiCoO2 の 10 倍以上の非常に高い理論容量を有し、資源的な制約を受けないなどの利点があ
る。しかし低い電子伝導性、遅い電極反応速度、反応中間体である Li2Sn (2 ≤ n ≤ 8) が電解液に溶出
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してしまい、放電容量が低下するなどの問題を抱えている。我々はこれらの問題を解決するべく、電解液
の新しいデザインやその基礎物性の調査、活物質同士を接着するバインダー高分子の改良など多くの
検討を重ねて来た。これらの結果から、溶媒和イオン液体はリチウム－硫黄電池用電解液として優れて
いることを明らかにした。
また、これらの検討の過程で、新しい正極材料の作製法を考案した。工業的な観点から放電状態で出
荷されるべきである。そのため、初期状態を硫化リチウム(Li2S)と炭素の複合体にしておく必要がある。こ
れまでにいくつかの複合化に関する報告がなされているが、複雑な工程を含んでいたり、均一にすること
が 困 難 で あ っ た 。 そ こ で 我 々 は 硫 酸 リ チ ウ ム (Li2SO4) と グ ラ フ ェ ン 積 層 微 小 板 (Graphene
nanoplatelete aggregates; GNAs)の複合体を水中で作製し、これを焼結することで Li2S / グラフェン
複合体を得ることに成功した（図 3.4）。この方法は簡単で安価、大量合成に向いているほか、水とエタノ
ールを溶媒として用いているので環境に優しいと考えられる。この複合体を正極材料に用いた充放電試
験を行った結果、グラフェンの連続相が発達して電子伝導性が良いためか、物理的に Li2S と炭素材料
を混合した系と比べ、高い容量を得ることができた。今後はさらなる性能向上を図るべく研究を推進す
る。

図 3.3 リチウム－硫黄電池の充放電イメー
ジと各電極上での反応式．

図 3.4 新規 Li2S/グラフェン複合体の作製方法．

③ イオン性高分子を用いた高分子アクチュエータの開発
我々はイオンゲルを炭素電極で挟み込んだ三層構造を有する素子に電圧を印加することで、その形状
が屈曲する高分子アクチュエータに関する研究を進めている。今年度はイオンゲルをイオン性高分子に
置き換えたアクチュエータを作製し、評価を行った。アクチュエータ素子の構造や屈曲挙動は図 3.5 に示

図 3.5 高分子アクチュエータの構造と± 2 V 印加時のアクチュエータの変位挙動の写真．

すとおりである。この高分子アクチュエータは陽イオン・陰イオンの輸率とそのイオンサイズの積の差によ
って屈曲方向が一義的に決定されることを、我々は過去に提案した。この考えに則ると、片方の輸率が１
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になるイオン性高分子（ポリカチオン、ポリアニオン）の屈曲方向は逆になるものと予想される。そこで我々
は図 3.6 に示すような二種類のイオン性高分子を設計し、高分子アクチュエータに適用した。各々の高
分子には内部可塑剤を導入して Tg を低下させており、さ
らに架橋剤によって化学架橋を施している。作製したアク
チュエータ素子に± 2.0 V を印加した結果、予想通り図
3.7 のように逆方向の変位を示した。ただしイオン性高分
子はイオン導電率がイオンゲルと比べると著しく低いため、
応答速度が遅かった。今後はこれらのことについても改良
を重ねる予定である。

図 3.6 アクチュエータに用いたイオン性高分子の構造．
実際にはこの構造をさらに化学架橋している。

図 3.7 ± 2 V 矩形波電圧印加時のアク
チュエータの変位挙動．内部可塑剤の含
有量: 30wt%．

(2) ポーラス材料研究グループ
電気二重層キャパシタの高エネルギー密度化に向けた規則性多孔体炭素材料の開発
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．この特徴は，電気二重層キャパシタ電極材に適用した際に発現
する優れたレート特性の一因になっている．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．昨年度はまず，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，その後 Ia3̄d 空間群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 ないし Ni の触媒作用について検討を行った．本年度は，炭素源に特に着目
し，炭素電極の高容量化を目指した．具体的には，易黒鉛化炭素源（アセナフテン, AN）ないし難黒鉛
化炭素源（フルフリルアルコール, FA またはスクロース, SU）を用いることで炭素質の異なるメソポーラス
カーボン CMK-1 を調製し，その EDLC 容量を比較・検討した。

AN

FA

[EMI]+[TFSI]–

SU
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既知の方法で合成したメソポーラスシリカ MCM-48 または Al を含浸担持した Al/MCM-48 の細孔内
に AN，FA，または SU を導入した後，電気炉を用いて減圧下 900ºC で炭化した。次に，鋳型である
MCM-48 をフッ酸によるエッチングで除去することによりメソポーラスカーボン CMK-1 をそれぞれ得た。
各試料の構造評価のために粉末 XRD 測定，窒素吸脱着測定を行った。次に，調製した各 CMK-1 に導
電助剤としてアセチレンブラック，粘結剤として polyvinylidene difluoride (PVDF)を加えて混練し，ア
ルミ箔上に塗布した後，円形に成型した。対極に活性炭電極，参照電極に Ag 金属を用い，Et4N+BF4–
の propylene carbonate (PC)溶液（1 mol kg–1）またはイオン液体[EMI]+[TFSI]–を電解液として三極
式セルを構成した。電位–1.0～+1.0V vs. Ag/Ag+，電流密度 1～10 A g–1 の範囲で定電流充放電試験
を行い，EDLC 容量を算出した。
シリカ鋳型である MCM-48 または Al/MCM-48 に導入する炭素源を変えることで，炭素質の異なるカ
ーボンレプリカ CMK-1 を得ることができた（図 3.8 a）。炭素源に AN を用いた場合，FA または SU に比
べてグラファイト構造の（002）面に由来する XRD ピーク（G002）が 2θ= 25～28º 付近に顕著に現れた
（図 3.8 b）。また，CMK-1_AN および CMK-1Al_AN の c 軸方向の結晶子径 Lc を見積もると 1.4 nm で
あった。これはグラフェンシートの積み重ね方向（c 軸方向）にグラファイト構造が発達したことを示してい
る。さらに TEM 観察より，CMK-1Al_AN ではメソ孔壁にグラファイトドメインの edge plane が露出してい
る様子が確認された。昨年度の報告にも記載したとおり，グラファイトの edge plane は高い EDLC 容量
の発現に大きく寄与することが知られているため，CMK-1Al_AN についても edge plane 露出による電解
質イオンの吸着量増加に伴う高容量化を期待した。そこで Et4N+BF4–/PC を電解液に用いて検討したと
ころ，期待通り，単位面積当たりの EDLC 容量が 9.6 μF cm–2 と，他の炭素源と比較して高い値が得ら
れた（図 3.9 a, b）。また，イオン液体[EMI]+[TFSI]–を用いた場合も同様に，CMK-1Al_AN は面積比容
量 10.6 μF cm–2 と非常に高い値を示した。
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図 3.8 (a) XRD patterns within the range of 0.8 to 6 degrees, and (b) 10 to 50 degrees in 2. G002
means the 002 reflection peak of the graphitic structure.
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図 3.9 (a) Gravimetric capacitance of CMK-1 at 2 A g-1 of the current density as a function of the cycle
number and (b) their BET surface area. □, CMK-1_SU; ◇, CMK-1_FA; ●, CMK-1Al_AN; ○,
CMK-1_AN.

(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。
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。本グループは、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。昨年度は、酸化物のもつ本来の高耐久性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い、燃料電池実機の模擬となる80oC
での起動停止試験において高い耐久性を有することを明らかにした。今年度は、ニオブドープ酸化チタ
ンの表面に活性点を形成するための熱処理条件を探索し、さらに活性と相関のある物性を検討した。そ
の結果、700～800℃、4%H2中での短時間の還元熱処理が、酸素還元活性の発現に有効であることを
見出した。また、X線光電子分光で検出される低次酸化チタンイオン(Ti3+)の存在量と活性に相関がある
ことがわかった。これは、活性点が低次チタンイオン、言い換えると、従来から主張している酸素空孔であ
ることを改めて示した結果と考えられる。
アルカリ水電解用酸素発生電極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、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こと、および Ni 上に
LaNiO3 粉末を焼結担持した電極も非常に耐変動性に優れていることを示した。本年度は Ni 上に厚さ
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や組成を制御した Li 化 NiO や LaNiO3 を形成することを目的とし、硝酸塩系水溶液あるいはブタノール
溶液を前駆体として塗布、乾燥、仮焼成を繰り返してから本焼成する条件について検討した。Ni に
LiOH を塗布、空気中焼成して作製する Li 化 NiO 層の組成を均一にするためには 1000℃とする必要
があったのに対し、熱分解被覆では 550℃で調製可能であった。また、LaNiO3 粉末は通常 800℃以上
で調製するが、Ni 上で硝酸塩を熱分解被覆する場合、600℃で LaNiO3 層を形成することができた。し
かしながら、熱分解の過程でガス発生するため、Li 化 NiO 層、LaNiO3 層ともマクロ孔が生成した。マク
ロ孔を制御するためには仮焼成時間や温度の制御が重要であることがわかった。
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に関して、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さ
せる方法に注目している。これまでに電解槽の性能向上のためには、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、内部抵抗の低減のためのアノードカソード間距離の削減とアノード側電解質
膜の親水化、トルエン等の有機物共存下で高活性な Ir-Ta-Zr 酸化物被覆 Ti アノード開発に取り組んだ。
本年度は電解槽の解析技術としてアノード室側に参照極を配置することで性能を分極分離して評価する
技術を開発し、アノード側は電極触媒活性の向上が重要である活性化分極支配、カソード側は活性化
分極は非常に小さく、触媒層内の物質移動の改善が重要な抵抗分極支配であることを定量的に解析し
た。また、大型電解槽開発の基礎データとして、電極面積をこれまでの 16 cm2 から 100 cm2 へとスケー
ルアップすると共に、カソード-電解質膜接合体の調製法ならびに締結条件の最適化を図り、これらのデ
ータを元に実機模擬に繋がる複数の電解槽を直列に接続した複極式電解槽を試作した。

3.2 超寿命材料
(1) 金属材料研究グループ
① 高温加工による固溶体合金の配向制御法の開発
当研究室で提案している優先動的結晶粒成長機構等による結晶集合組織の制御に基づいて材料機
能を高度化することを意図して研究を進めている。
本年は集合組織制御によるアルミニウム合金の繰り返し曲げ疲労特性の改善、Fe-Si 電磁鋼板の電
磁特性改善、Fe-Mn-Si 系形状記憶合金の形状回復特性の改善を主たる課題として種々実験的検討を
行った。これらの成果の主たるものは以下のようになる。(1)アルミニウムとその合金の繰り返し曲げ疲労
においては、試料最表層の結晶粒界で亀裂が発生し、これが伝播することによって繰り返し曲げ疲労破
壊が生ずることを確証した。そして亀裂発生には結晶粒径、結晶粒界と応力軸方向のなす角、すべり系
と結晶粒界の幾何学的関係、結晶粒界の性格など多様な因子が影響していることを見出した。そして、
結晶粒径の効果を上回る影響を<111>+<001>集合組織が有することを発見し、集合組織制御が疲労
特性の向上に有効であることを見出した。(2)Fe-Si 電磁鋼板については、優先動的結晶粒成長機構を
活用して先鋭な<001>繊維集合組織を付与することにより、エネルギー損失が低減できることを確認した。
(3)Fe-Mn-Si 系形状記憶合金については、高温で付与した{100}<001>集合組織から<110>方位配向
材を作製し、室温変形、形状回復熱処理を行って集合組織と形状回復能の関係を調べた。結晶集合組
織の発達により形状回復能が向上するが、熱処理によって形状回復特性が劣化することを見出し、その
原因を明らかにした。そして応力誘起マルテンサイトを変形の中心的な機構として活用しつつ十分な形
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状回復を実現するための加工と熱処理の過程を開発した。
② 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、試験片エッジ部の粒内から発生した疲労き裂の進展は、すべり変形が支配的で
あることを明らかにした。停留き裂の先端域の弾性ひずみ場を可視化し、(i)先端が粒内の場合：TD 方向
に圧縮弾性ひずみ場が形成され、粒径が粗大なほどひずみ場の範囲が広い、(ii)先端が粒界の場合：
隣接結晶粒に引張弾性ひずみ場が形成、(iii)先端が粒界 3 重点の場合：ひずみ場が観察されない。
次に、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して 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。すべり率が-20％と-40％の転動疲労試験では、摺動
表面には微小き裂がある角度をなして形成していた。すべり率値の増大と共に角度が大きくなった。すべ
り率が 0％では、表面から数百 μm 程度の深さを連続的に伝播している内部き裂が観察された。γ’化合
物層を試料表面に有する極低炭素鋼に引張変形または疲労変形を与えたところ、引張変形では α 相/γ’
化合物層界面から形成した γ’化合物層内へのき裂が多く観察され、疲労変形では γ’化合物表面から形
成したき裂が多く観察された。いずれもその後、き裂は拡散層に進展した。
③ 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)およびセラ
ミックス基材上に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)を対象に縦割れの発生
や剥離を抑制する手法の確立を目指している。
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、種々の温度にて真空熱処
理を実施した BC 層に TC 層を施して TBCs を作製した。剥離特性は界面にせん断力を負荷して
評価した。真空熱処理温度の上昇とともに、BC 層の硬さが低下すること、また、界面破壊靱性が高くなる
ことを見出した。大気中にて熱曝露を実施しても、基本的に界面破壊靱性は BC 層の硬さが低いほど高
いことを明らかとした。TiAl 合金への TBCs の適用も検討し、Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.2 Ni-0.1Si 合金に
BC 層として CoNiCrAlY 合金、TC 層として YSZ を施工した後、種々の温度および時間、大気中にて熱
曝露を実施した。基材と BC 層の間に厚い反応層が形成し、ビッカース硬さが 400 程度と BC 層よりも高
い値を示した。硬い層の形成は、使用中のき裂生成を伴う場合があるため、今後、反応層形成を抑制す
る手法を検討が必要と考えている。さらに、室温にてエアロゾルデポジッション法により EBCs の構成材
料であるムライトをシリコン上にコーティングした結果、緻密質かつ結晶質な厚さ 6μm 程度の膜の形成が
認められた。実使用環境に準ずる温度にて大気中熱曝露を実施した結果、ムライト製膜の条件次第では、
Si 層の酸化が認められないムライト膜の形成が認められた。ただし、熱曝露中にムライト層にポアが確認
されることから、完全な緻密質の膜ではないことがわかり、今後、さらなるムライト膜の緻密化手法を検討
する必要が出てきた。
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(2) セラミックス材料研究グループ
高温構造用材料や摺動部材等として期待されているセラミックス材料の高信頼性かつ超寿命化を達
成するために、本研究 Gr では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 低圧タービン翼用自己治癒セラミックスの開発
昨年度に引き続き、自己治癒セラミックスの実用化に向け様々な試みを行った。その中の一つが、
JST－ALCA のプロジェクトの一環として行った低圧タービン翼（使用温度：600-1000℃）用自己治癒セ
ラミックスの開発である。自己治癒発現物質として TiC を用いることによって、これまでの SiC 系自己治癒
セラミックスよりも自己治癒発現温度を大幅に低温化できることが分かった。
まず、粒度を調整した TiC 粒子の高温酸化挙動の調査を実施した。一定昇温速度下で乾燥空気中で
生じる酸化ピーク温度を Kissinger の式に当てはめることで、酸化速度定数と酸化温度の関係を調査し
た。得られた結果から、TiC は 362℃以上で強度回復を発現させる自己治癒エージェントであることを明
らかとした。また、これまでの研究結果から導かれた 10 分間での自己治癒を達成する自己治癒エージェ
ントの酸化速度定数を用いて、TiC 自己治癒エージェントを用いた長繊維強化自己治癒セラミックスの最
低自己治癒温度を概算すると、446℃であることが分かった。
TiC 粒子を自己治癒エージェントとして用いたアルミナ基粒子分散型自己治癒セラミックスを用いて、
自己治癒部の微視組織観察を行った。その結果、TiC 自己治癒エージェントの自己治癒挙動は、これま
での SiC 自己治癒エージェントのものと、き裂の接合状況が大きく異なることが分かった。既存の SiC 自
己治癒エージェントでは、SiC 近傍に酸化物である SiO2 がアイランド状に生成し、その後、き裂の空隙へ
広がっていく形態であった。これに対し、TiC での自己治癒では、き裂面上に一様に TiO2 系の酸化物が
生成し、その量が増加していくことによってき裂を接合していた。このことから、TiC 系自己治癒エージェ
ントでは、Ti2O などの準安定酸化物ガスが自己治癒挙動に関与していることが示唆された。これは、自
己治癒温度の低温化に大きく寄与した原因であると考えられる反面、長繊維自己治癒セラミックスとなっ
た際の耐久性を著しく劣化させる可能性も有していることも示唆された。
②

セラミックスの摩擦・摩耗特性の向上
軸受等の摺動部材などへの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、

窒化ケイ素(Si3N4)および部分安定化ジルコニア(PSZ) にショットピーニング(SP)を施工した後、ボー
ルオンプレート型の摩擦摩耗試験を行った。この結果、図 3.10 (a)に一例を示すように SP を施工する

ことで Si3N4 の摩耗を大きく抑制することができた。図 3.10 (b)に示すように、摩耗面観察の結果から
Wear volume [mm3]

0.14

Load: 7.8 N

0.12

(Non-SP)

Wear width

(SP)

Wear width

0.10
0.08
Wear depth

0.06

Wear depth

0.04

Non-SP

0.02

SP

0.00
0

500
Sliding distance [m]

1000

5 μm
1 mm

(a)摩耗量と摺動距離の関係
(b)摩耗試験後の磨耗痕の断面図
図 3.10 ショットピーニングによる Si3N4 の耐摩耗性向上（試験荷重 7.8N）
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Non-SP 材と SP 材で摩耗状態が大きく異なっていた。摩耗が抑制されたのは SP により導入された
大きな圧縮残留応力がシビア摩耗を抑制したためと考えられる。これらのことから、SP はセラミックス
の摩耗特性向上に有効であると明らかになった。 本研究は JSPS 科研費 25289003 の助成を受け
たものである。
③ 自己修復機能を有するハイブリッド軸受の開発および摩擦・摩耗特性の向上
セラミックスを用いた特殊環境用途の機械要素部品への応用として、アルミナと PEEK /PTFE 複合材
から構成されるハイブリッド軸受の開発および転動・摩擦磨耗特性の評価を行なった。全機械加工作製
による PEEK 樹脂の内外輪とアルミナ玉、PTFE 複合材保持器の組合せにおいて、無潤滑ラジアル荷
重下での転動疲労試験の結果、 PEEK 内輪軌道面全周にわたってサブミクロンオーダ厚みの黒褐色
の自己潤滑膜（図 3.11）が生成した。断面観察および XPS 分析から PTFE 複合材由来の変質した摩耗
粉を取り込んだ PEEK トライボ膜であることが明らかとなった（図 3.12）。この自己潤滑膜再生の効果によ
り許容ラジアル荷重は従来に比較し 10 倍以上に増加した。将来的にセラミックと高分子による自己修復
機能を有する摺動部品等の開発・超寿命設計を進める上で貴重な成果が得られた。この研究は産学連
携研究として JKA 競輪の補助(27-124)を受けて実施したものである。

図 3.11 内輪軌道輪;

図 3.12 軌道輪の自己潤滑膜（拡大）

(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
昨年度に引き続き、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・高機能化と自動計測システムの構築について研究を進め
た。その成果に基づき、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官学
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。また、東北地方整備局の「コンクリート構造物の品質確保の手引き
（案）」の制定に関与し、手引きの中に品質評価手法として SWAT が取り
入れられ、品質評価基準も示した。
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図 1 実構造物での SWAT
の計測

② 自治体等と連携した産官学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
昨年度に引き続き、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や、東北地方整備局管内、近畿地方整備局、山口県、群馬
県、JR 西日本においての活用が進捗した。
③ 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
昨年度に引き続き、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。
④ 新型弾直軌道に関する研究
昨年度に引き続き、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、荷重伝達特性の把握のための載荷試験、収縮による
ひび割れ挙動についての実験と解析により基礎データが得られた。また、軌道の補強方法の改善のため
の解析を行った。

3.3 共同研究・競争的外部資金の状況
件 数

科研費

受託研究

共同研究

その他

総 計

クリーンエネルギー材料

5

7

12

2

26

超寿命材料

6

5

17

10

38

合計

11

12

29

12

64

4．教育活動
4.1 サマースクール
工学研究院の部局間協定校である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 – 8th International Summer School ならびに 1st International Workshop on Hydrogen
and Fuel Cells として本学で開催した。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となっている。
開催期間は 2015 年 8 月 31 日～9 月 4 日、講師はオーストリア、イタリア、ドイツ、日本の 4 カ国から
10 名、受講者はオーストリア、イタリア、日本の 3 カ国から 41 名であった。電気化学、熱力学や移動速度
論などの基礎的な講義、燃料電池の作製法や評価法などの実践的な講義、水素エネルギー社会にか
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かわる横断的な講義、燃料電池組立等の実習、企業の最先端研究施設の見学会、企業からの聴講者も
交えたワークショップとして 2 件の講演と 41 件の学生ポスター発表を行う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三浦海岸でバーベキュ
ーをするなど、講師とも親睦を深め有意義な一週間であった。

4.2

東京ガス横浜テクノステーション見学会

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

エネルギー工学棟前にて

その後—三浦海岸にて

海外インターンシップ

学内重点化競争的経費の支援を受け、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６人を下表のとおり、GMI 拠点の教員が連携している海外の研究室に派遣した。表中の
福田研究室、跡部研究室は GMI 拠点の渡邉・獨古研究室と学際プロジェクト「横浜クリーングリーンプロ
ジェクト」等を通じて連携して研究を進めている。
本年度は、例年通り連携している大学の研究室に３人派遣する一方、渡邉教授が Principal
Investigator として登録され、本学を海外拠点に認定しているオーストラリア COE（ACES）との連携関係を
活用し、本学の学生が ACES に関係する大学を訪問して交流するとともに、同時期に開催している ACES
シンポジウムにて研究発表を行うという企画を実施した。
本年度の派遣実績の内容一覧を表に示す。また、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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【H27 年度海外インターンシップ学生派遣実績】

研究室

氏名

学年

インターンシップ先

インターンシップ内容

期間

梅澤研

山下享介

D1

オストラバ工科大学（チェコ）
Strnadel 教授研究室

TRIP 鋼の低温引張変形における応力－歪み応
答とマルテンサイト変態

2015 年
7 月 13 日～9 月 22 日

長谷川
研

岩下
麻衣子

B4

ブルノ工科大学（チェコ）
オストラバ工科大学（チェコ）
Ivo Dlouhy 教授研究室
ブルノ工科大学（チェコ）
オストラバ工科大学（チェコ）
Ivo Dlouhy 教授研究室

派遣中は電子ビーム溶解によりボンドコート(BC)
層中にタングステンカーバイド(WC)ナノ粒子を
分散させた材料を複数種作製してくる

2015 年
10 月 31 日～11 月 25
日

長谷川
研

平田弘達

B4

配向制御を施した２元系 TiAl 金属間化合物を
対象に正しい破壊靭性を評価する

2015 年
12 月 2 日～12 月 21 日

渡邉・
獨古研

寺田尚志

D1

Wollongong 大・Deakin 大・
Monash 大 （オーストラリア）

福田研

篠原礼奈

M1

Wollongong 大・Deakin 大・
Monash 大 （オーストラリア）

跡部研

田中栄作

D1

Wollongong 大・Deakin 大・
Monash 大 （オーストラリア）

Wollongong大・Deakin大・Monash大訪問および
研究交流/ACES シンポジウム参加（ポスター発
表）@ Deakin 大
Wollongong大・Deakin大・Monash大訪問および
研究交流/ACES シンポジウム参加（ポスター発
表）@ Deakin 大
Wollongong大・Deakin大・Monash大訪問および
研究交流/ACES シンポジウム参加（ポスター発
表）@ Deakin 大
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2016 年
2 月 2 日～2 月 14 日
2016 年
2 月 2 日～2 月 14 日
2016 年
2 月 2 日～2 月 14 日

【添付資料：海外インターンシップ実施報告】
１．チェコ共和国 オストラバ工科大学 Prof. Ing. Bohumír Strnadel
期間 2015 年 7 月 13 日~2015 年 9 月 22 日
梅澤研究室 博士課程後期 1 年 山下享介
オストラバはチェコ第 3 の都市であり、かつて石炭
採掘で栄えた町でオーストリアの首都ウィーンから国
際鉄道で 3 時間ほどの距離にある。オストラバ工科大
学はオストラバ市街地近郊に位置し、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
で滞在した Strnadel 研究室(SIMD: Structural
Integrity and Materials Design Laboratory) は、
金属のマクロな機械的特性とミクロな組織構造を調査
している金属の研究に特化した研究室である。研究
室は、CPIT(英語名: Center for Advanced and
Innovative Technologies)という、欧州の長期的な

図 S1 滞在した研究施設：CPIT
(引用：オストラバ工科大学公式ページ,
http://www.vsb.cz/cs/)

技術発展・研究を目的とした施設内部にあり、引張試
験機や疲労試験機、多種の顕微鏡など様々な最新設備を備えている。
私はチェコ第 2 の都市ブルノで開催される国際学会 ICSMA-17 への参加および同施設が保有するナノイ
ンデンテーション試験機を利用のため、本インターンシップを活用した。
現在、残留オーステナイトが変形中に加工誘起変態をする TRIP(Transformation induced plasticity)効
果を利用した低合金 TRIP 鋼に関する研究を行っている。この TRIP 鋼は残留オーステナイトの加工誘起マ
ルテンサイト変態挙動を調査することが重要となる。そこでナノインデンテーション法を用いて局所領域に荷重
を付与した際、母相フェライトの内部応力を緩和するように変態すると
指摘されている残留オーステナイトの個々の変態挙動の可視化を試み
た。しかし、いざ実験を行うと試料準備や装置の分解能に関するいくつ
かの問題が発生した。そこで Strnadel 教授から鉄鋼材料を専門として
いる Miroslav Tvrdy 教授をご紹介いただき、週に 1 回程度議論をす
る場を設けていただいた。Tvrdy 教授からはご自身の経歴や私自身の
研究に関するアドバイスを含め、今後、鉄鋼材料の研究に関わっていく
上で参考となる話を多数していただいた。また英語で議論する機会は
大変貴重であり、英語を実践的に学ぶこともでき、大変有意義な時間を
過ごすことができた。最終的に当初見込んでいた計画から変更はあっ
たが、ナノインデンテーション法を用いた実験を実施することができた。
また Strnadel 教授からスロバキアのジリーナ大学を見学する機会をい

図 S2 ナノインデンテーション試験機

ただき、同時期に滞在していた群馬大学鈴木良祐助教とともに同大学
の工学系のキャンパスおよび研究施設を見学した。研究紹介をしていただくとともに疲労試験機や巨視的な
応力状態を解析するカメラ等の装置を見学し、自分の専門と異なる分野の知見を得た。ICSMA-17 では口頭
発表を行い、発表後には内容に関して同学会に参加されていた九州大学高木節雄教授、土山聡宏准教授、
田中將己准教授らから様々なアドバイスをいただくことができ、今後の研究方針の参考となった。
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本インターンシップを通じて、自身の関わる分野に関する様々な知見、英語による意思疎通の重要性や海
外の研究環境など様々なことを学ぶことができた。今後の研究生活を送る上で、私自身を成長させるための良
い機会を与えてもらったと考えている。またこの経験を活かし、良き研究者になれるよう、現状に満足せず日々
努力していきたいと思う。
最後となりますが、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の
関係者の皆様、材料設計工学コースの梅澤修教授、福富洋志教授、長谷川誠准教授に感謝いたします。

2．チェコ共和国 ブルノ工科大学、prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc.
期間

2015 年 11 月 2 日～2015 年 11 月 21 日
長谷川研究室

4年

岩下 麻依子

チェコ共和国第 2 の都市であるブルノは、非常に多くの大学があり、多くの若者たちが住む活気溢れる街で
ある。そんなブルノの大学の一つであるブルノ工科大学にて Ivo Dlouhý 先生の下で約 3 週間、熱遮蔽コーテ
ィング(Thermal Barrier Coatings：TBCs)の BC 層への WC の複合化に関する実験に参加した。Ivo
Dlouhý 先生は主に金属やセラミックスを中心とした研究をされており、先生の下で学んでいるドクターや博士
課程の学生の方々にもサポートしていただきながら研究を進めることができた。
現在私は、Ni 基超合金の耐熱性・耐酸化性・耐食性を高めるコーティング技術である TBCs に関する研究
を行っている。TBCs は耐食・耐酸化性を高めるボンドコート(BC)層と耐熱性の向上を目的とする熱遮蔽コー
ティング(TC)層から成る。一般的に BC 層には MCrAlY 合金(M は Ni and/or Co)が使用されるが、今回の
研究ではこの BC 層への WC 添加による影響を調査した。WC の添加にあたり、ブルノ工科大学にある
EB-remelting の装置を使用させていただいた。この装置を用いて WC に電子ビームを照射し、BC 層に添加
する訳だが、いくつかの条件でサンプルを作り SEM で組織観察を行った後、私たちは如何にして WC の粉を
基材上に均一に塗布するのかという所で行き詰ってしまった。今回の研究は私が普段大学で行っているある
程度先が見えている研究と異なり、全くの新しい試みで、かなり序盤の段階で苦戦を強いられたことが私にとっ
ては新鮮だった。研究に協力してくださる方々と試行錯誤し、色々なアイディアの交換を行いつつ打開策を探
した。まだまだ未熟で知識も少なく英語力も乏しい私は、画期的なアイディアを提案することはおろか自分の
意見を英語で表現することにも苦戦した。そんな中、知識豊富なドクターや学生の方々が提案するアイディア
の中には初めて知る知識なども多く、私の視野は広がったように感じた。最終的には装置の故障もあり、良い
打開策が見つからないまま試料を残して日本に帰ることになってしまったが、今回のインターンシップを通して、
試行錯誤し考えながら実験を進めることの楽しさを感じ、そして、完璧な英語ではなくとも積極的に自分の意見
を表現しようとする意志を持つことの大切さを学んだ。
ドクターの学生の方々とは研究以外でも仲良くしていただき、研究のこと、お互いの国のこと、普段の生活の
ことなど様々なことを話した。研究目的で外国に渡るのは初めての
経験であり最初は不安もあった。しかし、遠い異国の地で同じ分野
の研究をする仲間の話を聞くことで、より一層研究に励もうという気
持ちも芽生え、さらには私の中の外国に対する壁が一枚取り払わ
れた。これが今回のインターンシップを通して得た最も大きな物で
あると私は思う。
最後にこのような貴重な海外経験をさせていただくチャンスを与
えてくださった GMI 研究拠点に感謝し、今後も一層研究活動に
勤しみたいと思う。

図 S3 大学の学食にて友人たちと
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3．チェコ共和国
期間

IPM (Institute of Physics and Materials)

2015 年 12 月 2 日〜12 月 21 日
長谷川研究室 学部生 4 年 平田 弘達

IPM はチェコ第二の都市であるブルノに位置する研究施設である。施設には多数の研究者や学生、教授が
在籍しており、毎日活発に実験を行っていた。金属材料特性の研究を主に行っており、本インターンシップで
は Brittle Fracture Group を主導する Prof. Ivo Dlouhy に指導を仰ぎ、金属材料の破壊に関する研究を
行った。現地での生活は IPM に付属する宿舎を拠点としており、昼食は IPM 内で研究を行う Ph.D の学生
や教員とともに取るなど、国際交流を深めながら生活を送った。コミュニケーションは英語を通じたものだった
ため、英語力向上に役立ったとともに、食文化や生活習慣の違いをお互いに話すことで、異文化理解が深ま
った。
現在私は、高温圧縮加工を施した TiAl 合金の破壊靭性についての研究を行っている。破壊靭性評価は 3
点曲げ試験により行われるが、シェブロンノッチを導入した試験片と、従来の予き裂を導入した試験片で破壊
靭性評価を行った際に靭性値にどれほど差が出るのかを調べる必要があった。そこで今回のインターンシップ
は、IPM にて二つのパターンの試験片による破壊靭性評価を行い、そのデータを比較し検討することを目的
とした。日本では試料の作製と圧縮加工までを行い、IPM で 3 点曲げ試験片への切り出し、予き裂やシェブロ
ンノッチの導入から破壊試験までを行った。私は現地に到着してからまず、Prof. Dlouhy と試験片の切り出し
について議論をし、方向性が決まった後は破壊試験について勉強をしていた。まだ私は破壊試験自体を実施
した経験が無く、理論も理解せずに試験を行うことは避けたかったため、今回行う試験についてだけでも知識
を深めていた。途中、IPM 内で研究を行うチェコ人のドクターから、日
本語論文の英訳を頼まれるなど、日本では得られることのない経験を得
ることもできた。また、IPM 内にある試験機の多くについて説明を受け
ながら見学することができ、自分が行っている以外の試験についても興
味が湧いた。私が帰国する日までに試験の全てを終えることはできなか
ったが、帰国の 3 日前に、試験片へ予き裂を導入する様子を見学させ
て頂けて、試験に対する理解がより深まった。予き裂の導入に用いた試
験機を図 S4 に示す。
チェコ共和国はもちろん、ヨーロッパに行くことも初めてだった私にと

図 S4 使用した３点曲げ試験

っては、今回のインターンシップは自分の視野を広げる意味でも非常
にためになるものだった。チェコの首都プラハなどは、日本の東京とは異なり近代化したビルが数多く建ち並
ぶのではなく、古くからある伝統的な街並みを多く残しつつ、不便ではない程度に近代化されたそのバランス
が印象的であった。石造りの西洋建築は日本で殆ど見ることができないため、行く場所全てが私にとって新鮮
な風景だった。
また今回のインターンシップを通じ、自分の英語力の低さを痛感した。教科書例文に出てくるような短い内容
の会話なら何とかこなすことはできたが、長い間話されていると、今どういう話をしているのか見失ってしまうこと
が多々あり、リスニング力不足を実感した。チェコ共和国では、中学生くらいに見える子供でも私より流暢に英
語を話せたりすることもあり、自分の英語力だけでなく、日本の英語教育についても見直す点が多いのではな
いかと感じることがあった。
最後に、今回の海外インターンシップを支援して下さった GMI 研究拠点、現地で世話をして下さった IPM
のスタッフの方々、私の指導教員である長谷川 誠准教授に感謝致します。
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4．オーストラリア ACES (Australian Research Council Centre of Excellence on
Electromaterials Science) 関連大学訪問・シンポジウム参加
期間

2016 年 2 月 3 日～2016 年 2 月 13 日
渡邉・獨古研究室
跡部研究室
福田研究室

(1) ウーロンゴン大学

博士課程後期一年
博士課程後期一年
博士課程前期一年

寺田尚志
田中栄作
篠原礼奈

Gordon G Wallace 教授

ウーロンゴン大学はオーストラリア東海岸のニューサウスウェールズ州のウーロンゴン市を中心に複数のキャ
ンパスを持つ大学である。その中でも訪問した Wallace 教授の研究室は北ウーロンゴン市の海岸沿いに位置
するイノベーションキャンパスを拠点としている。本インターシップの中で 2 月 4 日、5 日と 2 日間にわたってウ
ーロンゴン大学で交流を図った。Wallace 教授の研究室では、炭素材料、導電性高分子を用いてアクチュエ
ーター、3D プリンター、キャパシタ、太陽電池に関する非常に幅広い研究を行っている。それ故に 2 月 4 日の
ラボツアーでは様々な学生や研究員とディスカッションすることができた。ディスカッションの中で、我々の研究
へのアドバイスを頂けたりして非常に有益な訪問になった。多くの人が英語を母国語としない中、非常にわかり
やすく親切に対応してくれた。また、我々が興味本位で読むような自分の研究分野から一歩踏み出した研究
の現場が目の前に広がっており、異国にいながらも研究への姿勢がより前のめりになる自分を犇々と感じた。2
月 5 日は我々の研究発表の機会を設けてくださり、田中、篠原を含む 5 人は非常に立派な会場で講演させて
いただいた。聴衆も 50 人程集まり、活発なディスカッションが行われた。

図 S5 Wallace 研での研究発表の
様子

(2) モナッシュ大学

図 S6 発表終了後に Wallace 教授
との記念写真。上段左から二番目が
Wallace 教授。教授のサイン入りの
著書を頂いた

Douglas Macfarlane 教授

モナッシュ大学はメルボルンの郊外にあるオーストラリアの公立大学である。我々が訪問した。Macfarlane
研究室は電気化学やグリーンケミストリー、ソーラーセルに応用するためのイオン液体やイオンマテリアルの研
究を行っている。インド人やエジプト人など、様々な国籍の方々が所属していた。
横浜国立大学の研究紹介では、寺田と篠原を含む 3 人がそれぞれ 10 分程度の口頭発表を行い、その後イ
ンターンシップ参加者全員で 20 分程度のポスターセッションを行った。分野が大きく異なる発表もあったが、
興味をもってもらえ、互いに自分の専門外に関する教養を深めることができた。プレゼンの発表の最初に、導
入として日本のアニメの話をしたが、反響が良かったので、アイスブレイクとしてこういった話をすることの重要
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性を実感した (特に分野外の人にプレゼンする場合)。ポスターセッションでは、口頭発表の際にフォローでき
なかったことなどを伝えることができ、活発なディスカッションが行われた。
Macfarlane 研究室の発表は約 10 人の方々がそれぞれスライド 2 枚、発表時間 5 分程度で研究内容の概
要を説明してくださった。印象的だったのは、発表の際にスライドを指すことが少なく、聴衆に向かって語りか
けるように発表していたことだ。背景知識と英語力がないとついていくのが難しいが、伝えようとする意志が伝
わってきた。ああいうプレゼンができるようになりたいと思った。

図 S8 Macfarlane 研での研究発表の様子

(3) ディーキン大学

図 S9 Monash 大学のキャンパス

Maria Forsyth 教授

ディーキン大学は前日に訪問したモナッシュ大学と同じメ
ルボルンの郊外にあるオーストラリアの公立大学である。我々
が 訪 問 し た Forsyth 研 究 室 は モ ナ ッ シ ュ 大 学 の
MacFarlane 研究室との親交が深く多くのイオン液体関連の
論文を共同で執筆している。Forsyth 研究室は特にイオン液
体の応用に力を注いでおり、次世代二次電池の電解液や、
キャパシタ、二酸化炭素の回収・分離を行うための基礎物性
評価や実際のセルを組んでの性能評価を行っている。これら
の研究内容は渡邉・獨古研究室と重なっており今回インター
ンシップで訪れた 3 つの大学の中でも有意義な訪問であった。
モナッシュ大学と同様に外国人の博士課程の学生やポスドク

図 S7 Forsyth 研での研究発表の様子

が多く所属していた。
横浜国立大学の研究紹介では、寺田と田中を含む 3 人が紹介し、活発な議論を行った。研究内容が非常に
近かったこともあり、我々の研究に興味を持っていただけた。特に溶媒和イオン液体を構成する配位子のグラ
イムと中心金属カチオンの組み合わせ方に関する質問を多く受けた。Forsyth 研究室の研究紹介も非常に興
味深く、室温以上に融点を持つイオン液体（プラスチッククリスタル）のイオン導伝性の向上、ナトリウム二次電
池の性能向上、グラファイト電極とイオン液体の電極/電解液界面の構造に関する計算は今後の研究に大い
に役立つ情報となった。さらにラボツアーで実際に実験室を見学させていただき、実験装置や雰囲気を感じる
ことができた。また、イオン液体の乾燥（水分の除去）に関する手法も教えていただき、帰国後に試験する予定
である。
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(4) シンポジウム（ディーキン大学）
2 月 10 日~12 日はディーキン大学で行われたオーストラリアの科
学 会 (ACES) が 主 催 し て い る 11th Annual International
Electromaterials Science Symposium に参加した。電気化学、
生物化学から環境学まで幅広い分野の発表があり、オーストラリア国
内のみならず世界中から著名な研究者が集まる学会であった。寺田、
田中、篠原の 3 名はポスター発表を行い、専門外の分野の研究者に
も自分の研究内容を伝え交流を深めることができた。
オーストラリアを訪問して強く感じたことは、仕事とプライベートのオ
ンとオフの切り替えがしっかりしていることである。これは学生だけで
はなく、街で働いている人も含めてであり、終わる時間に関して厳しく、
発表時間や営業時間を過ぎるとすぐに終了していた。そして仕事の
後のプライベートを家族と過ごすなどして楽しむ姿をよく見かけた。こ
れは日本ではほとんど見られない光景・考え方であるが、オーストラリ

図 S10 学会でのポスター発表の
様子

アの人たちはいつも楽しそうにしており、私も取り入れていきたいと思
った。また、オーストラリアが移民を多く受け入れている関係からか、
外国人である私たちに対して街でも大学でも非常に親切にしていた
だいた。さらに、外国人の学生・ポスドクの割合が非常に高かったの
も印象的である。ヨーロッパ、北米、南米、アジアと世界中から集まっ
ており高い教育・研究環境であると強く感じた。
今回のインターンシップで実際に訪問することで文化や考え方を
学ぶことができ、日本との違いを多く知ることができた。どういう生活、
考え方、環境で研究をしているのかを知れたことは外国の研究者と
の接し方を理解することにつながるだけでなく、自身の研究生活を進
める上でも非常に有益な情報となった。それでも約 2 週間という時間
ではオーストラリアの素晴らしさを知るには短すぎたので、またぜひ
訪れたいと思う。今後はこの経験を生かし、日々の生活に反映させて
いければと思う。最後に、今回の海外インターンシップの機会を与え
ていただき、また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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図 S11 Deakin 大学のキャンパ
ス。この建物で学会が開催された

