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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
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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）

-3-

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。
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(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

