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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
（横浜国立大学） 細田 暁

（２） 表面硬化部材の疲労損傷研究部会活動報告 （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

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
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 福富洋志

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
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 主任研究員）

10:05

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。

3.2

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 , basal plane：3 F cm )。 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) 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) )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 )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 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 / %

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

3.3

SBET / m2 g

Cg / F g-1

1

Cs / F cm

2

Cv / F cm

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 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

3.2 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
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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。

2.2

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

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

酸化物

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

開発および評価を行っている。図 1 に示すようなロード

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

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
長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

Applied Stress [MPa]
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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

virgin

自己治癒の局在化

AS-cracked
100

• 自己治癒機能と長繊維
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

50

0

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

Healed
(1200oC, 1h)
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0

0.002

0.004

0.006

0.008
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0.01

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＋a: 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 平成 24 年度 共同研究、競争的外部資金
民間企業
民間財団
官公庁

9件
3件
7件
21 件
2件

共同研究
奨学寄附金
研究助成
競争的外部資金
共同研究
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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 モナッシュ大学

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
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

浦項工科大学校、Moon Jeong Park 研究室

期間 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） Prof. Strnade

期間 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） Prof. Strnade

期間 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） Prof. Sloof

期間 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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