
Kagami Memorial
Research Institute for Materials Science and Technology

早稲田大学 各務記念材料技術研究所

No.12 July, 2018

　早稲田大学各務記念材料技術研究所は、2018年4月1日付をもって文部科学省から共同利用・
共同研究拠点に認定され、新たな歩みを始めることとなりました。ここにご報告させていただ
きます。事業名は「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」です。これまでに認定を受けた材料
系単独型拠点は、東北大金属材料研究所、東工大フロンティア材料研究所、名大未来材料・シ
ステム研究所で、材料技術研究所は 4 番目の単独型拠点となります。今後は、これらの研究所
と共に、我が国の材料研究の発展にとって、その一役を担っていけるよう一層の努力を重ねて
いきたいと考えております。そこで以下に、簡単ではありますが、我々の拠点について、その
概要を説明させていただきます。
　国連SDGsやSociety5.0で謳われているように、将来、持続的かつ発展的な社会へと現代社
会が変貌していくには、環境およびエネルギーに関係した、解決しなくてはならない様々な問
題が存在します。このような状況の中、我々の共同利用・共同研究拠点では、材料研究という
立場から、これらの問題を解決するため、材料と環境が調和・融和した環境整合材料という新
たな材料分野を提案いたしました。ここで材料分野では、従来、以下の三つの階層において研
究が行われています。それは、第一階層：新たな性能や機能を持つ材料の発見、第二階層：発
見した材料の高性能化・高機能化、すなわち高度化、さらに第三階層が高度化した材料の実用
化です。しかし、これら階層の中での研究では、国連SDGsやSociety5.0において指摘されて
いる様々な問題に対し、その解決に至ることは困難です。そこで我々は、第四の階層として、
従来にはない「環境整合化」をいう概念を提案いたしました。環境整合化とは、簡潔に言いま
すと、社会実装されている高度化した実用材料を環境にやさしくかつ安心・安全な社会基盤材

共同利用・共同研究拠点としての新たな歩み 早稲田大学各務記念材料技術研究所　所長 小山泰正

料へと変貌させること、すなわち環境整合材料の開発を目指すものです。このため我々の拠点
の使命は、方向性としての三つの環境整合因子「長寿命」、「リサイクル」、「省エネルギー」の下、
環境と調和・融和した環境整合材料の基盤技術の確立を通して、安全・安心社会の構築に寄与
することです。これからの6年間、材研教職員一同は決意を持って、全力で拠点活動を押し進め
ていきたいと考えております。そこでお願いですが、今後も、変わらぬご支援・ご協力の程、
よろしくお願い申し上げます。

高性能・高機能な実用材料を安全・安心な社会基盤材料へ
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•環境整合化のための機械構
造材料の開発
•リサイクル・省エネルギーを実
現する自動車・航空機のため
の構造材料の開発
•長寿命化・リサイクルのため
の電気構造・建設材料の開発

•環境整合化のためのナノ・メソ
構造体の開発
•材料リサイクル（希土類金属等）
の新技術開発
•リサイクル・省エネルギー可能
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長年の半導体とダイヤモンドの研究を
パワーエレクトロニクスに生かす

Kawarada Hiroshi
川原田洋 扱うデバイスは多様でも研究の軸はダイヤモンド

──川原田研究室では、高耐圧・高周波トランジスタ、バイオセンサ、
超伝導デバイスなど扱うデバイスが多様で、実需に結びつく内容が多い
ように思われますが。
　出口がはっきりしているので対象範囲が広いように思われるでしょう
けど、実際は、一つのことをコツコツやるスタイルといっていいと思い
ます。ダイヤモンドを材料とする軸は変えずに、その時々で面白そうな
テーマを扱ってきました。

──最初からカーボン中心に研究されてきたのでしょうか。
　いいえ。学部時代と修士時代はシリコンを研究し、その後は3年ほど
民間企業でLSIの設計やCOMSのプロセス研究などをしてきました。も
っとも、シリコンに代わる材料についてはずっと考えてきました。初期
のトランジスタにはゲルマニウムが使われており、それがシリコンに代
わった。周期表ではⅣ族のゲルマニウムの上にシリコンがあるから、シ
リコンの上にあるカーボン、それもダイヤモンドも半導体の材料になる
のでは、と。同じく半導体材料として現在の最先端であるガリウムナイ
トライド（GaN）は、Ⅴ族の窒素の下にあるヒ素と結合させたガリウム
ヒ素（GaAs）から進展しました。このように周期表の上のほうに上が
っていく傾向を感じていました。時代背景は、ちょうど、日本の半導体
産業が活気づいてきた頃。企業内部でも深く研究されており、それに刺
激を受けて、私も大学に戻ってじっくり研究することにしました。
　もう一つ、ダイヤモンドへの道に向かわせた出来事がありました。
1983年、無機材質研究所（現／物質・材料研究機構）が化学的気相成

長法（CVD）によるダイヤモンド合成の手法を公開したのです。かつて
は高温高圧下で合成されてきましたが、1970年代半ばに、ソ連がCVD
法による合成に成功。しかし、詳細は不明のままだったのです。
　早稲田で博士課程を修了し1986年から大阪大学の助手となりました。
さっそくダイヤモンド合成の装置を設計し、翌年までには製造できたと
思います。この時使ったのがメタンガス。化学式で表わせば「CH4＋
CO2→2H2O＋2C」ですね。学生時代に、シリコン生成では代表的手法
であるシランガス（SiH4）からシリコンを作ったことがあり、この経験
から、シランガスと構造のよく似たメタンガスからダイヤモンドができ
ないかと考えていたところ、すでに世間ではそのやり方が研究されてい
ました。当時、低温低圧でプラズマを発生させる電子サイクロトロン共
鳴プラズマ（ECR）による製膜法が流行っており、これを応用・改良し
てダイヤモンドを合成しました。1万分の1気圧という真空に近い状況で
合成したのは、私が初めてだと思います。

──日経産業新聞の記事「ダイヤでパワー半導体──早大、EVや電車向
け」（2015年2月2日）を見ると「川原田教授は他の研究者が撤退する中
で研究を続け、世界トップ級の成果を出してきた」とありますが、なぜ
他の人は敬遠したのでしょう。
　一般的にトランジスタを作る場合、「pnp」とか「npn」といった教科
書どおりの方法を考えるでしょう。しかし、ダイヤモンドの場合、n型
半導体が作りにくいので敬遠されたのかもしれません（電荷を運ぶキャ
リアとして自由電子が使われるのがn型で、正孔（ホール）が使われる

のがp型）。実は、p型と高抵抗層があれば半導体は動きます。シリコン
のLSIも元々はp型から始まっていますし、インテル4004という最初期
のマイクロプロセッサもpチャネルだけです。また、一般のトランジス
タ（バイポーラトランジスタ）ではpとnの両方とも電気がよく流れたほ
うがいいわけですが、私のやっているのは電界を使って電流を制御する
電界効果トランジスタ（ユニポーラトランジスタ）ですので、pとnのど
ちらかの性能がきちんとしていればいいのです。
　こうして、1994年にダイヤモンドでトランジスタを作りました。ダ
イヤモンドに不純物を入れると表面近傍10nm程度が低抵抗のp型にな
るのです。これが早稲田に戻ってきてほぼ最初の仕事でした。2001年
にはGHz以上で動作するトランジスタを開発し、現在では50GHz、
400度まで性能が上がってきました。

高周波インバータとNVセンターがメインテーマに

──先述のガリウムナイトライド（GaN）やシリコンカーバイド（SiC）
による半導体が現在の最高と言われていますが、将来はダイヤモンド半
導体がこれらを上回るということですか。
　2007、8年ではダイヤモンドがトップの性能を実現していましたが、
その後、行き詰ってしまいました。一方で、GHz帯の通信が使われるよ
うになる中で、パワーエレクトロニクス素子の開発が盛んになり、SiC
やGaNもパワーのほうに移ってきた。そこで、我々も方向修正し、ダイ

ヤモンド半導体がp型であることを最大の特徴とするようにしました。
すなわち、n型のGaNと組み合わせて、1000Vといった高電圧で動作す
るCMOS（コンプリメンタリー、相補型）のインバータの開発を目指す
ようにしたのです。そうすれば、GaNやSiCとケンカする必要もありま
せんから。これからトラフィック量が増える中で基地局の負担は大きく
なりますし、また、電気自動車（EV）の時代もきますので、高温、高圧、
高周波でのパワーエレクトロニクス素子はますますニーズが高くなると
思います。
　もう1点、我々の研究のメインとなるのが、近年、世界的な注目を集
めているダイヤモンドによる量子センシング技術です。ダイヤモンドの
中に不純物として窒素を入れると、炭素原子が抜けた空孔と、隣の窒素
原子がペアとなる構造ができます。これをNVセンターと言います。NV
センターはスピンと呼ばれる磁気的な性質を示し、アップスピンとダウ
ンスピンの組み合わせを0と1に置き換えることで、量子コンピューティ
ングの最小単位であるキュービッドができます。
　量子センシング技術の有望なターゲットは微小MRIです。生体分子1
個の磁気を調べることで、たとえば、DNAとたんぱく質の相互作用が明
らかになります。私がNVセンターの研究を始めたのは4年ほど前から。
日本全体としてもこのテーマは欧米に比べて遅れており、いろいろな大
学や組織で研究が盛んになってきました。

──最後に川原田研究室の特徴と、スタッフに伝えたいことがありまし
たらお聞かせください。
　学部4年生から学会発表させていることが最大の特徴だと思います。6
～7月には卒論の予稿をまとめ、9月には国内の会議で発表してもらうよ
うにしています。ほかにも、4年生が終わる頃の学会、修士1年の夏あた
りに日本で行われる国際会議、そして、海外での国際会議といったチャ
ンスがあります。修士が国際会議の場で発表するというのは珍しいので
はないでしょうか。
　一般的に早稲田の学生は、あまり躊躇することなく明るい性格である
ことから、特に我々のような出口の見える研究に向いていると思います。
修士だけ見れば、早稲田は世界一だといっても過言ではありません。実
験も上手だし一流の結果を持っている。
　反面、自分のやったことをドキュメントできちんとまとめる能力は、
まだ不足しています。プレゼンも大事ですが、書類にまとめることは社
会人にとっても大切ですし、科学技術を残していくためには欠かせない
ことです。

ダイヤモンドやカーボンナノチューブを気体から合成し、ナノテクノロジーを駆使してエレクトロニクス素子の
研究開発をしている川原田洋教授。その経緯と今後の可能性を聞いた。
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による半導体が現在の最高と言われていますが、将来はダイヤモンド半
導体がこれらを上回るということですか。
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高周波でのパワーエレクトロニクス素子はますますニーズが高くなると
思います。
　もう1点、我々の研究のメインとなるのが、近年、世界的な注目を集
めているダイヤモンドによる量子センシング技術です。ダイヤモンドの
中に不純物として窒素を入れると、炭素原子が抜けた空孔と、隣の窒素
原子がペアとなる構造ができます。これをNVセンターと言います。NV
センターはスピンと呼ばれる磁気的な性質を示し、アップスピンとダウ
ンスピンの組み合わせを0と1に置き換えることで、量子コンピューティ
ングの最小単位であるキュービッドができます。
　量子センシング技術の有望なターゲットは微小MRIです。生体分子1
個の磁気を調べることで、たとえば、DNAとたんぱく質の相互作用が明
らかになります。私がNVセンターの研究を始めたのは4年ほど前から。
日本全体としてもこのテーマは欧米に比べて遅れており、いろいろな大
学や組織で研究が盛んになってきました。

──最後に川原田研究室の特徴と、スタッフに伝えたいことがありまし
たらお聞かせください。
　学部4年生から学会発表させていることが最大の特徴だと思います。6
～7月には卒論の予稿をまとめ、9月には国内の会議で発表してもらうよ
うにしています。ほかにも、4年生が終わる頃の学会、修士1年の夏あた
りに日本で行われる国際会議、そして、海外での国際会議といったチャ
ンスがあります。修士が国際会議の場で発表するというのは珍しいので
はないでしょうか。
　一般的に早稲田の学生は、あまり躊躇することなく明るい性格である
ことから、特に我々のような出口の見える研究に向いていると思います。
修士だけ見れば、早稲田は世界一だといっても過言ではありません。実
験も上手だし一流の結果を持っている。
　反面、自分のやったことをドキュメントできちんとまとめる能力は、
まだ不足しています。プレゼンも大事ですが、書類にまとめることは社
会人にとっても大切ですし、科学技術を残していくためには欠かせない
ことです。
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研究業績

2017年度 第４回 ZAIKEN Festa 受賞者紹介z zQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

左から小山先生、永田雅人さん、金  太成さん、大木先生

ポスターセッション

1938年鋳物研究所として創立された本研究所も創立50周年を契機に1988年「各
務記念材料技術研究所」に名称を改めました。現在、12名の研究員により、基
幹研究とプロジェクト研究を中核とした多様かつ先鋭的な材料研究が展開されて
います。新しい事業として研究者・研究室間での相互理解を深め、異分野交流
の促進、研究情報発信の推進を図るため、材研OB等の企業の方も参加可能な
材研フェスタ（学生ポスターセッション）が企画・開催されました。

本間研究室 永田雅人さん

　 この度、第4回 ZAIKEN Festaにおきまして優秀賞を頂き、光栄に存じます。私が
所属する本間研究室では電気化学を用いた表面解析を行っており、電解・無電解め
っき及び計算化学等を駆使し、様々な分野の基礎研究を行っております。私は亜鉛
二次電池の負極アノード反応の解析を行っており、放電中に形成される酸化物をいか

にして可逆的にできないか、ということをテーマに研究に励んでおります。就活が終わり
データが思うようにでない中、班で相談しながら少しずつ形になっていき、最終的にこのような賞を頂く形
で締めくくれたことは、今後の活力になりました。修了後はこの場で学んだ、「人に分かりやすく簡潔に」
をモットーに、新たな価値を社会に発信できる人材になれるよう、努力を怠らず邁進していく所存です。
　最後になりますが、常に私たちに新たな発見の場を与えてくださる本間先生、並びにご尽力いただいて
いる皆様に感謝致します。

修士２年

川田研究室 金　太成（キム テソン）さん

　この度は2017年度 第4回ZAIKEN Festaにおきまして、このような素晴らしい賞
をいただき大変光栄に思います。本研究を進める上でご指導いただきました川田先生、
細井先生ならびに共同研究者の方々、研究室の皆さんに感謝申し上げます。また、普段

から研究の環境を整えてくださる各務記念材料技術研究所の職員の皆様方に御礼申し上げます。
　私が所属する川田研究室では繊維強化プラスチックやナノ材料の強度特性と破壊現象、機能性ナノ材
料の創製などをテーマとして研究を行っております。その中で私の研究テーマはカーボンナノチューブ糸
の創製と高強度化であり、炭素繊維に代わる次世代高強度繊維の開発を目指しております。
　ZAIKEN Festaは異分野研究者との数少ない交流の場であり、同一分野の研究者とは違った視点から
のご指摘をいただくことができる大変貴重な企画です。今後、本企画が所内研究者をはじめ、多くの学外
研究者を含めた益々盛況な企画となることを御期待申し上げます。

博士４年

最優秀賞

優秀賞


