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参加費：一般 2000円（予定）　早稲田大学教職員・学生 無料　　
定員：150名（定員になり次第締め切らせていただきます）
申込締切日：10月13日（火）　

教育基礎講座：『３Dプリンターとその将来展望』講座

野田優 （早稲田大学教授）
今津直樹（東レ株式会社）
片浦弘道（産業技術研究所　首席研究員）
大島忠平（早稲田大学名誉教授）
川原田洋（早稲田大学教授、
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松尾豊 （東京大学教授）
渡邉正義（横浜国立大学教授）

開講期間：2016年1月29日（金） 計１回　開講時間：10：00～ 17：30
会　場：早稲田大学各務記念材料技術研究所　講演室 （東京都新宿区西早稲田2-8-26）
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定員： 50名 （先着順、定員になり次第締め切らせていただきます）  　受講料（資料代を含む）：5000円
申込締切日：12月18日（金）

＜申込み＞材研ホームページ（URL  http://www.waseda.jp/zaiken/index.html）の申込みフォームにてお申し込みください。

現代社会を支える様々な機能性デバイスにはシリコンを筆頭とする
各種重元素が用いられており、炭素材料に代表される軽元素材料は
構造材や絶縁材としての使用が主であった。しかしながら、1985
年のフラーレン発見を皮切りに炭素材料・軽元素材料に関する研究
が爆発的に発展し、近年では既存の重元素材料を凌駕する次世代デ
バイス実現が期待されている。本セミナーでは、炭素材料・軽元素
材料を対象に、これら新材料の合成・物性評価だけではなく、これ
ら材料群が拓く次世代デバイスについて様々な視点から議論する。

今年はこのプログラムが発足して20回目を迎えることになりました。この節目の時にあたる今年の教育
プログラムとして、最近の難加工分野の中心的な研究課題でもあり、また多方面での応用が検討され始
めている『3Dプリンターとその将来展望』を取り上げてみました。複雑な形状の工業製品の部品を少量
生産する場合は、切削・研削加工にて「削り出す」ことが一般的です。これと相対する生産方式として、
材料を「盛り付ける」手法を付加的製造（Additive Manufacturing）と称し、材料を付加しながら製造
していく造形方法があります。このような付加的製造法が「3Dプリンター」の出現によって可能になり、
従来困難だった複雑形状の部品の製造が可能となってきました。「3Dプリンター」に関する技術的な話
題がメディアで取り上げられていて、大きな反響を得ています。米国ではこの革新的な加工法を国家的
な戦略プロジェクトとして位置づけ、猛烈な勢いで開発・研究が進められています。従来不可能だった
製品が現実のものとなる夢のような加工法です。加工用の材料もプラスチックから金属材料へと適用範
囲を拡大しつつあり、用途も想像を超えるような展開が期待され、近未来を感じさせます。

•カーボンナノチューブのカスタム合成：基板上合成、気相合成、流動層合成と、応用　
•次世代フレキシブルデバイス向け２層カーボンナノチューブ透明導電フィルム
•ゲルを用いた単層カーボンナノチューブの構造分離とその応用
•ハニカム構造超薄膜h-BNとBC3
•ダイヤモンド2次元正孔ガスを利用した高耐圧、広域温度、高周波電界効果
トランジスタ
•ナノカーボン材料を用いる有機薄膜太陽電池の研究開発
•イオン液体研究の広がり

•金属加工（鋳造、粉末など）の基礎
•３D プリンターに関する話題提供（１）
•３D プリンターの最新技術と現状
•３D プリンターに関する話題提供（２）
•３D プリンターに関する話題提供（３）
•金属積層造形技術の現状分析

早稲田大学　鈴木進補氏
㈱HTL 　赤野恒夫氏
九州大学　三浦秀士氏
㈱松浦機械製作所　漆崎幸憲氏
㈱コイワイ　小岩井修二氏
近畿大学　京極秀樹氏

お問合せ先：早稲田大学各務記念材料技術研究所（担当：岡田、藤原）
　　　　　　Tel：03-3203-4782  　Fax：03-5286-3771　　E-mail：zaikenjimu@list.waseda.jp



早稲田大学  理工学術院  教授

誘電体（絶縁体）には、電気を通さず、光を通すという特性がある。
この２つの方向に着目し、理学的な手法で研究し、工学的な成果を出しているのが大木教授である。

1973年早稲田大学理工学部電気
工学科卒業。78年同大学院博士
課程電気工学専攻修了（工学博
士）。講師、助教授を経て85年よ
り早稲田大学教授。この間、2001
年～06年、理化学研究所共同研
究員、06～08年、科学技術振興
機構研究開発戦略センターシニア
フェローなどを兼務。10年より早
稲田大学材料技術研究所研究員。

profile

情報の間口を広くし、誘電体を理学的な手法で研究

Ohki Yoshimichi
大木 義路

──誘電体のご研究をされてきたと聞いています。どういう内容にな
りますか。
　早稲田大学で、電気と名の付く学科にずっと所属しています。電気
工学科、電気電子情報工学科、今は他の大学の方には余り理解しても
らえない名前なのですが（笑）、電気・情報生命工学科です。
　誘電体といいますが、一般的には絶縁体といったほうが分かりやす
いでしょう。絶縁体は電流を流さないという特性がある一方で、必ず
光を通すという特性がある。分かりやすい例でいうと、ガラスやダイ
アモンドなどがそうです。 ダイアモンドは究極の絶縁体です。私は、
電流を流さない材料と、光を通す材料の研究をしてきたといえます。
電気という名前が付いている学科に居りながら、やってきたことは一
貫して電気を流さない材料の研究ということになります。

NEDOでの共同開発
──そうした技術を、産学連携で生かす仕事をされてきたそうですね。
　工学系ですから学術の中だけで閉じこもるのではなく、世間のお役
に立つようにしたいという意識はあります。その意識が具体化した最
初の大きな仕事は、光を通す誘電体としての光ファイバーの関係です。
光ファイバ̶に使われるシリカガラスにイオンを打ち込むことで、屈
折率を上昇させることが出来、それを種々の光デバイスに応用できる
可能性を見出し、特許を申請してアメリカ、ヨーロッパなど多くの国
で認められました。この特許をもとに、NEDO（国立研究開発法人新
エネルギー・産業技術開発機構）の支援のもと、民間企業とデバイス
の製品化を目指しました。
　光ファイバ̶というのは、屈折率の高いところに光を閉じ込め、光

を伝えるのです。あ
る波長の光だけをあ
る場所に伝えると
か、逆に光を外に追
い出すとか、光の伝わる方向を変えるとかいった目的に、この特許が
役に立つと考えた訳です。実際に、イオン照射で光ファイバの屈折率
を変化させて、光ファイバ̶グレーティング（回折格子）、光カップラ
ー（結合器）などの光学的機能デバイスを作成できることを示しました。
この方式は、産業開発としては、いろいろと制約もあって大成功とは
いかなかったのですが、論文も博士号も多く出せました。新技術の基
礎としても、アカデミックとしても成功したと考えています。
──2015年に、科学技術分野の文部科学大臣賞を受賞されました。
これは、北海道と本州を結ぶ直流電力系統に使う海底ケーブルに関連

する材料の基礎研究ですね。この研究は
どういったものですか。　
　簡単にいうと、高分子にナノメートル
オーダーの細かい無機物（ナノフィラー）
を入れていくと特性が変わるということ
です。とくに空間電荷蓄積という特性を
多くの材料で調べました。その中で、あ
る高分子とあるナノフィラーの組み合わ
せが非常に優れており、空間電荷の蓄積
が、劇的に抑制されることが分かった。
こうした基礎研究が、海底ケーブルに生
かされたわけです。

──研究スタイルという点について、独自のお考えはありますか。
　常に情報の間口を広くして、何だか面白そうだと思ったら、自分の
研究に取り込んでいこうと方針でいます。
　科学技術振興機構にシニアフェローとして在任したことがあります。
ここは、例えば、「首相が、サミットで何かを提言したいので、関連す
る技術を１週間で調べてほしい。」といった要請がくるところです。そ
こで、先端計測技術について調べることになりました。その時に分光
というジャンルの中でテラヘルツ分光に遭遇しました。これは、工学
的にも使えるのではないか。 そこで、その装置をもつところを探し出
し、最初は共同研究で実績を上げて行きました。今では自前の装置を
持って、大木研のひとつの大きな研究テーマになっています。
　放射光を使いたいと思ったときも、理工学部中の色々な方に片端か
ら電話をして、知っている人を見つけ出して、その伝手を頼って岡崎
の研究所に行き着いて、そこの放射光を、もう25年間も利用させても
らっています。
　またあるレーザーを購入したときには、なぜ理学系ではなく、工学系
の先生が、このような機器に興味をもつのですか、と商社の担当者にい
われました。その理由は、工学的な応用を産み出すためには、トコト
ン基礎を調べないとダメだからです。そういう意味では、世の中の流
れを捉えるために情報の間口を広くして、誘電体を理学的な手法で研

究して、その成果を工学的に生かしていく、というところでしょうか。

シンプリファイ（簡単化）することが重要
──学生さんへの指導は、どういう感じですか。
　物性研究を基礎からやって、本物の科学を学んでほしい。そして工
学系ですから、できれば産学連携などで、世間の役に立ってほしいと
いうことを基本にしています。
　本当に正しいことだけを積み上げるために，学生によく言うことは
「それを高校生に説明できるか」です。例えば、ある式を展開したら、
こうなったという。それは本当か？と。式の展開には、いろんな条件
がついています。それをきちんと満たしているか。ひとつひとつ検証
したか。それを積み重ねていくことが重要です。ひとつひとつ「シン
プリファイ」をしていく。数学だとXの２乗と２Xは足せますが、Xを
長さの単位としたら物理では、面積と長さになるので足せません。で
すから求めようとしたものと、求めたものの物理量は正しいか、常に
チェックして積み上げていかないとだめだよということです。研究で
も同じです。基礎の積み重ねが重要だといっています。
──学生さんに期待することは？
　得られた成果は、努めて発表させるようにしています。 修士の間に、
必ず学会発表から論文掲載までを実現させるように努力してもらって
います。したがって、研究室の論文発表の数は相当多いです。また課
程によるドクターの輩出数も20人を超えており、工学系としては非常
に多い数だと思います。
　学生さんが社会に出るまでに、何とか文章表現力をつけてもらいた
いと思っています。 こういう力は、「カルチャーセンター」や「文章講座」
のような所へ行っても、うまくなるとは思えません。自分が書いた文
章を直されるのが、最も効果があると思います。ですから私が添削し
て書き直させるようにしています。自分の書いた文章が、なぜ、どの
ように直されたかを、見直すことが、文章力向上の訓練になると思っ
ていますので、時間をかけて丁寧にやっています。「大木研を出た学生
さんは、文章がきちんとしているね」と、言われることを目指してい
ます。

電界 150kV/mm を印加した時の空間電荷分布の時間変化
Z：ポリエチレン、 N1：MgO添加ポリエチレン。 赤は正電荷、青は負電荷を示す。
N1においては蓄積する空間電荷が劇的に減少している。
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章を直されるのが、最も効果があると思います。ですから私が添削し
て書き直させるようにしています。自分の書いた文章が、なぜ、どの
ように直されたかを、見直すことが、文章力向上の訓練になると思っ
ていますので、時間をかけて丁寧にやっています。「大木研を出た学生
さんは、文章がきちんとしているね」と、言われることを目指してい
ます。

2014 大木研夏ゼミ合宿集合写真
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最近の学会等受賞実績QQQQQQQ QQQQQQQz z

【研究員】

2015年度　日本機械学会　日本機械学会賞（論文） 川田宏之研究員
2015年度　文部科学省　平成27年度　科学技術分野の文部科学大臣表彰　科学技術賞・開発部門 大木義路研究員
2014年度　日本化学会　第39回化学教育賞 菅原義之研究員
2014年度　日本化学会　第67回日本化学会賞 黒田一幸研究員
2014年度　早稲田大学リサーチアワード大型研究プロジェクト推進 逢坂哲彌研究員
2014年度　電気学会　進歩賞 大木義路研究員 

【学生】

2015年度　腐食防食学会　若手講演奨励賞 前田真利（鈴木・酒井研究室・M1）
2014年度　IEEE DEIS　日本支部　学生国際会議優秀論文発表2014 小松麻理奈 （大木研究室・D2）
2014年度　IEEE DEIS　日本支部　国内会議優秀論文発表賞2014 増崎裕季（大木研究室・M2）
2014年度　電気学会　英語プレゼンコンテスト奨励賞 梅嶋悠人（小林研究室・M1）
2014年度　電気学会　英語プレゼンコンテスト奨励賞 服部翔太（小林研究室・M1）
2014年度　電気学会東京支部　電気学術奨励賞 橋本勇輝（小林研究室・B4）
2014年度　腐食防食学会　若手講演優秀賞 加藤弘剛（酒井研究室・M1）
2014年度　日本セラミックス協会　第27回秋季シンポジウム、
 特定セッション「元素ブロック：作製と高分子化戦略」、セッション奨励賞 齋藤祥平（黒田研究室・M1）

2014年度　放電学会　放電学会優秀ポスター発表賞 小髙大祐（大木研究室・B4）
2014年度　放電学会　放電学会優秀ポスター発表賞 黒田康裕（大木研究室・B4）
2014年度　MNC 2013 Most Impressive Presentation 濱畑裕紀（竹延研究室・M2）
2014年度　日本化学会　第4回CSJ　化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 齋藤友貴（黒田研究室・M2）
2014年度　日本化学会　第4回CSJ　化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 松野敬成（黒田研究室・M2）
2014年度　日本化学会　第4回CSJ　化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 松本拓隼（黒田研究室・M2）
2014年度　日本化学会　第4回CSJ　化学フェスタ　優秀ポスター発表賞 吉川昌 （黒田研究室・M2）
2014年度　第30回　日本セラミックス協会　関東支部研究発表会　奨励賞 前田聡志（菅原研究室・M1）
2013年度　応用物理学会　第35回（秋季）応用物理学会講演奨励賞 蒲　江 （竹延研究室・M2）
2014年度　日本セラミックス協会第27回秋季シンポジウムセッションNo.06　若手優秀ポスター発表賞　永田皓也（黒田研究室・M1）
2014年度　電気学会東京支部第5回学生研究発表会　優秀発表賞 風見蕗乃（小林研究室・M1）
2014年度　日本ゾル-ゲル学会第12回討論会 ベストポスター賞 廣岡奈緒子（黒田研究室・M1）
2014年度　電気学会　基礎・材料・共通部門大会若手研究者ポスターセッション優秀賞 井筒智之（大木研究室・M1）
2014年度　電気学会　基礎・材料・共通部門大会若手研究者ポスターセッション優秀賞 針間正幸（大木研究室・M1）
2nd WASEDA-DGIST Workshop on Electrochemistry Best Poster Presentation Award Jun Liu（逢坂研究室・D3）
2014年度　一般財団法人安藤研究所　第27回安藤博記念学術奨励賞 中須大蔵（小林研究室・D1）
2014年度　電気学会誘電・絶縁材料技術委員会　ISEIM2014　最優秀ポスター発表賞 楊　鵬 （大木研究室・M2）
2014年度　公益社団法人新化学技術推進協会　GSC　ポスター賞 比嘉彩人（菅原研究室・M2）

研究業績

第２回 ZAIKEN Festa 

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、当研究所では14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。こ
れらの研究は、多様化・先鋭化の一方で、研究者間や学生間での
コミュニケーションが希薄になるという状況を生み出しています。そこ
で、このたび材研では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）を開催いたします。

発表内容と発表者の条件
発表者は学生、助手・助教に限ります。各研究室3件までとし、発表件数
は1人1件とします。
発表形式と発表言語
ポスター発表のみとし、発表言語は日本語もしくは英語とします。

材研の教職員・学生が議論し、交流を図ることを目的として、ポスターセッシ
ョンを実施します。研究重点教員および共同研究員として材研に所属する研
究室は2～3テーマ（材研RAの方は必ず1テーマ）の提出をお願いいたしま
す。内容はすでに学会発表したものでも構いません。 ※ただし、予稿原稿は材
研事業報告に用いるため、学会予稿とは異なる内容でお願いいたします。 な
お、材研フェスタでは優秀ポスター賞および最優秀ポスター賞の審査を行い、
副賞として材研ロゴ楯の贈呈、またZAIKEN TODAYへ受賞者コメントの掲
載を予定しております。

申込期間　　2015年9月10日（木）～10月8日（木）正午まで
申込方法
A4サイズ縦の予稿用原稿（PDFdata）1枚の提出をお願いいたします。A0サイズ
発表用ポスターは材研フェスタ当日所定の場所に個々で掲示いただきます。（A0サ
イズ発表用ポスターは学会で使用したものでもOK）。なお、新規に発表用ポスター
を作成する場合、材研から１枚につき3000円の補助を行います。その際は、印刷
前に必ず材研事務所にご連絡ください。補助の詳細をご説明いたします。

募集要項

ポスター発表について

発表申込について


