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　JST戦略的創造研究推進事業（CREST）の研究領域「微小エネルギーを利用した革新的な環
境発電技術の創出」において、H27年度新規課題として「軌道／電荷の揺らぎを用いた低熱伝導
性　高電気伝導性素子の開発」（研究代表者　勝藤拓郎）が採択されました。
　ご承知のように、環境からエネルギーを得るenergy harvestingが近年注目を集めています。
中でも、排熱などを利用して電力を得る熱発電の技術の重要性が増しています。この技術におい
ては、温度差によって起電力が発生する熱起電力という現象を用いますが、材料（熱電材料）と
しては「ゼーベック係数（温度差に対する起電力の比）が大きく、熱伝導度が小さく、電気伝導
度が大きい」ものが発電にとって有利になります。特に熱伝導度が低いことは重要で、熱発電に
おいては熱伝導度がゼロになることによってカルノー効率が達成されることが知られています。
　もちろん現実の物質では、熱伝導度をゼロにすることはできません。物質中の熱は電子によっ
て運ばれるものとフォノン（格子振動）によって運ばれるものの2種類がありますが、電子によ
って運ばれる熱の伝導度（電子熱伝導度）は電気伝導度に比例するというヴィデーマン-フラン
ツ則が、実験的にも理論的にも成り立つことが知られています。したがって、「熱伝導度が小さ
く電気伝導度が大きい」物質をつくろうと思えば、フォノンによって運ばれる熱の伝導度（フォ
ノン熱伝導度）を低減する他はありません。
　こうした問題に対して、我々のグループは「軌道の揺らぎ」を用いてフォノン熱伝導度の低減
を図っています。軌道のゆらぎとは多くの人にとってなじみの薄い言葉かもしれません。量子力
学によれば、原子の軌道はその形によって（＝その角運動量によって）s軌道、p軌道、d軌道な
どに分けられます。このうちs軌道やp軌道は、固体中においては隣の原子との混成によって遍歴
軌道と呼ばれる広がった軌道に変化します。一方、遷移金属中に存在するd軌道は、隣の原子と

の混成が少ないため、固体中でも局在軌道と呼ばれるもとの原子軌道の性質を保った状態となる
ことが知られています。このとき、d軌道は同じエネルギーを持つ軌道が複数個あるため、電子
が同じエネルギーを持つd軌道（縮退したd軌道）のどれを占有するかという自由度が存在します。
これを軌道自由度と言います。この自由度が整列した状態を軌道秩序と言います。近年、多くの
遷移金属酸化物においてこの軌道秩序状態、すなわち遷移金属のサイトごとに異なるd軌道を電
子が占有する状態になることが、我々の研究によって明らかになってきました。
　軌道揺らぎとは、このような軌道秩序が起こる前の揺らいだ状態、具体的には軌道秩序が相転
移として起こる温度より高温の状態を指します。ここでは、電子が縮退した複数のd軌道の間を
揺らいでいます。d軌道は空間的な異方性をもち、縮退した軌道は異なる異方性を持つため、そ
の間を電子が揺らぐということは、電子雲の形が揺らぐことになります。この揺らぎがフォノン
（格子振動）を強く散乱するため、フォノン熱伝導度が強く抑制されることが明らかになってき
ました。
　本研究においては、この軌道揺らぎによってフォノン熱伝導度が低減する物質を開発すること、
単結晶の微細加工、超格子薄膜の作製等のナノ構造を導入によって更なる熱伝導の低減を図るこ
と、フォノン熱伝導の散乱メカニズムを明らかにすることにより熱伝導の学理を明らかにするこ
と、などを目指します。さらに、軌道自由度がゼーベック係数を増大することも知られているため、
こうした研究成果を総合することにより、より効率のよい環境発電を実現するのが最終目標とな
ります。
　材研においては、特にパルスレーザーを用いた薄膜や結晶表面における熱伝導度の測定を行い
ます。これは測定技術として大変難しいものですが、基板からの影響をさけた純粋な薄膜の熱伝
導度を測定できるという野心的なものであり、「材研だからこそできた研究」と評価されるよう
に頑張りたいと思っています。皆様のご指導ご鞭撻を頂ければ誠に幸いです。

軌道揺らぎと熱発電 早稲田大学先進理工学部物理学科教授 勝藤拓郎
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有機と無機を組み合わせて新しい材料を創出。
深い研究より広い実用を目指す

Sugahara Yoshiyuki
菅原義之 ──どのような経緯で有機-無機ハイブリッド材料の研究をするよう

に至ったのでしょうか。
　元々はセラミックスを研究しており、博士論文では粘土鉱物からセ
ラミックスをつくることがテーマでした。粘土鉱物はケイ素やアルミ
ニウム、酸素などを主要構成元素とする層が積み重なった構造をして
おり、この粘土層の間に有機高分子を入れた後窒素あるいはアルゴン
中で加熱することにより、有機高分子から生じた炭素が酸素を奪い、
窒素や炭素がケイ素やアルミニウムと反応し、窒化物や炭化物などの
非酸化物セラミックスをつくるというものです。この時学んだ複合化
技術を活用し、研究対象を有機材料と無機材料を組み合わせたハイブ
リッド材料にシフトさせていきました。
　無機材料として例えばセラミックスを研究し、有機材料として高分
子材料を研究することはこれまでもこれからも、行われていくと思い
ます。それぞれの材料ではカバーできない性質の材料を扱うのが私の
研究対象である有機-無機ハイブリッド材料です。研究を始めてしば
らくは、無機材料が主役の研究をしていました。十数年ほど前からは、
ナノシートやナノ粒子などの無機ナノ材料を作製して、有機高分子と
組み合わせる、有機高分子が主役の研究を始めました。有機材料と無
機材料はあまり馴染みがよくないため、ここでキーとなるのは、無機
ナノ材料の表面を有機化合物でうまく被覆する技術です。この研究が
固まってきたので今度は高分子鎖で被覆する研究を始めました。こう
した無機材料の表面を被覆した材料は、最近は元素ブロック材料とし
て位置付けられるようになっています。現在は、無機ナノ構造の作製
や無機ナノ構造の表面修飾による元素ブロックの作製、さらに、元素

ブロックを高分
子マトリクスに分散させることによる有機-無機ハイブリッドの作製
を中心に研究を展開しています。

様々な製品に使われる可能性がある
有機-無機ハイブリッド材料
──有機材料と無機材料を組み合わせることで、どのようなメリット
があるのでしょうか。
　たとえば、汎用高分子材料の屈折率はある範囲の値（約1.3～1.7）
に限られています。一方、無機材料にはさらに屈折率の高いものがあ
ります。そこで、高屈折率無機ナノ材料を高分子の中に分散してうま
く練り込むことによって、屈折率の高いハイブリッド材料をつくるこ
とができます。身近な例である、プラスチックのレンズで説明しまし
ょう。現在使われているプラスチックはとても軽いですが、屈折率は
低くなります。そこで、度数を上げようとすると、レンズは厚くなり
ます。しかしレンズの材料を高屈折率ハイブリッド材料にすると、レ
ンズを薄くすることが可能になります。
　また、私の主要な研究範囲ではありませんが、汎用有機高分子材料
と無機ナノ材料、特にナノシートを組み合わせることで機械的性質、
引張り・圧縮・せん断などに対する耐久性を高めることができます。
また、高分子材料の欠点である水蒸気などガスの透過を抑制できるこ
とからも注目が集まっています。
　今や、身の回りのほとんどが高分子材料でできていると言っていい
でしょう。したがって、今後も新しい有機-無機ハイブリッド材料が

生まれ、それを活用した製品も増えていくと期待
されます。
──かなり広範囲に応用され実用性の高い研究な
のですね。
　企業の研究者も高い関心を持っているようで
す。例えば、屈折率の高い材料も低い材料も、そ
れぞれ産業界では高いニーズがあります。有機-
無機の組み合わせは無数にありますし、無機ナノ
材料を数％加えるだけで有機高分子材料の性質が
変わることもあるところにも魅力があります。た

だし、私は合成に特化しているので、物性の評価は他の研究者と連携
して行っています。
──もう一つ、前躯体高分子からのセラミックス合成も研究していら
っしゃるようですが。
　これはMITでポスドクをしていた時のテーマであった「セラミック
スを有機化学的につくる研究」が展開したものです。セラミックスは
通常、原料粉末を焼き固めて作っていくのですが、セラミックスを構
成する元素を含む高分子（無機高分子とよばれます）を前駆体とする
ことで、様々な形状のセラミックスをつくり出すことを狙って、窒化
アルミニウムなどを対象に研究してきました。現在は、ダイヤモンド
のように合成に高温・高圧が必要な合成において、出発物質に無機高
分子から作製した非晶質物質を用いることで、より温和な条件での合
成を目指しています。

有機化学と無機化学の両方の知識・技術を使うのは
大変、でも社会に出れば役に立つ
──菅原研究室のスタッフや今の学生を見ていてどう思われますか。
　菅原研究室はスタッフも入れて30数名。多くの学生が有機化学も無
機化学も使っています。高校や大学の教育では、有機化学と無機化学
は別々に教えられてきていますから、両方の知識を使うのは大変です。
研究技術としても、有機合成分野の研究者がセラミックスを取り扱う
と、固体の取り扱いがわからない、セラミックス分野の研究者には有

機合成はハードルが高い、というのが、普通の姿ではないでしょうか。
このように知識としても実験技術としても幅広い領域をカバーしなく
てはなりませんが、学生は一生懸命に取り組んでいます。幅広い領域
を扱っていると、いろいろな分析手法が身につくので、研究室を出た
後にはこうした知識と経験が役に立つと聞きます。
──学生の指導はどんな点に注意されていますか。
　学生自身が工夫をして道を切り開いていく手伝いをするのが理想形
です。こちらからアイデアを出すばかりではなく、学生がもってきた
アイデアも、できるだけ活かす、あるいは尊重するようにしています。
企業に行ったOBの話では、失敗しても自分で工夫して進めていく経
験が将来役に立つようです。
　また、難しい実験でも、チャレンジして、原理や技術を自分のもの
にしてもらいたいと考えています。私自身、MITのポスドクのときは
苦労しました。セラミックスの化学合成では世界的なパイオニアに師
事したのですが、水や空気を嫌う有機金属化合物合成で必要とされる、
窒素などの不活性ガス中での実験に関して、渡米するまで知識も経験
もなかったのです。後にフランスの研究室に滞在に半年滞在したとき
には、ゾルーゲル法をケイ素化学の立場から切り開いた教授のもと、
ゾルーゲル法で使える分子を有機化学的につくる技術を身につけまし
た。苦労して身に着けた技術は一生使えますし、こうしたプロセスで
の成功体験は次の機会に活きるものです。
──最後に先生の研究室の特徴とＰＲをお願いします。
　私の研究室は、“有機材料” と “無機材料” それぞれの合成を極めて
はいないかもしれませんが、両方を「広く」カバーして有機-無機ハ
イブリッド材料を作製しているのが特徴です。この「広さ」が今後の
企業が求める研究姿勢の１つだと思っています。これからは、「有機材
料のスペシャリスト」や「無機材料のスペシャリスト」だけではなく、「必
要な材料・技術は何でも取り入れられる研究者」も必要なのです。
　私の研究室も、「必要な材料・技術は何でも取り入れられる研究室」
として、いろいろな合成手法を駆使しながら、無機材料や有機材料の
を自在に組み合わせ、「優れた物性を有する有機-無機ハイブリッド材
料」を今後も創出していきたいと思います。
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と、固体の取り扱いがわからない、セラミックス分野の研究者には有

機合成はハードルが高い、というのが、普通の姿ではないでしょうか。
このように知識としても実験技術としても幅広い領域をカバーしなく
てはなりませんが、学生は一生懸命に取り組んでいます。幅広い領域
を扱っていると、いろいろな分析手法が身につくので、研究室を出た
後にはこうした知識と経験が役に立つと聞きます。
──学生の指導はどんな点に注意されていますか。
　学生自身が工夫をして道を切り開いていく手伝いをするのが理想形
です。こちらからアイデアを出すばかりではなく、学生がもってきた
アイデアも、できるだけ活かす、あるいは尊重するようにしています。
企業に行ったOBの話では、失敗しても自分で工夫して進めていく経
験が将来役に立つようです。
　また、難しい実験でも、チャレンジして、原理や技術を自分のもの
にしてもらいたいと考えています。私自身、MITのポスドクのときは
苦労しました。セラミックスの化学合成では世界的なパイオニアに師
事したのですが、水や空気を嫌う有機金属化合物合成で必要とされる、
窒素などの不活性ガス中での実験に関して、渡米するまで知識も経験
もなかったのです。後にフランスの研究室に滞在に半年滞在したとき
には、ゾルーゲル法をケイ素化学の立場から切り開いた教授のもと、
ゾルーゲル法で使える分子を有機化学的につくる技術を身につけまし
た。苦労して身に着けた技術は一生使えますし、こうしたプロセスで
の成功体験は次の機会に活きるものです。
──最後に先生の研究室の特徴とＰＲをお願いします。
　私の研究室は、“有機材料” と “無機材料” それぞれの合成を極めて
はいないかもしれませんが、両方を「広く」カバーして有機-無機ハ
イブリッド材料を作製しているのが特徴です。この「広さ」が今後の
企業が求める研究姿勢の１つだと思っています。これからは、「有機材
料のスペシャリスト」や「無機材料のスペシャリスト」だけではなく、「必
要な材料・技術は何でも取り入れられる研究者」も必要なのです。
　私の研究室も、「必要な材料・技術は何でも取り入れられる研究室」
として、いろいろな合成手法を駆使しながら、無機材料や有機材料の
を自在に組み合わせ、「優れた物性を有する有機-無機ハイブリッド材
料」を今後も創出していきたいと思います。

2016年 菅原研究室集合写真

材研実験風景

理工キャンパス実験風景
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教育基礎講座：『非破壊検査技術─基礎・応用と先端検査技術─』講座

研究業績

教育プログラム

日　時：2016年12月16日（金）10：30～ 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）

対象とする受講生：企業・大学などの技術者、研究者を優先させていただきます。
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： 5000円（資料代を含む）

•赤外線およびテラヘルツ電磁波による非破壊評価技術
•中性子線による非破壊観察 ─理研小型中性子源RANSの目指す先─
•超音波を用いた非破壊・非接触センシングの進展と応用
•電位差法・超音波法によるき裂の非破壊評価研究における体験

•非破壊検査の基礎
阪上隆英氏（神戸大学）

大竹淑恵氏（理化学研究所）

井原郁夫氏（長岡技術科学大学）

坂　真澄氏（東北大学） 

八木尚人氏
（三菱日立パワーシステムズ検査㈱）

講　演　題　目 講　　師

高度成長期に建造された社会インフラの劣化による損壊による事故が頻発化し、機械・構造物の余
寿命診断が緊急の問題とされています。「非破壊検査」とは、工業製品の最終的な検査手段である
と同時に、現在、稼働中の機械・構造物の健全性診断として位置づけられています。これは、非破
壊検査の主目的である、信頼性確保、コスト低減、製造技術の改良に帰する技術として捉えられて
おり、工業界において極めて重要度の高い基幹技術となっています。見えない「材料中の傷」を探
査することは、永遠のテーマであり、日進月歩の分野でもあります。X線CT等で急速な発展を見せ
た画像3次元処理技術の発達に伴い、中性子線ラジオグラフィや低エネルギγ線源の開発も進めら
れています。中性子は鉄鋼などの密度の高い元素に対して透過力が高く、これまで、X線では困難
だった工業製品等の内部観察に有効で､これをものづくりに応用することが期待されています。

お問合せ先：早稲田大学各務記念材料技術研究所　教育プログラム係
　　　　　　〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-8-26　　E-mail：zaikenjimu@list.waseda.jp

申込手続き：早稲田大学材料技術研究所のHPの専用申込みフォームからご応募ください。
 http://www.waseda.jp/zaiken/index.html

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10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（材研研究助成採択者の方は必ず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。

申込期限　　2016年10月31日（月）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

日  時

会  場

ポスター発表について

発表申込について

第３回 ZAIKEN Festa 

2016年11月10日（木）13：00～ 17：00

早稲田大学各務記念材料技術研究所 
42号館　講演室、第一会議室、共通実験棟


