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　2018年９月より早稲田大学各務記念材料技術研究所（以下、材研）
の所長を拝命している大木義路（電気・情報生命工学科／同専攻な
らびに共同原子力専攻）です。
　我が国最初の私立大学理工系附置研究所として1938年に「鋳物
研究所」として設置された材研は、当初は、その当時重要な国策で
あった造船等重工業の発展を支える基盤材料としての鋳物の研究拠
点としての役割を果たしました。その後、1988年の創立50周年を
機に現在の名称に改称し、幅広い材料の研究を行ってきました。
　2018年は材研の創立80周年に当たります。この記念すべき年の
４月に、材研は、文部科学省より「共同利用・共同研究拠点」の認
定を受けました。材料系の拠点としては、私学として最初の拠点認
定となります。時をほぼ同じくして、材研は、法人としての早大か
ら各種の決裁権限を持つ「理工学術院に直属の附置研究所」として
「箇所化」されました。このことにより、材研が責任を持って共同利
用・共同研究拠点事業など必要な事業を主体的な立場で推進するこ
とが可能となった訳です。
　表１は、現時点（＝2018年９月）において、材研で実際に研究を
行っている研究拠点教員です。2019年４月には、新たに表２の５
人の教員が研究拠点教員として加わります。上記の拠点認定、箇所
化、研究拠点教員の増加を牽引された小山泰正前所長の実行力や見
識には到底及びませんが、皆様のご協力を得て職責を果たしたいと
考えております。
　材研は、所属する教員一人当たりで考えたときには、学内の他研
究所と比較して、多くの外部資金を獲得し、多くの質の高い研究成
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果を発信してきました。しかし、これまでの材研は、理工学術院総
合研究所のクラスター研究所の１つであったために、材研の優れた
研究成果や活動が、外部から見えにくい状況にあったと思います。
　今後は、「箇所化」された立場を活かし、積極的に情報の開示に努
めます。また、共同研究拠点として、材研に設置されている大型装
置や設備を広く開放することにより、拠点としての責務を果たして
参ります。さらに、学協会・他大学・研究機関等との積極的な交流
を通して学術研究の発展やイノベーションの創出により一層寄与す
るとともに、国際情報発信力の強化、競争的研究費等外部資金獲得
の推進を目指していきたいと考えております。
　上記を含む形で、運営方針として、つぎの７項目を挙げたいと考
えております。

１．「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」として共同利用お
よび共同研究の推進

２．各務記念材料技術研究所は創立80周年記念事業としての
「創立80周年記念講演会」開催

３．社会連携の強化
４．研究成果の発信
５．共同利用装置の整備
６．学術・技術交流（セミナー・講演会・教育講座）
７．若手研究者支援

今後も一層のご支援とご協力をよろしくお願い致します。

大木　義路 電気・情報生命工学科／共同
原子力専攻

勝藤　拓郎 物理学科
川田　宏之 機械科学・航空学科
川原田　洋 電子物理システム学科
黒田　一幸 応用化学科
小林　正和 電気・情報生命工学科
小山　泰正 電子物理システム学科
菅原　義之 応用化学科
鈴木　進補 機械科学・航空学科
多辺　由佳 応用物理学科
柳谷　隆彦 電気・情報生命工学科
吉田　誠 総合機械工学科

下嶋　敦 応用化学科
平田　秋彦 基幹理工学研究科
細井　厚志 機械科学・航空学科
山口　勉功 環境資源工学科
山本　知之 電子物理システム学科大木義路

表1　研究拠点教員（2018年 9月現在）
研究員氏名 所属学科

表 2　研究拠点教員（2019年4月より嘱任予定）
研究員氏名 所属学科



早稲田大学先進理工学部
応用化学科　教授

ナノ･メソ構造制御によるシロキサン系環境整合材料の開発

Shimojima Atsushi
下嶋　敦

　これまで各務記念材料技術研究所の兼任研究員として各種無機ナノ材
料（ナノ粒子、ナノ多孔体など）の合成研究を推進してきました。研究
拠点教員嘱任後はシリカ（SiO2）系材料を中心に環境整合化をより一層
強く指向した研究を展開したいと考えています。シリカは地殻中に豊富
に存在し、また高い透明性･耐熱性･化学的安定性、低毒性などの特長を
有することから、幅広い分野で利用されている材料です。持続可能で安
全・安心な社会の実現に向けて、シリカ系の環境整合材料の開発は重要
な課題といえます。私たちは特に「自己修復機能材料」と「透明断熱材料」
をターゲットとし、低環境負荷の液相プロセスによる高度な材料設計に
取り組みます。
　外部から受けた損傷を温和な条件下、自発的に修復する能力を有する
自己修復材料は、長寿命、高信頼性、安全・安心などの観点から世界的
に注目され、盛んに研究されています。いくつかの修復機構が提案され
ていますが、材料物性の完全な回復や繰り返し修復性の確保のためには、
損傷部位の破断した化学結合を再形成して分子レベルで修復することが
必要です。柔軟なポリマー系材料では、水素結合や動的共有結合と呼ば
れる可逆結合を利用して比較的温和な条件下で自己修復が達成されてい
ますが、セラミックスのような硬い無機材料では微細なクラックの修復
にも数百度～千度以上の高温が一般に必要とされます。シリカガラスは
代表的な脆性材料であり、温和な条件下での修復は困難です。しかしな
がら、その骨格を形成するシロキサン（Si‒O‒Si）結合は、条件によっ
ては可逆的な開裂 ‒ 再結合や、結合の組み換えが可能です。このような
分子レベルの特性を利用してマクロな損傷を修復するために、シロキサ
ン骨格のナノ･メソ構造制御が有効であることを最近見いだしました。
ケイ酸種と界面活性材の自己組織化を利用して多層（ラメラ）構造のシ
リカ薄膜を作製すると、微細なクラックが室温･高湿度下で自発的かつ
迅速に修復されます。修復メカニズムとして、層間への水の吸着によっ

て薄膜が膨張してクラックが閉塞するとともに、シリカ骨格がナノレベ
ルで再配列することで、接触した破断面同士が「接着」されることが示
されています。今後、この成果をもとに優れた自己修復性と材料物性を
両立することで、革新的な保護コーティングなどとしての実用化を目指
します。
　一方、省エネルギーの観点から、建築、自動車、電子機器などさまざ
まな分野において、高性能な断熱材料に対するニーズが急速に高まって
います。なかでも、低い熱伝導率に加え、高い透明性や耐熱性、耐候性
を有する無機系断熱材料の開発は重要です。一般に、固体材料の低熱伝
導率化には熱伝導率の比較的低い空気（＝空孔）の導入、特に空気の平
均自由行程（約68nm）未満のナノサイズの空孔の導入が効果的です。
従来、合成樹脂フォームやシリカエアロゲルなど高い気孔率を有する材
料が開発されてきましたが、これらの材料の多くは空孔のサイズや形状
がナノレベルで精密に制御されているとはいえません。一方、私たちの
研究室では、高度に組成･構造･形態制御されたシロキサン系ナノ空間材
料を多数創出してきました。そこで、これまでに蓄積した知見と合成技
術を活かし、ナノ･メソ構造制御に基づく優れた低熱伝導性と、シロキ
サン材料の特長である透明性や高い熱的・化学的安定性を兼ねそろえた
新しい断熱材料を創出し、応用展開したいと考えています。
　上記の研究は、ありふれた元素から構成されるシリカ系材料の精緻な
構造制御に基づき、環境と調和・融和した環境整合材料を創出するもの
であり、学術的にも応用面でも意義があります。基礎から応用、実用化
まで見据えて研究を進めるために、物性評価や製造プロセスを専門とす
る他大学や企業の研究者との共同研究も積極的に行う予定です。これら
を通して拠点活動に貢献したいと思いますので、ご指導、ご支援のほど
宜しくお願い申し上げます。



早稲田大学　理工学術院
基幹理工学研究科　教授

乱れた構造の中の隠れた秩序

Hirata Akihiko
平田秋彦

　通常、材料は原子が規則正しく並んだ周期性のある結晶構造を有して
おり、周期性があることから、結晶学において群論による対称性の分類
が可能であり、さらには固体物理学により電子状態や種々の物性が理解
されています。一方で、通常の材料に見られる周期性を持たない非晶質
（アモルファス）と呼ばれる一連の材料群が存在します。身の回りでは
窓ガラスなどが代表的なものですが、非晶質状態は物質種によらず金属、
半導体、セラミックス、高分子など様々な材料において作製が可能です。
非晶質は結晶よりも優れた特性を示す場合も多く、原子レベルからの基
礎科学の構築が必須ですが、非晶質構造は周期性が無いため原子配列を
明らかにすることが大変困難です。例えば、結晶構造を決定する有力な
手法である回折実験を用いても、結晶のような鋭い回折ピークは見られ
ず、散漫な強度分布が見られるだけです。従来は、X線や中性子線回折
などで得られるこの強度分布をできる限り精密に測定することにより、

非晶質構造の平均的な特徴を議論していました。
　そこで、我々は電子線を用いて0.4 - 0.8nm
程度の局所領域から回折データを取得する手法
を考案し、非晶質材料の局所構造をより直接的
に観測することを可能にしました。このように
して得られた局所構造情報を、従来からの試料
全体の平均構造情報と比較検討することで、非
晶質構造を以前より正しく理解することができ
るようになったのです。この手法によって、例
えば、車載用リチウムイオン電池の負極材とし
て期待されている非晶質SiOの不均一で複雑な
構造をモデリングすることができました（図１）。
今後、この非晶質構造と充放電特性の関係を明

らかにしていく予定です。
　たとえ実験を基に非晶質材料の信頼性の高い構造モデリングができた
としても、得られたモデルは周期性の無いランダム構造であり、それが
どのような構造的特徴を持つか理解することは容易ではありません。こ
のようなランダムな非晶質構造の特徴付けを行う解析手段が次に必要と
なってきます。そこで我々は近年発展している計算ホモロジーに着目し、
数学者と共同でこれまで研究を行ってきました。計算ホモロジーとは、
幾何学の1種であるトポロジーで議論される図形の孔や繋がり方をコン
ピュータ上で計算できる手法であり、これを用いることで非晶質構造の
隠れた３次元的特徴やそれらの階層構造を明らかにできることがわかっ
てきました。例えば、非晶質合金中に存在する20面体的な原子クラスタ
ーの構造的特徴を計算ホモロジーによって調べたところ、個々の原子ク
ラスターの細かい形状は異なるものの、歪具合に関係するトポロジー的
特徴は同様なものであることが明らかとなりました。つまり、トポロジ
ーを使った柔らかい見方をすることで非晶質の乱れた構造に内在する隠
れた秩序を見出せたわけです。
　我々が考案したこれらの新しい手法は非晶質材料のみならず、乱れた
構造を持つ状態に広く適用できると期待されます。材研の共同研究拠点
においては、非晶質材料に加え、環境整合材料として広く使用される金
属・鉄鋼およびセラミックス多結晶材料のランダムな粒界構造にも着目
して研究を進めていく予定です。大多数の結晶材料は多結晶であり、多
結晶材料中の粒界は材料の疲労や腐食に大きな影響を与えるにも拘わら
ず、粒界の多くが乱れた構造を持つことから未だ不明な点が多く残され
ています。今後、非晶質構造解析で得たノウハウを活かして研究を進め、
環境整合材料の構造評価法を確立したいと考えています。皆様のご指導
ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。図１ 局所電子線およびX線回折から得られた

　    非晶質SiOの構造モデル
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早稲田大学基幹理工学部
機械科学・航空学科　准教授　

持続可能な社会の構築に向けて─材料強度の観点から─

Hosoi Atsushi
細井厚志

　各務記念材料技術研究所が、文部科学省から共同利用・共同研究拠点に
認定され、これを機に研究拠点教員の候補者に選出頂きました。幸いにし
てニュースレターを執筆させて頂く機会を頂戴しましたので、簡単なプロ
フィールと取り組んでいる研究について紹介させて頂こうと思います。
　私は材料力学、材料強度学、破壊力学をベースとした材料の長期信頼
性評価に関する研究を手掛けております。2008年3月に本学理工学研究
科機械工学専攻博士後期課程を修了しました。その後、名古屋大学工学
研究科で助教として6年間勤めて、2014年4月から本学理工学術院機械科
学・航空学科に所属しています。
　さて、各務記念材料技術研究所は「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」
として共同利用・共同研究拠点に認定され、長寿命、リサイクル、省エ
ネルギーの3つのキーワードを掲げています。ここでは私が取り組んでい
る3つの研究課題、「金属材料の疲労損傷治癒技術の開発と評価」、「繊維
強化複合材料の超長疲労特性評価と寿命評価技術の構築」、「金属表面の
ナノ空間構造体の創製と異種材料直接接着技術への展開」について紹介
させて頂きます。
　1つ目は金属疲労き裂の治癒技術に関する研究です。高度経済成長時代
に集中投資した機械・構造物の高齢化が進行しており、老朽化に伴う破
壊事故が懸念されています。そのため、機械・構造物の高齢化・老朽化に

伴う事故や災害等を防止すると共に長寿命化を図り、機械・構
造物ストックの戦略的な維持管理に取り組む必要があります。 
機械・機器部材の破壊事例の約80%が疲労破壊であり、研究
室では金属疲労き裂治癒技術の開発を進めています。具体的
には、高密度電流場制御によってき裂を閉じさせる方法や疲労
き裂進展時に生じるき裂閉口現象を駆動力とする固相拡散に
よってき裂を治癒する方法を提案しています。図1に示すよう
に金属疲労き裂を治癒することが可能になってきました。

　2つ目は炭素繊維強化プラスチック（CFRP）のギガサイクル疲労特性
の評価に関する研究です。CFRPは軽量で優れた強度特性を有し、近年で
は民間航空機の一次構造材料に採用され大幅な燃費削減に成功しました。
この成功を背景として、量産自動車をはじめとして、風車ブレード、潮
流発電ブレードなどの大型構造物への展開が進められています。例えば
風車ブレードは約20年の設計寿命までに108サイクルオーダーの繰り返
し負荷を受けます。一方、CFRPのギガサイクル疲労特性はこれまで明ら
かにされておらず、その実験データもほとんど存在しません。当研究グ
ループでは周波数20kHzでCFRP積層板の加速疲労試験を行うことに成功
し、109サイクルオーダーの実験データを取得できるようになりました。
今後はCFRPのギガサイクル疲労特性や損傷進展メカニズムを評価して、
CFRP構造物の疲労に対する寿命予測技術を構築します。
　3つ目はCFRPと金属材料の接合に関する研究です。先に述べましたよ
うにCFRPは軽量で優れた強度特性を有しており、様々な機械・構造物へ
の展開が期待されています。中でもリサイクル性や生産性にも優れる、
熱可塑性プラスチックを母材としたCFRPの応用が期待されています。一
方、CFRPは材料コストが高いため適所に材料を配置したマルチマテリア
ル構造となり、金属材料との接合が必要不可欠です。しかし、熱可塑性
樹脂は化学的に不活性で接着しにくいという課題があります。そこで、
生体構造を模倣したナノ突起構造を金属表面に作製し、表面積増大に伴
うアンカー効果、ファンデルワールス力を応用した新たな接着技術の開
発に取り組んでいます。
　持続可能な安心、安全な社会の構築が求められる中、材料技術はその
根幹を成すものです。長寿命、リサイクル、省エネルギーのキーワード
に基づいて、材料強度評価の観点から微力ながらお役に立てれば幸いに
存じております。関係の皆様には今後ともご指導を賜れましたら幸いで
す。宜しくお願い申し上げます。図1　金属疲労き裂の治癒



早稲田大学創造理工学部
環境資源工学科　教授　

金属リサイクルと金属製錬の共同研究の拠点形成を目指す

Yamaguchi Katsunori
山口勉功

　レアアースや貴金属などのレアメタルや、銅、鉛、亜鉛などのベース
メタルは、自動車や家電などのハイテク産業には欠かすことができない
金属素材であり、我が国は金属資源の大消費国です。しかしながら、我
が国はその金属資源の多くを海外からの輸入に頼る、資源小国でもあり
ます。ハイテク産業の維持や新素材の開発とその社会実装のためには金
属素材を安定的に産業界へ供給することが不可欠です。このような状況
の下、2012年には経済産業省のエネルギー基本計画として、戦略的鉱物
資源30鉱種について国内需要に対する国内企業の権益による鉱石とリサ
イクル地金の量を、2030年までにベースメタルで80％以上、レアメタル
で50％以上とする数値目標が掲げられました。また、国連では持続的か
つ発展的社会を目指す “SDGs（Sustainable Development Goals）” が
採択され、EUでは環境への影響を最小限に止めながら、持続可能な方法
で地球の限られた資源を有効利用する “資源効率（Resource efficiency）” 

の概念や、“Circular economy” と呼ばれる製品
やその資源の価値を減ずることなく、リサイクル
などにより永続的に再生・再利用し続ける経済成
長モデルが提案されています。新たな動きとして
は、有害廃棄物の国境を越える移動とその処分を
規制するBasel条約の改正が予定されており、我
が国へ世界中から廃棄された使用済み製品の移動
が容易になると考えられます。
　このような社会環境の変革の追い風を受けつ
つ、本研究室では大学院生11名と学部生6名の元
気でかつ優秀な学生達と、非鉄金属のリサイクル
と製錬に関する研究を各種企業と連携しながら進
めています。具体的な金属リサイクルの研究テー
マとしては、自動車業界ではHVとEV化が進む中、
モーターにはネオジムやジスプロシウムなどのレ

アアースからなる希土類磁石が使用されています。しかしながら、市中
に出回ったHVやEVのモーターからレアアースは回収されていないのが現
状です。そこで自動車企業と共同で手解体等の省力化を目指した使用済
みEVモーターからのレアアースの回収を試みています。図には本研究室
が提案しているリサイクルプロセスを示します。この方法は、希土類磁
石を含有するEVモーターをB2O3フラックスとともに1500℃という高温
で溶融することにより、EVモーターの主成分である金属鉄とレアアース
を分離するものです。回収されたレアアースを含有するスラグは湿式法
により高純度のレアアース酸化物として再生されます。このプロセスの
可能性を検証する目的で、早稲田大学各務記念材料技術研究所が現有す
る100kg程度を溶解可能な高周波誘導炉を利用しています。また、自動
車の排気ガス浄化触媒から白金族金属（PGM, Platinum Group Metal）
を高効率に回収する高温リサイクルプロセスの開発を行っています。一
方、非鉄金属製錬においては、金属資源の枯渇による鉱石中の目的金属
の品位低下と不純物濃度の増加が著しく、またリサイクル原料の処理量
の増加に伴い、天然鉱石を扱ってきた従来の操業では対応が困難になり
つつあります。不純物を除去しつつ、目的金属の損失を抑えることが可
能な操業条件が模索されています。本研究室では、銅や貴金属などの有
価金属のスラグ損失のメカニズムを明らかにする研究を遂行し、有価金
属の損失抑制を目指した操業条件の提案を行っています。
　早稲田大学各務記念材料技術研究所は2018年4月に文部科学省から環
境整合材料基板技術の共同研究拠点に認定されました。ここでは環境整
合材料の開発を示すキーワードとして、“長寿命”、“リサイクル”、“省エネ
ルギー” が掲げられています。本研究室では非鉄金属のリサイクルと製錬
の基板技術の開発を企業と連携しながら推進することにより、素材や材
料と環境の調和と融和を推し進めたいと考えております。さらには早稲
田大学各務記念材料技術研究所が金属リサイクルと金属製錬の共同研究
の拠点になることを目指します。図　提案するEVモニターからの希土類元素の回収プロセス



早稲田大学基幹理工学部
電子物理システム学科　教授　

物質と光の相互作用に着目した長寿命・省エネルギー材料の創製

Yamamoto Tomoyuki
山本知之

分子科学研究所UVSOR（シンクロトロン放射光施設）における
X線吸収スペクトル測定

　この度，各務記念材料技術研究所が文部科学省共同利用・共同研究拠
点として認定され、「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」として新た
な事業を進めていくこととなり、3つのキーワードである「省エネルギ
ー」、「長寿命」、「リサイクル」を柱とした、環境整合材料の共同研究が
進められていきます。
　当研究室では、多種多様な機能性材料のうち、「物質と光の相互作用」
に焦点を当てて、原子レベルにおける局所構造評価を基にした機能発現
機構の解明と、その知見を基にした新規機能性材料の創製を目指した研
究を進めております。具体的な環境整合材料の対象として、1つ目のテ
ーマは、本拠点の３つのキーワードのうちの「省エネルギー」と「長寿命」
を目指した、白色LEDの演色性向上のための希土類フリー赤色蛍光体の
開発です。従来型の高輝度赤色蛍光体では、発光中心として希土類元素
が広く用いられておりますが、希土類元素を用いない（希土類フリー）
高輝度赤色蛍光体の開発に取り組んでおります。発光中心としてMn4+

を用いた酸化物赤色蛍光体の創製と、種々の条件下における発光強度の
増減メカニズムについて、実験と計算
の両方面からの研究を進めています。
実験的には、試料の合成に始まり、X
線回折による結晶構造解析、拡散反射
スペクトルや蛍光スペクトルなどの測
定を行い、更には、シンクロトロン放
射光を用いたX線吸収スペクトル測定
による、微量添加Mnの局所環境解析
を行っています。一方、計算としては、
第一原理計算を用いた電子状態解析
を、エストニア、タジキスタンの研究
機関との国際共同研究として進めてお

り、従来型の第一原理計算に加えて、高精度な電子状態計算を可能とす
るハイブリッド汎関数などを用いた計算も進めております。２つ目のテ
ーマとして、本拠点のキーワードの１つである「長寿命」を目指した、
次世代太陽電池材料として期待されている、有機無機ハイブリッドペロ
ブスカイトの性能劣化の原因解明に関する研究を進めております。有機
無機ハイブリッドペロブスカイトは、無機元素のみで構成する無機ペロ
ブスカイト構造から、一部の無機カチオンが有機カチオン分子で置換さ
れている構造となっています。有機無機ハイブリッドペロブスカイト太
陽電池は、現在広く用いられているSi系や化合物半導体系の太陽電池と
は異なり、塗布法による低温合成が可能であり、変換効率も年々上昇を
続けて、従来の太陽電池と肩を並べる性能を示してきています。しかし
ながら、長期間の利用における耐久性については、様々な要因により大
きく劣化が進んでしまう場合もあり、長寿命化が大きな課題となってい
ます。そこで、様々な環境下での有機無機ハイブリッドペロブスカイト
の劣化現象に関する研究を進めており、そのメカニズムの解明を通して
高耐久、長寿命で高変換効率をもつ有機無機ハイブリッドペロブスカイ
ト太陽電池の開発を目指しています。このテーマについても、桐蔭横浜
大学やJAXA等の国内の研究機関及びロシアの研究機関との共同研究を
進めております。また、上記の研究以外にも、近年の発展が著しい情報
学的手法を用いた、材料開発及び評価法である材料インフォマティクス
の技術を、環境整合材料に応用し、評価因子の確立にも挑戦していきた
いと考えております。
　以上のような研究テーマを共同研究として遂行していく中で、当拠点
の国際化に寄与すべく、早稲田大学とすでに協力関係が構築されている
ような欧米や東アジア以外の研究拠点を主なターゲットとした国際共同
研究を積極的に推進し、当拠点の真の国際的プレゼンスの向上に貢献し
ていきたいと考えております。


