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　当該研究所は80周年を迎えた。その前進は鋳物研究所である。日本において鋳物産業は２兆円ほどで
ほとんどが自動車のエンジン・変速機等パワートレイン関係で占めている。世界の産業界が地球温暖化
対策を損益込みで受け入れつつある。2030年頃までに米国を除く先進諸国の四輪車生産のほとんどは
xEVになるだろう。HEVは内燃機関（ICE）とモーターを併用するもの、BEVはモーター搭載のみである。
現在ガソリンICEの効率は50%に迫ろうとしており、石炭火力発電から送電ロスを含めたトータル効率
と同等になる。しかしこの新設は10年後には世界的に許容されにくくなるであろう。だが原子力発電の
新設も直近の英国の例を見ても厳しい。再生可能エナジーしか選択肢はない。xEVへの移行により自動
車の変速機はほぼ不要となる。国内だけでも数兆円規模の影響を受け、その鋳物部品（変速機ケース等）
で数千億円近く影響を受けるだろう。ICEの生命とも言える鋳造部品：シリンダブロック（C/B）・シリ
ンダヘッド（C/H）の大半はカーメーカーで内製されている。2050年に全てBEVになったと仮定すると
国内で10兆円規模の影響を受け鋳物部品で１兆円程度の影響を受けるだろう。一方、インドと東南アジ
アで自動車需要は右肩上がりに成長し、続いてアフリカでも成長するであろう。これら地域の人口と経
済成長を鑑みれば現在約1億台/yearの生産量は2050年頃には３倍程度になるかもしれない。途上国の
発電インフラの整備と石炭火力に対する世界的逆風を考慮するとHEV主流で自動車の生産台数は伸びる
だろう。従ってこの先20年間程度は小型高効率のICEのニーズが世界的には倍増するだろう。既にC/B・
C/H・変速機ケースについては極限的な小型軽量化と効率向上のためハード・ソフト両面において新規
技術が開発に投入されてきている。加えてモノコックボディ設計を前提として、曲げモードでの比剛性
と比強度を担保した軽量化のニーズが押し寄せている。従来の運動性能向上や単なる燃費向上だけが目
的ではない。電池やPCU（Power Control Unit）搭載による重量増が制動距離や旋回性能に与える影響
をキャンセルする目的、高価な電池の搭載量を減らしてコストダウンをはかる目的となっている。スト
ラットハウジングやサスペンションメンバーなどの大型薄肉の車体部品については上記の材料力学的な
根拠の基に鋼板溶接構造からアルミニウム合金製薄肉ダイカストへ材料と工法の置換が試みられている。
この際、従来から存在する鋳造に有利な合金組成（鋳造合金）ではなく、純然と設計上の機械的特性を満
足する合金組成が求められている。かつ溶体化や時効処理等のコストアップを避けられる非熱処理合金
に注目が集まっている。ただし鋳造においては湯境や凝固割れ等の欠陥を発生しやすくなり生産プロセ
スウインドウは格段に小さくなる。ここに研究開発のニーズが存在する。xEVにおけるキーデバイスに
パワーモジュールを内蔵するPCU（Power Control Unit）がある。メモリ等ロジック半導体産業の勝敗
は既についた。パワー半導体産業は中国の猛追を受けつつもドイツと日本がダントツに世界の２強であ

地球温暖化と自動車のEV化、対する鋳物研究所のソルーション 早稲田大学　教授 吉田　誠
る。このモジュールは多様な物性・特性を持った材料と加工技術のすりあわせ技術から成っており、生産
設備は内製され生産技術も通常開示されない。つまり設備産業であるロジック半導体産業とは性質が異な
る。PCUはxEV全てに必要である。現行のSi半導体からSiC等の次世代WBG（Wide Band Gap）半導体
パワーモジュールの生産技術はまだ確立されていない。ここにも研究開発のニーズが存在する。
　幸い鋳造を含めた溶融加工技術は応用性が高い。当研究室では、鋳造技術の展開例として宇宙航空分野
では人工衛星こうのとり７号の姿勢制御エンジン開発を産学官連携で実施しミッション完了までを見届け
た。利用した３D金属積層技術は溶融加工技術の一つに過ぎない。二輪・四輪については上述の背景から
エンジン・大型車体部品の生産技術開発を産学官連携で推し進めている。大企業でも単独での解決困難な
研究開発アイテム、例えば計算機シミュレーションに必要な構成方程式の構築や、新しい合金開発と試作
鋳造、評価を一貫して進めている。トラック・建機・農機の産業は日本の基幹産業であり得意分野であり
世界の成長産業である。ディーゼルエンジンと変速機・バルブボディ等油圧制御機器がEV化により生産
縮小することはない。この分野には四輪とは桁違いに大きさが異なる鋳鋼品や、３D積層鋳型を使用しな
い限り実現不可能なレベルの複雑な部品が存在する。海外ライバルメーカーと商品価値を争うために製造
の難易度は上昇する一方である。ドイツ・米国はこれらの産業を国策的にバックアップしており産学連携
開発が進められている。当研究室ではこうした背景のもとに、計算機シミュレーションと従来生産技術を
融合した研究開発を産学官連携で進めている。シミュレーションは構成方程式、材料物性・特性値を入力
しない限り有効な結果をはき出さない。またそれが実現象と一致しているかどうかの検証も不可欠であ
る。パワーモジュールも過酷な熱疲労状態にさらされている。製造時の残留応力の低減、使用時の疲労寿
命予測と向上が不可欠である。溶融加工技術を応用して実験とシミュレーションを両輪に産学官連携研究
開発を行っている。
　人材面をみると、企業ではベテラン技術者が続々と退職を迎えており、新しい世代が過去の様々なトラ
ブル事例と対応策を相続し切れていないようである。人材育成の余裕がとれていないことが背景にある。
企業の先行開発部隊と大学がテーマを共有し、育った学生が戦力になる構図は相互利益につながり、結果
として欧米の産学共同体の人材のアウトプット方式に近づいている。また工学博士を有し国境を超えて活
躍できる生産技術研究開発者のニーズが高まるとみている。欧州文化支配圏では研究開発職においてMr.
とDr.に差別的な見方があり階級社会文化の影響が強い。欧州文化支配圏ではパスポート相当の役割を果
たすであろう。以上のような背景と考え方で当研究室を運営している。一部、WEBで紹介しているので
ご覧頂ければ幸いである。http://www.yoshida.mech.waseda.ac.jp/home.html
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新しい物理は新しい物質から──
強相関における電子の振る舞いを追究する

Katsufuji Takuro
勝藤拓郎

More is different──多は異なり

──勝藤先生の研究テーマである「強相関電子系」を端的に表すとどう
なるでしょうか。
　電子は負に帯電しており、電子同士の間には互いに反発し合う力＝斥
力（クーロン斥力）が働きます。この斥力が強い系のことを強相関電子
系と言います。
　原子が1個の場合、原子核の周りには電子の軌道が取り巻いており、
その形によってs、p、dなどに分けられます。この原子が整然と並んで
固体になった場合、このうち、sとpの電子は、遍歴電子といって、広が
りをもって固体中を動き回れるため、電子相関（電子の相互作用）は無
視できるのですが、d軌道の電子は、局在電子といって、あまり動き回
ることがありません。そのため、電子同士が出会う確率が高くなり、電
子相関によって、電荷、スピン、軌道の内部自由度に由来する多種多様
な物理現象が発現します。このときの物性を研究するのが我々のテーマ
です。
──勝藤研究室の紹介によると、「新しい物質を作り、その中の電子が示
す新しい振る舞いを通じて、新しい物理を生み出す」とあります。
　私たちの研究室の特徴は、実際に物質を作ることにあります。薄膜を
作る研究室はほかにもありますが、塊＝バルク単結晶を作る研究室はそ
れほど多いわけではありません。単結晶とは原子配列が端から端まで規
則正しく揃っている状態で、多結晶とは不規則な向きの結晶構造の集合
体を言います。たとえれば、単結晶は氷砂糖で、多結晶は角砂糖です。
普通に作ると多結晶になり、それでも構わない場合もありますが、物性
を測定する場合には、単結晶であることが望ましいのです。私たちは、
まだ誰も作ったことがない物質、あるいはすでに作られていても物性が

わかっていない物質を作って、新しい物理を発見しているのです。ちな
みに、研究室の標語は「New physics through new materials」です。
　物理というと、確立された基礎原理があると考える人がいるかもしれ
ませんが、我々の物理は少し違っています。まず、素粒子を研究してい
る人は、最初の方程式＝ハミルトニアンが決まると、あとはそこから導
かれるという立場ですが、物性を研究している人は、物質が違うとハミ
ルトニアンは違う、言い換えると、物質ごとに物理は違うと考えるので
す。つまり、我々は究極の基礎原理を追究しているのではなく、新しい
ハミルトニアンから出てくる新しい物性を研究しているのです。
　これを言い表した言葉が「More is different」。1977年にノーベル
物理学賞を受賞したP.W.アンダーソンが1972年に科学誌「Science」
に寄稿した論文タイトルで、「多は異なり」とも訳されます。たとえば、
人間1人の行動は似ていても、集団になると違った行動が生じます。同
じように、1個の粒子の絶対的な法則はあったとしても、それがたくさ
ん集まったときの法則は違うという意味です。これは、物性研究、とり
わけ強相関電子系を特徴づける言葉となっています。
──物理にはまだまだ解明されていない部分が多いということでしょう
か。
　2010年にグラフェンを作った科学者らがノーベル賞を獲りました。
グラフェンとは原子1つ分の厚みしかない炭素のシートのこと。ここで
は、ディラック電子といって、本来なら超高速で動く電子でしか見られ
ない振る舞いが観測できます。グラフェンの作り方は以前から検討され
ていたものの、彼らは実際に、黒鉛の薄片の両面にテープを張って引き

剥がし、これを繰り返すことで原子１つの層を作り
出し、さらに物性を測定しました。我々の研究の方
向性も、これと同じです。物質を作る点では化学と
同じで、物性の測定は物理ならではの立場。つまり、
泥臭いところから精密なところまで、全部やるとい
うのが私たち研究室の特徴といえます。
──強相関電子系で応用につながる研究はあるので
すか。
　１つの例を挙げると、CREST（JST戦略的創造
研究推進事業）の平成27年度新規課題として採択
された「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」があります。簡単に言う
と、熱発電への応用です。熱発電は温度差を利用し
て発電する仕組みですが、それに適した物質として

は、まず、温度差をつけたときに起電力が大きいこと、そして、熱が流
れにくい（熱伝導度が小さい）ことが重要な条件になってきます。我々は、
局在する電子の軌道と電荷の揺らぎの学理を明らかにすることで、熱伝
導度の劇的な低減が図れるように研究を続けてきました。本誌が出る頃
には成果が明らかになっていると思います。

流行を追わなければならない物理学の現実

──経歴に話を移すと、東京大学に入学後、同大学大学院、米ベル研究所、
JSTを経て早稲田に来られました。その間の研究テーマはどうだったの
でしょうか。
　今とあまり変わっていません。ただし、東京大学ではテーマというよ
り人で選んだのかもしれません。私の指導教員は、度々ノーベル賞の候
補に挙がる十倉好紀教授で、印象に残っている言葉が、「研究で一番い
いのが予想と違う結果が出ること。二番目にいいのが予想と同じ結果が
出ること」。研究結果が、十倉先生の言ったようにならなくても「あっ
そう」と飄々としていて、このスタンスを最初に刷り込まれました。
　1997年には博士研究員としてベル研に行きました。ベル研は電気通
信のみならず、数学、物理学、行動科学、コンピュータプログラミング
など、幅広い分野の基礎研究に優れていることが特徴で、私も基礎をや
るつもりで移りました。しかし、当時はちょうど研究所が基礎から応用
へと移る過渡期にあたり、私としてはそのときの流行りであった「マン

ガン酸化物の巨大磁気抵抗」という基礎研究だけをやるつもりだったの
ですが、それ以外に応用研究として光通信のスイッチに用いるための「カ
ルコゲナイドガラスの物質開発」というのもやりました。その後、ベル
研は不祥事もあって、往時とはずいぶん変わってしまいましたね。
　1999年に日本に戻って、JST＝科学技術振興事業団（現・科学技術
振興機構）に移りました。2年の間に3つのプロジェクトに参加しました。
当時のJSTでは、プロジェクトのテーマ自体は企業ニーズに直結する応
用研究であっても、そこで働く研究員は何をやってもいい、というよう
な空気がありました。また、今でこそポスドクは多くの人が経験する身
分のようになりましたが、90年代後半では、珍しかったのではないかと
思います。
　こうした経緯を経て、2002年に公募に応募して早稲田の助教授とな
りました。
──最後に、今の院生・学生に伝えたいことはありますか。
　上の人のやり方にあまり従わないほうがいい、と言いたいです。これ
は、技術ではなく方向性の話なのですが、今の院生・学生に必要なこと
は我々の知っていること、あるいは経験してきたこととは違うと思いま
す。
　というのも、研究の世界は変化が激しいから。私のベル研時代では「マ
ンガン酸化物の巨大磁気抵抗」が流行っていたと前述しましたが、最近
では、2016年のノーベル物理学賞の受賞テーマとなったトポロジーが
流行りです。昔だったら自分の好きなことをやっていても何とかやって
いけましたが、今では流行りを追いかけないと餓死してしまうかもしれ
ません。バブル期から1990年代にかけては基礎研究にも潤沢にお金が
つぎ込まれましたが、今では流行りでない分野にはお金がつきにくいで
す。昔だったら自分の好きなことをやっていても何とかやっていけまし
たが、今では流行りを追いかけないと餓死してしまうかもしれません。
そのような時代変化から、我々のやり方を見習えとは言えないのです。
　一方で、大学においては、ベースとなること、学ぶべきことをきちん
と伝えていくことが重要だと思います。例えば、物理の教科書というの
は新しくてよいものがなかなか出版されなくて、50年前に書かれたもの
が今でもよく使われていたりします。昔の大学の先生は時間が十分あっ
て、気合いを入れて教科書を書いていましたが、今の先生はきちんとし
た教科書を書くような時間がないのだと思います。私は自分でも教科書
を書きましたし、監修もやってきました。将来の道は学生自身が開かな
ければならないとしても、せめてその下地は整えてあげたいですね。

自ら強相関物質の単結晶を作製し、磁場、電場、光照射などの外場に対する物性を測定する勝藤拓郎研究室。
基礎研究における考え方と物理学の現状を聞いた。
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　これを言い表した言葉が「More is different」。1977年にノーベル
物理学賞を受賞したP.W.アンダーソンが1972年に科学誌「Science」
に寄稿した論文タイトルで、「多は異なり」とも訳されます。たとえば、
人間1人の行動は似ていても、集団になると違った行動が生じます。同
じように、1個の粒子の絶対的な法則はあったとしても、それがたくさ
ん集まったときの法則は違うという意味です。これは、物性研究、とり
わけ強相関電子系を特徴づける言葉となっています。
──物理にはまだまだ解明されていない部分が多いということでしょう
か。
　2010年にグラフェンを作った科学者らがノーベル賞を獲りました。
グラフェンとは原子1つ分の厚みしかない炭素のシートのこと。ここで
は、ディラック電子といって、本来なら超高速で動く電子でしか見られ
ない振る舞いが観測できます。グラフェンの作り方は以前から検討され
ていたものの、彼らは実際に、黒鉛の薄片の両面にテープを張って引き

剥がし、これを繰り返すことで原子１つの層を作り
出し、さらに物性を測定しました。我々の研究の方
向性も、これと同じです。物質を作る点では化学と
同じで、物性の測定は物理ならではの立場。つまり、
泥臭いところから精密なところまで、全部やるとい
うのが私たち研究室の特徴といえます。
──強相関電子系で応用につながる研究はあるので
すか。
　１つの例を挙げると、CREST（JST戦略的創造
研究推進事業）の平成27年度新規課題として採択
された「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」があります。簡単に言う
と、熱発電への応用です。熱発電は温度差を利用し
て発電する仕組みですが、それに適した物質として

は、まず、温度差をつけたときに起電力が大きいこと、そして、熱が流
れにくい（熱伝導度が小さい）ことが重要な条件になってきます。我々は、
局在する電子の軌道と電荷の揺らぎの学理を明らかにすることで、熱伝
導度の劇的な低減が図れるように研究を続けてきました。本誌が出る頃
には成果が明らかになっていると思います。

流行を追わなければならない物理学の現実

──経歴に話を移すと、東京大学に入学後、同大学大学院、米ベル研究所、
JSTを経て早稲田に来られました。その間の研究テーマはどうだったの
でしょうか。
　今とあまり変わっていません。ただし、東京大学ではテーマというよ
り人で選んだのかもしれません。私の指導教員は、度々ノーベル賞の候
補に挙がる十倉好紀教授で、印象に残っている言葉が、「研究で一番い
いのが予想と違う結果が出ること。二番目にいいのが予想と同じ結果が
出ること」。研究結果が、十倉先生の言ったようにならなくても「あっ
そう」と飄々としていて、このスタンスを最初に刷り込まれました。
　1997年には博士研究員としてベル研に行きました。ベル研は電気通
信のみならず、数学、物理学、行動科学、コンピュータプログラミング
など、幅広い分野の基礎研究に優れていることが特徴で、私も基礎をや
るつもりで移りました。しかし、当時はちょうど研究所が基礎から応用
へと移る過渡期にあたり、私としてはそのときの流行りであった「マン

ガン酸化物の巨大磁気抵抗」という基礎研究だけをやるつもりだったの
ですが、それ以外に応用研究として光通信のスイッチに用いるための「カ
ルコゲナイドガラスの物質開発」というのもやりました。その後、ベル
研は不祥事もあって、往時とはずいぶん変わってしまいましたね。
　1999年に日本に戻って、JST＝科学技術振興事業団（現・科学技術
振興機構）に移りました。2年の間に3つのプロジェクトに参加しました。
当時のJSTでは、プロジェクトのテーマ自体は企業ニーズに直結する応
用研究であっても、そこで働く研究員は何をやってもいい、というよう
な空気がありました。また、今でこそポスドクは多くの人が経験する身
分のようになりましたが、90年代後半では、珍しかったのではないかと
思います。
　こうした経緯を経て、2002年に公募に応募して早稲田の助教授とな
りました。
──最後に、今の院生・学生に伝えたいことはありますか。
　上の人のやり方にあまり従わないほうがいい、と言いたいです。これ
は、技術ではなく方向性の話なのですが、今の院生・学生に必要なこと
は我々の知っていること、あるいは経験してきたこととは違うと思いま
す。
　というのも、研究の世界は変化が激しいから。私のベル研時代では「マ
ンガン酸化物の巨大磁気抵抗」が流行っていたと前述しましたが、最近
では、2016年のノーベル物理学賞の受賞テーマとなったトポロジーが
流行りです。昔だったら自分の好きなことをやっていても何とかやって
いけましたが、今では流行りを追いかけないと餓死してしまうかもしれ
ません。バブル期から1990年代にかけては基礎研究にも潤沢にお金が
つぎ込まれましたが、今では流行りでない分野にはお金がつきにくいで
す。昔だったら自分の好きなことをやっていても何とかやっていけまし
たが、今では流行りを追いかけないと餓死してしまうかもしれません。
そのような時代変化から、我々のやり方を見習えとは言えないのです。
　一方で、大学においては、ベースとなること、学ぶべきことをきちん
と伝えていくことが重要だと思います。例えば、物理の教科書というの
は新しくてよいものがなかなか出版されなくて、50年前に書かれたもの
が今でもよく使われていたりします。昔の大学の先生は時間が十分あっ
て、気合いを入れて教科書を書いていましたが、今の先生はきちんとし
た教科書を書くような時間がないのだと思います。私は自分でも教科書
を書きましたし、監修もやってきました。将来の道は学生自身が開かな
ければならないとしても、せめてその下地は整えてあげたいですね。

石英管の封じ切り作業中

単結晶成長中

勝藤研究室集合写真



発行：早稲田大学各務記念材料技術研究所　〒169-0051　東京都新宿区西早稲田2-8-26　TEL：03-3203-4782　FAX：03-5286-3771　　
　　　E-MAIL：zaikenjimu@list.waseda.jp　　URL：http://www.waseda.jp/zaiken/index.html

ZAIKEN TODAY  No.14 April 2019

研究業績

2018年度 第５回 ZAIKEN Festa 受賞者紹介z zQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

ポスターセッションの様子

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。

川田研究室 星  雄大さん

　 この度は第５回ZAIKEN Festaにおきまして優秀賞を頂き、大変光栄に存じます。私が所属する川田研
究室では、繊維強化プラスチックの強度特性や破壊現象、ナノカーボン材料の力学特性や電気特性など、
複合材料に関する幅広い研究を行っております。その中で私の研究のテーマは銅複合カーボンナノチューブ
糸の創製および電気特性評価であり、銅線を凌駕する軽量かつ大電流容量を有する新たな配線材料の開発
を目指しています。ZAIKEN Festaは学内のみならず学外からの多岐にわたる専門分野の研究者とディスカ
ッションの出来る大変貴重な場であり、自分自身の研究により一層磨きがかかる大変有意義な場となりまし
た。今後ともさらに盛況な企画として続いていくことを切に願っております。
　最後になりますが、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、並びに共同研究
者の方々、また、多方面でご尽力いただきました材研の職員の皆様に深く御礼申し上げます。

修士２年

黒田研究室 程　鹿々（Lulu CHENG）さん

　この度、2018年度第５回ZAIKEN Festaにおきまして最優秀賞をいただき、とて
も光栄に思います。これまで研究を進める上でたくさんご指導、ご協力下さった先生
方や先輩方、同志、分析の環境を整えてくださった材料研究所の職員の皆様に心より
感謝申し上げます。
　私の属する応用化学専攻の黒田研究室では、無機合成化学という分野名の下、多
種多様な構造体や分子の設計～合成がなされています。大規模な研究室ゆえ複数の
班があり、全く異なる材料を扱う学生が多くいますが、分野や素材の種類を超えて日々
活発に議論が行われる様子はとても刺激的であり、研究室に属した3年間弱で非常に
多くの学びを得ました。私のテーマはシリカナノ粒子を利用した新規構造体の作製で
したが、ただ実験して生成物評価するだけでなく、分析の意味や結果の解釈いかに重
要であるか、化学者としての姿勢を学べたことは、とても大きな財産だと思います。本
当にありがとうございました。

修士２年

最優秀賞

優秀賞


