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　高度に発展した現代社会において、材料に対してより精緻な材料
設計・材料合成が求められています。基板などの上で特定の位置を
機能性物質で修飾するという手法は、機能の集積などの観点から
様々な分野で活用されています。一方、高分子では、1 つの高分子
鎖に２つあるいは 3 つの領域を有するブロック共重合体を作ること
により、ランダムな共重合体にはない機能を発現させる技術が確立
されています。このような、機能や性質を領域を分けて導入するこ
とで高機能材料を創出するという戦略が展開するなかで、近年注目
を浴ているのがヤヌス材料です。これは、2つの異なる性質の面が、
１つの粒子などに存在しているもので、その名はローマ神話に出て
くる、2 つの顔をもつ双面神 “ヤヌス神” に由来し、1991 年のピ
エールジル・ドジャンヌ博士のノーベル賞受賞講演で “Janus 
grain” が使われてから広く知られるようになりました（P. G. de 
Gennes, Rev. Mod. Phys., Vol. 64, July 1992, pp.645-648）。半球づ
つに異なる性質を持っているヤヌス粒子は代表的なヤヌス材料で
す。半球が親水性、もう片方の半球が親油性を有しているヤヌス粒
子は固体の界面活性剤として働き、エマルション（乳化液）を安定
化することが多くの研究から明らかになっています。

ヤヌスナノシート 早稲田大学先進理工学部応用化学科　教授

　一方、二次元材料にも多くの関心が集まっており、特にナノメー
タレベルの非常に薄い厚みを有する無機ナノシートの合成技術とそ
の応用が近年大きな発展をとげています。ポリマーの中にナノシー
トを分散させてハイブリッド材料を作製する技術はその代表例で
す。加えて、ナノシートをナノ材料として使う技術も、今後重要に
なるものと確信しております。菅原研究室では、無機層状結晶の構
造の特徴と表面の反応性を活用し、表面に有機官能基を固定化する
技術を発展させ、前者についてはナノシートを用いた高機能ハイブ
リッド材料の作製、後者について 2 層構造のナノシートの作製など
に携わってまいりました。
　そして現在検討を進めているのが、2 つの異なる官能基を表裏に
固定化したヤヌスナノシートの作製です。このヤヌスナノシートは、
シートの裏表に別々の機能を付与することができます。表面と裏面
は明確に分離されているため、ヤヌス材料としての特質を最大限発
揮できると考えられます。ヤヌスナノ粒子では達成できない機能の
発現を目指し、現在精力的に研究を展開しています。今後も学会等
で研究成果を発表して参りたいと考えておりますので、皆様方のご
指導、ご鞭撻を賜りましたら幸いです。
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　　　　 いち早く開発した無線フィルタが
　　　　 最新スマートフォンに採用

──柳谷研究室で最も注目すべきテーマは何でしょうか。
　アメリカの企業と共同開発している、スマートフォン

向け無線周波数フィルタの開発成果を上げていると思います。この技術
向けの私の特許収益は、早稲田大学全体の特許収益の半分以上を占めて
います。
　私たちの生活空間には様々な周波数の電波が飛び交っており、特に、
通信端末などで利用される数GHzの帯域には20近いバンドが乱立して
います。その中から使いたいバンドだけを送受信するために、スマート
フォンでは圧電効果のある材料で作られたフィルタが使われています。
理屈を簡単に説明しますと、電波がフィルタに入ると圧電効果によって
超音波に変換されます。その音波が材料による固有振動数で共振し、欲
しいバンドを “切り出し” ます。次に、逆圧電効果によって再び電波に
変換されるという仕組みです。なぜ音波に換えるのかというと、音波は
機械共振であり、電気共振と比べて波が急峻、すなわちQ値が高いので、
周波数が逼迫した状態でも鋭く切り出せるからです。逆に、共振する波
が緩やかだと隣のバンドと混線してしまいます。また、機械共振は温度
安定性にも優れています。
　このようなフィルタは、国際ローミング化、Blue-tooth、GPS、Wi-Fi
などがスマートフォンに実装されるようになり、スマートフォンで１台
につき50個ほど付いています。最近では100個ほどにのぼります。今後、
5Gの実用化が進むにつれて、より高性能のフィルタが数多く必要とな
ってくるでしょう。ちなみに金額的に見ると、スマートフォンの他の部
品、たとえばマイクロホン部品の値段は１個0.5円ほどで１台に数個程
度。これに対し、無線フィルタは数十円ですから、桁違いに高額です。
──無線フィルタのどの部分で、それほど稼げるライセンスを持ってい
るのでしょうか。
　無線フィルタの仕組みは圧電単結晶基板で伝搬させるSAW（Surface 

Acoustic Wave）フィルタという方式で登場しました。SAWフィルタ
は今でも半分くらいのシェアがありますが、4Gが実用化された頃から、
当初は技術的に難しいとされていたBAW（Bulk Acoustic Wave）フィ
ルタ方式がシェアを伸ばしてきました。5Gといった4GHz付近以上の周
波数だと、SAWフィルタは使いづらくなります。
　BAWフィルタは圧電薄膜を電極で挟んだ形をしていて、材料は窒化
アルミニウム（AlN）を使います。しかし、AlN薄膜だけだとQ値は高い
のですが、圧電性が低い、つまり帯域が狭いのです。この問題を解決し
たのが、ScAlN薄膜です。 2009年に産業技術総合研究所の秋山守人氏
が、AlN薄膜にスカンジウム（Sc）をドーピングすると、圧電性が高く
なることを発見しました。そしてその翌年、私がScAlNのフィルタ＝
BAW薄膜共振子（別名：FBAR）を初めて実現し、実際に帯域が広くな
ることを証明しました。広く普及するようにこの特許を出願しませんで
した。ScAlN薄膜のフィルタは2017年にiPhoneXに採用されているの
で皆さんが使っているかもしれません。
　次に、新たな背景として出てきたのが米中貿易摩擦です。中国ファー
ウェー社と米アップル社は5Gスマートフォンにおいて互いに競争して
いますが、フィルタの製造はアメリカがシェアを持っていて、ファーウ
ェーは自社では作れないのです。ところが、材料であるScは中国でしか
採れないので、原料提供側と製造側で利権争いはあります。
　アメリカと日本ではSc代替材料の開発が急務となり、マグネシウム
（Mg）とジルコニウム（Zr）、あるいはMgとニオブ（Nb）で周期律表
のうえでScを挟む発明した日本企業もいくつかありましたが、私は、実
用化しやすい単体の代替材料を発見し、これで2016年に日米中の特許
を取得しました。ただし、まだ実用化はされていません。

医工学応用からエネルギハーベスティングまで
──研究の大元となるのが、圧電薄膜を使って超音波に変換するという
ことでしょうか。
　このテーマは院生時代から取り組んできました。波には横波と縦波が

あって、電波は横波だけですが、音波はヨ
コとタテの両方があります。地震でいえば、
P波が縦波でS波が横波ですね。院生時代
に初めて純粋な横波を発生させる圧電薄膜
デバイスを独りで発明し、単独でTLO（技
術移転機関）を通じて企業に売り込んだと
ころ、500万円で買ってもらえました。就
職氷河期で学部生時代の就職活動では、無
下に扱われ門前払いだったの驚きです。こ
れがきっかけとなって研究が楽しくなり、
今の研究につながってると思います。

　たとえば、抗原抗体反応センサーの開発もその延長です。通常の圧電薄膜
は縦波振動するのですが、縦波は水中に漏れていってしまいます。一方、生
体材料は全部液体でできているので、漏れていかない横波の出る圧電薄膜を
作ることになります。鳴っている鐘に指を触れると音が低くなるのと同様に、
たんぱく質である病変マーカーが、ごく小さい鐘に相当する薄膜に付着する
と同様に音が低くなるので、検出することができます。
　他にもエネルギハーベスティング、すなわち、周りの電波環境から微小な
エネルギーを「収穫」（ハーベスト）して、電力に変換する技術の研究に取り
組んでいます。近未来にはにはもっと高密度で電波が飛び交うようになるの
で、そこから将来普及する無数のIoTセンサを充電する技術です。スマートフ
ォンが充電要らずになる「ワイヤレス給電」は、社会インパクトの大きな研
究です。これは2016年度から進めてきた科学技術振興機構の「さきがけ」と
いうプロジェクトの中の「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」として研究してきました。さきがけは個人研究型プロジェクトですが、
2020年度からはより大きなCRESTというチーム研究型プロジェクトにステ
ップアップして、継続研究していきます。CRESTでは３年で実用化の目途を
立てています。

企業のインターンシップよりも優れた環境を提供
──柳谷先生は同志社大、産総研、東北大、名工大を経て、2015年に早稲田
大学に勤務されました。現在では、周りの人が「一体、いつ寝ているのだろう」
と思うくらい、ハードに働いているようですが。
　2019年度での担当科目は学部（先進理工学部）で14科目、大学院（先進
理工学研究科）で10科目です。国立大学だと年間で５科目くらいでしょうから、
非常に多いと言えますね。さらに大学や学会の委員会や週２回以上の企業と
の打ち合わせがあり、招待講演も月に４回することもあります。講演や企業
打ち合わせでは、１枚作るのに小一時間かかるパワーポイントの資料を何十

枚と作るので、それだけでもかなり時間が取られます。もっとも、企業の仕
事も講演も、依頼された仕事は断らないことにしているので、自分で自分の
首を絞めているのですが。土日はもちろん研究室に居て、今朝も家族を起こ
しに７時に家に帰りました。
──将来的にやりたいことと、学生に伝えたいことはありますか。
　当研究室では「実際に役立つ研究・ものづくり」を標榜しているように、
自分の作ったデバイスで社会に影響を与える大きな仕事をしたいですね。企
業との共同研究は盛んに行っています。その中では、「役に立つ」以上に「勝
てる」技術を意識しています。去年の卒業生で300万円の特許収入があった
人がいました。教員を含めた早稲田全体での特許収益は年間1500万円くらい
なので、１学生が300万円というのはかなり大きいといえるでしょう。 表面
上、インターンが就職に有利なことはわかります。しかし研究室ではそれよ
りはるかに良い体験と環境を提供している自信があり、本物の成長を約束し
ます。
　早稲田で思うことは、ライバル企業や研究機関と熾烈な国際競争に晒され
ているプロの研究者（教員）と、就職予備校感覚で腰掛けのつもりの学生と
の温度差があまりに大きいことです。甲子園常連校に帰宅部の生徒が入った
ような感じといいましょうか。学生と話をすると、週２くらいで楽しい程度
に野球をして、将来「いい暮らし」がしたいと言います。毎日バットを振っ
てプロ選手（研究者）になんかなりたくないと言います。研究室は学生にと
っても理系人生の集大成なのに、甲子園に行きたくない、サークル的なとこ
ろがさびしいです。
　一流企業でラクしていい暮らしをするのが幸せだと信じ込んでいる学生に
なんとか、社会に影響与えることが幸福感・充実感のカギだとわかってもら
いたいです。研究室では社会に貢献している臨場感を味わってもらいたい。
大人と子供の境目は社会に与えられる側か与える側かだと思います。学部生
までは「これまで人類が築いてきたものを習得する」で良いでしょう。大学
院生になれば、大人なので「築いてきたものにひとつ石を置く」ことをぜひ
とも意識してもらいたいです。そしてあわよくば理系のプロを目指して社会
に爪あとを残してほしいです。
　しかしながら学生が研究の楽しさに目覚めても、一番近くの教授が事務仕
事と会議で研究に専念できていないため夢がなく、とても「いい暮らし」に
は見えないところも早稲田の先生のツライところと思います。プロ野球選手
が華やかで夢がなければ、高校生がバットを振れないのも無理はありません。
　悲観的な話をしましたが、「人や社会の役に立ちたい」と思っている学生も
多くいます。しかし社会に利用されたり搾取されたりことをすごく嫌がる、
矛盾を抱えています。うまく研究室を利用して成長・充実感を得て、社会と
Win－Winになってもらいたいと思います。
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に初めて純粋な横波を発生させる圧電薄膜
デバイスを独りで発明し、単独でTLO（技
術移転機関）を通じて企業に売り込んだと
ころ、500万円で買ってもらえました。就
職氷河期で学部生時代の就職活動では、無
下に扱われ門前払いだったの驚きです。こ
れがきっかけとなって研究が楽しくなり、
今の研究につながってると思います。

　たとえば、抗原抗体反応センサーの開発もその延長です。通常の圧電薄膜
は縦波振動するのですが、縦波は水中に漏れていってしまいます。一方、生
体材料は全部液体でできているので、漏れていかない横波の出る圧電薄膜を
作ることになります。鳴っている鐘に指を触れると音が低くなるのと同様に、
たんぱく質である病変マーカーが、ごく小さい鐘に相当する薄膜に付着する
と同様に音が低くなるので、検出することができます。
　他にもエネルギハーベスティング、すなわち、周りの電波環境から微小な
エネルギーを「収穫」（ハーベスト）して、電力に変換する技術の研究に取り
組んでいます。近未来にはにはもっと高密度で電波が飛び交うようになるの
で、そこから将来普及する無数のIoTセンサを充電する技術です。スマートフ
ォンが充電要らずになる「ワイヤレス給電」は、社会インパクトの大きな研
究です。これは2016年度から進めてきた科学技術振興機構の「さきがけ」と
いうプロジェクトの中の「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」として研究してきました。さきがけは個人研究型プロジェクトですが、
2020年度からはより大きなCRESTというチーム研究型プロジェクトにステ
ップアップして、継続研究していきます。CRESTでは３年で実用化の目途を
立てています。

企業のインターンシップよりも優れた環境を提供
──柳谷先生は同志社大、産総研、東北大、名工大を経て、2015年に早稲田
大学に勤務されました。現在では、周りの人が「一体、いつ寝ているのだろう」
と思うくらい、ハードに働いているようですが。
　2019年度での担当科目は学部（先進理工学部）で14科目、大学院（先進
理工学研究科）で10科目です。国立大学だと年間で５科目くらいでしょうから、
非常に多いと言えますね。さらに大学や学会の委員会や週２回以上の企業と
の打ち合わせがあり、招待講演も月に４回することもあります。講演や企業
打ち合わせでは、１枚作るのに小一時間かかるパワーポイントの資料を何十

枚と作るので、それだけでもかなり時間が取られます。もっとも、企業の仕
事も講演も、依頼された仕事は断らないことにしているので、自分で自分の
首を絞めているのですが。土日はもちろん研究室に居て、今朝も家族を起こ
しに７時に家に帰りました。
──将来的にやりたいことと、学生に伝えたいことはありますか。
　当研究室では「実際に役立つ研究・ものづくり」を標榜しているように、
自分の作ったデバイスで社会に影響を与える大きな仕事をしたいですね。企
業との共同研究は盛んに行っています。その中では、「役に立つ」以上に「勝
てる」技術を意識しています。去年の卒業生で300万円の特許収入があった
人がいました。教員を含めた早稲田全体での特許収益は年間1500万円くらい
なので、１学生が300万円というのはかなり大きいといえるでしょう。 表面
上、インターンが就職に有利なことはわかります。しかし研究室ではそれよ
りはるかに良い体験と環境を提供している自信があり、本物の成長を約束し
ます。
　早稲田で思うことは、ライバル企業や研究機関と熾烈な国際競争に晒され
ているプロの研究者（教員）と、就職予備校感覚で腰掛けのつもりの学生と
の温度差があまりに大きいことです。甲子園常連校に帰宅部の生徒が入った
ような感じといいましょうか。学生と話をすると、週２くらいで楽しい程度
に野球をして、将来「いい暮らし」がしたいと言います。毎日バットを振っ
てプロ選手（研究者）になんかなりたくないと言います。研究室は学生にと
っても理系人生の集大成なのに、甲子園に行きたくない、サークル的なとこ
ろがさびしいです。
　一流企業でラクしていい暮らしをするのが幸せだと信じ込んでいる学生に
なんとか、社会に影響与えることが幸福感・充実感のカギだとわかってもら
いたいです。研究室では社会に貢献している臨場感を味わってもらいたい。
大人と子供の境目は社会に与えられる側か与える側かだと思います。学部生
までは「これまで人類が築いてきたものを習得する」で良いでしょう。大学
院生になれば、大人なので「築いてきたものにひとつ石を置く」ことをぜひ
とも意識してもらいたいです。そしてあわよくば理系のプロを目指して社会
に爪あとを残してほしいです。
　しかしながら学生が研究の楽しさに目覚めても、一番近くの教授が事務仕
事と会議で研究に専念できていないため夢がなく、とても「いい暮らし」に
は見えないところも早稲田の先生のツライところと思います。プロ野球選手
が華やかで夢がなければ、高校生がバットを振れないのも無理はありません。
　悲観的な話をしましたが、「人や社会の役に立ちたい」と思っている学生も
多くいます。しかし社会に利用されたり搾取されたりことをすごく嫌がる、
矛盾を抱えています。うまく研究室を利用して成長・充実感を得て、社会と
Win－Winになってもらいたいと思います。
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ポスターセッションの様子

各務記念材料技術研究所では、所内研究者・研究室間の相互理解
の深化、異分野交流の促進、研究情報発信の推進を趣旨として
ZAIKENフェスタ（ポスターセッション）を2014年度より開催しております。
2018年度からは文部科学
省共同利用・共同研究拠
点として認定されたことに
伴い、参加枠を共同研究・
共同利用機関の若手研究
者へも拡充し、若手研究
者の涵養、奨励を一層推
進いたします。

鈴木研究室 椎木 政人さん

　この度は第6回ZA I K EN  
Festaにおきまして優秀賞を頂
き、光栄に存じます。私が所
属する鈴木研究室では、金属
材料をはじめとする材料を対象
に、材質・形態を「溶解」、「鋳
造・凝固」、「塑性加工」の観
点から、時に微小重力環境を

利用して制御することを目的とした材料プロセスの研究・開
発を行っています。特に私の研究は液体金属の拡散メカニ
ズムの解明を目的とし、液体金属の拡散係数高精度測定及
びその予測式構築を行っています。最後に、本研究を進め
る上でご指導頂きました鈴木先生をはじめ、多方面でご尽
力頂きました材研職員の皆様に深く感謝申し上げます。

博士１年

　この度、第6回 ZAIKEN Festaにおいて最優秀賞を頂き、大変光栄に存じます。川原
田研究室では、ダイヤモンドを利用し、高周波・高出力パワートランジスタの開発からバ
イオセンサ、超伝導、量子センシング応用まで多角的な研究を行っています。私の研究は、
高出力相補型インバータの開発を目指し、集積化・大電流動作に利点を持つ、縦型ダイ
ヤモンドパワー電界効果トランジスタ（FET）の設計・開発及び評価解析です。高出力な
縦型ダイヤモンドパワーp-FETの開発は、デッドタイムのない高速高電力動作が行える相
補型パワーインバータを可能にし、低炭素社会実現に大きく貢献できる極めて重要な研
究です。そのため、更なるFET特性向上を目指し研究に邁進する所存です。最後になり
ますが、今回の受賞にあたり、ご指導頂きました川原田教授、平岩教授、並びに研究に
協力して頂いた皆様に心より感謝申し上げます。

川原田研究室 西村  隼さん修士１年

最優秀賞

優秀賞

吉田研究室 永田 益大さん

　この度は 2019 年度第 6 回
ZAIKEN Festa におきまして優
秀賞をいただき、大変光栄に存
じます。吉田研究室は製造プロ
セス開発及び製造時の材料特性
評価に関する研究をしておりま
す。賞を頂きました本研究では、
鋳造過程の半凝固状態における

アルミニウム合金の強度、延性が合金組成に依らず固相同士
の結合面積率により支配されることを実験的に解明しました。
ご指導いただきました吉田先生、並びに共同研究者の方々、
吉田研究室の皆様に感謝申し上げます。また、常に研究環境
を整えてくださる各務記念材料技術研究所職員の皆様方に御
礼申し上げます。

博士１年 山口研究室 和田 浩樹さん

　この度は、第6回 ZAIKEN Festaにお
きまして、優秀賞を頂けたこと大変光栄
に存じます。
　私は「電気自動車中の駆動用モーター
からレアアースを回収するプロセスの開発」
についての研究を行っておりますが、研究
の特色上、100kg溶解炉を用いた実験等、
大規模な実験を行うことが多く、材研職員

の皆様には、大変お世話になりました。ありがとうございました。また日
頃より、研究指導をしてくださっている山口先生、ならびに実験を行う
上で、多大なご協力を頂いた研究室の皆さんに心より感謝申し上げます。
　ZAIKEN Festa は、様々な分野の研究者や学生と意見交換や交流
ができる、大変貴重な機会です。今後もこのような企画が益々の発展
をしていくことを願っております。

修士１年


