
図１　重合基を持つ液晶化合物の例 図２　図１の分子が水面上で作る単分子膜にUV光を照
射したときの経時変化のブリュスター角顕微鏡像。左か
ら、UV照射開始直後、60秒後、180秒後。白線は200μm。
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　液晶の研究は、今からおよそ150年前、植物学者のFriedrich Reinitzerが植物から抽出された化合物
の二重融点を発見したことをきっかけに始まった。液体としての高い流動性と結晶としての光学異方性
を併せ持つことから、1990年以降、PC、テレビ、スマートフォン等の表示パネルとして、液晶は広く
用いられるようになった。ディスプレイと言えば液晶、という図式はしかし、OLEDの台頭によって変
わりつつある。以前から研究者の間では、材料として高いポテンシャル持つ液晶の新しい応用が模索さ
れており、その戦略の一つにあるのが、機能性薄膜として液晶を利用するという考え方である。例を挙
げると、液晶性を付与することで製膜性、耐熱性、延伸性を向上させたポリマーフィルムは既に製造・
販売されている。最近のトレンドとしては、太陽電池の有機半導体薄膜に液晶性材料を用いる研究開発
も注目されている。液晶の層状構造が、ウェット法による製膜過程で均一な膜形成を可能にするだけで
なく、高い分子配向秩序により膜内での高いキャリア移動度が実現されている。また、液晶が植物から
の抽出物に初めて発見されたことからもわかるように、液晶は生体との相性がよい。液晶を医療・製薬
分野、例えばドラッグデリバリーシステムで薬剤を包むカプセルに使う、といった応用研究も進められ、
一部は既に実用化されている。
　材研での我々のグループは、上記のようなブームの前から、液晶超薄膜の物性実験を行っている。具
体的には、単分子膜（～2nm）から分子数層膜（＜20nm）を対象とし、分子配向、光学異方性、力学物性（粘
弾性）、電気物性等をミクロな分子構造と関係づけて調べてきた。二次元系を対象とする理由は、前述
のように応用の可能性があることに加え、個々の液晶分子と、液晶相を発現したときのマクロな物性を
定量的に結び付けたいと考えているためである。以下では、一昨年から企業と共同で行っている単分子
膜ポリマーの開発について具体的にご紹介したい。気液界面や二つの液体界面に有機分子が形成する単
分子膜を、Langmuir膜と呼ぶ。通常Langmuir膜は両親媒性分子で作製されるが、我々は、スメクチ
ック液晶相を示す化合物であれば、完全疎水性であっても安定なLangmuir膜を形成することを見出し
た。液晶化合物は疎水性である場合が多いので、それらが高い配向秩序を有する単分子膜になることは、

柔らかく丈夫な液晶性有機薄膜の開発
実験対象の幅を広げる上で有用である。Langmuir膜は基礎研究の対象として長い歴史を持つが、ここ
数年、重合基を持つ両親媒性低分子で膜を作製し、光重合により単分子膜ポリマーにすることで、機能
性薄膜として使おうとする研究が活発になってきた。単分子膜ポリマーは究極に薄い有機膜であるだけ
でなく、三次元系とは異なるトポロジーを有する。膜の状態を保ったまま重合させることで、重合度や
高分子鎖の絡まり方がバルクとは大きく異なり、バルクには無い物性や機能の発現が期待できる。ただ
し現段階では、単分子膜ポリマーの骨格となる分子の綿密な設計と合成が必要とされていて、その困難
さが研究拡大の妨げになっている。我々は昨年、液晶性を持つ分子であれば特別な構造がなくても安定
な単分子膜を形成することを利用し、ごく一般的なアクリレート基を持つ液晶性低分子（例えば図１）
のLangmuir膜をラジカル重合させ、さらにその過程を自作のブリュスター角顕微鏡で直接観察するこ
とに成功した。図２に重合前後の単分子膜のブリュスター角顕微鏡像を示す。重合前、膜が液晶状態に
あるときは、棒状の液晶分子は膜法線から傾いて配向し、液晶特有のシュリーレン組織が観察されてい
る。光照射を開始すると、徐々に光学異方性が失われ、膜からの反射光強度が全体に均一になっていく。
重合によって分子間距離が強制的に縮められ、分子が界面に垂直に配向して面内異方性が消失するため
で、最終的には分子が密に詰まった均一な膜が得られ、同時に分子占有面積が縮小された分だけマクロ
な穴が形成される。光重合過程の直接観察はこれが初めての報告であり、二次元のラジカル重合がどの
ように進むかを理解する上で有用な情報を与える。今後は２次元ネットワーク構造と物性との関係を明
らかにし、液晶性単分子膜ポリマーの材料としての可能性を追求する計画である。以上ご紹介した単分
子膜の他、液晶分子数層からなる自己保持膜を対象に、膜の力学物性、電気物性、音波物性、非平衡構
造等の研究を並行して行っており、液晶性を活かした機能性超薄膜の実現に向けて努力していきたい。
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PGMの効率的回収と早期処理が重要

──近年での山口研究室の主力テーマは何でしょうか。
　レアアースや貴金属、また、銅、鉛、亜鉛などのベースメタルを回収し、リ
サイクルするプロセスが研究の中心になります。日本は金属資源の大消費国で
ありながら、その多くを海外に頼らざるを得ません。10年前の尖閣諸島をめ
ぐる中国との衝突のような事件がひとたび起これば、その輸入や素材や機能材
料の製造からそれらの材料を利用する産業まで大きな影響が及びます。他方で、
ヨーロッパ中心に近年、資源効率の考え方が急速に高まりつつあります。近い
将来、資源効率の低い製品は輸出できなくなるかもしれません。様々な面で、
金属のリサイクルは産業界の最重要課題になりつつあります。
　そのための技術の一つとして、わが研究室では自動車からの貴金属の回収方
法を研究しています。自動車には排ガス浄化触媒という材料が使われており、
たとえば自動車から排出される一酸化炭素（COガス）を二酸化炭素に、炭化
水素（HCガス）を二酸化炭素と水に酸化します。このときの触媒がプラチナ
（Pt）とパラジウム（Pd）です。また、COやHCガスの他、窒素酸化物（NOx）
も排出され、これをロジウム（Rh）が窒素と酸素に還元します。
　プラチナ、パラジウム、ロジウムはPGM（Platinum Group Metals）と呼ばれ、
いずれも価格が高く、１グラム当たり、プラチナが3000円、パラジウムが
8000円と非常に高価で、ロジウムに至っては５万円もします。鉄は0.3円、銅
が0.7円ですからまさしく桁違いですし、金が6000円ですから金と同等以上の
価値ということになります。価格高騰の背景には、フォルクスワーゲンの排ガ
ス不正問題などによるヨーロッパでの規制強化があります。
　排ガス浄化触媒は国内の非鉄製錬や貴金属精錬の企業で回収しており、われ
われは、できるだけ回収率を上げ損失を少なくしたいという企業からの要望に
対して、高温リサイクルプロセスの開発を研究しています。
　要望の中でも特に重要な命題が処理時間を短くすること。PGMの価格は高
く、投機的な要因もあり、日々、その価格は変動します。そのため日々の乱高
下に備えてリスク回避を目的に通常はヘッジをかけるのですが、それでも高く

買って安く売れば損をしてしま
います。つまり、長い時間かけ
て処理していたのでは滞留金利
も発生し、相場が下がった場合
には大きな問題となります。
　PGMは排ガスフィルターか
らも回収されます。ディーゼル
車では、排出されるPM2.5な
どの微粒子を除去するために、
ディーゼル排気微粒子除去フィ
ルター（DPF：Diesel Particulate Filter）という材料が用いられ、そこに排
ガス浄化触媒としてPGMが担持されているのです。
　フィルターには微粒子を濾過するために、炭化ケイ素といった耐久性の高い
セラミックスが使われていますが、高温でも安定した物質であり、分解温度は
2000～2500℃にもなります。通常はこのような高温では処理できないので、
フラックスという溶剤を入れて融点を下げます。このとき、PGMは酸化しま
せんが炭化ケイ素は酸化してスラグになります。これに銅を入れるとPGMは
銅に濃縮されるので、銅からPGMを回収します。ここでも、いかに早く、PGM
を取り残すことなく回収することが大切です。
──自動車産業の大きな流れとして、今後十数年でガソリン車からEV車にシフ
トするといわれています。EV車に対するリサイクルは進んでいるのでしょうか。
　HV車、EV車では、モーターのほか発電機、エアコンのコンプレッサ、パワ
ーウインドなど様々な部品や装置に、ネオジム（Nd）やジスプロシウム（Dy）
といったレアアースからなる希土類磁石が使われています。回収方法として、
たとえば、EVモーターをNa2B4O7などのフラックスとともに1500℃の高温
で溶融させて、金属鉄とレアアースを含んだスラグに分離し、さらにスラグを
湿式製錬により高純度のレアアース酸化物として再生することが可能です。
　実は現在、HV、EVからのレアアース回収は基本的に行われていません。わ
れわれはこの３年間、100kg程度を溶解できる材研の大型炉を使って、自動車

メーカーと共同で研究してきました。技術的には確立
されつつありますが、コストの壁もあって、いまだ実
用化の目途はついていません。2021年度からはさら
に電気炉メーカーを加えた3者で、1000kg単位の溶
解で処理できないか試験を進め、大量処理によるコス
ト削減を目指す予定です。
　以上のほか山口研究室では、二液相分離を用いた銅
含鉄スクラップからの銅と鉄の分離技術、高温落下型
熱量計の開発、Si半導体のCVD結晶成長シミュレー
ションなどの研究を行っています。

リサイクル需要で見直された高温プロセス

──山口先生は岩手大学を卒業され、東北大学で修士、博士を取得し、再び
岩手大学で勤務されましたが、どのような研究をされていたのでしょうか。
　学生時代は、高温の溶融合金における元素間の親和力を調べる研究をし、
東北大学大学院ではGaAsなどの化合物半導体の高温融体の物性測定と単結
晶育成のための最適条件の決定に関する研究しました。岩手大の助手とな
ってからは、文科省の研究費で1年間、ドイツのアーヘン工科大学で客員研
究員を務めました。同大学は冶金熱力学の測定・集積に権威があり、主に
熱力学データのデータベース化を勉強をしました。いずれの場合も、1000
℃を超える高温融体を対象として、非鉄金属製錬の研究を続けてきたとい
えます。
──高温プロセスのメリットはどんなところでしょうか。
　高温だと物質の移動が速いので、乾式製錬によってコンパクトかつ短い
処理時間で大量処理ができます。たとえば銅製錬では、湿式部分は12日程
度かかりますが、乾式部分は８時間で終わります。ただし、乾式は排ガス
の処理が不可欠であり、多くのプロセスは乾式と湿式を組み合わせておこ
なわれます。鉄鋼は乾式だけで不純物をppbオーダーで制御していますが、
銅、鉛、亜鉛などは不純物の濃度が高く、乾式製錬で99％不純物を除き、
残りの１％弱を湿式で精錬するのが一般的です。
──早稲田大学に来られたのはどんな経緯からでしょう。また、助教授、教
授と務めてこられた岩手大と比べてどんな違いがあるでしょうか。
　早稲田に来たのは私の研究に近い分野の前任が退職したからです。それ
に、高温プロセスを用いた非鉄製錬を研究しているのは早稲田以外では東
京大、東北大くらいしかなく、自分の研究テーマに合っていました。この
ような研究をする大学が少なくなったのは、一時期、非鉄製錬だと外部資
金を取り難くなくなったことに原因があります。学問には応用力が求めら
れますから、多くの研究者が非鉄製錬から新素材開発に移ってしまいまし
た。その後、金属リサイクルが重視されるようになったのですが、いざそ

のプロセスを考えるとなったときに、高温の研究者がいなかったというわけです。
　早稲田は研究のための仕組みがきちんとできている点が魅力的です。国立大学の
場合、研究室自らが設備を手配しなければなりませんが、早稲田は共通で使える設
備が多く、効率がいいのです。また、当然ながら地方の大学と比べて産学連携が盛
んです。
　研究室の運営にも大きな違いがあります。国立大学では一つの研究室内に教授、
准教授、助手の３人がいて、それぞれ数名の院生と学部生を見ていますが、早稲田
では多くの場合、一人の教員の下に院生、学部生がつき、学生数もずっと多くなり
ます。現在、私の研究室には、院生が11名、学部生が５人います。
　ただし、早稲田の学生は、スケジュール、装置の管理など自分で判断して行動す
る能力があるので、それほどの負担は感じていません。しかし、やはり授業数は多
いですね。現在、実験を入れて半期で５コマですが、岩手大では年間で４コマでした。
　学生のスタイルは、岩手大も早稲田もあまり変わりないように思います。むしろ、
昔と今との違いのほうが大きく、昔の学生のほうがガッツがあったような気がしま
す。その分、今の学生はスマートでつきあいやすいのと言えるのですが、結局、昔
も今も、内に秘めた闘志は変わらないのでしょう。
　一方、ドクターまで進む学生が少ないことが問題になっていますが、地方大学で
ドクターを育てるのはもっと困難です。早稲田であればまだ可能性は高いですから、
奨学金制度や助手などの面で、経済的負担を軽減する環境を整えて、ドクターを育
てていきたいと思います。私の研究室でも、ようやく１名のドクターが生まれました。

普遍性のある学問を応用して社会の課題解決を

──学生に期待すること、そして今後の研究室の課題は何でしょうか。
　学生には「五感を大切にしろ」と言っています。うちは高温を扱う研究室なので、
火事や毒性ガスに対して細心の注意を払う必要があります。実験中の異音や異臭な
ど常に気を配り、注意深く“もの” を観察すること。そして、感受性を高める意味で、
同じような結果から違いを見つけ、違うような結果から類似要素を見つけられる、
違いのわかる人になってほしいと思います。
　昨年より、欧米中心にSDGsやカーボンニュートラルが声高に叫ばれるようになり
ました。そんな状況下で、いかにエネルギーを削減しながら、原料から素材をつく
っていくのかが今後の課題になると思います。具体的には、CO₂削減のためのプロ
セス、再生可能エネルギーによる製錬プロセス、できるだけ廃棄物を出さないゼロ
エミッションのリサイクルプロセスなどでしょうか。
　そのためには学問の応用力が必要になってきます。学問は試験で点数を取ったり
単位を取ったりするためではありません。社会の課題解決のために応用するために
あるとも考えます。テーマは時代で変わりますが、学問は変わりません。時代に合
わせた研究テーマにアプローチするには、普遍性のある学問を元に考えること。こ
れを学生に理解してほしいのです。自分の持っている学問で、社会の課題に対して
どんなアプローチができるのか。その術を持てるようになってほしいと思います。
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水素（HCガス）を二酸化炭素と水に酸化します。このときの触媒がプラチナ
（Pt）とパラジウム（Pd）です。また、COやHCガスの他、窒素酸化物（NOx）
も排出され、これをロジウム（Rh）が窒素と酸素に還元します。
　プラチナ、パラジウム、ロジウムはPGM（Platinum Group Metals）と呼ばれ、
いずれも価格が高く、１グラム当たり、プラチナが3000円、パラジウムが
8000円と非常に高価で、ロジウムに至っては５万円もします。鉄は0.3円、銅
が0.7円ですからまさしく桁違いですし、金が6000円ですから金と同等以上の
価値ということになります。価格高騰の背景には、フォルクスワーゲンの排ガ
ス不正問題などによるヨーロッパでの規制強化があります。
　排ガス浄化触媒は国内の非鉄製錬や貴金属精錬の企業で回収しており、われ
われは、できるだけ回収率を上げ損失を少なくしたいという企業からの要望に
対して、高温リサイクルプロセスの開発を研究しています。
　要望の中でも特に重要な命題が処理時間を短くすること。PGMの価格は高
く、投機的な要因もあり、日々、その価格は変動します。そのため日々の乱高
下に備えてリスク回避を目的に通常はヘッジをかけるのですが、それでも高く

買って安く売れば損をしてしま
います。つまり、長い時間かけ
て処理していたのでは滞留金利
も発生し、相場が下がった場合
には大きな問題となります。
　PGMは排ガスフィルターか
らも回収されます。ディーゼル
車では、排出されるPM2.5な
どの微粒子を除去するために、
ディーゼル排気微粒子除去フィ
ルター（DPF：Diesel Particulate Filter）という材料が用いられ、そこに排
ガス浄化触媒としてPGMが担持されているのです。
　フィルターには微粒子を濾過するために、炭化ケイ素といった耐久性の高い
セラミックスが使われていますが、高温でも安定した物質であり、分解温度は
2000～2500℃にもなります。通常はこのような高温では処理できないので、
フラックスという溶剤を入れて融点を下げます。このとき、PGMは酸化しま
せんが炭化ケイ素は酸化してスラグになります。これに銅を入れるとPGMは
銅に濃縮されるので、銅からPGMを回収します。ここでも、いかに早く、PGM
を取り残すことなく回収することが大切です。
──自動車産業の大きな流れとして、今後十数年でガソリン車からEV車にシフ
トするといわれています。EV車に対するリサイクルは進んでいるのでしょうか。
　HV車、EV車では、モーターのほか発電機、エアコンのコンプレッサ、パワ
ーウインドなど様々な部品や装置に、ネオジム（Nd）やジスプロシウム（Dy）
といったレアアースからなる希土類磁石が使われています。回収方法として、
たとえば、EVモーターをNa2B4O7などのフラックスとともに1500℃の高温
で溶融させて、金属鉄とレアアースを含んだスラグに分離し、さらにスラグを
湿式製錬により高純度のレアアース酸化物として再生することが可能です。
　実は現在、HV、EVからのレアアース回収は基本的に行われていません。わ
れわれはこの３年間、100kg程度を溶解できる材研の大型炉を使って、自動車

メーカーと共同で研究してきました。技術的には確立
されつつありますが、コストの壁もあって、いまだ実
用化の目途はついていません。2021年度からはさら
に電気炉メーカーを加えた3者で、1000kg単位の溶
解で処理できないか試験を進め、大量処理によるコス
ト削減を目指す予定です。
　以上のほか山口研究室では、二液相分離を用いた銅
含鉄スクラップからの銅と鉄の分離技術、高温落下型
熱量計の開発、Si半導体のCVD結晶成長シミュレー
ションなどの研究を行っています。

リサイクル需要で見直された高温プロセス

──山口先生は岩手大学を卒業され、東北大学で修士、博士を取得し、再び
岩手大学で勤務されましたが、どのような研究をされていたのでしょうか。
　学生時代は、高温の溶融合金における元素間の親和力を調べる研究をし、
東北大学大学院ではGaAsなどの化合物半導体の高温融体の物性測定と単結
晶育成のための最適条件の決定に関する研究しました。岩手大の助手とな
ってからは、文科省の研究費で1年間、ドイツのアーヘン工科大学で客員研
究員を務めました。同大学は冶金熱力学の測定・集積に権威があり、主に
熱力学データのデータベース化を勉強をしました。いずれの場合も、1000
℃を超える高温融体を対象として、非鉄金属製錬の研究を続けてきたとい
えます。
──高温プロセスのメリットはどんなところでしょうか。
　高温だと物質の移動が速いので、乾式製錬によってコンパクトかつ短い
処理時間で大量処理ができます。たとえば銅製錬では、湿式部分は12日程
度かかりますが、乾式部分は８時間で終わります。ただし、乾式は排ガス
の処理が不可欠であり、多くのプロセスは乾式と湿式を組み合わせておこ
なわれます。鉄鋼は乾式だけで不純物をppbオーダーで制御していますが、
銅、鉛、亜鉛などは不純物の濃度が高く、乾式製錬で99％不純物を除き、
残りの１％弱を湿式で精錬するのが一般的です。
──早稲田大学に来られたのはどんな経緯からでしょう。また、助教授、教
授と務めてこられた岩手大と比べてどんな違いがあるでしょうか。
　早稲田に来たのは私の研究に近い分野の前任が退職したからです。それ
に、高温プロセスを用いた非鉄製錬を研究しているのは早稲田以外では東
京大、東北大くらいしかなく、自分の研究テーマに合っていました。この
ような研究をする大学が少なくなったのは、一時期、非鉄製錬だと外部資
金を取り難くなくなったことに原因があります。学問には応用力が求めら
れますから、多くの研究者が非鉄製錬から新素材開発に移ってしまいまし
た。その後、金属リサイクルが重視されるようになったのですが、いざそ

のプロセスを考えるとなったときに、高温の研究者がいなかったというわけです。
　早稲田は研究のための仕組みがきちんとできている点が魅力的です。国立大学の
場合、研究室自らが設備を手配しなければなりませんが、早稲田は共通で使える設
備が多く、効率がいいのです。また、当然ながら地方の大学と比べて産学連携が盛
んです。
　研究室の運営にも大きな違いがあります。国立大学では一つの研究室内に教授、
准教授、助手の３人がいて、それぞれ数名の院生と学部生を見ていますが、早稲田
では多くの場合、一人の教員の下に院生、学部生がつき、学生数もずっと多くなり
ます。現在、私の研究室には、院生が11名、学部生が５人います。
　ただし、早稲田の学生は、スケジュール、装置の管理など自分で判断して行動す
る能力があるので、それほどの負担は感じていません。しかし、やはり授業数は多
いですね。現在、実験を入れて半期で５コマですが、岩手大では年間で４コマでした。
　学生のスタイルは、岩手大も早稲田もあまり変わりないように思います。むしろ、
昔と今との違いのほうが大きく、昔の学生のほうがガッツがあったような気がしま
す。その分、今の学生はスマートでつきあいやすいのと言えるのですが、結局、昔
も今も、内に秘めた闘志は変わらないのでしょう。
　一方、ドクターまで進む学生が少ないことが問題になっていますが、地方大学で
ドクターを育てるのはもっと困難です。早稲田であればまだ可能性は高いですから、
奨学金制度や助手などの面で、経済的負担を軽減する環境を整えて、ドクターを育
てていきたいと思います。私の研究室でも、ようやく１名のドクターが生まれました。

普遍性のある学問を応用して社会の課題解決を

──学生に期待すること、そして今後の研究室の課題は何でしょうか。
　学生には「五感を大切にしろ」と言っています。うちは高温を扱う研究室なので、
火事や毒性ガスに対して細心の注意を払う必要があります。実験中の異音や異臭な
ど常に気を配り、注意深く“もの” を観察すること。そして、感受性を高める意味で、
同じような結果から違いを見つけ、違うような結果から類似要素を見つけられる、
違いのわかる人になってほしいと思います。
　昨年より、欧米中心にSDGsやカーボンニュートラルが声高に叫ばれるようになり
ました。そんな状況下で、いかにエネルギーを削減しながら、原料から素材をつく
っていくのかが今後の課題になると思います。具体的には、CO₂削減のためのプロ
セス、再生可能エネルギーによる製錬プロセス、できるだけ廃棄物を出さないゼロ
エミッションのリサイクルプロセスなどでしょうか。
　そのためには学問の応用力が必要になってきます。学問は試験で点数を取ったり
単位を取ったりするためではありません。社会の課題解決のために応用するために
あるとも考えます。テーマは時代で変わりますが、学問は変わりません。時代に合
わせた研究テーマにアプローチするには、普遍性のある学問を元に考えること。こ
れを学生に理解してほしいのです。自分の持っている学問で、社会の課題に対して
どんなアプローチができるのか。その術を持てるようになってほしいと思います。
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2020年度 第７回 ZAIKEN Festa 受賞者紹介z zQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

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。

吉田研究室 沖村 泰彦さん

　この度は、2020年度第
７回ZAIKEN Festaにおき
まして優秀賞を頂き、大変
光栄に存じます。吉田研究
室では、主に輸送機器部品
を対象とした製造プロセス
の開発を行っています。私

の研究は、砂型鋳造において鋳物に発生する欠陥のFEMを用
いた予測を目標としており、今回は砂型の力学的特性の調査
に関して発表しました。様々な視点からご質問をいただき、大
変有意義な機会となりました。日頃からご指導いただいた吉田
先生や共同研究先の皆様、実験やディスカッションにご協力い
ただいた研究室の皆様に、深く御礼申し上げます。

博士１年

　この度は第７回ZAIKEN Festaにおきまして最優秀賞を頂き、大変光栄に思い
ます。研究にあたって、様々なことを指導して下さった先生や先輩方、研究室の
皆様には本当にお世話になりました。
　私が所属する勝藤研究室では新しい物質、もしくはまだ物性が分かってない物
質を作り、物性を測定することで新たな物理を発見するということをしています。
私の研究では、La₅Mo₄O₁₆という物質の単結晶試料を作成し、主に物性に関す
る異方性を調査しています。
　今後は企業で働くことにはなりますが、3年間研究室で学んだことを忘れず、常に
新しいことを発見したいという気持ちを忘れずに日々邁進して参りたいと思います。

勝藤研究室 下瀬 駿喬さん修士２年

最優秀賞

優秀賞

大木研究室 染谷 拓海さん

　興味深い研究報告が目白
押しの中、優秀賞を頂き大
変光栄に思います。大木研
究室では40年以上に渡り、
誘電・絶縁材料に関する
様々な研究を行っておりま
したが、大木先生の退官に

伴い、今年度でその長い歴史に幕を下ろすこととなりました。
私自身は 1 年という短い期間でしたが、シリコーンゴムの示す
興味深い諸特性を探究し、楽しい研究生活を送ることができ
ました。最後の学生として、この1年間ご指導頂きました大木
先生、そして平井先生に厚く感謝申し上げます。本当にありが
とうございました。

４年 鈴木研究室 岸本 拓磨さん

　この度は最優秀賞を受賞
できず残念でしたが、優秀
賞を頂き光栄に思います。
私は鈴木研究室で金属マイ
クロチューブの空引き（チュ
ーブをテーパ状の孔が空い
た工具に通して縮径する塑

性加工法）における薄肉・細径・平滑な表面に寄与する加工
条件・ミクロ組織の解明に挑み、2021 年 3月に博士（工学）
を取得しました。就職先の東京大学生産技術研究所古島研究
室では、鈴木進補先生を始め、お世話になった方々の教えを
活かして塑性加工学・マイクロ加工学・結晶塑性学を融合し
た新たな学術領域を切り拓きたいと思います。

博士３年


