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　昨年10月に、山内（早稲田大学ナノ理工学専攻博士後期課程修了、オーストラリア・クイーンズ
ランド大学教授、物質･材料研究機構グループリーダー）の提案「物質空間テクトニクスプロジェク
ト」が創造科学技術推進事業（ERATO: Exploratory Research for Advanced Technology）に
採択されました。材料技術研究所を国内の主な研究拠点の１つとし、山内（研究統括）、プロジェ
クトマネージャーの菅原と朝日に加えて研究者や学生が参画して研究を展開致します。4月17日に
700名を超える多くの聴講者の登録があったキックオフカンファレンスを開催し、5年間の研究を
スタートさせたところです。この機会を使わせていただき、プロジェクトの概要を紹介させていた
だきます。
　これまで、様々な化学的・物理的方法により、無機ナノ物質の設計がなされてきました。組成の
制御はもとより、これらのナノ物質の形態の制御も重要であり、0次元（0D）、1次元（1D）、2次
元（2D）、または3次元（3D）に分類されてきました。0Dナノ物質の場合には、特に特殊な合成条
件を適用しない場合は、熱力学的に安定な低指数面（多くの反応系において活性が低い）がナノ粒
子の表面に露出します。ナノチューブ、ナノロッド、およびナノワイヤなどの特定の一方向で結晶
が成長した1Dナノ物質の場合にも同様のことが起こります。更に、これらのナノ物質は自身で自
立して高次構造化することができず、凝集してしまうため、表面の多くの活性な面積を失ってしま
います。これらの0D、1D物質とは対照的に、2Dナノ物質は様々な応用展開が期待されており、
グラフェンのノーベル物理学賞（2010年）を皮切りに、ナノ物質の研究分野では大きな関心が寄せ
られてきました。しかしながら、これらの2Dナノ物質（層）は、通常互いに積層してしまい、最終
的に比表面積を大幅に失ってしまうことが要因となり、多くの重要な用途への展開の可能性を低く
しています。
　上記のように、多くの次元の異なる無機物質の創製において著しい進歩が見られるにもかかわら
ず、今なお、我々は新しいナノ材料を開発研究し続けている現状を目の当たりにして、我々は従来
の延長線上の無機物質設計の考え方では頭打ちになっていると考えました。そこで、本プロジェク
トでは、無機ナノ固体中の新しい空間を創造し、及びそれらをナノ～メソレンジで高度に集積化す

「物質空間テクトニクスプロジェクト（JST-ERATO）」 客員上級研究員

る方法論を展開することで、空間内で生起する様々な分子／光電磁気的な特異挙動の相乗的融合に
基づいた機能創発を実現する新概念「物質空間テクトニクス」を構築させます。また、マテリアル
ズ･インフォマティクス（機械学習）を積極的に取り入れ、目的物質の合成ルートや各無機ブロック
の組み合わせパターンによる集積化など、目的にあった新規ナノ物質を最短経路で合成し、世界最
先端の無機合成化学を展開します。
　特に、無機物質中における「ナノ空間」、あるいは無機ナノ物質を配列させることにより形成す
る「ナノ空間」の完全制御によって、表面積が劇的に増加し、またナノ空間に露出している結晶面
を制御することで、反応活性サイトを積極的に露出させることができ、ターゲットとなる反応を促
進させることができると考えられます。更に、高度なハイブリッド化を実現することで、異なる無
機組成同士を組み合わせることにより人工的なヘテロ界面の構築の形成が可能となり、従来の物質
系では実現できなかった新しい機能の創発が期待できます。特に、以下に挙げるエネルギーと環境
をはじめとする課題に高度な技術を提供することで経済の繁栄に貢献できると考えております。

　次世代の物質科学を切り拓く新しいサイエンスの流れを作り出したいと思っております。これら
は、現在予想している範囲の展開例であり、プロジェクト終了時にはこれらの応用範囲を超えて、こ
れまで考えられていなかった研究分野も出てくると思われます。材料技術研究所に関係する皆様のご
期待に応えられますよう、全力で研究に取り組んでまいりますので、よろしくお願い申し上げます。

山内悠輔 兼任研究員 朝日 透 研究員 菅原義之

具体的な展開例
●マテリアルズ･インフォマティクスを駆使した燃料電池用非白金触媒の設計
●意図的に活性サイトなどを空間内に形成させた物質変換のための超高活性触媒の実現
●高度ハイブリッド化技術による効率的な水素を生産するための高性能電極触媒の開発、
及び燃料電池と水分解と組み合わせた持続可能なエネルギーシステム「水素エコノミー」
の提案

●二酸化炭素、窒素などの空気中に存在するガスを付加価値の高い化学物質に変換可能な
スーパー触媒の開発

●劣化ゼロ電極素材の開発と超長寿命二次電池システムの実現
●QOLを支える生体物質センサーをはじめとするあらゆるセンサーの基盤技術の構築
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光に関連する材料の基礎研究を通じて
地球環境と次なるブレークスルーに貢献する
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主に光に関連した材料の基礎物性について、量子力学を中心に用いて研究している山本知之研究室。近年は文部科学省
認定の環境整合材料基盤技術共同研究拠点における共同研究として、長寿命と省エネルギーをテーマに取り組んでいる。
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太陽電池や蛍光体の材料研究で環境保全に貢献
──山本研究室では材料の光学的、電気的、磁気的などの物性に関する基礎研
究をしているとのことですが、原子レベルの物性科学では量子力学が必須とい
うことでしょうか。
　近年は特に光に関連した材料、すなわち、光と物質の相互作用に関する研究
が中心です。光の吸収は、電子が光のエネルギーを吸収して、エネルギーの低
い状態から高い状態へと変化するときに起こり、光の放出は、その逆でエネル
ギーの高い状態から低い状態へ変化することによって起こりますが、このよう
な現象は量子力学でなければ表現できません。
　そのような研究の中でも、特に極微量な添加元素や欠陥導入による機能発現
機構の解明と、それらの知見に基づく新規機能性材料の創製を目指した基礎研
究を行っています。一つ例を挙げると、宝石の色があります。赤色のルビーと
青色のサファイアの主成分は、ともに無色透明な酸化アルミニウム（コランダ
ム、Al₂O₃）です。コランダムに、クロムが１％程度入るだけで赤色のルビー
となり、鉄とチタンが微量に入ると青色のサファイアになります。このように
微量な元素が存在することで物の性質（ここでは色）が大きく変わるのですが、
ppmレベルの微量元素が物質の性質を大きく変えることもあります。そのよう
な微量元素の影響を調べるために大型の加速器を用いたシンクロトロン放射光
を使ったり、量子力学を用いたシミュレーションなどを行っています。
──太陽電池とか蛍光体といった環境保全に対応し、次世代技術に直結するよ
うな研究テーマも多いようですが。
　現在の太陽電池はシリコンを使ったものが主流ですが、2009年に次世代太
陽電池としてペロブスカイト太陽電池（PSC）が開発され、ようやく商品化を
迎えています。PSCは電子輸送層、ペロブスカイト層、ホール輸送層などから
なる積層構造をしていますが、それぞれの層をスピンコーターを用いた塗布法
で成膜できます。したがって、シリコン系太陽電池より軽量化が可能で、プロ
セスが簡単なため低コストで製造できます。PSCは世界中で実用化に向けて
次々と開発が進められていますが、当研究室では、高性能な太陽電池を開発す

るというより、PSCに用いられる材料の基本的な性質を明らかにするという方
向性の基礎研究を進めています。実用化に向けた課題として、現在のPSCは耐
久性に問題があるので、劣化のメカニズムの解明と、その知見を基にした長寿
命化にも取り組んでいます。
　また、白色LEDの演色性を高めるために用いられる蛍光体に関する研究も進
めています。一般に白色LED用の蛍光体には、レアアースが使われていますが、
当研究室ではレアアースを使わず、かつ、高輝度・長寿命の蛍光体の開発を目
指して、新材料の創製と評価を進めています。近年は赤色の蛍光体を中心に研
究を進めていますが、農業利用を目的として近赤外線までの波長領域をカバー
したものや、長期間安定利用が望めるような酸化物を母材に用いるような物質
を対象としています。
──光以外ではどんな研究テーマがあるでしょうか。
　磁性材料やバイオ材料などについても類似した基礎研究を進めていますが、
近年開発が進められている情報科学を材料に応用するマテリアルズインフォマ
ティクスを用いた材料開発にも取り組んでいます。例えば、新材料を開発して
いく過程で、未知の結晶構造を推定する必要が生じることがありますが、従来
の量子力学を用いた理論計算による結晶構造予測では、複雑な構造の物質に対
しては大規模な計算が必要となります。これを機械学習を用いて、種々の材料
のデータを学習させて、新しい結晶構造を予測していく、すなわち、理論から
推定するのではなく、機械学習による推定になります。

幅広い国々の研究者と積極的に共同研究
──山本先生の近年の重要な活動に、共同研究拠点の取り組みがあります。こ
れについてお聞かせください。
　当初文部科学省では、個々の大学の枠を超えた「共同利用・共同研究拠点」
の対象を国立大学に限ってきましたが、さらなる学術研究の発展のため、

2013年度から国公私立大学に対象を広げまし
た。分野は理学・工学系、医学生物学系、人文・
社会学系に分かれ、2020年４月現在で53大
学（30国立大学、23公私立大学）の100拠点
が認定されています。各務記念材料技術研究
所は、長寿命・リサイクル・省エネルギーを
３本柱とする「環境整合材料基盤技術共同研
究拠点」として、2018年度に認定されました。
私立大学では理学・工学系はまだ６拠点で、
材料系としては唯一の共同研究拠点です。
　この共同研究拠点で、私は国際共同研究を

中心に活動しており、毎年、３‒４カ国との共同研究を進めております。現在、我が
国における国際共同研究は欧米諸国の研究者と行うものが多いですが、当研究室は、
日本の研究者から見ると比較的マイナーと思われるような国々の研究者とも共同研
究を進めております。共同利用・共同研究拠点としての補助金でサポートして頂き、
エストニア、ロシア、ベトナム、タジキスタンの共同研究者に来日してもらい、２
週間から１か月程度集中して共同研究を進めることができました。
　共同研究の大きなメリットは、お互いが得意な分野を出し合って、１＋１が２以
上となるような成果を出すことにあります。たとえば、当研究室で材料を合成して
評価した結果を、先端的な解析方法を得意とするエストニアの共同研究者に解析し
てもらったり、インフォマティクスが得意なベトナムの共同研究者に構造の推定を
行ってもらったりしてします。また、当初は、例えば、我々のグループとエストニア
もしくはタジキスタンという関係だったのですが、今年出版した論文は、その２つ
の研究グループを結び付けて、更にはアメリカの研究者をも引き込んで仕上げまし
た。材研がハブとなって国際共同研究として横のつながりも生まれてきています。
──タジキスタンは一般的な日本人にはあまり馴染みのない国ですが。
　まず、そもそもどこに位置しているかすぐに答えられる方は少ないと思います。
中国に国境を接して西側の中央アジアに位置する山岳国で、国土の半分以上が標高
3000m以上です。私はタジキスタンにすでに３回訪問し、現地の研究者と接するこ
とができましたが、特に学生や若い研究者たちは研究に対する熱意が強く、これか
ら自分たちがこの国を成長させていくんだという強い意気込みを感じました。歴史
的にロシアとの関係が強いのですが、タジキスタンの政府としてもロシア以外の国
とも関係を広げていきたいと考えているようです。また、日本で研究体験をしても
らう科学技術振興機構（JST）のさくらサイエンスプログラムにも採択頂いて、同国
の若者が早稲田大学に短期滞在するプログラムもサポートしています。
　近年、どこでも「グローバル化」が声高に叫ばれていますが、偏った国とだけ付
き合うのでは、真のグローバル化とは言えないと思っております。タジキスタンは
一つの例かもしれませんが、今までに我が国と関係が少ないような国ともどんどん
協力関係を築いていくことも重要なことだと考えています。

　本来、いろいろな国との関係を開拓することは、進取の精神に基づく早稲田の特
徴でもあります。かなり早い時期から中国との交流を進めてきましたので、今でも
中国では早稲田という名前は有名なようですね（笑）。

ブレークスルーを生むには基礎研究が欠かせない
──山本研究室のスタッフにも積極的に海外との関わりを持つように指導されている
と思いますが。
　国内および海外の材料科学分野の仲間とともにFMS（Frontiers in Materials 
Science）という国際シンポジウムを、2013年から２年毎に開催しています。日本、
ドイツ、フランス、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、マレーシアなどを中心
に多くの国々の研究者に参加して頂いてますが、その会議はもちろんのこと、研究
室のメンバーには国際会議に積極的に参加してもらっています。
──研究室の学生にはいつもどのようなことを言っていますか。
　「まず自分でしっかり考えよう」と言っています。指導教員の敷いたレールどおり
に走っていけば、もちろん成果は出やすくなりますが、まず学生本人が自分の考え
を出してくるまでなるべく待つようにしています。自分で考えて挑戦して失敗する
ことは、とても良い経験になります。また、自分が進める研究の大きな目標も意識
させるようにしています。たとえば、SDGsを見据えて、この研究でどのようにして
SDGsに貢献しようとしているのか。それにすぐに答えられなければ、社会では魅力
的な研究とは映りません。
──博士課程の学生はいないのですね。
　私の力不足が一番の原因ですが、残念ながら現在までの日本では博士が十分に評
価されていないので、なかなか博士後期課程に進学しようとする学生が現れません。
一般には、博士は専門的な知識を持っている人という認識かもしれませんが、それ
だけでは正しい評価ではないと思います。博士を取得するには、少なくとも３年間
の研鑽を重ねて論理的な考えを身につけ、世界の最先端の研究者と成果を競い合い、
オリジナルな成果を出すというような時間を重ねて、“人間力” が高められた人であ
ると考えています。この経緯と努力をもっと社会で評価して頂きたいと思います。
──山本先生ご自身の将来の課題はいかがでしょうか。
　まず、現在取り組んでいる太陽電池や蛍光体といった環境対策に貢献する材料研
究は、さらに充実させていきたいと思います。メーカーの立場なら「良い太陽電池
を世に送り出す」と考えることは当然ですが、大学研究者がそれだけを追いかけた
のでは、次なるブレークスルーが生まれません。ブレークスルーを生むには「なぜ」「ど
うして」といったメカニズムを突き止める基礎研究が欠かせないのです。このよう
な基礎研究は大学研究者の責任だと思っています。
　また、50年後、100年後の社会を見据えた国際協力についても、色々な土地に種
を蒔いて、水を撒いて、芽を出させ、そして枯れない幹を育てるように、バラエテ
ィーに富む国々との交流をどんどん広げていき、特に将来を担う若手の研究者のサ
ポートを続けていきたいと思っています。



JSTさくらサイエンスプラ
ンで来日したタジキスタン
の若手研究者と山本研究室
学生

太陽電池や蛍光体の材料研究で環境保全に貢献
──山本研究室では材料の光学的、電気的、磁気的などの物性に関する基礎研
究をしているとのことですが、原子レベルの物性科学では量子力学が必須とい
うことでしょうか。
　近年は特に光に関連した材料、すなわち、光と物質の相互作用に関する研究
が中心です。光の吸収は、電子が光のエネルギーを吸収して、エネルギーの低
い状態から高い状態へと変化するときに起こり、光の放出は、その逆でエネル
ギーの高い状態から低い状態へ変化することによって起こりますが、このよう
な現象は量子力学でなければ表現できません。
　そのような研究の中でも、特に極微量な添加元素や欠陥導入による機能発現
機構の解明と、それらの知見に基づく新規機能性材料の創製を目指した基礎研
究を行っています。一つ例を挙げると、宝石の色があります。赤色のルビーと
青色のサファイアの主成分は、ともに無色透明な酸化アルミニウム（コランダ
ム、Al₂O₃）です。コランダムに、クロムが１％程度入るだけで赤色のルビー
となり、鉄とチタンが微量に入ると青色のサファイアになります。このように
微量な元素が存在することで物の性質（ここでは色）が大きく変わるのですが、
ppmレベルの微量元素が物質の性質を大きく変えることもあります。そのよう
な微量元素の影響を調べるために大型の加速器を用いたシンクロトロン放射光
を使ったり、量子力学を用いたシミュレーションなどを行っています。
──太陽電池とか蛍光体といった環境保全に対応し、次世代技術に直結するよ
うな研究テーマも多いようですが。
　現在の太陽電池はシリコンを使ったものが主流ですが、2009年に次世代太
陽電池としてペロブスカイト太陽電池（PSC）が開発され、ようやく商品化を
迎えています。PSCは電子輸送層、ペロブスカイト層、ホール輸送層などから
なる積層構造をしていますが、それぞれの層をスピンコーターを用いた塗布法
で成膜できます。したがって、シリコン系太陽電池より軽量化が可能で、プロ
セスが簡単なため低コストで製造できます。PSCは世界中で実用化に向けて
次々と開発が進められていますが、当研究室では、高性能な太陽電池を開発す

るというより、PSCに用いられる材料の基本的な性質を明らかにするという方
向性の基礎研究を進めています。実用化に向けた課題として、現在のPSCは耐
久性に問題があるので、劣化のメカニズムの解明と、その知見を基にした長寿
命化にも取り組んでいます。
　また、白色LEDの演色性を高めるために用いられる蛍光体に関する研究も進
めています。一般に白色LED用の蛍光体には、レアアースが使われていますが、
当研究室ではレアアースを使わず、かつ、高輝度・長寿命の蛍光体の開発を目
指して、新材料の創製と評価を進めています。近年は赤色の蛍光体を中心に研
究を進めていますが、農業利用を目的として近赤外線までの波長領域をカバー
したものや、長期間安定利用が望めるような酸化物を母材に用いるような物質
を対象としています。
──光以外ではどんな研究テーマがあるでしょうか。
　磁性材料やバイオ材料などについても類似した基礎研究を進めていますが、
近年開発が進められている情報科学を材料に応用するマテリアルズインフォマ
ティクスを用いた材料開発にも取り組んでいます。例えば、新材料を開発して
いく過程で、未知の結晶構造を推定する必要が生じることがありますが、従来
の量子力学を用いた理論計算による結晶構造予測では、複雑な構造の物質に対
しては大規模な計算が必要となります。これを機械学習を用いて、種々の材料
のデータを学習させて、新しい結晶構造を予測していく、すなわち、理論から
推定するのではなく、機械学習による推定になります。

幅広い国々の研究者と積極的に共同研究
──山本先生の近年の重要な活動に、共同研究拠点の取り組みがあります。こ
れについてお聞かせください。
　当初文部科学省では、個々の大学の枠を超えた「共同利用・共同研究拠点」
の対象を国立大学に限ってきましたが、さらなる学術研究の発展のため、

2013年度から国公私立大学に対象を広げまし
た。分野は理学・工学系、医学生物学系、人文・
社会学系に分かれ、2020年４月現在で53大
学（30国立大学、23公私立大学）の100拠点
が認定されています。各務記念材料技術研究
所は、長寿命・リサイクル・省エネルギーを
３本柱とする「環境整合材料基盤技術共同研
究拠点」として、2018年度に認定されました。
私立大学では理学・工学系はまだ６拠点で、
材料系としては唯一の共同研究拠点です。
　この共同研究拠点で、私は国際共同研究を

中心に活動しており、毎年、３‒４カ国との共同研究を進めております。現在、我が
国における国際共同研究は欧米諸国の研究者と行うものが多いですが、当研究室は、
日本の研究者から見ると比較的マイナーと思われるような国々の研究者とも共同研
究を進めております。共同利用・共同研究拠点としての補助金でサポートして頂き、
エストニア、ロシア、ベトナム、タジキスタンの共同研究者に来日してもらい、２
週間から１か月程度集中して共同研究を進めることができました。
　共同研究の大きなメリットは、お互いが得意な分野を出し合って、１＋１が２以
上となるような成果を出すことにあります。たとえば、当研究室で材料を合成して
評価した結果を、先端的な解析方法を得意とするエストニアの共同研究者に解析し
てもらったり、インフォマティクスが得意なベトナムの共同研究者に構造の推定を
行ってもらったりしてします。また、当初は、例えば、我々のグループとエストニア
もしくはタジキスタンという関係だったのですが、今年出版した論文は、その２つ
の研究グループを結び付けて、更にはアメリカの研究者をも引き込んで仕上げまし
た。材研がハブとなって国際共同研究として横のつながりも生まれてきています。
──タジキスタンは一般的な日本人にはあまり馴染みのない国ですが。
　まず、そもそもどこに位置しているかすぐに答えられる方は少ないと思います。
中国に国境を接して西側の中央アジアに位置する山岳国で、国土の半分以上が標高
3000m以上です。私はタジキスタンにすでに３回訪問し、現地の研究者と接するこ
とができましたが、特に学生や若い研究者たちは研究に対する熱意が強く、これか
ら自分たちがこの国を成長させていくんだという強い意気込みを感じました。歴史
的にロシアとの関係が強いのですが、タジキスタンの政府としてもロシア以外の国
とも関係を広げていきたいと考えているようです。また、日本で研究体験をしても
らう科学技術振興機構（JST）のさくらサイエンスプログラムにも採択頂いて、同国
の若者が早稲田大学に短期滞在するプログラムもサポートしています。
　近年、どこでも「グローバル化」が声高に叫ばれていますが、偏った国とだけ付
き合うのでは、真のグローバル化とは言えないと思っております。タジキスタンは
一つの例かもしれませんが、今までに我が国と関係が少ないような国ともどんどん
協力関係を築いていくことも重要なことだと考えています。

　本来、いろいろな国との関係を開拓することは、進取の精神に基づく早稲田の特
徴でもあります。かなり早い時期から中国との交流を進めてきましたので、今でも
中国では早稲田という名前は有名なようですね（笑）。

ブレークスルーを生むには基礎研究が欠かせない
──山本研究室のスタッフにも積極的に海外との関わりを持つように指導されている
と思いますが。
　国内および海外の材料科学分野の仲間とともにFMS（Frontiers in Materials 
Science）という国際シンポジウムを、2013年から２年毎に開催しています。日本、
ドイツ、フランス、韓国、台湾、インドネシア、ベトナム、マレーシアなどを中心
に多くの国々の研究者に参加して頂いてますが、その会議はもちろんのこと、研究
室のメンバーには国際会議に積極的に参加してもらっています。
──研究室の学生にはいつもどのようなことを言っていますか。
　「まず自分でしっかり考えよう」と言っています。指導教員の敷いたレールどおり
に走っていけば、もちろん成果は出やすくなりますが、まず学生本人が自分の考え
を出してくるまでなるべく待つようにしています。自分で考えて挑戦して失敗する
ことは、とても良い経験になります。また、自分が進める研究の大きな目標も意識
させるようにしています。たとえば、SDGsを見据えて、この研究でどのようにして
SDGsに貢献しようとしているのか。それにすぐに答えられなければ、社会では魅力
的な研究とは映りません。
──博士課程の学生はいないのですね。
　私の力不足が一番の原因ですが、残念ながら現在までの日本では博士が十分に評
価されていないので、なかなか博士後期課程に進学しようとする学生が現れません。
一般には、博士は専門的な知識を持っている人という認識かもしれませんが、それ
だけでは正しい評価ではないと思います。博士を取得するには、少なくとも３年間
の研鑽を重ねて論理的な考えを身につけ、世界の最先端の研究者と成果を競い合い、
オリジナルな成果を出すというような時間を重ねて、“人間力” が高められた人であ
ると考えています。この経緯と努力をもっと社会で評価して頂きたいと思います。
──山本先生ご自身の将来の課題はいかがでしょうか。
　まず、現在取り組んでいる太陽電池や蛍光体といった環境対策に貢献する材料研
究は、さらに充実させていきたいと思います。メーカーの立場なら「良い太陽電池
を世に送り出す」と考えることは当然ですが、大学研究者がそれだけを追いかけた
のでは、次なるブレークスルーが生まれません。ブレークスルーを生むには「なぜ」「ど
うして」といったメカニズムを突き止める基礎研究が欠かせないのです。このよう
な基礎研究は大学研究者の責任だと思っています。
　また、50年後、100年後の社会を見据えた国際協力についても、色々な土地に種
を蒔いて、水を撒いて、芽を出させ、そして枯れない幹を育てるように、バラエテ
ィーに富む国々との交流をどんどん広げていき、特に将来を担う若手の研究者のサ
ポートを続けていきたいと思っています。
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2020年度  研究業績

令和2年度科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞（研究部門） 平田 秋彦 （教授（任期付））

電気学会 第29回業績賞 大木 義路 （教授）

日本複合材料学会 林賞 細井 厚志 （准教授）

粉体工学情報センター 第32回（2020年度）IP奨励賞 所 千晴 （教授）

International Conference on Solid State Devices and Materials （SSDM） SSDM Award　
 長谷川 剛 （教授）

The 8th International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis（CMD 2020） 
Best Paper Award 平井 直志 （上級研究員）

The 8th International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis（CMD 2020） 
Best Paper Award  大木 義路 （教授）

【学生】

日本マイクログラビティ応用学会 第32回学術講演会（JASMAC-32） 毛利ポスターセッション 優秀賞　
 小田嶋 俊宏 （鈴木研究室・B4）

日本マイクログラビティ応用学会 第32回学術講演会（JASMAC-32） 毛利ポスターセッション 奨励賞　
 青木 祐和 （鈴木研究室・B4）

日本金属学会 優秀ポスター賞 桑葉 秀一 （山口研究室・M1）

日本金属学会 優秀ポスター賞 稲玉 侑里子 （山口研究室・M1）

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム 学生優秀講演賞 村瀬 菜々子 （黒田研究室・M1）

日本セラミックス協会 第33回秋季シンポジウム Presentation Incentive Award　 
 神場 未菜 （黒田研究室・M1）

表面技術協会 第142回講演大会 第9回学生優秀講演賞 工藤 亮介 （本間研究室・M2）

日本マイクログラビティ応用学会 第32回学術講演会（JASMAC-32） 学生口頭発表 最優秀賞　
 折笠 勇 （鈴木研究室・D1）

日本材料学会 2020年度JCOM若手ウェビナー 優秀発表賞 菅野 萌 （細井研究室・B4）

塑性加工学会 関東3支部若手交流会 努力賞 荒井 貴裕 （鈴木研究室・B4）

日本化学会 第10回 CSJ化学フェスタ2020 優秀ポスター発表賞 神場 未菜 （黒田研究室・M1）

応用物理学会先進パワー半導体分科会 第7回 講演会 研究奨励賞 角田 隼 （川原田研究室・M2）

軽金属学会 令和2年度軽金属希望の星賞 澤田 万尋 （鈴木研究室・M2）

日本結晶成長学会 第49回結晶成長国内会議 学生ポスター賞 上宇宿 雄哉 （黒田研究室・M2）

電気学会 基礎・材料・共通部門 令和2年 優秀論文発表賞 花房 若奈 （大木研究室・2019年度B4卒）

IEEE DEIS Japan Chapter Student Best Paper Presentation Award（国内会議の部）　
 関 智文 （大木研究室・M2）

IEEE DEIS Japan Chapter Student Best Paper Presentation Award（国内会議の部）　
 石井 洋之 （大木研究室・M2）

日本ゼオライト学会 第36回ゼオライト研究発表会 若手優秀講演賞 野田 大貴 （黒田研究室・M1）

日本金属学会　2021年 春期講演大会　優秀ポスター賞 村田　敬 （山口研究室・D2）

日本鉄鋼協会　第181回　春季講演大会　努力賞 村田　敬 （山口研究室・D2）

【学生】

日本塑性加工学会 学生奨励賞 齊藤 謙 （鈴木研究室・M2）

The 4th Asian Clay Conference（ACC 2020）Student Award  村松 佳祐 （黒田研究室・D5）

The 4th Asian Clay Conference（ACC 2020）Student Award 小池 正和 （黒田研究室・D3）

2019 International Conference on Solid State Devices and Materials （SSDM 2019） 
SSDM Young Researcher Award 角田 隼 （川原田研究室・M2）

2020 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application The IEEE 
Caixin Sun and Stan Grzybowski Best Student Paper Award  周 昊龍 （大木研究室・M2）

電気学会 優秀論文発表賞 関 智文 （大木研究室・M2）

3日本マイクログラビティ応用学会 第 32回学術講演会（JASMAC-32） 毛利ポスターセッション 
優秀賞 椎木 政人 （鈴木研究室・D2）

日本マイクログラビティ応用学会 第32回学術講演会（JASMAC-32）毛利ポスターセッション 
最優秀賞毛利賞 小林 由央 （鈴木研究室・M1）

日本マイクログラビティ応用学会 第32回学術講演会（JASMAC-32） 毛利ポスターセッション 奨励賞　
 登林 兼丸 （鈴木研究室・M1）

【研究員】

※表題年度の受賞者を掲載しておりますが、一部その前年度の受賞者を含む場合があります。　※受賞者の情報は、表題年度の情報で記載しております。（一部除く）


