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生体応用のための卓越した機能を有するセラミックプロセッ

シングに関する研究 
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［２］研究経過 
本研究では、薄膜、微粒子、バルク等幅広い形態

の種々の機能性セラミックスについてプロセッシン

グを最適化することにより生体応用のための卓越し

た機能を発現させることを目指している。セラミッ

クス材料の中でも特にフェライトをはじめとする磁

性材料はハイパーサーミア特性やドラッグデリバリ

ーシステムとしての応用などにより生体応用が期待

できるが、本研究の代表者はこれまでに、一般的な

金属の磁界観察プローブでは困難な GHz 帯の電磁

界を磁気光学的手法により可視化する技術開発に取

り組んでおり、市販 IC 上部における高周波磁界分

布の測定に成功している。また電子工学研究所担当

教員である坂元尚紀准教授とはこれまでにも共同で

研究を行っている。 
一般的にセラミックス材料は、その合成手法（プ

ロセッシング）により特性に大きく影響を受けるこ

とが知られている。例えば、圧電体や磁性体には異

方性があり、特定の方位に結晶の方位を制御するこ

とにより最高の性能を実現することが可能になる。

また、単に方位を制御するのみならず、応力等の外

的な要因を与えることによりその性能はさらに高め

ることが可能になる。そのため、上記の強誘電体材

料等の生体応用のためにはプロセッシングに関する

深い理解と幅広い知識が必要不可欠となる。 
本研究では国内における種々のセラミックス研究に

おいて最先端の研究を行っている研究者（大学・国

立研究所・企業等）の集うワークショップを開催す

ることを目的とした。ワークショップでは多くのセ

ラミックスの研究者による講演を通してプロセッシ

ングが結晶構造、微構造、ナノ構造、バンド構造や

その他の物性に及ぼす影響について議論・検討を行

った。 
 

平成２８年度 プロセス研究会 
（静岡大学電子工学研究所機能強化共同研究プロジ

ェクト） 
開催日 ：平成２８年１０月２２日（土） 
講演場所：静岡大学工学部 ３号館 １０９室 
時間 ：１３：００～１７：００ 

 
講演者 
１．木口 賢紀 （東北大学） 
２．松田 晃史 （東京工業大学） 
３．安井 伸太郎（東京工業大学） 
４．山田 智明（名古屋大学） 
 
 



 

参加者（講演者を除く）： 
大野 智也 （北見工業大学） 
花屋 実（群馬大学） 
水谷 惟恭（東京工業大学） 
松田 晃史（東京工業大学） 
生田 博志（名古屋大学） 
安達 信泰（名古屋工業大学） 
増田  淳（独立行政法人産業技術総合研究所） 
鈴木 久男（静岡大学電子工学研究所） 
脇谷 尚樹（静岡大学電子工学研究所） 
坂元 尚紀（静岡大学電子工学研究所） 
参加者数 全１４名 
 
尚、本研究会は平成 28 年度静岡大学電子工学研究

所機能強化共同研究プロジェクト(「生体応用を目指

した高機能セラミックス材料のナノ構造解析に関す

る研究（代表者：木口賢紀）」) と共同で開催された。 
 
 
［３］成果 
（３－１）研究成果 
新規イメージングデバイス応用を目指した、高機

能を有するセラミックス材料の解析を中心と

し、広くセラミックスに関わる多くの研究者が

集う研究会を開催した。本研究会は研究対象

（材料・応用）を幅広く設定し、セラミックス

材料を扱う研究者を対象とした研究会であり、

今年度も全国から研究者を招聘して開催され

た。特に今年度は原子レベルでの微構造制御と

その評価手法に関する研究を中心として講演

が行われた。軽量・高強度の Mg 合金である

Mg-LPSO 合金の時効析出機構の TEM による

詳細な解析、非晶質基板表面の原子配列を利用

した機能性セラミックス薄膜成長、コンビナト

リアル法を用いた、人体への害の少ない非鉛圧

電体薄膜の探索と放射光による評価、強誘電体

薄膜の熱電特性に関する研究など幅広い分野

にわたり有意義な議論がなされた。お互いに情

報交換することにより、研究の幅が広がった・

新しい知見を得られた、などの意見があり、大

変有意義な研究会となった。また一泊二日の研

究会としたことにより、単なる情報交換の場に

留まらず研究者同士の親密な交流の機会とな

った。 
 
（３－２）波及効果と発展性など 
これまではセラミックス分析技術およびデバイス評

価技術を各研究者が個別に有していたが、互いに技

術交流あるいはサンプルの交換作製などにより今後

はさらに優れた試料の合成と生体応用に発展するこ

とが期待される。また一部参加者間では新たな

プロジェクトがスタートしている。今後も研究

会の開催及び共同利用研究として継続させ、研

究者ネットワークの拡大や共同研究などにつ

なげていきたい。 
 
［４］成果資料 
  （１）Nipa Debnath, Takahiko Kawaguchi, 
Wataru Kumasaka, Harinarayan Das, Kazuo 
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氏 名：松田 晃史 
所 属：東京工業大学 
期 間：平成28年10月22日～23日 
用務先：静岡大学電子工学研究所 
用務内容：プロセス研究会の参加 
主たる対応者：坂元尚紀 
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