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ドイツ・フライベルク工科大学での博士研究
高

1.

橋

はじめに

恵
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専門学校の初代校長，小花冬吉博士もそのうちの一人で
あり，秋田鉱山専門学校はフライベルク工科大学をモデ

著者は，フライベルク工科大学（Technische Univer-

ルとして 1910 年に設立された。現在，両大学は姉妹関係

sität Bergakademie Freiberg）に 2009 年 10 月から 2 年

にあり，大学間国際交流協定を締結して，交換留学，共

間，客員研究員として滞在し，滞在 2 年目に同大学の博

同研究，客員教授の招聘など様々な形で連携している。

士課程に入学して博士号取得のための研究に取り組んだ。
帰国後も会社での業務の傍ら学位論文作成を継続し，2014

3.

ドイツの大学の博士課程について

年 11 月に晴れてフライベルク工科大学では日本人初の

ドイツでは，博士課程に在籍する者は学生であるとと

Ph.D.（ドイツ語で Doctor der Ingenieurwissenschaften

もに正式な研究職員であり，大学から給料が支払われ

と言い，Dr.-Ing.と略記する）を取得することができた。

る。一般的にはティーチングアシスタント，修士学生

本稿では，ドイツの大学の博士課程，フライベルク工科

（Diplom）の指導，研究プロジェクトなどをこなす傍ら，

大学で取り組んだ研究とその研究成果の活用，そしてド

自らの研究テーマに取り組む。Ph.D.取得までに要する

イツ生活を通して学んだことを記す。

2.

フライベルク工科大学について

フライベルク工科大学は，ザクセン州の州都ドレスデ

期間は約 5 年間といわれているが，日本と違い在籍年数
に制限はない。以下に，Ph.D.取得までの手順を示す。言
語は英語とドイツ語から選ぶことができる。
STEP 1 博士課程入学（審査はなく，事務手続きのみ）

ンから南西約 30 km に位置する，人口約 4 万人のフライ

STEP 2

博士論文審査および業績審査

ベルク市にある。前身のフライベルク鉱山学校は 1765 年

STEP 3

口述試験（Rigorosum）

に設立された世界初の鉱山アカデミーであり，6 つの学部

STEP 4

ディフェンス（Defense）：学位論文公聴会

および 2 つの研究センターで構成されている。2016 年現

なお，博士論文審査，業績審査，口述試験，ディフェ

在，同大学には 86 名の教授，約 6 000 名の学生（うち約

ンスでは審査・試験ごとに成績がつけられ，それらの成

1 000 名が博士課程に在籍）が在籍し，2015 年には 107 名

績に基づいて決まる学位の等級（表-1）が学位証明書に

が Ph.D.を取得した。著者が在籍した研究室は，機械・

記載される。学位の等級は，その後の進路に大きく影響

プロセス・エネルギー工学部セラミックス・ガラス・建

するため，ドイツ国内では Ph.D.を取得したこと自体

設材料工学科（Fakultät für Maschinenbau, Verfahrens

よりも，どの等級で Ph.D.を取得できたかが重要視され

und Energietechnik, Institut für Keramik, Glas und

ている。図-1 はフライベルク工科大学での学位等級ご

Baustoﬀtechnik）の建設材料工学科にあり，Thomas Bier

との人数分布と著者の学位証明書である。ちなみに，諸

教授に指導頂いた。

事情により博士論文提出に至らない場合やディフェンス

Thomas Bier 教授と宇部興産とは，2003 年以来，技術
交流があり，同教授のもとにその都度研究員を派遣して
いる。今回，著者が客員研究員として派遣の機会を得た。

を通過できない場合を合わせると入学手続きをした受験
者の約半数が学位授与に至らないとのことである。
博士論文の審査は 2 名以上の専門家により行われる。

日本とフライベルク市は古くから関係があり，フライ
表-1

ベルク出身の Curt Adoiph Netto 氏は 1873 年から 1878
年にかけて小坂鉱山（秋田県）の近代化に貢献し，その
後，東京帝国大学で冶金学の教鞭を振るった。日本から
も多くの留学生が当地に滞在して採鉱学や冶金学を学び，
帰国後は帝国大学教授や官僚などとして日本の鉱山冶金
学会の中核を担った1）。秋田大学の前身である秋田鉱山
＊ たかはし・けいすけ／宇部興産㈱ 技術開発研究所 建材開発部 主
席研究員（正会員）
Vol. 55, No. 5, 2017. 5

学位の等級

summa cum laude

全ての審査において magna cum laude を取得
した受験者のみが取得できる最上位の等級。

magna cum laude

審査結果が特に優れている。
日本でいう優。

cum laude

審査結果が全て平均を上回る。
日本でいう良。

Rite

審査結果が基準並み。
日本でいう可。
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多岐に渡る。審査員は議長および博士論文の審査員に加
え，2 名以上のフライベルク工科大学の教授から構成さ
れる。在学生を含む一般人の質疑への参加も認められて

％
40

いる。著者の場合，在独当事から親交の深かったドイツ
人夫婦にも参加頂いた。ディフェンスを無事終了した日

30

の夜に，Nachverteidigung という式典を受験者自らが
開催し，審査員や研究室スタッフを招待して盛大に祝う

20

という風習がある。その場では研究室の同僚が審査員と

10
0

なり，Ph.D.取得への最終審査という名目で余興を披露
summa
magna
cum laude
cum laude cum laude

図-1

rite

学位等級の分布（左）と学位証明書（右）

する（図-2）
。

4.

博士課程で取り組んだ研究

4.1 ドイツで Ph.D.取得を目指した理由
著者は，セルフレベリング床材（以降，SLU）や自己
充填材（以降，SCM）などの平滑性や充填性に優れる
セメント系高機能材料の研究開発に従事しており，それ
らの分野において日本より研究開発が進んでいるドイツ
を研究の場に選んだ。フライベルク工科大学の Thomas
Bier 教授は，SLU や SCM の研究開発に精通しており，
同教授の指導のもと，SLU や SCM の重要な性能である
寸法安定性やレオロジーなどを研究した。
留学だけではなく，現地での Ph.D.取得まで目指した
図-2

Nachverteidigung の風景

理由は，欧州の研究者と同等の学位を取得し，同等の語
学力を習得して，彼らとできる限り対等な立場で仕事が

著者の場合は，指導教官である Thomas Bier 教授，シュ
トゥットガルト大学の Harald Garrecht 教授，秋田大学
の川上洵名誉教授に審査して頂いた。
業績審査の評価基準は各大学および時代により異なる
ようであるが，著者の場合は，学位論文に関係する論文

したいという気持ちからである。
4.2 および 4.3 では，寸法安定性とレオロジーに関わ
る欧州の先進的な研究事例を紹介する。4.4 では，著者
がフライベルク工科大学で行った博士号取得のための研
究概要およびその研究成果の活用を紹介する。

が Cement and Concrete Research などの国際学術誌に

4.2 寸法安定性

4 編を公表済みであり，この実績が評価され業績審査を

SLU や SCM は，結合材や鉱物質混和材などの微粒分

通過した。
口述試験では，受験者が各自で試験科目を 2 つ選ぶ。

を多く含むため，ブリーディングを生じにくい。また同
材料は，拘束された開放面の広い箇所への施工が多いた

1 科目は博士課程で取り組んだ研究に関わる分野，2 科

め，打込み後初期の乾燥収縮により生じる甚大なひび割

目は 1 科目に関連する異なる分野を選択する。著者は建

れが危惧される。日本国内では軽微なプラスティック収縮

設材料学と坑内採鉱学を選択した。試験時間は 1 科目

ひび割れの印象が強く，初期の収縮ひび割れのリスクや

90 分間であり，各分野の理解度を問われる。質問内容は

そのメカニズムが深く議論されていない。一方，欧州で

修士課程の講義内容程度である。口述試験の審査員は議

は，Lura らが無機粉末と水の懸濁液の乾燥収縮モデル

長（審査員以外のフライベルク工科大学の教授）と試験

を用いてセメント系材料の初期収縮を考察し2），Slowik

科目を専門分野とする教授 2 名，計 3 名から構成される。

らが毛細管張力を実測して水分蒸発速度とひび割れ発生

ディフェンスは，審査員の攻撃から自分の研究を守り，

の関係性を議論している3），4）。このように，日本よりも

自身の能力の高さを証明する場であり，日本の公聴会で

欧州の方が初期の寸法安定性に関する理解が進んでいる

ありがちな審査員主導の審査会ではない。ディフェンス

と思われる。

の流れは，議長による受験者の紹介に続き，30 分間の

SLU や SCM を含むセメント系材料では，水和反応に

研究内容のプレゼン，その後約 2 時間に渡る質疑応答に

よる自己収縮と水分蒸発による乾燥収縮が打込んだ直後

移る。著者の場合は，白熱した議論が交わされ，質疑応

から始まり，硬化に伴ってひび割れのリスクが高まる。

答は 3 時間に及んだ。質疑応答の評価項目は，研究分野

そこで，打込み直後からの収縮挙動を正確に理解するた

の基本的な知識，実験的証明の充実度，仮説の論証能力，

めには，材料が流動する粘弾性体から硬化した完全弾性

産業界・他分野へ研究を発展させるアイデアに至るまで

体に移行する時間帯（凝結頃）を網羅した測定方法が必
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コンクリート工学

要となる。例えば，Schleibinger Geräte 社では，打込み

て研究の概要を説明する。

直後からの膨張収縮ひずみを計測できる薄膜収縮試験装

研究に先立ち，Schleibinger Geräte 社の測定装置5）な

置（Thin Layer Shrinkage System）や拘束条件下で打

どを参考にして，寸法変化，水分蒸発および毛細管張力

込み直後からの収縮応力やひび割れ幅を計測できる拘束

を打込み直後から測定できる装置を製作した。図-6 に

リング試験装置（Shrinkage Ring）など独自の装置を開
発して5），初期収縮メカニズムの解明を試みている6）。
4.3 セメント系材料のレオロジー

Stiﬀ

Air

τ

τ0
Wet

レオグラフを用いた配合設計7）や動的振動測定による
懸濁液の構造評価8）など，セメント系材料のレオロジー
ると考えている。

SF

µ

τ0

γ

に対する理解とその使われ方には，欧州に一日の長があ

γ

Ref.

Water

τ

SF

τ

Viscous

SP

τ
Air

レオグラフとは，Wallevik らが提案した，塑性粘度
や降伏値などの異なるレオロジーを座標軸にして，配合
設計や施工プロセスの違いがレオロジー変化に及ぼす影

図-3

響を定量的に可視化する手法である。図-3 は，自己充
填コンクリートの空気量，混練水量，シリカフュームお

SP

Water

γ

µ

γ

各種要因がレオロジーに与える影響7）

105

Storage elastic modulus Gʼ（Pa）

よび流動化剤の添加量がレオロジーに与える影響を示し
たレオグラフである。各種要因がレオロジーに及ぼす影
響を可視的に理解でき，複数の技術者間で配合設計のア
イデアを共有するために有効な手法といえる。
動的振動測定では，試験体を線形粘弾性体と仮定し，
ひずみに対する応答を貯蔵弾性率（弾性項）と損失弾性
率（粘性項）に分ける。貯蔵弾性率が大きいほど硬化し
た（締った）構造を有している。図-4 は，配合の異な

Mortar B

104

103

102

101

る 2 種類のモルタル A，B の貯蔵弾性率の経時変化であ

Mortar A

る。モルタル B の配合は，モルタル A と比較して，細

B-i.s. A-i.s.

0

1

2

3

4

5

6

Elapsed time（hours）

骨材の量が少なく，その代わりにフライアッシュの量が

図-4

多い。実施工では，モルタル B の方が打込み後初期に
ひび割れが生じやすかった 9）。図-4 より，モルタル B は

配合の異なるモルタルの貯蔵弾性率9）

11

混練後 2 時間で急に硬くなることがわかる（始発は 4 時

100 m

Pumping
Mixing

9

間頃）。この時点でモルタル A，B に同量の変位が生じ
難しく，ひび割れやすくなると考察できる9）。
4.4 著者の研究内容および研究成果の活用
著者は，博士課程にて，ポルトランドセメント系モル

Pressurization

5 min

7

Yield stress

た場合は，モルタル B の方が液体的に伸縮することが

Sedimentation
50 m

5 3 min
3

タルの諸物性に及ぼす撹拌や圧送の影響を研究した。

0m
0 min
Ref.

1

まず，撹拌時間や圧送距離の延長により，セメントの
水和が増進し，モルタルのレオロジーが変化することを

0.7

見出し，その原因とメカニズムを考察した10）。圧送に伴

0.8

0.9

1.0

3 MPa
5 min

1.1

1.2

1.3

Plastic viscosity

うレオロジー変化の主要因の特定には，先述したレオグ

図-5

レオグラフ；圧送に伴う変化要因の特定11）

ラフも活用した 。図-5 のレオグラフは，撹拌がレオロ
11）

ジー変化の主要因であることを示している。このような

Displacement transducer

Pressure transducer

Measuring rod（movable）

水和やレオロジーの変化は，モルタルの微細構造に影響

Mould

を与え，打込み後初期の収縮を増大させることが考えら

Low friction surface（e.g.teﬂon foil）

れる。
次に，打込み後初期の収縮メカニズムと撹拌が収縮に
与える影響を明らかにするため，寸法変化，水分蒸発，
毛細管張力およびレオロジーを測定して，各測定値の関
係性を考察した。以下に，著者らの論文9）～13） を引用し
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Specimen
Balance

図-6

1 892.81 g

Rod（ﬁxed）

寸法変化・毛細管張力・水分蒸発の測定装置12）
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圧力センサーで連続計測した。
打込み後初期の収縮メカニズムは，Lura らが提案し
た無機粉末と水の懸濁液の乾燥モデル2）に加えて，水和

f.s.
Weight change

−900

Horizontal deformation

60

40

−600
20

−300

Kink

0
0

することで理解できる。図-7 に示す各測定値の経時変化

4

図-7

を複合したグラフを用いて，3 つの Phase から構成され

2

1

Heat release rate

0

による細孔構造の緻密化やモルタル中の水分移動を考慮

−25

8
12
16
Elapsed time（hours）

20

−20
−15
−10
−5

−2.0

0

−1.5

−1.0

−0.5

Weight change（kg/m2）

ンレス鋼製針をモルタル側面に挿込み，作用する負圧を

i.s.

−1 200

80

Vertical deformation（10−3）

した。毛細管張力は，水で満たした内径 0.4 mm のステ

Pore pressure

−1 500

−30

3

Heat release rate（mW/g）

垂直変位を，レーザー式変位センサーを用いて連続測定

100

Vertical deformation

−1 800

Horizontal deformation（10−6）

込んだ可動式治具の水平移動距離およびモルタル表面の

PhaseⅡ
PhaseⅠ
PhaseⅢ

Capillary pore pressure（kPa）

その装置の概要を示す。寸法変化は，試料の片端に埋め

0.0

0

24

寸法変化・毛細管張力・水和・蒸発挙動12）

るモルタルの打込み後初期の収縮メカニズムを説明する。
PhaseⅠでは，粒子の沈降に伴いモルタル内部の水分
は表面に移動して水膜を形成する。モルタル表面が水膜
で覆われている限り，メニスカスは形成されないため，
毛細管張力は生じない。流し込み直後から毛細管張力が
発現するまでに生じる大きな鉛直収縮の原因は，先述の
脱泡と粒子の沈降に加えて，水膜からの水分蒸発である。

図-8 打込み後 4 時間の初期収縮ひび割れ
（左：SRA-1 無添加，右：SRA-1 添加）

表面水膜は時間経過とともに消失し，モルタル表面にメニ
スカスが形成され始めることで（流し込み約 4 時間後）
，
毛細管張力が発現して乾燥収縮が始まる（PhaseⅡ）
。

剤のミセルが入り込み，収縮駆動力を緩和することが考

PhaseⅡ以降は脱泡が減り，粒子構造が圧密されて，鉛

えられる。

直収縮の増加は穏やかになる。PhaseⅢでは，水分蒸発

このように，著者らの研究9）～13） では，セメント系材

に伴い，モルタル表面の一部のメニスカスが消失してモル

料の初期収縮挙動は水和特性やレオロジー特性から予測

タル内部の大きな気泡に繋がり，モルタル内部のメニスカ

でき9），12），打込み初期の収縮ひび割れを抑制するために

スから水分が蒸発する。さらに，乾燥収縮に加えて自己

は適正な混練条件を設定すること12），界面活性剤を添加

収縮も水平および鉛直方向に大きくなる。初期収縮ひび

してメニスカスの乾燥による収縮応力を緩和すること13）

割れは，PhaseⅡから PhaseⅢにかけて発生する。また，

や，サスペンションのレオロジー特性を最適化すること9）

PhaseⅡと PhaseⅢの境界にある水平収縮曲線の Kink は

が効果的であるといった，実用的な技術開発に繋がる基

粘弾性のしきい値の変化を表すとされる。

礎的な知見を得ている。

撹拌時間を延長すると，打込み後初期の収縮量が増大
したため12），収縮ひび割れの頻度も高くなると考えられる。

5.

ドイツ生活を通して学んだこと

この理由は，過剰な撹拌に伴う水和の促進によりメニス

ドイツ生活を通して，日本とは異なる文化や考え方を

カス半径が小さくなったこと，流動性の低下（図-5）や

経験することができた。著者が日本人にも必要と感じた

貯蔵弾性率の増加

文化や考え方を以下に 2 つ紹介する。

によりメニスカスに水が移動しにく

12）

くなったためと考えている。
また，研究成果を活用した収縮低減技術の開発にも取り

1 つ目は，考え疑い主張する力。ドイツのギムナジウ
ム（高等学校）では，単に知識の量を増やすのではなく，

組んだ。例えば，特定のミセル径分布や保水力を有する

理論を構築する力，主張する力，妥協点を見つける力を

界面活性剤（以降，SRA-1）をモルタルに混和することで，

養うこと，つまりは知識を能動的に駆使する能力の習得

打込み後初期の収縮を大幅に抑制できた13）。SRA-1 が

に重点が置かれる16）。実験結果の考察やある現象のメカ

モルタルの初期収縮ひび割れに与える効果を，ASTM-

ニズムを大学の同僚と議論すると，渡独した初めの頃は

C 1579-06 に準拠した型枠を用いて，35℃ 65％RH の恒温

議論についていけなかった。他人の発言を疑い，自分の

恒湿室内で測定した結果の一例として，打込み後 4 時間

意見を常に考え，そして躊躇せずに主張する，このよう

（PhaseⅡ）の試験体表面の写真を図-8 に示す。SRA-1

なスタイルを身に付けないとドイツ人と対等に議論する

無添加の試験体は 0.6 mm 幅のひび割れを生じたが，

ことは難しい。思いやりや奥ゆかしさといった日本人の

SRA-1 を添加した試験体のひび割れ幅は 0.1 mm であっ

美徳は，ドイツでは何の役にも立たない。

た。収縮を抑制する界面活性剤の作用メカニズムとして

2 つ目は，ワーク・ライフ・バランス。労働時間 1 時

は，福島ら14） や Maruyama et al.15） が示唆するように，

間ごとに生み出される，国民 1 人あたりの GDP を両国

乾燥対象となる CSH などの水和物間の空隙に界面活性

で比較すると，ドイツより日本は約 3 割も低い17）。ドイ

354

コンクリート工学

ツでは残業をせずに短い労働時間で成果を生み出せる者
は優秀，逆に残業時間が多い者は無能と見なされる。そ
のためにドイツ人は，常に費用対効果を考え，集中的に
働き，休みをしっかり取ることを心がけている。休みと
は，家族と過ごす時間でもあるし，何もしない時間でも
ある。特に，この何もしない時間は無駄な時間ではなく，
新しいアイデアや発想を生むための気分転換をするとい
う意味合いが強い。ワーク・ライフ・バランスを見直し，
限られた時間の中で自分の創造力を最大限発揮して，価
値を生み出していきたいと思う。

6.

さいごに

日本と欧州の研究水準に大きな開きはない。ただし，
欧州の方が優れた研究分野があるのは事実であり，また
その逆も事実である。他国の優れた技術や考え方を日本
に取り入れる姿勢は忘れてはいけないと考える。
そして国外の，特に欧州の研究者と，対等な立場で競
争する，もしくは協働するためには，技術力を高めるだ
けに止まらず，相手の文化や考え方を理解した上で，自
身の技術や考え方を的確に主張し，発信し続けることを
心がけたい。
本稿で紹介した研究内容を日本コンクリート工学会賞
選考委員会にてご評価頂き，学会賞（奨励賞）を受賞す
るに至った。また，研究を行うにあたって，Thomas
Bier 教授，秋田大学の川上洵名誉教授，宇部興産の戸
田靖彦部長を始め，多くの方々にご支援やご指導を賜っ
た。誌面をお借りして深く御礼申し上げる。
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