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物質・材料データベースをリニューアル 

－MatNavi がさらに使いやすく－ 

平成２２年７月１２日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

 

概要 

１．独立行政法人物質・材料研究機構 (理事長 潮田資勝 以下NIMS) のデータベースス

テーション(ステーション長 山崎政義)は平成 15 年 4 月からインターネット

(http://mits.nims.go.jp) で公開している物質・材料データベース(愛称 MatNavi) の

システムを再構築し、システムの統合を行い、より使いやすいシステムとしてリニュー

アルを行った。 

 

２．物質・材料データベース(愛称 MatNavi)は、高分子、結晶基礎、超伝導材料および構

造材料データベースなどからなる13種類のデータベースであり、登録ユーザ数、集録デ

ータ数において世界最大級の材料データベースである。しかしながら、公開を開始して

からすでに7年が経過しており、サーバ機器の老朽化に対応するため、サーバの更新及

びシステムを再構築（Linux, PostgreSQL, Open SSOおよびJavaなどのオープンソフト

ウェア）することにより、維持・管理費の低減を図りながらユーザがさらに使いやすい

ようにシステムを統合した新データベースを平成22年7月1日に公開した。（資料1）

 

３．また、従来の結晶基礎データベース(Pauling) を無機材料データベース(Atom Work)

と名称変更し、システムを再構築するとともに多元系の結晶構造および状態図データな

どを拡張した。さらに、工業材料系データベースの圧力容器材料データベース、基盤原

子力材料データベースおよび構造材料データシート数値データベースのクリープ破断デ

ータ及び疲労データなどを金属材料データベース(Kinzoku)として統合した。 

 

４．現在、すべてのデータベースについて文化庁に著作権登録の申請を行っており、今後

MatNavi で公開している様々な物質・材料データについてライセンス契約による民間企

業への提供を進めていく予定である。 
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背景 

第 2 期科学技術基本計画で知的基盤の充実が重要課題として取り上げられ、研究材料の

整備、軽量標準の整備、計測方法・機器の整備などとともにデータベースの整備が課題と

なり、知的基盤整備委員会で 10 年間の達成目標が計画された。 

独立行政法人物質・材料研究機構 のデータベースステーションは国の知的基盤整備計画

の一環として物質・材料に関する知的基盤の整備を目的に数値データを収集しWeb 技術を

活用したデータベースを構築して平成 15 年 4 月から NIMS 物質・材料データベース(愛称 

MatNavi) として高分子、結晶基礎、超伝導材料および構造材料データベースなど 13 種類

のデータベースをインターネットで公開( http://mits.nims.go.jp )した。その後、各データベー

スのデータの拡充とシステムの高度化および外部機関との連携をすすめユーザの利便性向

上に努めてきた。そして、平成 22 年 5 月末時点で登録ユーザ数が世界 141 ヵ国、16,730 機

関から 51,457 人(国内:36,623 人、海外:14,834 人)に達し、集録データ数とともに世界最大の

材料データ発信サイトに成長した。（資料 2）しかし、公開してからすでに 7 年が経過し、

サーバ機器が老朽化したため、サーバを更新するとともにシステムを Linux, PostgreSQL, 

Open SSO および Java などのオープンソフトウェアで構築することにより、維持・管理費

の低減を図りながら、ユーザがさらに使いやすいようにシステムを統合した新データベー

スを平成22年7月1日に公開した。 

 過去にも物質・材料データベースの開発は行われてきたが、大型プロジェクトの成果

をデータベース化することが目的で、プロジェクトが終了すると予算もなくなり、維持・

管理が困難となり、一般に公開されることはあまりなかった。NIMS 物質・材料データベ

ース(MatNavi)は構造材料データシートプロジェクト、原子力基盤材料データフリーウェイ

プロジェクト、超伝導材料マルチコアプロジェクトおよび高機能材料データベース開発プ

ロジェクトなどで開発された各データベースを引き継ぎ、NIMS の運営費交付金を毎年約 1

～1.5 憶円を充ててデータの拡充および維持管理を継続しているものである。いずれのデー

タベースも開発開始から 15～40 年を経過しており、データ収録数において他に例がない規

模である。また、界面熱抵抗データベースや熱物性予測システムなど新しいシステム開発

も行っている。 

  

MatNavi に収録されているデータは、NIMS の研究グループが実験で取得したクリープ破

断データおよび疲労データなどのほか、国内外の学術文献から数値データを収集したもの

である。 

 

MatNavi の利用者は世界 141 ヵ国、16,730 機関から 51,457 人であるが、その多くは企業

の技術者および研究者で新材料の開発および機器設計における最適材料の選択のための標

準参照データとして活用されている。また、大学、大学院での論文執筆においてもよく参

照されている。毎月の利用者の約 6～7 割はリピーターであり、公開当初から繰り返し利用

している人も多い。 
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データベースシステムの特徴 

新データベースシステムの特徴を以下に示す。 

① 従来はデータベースごとに個別にユーザ認証が必要であったが、MatNavi の新システ

ムではシングルサインオンシステムを導入して利用時に一度ユーザ認証をうければ

どのデータベースも直ちに利用できるようにした。また、E-mail アドレスをユーザ

ID として Password を自動発行する。 

② 従来の結晶基礎データベース(Pauling) を無機材料データベース(Atom Work)と名称変

更しシステムを再構築して多元系の結晶構造、状態図データおよび特性データを大幅

に拡張した。 

③ 工業材料系データベースの圧力容器材料データベース、基盤原子力材料データベース

および構造材料データシート数値データベースのクリープ破断データおよび疲労デ

ータなどを金属材料データベース(Kinzoku)として統合した。 

④ 横断検索システムMatNavi Search を新システムに対応させるとともに高機能化した。 

⑤ 13 台あったサーバを 3 台に集約してすべてのデータベースシステムをオープンソフ

トウェアLinux, PostgreSQL, Open SSO および Java で構築した。 

 

社会への波及効果と今後の展開 

近年、安全・安心な社会を構築し、持続させ、次世代に引き継ぐために環境エネルギー

が世界的に大きな課題になっている。環境エネルギーの課題解決には太陽エネルギー、燃

料電池、二次電池および先進原子力システムの開発が必要で、そのいずれも材料開発に大

きく依存する。そのために材料のイノベーションに大きな期待が寄せられているといえる。 

 新材料の開発、新機能の発現および高機能化のための研究には信頼のおける物質・材

料データベースが不可欠である。特に最近は、材料のハイブリット化が進み、専門分野以

外の材料情報を必要とする研究者も増えている。MatNavi は金属材料、無機材料、高分子

および拡散データなど物質の電子構造、結晶構造から鉄鋼の強度特性までが一カ所の Web

サイトで公開されており、材料研究の支援ツールとして非常に利便性が高いといえる。ま

た、国内外の材料データベース発信サイトと相互リンクされており、世界の材料情報にア

クセス可能である。 

MatNavi は物質・材料の研究機関である NIMS が開発・発信している非常に信頼性の高

い物質・材料データベースであると世界から認められており、材料の研究支援ツールとし

て環境エネルギーの課題解決に大きく貢献できるといえる。 

  

すべてのデータベースについて文化庁に著作権登録の申請を行っている。公開している

現在のシステムはデータ保護の観点からユーザはアクセスしたWebページをスクリーンで

閲覧することだけを認めており、データのダウンロード・印刷などは原則許可していない。

しかし、技術者や研究者からはデジタルデータを手元に持ちたいとの要望も多い。そこで

今後、MatNavi で公開している様々な物質・材料データについて、ライセンス契約による

民間企業への提供を進めていく予定である。 
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問い合わせ先： 

報道担当： 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

TEL：029-859-2026 FAX：029-859-2017 

 

研究内容に関すること： 

独立行政法人物質・材料研究機構 

共用基盤部門データベースステーション 

主幹研究員 徐 一斌（しゅう いーびん） 

TEL：029-859-2258  FAX：03-3713-6577 

E-mail：xu.yibin@nims.go.jp 
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【用語解説】 

 

１）オープンソフトウェア（オープンソース） 

ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、インターネットなどを通じて無償

で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行なえるようにすること。また、

そのようなソフトウェア 

 

２）Linux（リーヌークス、リナックス、リヌックス、リヌクス、ライナックス等） 

一般的にはUNIX ライクなコンピュータ用オペレーティングシステム（OS）の一群

を指し、厳密にはそのうちのOS カーネル（Linux カーネル）のことである。現在では、

パーソナルコンピュータに限らず、携帯電話のような組み込みシステムからメインフ

レームやHPCC 等のスーパーコンピュータまで、幅広く応用されている。 

 

３）PostgreSQL（ポストグレスキューエル、ポストグレスミセル法） 

オープンソースのオブジェクトリレーショナルデータベース管理システム

(ORDBMS)の一つ。 

 

４）Open SSO（シングルサインオン 英語表記：Single Sign-On、英略称：SSO） 

シングルサインオンとは、一度の認証処理によって複数のコンピュータ上のリソー

スが利用可能になる認証機能である。 例えば、あるコンピュータにログインした後、

グループウェア等のアプリケーションを使用する際にまたログイン、他のサーバ上の

アプリケーションを使用する際もまたログインするといった状況で、ユーザーは複数

の ID とパスワードを管理しなければならない。シングルサインオンを導入した環境に

おいては、ユーザーは一つの ID とパスワードによって全ての機能を使用することがで

きる。 

 

５ ）Java（ジャバ） 

Java は、狭義ではオブジェクト指向プログラミング言語 Java であり、広義ではプロ

グラミング言語 Java のプログラムの実行環境および開発環境をいう。この Java プログ

ラムの実行環境と開発環境（広義の Java）は、Java プラットフォームとも呼ばれる。

プログラミング言語 Java および Java プラットフォームは、1990 年代前半にサン・マ

イクロシステムズでジェームズ・ゴスリンなどの人々によって開発された。現在は Java

技術の標準化作業は、Java Community Process (JCP) というプロセスを経て行われてい

る。Java に関わる呼称とその意味内容は、文脈に応じていくつか使い分けられている。

サン・マイクロシステムズは、「Java テクノロジ」（Java 技術、Java technology）という

呼称を使い、一方で Java のさまざまな技術の形容詞として「Java」の呼称を使ってき

た。多くのプログラマは、プログラミング言語の意味で「Java」の呼称を使っている。

Java の実行環境は、Java 実行環境 (Java Runtime Environment; JRE) と呼ばれる。Java

の基本的な開発環境は、Java 開発キット (Java Development Kit; JDK) と呼ばれる。 


