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はじめに

理事長　　岸　輝雄

独立行政法人としてNIMSが設立され、４年間が経過しました。この間にNIMSは、2001

年度から始まる５カ年間の第一期中期計画において重点目標を定め、効率的な運営と活性

の高い環境作りに努めてまいりました。その結果、NIMSにおける論文発表数や特許出願数

などの研究成果を大幅に増加することが出来ました。今後は研究成果を増やすだけでなく、

NIMSにおける物質・材料研究の質をさらに向上させたいと考えています。

NIMSは物質・材料研究を専門にする我が国唯一の独立行政法人です。2006年度から始ま

る第二期中期計画を前にし、NIMSは自らの研究活動の推進と相まって、我が国の物質・材

料研究活動の全体を底支えし、また、ひいては国際的な物質・材料研究活動をも支える中

核機関としての役割を果たすことを決意しました。

NIMSは、国内外の物質・材料研究に係る動向や研究成果を適時・的確にとりまとめ、世

界に発信する中核基地となることを目指します。そのため、国内外の物質・材料研究に係

る政策、施策、研究活動等の全般的動向を的確に把握し分析する情報分析誌「物質・材料

研究アウトルック」を刊行します。

この物質・材料研究アウトルックでは、国内外の物質・材料研究に関係する政策担当者、

研究機関の運営管理者、研究者等を対象とし、それぞれの対象者がその活動の方針策定の

ための分析情報として活用できるようにしたいと考えています。

2005年版は、物質・材料研究アウトルックの初回として、物質・材料の主だった研究分野

について、過去の研究動向を踏まえ2004年を中心とした最近の動きを見通すことが出来るよ

うに企画しました。また、日米欧を中心とした各国の物質・材料に関わる研究政策や研究

機関を、調査・分析いたしました。

NIMSは、公的な研究機関として長期安定的に基礎・基盤研究開発に取り組んでいますが、

物質・材料研究アウトルックを通して、物質・材料研究に関する情報を発信し、国内外の

物質・材料研究を推進する新たな役割を担いたいと考えております。

今後ともNIMSと物質・材料研究アウトルックをよろしくお願い致します。
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物質・材料研究の
今後の展望

－物質・材料の歴史と今後の研究動向－

第 1 部



11）物質・材料の分類と変遷
物質・材料は、図１に示すように、製造・合成

（Process）、構造（Structure）、性質・特性

（Property）、性能（Performance）の構成要素によ

って分類することができ、また、力学、電子、光や

磁気などの機能や利用システムあるいは使い方によ

っても分けることができる。最も一般的な分類は、

図２に示される無機材料・有機材料に大別し、金

属・セラミックス・半導体材料・高分子材料・複合

材料に分ける方法であろう。一方、図３に示すAllen

らが提唱した非結晶相、結晶相及び液晶相による物

質・材料の分類法もある。1)これは、構造を中心に置

いて、転位に代表される構造欠陥の重要性を基軸に

置いた分類法である。

図４は、Ashbyにより1980年に発表された材料の

変遷予測図である。2)金属は、1960年頃に相対的な重

要度（Relative Importance）が70～80％と最大にな

り、その後ポリマー、コンポジット、セラミックス

やガラスの比率が増えるために、金属の相対重要度

が減少していくとした予測である。興味深いことは、

本図の左右が対称形であること、言い換えればセラ

ミックスやコンポジットなどの材料が自然物から人

工物に置き換わっても元の比率に戻ることである。

次いで、2000年頃から金属以外の材料が飽和しつつ

あることが興味深い。これは、構造材料としてセラ

ミックスや複合材料を使おうと試みたが、脆性材料

における信頼性の問題があり、金属との代替が進ま

なかったためと考えられる。この脆性の問題が解決

すれば、歴史は金属以外の物質・材料の利用拡大の

方向に向かう可能性があろう。
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岸　輝雄　理事長
01

図１　物質・材料の構成要素・機能及び利用システム

図２　物質・材料の分類

図３　構造で分類した物質・材料研究1)

図４　材料の変遷2)



図５は、金属・ナノテクノロジー・半導体材料・

高分子材料・複合材の各物質・材料がどのような発

展を遂げてきたのか、どの物質・材料がいつ使われ

たのか、それを支えた計測・解析・実験技術は何か、

関係する理論・背景は何か、得られた実用物は何か、

という歴史をまとめたものである。この図から支え

た技術と出現した材料がよく対応していること、そ

れを追いかける形で理論が現れたことが分かる。物

質・材料別に歴史を振り返ると、金属の計測解析技

術は非常に早い段階から発展し、これを支える理論

も初期の時代から登場していると言える。金属の後

に登場したファインセラミックスは、一部は金属と

似た傾向を示しており、独特の計測技術が発展し、

焼結や熱力学などセラミックス特有の理論が支えて

きたと考えられる。高分子材料は近年重要な位置を

占めるものが多く出てきており、半導体材料も至近

の数十年で重要な理論と解析技術が急激に結び合っ

て発展してきている。これに対して、ナノテクノロ

ジーでは、透過型電子顕微鏡が以前からあったもの

の、走査型トンネル顕微鏡が開発されたことが大き

な支えになり材料開発につながったと考えられ、複

合材料では、非破壊検査が重要技術になっている。

22）マテリアルサイエンスの成り立ち
マテリアルサイエンス（Materials Science）の変

遷を表１に示す。ごく大雑把に見るとマテリアルサ

イエンスは、金属、セラミックス、ポリマーなど物

質・材料に好奇心を抱いて学問を形成したCuriosity

Drivenの時代（1965年まで）、機能を重視し構造材

料・種々の機能材料などの実用化を図ったFunction

Drivenの時代（1985年まで）、実用システムとして

より一層の実用化を目指したSystem Drivenの時代

（2000年まで）を経て現在に至っている。現在は、

図６に示すようにCuriosity DrivenとSystem Driven

が融合したナノテクノロジー・ナノマテリアルの時

代を迎えている。ナノスケールの効果、すなわちナ

ノにして表面積が大きくなる表面効果や量子効果を

取り入れた新しい物質・材料科学が求められる時代

となってきた。

図７は材料革新と景気循環の関係を示した図であ

る。3) 景気には50～60年程度の周期が認められるが、

蒸気機関や自動車の発明などの産業革命とともに、

新たな物質・材料により得られた技術革新が経済発

展の原動力となっていることが分かる。今後は、ナ

ノマテリアルによる材料革新が、環境問題とライフ

サイエンスに関わる問題解決と相まって、経済発展

3
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図５　物質・材料の変遷と支える技術・理論



の原動力となることが期待されている。

今後のマテリアルサイエンスの方向を図８に示

す。１つは原子・分子の操作でナノスケールマテリ

アルを作ってナノスケール効果を取り入れるという

ものである。もう１つは、結晶相・非結晶相・液晶

相という考え方で、非平衡プロセスからナノ・ミク

ロ構造を作り、新しい特性を見出すというものであ

る。これらはいずれも、無機・有機材料を統一的に

扱う方法であり、今後の新しいマテリアルサイエン

スを確立するものとして期待されている。

33）物質・材料における今後の研究動向
本書では、図９に示すように、特性に注目したシ

ーズから生まれた物質・材料として (1) ナノマテリ

アル、(2) 超伝導材料、(3) 磁性材料、(4) 半導体材料、

ニーズ指向の (5) 生体材料、(6) エコマテリアル、

(7) ジェットエンジン・ガスタービン用超耐熱材料、

素材性能を追求する物質・材料として (8) 金属、

(9) セラミック材料、(10) 複合材料、(11) 高分子材料、

物質・材料の研究開発に関わる研究基盤として、

(12) 分析・評価技術、(13) 強磁場発生技術とその応

用、(14) ナノシミュレーション科学、(15) 新物質創

製技術、(16) 材料データ・情報の取得と発信、(17)

国際標準に大別し、各項目について今後の研究動向

を調査・分析した。本章では今後の研究動向につい

て概説し、４章に各項目の研究動向を述べる。

（１）ナノマテリアル

ナノマテリアルは、現在最も注目される材料であ

り、その適用範囲は多岐に渉る。ナノチューブでは、

半導体あるいは金属だけの性質を示す選択的な合成

と制御が重要である。ナノチューブの機能や機構の

解明を通じた素子等への応用が可能かどうかの基礎
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図７　材料革新と景気循環の関係3)

図６　今後のマテリアルサイエンス

表１　マテリアルサイエンスの進展

図９　本書における物質・材料の分類

図８　今後の物質・材料科学（ナノマテリアル）



基盤研究が必須となる。ナノ粒子では、粒子作成技

術の課題として数～数十nmサイズでの粒径制御や形

態・界面が制御され安定なナノ粒子を得るためのナ

ノ粒子表面の改質、基板に配列、集積させる技術が

求められる。ナノ粒子合成では、生成過程のその場

観察、コロイド・エアロゾル科学の導入とシミュレ

ーション技術の高度化が重要である。量子ドットレ

ーザは実用化レベルに近づいているため、標準化が

重要になるとともに、量子ドットの単電子効果素子、

量子情報処理、スピンエレクトロニクスへの応用、

あるいは生体分子識別への応用に関する研究が重要

になる。半導体デバイスは、高性能化に限界がある

ため、ブレークスルー技術としてのナノデバイスに

対する期待が高まっている。そのため、単電子デバ

イスや分子デバイス等の開発研究が活発化すると考

えられる。金属を用いる原子デバイスの特性を利用

し、ユビキタス情報化社会を実現する高性能携帯端

末の開発に不可欠なプログラマブルデバイスの開発

が既に始まっており、これらのデバイスはニューラ

ルネットワーク構築を実現する可能性がある。

（２）超伝導材料

超伝導材料は、酸化物系と金属系の２通りあり、

酸化物超伝導材料は金属系超伝導材料と比べ臨界温

度Tcと臨界磁場Bc2がともに高いという長所を有す

るが、金属系超伝導材料は応力や歪みに対する耐性

に勝り、取り扱い性に優れるという酸化物系超伝導

材料にない特徴を持つ。酸化物系超伝導材料では、

ビスマス系酸化物とイットリウム系酸化物の実用化

が検討されている。ビスマス系のBi2Sr2CaCu2Ox

（Bi-2212）とBi2Sr2Ca2Cu3Oy（Bi-2223）線材は、実

用化にはまだ特性が不十分であるが潜在的に十分な

能力を有することがわかっており、特性向上に向け

た精力的な研究が進められている。一方イットリウ

ム系酸化物超伝導材料では、線材長尺化技術の開発

と製造コスト低減が実用化の鍵である。

金属系超伝導材料では、Nb3SnやNb3Al線材など

の高磁場における特性の向上が重要である。また長

尺化や安定化、交流損失の低減等の研究開発が望ま

れる。MgB2では、特性の向上と共に長尺化・多芯

線化・安定化材複合などの技術開発が必要になる。

また金属系、酸化物系ともに核融合実証炉への応用

を視野に入れた低誘導放射化対応の超伝導線材の開

発も重要と考えられる。

超伝導線材の高性能化には、ナノレベルの構造制

御が有効と考えられ、酸化物系では出発物質のナノ

粒子化、層状結晶構造、粒界構造の改変などが重要

な研究課題になると考えられる。一方酸化物系、金

属系ともに、臨界電流密度Jcを飛躍的に増大するた

めに、ナノサイズの人工ピン導入が有効であること

がわかっており、今後さらに研究が進むであろう。

新超伝導物質探索の分野では、超高圧・超高ガス

圧・ソフト化学等の特殊環境を活用した合成が興味

深く、今後の進展が期待される。

（３）磁性材料

自動車１台で25～30個のモーターが使われてお

り、永久磁石を高性能化することによる自動車の軽

量化に与える効果は大きい。ハイブリッド自動車や

電気自動車では200℃の温度域で使用できる永久磁

石が必要であり、重希土類元素Dyを添加せずに高保

持力が得られる永久磁石、耐熱性Nd-Fe-B磁石、異

方性ナノコンポジット磁石材料の開発が重要であ

る。また携帯機器の小型化について薄膜プロセスで

エネルギー積の高い磁石を工業的に大量生産できる

製造方法への関心が高まっている。

軟磁性材料では、情報通信機器の発達や磁気記録

の高密度化に伴い用途別に最適な特性を持つ材料開

発が進められるが、GHz帯通信対応の高電気抵抗軟

磁性材料の重要性が増すと考えられる。磁気記録の

記録ヘッド用には現在FeCoで実現される以上の高い

磁束密度材料が必要とされており、永久磁石材料の

分野でもNd2Fe14Bの特性を超える化合物が20年来見

いだされていない。今後は計算材料科学の手法で、

現状の特性を超える可能性のある新しい化合物材料

の予測が必要であり、計算科学の助けなしでは新材

料の探索は不可能となってきている。

磁気記録媒体は、現在面内方式から垂直方式への

過渡期である。垂直磁気記録方式は、原理的に面内

方式よりもはるかに記録密度を高めることの出来る

方法であり実用化されようとしている。垂直磁気記

録方式で記録密度を上げるためにはさらに保磁力の

高い媒体を使う必要があり、現行ヘッドでの記録が

困難になってきている。そのため高Ku材料を斜め方

向に配向させた斜め記録方式やソフト相とハード相

を交換結合させたナノコンポジット媒体を実現する
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ための材料研究が盛んに行われると予想される。垂

直磁気記録方式が限界の密度に達したとき、新たに

媒体として使われる可能性が高いのがFePt等の高結

晶磁気異方性材料（高Ku材料）である。保磁力が極

めて高くなるFePtナノ粒子媒体を記録再生するため

に熱アシスト方式が提案されているが、そのために

はFePtナノ粒子のL10規則化過程の研究、ナノ粒子

の２次元配列、規則化熱処理による粒子の合体成長

の抑制や粒子の配向などFePtを熱アシスト方式に適

した媒体構造に作りこむための研究開発が必要であ

る。一方、FePtなどの高Ku材料だけでなくCoWや

CoMoのような結晶磁気異方性定数K2の高い媒体材

料研究も進めるべきである。

磁気記録密度を高めていくためのボトルネックは

再生ヘッドの開発であり、より再生感度の高いGMR

素子の開発が望まれるが、近年のGMR素子は３次元

ナノ構造が複雑になってきており、産業界における

デバイス開発と平行して原理の確立やナノ構造解析

についての研究を産官学で分担して進めて行くべき

と思われる。一方、MRAMや再生ヘッドへの応用が

検討されているトンネル型磁気抵抗素子について

も、複雑化するナノ構造の解析や、ハーフメタルを

用いたトンネル磁気抵抗（TMR）ジャンクションを

用いた高いTMR値の実現を目指して、一層の研究が

推進されるべきと考える。

（４）半導体材料

これまでSi系電子デバイスは、リソグラフィーを

使った集積化により高速化及び高機能化を実現して

きたが、今後は材料や構造を変えてゲートノード

22nm（実際のゲート幅は10nm）までこのトレンド

を維持する。そのために高誘電体ゲート絶縁膜、メ

タルゲート、低誘電体層間絶縁膜などの開発がすす

められていく。この時代は2020年前後とされており、

それまでの向こう15年間はこれらの技術をつかって

Siデバイスが半導体デバイスの90%以上を占めるこ

とは確実である。また、より高速化を目指して、Ge

やCNTチャネルを使ったMISFETやGaNをつかった

高周波トランジスタとSi-MOSFETとの混載など１チ

ップで多機能を実現するデバイスが出現すると考え

られる。有機系デバイスは現在、まだ表示機器の一

部にしか使われていないが、将来は曲がるデバイス

など特徴ある領域に使用されると思われる。また、

化合物半導体は量子ドットなど各種量子効果デバイ

スを担うGaAs系材料と、発光素子、照明器具、THz

領域高周波トランジスタなどへの応用が期待される

GaN系とに分かれると考えられる。

（５）生体材料

治療としての人工臓器材料や組織再生材料では、

異物反応や免疫反応を回避できる超生体親和性材料

の創製や細胞外マトリックス類似環境を作り上げる

ための材料、細胞の分化・増殖を誘導する材料に関

する空間的ナノ構造の最適条件を遺伝子、たんぱく

質の発現レベルを指標として明らかにする研究、細

胞機能を最大限生かすための細胞集団を制御する技

術などが必要となるほか、安全安心なナノバイオ材

料の基本的な材料設計指針等を策定することが求め

られる。

診断としてのバイオエレクトロニクスでは、ナノ

加工技術・デバイスを用いた生体分子の高感度計測

技術が今後の動向として注目される。高齢化社会に

おいて増大する医療ニーズに対応するために、在宅

医療はますます重要になると考えられるが、診断に

有用な情報をより多くかつ迅速に提供するために、

半導体微細加工技術により製作されるマイクロ化学

分析システム（μTAS）やLab-on-a-chipの技術開発

が求められ、さらにはIT技術と組み合わせた在宅検

査システムへの展開が望まれる。

（６）エコマテリアル

エコマテリアルという概念は、1991年に構造材料

に関して環境、資源に配慮した材料をEnvironment

Conscious Materials（環境配慮材料）と名づけたの

が始まりであり、現在では国際的なキーワードとな

っている。本書では、エコマテリアルを、浄化機能

や触媒など物質の化学的機能が生かされる機能対応

型エコマテリアル、高効率クリーンエネルギーシス

テムを実現するために必要な材料であるシステム要

素型エコマテリアル、材料自体が環境に優しいある

いはリサイクルに適合するライフサイクル型エコマ

テリアルに分類している。

機能対応型エコマテリアルでは、光触媒の用途開

発の拡大に伴い、光触媒反応機構・活性向上・可視

光化・安定性化などに関する基礎研究が必要不可欠

となる。特に、新規可視光応答型光触媒の開発と実
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用化が当面の課題である。また特定の化学種を選択

的・効率的に分離･分解･除去するために、ナノテク

ノロジーや自己組織化、鋳型反応等を駆使して高度

のセンシング機能を備えた環境浄化材料の創製も求

められている。さらにそのように期待されるナノ材

料そのものについても水環境、土壌環境などの地球

環境下での化学的安定性、有害化学物質を吸着した

後のナノ材料の離脱能など解明すべき課題を有し、

安全･安心･快適環境の創製に寄与する環境浄化材料

への適用を行う必要がある。

システム要素型エコマテリアルは環境適応型の新

しいエネルギーシステムに不可欠な素材である。実

用化の期待が高い固体高分子形燃料電池や水素エネ

ルギー利用の早期実用化、低温度熱源の利用などを

目指すシステム化研究を進めるために、今後は物

質・材料の基礎に立ち返り、緻密な解析と組織制

御・構造制御に基づく特性向上を目指した研究の進

展が求められている。

ライフサイクルデザイン型エコマテリアルは、素

材の資源採取から廃棄・リサイクルにいたるライフ

サイクル全般で環境負荷を下げる材料である。その

典型例としてハンダの鉛フリー化がすすんでいる

が、電子実装全体を鉛フリー化するためには高温系

及び低温系はんだ合金とその周辺技術の開発が不可

欠である。はんだ合金を使用しない接合システム、

例えば、一部実用化されている導電性接着技術も今

後の研究のトレンドになると思われる。今後、鉛フ

リー関連技術の標準化を国家戦略として産学官です

ばやく推進することが求められる。リサイクル技術

について、分離・精製技術の向上を目指す研究を進

めるだけでなく、人工不純物の存在を許容する、あ

るいは不純物を利用するプロセス技術をさらに推進

する必要がある。使用後リサイクルが行いやすいよ

う、予めリサイクラブル材料設計を組み込む必要も

あると考えられる。

（７）ジェットエンジン・ガスタービン用超耐熱材料

化石燃料の節約、CO2削減、地球温暖化防止など、

地球規模での問題解決のために、ジェットエンジン

や天然ガス複合発電ガスタービンなど、各種熱機関

のいっそうの高性能化が求められている。その達成

のため超耐熱材料の高度化への期待は大きい｡

超耐熱材料として代表的なNi基超合金の中では単

結晶合金が最も高い耐用温度を有する。単結晶合金

にも、初期の第１世代合金からレニウム(Re)を３

wt%程度含む第２世代合金、Reを5-6wt%含む第３世

代合金などがあり、広く用いられるようになってい

る。ルテニウム(Ru)など白金族金属を添加した第４

世代や第５世代Ni基単結晶超合金のジェットエンジ

ンでの使用も現実化しつつある。

将来Ni基超合金を越える可能性のある材料として、

Nb、Mo、W、Taなどをベースとした合金開発が長

年行われてきた。しかし未だ耐酸化性や靱性と高温

強度を両立させるには至ってない。このため、これ

らの合金の使用は真空中や不活性ガスなど保護性雰

囲気中に限られる。一方、耐酸化性に優れ、融点の

高い白金族金属をベースメタルに用いてNi基超合金

と同じγ/γ’組織を有する高融点超合金に期待が集

まっているが、価格、比重、延性などの点で解決す

べき課題も多い。今後、Ni、Co、Ir、Rh、Ptなどの

FCC系金属同士を混合したγ固溶体をベースメタル

として用いることにより、Ni基から白金族基まで連

続した幅広い特性とコストパフォーマンスを提供す

る一連の超合金の開発が進むことが期待される。

（８）金属

金属の研究分野は多岐に渉るため、本書では鉄鋼、

非鉄合金、熱遮蔽コーティング・溶射に分類した。

鉄鋼は、実使用を前提とした利用技術の開拓が必

要である。例えば、高温多湿であり地震が多発する

東アジアでは鉄鋼材料の耐食性及び耐震性の確保が

必要である。耐熱鋼では長時間の安全性を保障する

ために、ナノ析出物の高温使用中の遷移過程の解明

や高温長時間、ナノ厚さの表面保護スケール生成と

耐はく離性、破壊力学に立脚した溶接継ぎ手部の脆

性破壊挙動解明に関する研究が必要である。近年、

水素燃料電池自動車の実用化に向けた開発が進めら

れているが、ガソリン車なみの航続走行距離を得る

ための貯蔵圧力の高圧化が検討されており、水素使

用環境で信頼性の高い関連材料の研究が進められる

ようになるであろう。鉄鋼材料の信頼性研究では、

構造材料のデータシート作成プロジェクトと材料開

発を関連させた構造材料の信頼性研究プロジェクト

を進展させることも重要である。

非鉄合金において、アルミ合金では航空機などの

需要を伸ばすために、材料特性及びプロセスの技術
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革新だけでなく、リサイクルの点でもアルミ合金の

優位性を生かす技術開発が重要になる。マグネシウ

ム合金は、軽量化が推進される自動車用大型部材な

どへの適用範囲拡大が期待される。双ロールキャス

ティングのように量産化による展伸材の低コスト化

に寄与する新合金開発を目指した、分散状態を最適

化するためのナノ組織解析やナノ組織制御に関する

研究開発も増加すると考えられる。チタン合金では、

次世代航空機のエンジン部材分野、生体硬組織代替

材料などの生体関連分野で大きな需要が見込まれ、

新たな合金開発が必要となる。ポーラス合金は、輸

送機器の衝突安全性を高める高強度・軽量でかつ衝

撃吸収性や制振性に優れた材料や、セルの中にセル

壁とは異なる物質を入れて新たな機能を発現する材

料、セル構造をスマートに利用したハイブリッド材

料などが今後研究を推進すべき材料である。金属間

化合物の用途拡大や種類を拡張するためには、コス

ト低減などの製造技術の改善と延性・靭性の向上が

不可欠である。数千種以上と言われる金属間化合物

は、未知・未利用の特性や機能を持つ材料群であり、

これらを利用するためにシーズ探索の基礎・基盤研

究が必要である。高融点合金では、強度だけでなく、

耐酸化性、耐腐食性、製造性などの条件を明確にし

てコストを低減した最先端の材料開発が要求され

る。形状記憶合金は、用途拡大に向けた研究開発が

進められており、センサやアクチュエータ、制振性、

超弾性などの多機能を有するインテリジェントな材

料として今後の応用拡大が期待できる。

熱遮蔽コーティングでは、高温化と長寿命化が重

要である。これまでは高温化に対応しトップコート

材の設計や被覆プロセス開発に興味が注がれてきた

が、今後長寿命化に対応し、下地となる酸化物層

（TGO）の成長速度が遅く安定で、母材の組織変化

を抑制可能なボンドコート材の開発が最重要課題と

考えられる。金属からプラスチックまでの広範な材

料を大面積、高速で成膜できるコーティングプロセ

スである溶射では、溶射皮膜の組織微細化を目的と

した高速化・低温化の傾向が続くと予想される。ナ

ノ構造を有する材料の皮膜化では耐磨耗特性や密着

性の向上が得られており、溶射が特に大きな威力を

発揮する分野として注目される。溶射は材料表面に

耐環境性能を付与する多くの選択肢を提供する重要

な技術であるが、基礎現象解明の遅れが指摘されて

おり、今後の検討課題である。

（９）セラミック材料

非酸化物系セラミック材料としての炭素は構造材

料や電子材料等として応用範囲が広く、最近はバイ

オや環境分野への応用も研究されている。また、ダ

イヤモンドにおける超伝導や、熱分解黒鉛、フラー

レンにおける強磁性など、新たな現象も報告されて

おり、依然として多方面から強い関心が寄せられて

いる材料である。一方、同じく非酸化物の炭化物、

窒化物、ホウ化物系の代表的な材料は、炭化ケイ素、

窒化ケイ素、サイアロン、窒化ホウ素、炭化ホウ素、

金属ホウ化物などであるが、エンジニアリングセラ

ミックスとしての幅広い用途がある。また最近、新

規サイアロン蛍光体、MgB2系超伝導体、電子放出

能を持つ窒化ホウ素などの発見が相次ぎ、光やエレ

クトロニクス関連の機能でも注目を集めている。

酸化物系ファインセラミック材料の代表として

は、アルミナ、ジルコニア、マグネシア及びその複

酸化物が挙げられる。これらは古くから知られてい

る材料であるが、粒界･粒内、結晶粒・構成相・空

隙の形状や配列、組成分布などを100nm以下の寸法

で設計および制御しようとするアプローチが主流と

なりつつあり、この動向は今後一層強まると考えら

れる。また、機能の組み合わせを最適化するために、

ナノ領域での構造制御手法の開拓、ナノ構造の実験

及び理論計算、構造と特性の関係解明に関する研究

が重要性を増しつつある。

3d遷移金属酸化物は、触媒、光触媒、強誘電性、

磁性、超伝導など、極めて多彩な物理的・化学的機

能を発現することから、環境浄化・低負荷材料、エ

ネルギー材料、情報･通信材料及び電子・光学材料

として幅広く研究されている。今後も、その重要性

に変化はなく、引き続き活発な研究が続くものと思

われる。一方、4d、5d系のニオブ酸化物、タンタル

酸化物に関しては強誘電材料等としての興味から精

力的な研究が行われている。特に、定比組成を有し

たニオブ酸リチウム結晶やタンタル酸リチウム結晶

が高い特性を持つことで注目を集めている。希土類

酸化物は固体レーザー用など発光材料として利用さ

れている。この分野では、透光性セラミックスをレ

ーザーホストに利用しようとする開発研究が行われ

ている。
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ガラスは極めて広範に使われている材料である

が、近年、環境、エネルギー、情報等の分野におい

て、その一層の高機能化が希求されている。重点的

に研究されている材料は、高度に組織制御すること

で新規の機能が発現するナノガラスとも呼ばれる機

能性ガラスであり、さまざまな製造法を駆使するこ

とで、高精度化・高機能化が追及されている。

（10）複合材料

複合材料では、従来から行われていた強化素材、

マトリックス、界面というパラメーターによる取り

扱いから、それぞれの素材自体や界面での組織制御

や設計を行い、総合的なパフォーマンスを制御でき

る技術が必要になると考えられる。このため、特に、

プラスチックス系、セラミックス系複合材料などを

対象としてマトリックス自体や界面ナノ構造制御、

ナノオーダーの弾性率や熱膨張係数の差を利用した

従来特性をはるかに凌ぐパフォーマンスを持つ複合

材料の研究などを積極的に行うことが必要である。

今後の方向としては、ナノ材料技術を積極的に利用

した新たな複合効果の探索、最近の科学技術の進歩

を積極的に利用した試験・計測技術の開発が望まれ

る。一方、繊維強化プラスチックスなどでは用途の

拡大と高度化に伴い従来技術では十分に対応しきれ

ない問題が生じている。これらの分野ではプロセス、

特性評価、信頼性確保と保障などの古くて新しい重

要な未解決の問題へのチャレンジが強く望まれる。

さらに、複合材料単体での用途を目指したものでは

なく、既存の他種材料とのハイブリッド化を行い、

材料の持つ特性を拡大し、同時に複合材料の弱点を

補った用途開発も必要である。

（11）高分子材料

高分子は、産業の基盤材料としてのプラスチック、

ゴムや接着剤、フォトレジストや分離膜、ゲルや生

体材料など、その用途が幅広い。また、繊維や発砲

スチロール、紙などを含めると、今日の複雑かつ多

様な産業構造と密接に関連している材料と言える。

高分子材料は、金属やセラミックスと同様に生産

の規模が大きく、石油や環境問題への影響も大きい。

環境負荷低減の技術としては、ハロゲンフリーな難

燃剤、VOC（揮発性有機化合物）を含まない水溶性

高分子塗料などが開発されており、高分子膜を用い

る水処理技術、軽量の高分子複合材料などの省エネ

関連の技術開発、あるいは燃料電池などのエネルギ

ー関連の高分子膜、リサイクルが可能なカーペット

などの幅広い研究が行われている。また、CO2を原

料とする非ホスゲン法ポリカーボネート製造プロセ

ス、自己消化性エポキシ樹脂、リサイクル塗装シス

テムなど注目すべき新技術も見られる。

一方、高分子材料は、ナノテクノロジーの重要な

要素として認識されており、医療やバイオテクノロ

ジーに不可欠な基盤材料でもある。また、高分子材

料は、環境、安全、エネルギーなど、今日の我が国

の諸問題を克服し、Sustainable Growthを支える重

要な材料であると考えられる。

（12）分析・評価技術

ナノ計測は、限られた材料の評価に特化した形で

開発され、一般性を欠くものが多かった。今後、一

般性･汎用性のあるナノ計測装置・手法の開発が必

要とされる。特に、原子レベルの精度で組み上げら

れた大規模集積回路を評価することができるナノ計

測技術の研究開発に注力していく必要がある。マル

チプローブ計測は超並列大規模化することによっ

て、ナノ計測の枠組みを超え、これまでにない精密

さと規模を両立したナノ構造作製・計測技術へと展

開できると考えられる。極限場計測では、極限場

STM計測において磁場強度が強いほど新規物性や機

能の発現が可能になることから、磁場強度の開発競

争は今後も続くものと思われる。高度先端計測技術

の開発には、精密計測技術や極限場環境創製技術な

どは不可欠であり、ナノ構造の発現する機能や物性

のメカニズムを解明するうえで強力なツールとな

り、全く新しいナノ機能や量子効果の発見をもたら

す可能性がある。表面分析では、スペクトル測定か

ら２次元・３次元の元素分布及び構造を、度量衡学

的な厳密さを伴い高空間分解能でかつ高速に推定す

ることが重要になると考えられる。このためには固

体中における電子と物質の相互作用を記述する正確

な物理量データベースとその輸送現象に対する精密

な知見を基にしたモデリングが必要である。透過型

電子顕微鏡では、電子顕微鏡の高安定化、電子ビー

ムの単色化、レンズの収差補正など、トータルとし

て性能向上させるための開発研究が進められてい

る。形態や構造、組成変化だけでなく電気・磁気特
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性も含めたその場ナノ物性測定を透過型電子顕微鏡

内で行うことにより、ナノ物質・材料の構造・組成

に依存したナノ物性発現の探求が可能になると考え

られる。評価法の標準化では、分析結果の再現性や

トレーサビリティを保証するために、分析に関する

ガイドラインを正確に示し，測定するべき対象を明

確にする必要があり、標準化や規格の制定がますま

す重要となっている。

（13）強磁場発生技術とその応用

強磁場NMRにおいて、今後開発すべき強磁場磁石

は、電源駆動型の超伝導磁石（1.2GHz級）及びハイ

ブリッド磁石（1.5GHz級）である。これらの強磁場

磁石は永久電流駆動の超伝導磁石に比べて磁場強度

は上がる反面、磁場の安定度が本質的に1桁以上劣る

ので、この状況でも高分解能NMR測定を可能にする

ような機器開発及び測定手法の開発が必要となる。

NMRを用いた計測には、その他、磁気共鳴イメー

ジング（MRI）がある。この技術は臓器の異常部位

の発見など医療に使用されてきたが、今後は機能計

測にも適用されると期待されている。NMRは理論的

に磁場の3/2乗に比例して感度が上昇するので、機

能計測という観点から強磁場MRIの開発が望まれて

いる。NMRスペクトロメータに比べ人体用MRIはほ

ぼ10倍の直径に強磁場を発生する必要があるため、

NbTi線材に加えて、臨界磁場の高いNb3Sn線材や

Nb3Al線材を高電磁力下で使用する技術開発が必要

である。

質量分析では、生物科学やナノテクノロジーにお

ける質量分析法の重要性が急速に高まったことで、

10テスラを超える超強磁場を用いて、FT-ICR法の性

能を飛躍的に向上させる試みが今後積極的に行われ

ると考えられる。強磁場TOF-MS法は、強磁場中の

物質の質量分析と分光測定を同時に行うことができ

るため、質量選択されたタンパク分子やナノクラス

ターの構造や反応性に対する強磁場効果を、分光測

定で観測することができ、今後の発展が期待できる。

（14）ナノシミュレーション科学

計算科学手法は対象となる物質のサイズと現象の

時間スケールに応じて、電子レベルを対象とする第

一原理計算、原子や分子の集団運動を扱う分子動力

学法、バルク材料を対象とする有限要素法や統計熱

力学法、メゾスケールを扱うPhase-field法等に分類

される。特に、ナノ・バイオ物質に関しては、原子

スケールでの設計・制御による革新的な機能の発

現・探索が期待されており、実験では困難な高精

度・高分解能な数値解析を行い、また完全に制御さ

れた環境での機能を予測し、実験にフィードバック

する等、計算科学に対する要望は極めて大きい。そ

のため、ナノ・バイオ物質における電子状態と物

性・機能との相関を解明する先進的量子シミュレー

ション手法の開発が必要とされ、超大規模計算、多

機能解析（マルチフィジクス）、強相関モデリング、

マルチスケール手法等の開発と高度化が急務となっ

ている。

（15）新物質創製技術

新物質創成技術として、粒子ビーム応用技術と真

空プロセス応用技術を取り上げる。粒子ビーム応用

技術では、イオン注入技術による非平衡性・空間制

御性を利用したナノ粒子・ナノ構造作製に関し、金

属及び酸化物を始めとする多種ナノ粒子やナノロッ

ド形成等の多様化が引き続き進展するものと考えら

れる。これらのナノ材料の高機能化には、ランダム

ナノ粒子構造から（１次元的）配列化ナノ粒子構造

への展開は必須であり、微細加工技術やレーザー照

射等と組み合わせたハイブリッド化が比重を高める

ものと考えられる。電子線誘起蒸着を用いたナノ構

造作製では、得られた構造の精密な同定技術を発展

させていく必要があるほか、結晶性などの物性にか

かわる点を改善していくことが必要である。真空プ

ロセス応用技術では、今後の次世代デバイスの開発

研究において、例えば配線材料を半導体系材料ばか

りでなく、ガス吸着しやすく扱いが難しい金属系材

料へ移行させるなどの検討、さらに配線幅をナノス

ケールへダウンサイズさせる等が推し進められると

推察される。極高真空の原子･分子レベルで、超清

浄環境下で一貫して操作ができる極高真空一貫プロ

セスはさらなる性能向上を遂げると考えられる。

（16）材料データ・情報の取得と発信

構造材料データベースのクリープでは、先進耐熱

鋼及び耐熱合金の長時間クリープ特性の取得ととも

に、自動車等の省エネルギー化に需要の高いAl合金

やMg合金等の軽量非鉄金属材料についても検討を
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行う必要がある。疲労研究では、107 サイクル以上

の超高サイクル疲労域の破壊、特に内部破壊の解明

等に研究テーマが移ってきている。今後、平均応力

がある状態でのギガサイクル疲労特性や溶接継手に

おける板厚効果及び切り欠き効果の系統的検討、Ni

基超合金の高温疲労特性などの新しい試験条件の分

野や材料等に進むと思われる。腐食データは、大気

腐食環境において、実用材料を含めたいろいろな材

料の腐食性を評価し、大気腐食現象に関する基礎デ

ータの拡充を図っていくべきである。宇宙関連材料

強度データシートでは、強度以外にも要望が強い疲

労き裂進展特性や破面データ集の出版と銅合金等の

他のエンジン材料や重要構造材料の取得についても

検討を進めることが必要である。物質・材料に関す

る普遍的で高品質の基礎データについては、国際連

携のもとデータの蓄積を進めるとともに、データイ

ンフォマティクスによる物質・材料に関する知識の

発見を目指す研究も活発に行われるであろう。

（17）国際標準

標準物質におけるナノ領域分析では、材料計量を

キーとして現場で使える２次標準や実用標準の整備

が急速に進むと予想される。VAMAS（国際標準化

研究）では、多くの国でナノマテリアルを国家施策

として取り込み、国際標準化を競い始めた状況であ

り、今後、国や産業界においてVAMAS国際標準化

活動を活用することの重要性が高まることは明らか

である。ナノテクノロジーの標準化は、今後数年の

間で飛躍的に進展すると考えられる。日本がISOな

どの国際標準活動を積極的に主導して、ナノテクノ

ロジーの標準化におけるイニシアティブを確保する

必要がある。
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11）日本における物質・材料研究政策
2001年度から5ヵ年の第二期科学技術基本計画は、

総合科学技術会議で策定された総合戦略に基づい

て、2001年3月閣議決定された。1) 本基本計画は、我

が国が直面する課題を克服し今後の展望を拓いてい

くため、「知の創造と活用により世界に貢献できる

国」（新しい知の創造）、「国際競争力があり持続的

な発展ができる国」（知による活力の創出）、「安

全・安心で質の高い生活のできる国」（知による豊

かな社会の創生）を目指すべき国の姿とした。

科学技術基本計画において、科学技術の戦略的重

点化、優れた成果の創出・活用のための科学技術シ

ステム改革及び科学技術活動の国際化の推進を重要

政策として示している。

科学技術の戦略的重点化では、科学技術分野の中

から、知的資産の増大、経済的効果、社会的効果に

ついて、特に寄与の大きいものを評価し、ライフサ

イエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテク

ノロジー・材料分野の４分野に特に重点を置き、優

先的に研究開発資源を配分することとした。また、

これら4分野以外にエネルギー、製造技術、社会基

盤、フロンティアの４分野があり、これらの分野に

おいても国の存立にとって基盤的であり国家として

取り組むことが不可欠な領域を重視して研究開発を

推進している。

科学技術システム改革では、まず研究開発システ

ムを改革し、研究者個人の能力が最大限発揮される

よう、競争原理の広範な導入、競争的資金の倍増、

間接経費の導入、人材の流動化の促進などを図り、

透明性・公平さの確保と適切な資源配分に向けた評

価システムの改革などを図ることとした。

科学技術活動の国際化の推進では、主体的な国際

協力活動の展開、国際的な情報発信力の強化及び国

内の研究環境の国際化を推進することとした。

日本の科学技術関係予算（８分野）の推移を図１に、

その分野別割合を図２に示す。2)ナノテクノロジー・材

料分野の予算は、全科学分野の約5%を占めている。

物質・材料研究開発に関して、国は、①情報通信

や医療等の基盤となる原子・分子サイズでの物質の

構造及び形状の解明・制御や、表面・界面等の制御

等の物質・材料技術、②省エネルギー・リサイク

ル・省資源に応える付加価値の高いエネルギー・環
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図１　科学技術関係予算（大学等に係る予算を除く）の８分野別配分額の推移2)

図２　2005年度科学技術関係予算の８分野別
割合2)（大学等に係る予算を除く）



境用物質・材料技術、③安全な生活空間を保障する

ための安全空間創成材料技術、等の推進に重点を置

くこととした。

文部科学省では、2002年６月にナノテクノロジ

ー・材料に関する研究開発の推進方策について取り

まとめ、物質・材料科学技術に関して、環境保全材

料、エネルギー利用高度化材料、安全空間創成材料、

評価・加工等基盤技術、新機能・高度な機能を生み

出す物質・材料の発掘、が重点領域として位置づけ

られた。

農林水産省では、絹タンパクの一種であるフィブ

ロインを加工し抗血栓性等を持つ各種素材や、絹の

骨成分との複合化性を利用した人工骨、人工靭帯用

素材の開発等の生物素材の利用拡大を目指した研究

開発を実施している。

経済産業省では、材料プロセス革新技術として、

次世代半導体ナノ材料高度評価プロジェクト、シナ

ジーセラミックス、金属ガラスなどの研究開発を推

進している。

22）アメリカ合衆国における物質・材料研究政策
アメリカにおける2004年度の全体研究費及び基礎

研究費の省庁別割合を図３、図４に示す。3)研究費全体

では、国防省 DOD が５割以上と多く、次いで厚生省

NIH、NASA、エネルギー省 DOE、全米科学財団

NSF の順となっている。一方、基礎研究では、厚生

省（57%）を除くと、全米科学財団、エネルギー省、

NASAがそれぞれ約１割を占めている。

物質･材料に関わる基礎研究は、主にDOEとNSF

が管轄する。2004年度実績でDOEの科学研究開発費

（Science）は約32億ドルであったが（表１）、物質･

材料研究に559百万ドル費やされた（表２、Basic

Energy Sciences：Materials Sciences）。一方、NSF

の物質･材料基礎研究実績は、数学物理科学部門

Materials Research（Mathematical and Physical

Sciences）で251百万ドルであった。

アメリカにおける物質･材料に関わる基礎研究開

発には、DOEとNSFの影響が大きい。DOEは物理科

学分野における基礎研究を推進する主要な連邦政府

機関である。4)DOEは、2003年９月30日、３年毎に改

定されるDOE戦略計画を発表し、国内のエネルギー

供給の安全性と国家の安全の課題を担うDOEが、国

防・エネルギー・科学・環境の４分野で、今後20～

25年間に行うべき方針を述べている。

DOEの包括的なミッションは、合衆国の国家的・

経済的・エネルギー面における安全保障の前進、こ

のミッションを支える科学・工学の推進、国家的な

核兵器施設の環境浄化の確実な実行、である。本ミ

ッションを達成するために、DOEは、国防・エネル

ギー・科学・環境の４分野において、合計７つの長

期的で全体的な目標を採択した。科学分野の全体目
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表２　DOE科学分野における2004年度研究開発費実績4)

表１　2004年度のDOE研究開発費4)

図３　研究費全体の省庁別の
割合3)

図４　R&D基礎研究費の省
庁別の割合3)

DOD: Department of Defense, NIH: National Institute of Health, 
NASA: National Aeronautics and Space Administration, 
DOE: Department of Energy, NSF: National Science Foundation, 
USDA: United State Department of Agriculture, Commerce: 
Department of Commerce, EPA: Environmental Protection Agency
DOT: Department of Transportation, DHS: Department of Homeland
Security



標は、全体の第５目標にあたり、国家エネルギー安

全保障におけるDOEのミッションを確実に成功させ

るために必要な世界的レベルの科学研究能力

（world-class scientific research capacity）の供給、

最先端の物理科学・生物学・医学・環境・計算科学

における知識の向上、あるいは国家の科学事業のた

めの国際的レベルの研究施設の提供、をあげている。

全体目標を達成するために、DOEは、高エネルギ

ー物理、原子物理学、プラズマ科学、材料及び化学

的な科学、生物及び環境科学を含むエネルギー科学

分野において飛躍的な進歩を引き起こす巨大な国立

実験施設を運営し、さらに医療への適用を支援する

生物学的研究を発展させる類まれな能力を持つ様々

なエネルギー関連科学から科学者、エンジニア及び

技術者を集結し、公益のために、DOEはまたこの基

礎研究及び科学共同体全体に必要とされる巨大施設

に投資する、ことを目指している。

具体的な目標は、1) 高エネルギー及び核物理学の

推進、2) プラズマ核融合科学の理論的かつ実験的な

理解の推進、3) エネルギー関連の生物及び環境に関

する研究の推進、4) 新しい診断用かつ治療のツール

とテクノロジーの開発、5) 材料・化学・工学・地球

科学・エネルギー生命科学におけるナノスケール科

学の推進、6) 科学シミュレーションと科学計算の顕

著な推進、7) 物理科学を進化させ、複雑で学際的な

科学的な課題に対する研究を可能とする国家の科学

団体が利用できる国際的レベルの研究施設の提供、

8) 科学計算、ネットワーク施設にアクセスする国家

科学共同体の提供及び支援、の８項目である。

DOE戦略計画では、具体的な実行期限を示した中

間目標が設定されている。表３に科学分野における

中間目標を示す。物質・材料研究分野に関わる中間

目標は、2006年末を期限とするスパレーション中性

子源の建設完了、2008年末を期限とする5つのナノ

科学研究センターの稼動、2015年までの材料ナノス

ケールアセンブリの理解による、原子毎に予測可能

な特性を持つ材料の開発、である。

一方、NSFはアメリカ政府の独立機関の一つとし

て、1950年に設立された。5)NSFは、大学及び研究機

関における基礎研究、教育及びインフラの振興を図

ることを任務とする。NSFは、一部を除き、研究機

関を持たず、科学・工学の全分野を対象に研究助成

を行っている。NSFには、毎年35,000件以上のグラ

ント申請がなされるが、約10,000件に新たに資金供

与なされている。

NSFのビジョンは、発見、教育、技術革新によっ

て国家の未来を可能にすることであり、NSFがピー

プル・アイデア・ツール（People, Idea, Tool：PIT）

に投資することで、世界におけるリーダーシップを

築き、国家の安全・財産・福祉を確保するために必

要とされる科学・工学を強く進展することである。

NSFの使命は、1950年に制定された全米科学財団

法（National Science Foundation Act）の序文に、

科学の発展を促進し、国民の健康、財産、福祉を進

展し、国家の防衛を保障する、と記されている。

NSF法では、NSFの任務として、以下を掲げている。
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表３　DOEの科学部門における中間目標4)



・基礎科学研究及び工学プロセスの研究基礎

・科学的かつ工学的な研究ポテンシャルを強化す

るプログラム

・全ての科学・工学分野での全階層における科

学・工学教育

・国家と国際的な政策を発展させるにふさわしい

科学と工学における情報基礎

2003年９月に発表されたNSF戦略計画（2003年～

2008年）において、NSFは、科学・工学分野におけ

る長期的な戦略目標を、ピープル・アイデア・ツー

ル・組織に分けて、以下のように定めている。6)

・ピープル（People Goal）：

多様で、競争力があり、世界的に保証された米

国の労働力となる、科学者、エンジニア、工学

者及び十分に資質を備えた市民

・アイデア（Ideas Goal）：

学習、イノベーション、社会貢献に結びつく科

学と工学の未研究分野につながる発見

・ツール（Tools Goal）：

広く利用可能な、最先端技術の科学工学施設、

発見・教育・イノベーションを可能とするツー

ルとその他インフラ

・組織（Organizational Excellence Goal）：

最先端技術のビジネス手法におけるリーダーシ

ップを通して、そのミッションを実現する、機

動的な革新的な組織

図５は、NSFの2004年度要求予算を、戦略目標別

に分類したものである。6)NSFでは、全ての研究プロ

ジェクトが、４分野に分類されており、アイデアに

関する予算が最も大きく、次いでツール・ピープ

ル・組織の順であった。

表４は、NSFの2004年度要求予算を費目別・戦略

目標別に分類したものである。6)研究プロジェクトに

要求予算の大半が割り振られている。

NSFは、NSF戦略計画において投資戦略における

優先研究分野を次の通り定めた。

・Biocomplexity in the Environment（BE）

・Human and Social Dynamics（HSD）
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42�

15�

0�

�
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9�
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Research and Related Activities�

Education and Human Resources�

Major Research Equipment�

and Facilities Construction�

Salaries & Expenses�

Office of the Inspector General�

Totala

aNumbers may not add to rounding.

表４　2004年度予算の費目別・戦略目標別の割合6)
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図５　戦略目標別の2004年度要求予算6)



・Information Technology Research（ITR）

・Mathematical Sciences

・Nanoscale Science and Engineering

・Workforce for the 21st Century

これらの優先研究分野に加え、連邦政府の分野横

断的な研究活動として、以下の６分野を制定している。

・Networking and Information Technology

Research & Development（NITRD）

・National Nanotechnology Initiative（NNI）

・Climate Change Science

・Homeland Security and Antiterrorism R&D

・Molecular-level Understanding of Life Processes

・Education Research

33）欧州連合における物質・材料研究政策
欧州連合（EU）による研究・技術枠組み計画 FP

（Framework Programme）は、それまで欧州各国が

個別に行ってきた研究開発活動を統合し強化する目

的で、1984年発足した。現在の第６次計画（FP6）

は、2002年を準備期間として、2002年から2006年ま

で実施される。7)FP6の2003年から2006年までの４年

間の総予算は175億ユーロであり、FP4（1994年～

1998年）の総額132億ユーロ、FP5（1998年～2002年）

の総額150億ユーロと比べ、大幅な増額となってい

る。このFP6の研究予算は、各国政府レベルの研究

予算とは別個のものである。

FP6の最大の狙いは、この計画を通してERA

（European Research Area）を実現することにある。

ERAは、FP5まで独立に行われていた各国の研究プ

ログラムを一つのEUプログラムに統合し、研究と

技術革新の共同市場を創出しようとする構想であ

る。ERAは、通貨統合などにより欧州の経済的な一

体化が進む中で、欧州連合体による研究開発基盤の

構築を目指すものであり、ERAの構築は、EUを

「世界で最もダイナミックでかつ競争力のある知識

に基づいた経済をこの10年以内に実現する」という

Lisbon Strategy（2000年3月）の中心課題と位置付

けられている。

FP6の対象とする研究分野は、情報技術、バイオ

テクノロジー、ナノテクノロジー、航空宇宙技術、

食品、エネルギー、エコシステムと多岐に渉る。

FP6全体の研究分野を表５に示す。

FP6では、７分野を重点研究分野と定め、これら

を促進するために、IP（Integrated Projects）とNE

（Networks of Excellence）と呼ばれる新たな施策が

二つ導入された。IPは、各国に分散する研究資源を

EU規模で流動化・統合することによって、新しい

知識を生み出す目的指向型の研究を支援しようとす

るものである。基礎から応用までいくつかのテーマ

にまたがり、EU加盟国及び関係諸国（ノルウェー、

スイス、リヒテンシュタイン、イスラエル）のうち

３カ国以上の参加で３～５年の期間に渉って実施さ

れる。

NEは、ひとつのテーマについて、各国に分散す

る研究資源や知識をネットワーク化して取り組み、

より大きな成果をあげようという構想である。JPA

（Joint Programme of Activities）を実施し、情報共

有、人材交流、設備共用を通してNEを実現する。

３カ国以上から６つ以上の研究機関の参加を想定

し、大きいネットワークでは数百人の研究者の参加

を見込む。研究期間は５～７年間で、研究資金の目

安は、100人で200万ユーロ／年、500人で500万ユー

ロ／年、1,000人超で600万ユーロ／年とされている。

物質･材料関連では、ナノテクノロジー・ナノサ

イエンス、知識集積型多機能材料研究及び新製造プ
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表５　FP6の構成7)



ロセス・デバイスが優先研究テーマに選ばれてい

る。2003年度採択された研究課題を表６に示す。

ナノテクノロジー・ナノサイエンスの優先課題

は、1）ナノ現象の把握・ナノ加工の習得・研究ツー

ルの開発に関する長期の学際的研究、2）ナノバイオ

テクノロジー、3）物質・材料開発のためのナノメー

トル工学技術、4）装置・機器類の操作制御の発展、

5）健康・医療・化学・エネルギー・光学・食品・環

境等の分野での応用、である。

知識集積型多機能材料の優先テーマは、1）基礎知

識の深化、2）多機能材料と生体材料の製造・変形お

よび加工に関連する技術、3）材料開発の技術支援、

である。

新たな製造プロセスと装置では、1）新プロセスと

フレキシブルな知的生産システムの開発、2）システ

ム研究とハザード制御、3）工業システム・生産・サ

ービスの寿命の最適化、4）安全性と生活の質の向上

を目指したナノテクノロジーと新材料と新生産技術

の融合、である。

2005年４月欧州委員会は、第７次計画 FP7（2007

年～2013年、研究助成金総額670億ユーロ、事務費・

人件費を含む総額727億ユーロ）を採択したと発表し

た。8)この提案は、欧州理事会と欧州議会の審議におい

て了承された後に最終的に決定される予定である。

このFP7では、Building the Europe of Knowledge

（欧州における知識の建設）とサブタイトルが付け

られ、1）協力（Cooperation：助成金393億ユーロ）、

2）理念（Ideas：105億ユーロ）、3）人材（People：

63億ユーロ）、4）能力（Capacities：66億ユーロ）の

４つのプログラム及び共同研究センターにおける非
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ナノテクノロジーとナノサイエンス（Nanotechnologies and nanosciences）�

・現象の把握、加工の習得、研究ツールの開発についての長期の学際的研究�
　- 寸法依存現象に関する知識の拡大�
　- セルフオーガニゼーションとセルフアセンブリ�
　- 分子および生体分子のメカニズムと機関�
・ナノバイオテクノロジー�
　-生物系と非生物系の調和�
・物質・材料開発のためのナノメートル工学技術�
　- ナノチューブおよび関連システムにおける技術工学�
・装置・機器類の操作制御の発展�
　- 単一原子／単一分子／10ナノメートル以下レベルでの計器類の操作制御�
・健康、医療、化学、エネルギー、光学、食品、環境等の分野での応用�
　- ナノテクノロジーの指針�

知識集積型多機能材料（Knowledge-based Multifunctional Materials）�

・基礎知識の深化�
　-物質現象の理解�
・知識に基づいた多機能材料と生体材料の製造・変形および加工に関連する技術�
　- 化学の習得と、多機能材料の新たな加工プロセスの開発�
　- 表面および界面科学技術�
・材料開発の技術支援�
　- 新材料の計画�
　- マクロスケール応用のための、新たな知識に基づいたより高性能な材料�

新たな製造プロセスと装置（New Production Processes and Devices）�

・新プロセスとフレキシブルな知的生産システムの開発�
　- ナノテクノロジーと新材料に基づいた、新たな製造技術�
　- 新しく利用しやすい製造設備・技術と、それらの工場への将来的な導入�
　- 製造技術における“知識共同体”の構築�
　- 従来の、研究技術開発集約がより乏しい産業における製品・サービスへ付加価値を与える新たな知識の導入�
　　－例えば、中小企業に貢献する知的財産権を、発展させるための支援�
・システム研究とハザード制御�
　- よりクリーンで安全、かつ環境にやさしい製品をめざした、“基本材料”産業（鉄鋼を除く）の抜本的な変更�
　- 地球にやさしい廃棄物管理と、製造・保管・加工における危険性の低下�
・工業システム・生産・サービスの寿命の最適化�
　- “生産－利用－消費”の相互作用の最適化�
　- “ユーザー意識”の向上-�
・安全性と生活の質の向上を目指した、ナノテクノロジーと新材料と新生産技術の融合�
　- より正確な診断と、遠隔操作も含めた処置のためのシステム、器具および設備�
　- 再生医療、新バイオミメティクス、バイオハイブリッド�
　- 人々の健康・安全と環境を考えた次世代センサーとアクチュエータ�

表６　2003年度採択された物質･材料関連のFP6研究課題7)



原子力活動（Non-nuclear actions of the Joint

Research Centre：16億ユーロ）、EURATOM

（European Atomic Energy Community, 2007～2011

年：280億ユーロ）から構成されている。

協力プログラムは、研究協力プロジェクトや各国

の研究プログラムの調整ネットワークを通して国家

を超えた協力による研究活動を支援するもので、1）

健康、2）食品・農業・バイオテクノロジー、3）情

報通信技術、4）ナノサイエンス・ナノテクノロジ

ー・材料・新生産技術、5）エネルギー、6）環境、7）

輸送、8）社会経済科学と人文科学、9）安全と宇宙、

の９分野をカバーしている。

協力プログラムにおけるナノサイエンス・ナノテ

クノロジー・材料・新生産技術の目標は、異なる技

術・分野が交わりながら新たな応用のための躍進的

な知識を生み出すことによって、欧州産業の競争力

を強化し、資源集中型産業から知識集中型産業への

転換を確実なものとすることである。具体的な活動

内容について、ナノサイエンス・ナノテクノロジー

では、インターフェースと寸法依存現象に関する新

たな知識の創出、新たな機能のナノスケール制御、

ナノスケールでのテクノロジーの統合、ナノモータ

ー、ナノマシンとナノシステム、人の安全に与える

影響、健康と環境などを研究テーマとしている。材

料では、新たな製品と工程に用いる高性能材料に関

する新たな知識の創出、予期した特性を有する知識

集積型材料、より信頼性の高い設計と実験、化学テ

クノロジーと材料プロセス産業におけるナノ－分

子－マクロのレベル統一、新たなナノマテリアル・

生体材料・複合材料と、それらの加工処理の設計・

制御などが活動テーマである。新たな生産における

活動テーマは、建築も含めた知識集積型生産のため

の諸条件と資産の創出、次世代の高付加価値製品お

よびサービスと、変化するニーズへの適応を目的と

するテクノロジー（例：ナノ、バイオ、情報、認知

と、これらに必要な工業技術）の集束を生かした新

たな工学概念の構築などである。産業応用に用いる

テクノロジーの統合では、健康・建築・輸送・エネ

ルギー・化学・環境・繊維・衣料・紙パルプ・機械

工学などの各分野毎、また分野を超えた応用におけ

るナノ・材料・生産に関する新たな知識と技術の統

合などを活動テーマとしている。

一方、理念プログラムでは、欧州における競争力

を強化し欧州の科学的基礎の優秀さを強化するもの

であり、人材プログラムでは、欧州研究者のキャリ

アアップと研究者の異動に関する活動の強化を、能

力プログラムでは、研究開発の能力を強化し欧州科

学界が可能な限りベストの能力を持ち、欧州全体の

研究とイノベーションの能力を強化するような活動

を支援するものである。

まとめ
日本・アメリカ・欧州連合における物質・材料に

係る研究政策を調査比較した。

1）日本では、2001年度から5ヵ年の第二期科学技

術基本計画で、知的資産の増大・経済的効果・社会

的効果について寄与の大きい、ライフサイエンス分

野、情報通信分野、環境分野及びナノテクノロジ

ー・材料分野に特に重点を置き、優先的に研究開発

資源を配分している。

2）アメリカでは、エネルギー省及び全米科学財団

の物質・材料に関わる基礎研究開発の寄与が大きい。

エネルギー省では2003年９月に改定された３年毎の

戦略計画に、全米科学財団では2003年９月に発表さ

れた2003年から2008年までの戦略計画に、科学・工学

分野における長期的な戦略目標が決められ、物質・

材料に関わる基礎的な研究開発が進められている。

3）欧州連合では、欧州各国の研究開発を統合し強

化 す る 目 的 で 研 究 ・ 技 術 枠 組 み 計 画 FP

（Framework Programme）が策定されている。2002

年から2006年までの第６次計画において、ナノテク

ノロジー・ナノサイエンス、蓄積された知識データ

に基づく多機能材料研究及び新製造プロセス・デバ

イスが、優先研究テーマに選ばれている。2007年～

2013年の第7次計画は2005年４月欧州委員会により採

択され、その欧州理事会と欧州議会の審議において

了承された後に最終的に決定される予定である。
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2000年１月21日、当時のクリントン米大統領が2001

年度の予算教書演説の中で、ナノテクノロジーを国

家の戦略的研究開発分野と位置づけ、米国の国家ナ

ノテクノロジー戦略 NNI（National Nanotechnology

Initiative）が開始して以来、日・米・欧・アジアにお

いて国家主導によるナノテクノロジー研究開発が推

進されている。本項では日本、米国、EC主導の欧州

全体、および欧州においてナノテクノロジーへの研

究投資が特に大きいドイツ、フランス、英国につい

て、その国家戦略・政策・予算の概要を紹介する。

11）日本
ナノテクノロジー・材料分野は前項に述べられた

とおり、第２期科学技術基本計画1)における重点四分

野の一つとされた。さらに総合科学技術会議は分野

別推進戦略2) を作成し、当該分野の現状、重点領域、

研究開発の目標および推進方策を明確化した。ナノ

テクノロジー・材料分野においては次の５つの重点

領域が定められ、おのおのについて達成目標および

技術的目標が例示された。

・次世代情報通信システム用ナノデバイス・材料

・環境保全・エネルギー利用高度化材料

・医療用極小システム・材料、生物のメカニズム

を活用し制御するナノバイオロジー

・計測・評価、加工、数値解析・シミュレーショ

ンなどの基盤技術と波及分野

・革新的な物性、機能を付与するための物質・材

料技術

さらに研究開発の推進方策の基本的事項として次

項が挙げられた。

・研究開発現場の競争の活性化とそのための環境

整備

・異分野間や研究者間の融合の促進

・産業に結びつけていく仕組みの構築、産学官の

責任と役割の分担、連携

・人材の確保・育成

ナノテクノロジー・材料分野研究開発の国家予算

の推移を表１に示す。実際には他の分野、例えばラ

イフサイエンス、情報におけるナノテクノロジー関

連研究があり、その予算が加味されることになる。

代表的なナノテクノロジー分野の公的プログラム

を図１に示す。この中で、本分野の施策の特徴であ

る異分野融合および産学官連携の促進を主目的とす

る、ナノテクノロジー総合支援プロジェクト、知的

クラスター創成事業、都市エリア産学官連携促進事

業、21世紀COEプログラム、ナノテクノロジー分野

別バーチャルラボについては、新たな研究拠点創成

にも関連するので４(２)において概要を紹介する。

以下、事業化・産業化の早期化に関連する府省連携

プロジェクト、経済活性化研究開発プロジェクトの

概要を紹介する。

府省連携プロジェクト

総合科学技術会議は事業化・産業化推進に向けた

具体的方策検討のために、2002年12月、重点分野推

進戦略専門調査会にナノテクノロジー・材料研究開

発推進プロジェクトチームを設立した。3)そこで策定

された「産業発掘戦略」には、早期に事業化・産業

化を達成するための、研究開発から環境整備（安全

性の審査基準、モデル事業等による実証、標準化・

規格化、初期市場形成のための政府調達など）まで
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日米欧における研究政策
ナノテクノロジーにおける日米欧の研究政策

竹村　誠洋　ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター
02

1

表１　ナノテクノロジー・材料分野研究開発の国家予算の
推移（単位：億円）



の方策を関連府省が一体化して推進する府省「連携

プロジェクト」の必要性が指摘された。具体的には

ナノDDS、ナノ医療デバイス、構造材料、加工・計

測について実施されることになった（ただし構造材

料は「革新的構造材料」、すなわち材料分野の領域

である）。

経済活性化研究開発プロジェクト

総合科学技術会議は平成15年度科学技術関係予算

の概算要求の中で、比較的短期間で実用化が期待さ

れる、あるいは、実用化まで比較的長期間を要して

も次世代の産業基盤の構築に研究開発について、経

済活性化研究開発プロジェクトとして立ち上げるこ

とを提案した。それが図１のように各省のプログラ

ムにより具体化された。

22）米国
米国NNIの活動の枠組みは下記の５つから成る。4)

・基礎的研究（Long-term fundamental nanoscience

and engineering research）

・グランドチャレンジ（挑戦的研究）（Grand

challenges -potential breakthrough-）

・COEおよびネットワークの構築（Centers and

networks of excellence）

・研究基盤整備（Research infrastructure）

・社会、倫理、法整備および教育・訓練（Ethical,

legal, and societal implications, and workforce

education and training）
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図１　日本の代表的なナノテクノロジー分野の公的プログラム

図２　米国国家ナノテクノロジー戦略(NNI)の体制4)



NNIの体制の模式図を図２に、各政府機関の研究

開発資金の推移を表２に示す。4) , 5)NNI開始後資金は急

激に増加し、2004年度にはNNI全体で991百万ドル、

約1,000億円に達した。これに加えて、州、地方政府

からからNNIの約50%、企業からNNIとほぼ同額の投

資がある。NNIの最初の３年間の成果について全米

科学財団 NSF（National Science Foundation）のRoco

が述べたことをまとめると、表３のようになる。4)
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表２　米国NNIの研究開発資金の推移4) （単位：百万ドル）

表３　米国NNIの最初の３年間の主な成果4)



さらに2003年12月３日、21世紀ナノテクノロジー

研究開発法6) が大統領署名をもって成立した。本法

では国家ナノテクノロジー研究計画（National

Nanotechnology Program）により国家政策が具体

化されている。その概要は次のとおりである。

・基礎・先端研究から実用化研究までを幅広く推進

・共通研究施設の整備、ネットワークの構築、学

際研究センター設置

・学際的な教育の実施

・長期的研究活動への安定資金投入による生産

性・産業競争力の増進

・倫理面、法律面、環境面等の社会的な事項に関

する考慮

・外部機関：全米研究評議会 NRC（National

Research Council）による３年ごとの評価

NRCによる第１回審査においては「責任ある研究

活動」を行う上で、基準、指針、戦略を設ける必要

があるか否かが審査され、その検討対象として下記

の項目が挙げられている。

・自己増殖するナノマシンの機構または装置

・上記マシンの自然環境への放出

・暗号化

・国防技術の開発

・人間の知能強化へのナノテクノロジーの利用

・人工知能の開発へのナノテクノロジーの利用

法制化の最大の効果は、研究開発予算・施策がそ

れまで以上に確約されたことであり、実際の国家ナ

ノテクノロジー研究計画の方針はそれまでのNNIの

ものと変わりないと見るのが妥当である。関連省庁、

関連委員会および国家ナノテクノロジー調整事務局

NNCO（National Nanotechnology Coordination

Office）を通じて実行される。最近ではNNIは2004年

12月に発表した戦略プランの中で、４つのゴールを

掲げている。7)

・Goal 1：Maintain a world-class research and

development program aimed at realizing the full

potential of nanotechnology

・Goal 2：Facilitate transfer of new technologies

into products for economic growth, jobs, and

other public benefit

・Goal 3：Develop educational resources, a skilled

work force, and the supporting infrastructure

and tools to advance nanotechnology

・Goal 4：Support responsible development of

nanotechnology

ナノテクノロジーの10～20年のビジョンとして、

Rocoは将来に期待する機能・構造および潜在的目標

を次のように示している。

・第一世代（～2001）：受動的ナノ構造、ナノ粒

子コーティング、バルク材料

・第二世代（～2005）：能動的ナノ構造、半導体素

子、ドラッグターゲティング、アクチュエータ

・第三世代（～2010）：三次元ナノシステム、不

均一なナノコンポーネント、複雑なネットワー

ク、新しい構造による機能の発現

・第四世代（～2020（?））：分子ナノシステム、バ

イオミメックス，新しい設計に基づく不均一な

分子構造による機能の発現

・2015年までに現れうる潜在的目標：三次元に及

ぶナノスケールの可視化およびシミュレーショ

ン、10nm以下の集積化CMOS、化学工業向け

の新しい触媒、癌による死亡率ゼロ、空気、土

壌、水源中のナノ粒子の制御、など

またRocoはナノ（nano）、バイオ（bio）、インフォ

（info）、そして認知（cogno）の４つの科学技術を融

合させて人間の能力の向上をめざすという、NBIC構

想も強調している。8)ただし、この構想を認めるかど

うかについてはまだ政府内で議論があるらしい。

33）欧州全体
2004年５月、European Commission（EC）が「ヨー

ロッパのナノテクノロジー戦略に向けて （Towards a

European Strategy for Nanotechnology）」9)を発表した。

ここではナノテクノロジーの重要性、研究開発におけ

る世界の中でのEUの位置付け、さらに「責任ある取

り組み」として次の課題が挙げられている。

・研究開発の加速（研究投資額を2010までに３倍に）

・研究インフラ：ヨーロッパの「中核機関」の形成

・人材育成への投資

・産業の革新：知識からテクノロジーへ

・社会的側面との融合

・公衆衛生、安全、環境・消費者の保護

・さらなる前進：国際協力

2003年度のヨーロッパ各国政府の研究資金を図３

に示す。欧州全体の研究開発資金は11.5億ユーロ

（約1,500億円）である。このうちECからの資金は3.5
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億ユーロ、残り８億ユーロは各国政府からの資金で

ある。実際にはさらに地方政府および民間の研究資

金が加わる。またECの主張で興味深いことの一つは

国民一人あたりの研究投資額を算出し、将来の研究

資金目標を設定している事である。これによれば

2003年、日本は第1位で6.2ユーロ/人、米国は３位で

3.6ユーロ/人、EU（新規加盟国含めた25カ国）は12

位で2.4ユーロ/人である。2010年までに研究資金3倍

という目標は、ここから来ていると聞いている。

ECの支援による研究プログラムは現在、第6次フ

レームワークプログラム（FP6）の中で推進されて

いる。これは2002～2006年の５年プログラムであり、

2004年秋には2007年に始まる第７次フレームワーク

プログラム（FP7）に向けたヒアリングが開始され

ている。

44）ドイツ
ド イ ツ で は 連 邦 教 育 研 究 省 BMBF

（Bundesministerium fur Bildung und Forschung）が

ナノテクノロジー研究開発政策の中心であり、彼ら

が2004年に発行した冊子「ナノテクノロジーは市場

を制覇する」“Nanotechnology Conquers Markets：

German Innovation Initiative for Nanotechnology”に

彼らの戦略が記されている。10)ドイツ連邦政府のナノ

テクノロジー研究開発資金の推移を表４に示す。

BMBFの研究資金は2002年から2005年にかけて、

7,390万ユーロから１億2,920万ユーロに急増した。主

な投資分野は表（b）に示すように、ナノ材料、ナノ

オプティクス、ナノエレクトロニクスであり、この

３分野で資金全体の85％を占める。ここでナノ材料

にはナノ化学およびナノテクノロジー・コンピテン

ス・センター（ナノテクノロジー中核拠点）CCN

（nanotechnology competence centers）への投資が含

まれる。CCNについては４(２)において紹介する。他

に連邦経済・労働省 BMWA（Bundesministerium fur

Wirtschaft und Arbeit）からの2,370万ユーロ、国立研

究所グループへの１億4,540万ユーロがあり、合計２

億9,310万ユーロとなる。BMBFのファンディング機

関はドイツ技術者協会 VDI（Verein Deutscher

Ingenieure）である。VDIのBachmannによれば、応

用研究と基礎研究の資金比率はおよそ５：３である

（2003年の時点）。

ドイツでは地方政府のナノテクノロジー研究開発

投資も大きく、その額は連邦政府のおよそ50%と聞

いている。自動車、半導体、光学等、地場産業の競

争力強化のために、地方ごとのナノテクノロジー研

究拠点ネットワークの構築なども進んでいる。

BMBFからの研究資金が研究プロジェクトの費用の

50%に限られており、研究者は残り50%を地方政府お

よび民間に求めなければならないという事情がある。
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図３　ECおよび欧州各国政府のナノテクノロジー研究開発資金（2003年）9) （単位：百万ユーロ）



55）フランス
2004年12月16日に研究省Ministère délégué à la

Rechercheが発表した「ナノサイエンス－ナノテク

ノロジープログラム」“Programme Nanosciences -

Nanotechnologies”には、フランスのナノサイエン

ス・ナノテクノロジーへの取り組みの新たな展開が

示されている。11) フランス政府は新たに設立される

国家ナノサイエンス・ナノテクノロジーネットワー

ク R3N, National Nanosciences and Nanotechnology

Network（Reseau National en Nanosciences et en

Nanotechnologies）に対して、2005年から３年限で

年間7,000万ユーロの資金助成を行うことを発表した

（３年総額2.1億ユーロ、それまでは年間3,000万ユー

ロ）。その主目的は、

・ナノサイエンス・ナノテクノロジープラット

フォーム（インフラネットワーク）plates-

formes scientifiques et nanotechnologques

("grandes centrals" )

・基礎的ナノサイエンスの共同研究プロジェクト

・産官学連携研究開発プロジェクト

の３つを支援することである。さらにR3Nはナノ

テクノロジーの社会的影響、国際関係も担当する。

またR3Nは新しく設立される ANR, National

Research Agency（ Agence Nationale de la

Recherche）の活動の一部として位置づけられると

のことである（ANRの予算は３億5,000万ユーロ）。

ナノサイエンス・ナノテクノロジープラットフォ

ームでは、従来の５つの公的研究拠点から成る施設

ネットワークに新たに１つの拠点が加わる。また

R3N以前のフランスでは、基礎中心のナノサイエン

スは大学および国立科学研究センター CNRS

（Central National de la Recherche Scientifique）、応

用中心のナノテクノロジーは740の産学官機関が参加

する国家マイクロ・ナノテクノロジーネットワーク

RMNT, National Micro and Nano Technology

Network（ Reseau National de Micro-Nano
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表４　ドイツ連邦政府のナノテクノロジー研究開発資金の推移9) （単位：百万ユーロ）



Technologies）と明確に分けられていた。R3Nの主

目的にもその特徴が引き継がれる。なお個々の主要

研究拠点については４(２)で紹介する。

以下にナノサイエンス、ナノテクノロジーへのフ

ァンディングの実例を一部紹介する。まずナノサイ

エンスについて、2003年には研究省の公募研究プロ

ジェクトに1,000万ユーロ、200万ユーロが教育・訓

練、研究者交流、情報支援（インターネット）、国際

プログラムなどに200万ユーロが投資された。12) 公

募研究プロジェクトの採択状況を表５に示す。166件

の応募の中から54プロジェクトが採択され、それら

が100研究室（163グループ）により実施された。

次にナノテクノロジーについて、RMNT（1999年

２月設立）では1999～2004年の間に740の機関が参加

し、146件の応募の中から59の研究開発プロジェク

トが採択され、公的資金5,000万ユーロ、民間資金１

億5,000万ユーロ、労働力1,069人・年の投資が行われ

た。13) 公的資金源としては研究省、産業省、防衛省、

そして中小企業の支援を対象とする国立研究開発公

社ANVARがある。プロジェクト数の分野別割合を

図４に示す。11)そのおよそ50%はエレクトロニクス関

連であった。

44）英国
英国のナノテクノロジー研究開発政策は貿易産業

省 DTI（Department of Trade and Industry）および

DTIに所属する科学技術庁 OST（Office of Science

and Technology）が、2002年6月に発表した報告書

「英国ナノテクノロジー戦略」“New Dimension for

Manufacturing: A UK Strategy for Nanotechnology”14)

によるところが大きい。本報告書は研究評議会 RC

（Research Council）議長 John Taylorを委員長とし、

12名の委員からなる「ナノテクノロジーの応用に関

する諮問委員会」によるものである。そこでは次の

通り、６つの重点分野を掲げ、さらに“Success in

2006”として、各重点分野において５年間で収める

べき成功の具体的内容を示している。

○エレクトロニクス、通信

・情報・通信分野製品の英国のシェアを増加

・産業化の研究開発を10倍、特許も同レベルに

・研究評議会の年間資金を8,000万ポンド、毎年

150人のPh.D、300人のテクニシャン・大学院生

を輩出

○ドラッグデリバリーシステム

・DDSに従事するポスドクを２～３倍に増加

・毎年10のビジネスを起動

・最初の会社を黒字化

○細胞工学、医療インプラント・デバイス

・毎年5～10のビジネスを起動

・毎年10の異分野融合グループを起動

・10億ドルの市場を創生

・英国の細胞工学企業の85～90%を英国人により

経営

・1,500人の雇用を創生

・８つの新商品化

○ナノ材料（特に異分野融合インターフェイス）
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表５　フランスナノサイエンスプロジェクトの採択状況（2003年）12)

図４　フランスRMNTのプロジェクト数の分野別割合11)



・７つの新商品化

・３つの製品を概念実証

○機器、計測

・国立ナノテクセンターによる中小ビジネスの起

動、年間50の新顧客に試作品を提供

・５つ以上の英国企業が直接自己複製を使用

○センサー、アクチュエータ

・大学院生数を年間10%増加

・実験助手数を100%増加

・病院におけるヘルスケアセンサーの総合ネット

ワークを現場試用

・論文、サイテーション、特許の件数を50%増加

・ナノセンターシステム分野での英国のシェアの

成長を競争国より10%早める

さらに本報告書は次のものが必要であるという勧

告 Recommendations も出している。

・NASB（National nanotechnology application

strategy and Nanotechnology Application

Strategy Board）

・NNFCs（National nanotechnology fabrication

Centers）

・Roadmaps - technology and applications

・Awareness, access portals and networking

・Training and education

・International - promotion and inwards transfer

英国政府のナノテクノロジー研究開発の体制を図

５ に 示 す 。15)産 業 化 領 域 は 貿 易 産 業 省 DTI

（Department of trade and industry）が、基礎科学

領域は英国の７つの研究評議会 RCのうちの工学・

自然科学研究評議会 EPSRC（Engineering and

Physical Sciences Research Council）、バイオテクノ

ロ ジ ー ・ 生 物 科 学 研 究 評 議 会 BBSRC

（Biotechnology and Biological Sciences Research

Council）、医学研究評議会 MRC（Medical Research

Council）が、大学等の高等教育機関のインフラ（建

物および大規模施設）は教育省の高等教育機関助成

カウンシル HEFCE（Higher Education Funding

Council for England）が担当する。

DTIは2003年7月、産業化を推進するMicro and

Nanotechnology Manufacturing Initiative に６年間で

総額9,000万ポンドの投資を公約した。16)そのうちの

5,000万ポンドは共同研究 collaboration R&Dに充てら

れる。これは特定分野における技術開発のリスクを

軽減するため、費用の25～75%を政府が肩代わりする

というものである。第１次公募は2004年７月に終了

し、25のプロジェクトが採択され、これらに総額

1,500万ポンドが与えられることになった。また4,000

万ポンドは施設ネットワーク MNT Network（Micro

and Nanotechnology Network）のためのCapital

Projectsに充当される。MNT Networkでは各地方の

Regional Centers が連携して施設運営の効率化を図っ

ている。Capital Projectsは第１回、第２回の公募で

既に2,500万ポンド強の資金が次の研究領域における

充当されることになった（11件採択）。

・Micro and nano device manufacture and

integration

・Nano particles and novel materials

・Bionanotechnology

・Characterization and metrology

さらに2005年２月25日には第３回公募が開始され

た。対象研究領域は次の通りである。

・Bionanotechnology

・Microfluidic application Centers

・Carbon based electronics

RCの中ではEPSRCのナノテクノロジー研究投資

が多く、1996年～2000年では1,000万ポンド強～1,300

万ポンド程度であったのが、2001年から急増し、
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図５　英国政府のナノテクノロジー研究開発体制15)



2003年にはおよそ3,600万ポンドに達した（関連分野

を合わせるとさらに増加する）。17)投資額の分野別割

合を図６に示す。RCの支援する研究で最も注目すべ

きものは物理、電気、化学等の異分野の研究者によ

る分野横断研究 IRC（Interdisciplinary Research

Collaborations）である。IRCについては４(２)で紹

介する。

HEFCEが担当する科学技術研究投資基金 SRIF

（Science Research Investment Fund）については、

その第３ラウンドの段階に入っており、ナノテクノ

ロジー以外の分野も含めて2006年からの２年間で総

額10億ポンドが投資される。
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革新的なテクノロジーは産業を通して社会に様々

な影響を与える。それが意図された利益だけでなく、

時として予測しない効果、さらにそれがリスクであ

る場合がある。ナノテクノロジーについても然りで

あり、現時点で顕在化したリスクの指摘はないが、

懸念、警告は少なくない。例えばDrexlerは1986年、

ナノテクノロジーの出現を予言した書“Engines of

Creation”（邦題「創造する機械」）1)において自己複製

し続けるロボットを描き、「グレイ・グー（Grey

Goo）」と名づけた。カナダのNGO、ETC Groupはそ

の著書“The Big Down：Atomtech - Technologies

Converging at the Nano-scale”2)で 政府はナノ材料工

業生産の即刻停止（モラトリアム）を宣言し、透明

な国際的評価体制を作るべき、と提案した。また小

説の世界でも、自己増殖して人間を襲うナノ粒子ロ

ボットの群れを描いたMichael Crichtonの近未来SF

小説“Prey”（邦題「プレイ －獲物－」）3)は米国でベ

ストセラーとなった。欧米では多くのナノテクノロ

ジー政策に関わる者が、これらの懸念を無視するこ

となく、できる限りの予測を行い、利益を最大化し

てリスクを最小化すべく、評価・管理を継続して行

うことが不可欠と考えている。

11）米国の取り組み
ナノテクノロジーが健康、安全、環境、倫理、社

会に及ぼしうる影響に関して、米国は前述のとおり、

2000年のNNIの開始時点で社会、倫理、法整備を重

要課題として掲げている。具体的な問題として、当

面最も重要視されるのはナノ材料が健康、安全、環

境に及ぼす影響である。ただしこれらは全体の中で

は相対的に短期的な課題として位置づけられる。長

期的には、国家ナノテクノロジー研究計画の第１回

審査における検討対象にあるように、自己増殖、国

防技術、人間の能力向上に関わる問題が挙げられて

いる。4)

米国が社会的影響に取り組む理由の一つとして、

米国のナノテク関係者に紹介されることが多いの

が、遺伝子組み換え作物 GMO（Gene Modified

Organics）の事例である。5) , 6)遺伝子組み換え作物の

場合、最初にリスクの可能性を指摘された時点で、

供給側がそれに対応する十分な実験データを示すこ

となどができなかったために、大変な不信を招いた。

米国内にはその後実験データの蓄積により、最終的

に遺伝子組み換え作物固有のリスクは存在しないと

判断された。しかし多くの人が知るとおり、日本お

よび欧州では十分な信頼を得ることはできていな

い。ナノテクノロジーで同様の失敗を繰り返したく

ない、という強い想いが彼らから感じられる。

米国の最初の重要な取り組みは「ナノサイエンス

とナノテクノロジーの社会的影響（Soc i e t a l

Implications of Nanoscience and Nanotechnology）」7)

というワークショップである。これは2000年９月、

NNI始動とほぼ同時期に開催され、産官学から自然科

学者、社会科学者、政策担当者が集まり、討論が行わ

れた。このワークショップの結論を受けた形で、各種

プログラムが開始された。現在はNNCOが全体調整を

行い、次のように各省庁が担当の製品・技術の安全性

に関する研究プログラムを推進している。8) ～ 12)

・労働環境：米国労働安全衛生局 OSHA

（Occupational Safety & Health Administration）、

米国国立労働安全衛生研究所 NIOSH（National

Institute of Occupational Safety & Health）

・医薬品：米国食品医薬品局 FDA（Food &

Drug Agency）

・ 食 品 ： FDA、 米 国 農 務 省 USDA（ US

Department of Agriculture）

・消費財：米国消費者製品安全委員会 CPSC

（Consumer Product Safety Commission）

・環境：米国環境保護庁 EPA（Environmental

Protection Agency）
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・標準化・計測：米国国立標準技術研究所 NIST

（National Institute of Standard & Technology）

NSF、米国エネルギー省 DOE（Department of

Energy）、米国国防総省 DOD（Department of

Defense）は研究センターを支援している。さらに

省庁連携プログラムとして、NTP（Nat iona l

Toxicology Program）、 NEHI（ Interagency

Working Group on Nanotechnology Environmental

& Health Implications）などがある。NTPは米国国

立衛生研究所 NIH（National Institute of Health）の

米国国立環境健康科学研究所 NIEHS（National

Institute of Environmental Health Sciences）、FDA

の米国国立毒性学研究センター NCTR（National

Center for Toxicological Research）、NIOSHを主要

メンバーとし、カーボンナノチューブ、量子ドット、

二酸化チタン、フラーレンのリスク評価を目的とす

る。NEHIはEPA、FDA、CPSC、OSHA、NIOSH、

USDAを主要メンバーとし、ナノテクノロジー産業

化に対して、既存の規制等またはその延長の適用が

適切か否かを評価することを目的とする。2004年の

NNIは環境に2,000万ドル強、社会・教育に2,000万ド

ル強、健康に8,000万ドル強、計約1.3億ドルの資金を

投入している（環境、健康はアプリケーション、イ

ンプリケーション両方を含む）。

米国の紹介の最後として、全米標準協会 ANSI

（American National Standard Institute）のナノテクノ

ロジー標準化パネル NSP（Nanotechnology Standard

Panel）（2004年９月発足）、13)NSFが支援するRice

Universityのナノテクセンター CBEN（Center for

Biological and Environmental Nanotechnology）を中心

とするICON（International Council on Nanotechnology）

（2004年10月発足）14)の発足を付け加える。いずれも産

官学連携による推進であり、特に後者はNGOもメン

バーとして含むことである。

22）欧州の取り組み
EUの社会的影響に関するプログラムとして、下

記の３つのプログラムがある。15)

・NANO-PATHOLOGY Project：診断法・機器の

開発、病理メカニズムの解明、病理学上の重要

性の検証。2001年12月１日開始、期間３年、資

金約100万ユーロで、主幹機関は Italian

Institute for the Physics of Matterである。

・NANODERM Project：ナノ材料の皮膚への影

響に関する研究。2003年１月１日開始、期間３

年、資金約11 0万ユーロで、主幹機関は

University of Leipzigである。

・NANOSAFE Project：生産プロセスから消費者

に至るまでのナノ材料のリスクアセスメント。

2003年４月１日開始、期間15ヶ月、資金約30万

ユ ー ロ で 、 主 幹 機 関 は N A N O G A T E

Technologies GmbHである。

NANOSAFEについては2004年６月に第１期が完

了し、現在第２期の立ち上げを準備中である。ここ

で第1期の概要を紹介する。16) , 17)本プロジェクトの目的

はナノ粒子に関して下記の活動を行う事である。

・ハザードの可能性に関する既存の情報の収集

・労働者、消費者および環境に及ぼすリスクの評価

・人体に及ぼすリスクのメカニズムの検討

・危険をできるだけ未然に防ぐための指針の構築

・規制対策のためのガイドラインの勧告

活動においては、WG１（粒経・形状、生産・出荷

プロセス）、WG２（産業・消費者による利用）、WG

３（粒子が放出されうる環境および条件）、WG４

（人体に及ぼす危険性、人体組織との反応メカニズ

ム）、WG５（推奨される防止策）、WG６（基準・規

制に関する勧告）の６つのワーキンググループが作

られ、ナノ粒子に関して、計測機器に求められる性

能、リスク評価の項目、労働者の安全対策、リスク

評価のフローチャート、人体への影響、規制のフレ

ームワーク・方法について議論された。人体への影

響に関しては、肺、腸から吸収される可能性がある、

それと比較して皮膚の透過は起こりにくい、体内の

どこに分布するかはナノ粒子の表面性状に依存する、

普遍的なナノ粒子は存在せず個々の材料は個別に評

価されなければならない、などの結論が得られた。

本プロジェクトの成果は、ドイツ技術者協会 VDI

（Verein Deutscher Ingenieure）が編集した「ナノマ

テリアルの産業への適用－チャンスとリスク、テク

ノロジー分析（Industrial application of nanomaterials

- chances and risks, Technology analysis）」（2004年８

月）18)の中にもまとめられている。

上記のプログラム以外にも、EUの調査・ワーク

ショップ活動をまとめた報告書が刊行されている。

例えば「第４回ナノフォーラム報告書：ナノテクノ

ロジーの利益、リスク、倫理的・法的・社会的側面
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（4th Nanoforum Report: Benefits, Risks, Ethical, Legal

and Social Aspects of NANOTECHNOLOGY）」

（2004年6月）、19)および「ナノテクノロジー：ブリュ

ッセルでのワークショップによる予備リスク解析

（NANOTECHNOLOGIES: A PRELIMINARY RISK

ANALYSIS ON THE BASIS OF A WORKSHOP

ORGANIZED IN BRUSSELS ON 1-2 MARCH

2004）」（2004年3月）20)などが代表的である。前者はナ

ノフォーラム（nanoforum、EUのナノテクノロジー

ネットワーク）による、2004年６月時点での欧州の

議論の総括であり、後者はEC主催のワークショップ

のレポートであり、17人の専門家による討論、提言

がまとめられている。

一方、欧州各国についても研究開発と同様、社会

的影響に関する活動がある。ここでは報告書として

国内外から大きな反響を呼んだ、英国の「ナノサイ

エンスとナノテクノロジー：機会と不確実性

（Nanoscience and nanotechnologies: opportunities and

uncertainties）」（2004年７月）21)を紹介する。これは英

国政府の委託を受けて行われた英国王立協会および

英国工学アカデミーによる調査の報告書である。数

回のワークショップを経て、延べ221人の専門家、大

学、企業など151機関から意見を聴取し、さらに一般

市民の意識調査も行われた。報告書のまとめとして、

ナノテクノロジーの産業利用、健康・安全・環境へ

の悪影響の可能性、規制問題、社会・倫理的問題、

ステークホルダーおよび市民との対話、責任ある研

究開発の観点から21の勧告（Recommendations）が

提言された。22) , 23)

ナノテクノロジーの産業利用の現状については、

まだ既存製品の改良の段階としている。健康・環境

への影響については、ナノ粒子・ナノチューブの製

造過程における労働者の吸入や環境汚染が問題とさ

れているとしている。これに対して勧告では、第三

者によるリスク評価、研究協議会の資金援助、リス

ク情報が不足している段階での有害物質としての取

り扱い、ライフサイクル全体にわたるリスク評価、

情報公開、規制における新規化学物質としての取り

扱い、などが提言されている。

また一般市民の意識調査では、ナノテクノロジー

について聞いたことがあると答えた人は29%、何ら

かの形でナノテクノロジーの定義について言及した

人は19%という結果であった。そのうち68%は将来

ナノテクノロジーが生活を豊かにしてくれると感じ

ており、悪化すると思う人は4%であった。これに対

して勧告では、ナノテクノロジーに関する公開討論

会および総合的・定量的な社会科学研究が提言され

ている。

33）国際的連携とその要点
ナノテクノロジーの社会的影響に関する取り組み

においては国際協力が不可欠であり、近年、国際的

討論が活発化している。ここでは最近行われた代表

的な国際会議およびそこでの討論の概要を紹介する。

①責任あるナノテクノロジー研究開発に関する国

際対話：International Dialogue on Responsible

Research and Development of Nanotechnology

（2004年６月16～18日、米国、ヴァージニア州アレキ

サンドリア）

NSFのRocoの呼びかけにより、世界25カ国および

ECの科学技術政策関係者が集まった。各国のナノテ

クノロジー政策を紹介するとともに、a）環境、b）健

康および安全、c）社会、経済、倫理的側面、d）発展

途上国におけるナノテクノロジーの４つのトピック

スについてのワークショップ、および国際的枠組み

作りに向けた討論を行った。9)この会議は毎年１回行

われることになり、次回はブリュッセルで行われる

予定である。

②第７回ナノマテリアル国際会議（NANO 2004）：

7th International Conference on Nanostructured

Materials（2004年６月20～24日、ドイツ、ヴィースバ

ーデン）

「ナノテクノロジーのチャンスとリスク（Chances

and Risks of Nanotechnology）」という題目でパネル

ディスカッションおよび講演セッションが行われ

た。24)パネルディスカッションではRoco、Tomelliniな

ど米国、欧州の代表者およびグリーンピースの代表

者などがパネリストとして参加した。25)また先に紹介

したEUのプログラムNANOSAFEの報告会も併行し

て行われた。

③ナノマテリアルが労働衛生に及ぼす影響に関す

る第１回国際シンポジウム：First International

Symposium on Occupational Health Implications of

Nanomaterials（2004年10月12～14日、英国、ダービ

シャー州バクストン）

この会議の最大の特徴は、英国安全衛生研究所
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（HSL）と米国国立労働安全衛生研究所（NIOSH）

の共同開催という、労働安全衛生を担当する研究所

が主催する世界で初めてのナノテクノロジーの国際

会議であること、と言ってよい。26)科学技術政策関係

者、毒性学者、安全衛生機関の講演に引き続き、４

つのグループに分かれて計測、管理、規制等に関す

るワークショップが行われた。

これらの会議をはじめとする国際会議において最

も頻繁に討論の対象となるのが、ナノ材料のリスク

評価・管理である。現時点では顕在したリスクは知

られていないし、供試材料、試験方法ともに標準化

されたものはない。したがって体系的なデータの量

が不十分であり、まだ具体的なリスク判断を行える

段階にはない。個別の研究としては、毒性を示唆す

るような実験結果の報告もある。27)しかしこれらを

すぐにリスク判断に結びつけることは不適切であ

る。今後、体系的・戦略的な研究が必要とされてい

る。28) ～ 30)

これまでに紹介した会議、報告書によると、概ね

関係者の間に以下のような合意が得られている。

・ほとんどの議論はナノ材料の定義に始まる。そ

の代表寸法（粒子ならば直径、繊維ならば断面

直径、膜ならば膜厚）は100ナノメートル以下

であるものをナノ材料とする。

・安全衛生の専門家にとってよりなじみのある

「超微粒子（ultra fine particles）」に関する知見

は十分に活かされるはずである。

・ナノ材料がバルク材料のようにマトリックス中

に完全に固定されているか、コーティングのよ

うに剥離する可能性があるか、あるいは自由に

動き回れるか、ということも評価を行う上で重

要な分類である。

・人体・環境への影響という観点からは、医療用、

例えばドラッグ・デリバリー・システム（DDS）

のように、意図的に人体に入れるものと、粉塵

のように、不可避的に人体に取り込まれるもの

に大きく分類される。

・化学式は同じでもバルク材料とナノ材料は異な

るものとして扱うべきである。

・ディーゼル排ガス粒子のような非意図的に生

成・放出されるナノ粒子と、工業用ナノ粒子の

区別も適宜必要とされる。

・暴露に関して優先的に検討しなければならない

のは、図１に示すように、1）ナノ材料に触れる

可能性が最も高い労働者の安全衛生、2）製品・

技術の受け手である消費者の安全衛生、3）生態

系・環境の保全である。ナノ材料はプロセスの

上流から下流に向かうに従い、サイズは凝集等

により増加する傾向にある反面、蓄積、変質の

可能性が大きくなる。

・ナノ材料のリスク評価・管理・コミュニケーショ

ンの基本的な考え方は、従来の化学物質、食品に

適用されるものをベースにできる（新しい概念を

導入すべきである、という意見もあるが、具体的

にそれが必要である場合について著者は聞いたこ

とがない）。

・ナノ材料の生体影響評価のフローチャートの例

として図２を示す。これは「ナノ材料としての

評価・必要度」を判定するものであり、絶対的

なリスクの大小を意味するものではない。対象

とする材料が水溶性であれば、従来の評価方法

が適用可能であるので、新たな評価・管理方法

の必要性は小さい。アスペクト（縦横）比の増

加によりアスベストと同様に肺などに刺さる可

能性が高くなる。さらにハザードが確認された

場合には毒性、サイズの影響、用量反応関係な

どを把握する必要がある。

・リスク管理の全体図を図３に示す。リスクはハ

ザードと暴露のかけ算であり、ハザードを有す

る場合でも暴露の可能性が低ければリスクは小

さい。市民とのコミュニケーションはリスク評

価・管理の各段階で必要である。

・「予防原則（precautionary principle）」につい

ては、それを重視するEU（英国を除く）と、

英国、米国の間に温度差が感じられた。評価方

法に関しても総じて言えば、前者があらゆるナ

ノ材料を対象とする評価手法の確立を目指す一
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図１　ナノ材料のリスク評価・管理において優先されるべき課題21)



方、後者は万能な評価方法は存在せず、おのお

のの材料と作用条件の組み合わせについて最適

な方法を見いだすべき、31)という考え方のようで

ある。
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11）はじめに
物質・材料分野で過去10年間に論文を発表した我

が国の研究機関は、民間企業に所属する研究所を除

くと、7つの公的な研究機関及び約40の大学である。

これら物質・材料研究に携わる全ての研究機関を

述べることは紙面の制限から不可能であるため、本

報では、一部の公的な研究機関と大学研究所に限定

し、我が国の物質・材料研究に携わる研究機関を比

較する。

22）物質・材料研究に関わる公的な研究機
関の比較

我が国の物質・材料研究は、公的な研究機関では、

独立行政法人物質・材料研究機構（文部科学省所管）

で広範囲な基礎研究及び基盤的研究開発が、独立行政

法人理化学研究所（同省所管）と独立行政法人産業技

術総合研究所（経済産業省所管）の一部の研究部門で

実用化研究が実施されている。

物質・材料研究機構、理化学研究所及び産業技術

総合研究所の比較を表１に示す。1) ～ 3) 物質・材料研

究機構は、物質・材料科学技術に関する基礎研究及び

基盤的研究を行うことを業務とするのに対し、理化学

研究所は科学技術に関する試験及び研究を行うこと

を、産業技術総合研究所は鉱工業の科学技術に関する

研究開発及びこれらに関連することを、業務としてい

る。

３研究機関の予算を比較し図１に示す。産業技術

総合研究所の予算が最も大きく約1,210億円であり、

次いで理化学研究所（約840億円）、物質･材料研究

機構（約230億円）であった。

物質・材料研究機構では、第二期科学技術基本計画

に掲げられている重点4分野の一つであるナノテクノ

ロジー・材料分野における研究開発を推進するため、

以下の4領域を、2001～2005年度の中期目標期間中に

機構が取り組むべき重点研究開発領域としている。

・ナノ物質・材料

・環境・エネルギー材料

・安全材料

・研究基盤・知的基盤の充実

一方、理化学研究所では、大型の高輝度放射光施

設（SPring-8：後述）を利用し、電子状態、磁性状

態、ナノ物性を研究することによる新物質の探索を
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支出�
1,210億円�

支出�
840億円�

支出�
231億円�

直接研究費�
42,163

単位：百万円�

間接部門経費�
14,117

人件費�
34,945

施設整備費補助金�
3,340

融合的連携研究�
3,078

脳科学�
9,728

ゲノム科学�
8,006

植物科学�
1,595

発生・再生�
5,214

受託等�
研究費�
8,399

成果普及活用�
3,032

人件費等�
11,261

人件費�
59

業務経費�
107

受託研究費�
32

施設整備費�
3

借入償還金�
30

戦略的�
研究推進�
8,424

原子力�
5,859

先導的・�
基盤的研究�
4,018

ライフサイエンス�
2,547

遺伝子多型�
2,119

免疫・�
アレルギー�
3,864

播磨研究所/大型放射光�
6,813

施設整備資金�
貸付金償還時�
補助金�
26,410

3)2)1)

図１　物質・材料研究機構、理化学研究所及び産業技術総合研究所の支出予算比較（2004年度）1)～3)
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試みている。また、新機能性物質の創成を目的に、

物質の物性・構造・機能を原子・分子レベルで超精

密に制御する技術を開発し、光子を用いた新規ナノ

システム構築や、カーボンナノチューブ、フラーレ

ンなどの原子・分子を基本単位とし、これらを一つ

ずつ観測・操作・制御・加工する基盤技術の開発な

どがある。

産業技術総合研究所では、ナノテクノロジー分野

におけるナノメートル制御技術、デバイス・システ

ムの創製技術、マイクロナノ加工技術があり、超高

速・大容量情報処理技術の基盤となる複合機能原料

や新炭素材料、持続的な経済社会発展の基盤となる

精密制御高分子材料などの研究開発を行っている。

33）物質・材料研究に関わる大学の研究機
関例

大学に所属する研究機関として、国立大学法人の

東北大学金属材料研究所と大学共同利用機関法人の
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表１　物質・材料研究機構、理化学研究所及び産業技術総合研究所の比較1)～3)



自然科学研究機構分子科学研究所を取り上げ、その

概要を表２に示す。

東北大学金属材料研究所では、材料科学に関する

学理及びその応用研究を行うことを目的とし、材料

物性・材料設計・構造材料及び機能材料の創製・材

料プロセス及び評価などの研究開発を行っている。4)

分子科学研究所では、分子及び分子集合体の構

造・機能・反応に関して、原子及び電子のレベルに

おいて究明し、新たな現象や機能を予測・実現する

ことを目標とし、分子及び分子集合体の構造・機能

等に関する実験研究並びに理論研究を行っている。5)

予算について、東北大学金属材料研究所は約63億

円（2001年度）、分子科学研究所は約81億円（2003年

度）である。
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表２　東北大学金属材料研究所（IMR）及び自然科学研究機構分子科学研究所（IMS）の概要4),5)



44）物質・材料研究に関わる代表的な大型
研究施設

高エネルギー加速器研究機構の概要を表３に示

す。6) 高エネルギー加速器研究機構では、大学共同

利用機関としての素粒子原子核研究所、物質構造科

学研究所、加速器研究施設及び共通基盤研究施設を

設置し運営している。

一方、放射光利用研究促進機構の財団法人高輝度

光科学研究センターでは、図２に示すSPring-8と呼

ばれる大型放射光施設を有している。7) SPring-8は、

日本原子力研究所と理化学研究所が共同で建設を行

い、1997年10月から放射光の共同利用施設として供

用を開始している。SPring-8の運営は、財団法人高

輝度光科学研究センターが行っており、共用施設の

利用研究課題を募集・選定し、国内外の研究者等へ

施設を供用し放射光を提供する供用業務と利用促進

支援、原子配列・構造の解析、状態・成分の分析、

イメージング法による観察などの試験研究開発、施

設の運転・維持管理などを行っている。

予算について、高エネルギー加速器研究機構は約

403億円（2004年度）、高輝度光科学研究センターの

SPring-8は約105億円（2004年度）である。
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表３　高エネルギー加速器研究機構の概要



まとめ
1）物質・材料研究機構はナノ物質･材料など広範

囲な物質・材料研究に、理化学研究所は高輝度放射

光施設を用いた新物質の探索などに、産業技術総合

研究所はナノメートル制御やデバイス・システムの

創製技術及びマイクロナノ加工技術を生かしたナノ

テクノロジー研究開発などに特徴づけられる。

2）東北大学金属材料研究所では、材料物性・材料

設計・構造材料及び機能材料の創製・材料プロセス

及び評価などの研究開発を行っており、分子科学研

究所では、分子及び分子集合体の構造・機能等に関

する実験研究並びに理論研究を行っている。

3）高エネルギー加速器研究機構では、物質・材料

研究に関わる大型共同利用機関として、素粒子原子

核研究所、物質構造科学研究所、加速器研究施設な

どを設置し、SPring-８は放射光の共同利用施設とし

て、原子配列・構造の解析などを行っている。

引用文献
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図２　SPring-8の外観図（提供：SPring-8）
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11）アメリカ合衆国における科学研究予算
アメリカの物質・材料に関する基礎研究は、主に

エネルギー省 DOE（Department of Energy）の基

礎エネルギー科学局の材料科学部門 DOE-BES

（Basic Energy Sciences, Materials Science）及び全

米科学財団 NSF（National Science Foundation）の

数 学 物 理 科 学 局 の 材 料 科 学 部 門 NSF-MPS

（Mathematical and Physical Sciences, Materials

Research）から資金供与されている。1) ～ 3)2004年度は、

物質・材料研究に、DOE-BESから559百万ドル、

NSF-MPSから251万ドルの資金提供がなされた。

DOEは14研究機関を有するが、NSFは研究資金援助

を専らの業務とし、South Pole Stationなどの一部の

研究所を除き、研究機関を保有していない。

一方、商務省（Department of Commerce）には、

国立標準規格技術研究所 NIST（National Institute

of Standards and Technology）が所属し、材料科学

工学研究部門（Materials Science and Engineering）

などで、セラミックスやポリマーなどの物質・材料

研究が行われており、その研究予算は、63百万ドル

（2005年度要求予算）である。4)

本稿では、物質・材料研究に関わる研究機関を持

たないNSFを調査対象外とした。

22）DOE-BESにおける物質・材料研究の
位置づけ

DOEの研究開発は原子爆弾製造研究のマンハッタ

ン計画に端を発している。第二次大戦後、マンハッ

タン計画を引き継ぐために、1946年制定された原子

力法（Atomic Energy Act）により原子力委員会

（Atomic Energy Commission）が設立された。1974

年制定されたエネルギー再編成法（Ene r gy

Reorganization Act）により原子力委員会は撤廃され、

原子力規制委員会（Nuclear Regulatory Commission）

及びエネルギー研究開発課（Energy Research and

Development Administration）が設立された。現在

のDOEは、エネルギー省組織法（Department of

Energy Organization Act）により、米国第12番目の

省として1977年10月に設置された行政機関である。

DOEは本質的に国家安全保障機関である。DOEで

は、1970年代後半はエネルギー開発と規制に、1980

年代は核兵器の研究開発と製造に力点が置かれた。

冷戦後、DOEは核兵器複合施設の環境浄化、核の不

拡散、核兵器の財産管理、エネルギー供給と運搬、

エネルギーの効率化と保全に、力点が置かれた。

2003年9月発表されたDOEの戦略目標で、DOEの使

命を、合衆国の国家的・経済的・エネルギー面におけ

る安全保障を進展させ、これを支える科学・工学を進

歩させることとした。科学分野の全体目標は、国家エ

ネルギー安全保障におけるDOEのミッションを確実

に成功させるために必要な世界に誇る科学研究能力

（world-class scientific research capacity）を供給するこ

と、最先端の物理科学・生物学・医学・環境・計算科

学における知識を向上すること、国家の科学事業のた

めの国際的レベルの研究施設を提供することである。

同時に発表された中間目標では、物質・材料研究に関

し、2006年末を期限とするスパレーション中性子源の

建設完了、2008年末を期限とする５つのナノ科学研究

センターの稼動、2015年までの材料ナノスケールアセ

ンブリの理解による、原子毎に予測可能な特性を持つ

材料の開発、が挙げられている。

DOE-BES予算の2004年度実績を表１に示す。5)全体

予算991百万ドルのうち、559百万ドルが物質・材料

関連である。一方、DOE-BES全体予算の支出内訳は、

2006年度の要求予算（1,105百万ドル）では、図１に

示す通り、40%が大型施設の維持費、17%がインフ

ラに費やされ、大学と公的な研究機関の研究費はそ

れぞれ14%、26%である。

2004年のDOE-BESにおける材料科学工学分野の研

究費実績を表２に示す。研究費に261百万ドル（47%）
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が、施設運営費に298百万ドル（53%）が費やされた。

研究費261百万ドルの内訳を表３に示す。DOE-BES

所管の施設運営費を除く物質・材料研究費は多くの

研究分野に助成されており、Neutron and X-ray

Scattering（17.2%）、Experimental CondensedMatter

Physics（16.4%）、Materials Chemistry（15.5%）の

比率が大きい。

ナノスケール科学研究と水素イニシアチブ研究に
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表４　ナノスケール科学研究の予算推移（千$）5)

表２　材料科学工学分野の2004年実績内訳（千$）5)

表１　DOE-BESにおける2004年実績　（千$）5)

図１　DOE-BESにおける研究費内訳（2006年度予算要求）5)

表３　DOE-BESにおける物質・材料研究費の内訳（千$）5)



関する研究は、DOE-BESの重点テーマである。ナノ

スケール科学研究の予算推移を表４に、水素研究予

算の推移を表５に示す。

2004年度のナノスケール科学研究では、総額約２

億ドルのうち、材料科学工学研究費に74百万ドルが、

ナノスケール科学研究センターの建設費に84百万ド

ルが使われた。一方、水素イニシアチブ関連の物

質・材料研究に、2004年度は３百万ドル費やされた

が、DOEは今後大幅な予算増を要求している。

33）DOEにおける物質・材料研究に関わ
る研究機関

DOE所管の公的な研究機関は、図２の全米各地に

14箇所存在する。6)これらDOE研究機関の役割別分類

を表６に示す。また、DOE研究機関の創立年、運営

機関名、予算及び研究者数を表７に示す。

Lawrence Livermore、Sandia 及び Los Alamosの

３研究所は、いずれも予算規模が10億ドルを超える

巨大な研究機関であるが、兵器研究が主な研究対象

である。DOEの大半の研究機関において、物質・材

料研究が行われているが、最も物質材料研究が活発

な研究機関は、物質材料研究を専ら行うAmesと、多

くの分野に渉って研究開発を行うMulti-program研究

機関であるArgonne、Brookhaven、Oak Ridge、

Lawrence Berkeleyである。Multi-program研究機関

の一つであるPacific Northwestは化学主体の研究機

関であり、物質・材料研究の比率は小さい。Oak

Ridgeの予算（10億ドル）と人員規模（研究者1,500人）

は大きいが、Amesは、DOE研究機関の中では、予

算３億ドル、研究者数240人と比較的規模が小さい。

National Energy Technology Laboratoryを除き、

DOE所管の研究機関では、運営を大学あるいは民間

企業に委ねている。

DOEでは、2003年に制定した中期目標に則り、５

つのナノテクノロジー・ナノ材料研究センターを建

設中である。研究分野と目的を表８に、各研究セン

ターの所在地を図３に示す。放射光あるいは中性子

線を使った巨大研究施設を2008年末までに、これら

の５つの研究センターを稼動する予定である。

DOEの、各研究機関における物質・材料研究分野

を表９に示す。Ames 及び Oak Ridgeを含む多くの

研究機関で物質・材料研究が実施されている。
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図２　公的なDOE研究機関の所在地6)

表６　DOE研究所の役割別分類

表５　大統領による水素イニシアチブ研究の予算推移（千$）5)
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表８　DOEにおけるナノ材料・ナノテクノロジー研究センター

表７　DOE研究機関の2004年度予算と研究者数
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表９　DOE研究機関における物質・材料研究

分子ファウンドリー�
（Advanced Light 
Source 第二世代シン
クロトロン施設）�
【施設面積：8,505m2】�

ナノテクノロジー総合セ
ンター(複合半導体研究所、
ロスアラモス中性子科学
センター、強磁場研究所)�
【施設面積：8,550m2】�

ナノスケール材料センター
（Advanced Photon Source
第三世代シンクロトロン施設、
高強度パルス中性子源）�

ナノ組織材料科学セン
ター（スパレーション
中性子発生施設）�
【 施設面積：7,200m2】�

ナノ機能材料センター
（シンクロトロン軌
道放射光施設、レー
ザー・電子加速施設）�

ローレンス・バークレイ�
国立研究所�

アルゴンヌ国立研究所�

オークリッジ国立研究所�

ブルックヘブン国立研究所�

サンディア国立研究所・�
ロスアラモス国立研究所�

図３　DOE所管のナノ材料・ナノテクノロジー研究センター



44）DOE以外の主な物質・材料研究機関
国立標準技術研究所 NIST（National Institute of

Standards and Technology）は、1901年に創立され

たアメリカ商務省傘下の連邦政府機関であり、生産

性の向上・貿易の円滑化・生活の質の向上のために

産業界で必要とされる科学技術・測定方法・標準規

格を開発することをミッションとする。4)

NISTは、NIST研究機関・Baldrige National

Quality Program・ Manufacturing Extension

Partnership・Advanced Technology Programの4分

野に分かれ使命を遂行する。NIST研究機関では、

技術インフラの進展とアメリカ産業界に必要とされ

る研究開発を行う。Baldrige National Quality

Programでは、アメリカ製造業・サービス企業・教

育機関・医療機関の向上を促進させることを目的と

した表彰を、毎年行っている。Manufacturing

Extension Partnershipは、中小企業に技術とビジネ

ス支援を提供するローカルセンターの全国ネットワ

ークである。Advanced Technology Programは、民

間企業の研究に共同出資することにより、革新的な

技術を進展させるものである。

NISTの2005年度予算を図４に示す。NISTの総予

算は858百万ドルであり、うちNIST管轄の研究所経

費は373百万ドルと最も多い。次いで、産業界の技

術サービス予算244百万ドルであり、内訳は

Advanced Technology Program 137百万ドル、

Manufacturing Extension Partnership 108百万ドル

となっている。NISTの総職員数は約3,000人である。

NIST研究機関における物質・材料研究を表10に

示す。Materials Science & Engineering Laboratory

主体にセラミックス、金属、ポリマーの研究が行わ

れている。

DOEとNIST以外では、軍関連研究所（海軍・陸

軍・空軍）、及びNASA所轄の研究機関がある。概

要を表11に示す。7) ～ 10)これらの研究所では、金属・セ

ラミックス・ポリマーなどの実用化研究が行われて

いる。

55）まとめ
1）アメリカの物質・材料に関する基礎研究は、主

にエネルギー省の基礎エネルギー科学局及び全

米科学財団の数学物理科学局から、研究資金が

配分される。

2）エネルギー省は14研究機関を有し、物質・材料

の基礎研究が活発に実施されるのは、物質材料
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図４　NISTの2005年度予算4)

表10 NISTにおける物質・材料研究4)



研究を専ら行うAmesと、Multi-program研究機

関であるArgonne、Brookhaven、Oak Ridge、

Lawrence Berkeleyである。

3）エネルギー省は、放射光あるいは中性子線を使

った５つのナノテクノロジー・ナノ材料研究セ

ンターを建設中であり、2008年末までに稼動す

る予定である。

4）アメリカ商務省傘下の国立標準技術研究所は、

科学技術・測定方法・標準規格を開発すること

をミッションとし、Materials Science &

Engineering Laboratory主体にセラミックス、

金属、ポリマーの研究が行われている。

引用文献
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7)

8)

9)

10)

10)

表11 DOE及びNIST以外の物質・材料研究に関わる公的研究機関（1ドル＝1１0円）7) ～ 10)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

FY 2006 BES Budget Request（2005年２月）.

http://www. er. doe. gov/production/bes/

archives/budget/BES_FY2006budget. pdf

DOEホームページ（Map of National Labs）.

http://www. er. doe. gov/sub/organization/

map/static-map. JPG

US Naval Research Laboratoryホームページ

http://www. nrl. navy. mil/

Army Research Officeホームページ

http://www. aro. ncren. net/

Air Force Research Laboratory

http://www. ml. afrl. af. mil/

NASAホームページ

http://www. nasa. gov/

1)

2)

3)

4)

DOEホームページ

http://www. energy. gov/engine/content. do

DOE Basic Energy Science Officeホームページ

http://www. er. doe. gov/production/

bes/BES. html

NSFホームページ

http://www. nsf. gov/

NISTホームページ

http://www. nist. gov/



11）ドイツの科学技術機構
ドイツの科学技術機構図を図１に示す。マックス

プランク学術振興協会（マックスプランク協会と略

す）、フラウンホーファー応用研究促進協会（フラウ

ンホーファー協会と略す）、ヘルムホルツドイツ研究

センターなどは連邦教育研究省に所属する。公的研

究機関における物質・材料研究は、主にマックスプ

ランク協会の一部研究所、フラウンフォーファー協

会の一部研究所、ヘルムホルツドイツ研究センター

に属するカールスルーエ研究所などで実施されてい

る。一方、物質・材料の研究試験所であるBAM連邦

材料研究所は連邦経済技術省に属している。

22）ドイツの公的な研究機関
ドイツの物質・材料研究に携わる代表的な公的研

究機関を表１に示す。1) ～ 4)マックスプランク協会は

1948年に創立され、金属研究所（Institut fur

Metalforschung）や鉄鋼研究所（Eisenforsch GmbH）

など78研究所を有するが、科学だけでなく、生物学

（426研究部門）、物理学（379部門）、天文学・宇宙物

理学（105部門）、歴史・社会科学（98部門）、化学

（96部門）などを含む総合的な学術組織である。1)連邦

政府からの交付割合は、約95%であり、ドイツの公的

な研究機関の中で最も大きく、基礎研究が主体であ

る。本協会の2004年度予算の支出割合は、図２に示
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ドイツ
日本・米国・欧州諸国の公的研究機関

兵藤　知明、Oliya V. Owen 国際室
01

3

研究者内数�

研究者内数�

研究者内数 約�

にポリマー�

ユ�

ユ�

ニット�

ニット�

表１　ドイツ公的研究機関における研究者数及び研究予算（1ユーロ＝130円）

図１　ドイツの科学技術機構図



す通り、人件費40%、維持費21%、プロジェクト13%

などである。

マックスプランク協会及びフラウンホーファー協

会における研究資金と研究対象の比較図を図３に示

す。2)フラウンホーファー協会は、実用化研究が多く

連邦政府などの公的資金の割合は約40%にとどまっ

ている。フラウンホーファー協会における収入源の

経年変化を図４に示す。産業界からの収入は、10年

前に比べ約２倍に増加している。図５に、フラウン

ホーファー協会の研究分野別人数を示す。フラウン

ホーファー協会では、情報・通信技術、マイクロエ

レクトロニクスに次いで、材料・部品研究分野が第

三位であり、約1,300人であった。図６にフラウンホ

ーファー協会における収入源の内訳を示す。研究費

は、Basic funding、産業界と契約した研究費、連邦

政府・地方政府からのプロジェクト研究費のほぼ３

等分となっている。

カールスルーエ研究所は、1956年に創立され、交

付金の割合約40%の内訳は、連邦政府９：Baden-

Württemberg 州１である。3)基礎研究とともに実用化

研究にも注力しており、産業界と約650件の共同事

業がある。カールスルーエ研究所の研究分野別の比

率を表２に示す。地球・環境、エネルギー、キーテ

クノロジー（ナノテクノロジーが含まれる）がそれ

ぞれ25%の比率を占めている。

BAMが現在の研究所の体制となったのは、1954年

である。BAMは、基礎研究機関と試験機関の２面

性を持ち、研究成果は論文450件・講演900件

（Lectures and short courses）・試験レポート6,000

件となっている。標準サンプル作製や破断材料など

の事故調査が業務の重きを占めており、ナノテクノ

ロジー分野ではナノ材料の評価を行っている。総人

数は計1,670人であり、うちパーマネント職員1,174人
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図４　フラウンホーファー協会における収入源の変化2)

Personnel costs

Allocations

Construction expenditure

Other investments

Project funding

Other operating coasts

40%

21%

13%

11%

8%

7%

図２　マックスプランク協会の2004年度支出割合1)

図３　マックスプランク協会とフラウンホーファー協会の研究
資金及び研究対象の比較2)

図６　フラウンホーファー協会の収入源の内訳2)

図５　フラウンホーファー協会の研究分野別人数（2003年）2)



の約６割が研究者である。

BAMでは約200件の研究プロジェクトが行われて

いるが、表３に示すTechnical and public safety、

Materials technologies、Analytical chemistry、

Technical and scientific service function、

Environmental compatibilityの5研究分野に分類され

る。研究分野では安全関連の研究分野に従事する研

究者が40%と多く、次いで材料工学の20%であった。

業務内容別の研究者割合を表４に示す。研究開発に

59%、コンサルタント業務に20%、試験・分析に14%

の研究者が従事している。

33）ドイツ公的研究機関における物質・材
料研究

マックスプランク協会、フラウンホーファー協会、

カールスルーエ研究所及びBAM連邦材料研究所の

物質・材料研究部門を表５～８に示す。

マックスプランク協会では、５研究所において、

金属・鉄鋼・コロイド・生体材料・ナノ材料・ポリ

マーなどの研究が行われている。フラウンホーファ

ー協会では、材料部品研究所（Materials and

components Institutes）、ナノテクノロジー研究所

（Nano technology Institutes）などで物質・材料研究

が実施されている。カールスルーエ研究所は、11研

究センタープログラム（Research Center Programs）

と22研究所に分かれて、ナノテクノロジーや物質構

造などについて研究開発を行っている。BAM連邦

材料研究所では物質・材料研究、試験、事故調査を

専らの業務としている。

44）まとめ
ドイツでは、連邦教育研究省に所属し、基礎研究

主体のマックスプランク学術振興協会及びカールスル

ーエ研究所、実用化研究主体のフラウンフォーファー

応用研究促進協会、連邦経済技術省に属するBAM連

邦材料研究所で、物質・材料研究が行われている。

引用文献
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表２　カールスルーエ研究所の研究分野別比率3) 表３　BAMの研究分野別の研究者割合4)

表４　BAMの業務別の研究者数4)

1)

2)

3)

4)

マックスプランク協会ホームページ

http://www. mpg. de/

フラウンフォーファー協会ホームページ

http://www. fraunhofer. de/fhg/EN/index. jsp

カールスルーエ研究所ホームページ

http://www. fzk. de/

BAM連邦材料研究所ホームページ

http://www. bam. de/
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表５　マックスプランク協会の物質・材料研究1)

表８　BAM連邦材料研究所の物質・材料研究4)

表６　フラウンホーファー協会の物質・材料研究2)

表７　カールスルーエ研究所の物質・材料研究3)



11）フランスにおける公的な物質･材料研
究機関

フランスの民生研究開発予算において、CNRS

(Centre National de la Recherche Scientifique) は全

予算90.4 億ユーロの約25%を占め、次いで単独の研

究機関ではCNES (French Space Agency、約15%)、

CEA (Atomic Energy Agency、約10%) の順となっ

ている。1)本項では、宇宙開発機構であるCNES を検

討対象外とし、物質･材料に関する論文を著してい

るCNRS及びCEAについて研究体制を比較する。

CNRSとCEAの研究者数及び研究予算を表１1) , 2)に

示す。CNRSは基礎研究主体であり、CEAは実用化

研究主体である。

22）CNRS における物質･材料研究
CNRSは1939年に創立され、2000年以降技術研究

省 MRT （Ministére de la Recherche et de la

Technology）に属する。CNRS の収入源を図１に示

す。技術研究省からの交付金は約77%であり、さら

に11%の付加価値税補正補助金が加わる。一方、

CNRSが他機関から得る研究契約金や特許権使用料

による資金は約12%である。

CNRS における支出割合を図２に示す。支出の大

半は、研究ユニットの給与（62%）と支援業務の給

与（14%）であり、研究所の資金と研究プログラム

に約24%費やされる。

CNRS の組織図を図３に示す。CNRSは８研究部門

（Engineering Sciences など）に分かれており、これ

らの研究部門が約1,260の小ユニットに細分さている。

分野別に分類した小ユニット数を表２に示す。研究

ユニットの名にmatériaux（material）、métallurgie

（metallurgy）、nano 、polymères（polymer）、
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日本・米国・欧州諸国の公的研究機関
兵藤　知明　国際室

01
4 フランスにおける物質・材料研究に関わる公的研究体制

図１　CNRSの収入源（2002年）1)

表１　フランスCNRS及びCEAにおける研究者数及び研究予算（１ユーロ＝135円）1) , 2)

図２　CNRSにおける支出内訳（2002年）1)



céramiques（ceramics）、molécule（molecule）を含

むものは、約90ユニットであり、約7%の研究ユニッ

トが物質･材料研究に従事すると推定される。

33）CEA における物質･材料研究
CEA では、研究ユニットは民生用と軍事用に大別

され、実用化研究開発を進めている。2)2003年におけ

るCEA の収入実績を表３に示す。助成金の割合は民

生用で約60％、軍事用で98%である。約40ある研究

部門の中で、物質･材料関連は７部門であった。

まとめ
(1)物質･材料研究に携わるフランスの公的な研究

機関は、CNRS及びCEAであり、各研究所全体

の予算はそれぞれフランス民生研究予算の約

25%、約10%を占める。

(2)CNRSは基礎研究主体であり、約1,260の全研究

ユニットのうち約90ユニットにおいて、物質･

材料研究が行われている。

(3)CEAは、エネルギー、IT・Health technology、

軍事が研究の柱であり、民生と軍事研究予算の

比率は、約15 億ユーロ：約13 億ユーロである。

引用文献

57

日
本
・
米
国
・
欧
州
諸
国
の公
的
研
究
機
関

0101

表３　2003年におけるCEA の収入実績2)
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Chemical
Sciences
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Offices
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Accoutants
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Accounting
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Office
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Secretary-
General

Humanities
and Socil
Sciences

Physical
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Mathematics

Ethics
Committee

図３　CNRSの組織図1)

表２　分野別の研究ユニット数1)

1)

2)

CNRSホームページ：http://www. cnrs. fr/

CEAホームページ：http://www. cea. fr/



11）CSIC概要
CSICは、教育科学省（Ministerio de Educación y

Ciencia）が主管するスペイン最大の公的な基礎研究

機関であり、表１に示す120センターから成る。1) ス

ペインの公的研究機関において、CSICが基礎研究主

体であるのに対し、CIEMAT（Centro de Investi-

gaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas）は実用化研究を主体とする公的研究

機関である。

CSICは、数年毎に制定される基本計画（National

Plan for Scientific Research and Technological

Development）に基づき活動している。ナノテクノ

ロジー研究は、最近着手されたためNational Actと

して活動しているが、次回のNational Planに含まれ

ると考えられる。National Planは、Commission 12人

によって決められる。うち、６～７人が科学者（大

学教授や民間企業の研究者）である。

CSIC全体の人数は、合計11,115人であり、うち2,063

人が正規職員である。CSIC全体の予算規模は110.9百

万ユーロ（2002年：150億円　@¥135/€）であり、う

ち物質・材料研究予算は約11.6百万ユーロである。

22）CSICにおける物質・材料研究
CSICでは、表２に示す９研究所が物質・材料研究

を行っている。2) ポスドクも含めた全職員数は1,282

人である。各研究所の位置を図１のスペイン地図上

に示す。物質・材料研究を行うCSIC研究所はマドリ

ッドに５ヶ所、バルセロナ、サラゴサ、セビラ、サ

ンセバスチャンに各１ヶ所存在する。

９研究所の特徴を表３に示す。マドリッドにある

５つの研究所のうち４研究所（CENIM、ICV、

ICTP、IETCC）は、それぞれスペイン経済を支え

る金属、セラミックス、ポリマー、建築構造物につ

いて、産業界と密接に連携し研究を行っている。一

方、バルセロナ（ICMAB）、マドリッド（ICMM）、

セビラ（ICMS）は、より基礎研究を志向しており、

バルセロナとセビラでは大学と密接に連携する。サ

ラゴサ（ICMA）とサンセバスチャン（UFM）のい

ずれも大学との連携は密接だが、研究所運営に関す
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表１　CSICの各研究部門における研究センター数1)

表２　物質・材料研究に携わるCSIC研究所



る情報は乏しく特徴は不明である。

９研究所の職員数を表４に示す。ホームページに

職員数が記載されている７研究所において、ICMS

（セビラ）が69名と最も少なく、ICMM（マドリッド）

が340名と最大であり、この２研究所を除く平均職

員数は約190名である。CENIM（マドリッド、金属

研究）、IETCC（マドリッド、鋼構造物研究）では、

テクニシャン以外に研究助手が多く在籍する。在籍

数が公表されている７研究所では、学生の比率が11

～40%と高いのが特徴である。CSIC研究所ではディ

レクターの研究者が大学教授を兼任し大学との連携

が強いため、学生がCSIC研究に従事しやすい環境に

あると思われる。

CSIC研究所の形態は、①CSIC単独、②CSIC 50%+

大学50%、③CSICに複数の大学が付属、の３種類あ

る。①は古い組織に見られ現在は少ない。CSICと大

学との連携は活発化しており、②が最近増えている。

CSIC研究所と近隣大学の教授を兼任する場合、その

給与は全額CSICから支払われる場合とCSICと大学が

分担して給与を支払う場合がある。

33）代表的なCSIC物質・材料研究所の研
究体制

本項では、バルセロナ材料科学研究所（ICMAB）、

マドリッド材料科学研究所（ICMM）及びマドリッド

国立中央金属研究所（CENIM）について、各研究所

の組織構成及び予算配分などについて詳細に述べる。

（1）バルセロナ材料科学研究所（ICMAB）

バルセロナ材料科学研究所には、194名（内正職

員研究者40名）が在籍する。総予算は、7.59百万ユ

ーロ（10.2億円　@¥135/€）であり、内訳は交付金

58%、National Plan13%、競争資金10%、企業からの

資金５%である。

バルセロナ材料科学研究所には、研究活動を評価

する外部組織として、International Scientific

CommitteeとFAMEがある。前者は、CSICの各研究

機関のDirectorと面会し、４年毎に１週間かけて研

究内容を精査し、評価報告書を発行するものである。
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表４　物質・材料研究に携わる９研究所の在籍人数1)

表３　物質・材料研究に携わる９研究所の在籍人数1)

図１　物質・材料研究に携わるCSIC研究所の所在地1)



一方、FAMEは2004年からスタートしたものであり、

欧州各国の20グループを構成メンバーとして

InterconnectionとIntegrationについて検討し、各国

が同じテーブルについて５百万ユーロをIntegration

に費やすものである。

バルセロナ材料研究所では、MATGASなる新組

織が設立された。CSICの本分は基礎研究であるが、

MATGASはバルセロナ研究所に隣接した全く新し

い施設にて実用化研究（Gases and Materials）に注

力するものである。民間企業のCarburos Metalicos

（アメリカ Air Products and Chemicalsが60%出資）

が資金の66%、CSICが22%、バルセロナ材料科学研

究所が12%出資し、2004年中に新築の建物が完成し、

2005年初より研究設備を搬入、2005年６月に開所さ

れる予定である。

（2）マドリッド材料科学研究所（ICMM）

マドリッド材料科学研究所の在籍者340名は、物

質・材料研究に携わるCSIC研究所の中で最大であり、

正職員の在籍人数に占める割合は約37%であった。

当研究所における2002年の総予算13.4百万ユーロ

（18.1億円　@¥135/€）のうち、CSIC交付金は61.2%

であり、企業からの収入は1.7%であった。当研究所

の2002年予算における費目別の割合を図２に示す

が、総額13.4百万ユーロの内、人件費51.6%、研究プ

ロジェクト費用36.9%であった。

（3）マドリッド国立中央金属研究所（CENIM）

マドリッド国立中央金属研究所には272名在籍し、

教授と研究者の総数は51名である。うち教授は７名

在籍し、51名の過半数（27名）がTenured scientists

（終身在職権のある研究者）である。

プロジェクト数は、68件（1994年）から130件

（2003年）と10年間で約2倍に増加したが、2003年に

は、図３に示すようにNational institutions（スペイ

ン政府）及び民間企業の出資がそれぞれ1/3、欧州

連合がスポンサーとなるプロジェクト件数は約1/6

である。

本研究所の2003年予算は8.1百万ユーロ（10.9億円

@¥135/€）であり、約６割が人件費であった。

まとめ
(1) CSICにおける120研究センターの中で、物質材

料研究を行う研究センターは９研究所であり、

中でも基礎研究に特化するのは、ICMAB（バ

ルセロナ）、ICMM（マドリッド）及びICMS

（セビラ）の３研究所である。ICMAB（バルセ

ロナ）は、産業界と連携し設立したMATGAS

が2005年6月に開所される運用開始されること、

ICMM（マドリッド）では340名在籍し、CSIC

における物質・材料研究を行う９研究センター

の中で最大であることに特徴がある。

(2) マドリッドにあるCENIM（金属研究）、ICV

（セラミックス）、ICTP（ポリマー）、IETCC

（鋼構造物）は、産業界に密接に連携し基礎研

究を行う研究センターである。

引用文献

60

各
国
の
物
質
・
材
料
研
究
に

関
わ
る
公
的
な
研
究
機
関

ⅢⅢ
8×106

Euros

給与�
51.6%� 研究�

プロジェクト�
38.9%�

Total：13,434,154 Euros

経常予算�
5.0%�

Sa
lar
ios
 de
 Pe
rso
na
ly 
S.S
.�

Sa
lar
ies Pre

su
pu
es
to 
Or
din
ari
o�

Or
din
ary
 Bu
dg
et

Ay
ud
as
y A
cc
ion
es
 Es
pe
cia
les
�

Ex
tra
ord
ina
ry 
Bu
dg
et

Pro
ye
cto
s d
e I
nv
es
tig
ac
ion
�

Re
se
ac
h P
roj
ec
ts

特別予算�
6.5%�

6×106

4×106

2×106

8×106

6×106

4×106

2×106

図２　マドリッド材料科学研究所の2002年予算内訳2)

図３　マドリッド国立研究所における出資機関別の研究プロジェ
クトの割合2)

1)

2)

CSIC Annual Report 2002.

CSIC各研究所ホームページ

http://www. icmab. es/org/cat/index. html

http://www. icmm. csic. es/eng/など



２. (２)１)では日本、米国、EC、ドイツ、フラ

ンス、英国のナノテクノロジーにおける研究政策の

概要を紹介した。本節では、これらの国の新たな公

的プログラムにより設立されたナノテクノロジー研

究拠点を紹介する。ナノテクノロジー研究開発の最

大の特徴の一つはナノスケール領域における異分野

学問の融合である。その促進のための体制として、

情報・インフラの中核研究拠点およびそれを取り巻

く機関から成るネットワーク（クラスター、コンソ

ーシアムなどとも呼ばれる）の形成が重視される。

このような体制は産学官連携による事業化・産業化

の加速の観点からも強く指向される。

11）日本の新たなナノテクノロジー研究拠点
日本では第二期科学技術基本計画に基づき、重点

四分野の一つであるナノテクノロジー・材料分野に

おいて新しい施策が開始され、新たなナノテクノロ

ジー研究拠点が創成された。その代表的なものを以

下に紹介する。

（１）ナノテクノロジー総合支援プロジェクト

本プロジェクトは産学官すべての研究者を情報・

インフラ両面において支援すべく、文部科学省によ

り2002年度に開始された。1)情報支援は物質・材料研

究機構内に設立されたナノテクノロジー総合支援プ

ロジェクトセンターが受け持ち、ホームページ、メ

ールマガジンによる情報発信、シンポジウム、セミ

ナーの開催、海外研究者との交流プログラムなどを

行っている。一方インフラ支援に関しては次の14の

研究機関が４種類の大型・最先端施設を共用施設と

して外部の研究者に対して利用機会を無償で提供し

ている。

① 超高圧透過型電子顕微鏡

・物質･材料研究機構

・東北大学／金属材料研究所

・大阪大学／超高圧電子顕微鏡センター

・九州大学／超高圧電子顕微鏡室

② 極微細加工・造形

・産業技術総合研究所

・早稲田大学／ナノテクノロジー研究所

・東京工業大学／量子ナノエレクトロニクス研究

センター

・広島大学／ナノデバイスシステム研究センター

・大阪大学／産業科学ナノテクノロジーセンター

③ 放射光

・SPring-８

高輝度光科学研究センター

日本原子力研究所

物質･材料研究機構

・立命館大学／総合理工学研究機構SRセンター

④ 分子・物質総合合成・解析

・自然科学研究機構／分子科学研究所

・京都大学／化学研究所、ベンチャービジネス・

ラボラトリー、ナノ工学高等研究院

・九州大学大学院／工学研究院

2003年度の共用施設の支援件数は表１のとおりで

ある（文部科学省の支援額は23億円）。
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02 ナノテクノロジー分野における
新たな日米欧研究拠点 竹村　誠洋　ナノテクノロジー総合支援プロジェクトセンター

表１　ナノテクノロジー総合支援プロジェクト2003年度
共用施設支援件数（カッコ内は2002年度）



（２）知的クラスター創成事業

本事業は地方自治体の主体性を重視しつつ、国際

競争力強化を目指すため、文部科学省により2002年

度に開始された。2)知的クラスターは大学、公的研究

機関等を核とし、関連研究機関、研究開発型企業等

から構成される。2004年度までの３年間で18のクラ

スターが選定され、おのおのが重点四分野のいくつ

かに特化した研究開発を行っている。このうちナノ

テクノロジー分野に関わるのは次の４地域である

（カッコ内は核となる研究機関）。

・富山・高岡地域：とやま医薬バイオクラスター

（北陸先端科学技術大学院大学、富山医科薬科

大学、富山大学、富山県立大学、富山県工業技

術センター）

・長野・上田地域：長野・上田スマートデバイス

クラスター（信州大学）

・名古屋地域：名古屋ナノテクものづくりクラス

ター（名古屋大学、名古屋工業大学）

・京都地域：京都ナノテククラスター（京都大学）

（３）都市エリア産学官連携促進事業

本事業は地域の個性と大学等の「知恵」を活用し

て新技術シーズを生み出し、新規事業等の創出、研

究開発型の地域産業の育成等を目指すため、文部科

学省により2002年度に開始された。3)地域の主体的な

事業計画提案を公募し、本事業の実施地域が選定さ

れる。ここで「都市エリア」とは、研究開発ポテン

シャルを有する都道府県等（政令指定都市を含む）

の中核的な都市とその周辺とする。 実質的には大学

等の公的研究機関が存在し、事業の実施主体となる

中核機関の活用が可能である地域である。また事業

展開の形態により、次の３つのタイプがある。

① 連携基盤整備型：産学官連携基盤整備を目標と

し、課題探索や研究交流等が中心、② 一般型：ある

程度産学官連携事業実績があり、分野特化を前提と

した新技術シーズ創出のための共同研究が中心、③

成果育成型：既に産学官連携事業実績が豊富で、共

同研究と研究成果育成が中心。

2004年度までの３年間に37地域が選定され、おのお

のが重点四分野のいずれかに特化した研究開発を行っ

ている。このうちナノテクノロジー分野に関わるのは

次の８地域である（カッコ内は核となる研究機関）。

① 連携基盤整備型：該当なし

② 一般型

・岩手県：北上川流域エリア「トリアジンチオール

有機ナノ薄膜の高機能発現研究開発」（岩手大学）

・群馬県：桐生・太田エリア「次世代プロセッシ

ングの研究開発」（群馬大学）

・福井県：福井まんなかエリア「ナノメッキ技術

によるエネルギー関連機能性材料創製技術の開

発」（福井大学、福井工業大学、福井工業高等

専門学校、福井県工業技術センター）

・三重県：三重・伊勢湾岸エリア「次世代ディス

プレイ用新機能材料とその応用機器の創製」

（三重大学）

・兵庫県：播磨エリア「プラズマ利用による極厚

DLCおよび高速窒化技術の開発・事業化」（兵

庫県立大学、豊田工業大学）

・和歌山県：和歌山市エリア「次世代エレクトロ

ニクス・デバイス用有機材料の開発」（和歌山

県工業技術センター）

③ 成果育成型

・大阪府：大阪／和泉エリア「ナノ構造フォトニ

クスとその応用」（大阪府立大学、大阪大学、

大阪府立産業技術総合研究所）

・熊本県：熊本エリア「生体適合型マイクロセン

サー（スマートマイクロチップ）の開発」（熊

本大学）

（４）21世紀COEプログラム

本プログラムは「大学の構造改革の方針」（2001年

６月）に基づき、世界最高水準の研究教育拠点を形

成し、研究水準の向上と世界をリードする創造的な

人材育成を図るため、文部科学省により2002年度に

開始された。4)日本学術振興会は21世紀COEプログラ

ム委員会を設け、本プログラムのための「研究拠点

形成費補助金」に関する審査・評価を行っている。

本プログラムでのCOEの分類にナノテクノロジ

ー・材料分野というカテゴリーはないが、この分野

に関連するCOEは2004年度までの３年間でおよそ40

件選定された。

（５）ナノテクノロジー分野別バーチャルラボ

ナノテクノロジーは他の３重点分野、すなわちラ

イフサイエンス、情報、環境の礎となる技術でもあ

り、本プログラムはそれを意識して、科学技術振興
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機構により2002年度に開始された。その名の通り姿

はない研究拠点であるが、学際研究を促進する新し

い形態の研究プログラムとして紹介する。表２のよ

うに、３つの分野にはおのおの戦略目標が立てられ、

その下に10の研究領域が設定された。5)研究領域ごと

にその運営の責任者である研究総括と複数の研究グ

ループによる研究チームが構成される。各研究グル

ープは自らの研究機関に所属したまま研究を実施す

る。その一方で、これらの研究領域が相互に関連す

べく、研究領域を超えた情報交換・コラボレーショ

ン、合同シンポジウム・領域会議の開催などによる

有機的な運用・連携を図る。

22）米国の新たなナノテクノロジー研究拠点
NNIは新しい発見、技術革新を進めるために、広

い専門分野に予算を配分してきた（大学と他の研究

機関：2/3、政府所属の研究機関：1/4、残りは小企

業や私的な部門へ配分）。研究の進め方は個人研究型、

チーム型研究、センター型研究の３つに大別される。

チーム型研究ではNSFのNIRT（Nanosca l e

Interdisciplinary Research Teams）が代表的であり、

NSFはNNIとしての投資の少なくとも20%を異分野

融合研究に充当している。センター型研究はさらに

広範な分野における人材、インフラを有するセンタ

ーを整備し、人材育成、産学官連携、国際共同研究

を奨励している。NNIの年間投資額は約200万ドルで

あり、その施策のハイライトと言える。

NNIのナノテク研究センターの一覧を表３に示す。6)

NSFはNSECs（Nanoscale Science and Engineering

Centers）および共用施設ネットワーク NNIN

（National Nanotechnology Infrastructure Network）お

よびNCN（Network for Computational Nanotechnology）

を支援する。NSFの研究センターはほとんどが大学に

あるが、学科と研究センターはいわば縦糸と横糸の関

係にあり、教授は一つの学科にしか属さないが、複数

のセンターに属する事ができる（給料は学科からもら

い、研究資金はセンターからもらう形になる）。他に

NASA、DOE、DODのセンターがある。特にDOEは

Lawrence Berkeley National LaboratoryのMolecular

Foundryをはじめ、インフラの拡張が活発である。

またNNIの研究センターには属していないが、

NSFが 支 援 す る 材 料 研 究 セ ン タ ー MRSEC

（Materials Research Science & Engineering Center,

28拠点）、NBTC（Nanobio Technology Center, ６拠

点）も実質的にはナノテク研究センター同様の活動

を行っている（Cornell Univ.のNBTCだけはNNIの

センターに位置づけられている）。また米国国立標

準技術研究所 NIST（National Institute of Standards

and Technology）はナノテク計測法、データベース、

標準化のための研究開発をミッションとし、

Advanced Measurement Laboratoryを最先端ナノ計

測技術のために設立した。ここは装置の設置環境

（温湿度、振動）が世界で最も整っている。さらに

州政府が支援するナノテク研究センターとしてCNSI

（California Nanosystems Institute）がUCLAとUCSB

に設立された。

以下、特に今後の動向を注目すべきナノテク研究

センターについて記す。

（１）NNIN（National Nanotechnology

Infrastructure Network）

NNINはCornell Univ.のCNF（Cornell Nanoscale

Science & Technology Facility）およびStanford

Univ.のSNF（Stanford Nanofabrication Facility）を

中心とする５大学の共用施設から成るNNUN

（National Nanofabrication Users Network）を前身と
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表２　ナノテクノロジー分野別バーチャルラボの研究領域5)



し、2004年１月に開始された。13大学から構成され、

その選定においては人種、地域に関する公平性も配

慮された。7) ～ 11)

まだNNUN（５大学）であった2003年における利

用分野の比率を図１に、利用者数等を以下に示す。

・総利用者数：約2,000

（うちCNF約700、SNF約600）

・大学院生：1,050以上

・ポスドク以上：250以上

・企業：約350（ベンチャー158含む）
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表３　米国NNIのナノテクセンターおよび施設ネットワーク6)



・その他（学部生、公的機関、外国など）：250以上

・33州からの利用者

・学外利用者比率：約50%

・平均利用者負担：4,000ドル/年

他に利用者に関する特徴は以下の通りである。

・過去平均で約20%の年増加率であり、特に企業

利用者数の増加率は50%を超える。

・全ての分野において増加しているが、特に材料

（特にナノエレクトロニクス向け）およびその

プロセス・評価における増加が著しい。

・CNFだけで毎年250人の新規利用者の訓練が行わ

れていることから教育・訓練施設的性格も強い。

なお、学内利用者比率が約50%であり、彼らも支

援対象となることから、メンバー大学にとってメリ

ットが大きいことは確かである。

運営に対するNSFの支援額はNNUNの時代には

240万ドル（1998年）から600万ドル（2003年）に増

加した。NNINになってからは5年間で7,000万ドル強、

すなわち平均1,400万ドル/年と見込まれている。こ

こで、これらの研究拠点に対するNSFからの資金は

ビルの建設には使用されないことを付け加えてお

く。多くの場合、建設費は州政府の資金または寄付

により賄われている。例えばCornell Univ.のDuffield

Hallの建設には6,250万ドルかかったが、これは全て

卒業生等の寄付により賄われた。これはNSECs、

NCNにもあてはまる。

NNINに限らず、一般に米国の大学では設備の共

用化が促進される傾向があるが、その大きな理由は、

各教授が設備の維持管理コストを削減して研究者を

一人でも多く雇おうとするためである。汎用性が高

く、しかも利用機会がさほど多くない設備を共用施

設に提供し、設備利用料のみを支払って済ませるこ

とを選択する。共用設備を扱うテクニシャンの人件

費は設備利用料によって賄われている。

なお、サービスの質を前述のわが国のナノテクノ

ロジー総合支援プロジェクトの共用施設（2003年度

の支援額23億円、外部利用者のみの支援、804件の

支援、利用者負担ゼロ）と比較すると、サービス１

件あたりの平均支援額、提供設備、内容いずれにお

いてもわが国の方が高いと言える。

（２）Center for Biological and Environmental

Nanotechnology (CBEN), Rice University

NSECsの一例として、近年、研究・施策両面にお

いて活躍が目立つRice Univ.のCBEN（Center for

Biological and Environmental Nanotechnology）を紹

介する。12)CBENでは表４に示すように、ナノ材料の

バイオ・環境分野への適用に関する研究が中心であ

ると同時に、その安全性に関する研究も盛んであり、
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図１　米国NNUNの利用者数分野別割合（2003年）11)

表４　Center for Biological and Environmental Nanotechnology （CBEN）の研究テーマ12)



米国の主導的立場にある。全米標準協会のナノテク

ノロジー標準化パネル ANSI（American National

Standard Institute）－ NSP（ Nanotechnology

Standard Panel）13)（2004年９月発足）にも強い影響

力を持つ。年間予算は３百万ドル以上である。

（３）2005年の新たなNSEC

NSFの新たな支援領域として、Nanoscale Science

and Engineering: Program Solicitation for FY 2005

に、14) ハイリスク・ハイリターンと位置づけられた８

つの研究・教育領域が挙げられている。

・Biosystems at the Nanoscales

・Nanoscale structures, Novel Phenomena, and

Quantum Control

・Nanoscale Devices and System Architecture

・SNB（Silicon Nanoelectronics and Beyond）

・Nanoscale Processes in the Environment

・Multi-scale, Multi-phenomena Theory, Modeling

and Simulation at the Nanoscale

・Manufacturing Processes at the Nanoscale

・Societal and Educational Implications of Scientific

and Technological Advances on the Nanoscale

さらに2005年度に向けては、これらの中から２つ

に着目して次の２つのNSECを公募した。

・CHM（Center on Hierarchical Manufacturing）：

ナノスケール製造プロセスのセンター

・CNS（Center for Nanotechnology in Society）：

ナノテクノロジーの社会的影響のセンター

CNSについてはArizona State Univ.を中心とする

グループ、South Carolina Univ.を中心とするグルー

プなどが応募したと彼ら自身から聞いている。彼ら

は日欧とのネットワーク構築にも積極的であり、お

のおのが人文社会学者によるナノテクノロジー国際

会議を主催している。

33）ドイツのナノテク研究拠点
ド イ ツ で は 連 邦 教 育 研 究 省 BMBF

（Bundesministerium für Bildung und Forschung）

からの資金を中心として運営される専門分野ごとの

研究拠点ネットワーク CCN（Competence Centers

for Nanotechnology）が国家戦略上の要である。15)

ここには産官学の主要な研究拠点はほとんど全て含

まれると考えてよい。各ネットワークの中では、公

的研究機関グループに属するナノテク研究拠点が中

心的役割を果たす。なお、この他に地場産業の振興

を主目的の一つとする、各地方の研究拠点ネットワ

ークがあるが、本稿ではその紹介を割愛する。

（１）CCN（Competence Centers for Nanotechnology）

CCNの一覧を表５に示す。2003年9月30日までの

５ヵ年は６ネットワークであったが、10月１日から

９ネットワークに増加した。各CCNは会員制である

が、おのおのが複数の主要拠点を有している。CCN

への総資金における連邦政府支援比率は旧体制では

100%であったが、現体制は50%となり、残りは州政

府等から調達する。資金はNanomatを除いてすべて

VDIから供給される。Nanomatはその中心が

Karlsruhe研究センター FZK（Forschungzentrum

Karlsruhe）のINT（Institute for Nanotechnology）

が中心であるが、国立研究所 HGF（Helmholtz-

Gemeinschaft）に所属するため、資金はVDIを経由

せずに直接連邦政府から供給される。16) , 17)

CCNの一例として、現体制において初めて設立さ

れたナノバイオテクノロジーの拠点NanoBioTechを紹

介 す る 。 NanoBioTechは 、 Nanotechnology :

Functionality by means of chemistry から派生し、

Nano+Bio Center、Kaiserslautern工科大学 TU

Kaiserslautern（Technische Universitat Kaiserslautern）、

NanoBioNet e.V. 、tp21が主要メンバーである。資金源

は連邦政府、EC、Rhinelang-Palatinate州、Saarland州、

大学である。NanoBioTechの研究を除く運営資金は３

年間で95万ユーロであり、ワークショップ、会議等の

イベントおよびネットワーク活動のための資金が含ま

れる。Nano+Bio Centerは本ネットワークの拠点とな

るセンターで、クリーンルームを含む専用研究棟を

TU Kaiserslautern構内に持つ。TU Kaiserslauternでは

NanoBioTechのディレクターであるZieglerの研究室が

活動の主体となる。NanoBioNet e.V.は（狭義の）ネッ

トワーク運営を行う機関である。tp21 -Your

technology partner for the 21st Centuryは中小企業で構

成されるグループである。

（２）公的研究機関

２.(２)１)で述べたとおり、ドイツには４つの

大 き な 公 的 研 究 機 関 グ ル ー プ WGL

（Wissenschaftsgemeinschaft G. W. Leibniz）、HGF
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（Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren）、

MPG（Max-Planc-Gesellschaft）、FhG（Fraunhofer-

Gesellschaft）があり、ナノテクノロジー研究開発の重

要性の認識の高まりにつれて、各グループがナノテク

ノロジーに特化した研究拠点を構築している。例えば

WGLではINM（Institutes for New Materials）、HGFで

は前述のFZKのINT、MPGではInstitute for Solid State

Research and Metals Research、FhGではInstitute for

Bio-medical Technology等が代表的である。彼らの拠

点構築の取り組みは従来の枠組みの中にとどまること

なく、重点分野のシフト、グループ内ネットワーク強

化、人材導入・育成等の組織改革、インフラ構築等に

関して積極的である。例えばFZKにおいて、かつての

研究領域の中心は原子力であったが、今はナノテクノ

ロジーにシフトしている。さらに研究開発のみならず、

社会的影響の分野においても、安全衛生のITG

（Institute for Toxicology and Genetics）、社会学のITAS

（Institute for Technology Assessment and Analysis）が

元来は原子力対応でありながら、今はナノテクノロジ

ーにシフトしつつあり、INTとの連携を強めている。

33）フランス
フランスのナノテクノロジーではCNRSおよびCEA

の研究拠点から構成される施設ネットワーク R3N

（Reseau National en Nanosciences et en Nanotechnologies）

とR3NのメンバーでもあるCEA-LETIを中心とする

MINATECが国家戦略上の中心拠点である。18)

（１）R3N（Reseau National en Nanosciences

et en Nanotechnologies）

R3Nは当初４つの国立科学研究センター CNRS

（Central National de la Recherche Scientifique）お

よび１つの原子力庁 CEA（Commissariat a l'energie

atomique）、合計研究センターから構成されていた。

・LAAS（Laboratoire d'Analyses et de'Architectures

des Systemes）, Toulouse：バイオおよびIT産業

向けマイクロシステム

・ LPN（ Laboratoire de Photonique et de

Nanostructures）,  Marcoussis：フォトニクスお

よびナノ構造19)

・IEF（Institut d'Electronique Fondamentale）,

Orsay：基礎エレクトロニクス

・IEMN（Institut d'Electronique, de Microelectronique

et de Nanotechnologies）, Lille：ナノエレクトロ

ニクスおよびマイクロ波

・CEA-Leti , Grenoble：マイクロエレクトロニクス

これらに昨年新たに次の研究センターが加わった。

・FEMTO-ST（Franche-Comte Electronique

Mecanique Thermique et Optique - Sciences et

Technologies）, Besancon：メカニクスおよび光

エレクトロニクス

さらにR3Nはこれらが位置する５つの地域（LPN

とIEFはいずれもパリ郊外）を核にして、新たな研

究センターを加えて発展していく予定である。

（２）CEA-LETI（Laborotoire d'electronique et dr

technologie de l'information）および MINATEC

（Micro and Nanotechnology Innovation Center）

Grenobleはエレクトロニクス分野におけるフランス

のナノテク拠点が集まっている。その中でもCEA-

LETIは基礎科学と産業化の間をとりもつ、大変重要

な役割を果たしている。その概要は次の通りである。20)

・職員数：正規900、提携（企業派遣、ポスドクな

ど）600（CEA全体：15,000、Grenoble地区：3,200）

・年間予算：1億6000万ユーロ（うち1/3が政府資

金）（CEA 全体：30億ユーロ、Grenoble地区：2

億5,000万ユーロ）

・成果：新興企業数30、特許180/年（CEA全体の
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表５　ドイツのCCN15)



約55%）

CEA-LETIの研究開発活動の分野別比率は、シリ

コン系エレクトロニクスが60%、光エレクトロニク

ス部品が20%、バイオ・医療および通信システムが

合わせて20%である。特にシリコン系エレクトロニ

クスでは“Nanotec 300”と呼ばれる300mmウェー

ファー技術開発が主体である。

CEA-LETIからの新興企業の代表格が絶縁膜上単

結晶シリコン層 SOI（Silicon on Insulators）の専門

メーカーSOITECである。21)SOITECは1992年に創業

し、初年度売り上げ140万ユーロであったが、生産

能力の拡大により1999年度から2000年度にかけて

1,630万ユーロから4,330万ユーロに急増し、さらに

2002年度には1億140万ユーロに達した。

MINATECはGrenobleでのマイクロ・ナノテクノ

ロジー研究開発をさらに強化するために2001年に設

立された。21)CEA-LETI 、INPG（Institut National

Polytechnique de Grenoble）、および地方自治体、民

間企業から構成され、2001年に活動を開始し、現在

総額1億7,000万ユーロをかけて、教育・研究・産業

化を司る新施設をCEA-LETIの横に建設中である

（2006年２月操業開始予定）。新センターは60,000g

の敷地に建設され、うちクラス10～1,000のクリーン

ルームが合計2,645g、実験室が3,473g造られる。新

施設完成後のMINATECには4,000人が従事する計画

であり、うち教育はINPG中心で1,000人、研究は

CEA-LETIが中心で1,500人、産業化は民間企業中心

で1,000人が担当する。

44）英国
英国では大学が公的研究拠点の中心である。

（１）研究評議会（RC）が支援するナノテク研究センター

IRCs（Interdisciplinary Research Collaborations）

はEPSRCが支援する研究センターのグループであ

り、Nanotechnology IRCとBionanotechnology IRC

の２つがある。Nanotechnology IRCではUniv. of

Cambridgeがリーダーで、Univ. College London

Univ. of Bristolがパートナーである。22) ～ 24)彼らは次の

４つの core projectsを持つ。

・SPM（Characterization of nanostructures by

Scanning Probe Microscopy）

・Nanofabrication

・Computational methods for molecular nanotechnology

・Smart biomaterials

一方Bio-nanotechnology IRCではUniv. of Oxfordが

リーダーで、Univ. of York、Univ. of Glasgow、

National Institute for Medical Researchがパートナー

である。彼らは次の３つの研究領域を持つ。

・Molecular motors

・Functional membrane proteins

・Nano-electornics & photonics

この他にESPRCにはPlatform Grants、Networks、

Nanotechnology Trainingなどに向けた資金がある。

おのおのの概要は以下のとおりである。

① Platform Grants

５つの研究領域をリードする大学の長期的研

究および国際ネットワーク作りのための資金を

与える。

・Nanostructured surfaces: Univ. of Birmingham

・Thin film ferroelectronics for Nanotechnology

Applications: Cranfield Univ.

・Nanocharacterization and nanofabrication of

materials: Univ. of Oxford

・Soft nanotechnology: Univ. of Sheffield

・Rapid prototyping of templated nanomaterials:

Univ. of Southampton

② Networks

研究者間のコミュニケーション、異分野融合、

技術移転などの促進を目的とするネットワーク

を支援する（カッコ内は核となる研究機関）。

・Ferroelectric Materials Network（Univ. of Leeds）

・ Biomedical applications of micro and

nanotechnology（Univ. of Newcastle upon Tyne）

・Molecular Machines in nanotechnology（Univ.

of Portsmouth）

③ Nanotechnology Training

大学院修士課程を対象とする教育・訓練を支

援する。

・Nanoscale Science and Technology：Univ. of Leeds

・Microsystems and Nanotechnology：Cranfield Univ.

・Nanomaterials: Imperial College London

・Microengineering: Heriot-Watt Univ.

・Life Science Doctorial Training Center in Bio-

Nanotechno logy（博士課程向け）：Bio -

Nanotehcnology IRC
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11)

12)

13)

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェ

クトセンター, http://www. nanonet. go jp/

文部科学省、知的クラスター創成事業平成16

年度版（2004年４月）.

文部科学省、都市エリア産学官連携促進事業

実施地域一覧表（2004年）.

http://www. mext. go. jp/a_menu/kagaku/

chiiki/city_area/index. htm

文部科学省ナノテクノロジー総合支援プロジェ

クトセンター、21世紀COEプログラム.

http://www. nanonet. go. jp/japanese/info/

nanoproject. html?org=2040

科学技術振興機構、戦略的創造研究推進事業

におけるナノテクノロジー の取り組み.

http://www. jst. go. jp/kisoken/nano. html

Nanoscale Science, Engineering and

Technology Committee（NSET）, The National

Nanotechnology Initiative Strategic Plan（2004

年12月）.

J. Bordogna, National Nanotechnology

Infrastructure Network（NNIN）Informational

Meeting（2003年１月）. 

http://www. nsf. gov/news/speeches/

bordogna/03/jb030130nninjsp

National Science Foundation（NSF）, National

Nanotechnology Infrastructure Network

（NNIN）, Program Solicitation, NSF 03-519

（2003年）.

Cornell Nanoscale Facility（CNF）, Nanometer,

Vol. 14, No. 3（2003年９月）.

Cornell Nanoscale Facility（CNF）, Cornell

Nanoscale Facility 2003-2004 Research

Accomplishments（2004年）.

S. Tiwari, The National Nanotechnology

Infrastructure Network（NNIN）, National

Nanotechnology Initiative: From Vision to

Commercialization（2004年４月）.

Center for Biological and Environmental

Nanotechnology（CBEN）.

http://cohesion. rice. edu/centersandinst/cben/

American National Standards Institute

（ANSI）, ANSI Nanotechnology Standards

14)

15)

16

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Panel Holds First Meeting（2004年）.

http://www. ansi. org/news_publications/

news_story. aspx?menuid=7&articleid=783

National Science Foundation（NSF）, Nanoscale

Science and Engineering（NSE）, Program

Solicitation, NSF 03-043（2003年）.

Bundesministerium fur Bildung und Forschung

（BMBF）, Nanotechnology Conquers Market：

German Innovation Initiative for

Nanotechnology（2004年）.

竹村誠洋、ドイツKarlsruhe研究センターにお

けるナノテクノロジー（1）. ナノテクノロジー

研究所（Institute of Nanotechnology）. 

http://www. nanonet. go. jp/japanese/

mailmag/2004/055c. html

竹村誠洋、ドイツの Karlsruhe 研究センター

におけるナノテクノロジー（2）. NanoMat.

http://www. nanonet. go. jp/japanese/

mailmag/2004/059c. html

Ministère délégué à la Recherche, Programme

Nanosciences - Nanotechnologies（2004年12月）.

J. Marzin, Laboratory of Photonics and

Nanostructures（slides）（2004年10月）. 

D. Holden, Technological research in micro

and Nanotechnologies at CEA-Leti（slides）

（2004年10月）. 

Soitec, Pamphlet of Soitec（2004年7月）.

Micro and Nanotechnology Innovation Center

（MINATEC）, Pamphlet of MINATEC（2004年）.

Department of Trade and Industry（DTI）,

New Dimensions for Manufacturing：A UK

Strategy for Nanotechnology（2004年６月）.

Enigineering and Physical Sciences Research

Council（EPSRC）, Nanotechnology（2004年９月）.

J. Ryan, Panel Discussion：International

comparison of strategies, 7th International

Conference on Nanostructured Materials

（slides）（2004年６月）. 

高橋清：「半導体工学」、

S. M. Sze：Physics of Semiconductor Device,

High-Speed Semiconductor Device,

Semiconductor Device, 他.



11）ロシアにおける公的な研究機関
ロシア科学アカデミー（Russian Academy of

Sciences）は、1724年帝政ロシア皇帝ピョートルⅠ

世により創立された、いずれの政府機関にも属さな

い独立かつ非営利の組織である。1)科学のみならず、

ロシアの教育、経済、文化などの総合的な学術組織

である。本アカデミーは、自然科学と社会科学にお

けるロシア基礎研究の中心であり、地域と研究によ

り、９科学部門、３地方部門、13地方研究センター

に分類される。これらの組織には、物理研究所が30

以上存在する。

本アカデミーの主な目的は、国家の技術・経済を

将来進歩させる基礎科学及び科学革新を促進するこ

とである。この目的のために、本アカデミーから出

版される学術誌の種類は多岐に渉る。表１に１年間

に出版された学術誌の分野別割合を示す。化学・材

料分野の学術誌は全体の約15%を占めている。

22）ロシアにおける科学研究予算
ロシア連邦における2004年科学総予算は、460億

ルーブル（約1,760億円）である。2005年予算は560

億ルーブルと約20%増加する見込みだが、予算を増

額する一方、政府はロシアの科学主導権を変革し縮

小化する計画を発表している。

ロシアでは、ロシア国外から研究資金が流入し、

ロシアにおける科学費の約20%を占めている。90年

以降の主な国際基金として、Open Society Institute、

Russian Foundation for Basic Research、CORDIS、

IEU Science and Technical Funding Program、

International Science and Technology Center、

Eurasia Foundationなどがある。

33）ロシアの物質・材料に関わる公的な研
究機関

ロシア科学アカデミーに所属する物質･材料研究

機関を表２に示す。また、物質･材料研究が実施さ

れている主な物理研究機関を表３－１及び表３－２

に示す。これらの表に示される通り、ロシアでは広

範な物質･材料及び物理研究が行われている。

44）ロシアにおけるナノテクノロジーへの
取組み

旧ソビエト連邦当時より、ロシア連邦のナノ粒子

やナノ材料に関する研究は活発に行われてきた。な

かでもナノ構造を有する金属の研究に注力され、ナ

ノ構造に関する論文が1976年にロシアで出版されて

おり、1979年に科学アカデミーに超分散系研究部門

（Ultra-dispersed System）が設けられた。

ロシア連邦では、科学工学省（Ministry of Science

and Technology）・ロシア科学アカデミー・高等教

育省（Ministry of Higher Education）・ロシア連邦

国立工学プログラム（Federal National Technology

of Russia Program）・原子力省（Ministry of Atomic

Energy）を通じ、ナノテクノロジー研究に資金が投

じられている。なかでも科学工学省では、Electronic

and Optical Properties of Nanostructures（The Ioffe

Instituteなど）、Solid State Physics program、

Modern Problems of Surface Science、Fullerene and

Nanotubes、Biology、Advanced materialsなど様々

なナノ材料研究が行われている。
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表１　RASが出版した学術誌の分野別割合



まとめ
1) ロシア科学アカデミーは、９科学部門、３地方

部門、13地方研究センターにから成り、30箇所

以上の物理研究所、８箇所以上の物質・材料研

究所が存在する。

2) 科学工学省所管などの様々なナノ材料開発が行

われている。

引用文献
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表２　ロシア科学アカデミーにおける物質･材料関連の研究機関1)

1) ロシア科学アカデミー各研究機関ホームページ,

http://www. pran. ru/eng/ など
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表３－１　ロシア科学アカデミーにおいて物質･材料研究が実施されている主な物理研究機関1)
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表３－２　ロシア科学アカデミーにおいて物質･材料研究が実施されている主な物理研究機関1)



11）概要
ポーランドの科学技術政策は、社会科学から自然

科学に到る12の分野について国家科学研究委員会

KBN が立案している。KBNは1991年に設立された、

資金提供の機能も併せ持つ政府機関であり、KBN委

員長は科学大臣が務めている。

12分野のひとつとしてMaterials Engineering and

Materials Technologyがあるが、二人いるKBN副委

員長のひとりが材料担当のクルツロフスキ教授であ

ることからもわかるように、材料研究は重点分野と

位置付けられている。

ポーランドの材料研究は、国家プロジェクト、組

織、個別プロジェクトで特徴付けられる（図１）。

約50の研究機関とおよそ4000名の研究者が参加し、

先端材料とナノテクノロジーに重点が置かれてい

る。2005年3月付けのISI社による材料科学の国別サ

イテーションでは、ポーランドは73ヶ国中22位にラ

ンクされている。

22）材料研究機関
ポーランドで材料研究を推進する研究機関として、

大学とポーランド科学技術アカデミー PAS がある。

後述する各国家プロジェクト、材料ネットワーク、

研究拠点などでは主要大学の教授がコーディネータ

ーを務めており、大学の果たす役割が大きい。

大学では、ワルシャワ工科大学とクラクフ市にあ

るAGH科学技術大学が双璧である。

ワルシャワ工科大学は32,000名の学生を擁し、17学

部からなる。材料科学工学部（Faculty of Materials

Science and Engineering）では、60名の教職員と415名

の学生が学問と研究に勤しんでいる。前学部長のクル

ツロフスキ教授がKBN副委員長の要職を務めている

ことや、後述するナノ材料ネットワーク事務局、ナノ

センターがここに置かれていることなどからもわかる

ように、ポーランド材料研究の中心的存在である。

AGH科学技術大学のAGHは、ポーランド語の

「採鉱・冶金学アカデミー」の略記である。15学部

のうち、採鉱、鋳造などのプロセス、金属、非鉄材

料、セラミックスなどの材料を看板とする学部があ

るのが特徴的である。学生約28,000名の多数が材料

を専攻しており、世界最大規模の材料系教育・研究

機関である。
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図１　ポーランドの材料政策概念図 図２　ナノ材料ネットワーク



PASは７つのディビジョンに分かれ、79の研究ユ

ニットを有する。基盤技術研究所（ワルシャワ）や

金属・材料科学研究所（クラクフ）などが活発に材

料研究を行っている。

33）国家プロジェクト
KBNは、2000年に金属・セラミック・有機ナノ

材料の国家プロジェクトを立ち上げ、大学、ポーラ

ンド科学アカデミー、企業研究所から25の研究チー

ムが参加した。現在、ナノ金属材料とナノポリマー

のプロジェクトがこれを継承している。

これに続いて、2001年に金属間化合物、2002年に

バイオ医療材料、2004年は傾斜材料と超硬材料の国

家プロジェクトが開始されている。

44）材料ネットワーク
FP6の構想を採り入れ、過去４年間に二つのネッ

トワークが形成されている。

ナノ材料ネットワーク（図２）は、ナノ材料、バ

イオ材料、ポリマー、腐食、特性評価の５分野をカ

バーする国内ネットワークで、18大学、4PAS研究

所、３企業が参加している。総力を結集して更なる

研究のレベルアップを目指しつつ、ポーランド産業

への寄与とFP６への参加を目指している。

AMAS-ISN（International Scientific Network for

Advanced Materials and Structures）は国際ネット

ワークで、ポーランドの36機関とヨーロッパなどの

24機関が参加している。ミクロ組織、バイオ材料、

インテリジェントシステム、耐久性・安全性の４グ

ループに分かれ、人材交流やワークショップなどに

よる情報交換を行っている。

55）研究拠点（Centers of Competences）
ECの奨励によって、材料の研究拠点がいくつかで

きつつある。

そのひとつがワルシャワ工科大学の材料科学工学

部に設置されたナノセンターである。ナノ結晶材料

をテーマに、ECやポーランド政府の資金援助を受け

て磁性材料、金属間化合物、アルミ合金、複合材料

などの研究を行っている。

クラクフやブロツワフなどにおいても、同様なセ

ンターが運営されている。

66）研究資金
2004年度にポーランド政府が材料研究分野に投じ

た資金は、研究プロジェクトとして7.7億円、産業プ

ロジェクトとして4.6億円、合計12.3億円である。こ

れらは、研究プロジェクト（エンジニアリング領域）

の30％、産業プロジェクトの34％を占めており、政

府が材料研究を重視していることが伺われる。

この他に、EUなどからも資金を得ている。例え

ば、PASの基盤技術研究所が提案した「知識ベース

多機能材料」がFP６のNetwork of Excellenceのひと

つに採択され、２年間で約11億円を得ている。

77）研究人材
ポーランドの材料研究分野を特徴付けるものとし

て、若手研究者が増え続けていることがある。

ワルシャワ工科大学の材料科学工学部を例にとっ

てみると、この12年間で博士課程の学生は５倍以上

となっており、いまだに増え続けている（図３）。

この傾向はポーランド全土にも当てはまる。

このため、European Materials Research Society

はこの点を評価し、当分の間、秋の講演大会をワル

シャワで開催することに決めている。

またポーランドの経済状況が改善するまでは、優

秀な若手研究者が、職を求めて海外へ流出すること

も予想される。
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図３　ワルシャワ工科大学材料科学工学部における博士課程学
生数の推移





物質・材料研究に
おける今後の動向

●ナノマテリアル
●超伝導材料
●磁性材料
●半導体材料
●生体材料
●エコマテリアル
●ジェットエンジン、
ガスタービン用超耐熱材料
●金属
●セラミック材料
●複合材料
●高分子材料
●分析・評価技術
●強磁場発生技術とその応用
●ナノシミュレーション科学
●新物質創製技術
●材料情報データ・情報の
取得と発信
●国際標準

第 4 部



11）はじめに、世界の動向
物質のサイズが小さくなり、ナノスケールサイズ

となるとバルクな状態の時とはまったく違った新し

い性質が現れる。これ故に、新規なナノスケール物

質はナノテクノロジー開発の鍵を握るナノマテリア

ルとして特に注目されている。とりわけ、ナノチュ

ーブやナノワイヤー等の１次元ナノスケール物質は

その特異な形態や構造さらには優れた特性を発現す

ることから、エレクトロニクスや環境・エネルギー、

バイオ用の新素材としての応用が期待されている。

1次元ナノスケール物質の代表はカーボンナノチュ

ーブ（CNT）である。カーボンナノチューブは1991

年の飯島による発見以来、合成方法、生成機構解析、

構造解析、各種の物性解析、理論的解析さらには応

用開発研究など多岐の分野にわたり全世界において

活発な研究がなされている。カーボンナノチューブ

の研究ほど基礎から応用に渡る幅広い領域におい

て、多くの研究者・技術者の関心が集まり、大学、

公的研究機関、企業等で世界的に激しい開発競争が

行われている新素材は他には見当たらない。毎日新

しい発見がなされ、その進展は息をつく暇もないほ

ど急速に進んでいる。

一方、ナノチューブの形状を示す物質はカーボン

以外にもいくつかの化合物が既に知られている。表

1にこれまでに見出されたナノチューブの中で主要

なものをまとめた。この中で、硫化モリブデン

（MoS2）、窒化ホウ素（BN）、塩化ニッケル（NiCl2）

があり、これらはジグザグ型やアームチェアー型と

言ったナノチューブ特有の層状構造の原子配列を有

する点でカーボンナノチューブと類似している。そ

れに比べて、硫化亜鉛（ZnS）、窒化ガリウム（GaN）、

シリコン（Si）などのナノチューブはバルクと同じ

sp3 型の構造をとっている。これらの化合物ナノチ

ューブは針状結晶が中空形状をし、微細なチューブ

の形態をしたものである。カーボンナノチューブの

ようにナノチューブ特有の原子配列を有するチュー

ブ物質とは厳密に区別べきだが、ともにナノチュー

ブと呼ばれている。

カーボン以外のナノチューブの中ではBNナノチ

ューブが一番盛んに研究が行われている。これは、

BNナノチューブが熱に強く、化学的に安定である

などカーボンナノチューブにない優れた性質を有

し、エレクトロニクス素材、超耐熱軽量素材や水素

吸蔵素材等としての応用が期待されている所以であ

る。しかし、BNナノチューブはその大量合成法が

困難であることから、その性質や機能の解明がまだ

十分に進んでいず、カーボンナノチューブに比べる

と研究はまだ緒に就いたばかりと言えよう。また、

TiO2やV2O5などの酸化物ナノチューブも最近になり

見出され、酸化物の持つ本来の特性を活かしつつ、

有機・無機物による表面修飾やドーピング等を行う

ことにより、発光材料、触媒や高性能磁石等への応

用に期待がかけられている。この分野の研究もまた

緒に就いたばかりである。
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

蒸発法、テンプレート法� B. K. Teo

表１　これまでに発見された主なナノチューブ

ナノチューブ関連
ナノマテリアル

板東　義雄　フェロー
01
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22）国内外の動向
ここでは、カーボンナノチューブをはじめとした

各種のナノチューブやナノワイヤーの最近の研究の

動向を述べる。

① カーボンナノチューブ

図１はカーボンナノチューブの論文件数と特許件

数を年度別にまとめたものである。論文及び特許件数

はともに発見以来指数関数的に毎年増大しているのが

特徴的である。これまでに約1万件以上の論文が発表

されており、統計データーからはいかにカーボンナノ

チューブの研究が世界的な規模で盛んに行われている

かがわかる。特許総数の内訳をみると、日本が約53％、

アメリカが約13％、ヨーロッパが約７％を占めている。

日本は国内特許総数は世界一だが、国際特許は約10％

にしか過ぎず、アメリカの約50％に遠く及ばない。ま

た、特許分野の内訳は、合成・プロセッシングが約

40％、電子放射が約20％、コンポジット約9％、水素

吸蔵約6％、その他となっている。さて、カーボンナ

ノチューブの研究動向は、１）合成・プロセッシング、

２）構造解析と機能解明・理論計算、３）デバイス等

の応用開発、から考察できるが、本稿では合成法と応

用開発について述べる。

合成・プロセッシングに関しては、多層ナノチュ

ーブの大量合成法の開発（1992年）、カーボンナノチ

ューブの金属の注入（1993年）、単層ナノチューブの

大量合成（1995年）、単層ナノチューブ内にフラーレ

ンを注入したピーポットの創製（1998年）、Si配線基

板上のナノチューブの一方向成長（2000年）などが

特筆した成果と言える。また、熱分解法によるカー

ボンナノファイバーやナノチューブの大量合成法の

成功（1995年）、また、大型連続反応装置を用いた多

層ナノチューブの量産化技術の開発（1999年）など

がある。現在では多層ナノチューブの大量生産技術

はほぼ確立されているといえる。従って、最近の動

向は、主に単層カーボンナノチューブの大量合成法

やカイラリティ制御法の開発に向けられている。単

層カーボンナノチューブは従来レーザーオーブン法

やアーク放電法により生成されたが、少量でしかも

不純物を含むなど高純度な単層ナノチューブが得ら

れにくいなどの欠点があった。現在、多くの研究グ

ループでは数nm径の各種の金属微粒子を触媒として

用いたCVD法での高純度な単層ナノチューブの合成

法の開発が行われている。最近、炭化水素の代わり

にエタノールを用いた新しい合成方法で、低温でし

かも安価な方法で単層ナノチューブの大量合成がで

きることが報告されるなど、単層ナノチューブの合

成法でも大きな進展も見られつつある。

カーボンナノチューブの電界放射現象の発見（1995

年）後、その長寿命や高輝度等の優れた特性を活かし

て、超高輝度光源チューブやフルカラー型フラットパ

ネルディスプレイへの実用化が日韓の企業を中心に進

んでいる。また、ナノチューブをシリコン半導体に代

わる超微細細線として利用しようというディバイス研

究もまた盛んに行われている。ナノチューブを用いた

電界効果トランジスターやダイオード等が試作され、

ナノチューブの有効性が明らかにされつつある。しか

し、複雑な回路をもつ電子回路にナノチューブを自在

に配線することは極めて難しい。その要素技術として、

基板の所定の場所にナノチューブを成長させる方法や

電場を用いてナノチューブを配向させるなどの研究が

盛んに行われている。

② BNナノチューブ

カーボンナノチューブの発見以降、カーボン以外

の新規なナノチューブの探索とその機能解明の研究

が行われ始めた。BNナノチューブは1994年にその存

在が予測され、1995年に発見された。多層ナノチュ

ーブがプラズマアーク放電やレーザー照射法により

極微量で発見されたが、その後置換反応法やプリカ

ーサーを用いたCVD法等が開発され、合成法が確立

されつつある。しかし、単層のBNナノチューブは
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図１　カーボンナノチューブの論文件数と特許件数の推移



カーボンと異なり安定に存在しにくいことから、微

量でしか合成されていないのが現状である。BNナ

ノチューブの性質に関してはその優れた酸化特性や

水素吸蔵等が最近になり明らかになりつつある。

③ その他のナノチューブ

V2O5のナノチューブはカーボンナノチューブをテ

ンプレートとしたCVD法で最初に見出された酸化物

ナノチューブである。その後、ゾルゲル法等のソフ

ト化学的な手法あるいはCVD法や熱分解法等の各種

の合成法を用いて、TiO2、SiO2、MoO3、ZrO2、

ZnO、WO3などの酸化物が見出されている。酸化物

以外の硫化物、炭化物、窒化物においては、WS2、

MoS2、ZnS、PbS、CdS、GaN、AlN、SiCなどが見

出されている。また、Bi、AuやNiなどの金属のナノ

チューブもメソポーラスなアルミナをテンプレート

とした方法で合成されている。しかし、これらのナ

ノチューブの性質や機能については一部を除いてほ

とんど解明されていない。最近は半導体や光学的に

優れた特性を有するカーボン以外の新規なナノチュ

ーブの探索研究が世界的に進展しつつある。

④ ナノワイヤー等の１次元ナノスケール物質

ナノチューブ以外の１次元ナノスケール物質とし

ては、その形態からナノワイヤー、ナノロッド、ナノ

ベルト、ナノコーンがあり、それらの新物質の探索と

機能解明の研究もまた盛んに行われている。ナノチュ

ーブとして見出された物質はすべてナノワイヤー等の

針状結晶として合成されており、その数は100種類以

上に達する。特に、ZnOやSnO2などのワイドギャッ

プの半導体ナノワイヤーは電界放射、FETトランジ

スターやガスセンサー等への応用研究も盛んに行われ

ている。図２にナノワイヤー等の論文数の推移を示す

が、その総数はカーボンナノチューブに匹敵するほど

であり、特に最近数年の研究開発の勢いは強い。

33）NIMSの現状・NIMSの研究
板東らのグループは世界最高性能の電子顕微鏡技

術をうまく活用しながら、新規なナノチューブやナ

ノワイヤー等の探索・創製とその構造解析の研究に

取り組んでいる。特に、BNナノチューブの合成と

構造解析の研究では先導的な研究を進めている。こ

れまでに、カーボンナノチューブをテンプレートと

した置換反応法の開発（1998年）、プリカーサーを

用いたCVD法の開発（2001年）、カーボンフリーな

合成法を用いた高純度BNナノチューブの実験室レ

ベルの大量合成の開発（2002年）などを報告してい

る。またBNナノチューブがカーボンナノチューブ

と異なりジグザグ型の原子構造を優先的にとること

やコーン状の特異な形態をしたＢNナノチューブの

存在が明らかにされた（2002年）。さらに、BNナノ

チューブの水素吸蔵が発見された（2003年）。

一方、カーボンナノチューブの温度センサーとし

ての新しい応用分野を切り拓く発見が板東らによりな

され、ナノ温度計（nanothermometer）と命名された

（2002年）。10) ナノ温度計はカーボンナノチューブ内に

閉じこめられた液体ガリウムが外気温度の変化により

その体積を膨張・収縮する現象を利用して、微細な空

間での温度を計測しようとするものである。温度計の

サイズが極めて小さいことから、世界最小の温度計と

してギネスブックに掲載されている（2004年）。カー
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図２　ナノチューブ以外のナノワイヤー等の1次元ナノスケー
ル物質の論文件数の推移 図３　NIMSの最近の主な研究成果、カーボンナノ温度計の発見



ボンナノチューブ以外の温度計として、耐熱性や耐酸

化性に優れたMgO、In2O3、SiO2などの酸化物ナノチ

ューブを用いたナノ温度計の創製にも成功した。

カーボンナノチューブの研究では、電気泳動法を

用いてカーボンナノチューブを原子間力顕微鏡の探針

として作製する技術の開発や磁場を用いてカーボンナ

ノチューブを一方向に並べる技術の開発などがある。

また、カーボンナノチューブを安価に作る方法として

アルコールなどの液体に侵した電極を加熱する方法が

開発された。さらに、従来のアーク放電と異なり、外

部から炭素源を供給する必要の無い新しい方法でのカ

ーボンナノチューブの合成にも成功している。一方、

C60やC70のフラーレン分子からなるフラーレンナノチ

ューブ（直径が数百ナノメートルで長さが数百ミクロ

ンの中空針状結晶）も合成された。

カーボンやBN以外の新規なナノチューブの研究

では、各種の無機系のナノチューブやナノワイヤー

が探索・創製されている。ZnSとSiO粉末の高温反応

により単結晶のSiナノチューブ（sp3 型のバルク構造

を有し、チューブ直径が約100nm）、SiOの熱分解の

よるSiのマイクロチューブ（チューブ直径が数ミク

ロン）、さらにZnS、AlNなどの10種類以上の新ナノ

チューブ・ナノワイヤー等が世界に先駆けて合成さ

れ、その構造が解明された。

44）今後の動向
カーボンナノチューブは発見以来数多くの基礎的

な研究がなされ、電気伝導性、機械的強度、熱伝導性

や電界放射などの基本的な特性がほぼ明らかにされつ

つある。しかし、カーボンナノチューブ研究の最大の

課題であるカイラリティを制御した合成技術がいまだ

に成功していない。半導体あるいは金属だけの性質を

示すナノチューブを選択的に合成・制御することは、

ナノチューブの各種の応用展開には必須である。また、

今後の動向は従来の基礎研究から応用・実用化へとそ

の研究フェーズをより産業にシフトしてゆく必要があ

る。特に、フラットディスプレイパネルやナノチュー

ブ分子素子などのエレクトロニクス・ナノテクノロジ

ー分野、リチウムイオン電池の負極材や水素ガス貯蔵

などの環境・エネルギー分野、DNAバイオセンサー

などバイオテクノロジー分野、強化プラスチックなど

の複合材料分野への応用など幅広い産業分野への実用

化に向けた研究開発の推進が重要である。

一方、BNナノチューブは最近になり高純度な合成法

がNIMSにおいて確立されつつあり、その電磁気的、

光学的、熱的な基本的性質の解明の環境が整いつつあ

る。BNナノチューブの機能解明を通じて、例えばBN

ナノチューブが水素吸蔵特性を実用化レベルに向上で

きるうるか、また元来の絶縁体を元素ドーピングによ

り半導体化しナノチューブ素子等としての応用が可能

かなど基礎・基盤的研究が今後益々重要になってくる

であろう。同時に、半導体や光学的な性質などにおい

てカーボンナノチューブを凌ぐような優れた特性を有

する新ナノチューブの発見も待たれるところである。
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11）はじめに1)

ナノ粒子とは、一般に100nm以下、クラスター以上

のサイズの粒子をいう。ナノ粒子の本格的な研究は、

1960年頃から1970年代半ばに至る時代に、上田（名大）

らによるナノ粒子結晶の研究と久保（東大）のナノ粒

子の電子物性理論を嚆矢とする。上田らは、ナノ粒子

をガス中蒸発法で作製、これを電子顕微鏡で観察、バ

ルクなどでは見られない結晶構造やモフォロジーを発

見し、ナノ粒子の特異性を世に示した。同時期の久保

効果による金属ナノ粒子の比熱や帯磁率の大きな変化

が現れるという理論と相まって活発に研究が行われ

た。しかしながら、久保効果の検証の研究は多くなさ

れたが、十分な成果をあげたとは言えない。この時期

に応用的視点から大きな注目を集めたのが磁性ナノ粒

子であった。残念ながら、物性、特性的には優れてい

るものの、実用化には成功しなかった。それは、物性

的に不安定なこと、均一粒径分布を大量に得にくくコ

スト高であること、凝集粒子をつくりやすく活性なた

め取り扱いが難しいこと、などが挙げられる。

次の大きな流れは、1981年新設のERATOが「林」

超微粒子プロジェクトとして取りあげられた時代であ

る。このプロジェクトでは、高性能の高分解能電子顕

微鏡を武器として、前期よりもはるかに精密にナノ粒

子の状態をとらえることに成功した。特に、飯島らに

よる金ナノ粒子の動的観察は有名であり、その後のカ

ーボンナノチューブの発見につながっている。ハンド

リングの立場からは、ガスデポジション法というナノ

粒子のガス搬送技術が開発され、今日でも改良研究が

続いている。さらに、ナノ粒子の２次元配列、有機化

合物のナノ粒子化、菌体内に磁気ナノ粒子を持つ走磁

性細菌の研究など、先駆的な研究が行われた。この時

期はファインセラミックスブームの最中で、多くのセ

ラミック微粒子が種々の方法で作られ、電子セラミッ

クス産業の発展に大きく貢献したが、新素材ブームの

終焉とともにナノ粒子研究は下火になった。

22）研究動向
2001年のクリントン米大統領のナノテク政策以

来、再びナノ粒子研究が活発になってきた。図１は、

Science Direct（エルセビア社）および日本特許、2)米

国特許3)の「ナノ」と「粒子」をキーワードとして検

索した件数である。2001年以降、急激に増加してい

る様子が分かる。2004年に発表された国際誌のうち

材料分野について、また米国特許について、その国

（地域）別の内訳を示したのが、図２である。韓国、

中国では論文は多いが、特許は少ないこと、米国は

特許を重視していることが読み取れる。もともと、

ナノ粒子研究は日本がリードして来た分野である

が、最近は必ずしもそうでないことを示している。

2002年の報告では、4)世界でナノ材料一次製品を作

っている企業は約320社あり、その内訳は、ナノ粒
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図２　2004年の国際誌および米国特許における国（地域）別の内訳

図１　国際誌、日本特許および米国特許の「ナノ(nano)」と
「粒子(particle)」をキーワードとしたときの検索件数



子(160)、ナノチューブ(55)、ナノ多孔材料(22)、フラ

ーレン(21)、量子ドット(19)、ナノ材料(16)、ナノフ

ァイバー(9)、ナノカプセル(8)、ナノワイアー(6)、デ

ンドリマー(5)となっている。括弧内の数字は企業数

で、図２の米国特許件数の増加からも窺えるように、

多くは米国のベンチャー企業であり、多様なナノ粒

子をユーザーに提供できる状況となっている。

一方、2003年10月～11月に掛けて1,700社（回答535

社）へ日経新聞が実施したアンケートによれば、5)

日本で現在取り組んでいる要素技術として、微細化

工技術（72社）に続いてナノ粒子（70社）が多く、

「取り組むことを検討している」を入れると最も多か

った（100社以上）。しかし、価格、多様性の面で米

国に遅れているとの不満を耳にする。

現在の世界でナノ粒子（250nmまでの微粒子を含

む）の大きな市場は、自動車用触媒（11,500ton）、研

磨剤（9,400ton）、磁気記録材（3,100ton）、日焼防止

材（1,500ton）である。4)括弧内の数字は最終製品の量

を示す。また、表1に、ナノ粒子応用製品と取り組ん

でいる企業の割合を示す。4)ドラッグデリバリーなど

の医療･製薬分野への取り組みが特筆される。

33）課題
ナノ粒子は、０次元とみなされるが、１次元として

の細線、２次元としての膜、そして３次元としてのバ

ルクとしての利用がある。ナノ粒子作成技術の課題と

して、１）粒径制御、２）形態・界面制御された安定

なナノ粒子、３）安価・大量生産技術の確立が挙げら

れる。特に、量子効果の発現を目的とする場合、数nm

～数十nmのサイズでのシャープな粒径制御が必要で、

ナノ粒子の凝集のし易さから考えてナノ粒子表面を改

質し、基板に配列・集積させる技術が求められる。1) , 6)

ナノ粒子合成は、粒子が生成される相によって、固相

法、液相法、気相法と分類され、これまでは主に実験

により検討されてきた。生成過程のその場観察、コロ

イド、エアロゾル科学・工学の導入とシミュレーショ

ン技術の高度化により、技術課題の解決が期待されて

いる。また、利用に当たっては、安定化処理、分散化

処理、微小空間の利用、ナノオーダーでの複合化、生

成した粒子の膜化、バルク化するハンドリングの高度

化が必要とされている。従来の金属、セラミックス、

高分子といった材料の枠にとらわれず、それぞれの技

術を活かすとともに、DNAの利用が示すように、遺

伝子工学と材料の融合など学際的な取り組が必要とさ

れている。セラミックナノ粒子のバルク化プロセスに

関しては、先の新素材ブーム時の経験から、微粒化に

よる表面汚染の問題、凝集粒子、それによる不均一成

形の問題など、焼結前のプロセス科学の重要性が認識

された。その中で、コロイド科学の手法を取り入れた

コロイドプロセス、生物のプロセスを模倣したプロセ

スが注目されている。

44）終わりに
日本の得意分野であったはずのナノ粒子分野が、

先端分野では米国に、既存技術では中国、韓国に追

い越されつつある。ただ、製造装置は日本の技術が

優位であり、大量生産では日本企業の協力無しでは

成り立たないといわれている。一時のブームに終わ

らせることなく地道で系統的、学際的な研究を継続

させていく必要がある。

最近欧米を中心にリスクや社会的影響の問題が浮上

してきた。特に、ナノ粒子は生産、利用、廃棄の途中

で人体に入りうるはずで、健康や環境への影響も懸念

されている。ナノ粒子の応用面ばかりでなく、光と影

をセットで研究を進めていくことが必要とされている。7)
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表１　ナノ粒子応用製品と取り組んでいる企業の割合
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5)

6)
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小泉光恵、奥山喜久夫、目義雄編、「ナノ粒子

の製造･応用・機器の最新技術」、シーエムシ

ー出版（2002年）.

http://www1. ipdl. ncipi. go. jp/FP1/cgi-bin/
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M. J. Pitkethly, Nanotoday, December, 36（2003）.

日経産業新聞（2003年12月１日）.

Z. Tang, and N. A. Kotov,  Adv. Mater., 17, 951

（2005）.

朝日新聞（2005年３月30日）.



11）はじめに
半導体で作られる０次元的な人工ナノ構造（いわ

ゆる量子ドット）においては、量子サイズ効果が顕

在化するため、バルク状半導体では不可能な新しい

機能が発現する可能性がある。このような材料を利

用することにより、その高性能化にやや閉塞感のあ

るシリコンを中心とした従来の半導体デバイスの性

能をはるかに凌駕するようなデバイスができるので

はないだろうかという期待感から、量子ドットに関

して世界中で研究が活発に行われてきた。

本章においては、論文データベース（SC I

Expanded）の検索結果に基づき、「量子ドット」に関

する研究の動向についてまとめた。1970年以降現在

までに出版されている全ての論文のうち、論文の題

名、アブストラクト、キーワードの中に、「量子ドッ

ト」を意味するキーワードが含まれている論文、お

よびこれらの論文の中で特に「ボトムアップ」ある

いは「トップダウン」的作製手法を意味するキーワ

ードが含まれている論文を検索分類し、各年に発表

されたそれぞれの論文件数の年による推移を国毎に

まとめた。さらにボトムアップという視点でどのよ

うな応用を目指した研究が各国においてどのような

推移を経て行われてきているかについてもまとめた。

22）研究動向
「量子ドット」に関する各年の発表論文件数の年

による推移を世界全体、および主要国毎にまとめた

結果を図１に示す。また図２には「量子ドット」に

関する論文のなかで、「トップダウン的作製手法」

あるいは「ボトムアップ的作製手法」を表すキーワ

ードの含まれている各年の発表論文数の年による推

移をまとめた。

「量子ドット」の概念は1982年東京大学の荒川と

榊により半導体レーザへの応用という観点から初め

て提案され、1)これは現在の「ナノテクノロジー」研

究のひとつの大きなきっかけにもなっている。

しかしその後、1989年までは毎年出版される論文

の数はたかだか20件以下と少なかったのに対し、

1990年以降論文の数は急激に多くなってきており、

最近では毎年2,000件以上の論文が発表され、現在ま

で総数16,000件をこす論文が出版されている。この

論文総数は、ほぼ同時期に研究が活性化したカーボ

ンナノチューブ関連の論文総数とほぼ同じであり、

「量子ドット」に関して現在世界中で活発に研究が

行われていることがわかる。またこの量子ドット関

連の論文総数におけるわが国から発信された論文の

割合は16％程度であり、米国についでドイツととも
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図１　量子ドットに関する論文件数の年による推移

図２　量子ドットに関する論文件数及びこの中でトップダウン
あるいはボトムアップ的作製手法に関するキーワードの
含まれている論文数の年による推移



に多く、世界におけるわが国の研究の存在感の大き

さを示している。また最近中国からの発表件数が急

激に増加し近い将来日本、ドイツをも上回る傾向に

あることは注目に価する。

また「量子ドット」関連の論文で、「ボトムアッ

プ」あるいは「トップダウン」的作製手法を意味す

るキーワードが含まれている論文は、1989年までは

毎年たかだか２件以下と少なかったのに対し、1990

年以降は急激に増加し、最近では毎年900件以上

（特にこの中で「ボトムアップ」的作製手法を意味

するキーワードが含まれている論文は、毎年800件

以上）の論文が出版され、上述の「量子ドット」全

般に関する論文出版件数と同じ傾向をもって推移し

てきている。

これらのデータは、1985年にCNRSのグループか

ら半導体薄膜作製過程において３次元的なナノ構造

ができたという報告2)はあるものの、1989年以前は量

子ドットの作製に関する有効な手法が存在しなかっ

たために研究が活性化せず、したがって論文の発表

件数が少なかったこと、および1990年以降に発表さ

れた「量子ドット」のボトムアップおよびトップダ

ウン的作製手法の提案が、「量子ドット」研究の大

きな引き金になったことを如実に示している。特に、

この作製手法の中で1990年に金材研（現在の物質・

材料研究機構）から発表された「液滴エピタキシィ

法」、3)および1993年カリフォルニア大学などから発表

された薄膜形成の際に発現するS-K（Stranski-

Krastanow）成長機構に基づくナノサイズの島状構

造を利用する手法4)は量子ドットのボトムアップ的作

製手法の先駆けであり、また1990年にNTTから発表

された「選択成長法」5)は量子ドットのトップダウン

的作製手法の先駆けになっている。これらは種々の

半導体材料の量子ドット創製のために多用されてき

ている。

量子ドットを作製するためには、今後ともボトム

アップ的作製手法が主流になっていくと考えられ

る。これらの中でS-K成長機構に基づく手法に比較

し「液滴エピタキシィ法」6)はその提案から手法の確

立までにやや時間を要したため、現在は多くの場合

S-K成長機構に基づく手法が採用されている。しか

し、「液滴エピタキシィ法」ではS-K成長機構に基づ

く手法では不可能な、格子整合系と呼ばれる材料の

組み合わせでも量子ドットが作製できたり、また量

子ドットの形状を種々の形に制御できるなどの特徴

があるため、量子ドットのボトムアップ的作製手法

としてさらに発展していくと期待される。

33）今後の動向
量子ドットに関する研究は、一部にはある程度の

指導原理があったにしても、そのほとんどはやや漠

然とした応用に対する期待感から研究が開始されて

きた。しかし、多くの研究がなされる中で以下に示

すいくつかの方向・分野に収斂されてきつつある。

1. 量子ドットの発光素子への応用（最初の論文は

1982年、現在まで論文総数1,942件）

2. 量子ドットの赤外線検出器、受光素子への応用

（最初の論文は1991年、現在まで論文総数245件）

3. 量子ドットの単電子効果素子への応用（最初の

論文は1989年、現在まで論文総数1,772件）

4. 量子ドットの量子情報処理への応用（最初の論

文は1995年、現在まで論文総数429件）

5. 量子ドットのスピントロニクスへの応用（最初

の論文は1999年、現在まで論文総数35件）

6. 量子ドットの人工原子、分子への応用（最初の

論文は1992年、現在まで論文総数386件）

7. 量子ドットの生体、分子等の標識への応用（最

初の論文は1998年、現在まで論文総数86件）

これらについて、それぞれ主要国毎に、発表論文

件数の年による推移をまとめた結果を図３-図９に示

す。なおここでは、量子ドットの創製手法として今

後もその重要性を増すと考えられる「ボトムアップ」

的作製手法を採用している論文に限定して発表論文

件数の推移をまとめた。

これらの図から、いずれの分野においても日本、

米国、欧州（主にドイツ）が三つ巴の状態で研究を

行ってきている実態が浮かび上がってくる。また量

子ドット研究のきっかけにもなった「量子ドットの

発光素子への応用」に関する研究に関しては、2000

年以降いずれの国においても発表論文件数は飽和あ

るいは減少傾向にある。これは最近量子ドットレー

ザがほぼ実用化レベルに近づき、7)この分野の研究が

生産現場に移植され始めたことと関連していると考

えられる。この分野では今後特に標準化に関する仕

事が重要になってくると考えられる。
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また「量子ドットの赤外線検出器、受光素子への

応用」という観点の研究ではわが国からの発表論文

件数は米国などに比較して少ない傾向にある。これ

はわが国の研究は民生用機器への応用という観点か

ら行われている研究が多いためと考えられる。

「人工原子、分子への応用」という観点での研究は

具体的なデバイスを目指して行われている研究は少

ないが、ナノ構造に特有の性質を解明、制御すると

いう基礎的な観点からは極めて重要な研究である。

さらに、「単電子効果素子」、「量子情報処理」、

「スピントロニクス」への応用を目指した研究は着

実に発表件数が増えており、今後も継続的に研究が

行われていくと考えられる。この中で、特に「量子

情報処理」、「スピントロニクス」に関する研究は、

発表論文の総数はまだ少ないものの、最近その件数

が急激に増加する傾向を示しており、今後の動向が

注目される。

また、これらの１－６の固体素子等への応用とは

異なるが、CdSeのようなII-VI族化合物半導体の量子

ドットを生体分子標識へ応用する研究も主に米国を

中心に最近活性化してきている。

2000年以降現在までの５年間に出版された「量子

ドット」に関する論文の中で、引用件数の高い論文

を検索することによっても研究の動向を調べること

ができる。各年に出版された論文のうち引用件数の

高い順にそれぞれの年毎に10件の論文を選び出しそ

の内容を調べると、「量子情報処理への応用」に関

する論文および「生体、分子標識への応用」に関す

る論文の割合が群を抜いて多いことがわかる。すな

わち、これら50件の論文（総引用件数6,111件）のう

ち「量子情報処理への応用」に関する論文は14件出

版されておりその総引用件数は2,424件であり、「生

体、分子標識への応用」に関する論文は19件出版さ

れておりその総引用件数は2,142件に達している。
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図４　量子ドットの赤外線検出器、受光素子への応用

図３　量子ドットのレーザー、発光素子への応用

図６　量子ドットの量子情報処理への応用

図５　量子ドットの単電子効果素子への応用



44）まとめ
「量子ドット」に関する研究は、最初に述べたよう

に高性能化にやや閉塞感のあるシリコンを中心とし

た従来の半導体デバイスの性能をはるかに凌駕する

ようなデバイスの開発に繋がる可能性を秘めている。

しかし、「量子ドット」の固体素子関連の応用と

して現在まで実用化に近い状態に達しているもの

は、量子ドット研究のきっかけにもなった量子ドッ

トレーザ、あるいはポリシリコンを利用する室温動

作単一電子メモリー8)などであり、これらはいずれも

それぞれの最初の論文が発表されてから20年以上を

経過している。また生体、分子標識への応用に関し

ては一部すでに実用化されているものもあるが、こ

れは古くから行われてきた微粒子に関する多くの研

究が土台になっていると考えられる。量子ドットを

種々の実用的な応用に結びつけるためには、多くの

研究が必要である。今後とも各分野で着実で継続的

な多くの研究、特にナノ構造の創製、構造および特

性評価に関する研究が必要である。

本稿で使用した論文データベースはISI社のSCI

Expandedであり、各データは2005年3月11日現在の

検索結果に基づいている。また「量子ドット」検索

に用いたキーワードは、“quantum dot＊ or quantum-

size＊ dot＊ or quantum well box＊ or quantum box＊

or multidimensional quantum well＊”である。（＊印

は各単語の後に続けて何らかの文字のある単語をも

含むことを意味している。）

データを整理していただいた山田和佳子さんに感

謝する。
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図８　量子ドットの人工原子、分子への応用

図７　量子ドットのスピントロニクスへの応用

図９　量子ドットの生体、分子標識への応用
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11）はじめに
今日の高度情報化社会を実現した半導体トランジ

スタは、その微細化によって集積化と高性能化が進

められてきた。最近では、新規材料の導入や構造の

最適化により、更なる高性能化が図られている。し

かし、最小加工寸法がナノスケールに突入すると、

トンネル効果によるリーク電流の発生などが顕著に

なり、従来型の半導体トランジスタは動作しなくな

る。1)すなわち、電子デバイスの高性能化には、新た

な手法の導入が必要となる。このため、半導体デバ

イス開発の世界的指針であるITRS（International

Technology Roadmap for Semiconductors）におい

ても、ナノデバイスが重要な一分野として取り上げ

られ、デバイスの性能やサイズに加え、製造コスト

やナノデバイスを実現するための材料に関しても踏

み込んだ検討がなされている。2)図１に、ITRSによる

半導体デバイスとナノデバイスの比較表を示す。ナ

ノデバイスの種類によって様々な特徴があり、応用

する製品によって最適のものを選ぶ必要がある。現

在、半導体デバイスに代わって電子デバイスの更な

る高性能化を実現するため、これらナノデバイスの

熾烈な開発競争が世界中で行われている。

本章では、量子効果を利用して単一の電子を制御

する単一電子デバイス、単一の原子や分子をデバイ

ス構成要素として用いる原子・分子デバイスに的を

絞り、ナノデバイス開発の現状に迫ることにする。

ナノデバイスの研究開発は、科学的興味に基づく

基礎研究から始まり、ナノテクノロジーの進展によ

って原理実証が可能となり、現在では集積化などの

実用化研究に進んでいる例が少なくない。例えば、

1960年代に発表された金属微粒子の帯電効果（久保

効果）を始めとする量子効果に関する基礎研究は、

1980年代の単一電子デバイスの提案へと結びついて

いる。3)その後、微細加工技術や走査型プローブ顕微

鏡などを用いて、単一電子デバイスの基本構造を構

築することにより動作確認が為されてきた。

一方、デバイスの構成部品として分子を利用する

のが分子デバイスである。ひとつの有機分子がダイ

オードとして機能することが1974年に理論的に示さ

れて4) 以来、様々な研究が行われてきている。

さらには、電子に代わり、原子の移動を制御する

タイプのデバイスの研究も始められている。走査型

トンネル顕微鏡の発明は、個々の原子の観察を身近

なものにしただけでなく、その操作までをも可能に

した。そしてついには、原子の移動を制御したデバ

イスを実現するに至ったのである。

最近では、上記いずれのナノデバイスも、単体の

動作確認に止まらず、集積化や回路化などの実用化

を見据えた研究開発が行われるまでになっている。

ナノテクノロジーの進展に伴い、ナノデバイスの

種類もその用途も多岐に渡るものが提案・研究され

ており、その全てを網羅することは出来ない。本章

では、上記ナノデバイスを例に取り、その特徴と現

在の開発状況、ならびに今後の可能性について述べ

る。これにより、新規材料の導入が新規ナノデバイ

スの開発に果たす役割について述べることにする。
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図１　半導体デバイスとナノデバイスの比較

"Semiconductor Industry Association.  The International Technology Roadmap
for Semiconductors, 2004 Update.  SEMATECH : Austin, TX, 2004."



22）研究動向
単一電子デバイスは、量子効果を利用して単一電

子の移動を制御して動作するナノデバイスである。

量子ドットのサイズが小さいほど、電子の出入りの

際の静電エネルギーの変化が大きくなる。このため、

サイズの小さい量子ドットを用いれば、熱エネルギ

ーなどによって状態が壊されることもなく、単一電

子の制御が容易に行える。単一電子デバイスの開発

では、小さくてサイズの揃った量子ドットを如何に

作製するかが重要となる。

研究当初は、トップダウン的な手法である微細加

工技術によって、金属や半導体の量子ドットが作製

されていた。このため、動作温度が液体ヘリウム温

度以下となる量子ドットしか作製できず、5)実用化に

は程遠かった。その後、材料の自己組織化現象など

のボトムアップ的な手法の利用が積極的に行われる

などして、実用化に向けた研究が進められている。

これらの手法により、単一電子トランジスタ、6)単一

電子メモリ、7)さらには、単一電子効果を利用した論

理回路8)などが作製されており、一部は、実用化を目

指して、集積化技術の開発も行われている。例えば、

多結晶シリコンを利用した128M-bitメモリ9)などが既

に試作されている。

一方、新規ナノマテリアルを積極利用した単電子

デバイスの研究も盛んに行われている。これは、量

子ドットのサイズを小さくすればするほどデバイス

の性能が上がるためで、サイズも特性も均一である

ナノマテリアルを用いれば、より性能の高い単一電

子デバイスを容易に作製できるからである。具体的

には、カーボンナノチューブ10)やフラーレン、単一

原子11)を量子ドットとして用いる単一電子デバイス

の作製が行われている。カーボンナノチューブを利

用した単一電子トランジスタは既に室温での動作が

確認されており、12)単一電子デバイスの早期実用化を

期待させる成果として注目に値する。

図２に、単一電子トランジスタに関する論文件数

の年度毎の推移を示す。1990年代後半から著しく件

数が伸びており、また、日本は欧米と並んで発表件

数が多く、盛んに研究されていることが分かる。

分子デバイスは、現在最も盛んに研究されている

ナノデバイスのひとつと言って良いであろう。走査

型プローブ顕微鏡によって個々の分子の特性測定に

加え操作が可能になったこと、自己組織化膜の研究

が進み研究対象である分子の一分子膜の形成が容易

に行えるようになったことが、研究を加速させてい

ると考えられる。

分子デバイスには、単一の分子をナノデバイスの

機能性部品（演算素子）として用いるもの、複数の

分子間の反応を制御して、その結果発現する機能を

演算素子や配線として利用するものがある。前者に

は、例えば、ロタクサン分子を用いた分子スイッチ

の研究がある。分子の酸化状態に応じて導電性が変

化することを利用した２端子素子が形成され、それ

を用いた論理回路なども動作が報告されている。13)

一方、後者には、ポルフィリン分子やジアセチレン

分子、14)フラーレン15)の重合反応による電子状態変化

の利用などがあげられる。

分子デバイスでは、酸化還元反応や重合反応など、

演算に用いる現象の可逆性の有無が、デバイスとし

ての使い勝手を決める大きな要素となる。この意味

で、最近、物質・材料研究機構のグループによって

行われたフラーレン分子の重合反応の可逆性を示し

た実験は、注目に値する。

また、原子の移動を利用したデバイスの開発も進

められている。原子の移動速度は、電子のそれと較

べると遅いが、移動距離がナノスケールで済むナノ

デバイスにおいては、移動時間、すなわちデバイス

動作に必要な時間はナノ秒以下となり、電子デバイ

スと同じレベルに達する。逆に、トンネル効果など

によって消失してしまうことのない原子を利用する

ことで、電子を制御する従来のデバイスよりも高性

能のデバイスを作製できる可能性も指摘されている。

原子の移動を制御するナノデバイスは、初め、走
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図２　単一電子トランジスタの論文件数の推移



査型トンネル顕微鏡を用いてその動作が確認され

た。16)走査型トンネル顕微鏡の探針と試料表面との間

で希ガス原子を移動させて、探針・試料間の伝導度

を変化させたのである。その後、電極間において金

属原子架橋の形成と消滅を制御するタイプのデバイ

スが研究されるようになった。原子架橋の形成と消

滅の制御手段として、当初は走査型トンネル顕微鏡

が用いられていたが、その後、電気化学反応を用い

た手法が開発された。後者には、液体電気化学反応

を用いた方法17)と固体電気化学反応18)を用いたものが

ある。固体電気化学反応を用いた方法は、既存の半

導体デバイス作製プロセスとの整合性が取りやす

く、実用化に期待が持たれている。実際、素子単体

の動作確認に止まらず、既に、論理回路の作製19)や

集積化20)が行われている。これは、デバイス作製に、

混合導電体という新規材料を導入することにより可

能になったものである。

33）今後の動向
従来、ナノデバイスの研究は、実用デバイスとい

う観点からは、基礎研究の域を出なかった。それは、

デバイスの高性能化と言えば、半導体デバイスの高

性能化に他ならなかったからである。しかし、微細

化による半導体デバイスの高性能化に限界が見えて

きた現在、ナノデバイスの開発には、実用化を見据

えたものが多くなってきた。例えば、ナノデバイス

を用いた集積回路の開発や、従来の半導体デバイス

とは異なる原理で動作するナノデバイスの特性を活

かしたアーキテクチャーの研究が盛んになってきて

いる。

単一電子デバイスでは、従来のブール代数に基づ

く論理ゲートアーキテクチャーに加えて、単一電子

デバイスの特性を生かしたアーキテクチャーが検討

されている。例えば、セルオートマトン21)や２分決

定グラフ論理22)などがある。実際、これらを適用し

たデバイスの試作も進められている。

分子デバイスでも、スイッチやトランジスタと言

った基本素子構造に加え、論理回路13)やメモリー23)

などが試作されている。また、それらの特徴を活か

したアーキテクチャー24)の研究も行われている。ま

た、分子デバイスでは、分子の特性を活かしたセン

サーなどへの応用も期待でき、従来の半導体デバイ

スでは実現できないデバイスの開発にも期待が高ま

る。有機分子は液晶ディスプレイなどで既に用いら

れており、材料的にも実用化に向けたハードルは低

いと考えられる。

実用化を目指した原子デバイスの研究も加速する

ものと考えられる。これは、原子デバイスを用いれ

ば、半導体デバイスの抱える課題の殆どを解決でき

る可能性があるからである。例えば、従来の半導体

デバイスでは、微細化に伴いオン抵抗が増大してし

まうので、ナノスケールの半導体デバイスが開発で

きたとしても、消費電力等の問題から実際には集積

化出来ないと言われている。これに対して、金属を

用いる原子デバイスではそのような問題は発生しな

い（図３参照）。この特性を利用すると、従来の半

導体デバイスでは実現できない新しい製品領域の電

子デバイスの開発も可能になる。例えば、ユビキタ

ス情報化社会を実現する高性能携帯端末の開発に不

可欠なプログラマブルデバイスの開発が既に始めら

れている。25)

固体電解質を用いたデバイス開発は、ナノデバイ

スに限らず、既に実用レベルでも開発が進められて

いる。例えば、米国では、金属ブリッジを用いたメ

モリーの開発がデバイス製造企業でも進められてお

り、半導体デバイスのみに依存したデバイス開発か

らの脱却は、企業レベルでも既に始まっている。

ナノデバイスを用いると、従来型の電子デバイス

の高性能化が図れるだけでなく、新しい電子デバイ

スやエレクトロニクス製品の開発が可能になる。例

えば、分子スイッチを用いた例では、クロスバー構

造を用いたdefect tolerant型のアーキテクチャー26)

が提案されている。このアーキテクチャーは、分子
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図３　スイッチサイズとオン抵抗の関係



スイッチ以外にも適用可能である。また、単一電子

デバイスや原子デバイスは、ニューラルネットワー

クの構築にも利用可能であり、エレクトロニクスの

飛躍的な発展を実現する可能性がある。

44）まとめ
本章では、ナノデバイスとして、単一電子デバイ

ス、分子デバイス、原子デバイスを例に取り、その

開発状況と今後の展開について述べた。半導体デバ

イスの開発限界が現実のものとなりつつある今、ナ

ノデバイスの開発は、基礎的な側面に加え、実用化

の観点からの研究が積極的に進められるようになっ

てきた。

ナノデバイスは、半導体デバイスを用いたエレク

トロニクス製品の高性能化を実現するだけでなく、

従来の半導体デバイスでは実現出来ない新しいエレ

クトロニクス製品やコンピューターアーキテクチャ

ーの開発をも可能にする。本章で取り上げた例が示

すように、ナノデバイスの開発では、材料が示す新

しい機能を如何にデバイス動作に利用するかが鍵と

なる。このため、新しい機能を発現する材料の開発

は、回路開発や集積化技術の開発といった実用化研

究と併せて、今後もナノデバイス開発の重要な役割

を担うものと考えられる。
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11）はじめに
酸化物系の超伝導材料にも非常に多くの種類があ

るが、現在実用化が真剣に検討されているものは、

ビスマス系とイットリウム系YBa2Cu3Oz（Y-123）の

高温酸化物超伝導材料である。ビスマス系酸化物に

はBi2Sr2CaCu2Ox（Bi-2212）とBi2Sr2Ca2Cu3Oy（Bi-

2223）がある。図１には、Web of Scienceにおいて

検索した、これら三つの超伝導材料について過去10

年間に発表された論文件数の推移を示す。いずれの

超伝導材料も、毎年かなりの数の論文発表が行われ、

活発な研究が行われていることを伺わせる。

以下では、これらの高温酸化物超伝導材料の線材

化研究について述べる。ビスマス系酸化物には

Bi2Sr2CaCu2Ox（Bi-2212）とBi2Sr2Ca2Cu3Oy（Bi-2223）

とがあり、線材化法としてはどちらもパウダー・イ

ン・チューブ（PIT）法が最も一般的である。酸化

物超伝導体においては、結晶粒のいわゆる弱結合の

問題があり、これを避けるためには、酸化物超伝導

体の結晶粒の方位を揃えてやること（配向化）が必

要となる。この配向化によって結晶粒同士の結合性

が大幅に改善され、大きな超伝導電流を流せるよう

になる。酸化物超伝導体はいずれも層状の結晶構造

を有するが、特にビスマス系酸化物は系の異方性

（二次元性）が強いために、結晶粒の配向化が比較

的容易である。しかしながら配向化の手法はBi-2212

とBi-2223では異なっており、Bi-2212線材においては、

熱処理において温度をBi-2212の融点の少し上まで上

げ、その後ゆっくりと冷却をする、いわゆる部分溶

融―徐冷熱処理が適用される。1)一方のBi-2223では、

機械加工と熱処理を組み合わせることにより配向さ

せている。2)

YBa2Cu3Oy（Y-123）では、ビスマス系酸化物より

も二次元性がはるかに小さく、液体窒素温度（77K）

での臨界電流特性は、Bi-系酸化物よりも大幅に優れ

ている。しかしながら上述の弱結合を克服するには、

一軸配向（c軸配向）だけでは不十分であって二軸

配向化が必要である。3)このため、主に気相法を適用

して金属基板テープ上にY-123の厚膜を形成させる

研究が世界的に進められていて、通常コーテッドコ

ンダクタ（Coated Conductor）と呼ばれる。4)二軸配

向化を達成する主な方法には二つあり、その一つは

IBAD（Ion Beam Assisted Deposition）法と呼ばれ

る方法である。この方法は、ハステロイなどの無配

向金属基板テープ上に、YSZ（Yttria Stabilized

Zirconia）などの中間層を二軸配向させた状態で成

膜させるのがポイントであり、二軸配向Y-123膜は、

この配向した中間層の上にPLD（Pulsed Laser

Deposition）法などによってエピタキシャル成長さ

せて得る。もう一つはRABiTS（Rolling Assisted

Biaxially Textured Substrate）法で、Niなどの金属

基板を機械加工によって配向化させ、その上に中間

層を介してY-123膜を形成させるものである。

22）世界の動向
ここでは、主な国々の線材研究開発の動向につい
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図１　Bi-2212、Bi-2223ならびにY-123の論文発表件数の推移



て述べる。まず、一番研究の進んでいるのは米国で、

多くの企業、大学、国立研が取り組んでいる。企業

と大学あるいは国立研との連携が比較的うまく進ん

でおり、これも成果をあげる要因になっていると思

われる。米国では酸化物超伝導線材の応用を目指し

た国家プロジェクトがいくつかあり、実際の線材開

発を企業が担当し、これに関わる基盤を大学や国立

研が担当する、という図式が確立している。

Bi-2212線材ではOxford社が線材開発を進め、最近

kmレベルの高特性のテープ線材を作製するように

なってきている。基礎的な材料特性の面ではFlorida

State大学がOxford社と連携をとって研究を進めてい

る。また同大では高磁場応用の研究も進めている。

またNational Renewable Energy Laboratoryが塗布

法によるテープの研究を進めており、規模は小さい

がWisconsin大でもBi-2212の研究を行っている。

Bi-2212線材は、低温・高磁界で金属系の線材を大

幅に凌ぐ、優れた特性を示す。したがってビスマス

系線材の有望な応用の一つは、高磁界マグネットと

考えられる。フロリダ大学高磁界国立研究所では、

Bi-2212線材を使って高磁界マグネットを作製する計

画を持っている。すでに合計の長さが２kmのBi-

2212テープを用いて小型コイルを作製し、これを

19.85テスラの常伝導マグネット内に設置して5.20テ

スラを発生させ、合計で25.05テスラの磁界発生に成

功している。

Bi-2223ではAMSC（American Superconductor）

社が実用的な長さの線材開発の中心であり、世界的

にも優位に立って研究を進めている。国家プロジェ

クト向けのkm級テープ線材を数多く作製しており、

Bi-2223線材の量産という点では世界の最先端を走っ

ている。また、後述する日本のマグレブ用試作コイ

ルにも同社のBi-2223線材が使われている。基礎的な

面ではウィスコンシン大学が精力的な研究を進めて

AMSCをサポートしており、また、LANL（Los

Alamos National Laboratory） やANL（Argonne

National Laboratory）もAMSC社を基礎的な面から

バックアップしている。

Bi-2223線材では、熱処理によってBi-2223コアに隙

間ができるためにBi-2223の充填率が高くなく、充填

率の向上が待ち望まれていたが、最近、米国のウィ

スコンシン大学によって高圧熱処理法が考案され、

これによってBi-2223コアの充填率が上昇し、大幅な

Jcの上昇が得られている。5)また、この高圧熱処理に

より、Bi-2212をはじめとする不純物量の割合も減少

し、これも高Jc化に寄与しているとしている。同様

の研究がスイスのジュネーブ大学や住友電工でも行

われている。

Coated ConductorではLANL、ORNL（Oak Ridge

National Laboratory）、ANL等の国立研究所が国家プ

ロジェクトを強力に推進している。LANLではIBAD

法で、ORNLではRABiTS法で線材化の研究を進めて

おり、長尺化の研究が進んでいる。またANLではISD

（Inclined Substrate Deposition）法と呼ばれる方法で

研究を行っている。組織と超伝導特性との関係につ

いてはWisconsin大学が力を入れて研究を行っている。

この大学は金属系線材も含めて米国における線材基

礎研究の中心的存在と言うことができる。またIGC-

Superpower社やAMSC社も最近、高特性のCoated

Conductorを作製するなど、成果を上げている。

欧州でも多くの機関が研究を進めているが、米国

に比べると各機関の連携がやや希薄であるという印

象を受ける。ドイツでは、Göttingen大が古くから

超伝導線材の研究に取り組み、最近ではCoated

Conductorに力を入れている。スイスでは、ジュネ

ーブ大がBi系やY-123の線材化に関わる材料学的な諸

問題の解決に向けて研究を進めている。英国では

Cambridge大のIRC in SuperconductivityがBi系酸化

物線材の基礎研究を進めている。フランスでは、

Nexans社がBi-2212線材の研究を進め、kmレベルの

線材を作製している。スペインのInstitut de Ciencia

de Materials de BarcelonaではCoated Conductorの

研究を行っており、またオーストリアではVienna工

科大が超伝導線材の照射効果などの研究で成果を上

げている。

オーストラリアでは、Wollongong大学に超伝導・

電子材料研究所が設置されており、Bi-2223線材なら

びにCoated Conductorについて、組織と超伝導特性

に関連して力を入れて研究を進めている。またオー

ストラリア国内にあるAustralian Superconductors社

との連携も比較的緊密である。

アジアについては、最近中国で設立されたInnova

Superconductor Technology社が１km長Bi-2223線材

を作製して供給体制を整えつつある。臨界電流特性

ではまだ他社に及ばないが、近い内に特性を向上さ

せると予想され、日本や米国のBi-2223線材メーカー
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の手強い競争相手になると予想される。また、この

会社は清華大学のApplied Superconductivity

Research Centerと密接な関係があり、ここでBi-

2223線材の基礎研究を行っていることも見逃せな

い。また、Institute of Electrical Engineering でもBi

系線材の応用研究を行っているが、材料などの基礎

研究がやや希薄という面があると思われる。

韓国でも近年酸化物超伝導線材の開発に力を注ぎ、

機械材料研究所がBi-2223線材の高性能化の研究と

Coated Conductorの研究を行っている。またソウル

国立大学でもCoated Conductorの研究を行っている。

33）国内の動向
日本国内でも酸化物超伝導線材に関する研究は活

発に進められ、全体の研究アクティビティーは米国

に迫るものとなっている。Bi-2212については、東大、

日立製作所、日立電線、昭和電線、それにNIMSが

主な研究機関である。東大ではBi-2212のPb置換など、

線材化というよりも、そのための基礎研究の色彩が

強い。日立製作所、昭和電線では実用的に有利なBi-

2212多芯丸線材の開発を進め、日立製作所では100m、

昭和電線では500mの丸線が得られている。一方、日

立電線では未熱処理線材ではあるが、２kmの丸線

の試作に成功している。いずれも基礎的な面では

NIMSと連携をとって研究を進めている。応用につ

いては、中部電力と昭和電線が同社のBi-2212丸線材

を使って超伝導エネルギー貯蔵装置 SMES

（Superconductive Magnetic Energy Storage）用コ

イルの開発を進めている。また昭和電線はBi-2212丸

線を用いてラザフォードケーブルと呼ばれる集合導

体を作製し、米国のLawrence Berkeley国立研に納

入している。

次にBi-2223線材では、住友電工が中心的なメーカ

ーで、すでにkm級の線材を開発しており、米国の超

伝導ケーブルプロジェクトに参画して線材を供給し

始めている。その他、古河電工や昭和電線もBi-2223

線材の研究開発を進めている。基礎研究の面では、

京都大が微細組織と特性の関係について研究を進め、

またモデル解析や耐応力特性の研究も行っている。

電磁特性については、九州大や九州工大が精力的に

研究を進めているが、一般的にBi-2223線材では、米

国と比べて製造メーカーと大学・国立研との連携が

希薄である。Bi-2223の応用としては、送電ケーブル

が最も盛んであり、古河電工が試作した500m長の送

電ケーブルを使って電力中央研究所が種々の特性試

験を行っている。そのほか、Bi-2223線材を用いて磁

気浮上列車用コイル（東芝・JR東海）や超伝導変圧

器（九州大）などの試作・試験なども行われている。

Coated Conductorでは、超電導工学研究所が中心

となって国内各社、ならびに大学とプロジェクトを

組んで精力的に研究を進められている。6)参加企業と

しては、フジクラ、住友電工、昭和電線、古河電工、

等であり、IBAD法や有機金属塩塗布法（MOD法）

を中心にして研究開発を進めている。なおフジクラ

はこれとは別個に独自な研究開発も進めている。こ

の方面では、米国と激しい競争を繰り広げており、

抜きつ抜かれつの状況が続いている。基礎研究の面

では、京都大が作製プロセスの検討を行っており、

また九州大や横浜国立大が臨界電流特性の精密解析

や交流損失の評価を進めている。長尺化の研究では、

最近フジクラが100m長のかなり特性の良好なテープ

の作製に成功しており、米国を一歩リードしている。

Coated conductorでは、IBAD法による中間層の形

成に時間がかかるのが難点であったが、最近、日本

の超電導工学研究所において、中間層の上に、更に

CeO2膜をPLD法で蒸着すると（キャップ層）、中間

層の配向度よりもさらに配向度の優れたCeO2層が短

時間で得られることが見いだされ（自己配向化）、

注目される。このCeO2層の上にY-123層を形成する

と高い配向性を持ったY-123膜が得られ、非常に高

いJcが得られる。一方、上記のPLD法に対して、よ

り簡便な塗布法を適用する方法も研究されており、

最近高いJc特性が得られるようになってきた。この

方法は真空チャンバーが不用なため、大型化、工業

化が容易でより安価に線材作製が可能である点に特

長がある。

44）NIMSの現状・NIMSの研究
NIMSにおいては、主にPIT法やディップコート法

（塗布法）によるBi-2212の線材化の研究を進めている。

これまでに、結晶粒のc軸配向化を実現する「部分溶

融―徐冷熱処理法」や、PAIR（Pre-Annealing &

Intermediate Rolling）法などを開発し、世界最高の臨

界電流密度Jcを達成した。「部分溶融―徐冷熱処理法」

は現在Bi-2212線材の標準的熱処理法として広く世界中

で用いられている。Bi-2212線材は、特に高磁界におい
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て従来の金属系超伝導体と比べて格段に高いJcが得ら

れており、強磁界応用に極めて有望である。また熱処

理時の酸素分圧により粒界構造とJcが変化することな

ど、ナノレベル構造制御に関する知見を得ることにも

成功しつつある。さらに、温度勾配熱処理による２軸

配向化と、それによるJc特性の向上など、微細組織と

特性に関する研究も進めている。また、昭和電線と共

同でBi-2212多芯丸線材の高Jc化の研究も行っており、

最近になってBi-2212の部分溶融温度直上の狭い温度範

囲から徐冷を行うと、Jcが大幅に向上することを見い

だしている。これは、Bi-2212フィラメントの不規則化

や粗大化が抑制されるためと考えられ、これによって

丸線材としては世界最高のJcが得られるようになって

きている。

応用面では、Bi-2212線材を使って、超伝導マグネ

ットの発生磁界をさらに向上させる研究を進めてい

る。すなわち、日立製作所・日立電線と共同で、Bi-

2212テープ線材を用いて小型コイルを試作し、これ

を既存の超伝導マグネットの中心部に設置してBi-

2212コイルによる発生磁界の嵩上げを試みている。7)

すでに、ディップコート法によるコイルで合計21.8

テスラ、PIT法によるコイルでは合計で23.4テスラの

磁界発生に成功している。このPIT法コイルを用い

た場合の23.4テスラは、現在のところ超伝導マグネ

ットの発生磁界の世界記録である。さらに、PIT法

Bi-2212線材を用いて作製した小型マグネットを、液

体ヘリウム不要の冷凍機冷却によって運転したとこ

ろ、温度が20K程度までは十分強い発生磁界が得ら

れるとともに、熱的安定性に優れることを見いだし、

本Bi-2212線材を用いたマグネットは、高い冷却効率

を有する冷凍機冷却型の超伝導マグネットとしても

大いに期待されることがわかった。

以上の応用を指向した研究の他に、NIMSでは将

来の線材応用を目指して新超伝導物質探索にも力を

注ぎ、高圧合成装置の開発を進めてきた。これらの

装置を使って新規高温超伝導体の高圧下探索研究を

いち早く実施し、現存する100Kを超えるような高い

遷移温度を有する酸化物超伝導体の半数以上を発見

することに成功している。また、ごく最近ではソフ

ト化学を物質創製へ適用することにより、水和コバ

ルト酸化物超伝導体（NaxCoO2・yH2O）を発見して

いる。8)Tcは約５Kと高くはないが、コバルト酸化物

における初めての超伝導の発見であり、超伝導物質

探索の一つの指針となるとともに、高温酸化物の超

伝導メカニズムの解明にも役立つと期待される。

55）今後の動向
Bi-2223、Bi-2212線材については、国内外で多くの

研究が行われ、最近かなり高いJcが達成されている

ものの、まだ実用レベルには至っていない。種々の

実験から、Bi-2223、Bi-2212線材ともに局所的には実

用的に十分な大きさのJcが観測されているので、両

線材ともに潜在的には十分な能力を有しているもの

と判断される。しかしながら実際のビスマス系線材

においては、ボイドや不純物、配向の乱れなど超伝

導電流の流れを遮断する因子が多く存在し、十分な

大きさの超伝導輸送電流が得られていない。また、

結晶粒界における超伝導電流の橋渡しのメカニズム

など、材料学的に不明な点も多くある。

このような問題を解決するためには、これまで進

めてきた結晶粒の組織制御、等だけでは特性向上に

限界があると考えられ、新たなる手法による研究開

発が必要不可欠と考えられる。超伝導材料を特徴づ

ける基本パラメータにコヒーレンスの長さがあり、

これはナノメートルレベルであることから、ナノメ

ートルレベルの構造制御が特性向上には有効と考え

られる。例えば、出発物質のナノ粒子化、層状結晶

構造や粒界構造の改変、ならびにナノメートル粒子

の導入などが今後重要になろう。このような手法に

よって、Bi-2212では4.2Kならびに20K近傍でのJc向

上が、またBi-2223ではこれらの温度に加えて77Kで

のJc特性の向上が、実用化へのカギになるであろう。

一方、Coated conductorでは、短尺テープにおいて

はすでに優れたJc特性が得られている。今後は、km

級線材を作製するための長尺化技術の確立や、製造

コストの低減が実用化の観点からは非常に重要とな

る。いずれの場合も、効率の良い研究開発のために

は、今以上に企業と大学や公的研究機関との連携が

非常に重要となろう。

また、このようなナノ制御による特性の向上を図

るためには、線材内における組織や超伝導電流密度

の分布をナノメートルレベルで評価する技術を確立

し、そこで得られた知見を線材作製にフィードバッ

クすることが重要である。このようなナノメートル

レベルの解析には、透過電子顕微鏡をはじめ、電流

分布を二次元的に解析する走査型SQUID磁気顕微
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鏡、マイクロ波STMなどが考えられ、これらによる

微細領域の組織や物性の解析手法を確立することが

必要となろう。

一方、現在の酸化物超伝導体の特性をさらに上回

る新超伝導体の探索も、学術的な意義のみならず応

用上からも重要と考えられる。新物質探索では、超

高圧、超高ガス圧、ソフト化学等の特殊環境を活用

した合成が有望と考えられる。これらの手法によっ

て、次世代の超伝導線材のシーズとなるべき新規超

伝導体の探索・開発研究を推進するとともに、高圧

合成、単結晶育成等の超伝導体創製技術を一層高度

化することも重要であろう。
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11）はじめに
数千種類の超伝導物質が発見されているにもかか

わらず、既に実用化されている、あるいは今後実用

化が見込まれている物質は、表１に示す４種類の金

属系超伝導材料（Nb-Ti合金、Nb3Sn、Nb3Al、

MgB2化合物）とこれにＹ系酸化物超伝導体と２種

類のBi系酸化物超伝導体が加わるのみである。金属

系超伝導材料は臨界温度Tc、臨界磁場Bc2ともに酸

化物超伝導体と比べて低いので、将来は、酸化物超

伝導材料に置き換わるかも知れない。しかし、現在

進行中の超伝導応用（表１）では、機械的特性や超

伝導接続性の観点から、酸化物超伝導体が当面は対

応できない状況にある。それゆえに金属系超伝導体

の高性能化が引き続き切望されている。

これらの研究開発の動向を知るために論文データ

ベースから題目に物質名を含む論文について発表件

数の年代による推移を調べた結果が図１である。01

年に発見されたばかりのMgB2に関する論文発表件

数は、他の金属系超伝導材料と比べて非常に多い。

原材料が廉価で金属系としてはTcがもっとも高い新

顔材料であるMgB2への大きな期待を反映する。一

方、比較されるべきNb-Ti，Nb3Sn，Nb3Alではバル

クの物性に関する研究は既に60～70年代に終了して

おり90年以降では実用的形態である線材・薄膜の発

表になっていることもその一因である。実際、

MgB2の論文データ検索で、題目に線材・薄膜を含

むもの（薄青色）に注目すると、それらはMgB2の

全体論文数の２～３割程度であり、またNb3Snの論

文数と比べて1.5～２倍程度である。図１からは、こ

の数年、MgB2の研究が非常に活発であること、し

かし、他の金属系超伝導体についても発表件数が落

ち込んでいないことが判る。MgB2の研究者の多く

が酸化物超伝導体からシフトしてきていることと関

連すると思われる。

OSTの独自調査結果によると、1)04年度の世界にお

ける超伝導材料別製造重量（図２(a)）は殆どがNb-

TiとNb3Snであり、生産高1,100トンのうち、実に
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表１　主な金属系超伝導体の比較

図１　金属系超伝導体の論文件数の年による推移（Web of
Scienceを利用）



Nb-Tiが97.8%、次いでNb3Snが1.5%を占め、残りが

わずか0.7%のBi系酸化物超伝導体である。また、04

年度の応用機器分類ごとの線材販売額の統計（図２

(b)）によると、線材販売額は医療用画像診断装置

MRIと核磁気共鳴NMR分光分析器でほぼ６割を占め

ており、それらにはNb-TiとNb3Snが使用されている。

MRI、NMRの年間販売台数は８～10%で増えており、

Nb-Ti、Nb3Snの高性能化や低コスト化のための研究

が活発に継続している。

22）世界の動向
国内外の最先端医療機関では、中心磁場で10テス

ラ近くの高磁場MRIが試験的に用いられており、こ

のような高磁場MRIが今後、医療現場に普及してゆ

くには、Nb3Sn相形成後にコイル巻線するR&W法に

対応した低コストNb3Sn（またはNb3Al）線材の開

発が必要になる。また、タンパク質の構造解析に威

力を発揮することが期待され、日米欧が戦略的に競

って開発を進めている1GHz（23.5テスラ）NMRでは、

Nb3SnおよびNb3Alの高磁場超伝導材料がその成功

の鍵を握っている。さらに、大型応用でも継続的に

Nb-Ti、Nb3Sn、Nb3Alの性能向上が求められてきた。

90年代半ばはCERNの粒子加速器（LHC）や核融合

炉（ITER）、また00年以降は次世代加速器などの大

型プロジェクトが金属系超伝導体の研究を牽引して

きた。ITERマグネットに必要な超伝導線材の総量

は、Nb3Snが550トンまたNb-Tiが250トンと膨大であ

り、建設開始から数年でこれらを生産納入できるよ

うに、生産設備を整えなければならない。

Nb3Snの高性能化には、拡散反応に寄与するSn量

の増大と微視的組織のナノレベルでの制御が鍵であ

り、それらの結果、4.2 Kで12テスラという条件で安

定化銅を含まない断面積あたりの臨界電流密度non-

Cu Jcは、過去10年間で２倍の3,000A/eに向上した。

すなわち、ブロンズ法ではCu中のSn固容量を固溶限

(16%)まで増加させて結晶粒の微細化とともに高Jc化

が図られた。しかし、それ以上にSn濃度を高くする

のは困難である。一方、Cuマトリックス中にNbフ

ィラメントのほかにSnをそのまま断面構成材とする

内部Sn拡散法は、ブロンズ法に比べて交流損失性で

は劣るもののSn含有量を高くできる特徴をもともと

有し、そのため高Jcが実現できることから日米欧

（三菱電機、Outokumpu、Bochvar、Alstom）で盛

んに研究されてきた。最近、次世代加速器の高Jc仕

様を満足するさらに進んだ改良が、米国OSTでなさ

れた。Cuの割合を極力下げることにより、4.2K、12

テスラで3,000 A/eの高いnon-Cu Jcを得ることに成

功した。また、内部Sn拡散法の弱点でもあった量産

性についても、Snの代わりにダミー塩化物を使用し

て200kgの大型マルチビレットの熱間押し出しを可

能にした。塩化物は押し出し直後にSnフィラメント

と置換され、そのまま冷間で伸線加工されて十分な

単位長と低コスト化が実現した。今後は、高Jcを達

成するために犠牲にしてきた安定性（CuへのSn汚

染）、交流損失特性、機械的特性を如何に改善する

かが重要となろう。中国の西北有色金属研究院では、

最近、Nb-Tiに加えて内部Sn拡散法Nb3Snも大規模

に生産を始めた。Jc特性はまだ劣るものの低価格で

世界市場への参入を伺っており、今後も目が離せな

い。欧州のSMIは、もともと高Jc化で有利であった

Nb管にNbSn2粉を充填してNb3Snを拡散生成させる

パウダー・イン・チューブ（PIT）法を改良し、

EAS社と協力して大型ビレット（50 kg）による長尺

化に成功した。Nbの外側に配置されるCu安定化材

へのSn汚染が少ない特徴を有する。

後述のようにNb3Alの研究は日本を中心に実施さ

れているが、2)米国では次世代加速器を目標にOhio州

大、OST、IGC、Superconが急冷法Nb3Alの開発を

進めてきた。最近、イタリアのEURATOM-ENEA

でも急冷法Nb3Alの研究に着手した。

ほかの金属系超伝導体は液体ヘリウムを冷媒とし

て利用しなければならないが、MgB2は、臨界温度

が高いことから、未来のエネルギー源で環境に優し

い液体水素を超伝導の冷媒として利用すると冷却コ
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図２　2004年の　(a)材料別の線材製造量、(b)応用分類ごと
の線材販売額



ストを大幅に低減できる利点を有する。また、軽量

性に優れるので、磁気浮上列車や宇宙環境での利用

が期待されている。発見当初高いTcの割にBc2が低

いことが問題であったが、Wisconsin大の微量酸素

固溶薄膜や豪州Wollongong大によるSiCナノ粒子添

加をきっかけに、CがBサイトに置換することでBc2

が大幅に向上し、高磁場用線材として潜在能力が高

いことが判明した。現在、PIT法によってMgB2の線

材化の研究が日米欧豪で活発に行われているが、そ

の研究レベルは他の金属系超伝導体と比べてもまだ

初歩的な段階にある。すでに1,000m級の線材も作製

されており、長尺化が容易というこれまで期待を裏

切ってはいない。ただし、種々の超伝導線材のnon-

Cu Jc特性を比較したデータ集3)からも判るように、

MgB2長尺線のJcはまだかなり低いレベルである。

33）国内の動向
Nb-Tiに関しては、古河電工が欧州CERNのLHC加

速器用導体として総量92トンを00～03年に亘って生

産・納入した。他社と比較して高品質であったこと

に対してCERNから表彰を受けており、Nb-Ti線材で

の高い技術力と競争力が改めて認識された。

Nb3Snに関して、4)世界に先駆けて神戸製鋼所が高

Sn濃度ブロンズ法Nb3Sn線材の実用化を達成したこ

とが特筆される。高磁場NMR用高Sn濃度ブロンズ

Nb3Sn線材は、現在、神戸製鋼、古河電工、日立電

線の各社で開発が進められている。また、高Sn濃度

ブロンズNb3Snは、NMRだけでなくITERにも利用

されようとしている。核融合炉ITERの線材仕様で

は低ヒステリシス損失と高Jc化の両立が求められて

おり、フィラメント間結合が抑制された内部Sn拡散

Nb3Sn線材と同様に、高Jc化した高Sn濃度ブロンズ

Nb3Sn線材が有力な候補材料となっている。東海大

と神戸製鋼所で共同開発されたTa-Sn化合物を出発

材料にしたNb3Sn線も新しい高磁場NMR用候補線材

として注目されている。一方、次世代加速器のため

の高Jc Nb3Sn線材開発においては、残念ながら米国

勢の後塵を拝している。線材開発プログラムが米国

主導であったことに起因する。しかし、最近、三菱

電機がSnの配置を工夫した改良型内部Sn拡散線材の

開発に着手しており、今後の展開が注目される。

Nb3Alに関しては、歪み感受性が低くて耐歪み性

に優れることに着眼して、原研が拡散法Nb3Al線材

を住友電工と共同で開発を進めてきた。試作した

R&W法Nb3Alコイルで03年に13テスラで46kAの大

電流通電に成功した。しかし、拡散法Nb3AlのBc2,

Jcは急冷法Nb3Alと比べると低い。次世代核融合炉

の磁場は13テスラから16 - 20テスラに向上するので

拡散法Nb3Alでは対応できず、急冷法Nb3AlをNIMS

と共同で開発する計画である。高エネ研は次世代加

速器用に急冷法Nb3Alを日立電線、NIMSと共同で開

発に着手した。

MgB2に関しては、5)JR東海及び日立製作所が磁気

浮上列車用コイルやMRIへの応用を視野に入れて

MgB2線材の開発に着手した。MgB2粉をCu/Fe複合

管に直接詰めるex-situ法により50ｍ程度の単芯線で

小コイルを試作し磁場発生に成功した。今後、長尺

化に加え、低磁界不安定性解消のための多芯線化、

超伝導接続技術が検討課題である。東海大はMgB2

原料粉末にInなどの低融点金属粉末を混合すること

でMgB2粒間結合を改善し、大幅にJcを向上するの

に成功した。

44）NIMSの現状・NIMSの研究
96年に開発に成功した急冷法Nb3Alについて、強

磁場研究センターで開発中の高磁場NMR内層コイル

候補線材として、日立電線と共同で開発を進めてき

た。Nb/Al前駆体線材を急加熱・急冷却していった

んbccの過飽和固溶体としてその後の熱処理でNb3Al

に変態させる方法であり、拡散法と比較して化学量

論組成でかつ微細な組織が得られ、20テスラ以上の

高磁界までnon-Cu Jcが大きい特徴を有する。優れた

耐歪み性は保持されている。高磁場NMRのほか次世

代加速器や核融合炉用にも高エネ研、原研、核融合

研と共同で線材開発を進めている。長尺化に関して

は2.5kmのNb/Al前駆体線材の試作に成功したが、今

後はそのような長尺線を均一に急熱・急冷処理する

技術の確立が急務である。また、線材の安定化技術

の確立も重要である。NMR用途には急冷後にCuを

機械的に複合する方法、加速器・核融合炉用途には

Nb被覆Agロッドを内部に分散した内部安定化法や

銅のイオンプレーティング／電気メッキ法の開発を

進めている。さらには、フラックスジャンプに対す

る対策、ナノ構造制御による磁束線ピン止め、non-

Cu Jcの向上を目指した変態処理条件の最適化等が

重要となろう。
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Nb3Snに関しては、03年からブロンズよりSn濃度

の高いCu-Sn化合物（ε相、η相）を出発材料とする新

しい方法で高Jc化を図る研究に着手した。Jc特性の向

上、安定化、長尺化が今後の課題である。また、ブ

ロンズ法Nb3Snで反応後のブロンズからSnを選択酸

化させて銅へ変換させるための基礎研究も開始した。

MgB2に関しては、01年の青山学院大での超伝導性

の発見直後からPIT法による線材化に着手した。

MgB2化合物粉末を金属管に詰めて加工するex-situ法

と、MgとBの混合粉末を金属管に詰めて加工し熱処

理によってMgB2を生成するin-situ法の二つである。

後者の方法では、市販のMg粉末では表面が部分的に

酸化していてMgとBの反応を抑制しており、その悪

影響を除外する目的でMg粉末の替わりにMgH2粉を

利用し、MgH2が450℃付近で分解し表面が活性なMg

粉となることで緻密なMgB2コアの達成とJcの向上に

成功した。さらにMgH2とBの混合粉にSiCナノ粒子

を添加することで高磁界特性を改善し、4.2 K のBc2

に関してはNb3Snに匹敵する23テスラまで上昇する

ことを明らかにした。20 Kでの化合物Jcは3テスラで

600 A/e であり、実用的レベルからはまだ非常に低

い。薄膜等のデータから結晶粒界が有効なピン止め

点であることを明らかにした。今後は、ナノ～数十

ナノメートルで結晶粒サイズを微細化することがJc

を大幅に改善するための研究方針の一つとなろう。

また、MgH2のほかにMg2Cuを出発材料とする方法

にも着手している。Mg2Cuを原料とすると、MgB2の

生成が促進されて低温・短時間の熱処理で高いTcが

得られる。

合金系超伝導材料に関しては、溶解鋳造が省略で

きる複合材・拡散法の検討を開始した。

55）今後の動向
合金系超伝導材料はコイルの巻き直しが可能な

ど、化合物系超伝導材料と比べて取り扱い性が非常

に優れている。したがって、現状より若干でも高磁

界利用が可能になれば、現在一部Nb3Snが利用され

ている応用機器もすべて合金系超伝導材料で構築し

たいと願っているユーザーは多い。したがって、

Nb-Tiをはじめとした合金系超伝導材料の高磁場化

は重要であろう。また、合金系のJcを飛躍的に増大

させるには首都大等で研究されているナノサイズ人

工ピン導入が有効である。実用化のためには低コス

ト化の研究が必要になろう。

Nb3SnではTa-Sn化合物粉を混合したSnシートと

Nbシートを重ねてNb管に挿入する新しい方法が東

海大で開始された。今後、長尺化、安定化の研究が

進展するであろう。

MgB2に関しては、現在シース材としてCu、Fe、

SUS、鋼などが利用されているが、精密磁場応用、

交流応用の観点から磁性材料のシース材は好ましく

ない。充填粉末密度を上げるために伸線加工の観点

から硬い材質が好ましいことから、今後、多芯線化、

安定化材複合、超伝導接続とも関連してシース材の

選択が重要になるであろう。また、Jcの改善が不可

欠なので、有効なピン止め点の導入が急務である。

そのほか、ITER後の核融合実証炉を視野に入れ

た低誘導放射化対応の超伝導材料の開発も重要にな

ると思われる。軽量超伝導体であるMgB2は中性子

照射に対しても誘導放射能が小さい。同様に軽量で

あるV基超伝導体も今後の展開が注目される。

05年、次世代加速器用超伝導線材の価格がどのよ

うに決められるべきか、原材料費の何倍が適切か、

等を考察する論文がメーカーでなくユーザーの立場

から超伝導専門学術誌に投稿・掲載され、注目され

た。6)今後も、金属系超伝導体の高性能化と低コスト

化の両立を目指した研究が益々盛んになることが予

想される。
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11）はじめに
磁性材料は情報・通信機器の電子回路のインダク

ター、センサー、データストレージ部品として多用

されているばかりでなく、多くの産業機器や自動

車・鉄道・航空機などのモーターに使われている重

要な工業材料である。その産業用途の多様性と産業

規模は超伝導材料よりもはるかに大きいが、成熟し

た研究分野として捉えられてきたためか、或いはマ

スメディアに取り上げられる機会が少ないためか、

材料研究としての重要性が過小評価されているよう

に思われる。情報通信機器の小型化、高性能化にと

もないデータストレージや電子回路用磁性材料の一

層の特性向上が望まれている。また、モーター、発

電機、トランスなどパワーエレクトロニクス応用の

軟磁性材料や磁石材料の特性が向上すれば、大きな

省エネ効果が期待される。

永久磁石、軟磁性材料、磁気記録などの分野はかっ

て日本のお家芸であったと言われている。1985年こ

ろの磁性材料研究者の日本の研究動向への関心は極

めて高く、かって応用磁気学会の和文論文集が英語

に翻訳されている時期もあった。ところが90年代を

過ぎてから急速に我が国の競争力が落ち、磁気記録

においては米国に完全に巻き返され、永久磁石の研

究・製造ともに中国に移行しつつあるのが現状であ

る。上述のように、磁性材料の産業インパクトは非

常に大きく、今後、我が国の産業競争力を高めるた

めにも、戦略的に磁性材料研究の復活を産官学で企

画して行く必要がある。

22）永久磁石材料
研究動向：

図１に永久磁石材料の特性として広く使われてい

る最大エネルギー積の年次変化が示されている。永

久磁石材料ではこれまで20年に一度ブレークスルー

があり、最大エネルギー積がそのたびに飛躍的に向

上してきたと言われている。最近のブレークスルー

は1982年の住友特殊金属の佐川らによるNd2Fe14B相

の発見であり、それ以来微細組織の改善により最大

エネルギー積が着実に改善されてきた。しかし、そ

れ以降20年以上が経過した現在でもNd2Fe14B化合物

を超える新しい磁石材料の発見がなされておらず近

年エネルギー積の上昇が飽和しつつある。

この状態にブレークスルーをもたらすには２つの

アプローチがある。一つはNd2Fe14Bを凌駕する全く

新しい強磁性化合物を見いだすことであるが、その

ための有望な指針は示されていない。指導原理なし

に組成探索をおこなっても成功する可能性は極めて

小さく、計算科学的な手法で結晶磁気異方性が高く、

飽和磁束密度が高い化合物を予測すること以外に新

物質探索の方法はない。第２のアプローチはナノ組

織制御である。現在のNd2Fe14B焼結磁石の保磁力は

完全孤立した単磁区粒子の整合回転から期待される

理想的な保磁力の異方性磁界HAのわずか15%程度に

しか達していない。これを例えば50%に改善するだ

けでも飛躍的な磁石特性の向上が期待される。その

ためには現在の磁石材料でなぜHAの15%で磁化反転

が起きてしまうのかを理解する必要がある。焼結磁

石の磁化反転は結晶粒界の局所的に異方性の低い部

分から逆磁区が核生成することによると言われてい

るが、そのメカニズムを理解したうえで、結晶粒界
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図１　永久磁石のエネルギー積の年次変化1)



構造のナノ制御を行えば、磁石材料の特性を飛躍的

に改善できる可能性が高い。さらに最近では結晶磁

気異方性の高い硬質磁性相と飽和磁束密度の高い軟

磁性相をナノコンポジット化することにより、単相

磁石材料から得られるエネルギー積を凌駕する特性

が得られるという理論計算から、ナノコンポジット

磁石の開発研究も盛んに試みられている。このよう

に磁石材料のナノ組織を制御すれば磁石特性に大き

な飛躍をもたらすことができる可能性がある。

今後の動向：

永久磁石材料の最も大きな用途は産業用モーター

である。我が国でモータに使用されている電力量は

全電力使用量の53%と推定されており、高性能磁石

の開発によりモータの消費電力を１％改善するだけ

でその電力消費量の節減効果は小規模の原子力発電

プラント１基分に相当すると言われている。2)これは

磁石材料の特性改善のインパクトの一例である。ま

た京都議定書の発効により各自動車メーカーは車体

の軽量化による燃費向上と二酸化炭素排出低減を目

指している。また現在の自動車一台で25～30個のモ

ータが使われており、永久磁石を高性能化すると自

動車の軽量化へのインパクトも大きい。さらに対環

境用自動車の動向としてはハイブリッドカー、最終

的には電気自動車に移行していくと予測されるが、

そのためには200℃の温度域で使用できる永久磁石が

必要である。図２はNd2Fe14B永久磁石の用途別エネ

ルギー積、保磁力、合金基本組成を示した図である。

電気自動車で用いるモータでは動作環境が200℃以上

になることから、室温で30 kOe もの高保磁力が必要

とされる。現在市場に出荷されているNd-Fe-B 焼結

磁石では、保磁力上昇のために重希土類元素Dy を

添加しているが、その添加によって磁化が減少しエ

ネルギー積も小さくなってしまうという重大な欠点

がある。そのため電気自動車用磁石はDyを大量に添

加し保磁力を確保してはいるものの、エネルギー積

は小さくなる。Dyはその埋蔵量が少なく、原産地が

中国にほぼ限定されているため、Dy含有量がNdと

の自然産出比を超えたNd系磁石を国内の電気自動車

製造のために大量供給を行うと近い将来Dy の市場

価格が高騰し、国内での電気自動車の生産がDyの原

料供給に左右されるようになる。このような事態を

避けるために、Dy添加無しに高い保磁力が得られる

永久磁石を開発していかなければならない。自動車

製造業は今後中国との熾烈な競争にさらされると予

想され、重希土類元素を算出する中国が磁石供給を

左右することになれば我が国の自動車産業は大きな

リスクを負うことになる。我が国の自動車産業の競

争力を維持するためにもDyフリー高保磁力・耐熱性

Nd-Fe-B 磁石の開発は重要である。

ナノコンポジット磁石材料も原理的には従来の磁

石材料のエネルギー積を上回る値を実現できるはず

である。現在、商品化されはじめたNd-Fe-B系ナノ

コンポジット磁石は等方性であるために焼結磁石を

超える特性は得られていない。そのために低希土類

濃度という特徴から安価で耐食性のよい中特性磁石

としての用途を見いだしているにすぎない。3)しかし、

何らかの方法でハード相の容易軸方向を配列される

ことができれば異方性磁石を開発することができる

はずで、その場合は現状の焼結磁石を超える特性を

得ることが出来ると期待される。実際、薄膜では理

想的な異方性ナノコンポジット磁石組織を創製する

ことにより単相磁石の理論限界を超えるエネルギー

積が得られることが実証されている。4)

また近年携帯機器の小型化、MEMSへの関心から

薄膜磁石への関心も高まっている。希土類磁石では

表面加工層から逆磁区の核生成が起こり、バルク状

態から100μm程度に加工すると磁石特性が著しく減

じてしまう。そのため薄膜プロセスでエネルギー積

の高い磁石を工業的に大量生産できる製造方法への

関心も高まっている。

近年、永久磁石材料を研究対象とする研究室が大

学から消滅しつつある。このような状況が続けば、

企業での永久磁石開発を基礎的な観点からサポート

できる研究が大学等で実施されなくなり、我が国の
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永久磁石研究に深刻な影響を与えると考えられる。

高性能永久磁石材料が開発されることから期待され

る産業・環境インパクトを考慮すれば、大学関係者

や公的研究機関の研究者が産業界と共同で研究開発

を進めることのできる国家的プロジェクトの推進が

必要である。

33）軟磁性材料
研究動向：

軟磁性材料は電圧変換用軟磁性材料とチョークコ

イルなど電子回路のインダクターコアーとしての軟

磁性材料に大別される。前者には電磁鋼板が長年に

わたって大量に使われてきたが、80年代にアモルフ

ァス合金を柱状トランスコアーとして開発する機運

が高まったものの、国際的な特許紛争で国内ではそ

の後開発意欲が急激に消滅した。近年、環境問題が

クローズアップされてきたために省エネタイプのト

ランスとしてようやくアモルファス合金を磁芯とし

たトランスが商品化されるようになってきた。また

1988年に日立金属の吉沢らが発明したFe-Si-B-Nb-Cu

ナノ結晶軟磁性材料は、従来のアモルファス軟磁性

合金に比較して、Fe濃度を高くできるために飽和磁

束密度が高く、しかも極めて高い透磁率を得ること

ができることから、近年、チョークコイルや小型ト

ランスの磁芯材料としての応用が進んでいる。5)この

ナノ結晶軟磁性材料は磁束密度は珪素鋼に劣るもの

の、透磁率が極めて高い。透磁率、磁束密度ともに

アモルファス合金ナノ結晶材料よりもすぐれてお

り、さらに最近ではCo添加により高い誘導磁気異方

性を付与して高周波領域まで使用できる磁性材料と

しての改良がすすめられている。アモルファス軟磁

性材料と異なり、ナノ結晶軟磁性材料は微細構造に

敏感に磁気特性が変化するために、アモルファスの

結晶化によりナノ結晶が形成されるメカニズムの研

究も盛んに行われた。6)また誘導磁気異方性の起源な

ども、最近の研究により明らかになりつつある。7)

近年、携帯電話などの通信容量が増加するにした

がい、情報電子機器の周波数帯がGHz帯域に達して

いる。さらに携帯機器の小型化によって、高密度に

実装された電子回路内で電磁波障害が発生するよう

になり、これがさらなる小型化・高周波化の障害と

なっている。そのためにGHz帯域で使用できる軟磁

性材料の開発が望まれており、酸化物マトリクスに

ナノスケールの強磁性粒子を分散させたナノグラニ

ュラー軟磁性材料の開発が進められている。8)

軟磁性材料は磁気記録の記録ヘッドや垂直磁気記

録の下地層としての応用の研究も進められている。

記録ヘッドとしては高い磁界を発生させる必要があ

るために、高い磁束密度を持つ材料が必要で、一時

期は鉄窒化物が巨大飽和磁束密度を持つのではない

かという期待から多くの研究が行われてきたが、実

験結果の再現性の問題から、最近では否定的な結果

が多い。実用的には強磁性材料中最も大きな飽和磁

束密度を持つFe65Co35の組成の合金を薄膜化やナノ

結晶化で軟磁性化させる方向で開発がすすめられて

いる。幸いにも記録ヘッド用の用途では10Oe程度の

保磁力であっても十分に使用できることから、

Fe65Co35合金のパーマロイとのハイブリッド化や無

電解メッキによるナノ結晶化で軟磁性化で対応され

ている。

今後の動向：

軟磁性材料開発のブレークスルーは1988年のFe基

ナノ結晶軟磁性材料の発明であった。それ以降、ブ

レークスルーと呼べるような話題はあまりないが、

情報通信機器の発達や磁気記録の高密度化にともな

い様々な用途に応じたテーラーメイドの軟磁性材料

開発の必要が生じ、今後も各用途別に最適な特性を

持つ材料開発が進められて行くと考えられる。その

なかでもGHz帯通信に必要なGHz帯対応高電気抵抗

軟磁性材料の開発は益々重要な課題と成って行くで

あろう。また磁気記録の高密度化に伴い記録ビット

のサイズがナノスケール化しており、熱擾乱に耐え

られる高保磁力媒体が使われ始めているので、記録

ヘッドに要求される飽和磁束密度が現在のFeCo合金

の上限である2.4Tを超える材料の出現が望まれてい

る。しかしながら、このような材料を探索するため

には計算機予測によりどのような物質でFeCoを超え

る磁束密度が得られる可能性があるのかを予測しな

ければ、全く探索の方策も立てることができない。

またFeCoをパーマロイなどの下地上に成長させた

り、多層化したばあいに軟磁性化されるという報告

は多くあるが、それらが軟磁性化されるメカニズム

については殆ど理解されていない。これらのメカニ

ズムを解明すればさらに優れた軟磁性材料開発のた

めの指導原理として開発の指針とされていくであろ
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う。大学や公的研究機関がこのようなメカニズム解

明の研究を行わなければ、これらの問題が将来に渡

っても解決されることはあり得ない。

44）磁気記録媒体
研究動向：

ハードディスクドライブ（HDD）に使われる磁気

記録方式には現在のところ面内記録と垂直記録方式

があり、現在面内方式から垂直方式への過渡期にさ

しかかっている。面内記録方式では面内に結晶磁気

容易軸が配向したCo-Cr基の合金薄膜が用いられてい

る。ガラス基板上にCrを下地としてスパッタ成膜す

ると、bcc金属の稠密面である（011）面が配向し、こ

の上にhcp構造を持つCo-Cr基合金をスパッタすると

（1011）面がエピタキシャル成長する。またCr下地を

適当な条件で（001）面に優先配向させるとc軸が完全

に面内配向するようになり、面内異方性を持つ薄膜

を製造することができる。その際に基板を300℃程度

に加熱してCo-Cr膜を成膜すると、Co-Cr系に存在す

るhcp相の溶解度ギャップに従って相分離が進行し、

結晶粒界にCrが偏析し結晶内部ではCo濃度の高いナ

ノ結晶粒が自己組織的に形成する。現行の面内磁気

記録媒体では、異方性を高めるためにPtが合金化さ

れており、さらにCrの相分離を促進するTaが合金化

されている。このような媒体がリングヘッドの漏洩

磁界によって面内方向で磁化されていくのが面内磁

気記録方式の特徴である。面内磁気記録では記録ビ

ット間の反磁界の影響で高密度化とともに膜厚を薄

くしていく必要があり、それに伴いヘッド信号が微

弱になり、記録限界は100Gbit/in2 程度といわれている。

これに対してビットの磁化が媒体の垂直方向とな

る垂直磁気記録方式では磁化容易軸を面に垂直に配

向させた媒体構造を使用する。この場合、磁化はビ

ットサイズがナノスケールになっても静磁気相互作

用により不安定化しない。このため原理的には面内

磁気記録よりもはるかに記録密度を高めることでき

る方法として、1979年に東北大の岩崎らにより提唱

された。それが25年以上経た近年になり、漸く実用

化されようとしている。9)垂直磁気記録媒体ではhcpの

c軸を面に垂直方向に配向させ、面内記録と同じ原理

で結晶粒界にCrを偏析させて、各結晶粒を磁気的に

孤立させている。最近ではCrの偏析を用いずに、

SiO2のマトリクス中にCoCrPt柱状粒子を埋め込んだ

グラニュラータイプの媒体が注目されている。9)しか

しながら、垂直磁気記録で１Tbit/in2 の記録密度を

達成するためには、磁気的に孤立した５nm程度の結

晶粒から構成される媒体で、１bitのサイズが65nm

となり、その際ヘッドと媒体間の間隔が５nmになる

と試算されている。このような記録システムを実現

することは極めて困難であると予想されており、さ

まざまな技術的な制約から垂直方式であってもその

記録密度の上限は600Gbit/in2 であるという予測もあ

る。10)そのため１Tbit/in2 記録を実現するためには全

く新しい記録方式が開発されなければ成らない。

１Tbit/in2 の記録密度で１bitのサイズが65nm程度、

十分なS/N比を確保するためには媒体が５nmの孤立

強磁性粒子で構成されていなければならない。また

将来10Tbit/in2 程度のさらに高密度を目指すと、最終

的には個々の強磁性粒子に磁気情報を書き込まなけ

ればならなくなる。その際強磁性粒子の熱的な不安

定性が問題となる。結晶磁気異方性をKu、結晶粒の

体積をVとすると熱障壁はKuVとなり、それが熱エネ

ルギーkBTの60倍の値であれば、記録情報を10年間維

持できるとされている。このような理由でTbit記録

を目指す場合にはKuが十分に高い強磁性相を媒体材

料として選ばなければならない。L10構造を持つFePt

の結晶磁気異方性は hcp Co よりも一桁以上高い値で

あり、それがFePtを記録媒体の最有力候補としてい

る所以である。その他にもNd2Fe14B、SmCo5などの

磁石材料も高い結晶磁気異方性をもつが、これらの

材料は耐食性に劣るために、媒体としては難点があ

る。このような理由で最近ではFePt、SmCo5等の高

Ku材料の薄膜の研究が盛んに行われている。

ところが大部分の研究が高Ku材料の連続薄膜の垂

直磁気異方性付与と高保磁力化の研究であり、媒体

応用としては程遠い研究段階にある。今後高Ku材料
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を磁気記録媒体に適した薄膜構造にしていく研究が

必要とされており、そのためには以下の４項目を満

たすことを目指した研究に移行していかなければな

らない：（1）５nm以下のFePt粒子を磁気的に孤立さ

せて均一に分散させる、（2）各粒子のc軸を膜面に垂

直に配向させる、（3）低温熱処理によりナノ粒子の

合体成長を起こさずにFePt粒子をL10構造に規則化

させる、（4）熱安定性を維持しつつ反転磁界を下げ

る。これらの問題はいずれも極めて困難であり、今

後10年程度の研究課題になると予想される。また孤

立したナノ粒子の磁化反転は整合回転によって起こ

ると予想されるので、その反転磁界は現行ヘッドで

発生できる磁界よりもはるかに高い値で、高Ku材料

の磁気記録への応用にはレーザーで粒子を加熱して

反転磁界を下げる熱アシスト方式が有望であると言

われている。

FePtメディアは現行の垂直磁気記録媒体が限界密

度に達した後に実用化されるべき記録媒体であるの

で、そのための研究に費やすことのできる時間的余

裕はまだ十分にある。現段階では記録システムの研

究よりも、FePtの材料として研究が先行すべき時期

であろう。

今後の動向：

垂直磁気記録方式で記録密度を上げるためにはさ

らに保磁力の高い媒体を使う必要があり、現行ヘッ

ドでの記録が極めて困難になりつつある。そのため

高Ku材料を斜め方向に配向させた斜め記録方式12)

やソフト相とハード相を交換結合させたナノコンポ

ジット媒体13)などが提案されており、これらの媒体

構造を実現するための材料研究が盛んに行われると

予想される。

また垂直方式が限界に達したあとの記録方式として

FePtを用いた熱アシスト方式が提案されているが、11)

これを実現するためのFePtナノ粒子のL10規則化過程

の研究、ナノ粒子の２次元配列、規則化の熱処理によ

る粒子の合体成長の抑制、粒子の配向などFePtを熱ア

シスト方式に適した媒体構造に作り込むための材料的

な課題が山積している。10年先の実現課題として産官

学での取り組みが必要と考えられる。

一方で、熱アシスト方式に懐疑的な意見もあり、

垂直磁気方式で 10Tbit/in2 程度の記録密度を実現す

べきだという意見もある。東北大の北上らは強磁性

粒子のナノ化による熱擾乱の問題を克服する一つの

手段として、結晶磁気異方性定数K2の高い材料を媒

体化していくことが有効であると提唱している。14)

FePtなど高Ku材料だけの研究だけではなく、このよ

うな別の観点からの媒体材料研究も同時に進めてい

くべきであろう。

55）磁気抵抗素子材料
研究動向：

ハードディスクの再生ヘッドにはパーマロイの異

方性磁気抵抗効果を利用した磁気抵抗ヘッドが使わ

れてきた。MRヘッドの感度は通常単一トラック幅

あたりの電圧出力で表されるので、記録密度が高く

なりトラック幅が小さくなると出力が減少する。そ

のために巨大磁気抵抗（GMR）素子の開発が進めら

れ、IBMが1997年にGMRヘッドを初めてハードディ

スクドライブに導入した。GMR素子は1988年にFert

らがFe/Cr/Fe人工格子で初めて見いだした巨大磁気

抵抗現象を応用したものである。Crの膜厚を変化さ

せてFe/Cr/Feの多層膜を作製すると、適当なCr層

の厚さの時に２つのFe層が反強磁性結合によりその

磁化の向きが反転する。一方でこの膜に一方向の磁

場を加えるとFeの磁化は平行になる。このような素

子に電流を流すとFeの相対的な磁化の変化に伴い電

子はスピンに依存する散乱を起こし磁場に依存して

電気抵抗が変化するという現象である。ただし、反

強磁性的交換結合を使った場合、磁化反転に大きな

磁場が必要であるので、より低い磁場で磁化反転が

できるスピンバルブという素子が工夫された。強磁

性膜にFeNiなどの軟磁性層を用い非磁性層を挟んだ

一方の軟磁性層をL10-FeMnなどの反強磁性相でピン

止めすると、軟磁性層は低い磁場で磁化反転するた

めに電気抵抗変化の磁場感度は極めて高くなる。

このようなGMRヘッドの導入によりハードディス

クの記録密度は４Gbit/in2 まで向上したが、10

Gbit/in2 を超える面密度を達成するためには単純な

構成のGMRヘッドでは再生出力が十分ではない。そ

のため、近年記録密度の上昇速度が鈍化している。

今後、40Gbit/in2 以上の面密度を目指す場合、より

感度の高いGMRヘッドの開発が求められている。こ

れまでのGMRヘッドは電流を積層膜に平行に流す

Current-in-PlaneタイプのGMR素子であったが、よ

り再生出力の高いCPP（Current-perpendicular-Plane）
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タイプのスピンバルブの開発が進められている。そ

の際、数nmの酸化物層を挟んで、そのなかで自己

組織化による形成された金属ナノブリッジに電流を

狭窄化させMR値を増大させたCurrent-Confined

Path CPPスピンバルブの開発が進められている。こ

のような素子は図３に示すような複雑な３次元ナノ

構造を持っており、TEMによる断面観察だけではす

でに必要とされるナノ構造の情報が得られない状況

になってきている。このように磁気デバイスの特性

がまさにナノスケールの３次元構造に支配されるよ

うになってきているので、デバイス開発に高度なナ

ノ解析技術が必要となってきている。

GMRでは２つの強磁性層の間に金属非磁性層を挟

んだ構造を持つが、２つの強磁性層を酸化物層で分

断した場合、電流は電子のトンネリングによって起

こるようになる。その場合もスピンに依存した散乱

が起こるために磁気抵抗効果が生じこれをトンネル

磁気抵抗 TMR（Tunneling Magnetoresistance）と

呼んでいる。TMRはトンネリングによる電子伝導で

あるので電気抵抗が高く、ヘッドへの応用は不適で

あると考えられていたが、最近では電気抵抗が低く

かつ室温でのTMRが230%を超えるようなTMR素子

も開発されている。17)TMR値は電極材料の分極率をP

とするとJulliereの式 TMR=2P1P2/(1-P1P2)にしたが

うと言われており、分極率が１となるハーフメタル

を用いるとTMRが無限大になると予想されている。

このためにハーフメタルを電極としたトンネルジャ

ンクションの研究が盛んに行われている。ハーフメ

タルには酸化物系や金属系など様々な種類がある

が、実用的には室温で強磁性でなければならないの

でTMR用電極としてはキュリー点が室温以上のホイ

スラー合金が有望な材料として注目されている。に

もかかわらず、現在のところホイスラー合金を電極

にしたTMR素子においても高々16%のTMR値しか

得られていない。18)この原因については電極層が真に

ホイスラー相となっているのか、またホイスラー相

であれば、本当に分極率が１となるのかなど、実験

的に解明していかなければならない課題が多い。多

くの研究では電極層の構造解析をおこなわずに、測

定されるTMR値から電極の分極率を想定するという

手法がとられており、今後大きなTMR値を実現する

ためには、電極相の同定、界面構造の解析などをお

こないつつTMR測定を行わなければならないと考え

られる。

ハーフメタルトンネルジャンクションで多くのグ

ループが高いTMR値を実現しようとしていたのを尻

目に産総研の湯浅らは界面が原子レベルで制御され

たFe（001）/MgO（001）/Fe（001）トンネルジャンク

ションを製造することに成功し、室温で88%もの

TMR値を得ることに成功した。19)このTMRは単結晶

MgOを電流が流れる際に電子は散乱されずにコヒー

レンシーを保ちながら直進できることからTMR効果

はJulliereモデルで記述できる範囲外になり、分極率

の低い電極材料でも高いTMR値が得られることが可

能となる。その後、電極をアモルファスFeCoBに変

えることにより230%ものTMRを実現しており、17)

将来MRAMへの応用が期待されている。またTMR

素子は電気抵抗が高いために再生ヘッドとしては不

適と考えられていたが、MgO単結晶を絶縁層とした

TMRジャンクションで電気抵抗値を低くすることに

も成功しており、将来再生ヘッドへの応用の可能性

も出始めて来ている。

今後の動向：

磁気記録密度を高めていくためのボトルネックは

再生ヘッドの開発にあり、より再生感度の高いGMR

素子の開発が望まれている。そのための構造は従来の

単純な多層膜構造では不十分で、電子のパスを狭窄化

した複雑な３次元ナノ構造を持つ素子に変化してきて

いる。これらの開発はヘッドメーカーが凌ぎを削って

進めており、そのためには大規模な成膜設備、微細加

工設備が必要となってきており、すでにデバイス開発

とその実用化研究は大学や公的研究所のテーマにはそ

ぐわなくなってきている。今後はより一層産官学の連

携研究体制が必要で、開発研究をより一層加速するた

めの原理の確立や構造解析についての研究を公的研究

機関は分担していくべきであろう。

コヒーレントな電子を用いたTMRジャンクション

でこれまで最高のTMR値が得られているが、ハーフ

メタルを用いたTMRでは理論的には無限大のTMR

値が得られる筈で、一層の研究が進められるべきで

ある。しかしながら、トンネルジャンクションをま

ず製造してその特性を測ることを繰り返すという研

究手法は限界に達しており、ハーフメタル電極その

ものの製造条件をまず押さえることが重要である。

さらに分極率の直接測定をおこない高い分極率が得
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られた電極を使ってジャンクションを製造するとい

った手法が必要である。素子開発の前に素子に用い

られる磁性材料そのものの素性を押さえることが重

要であろう。

66）NIMSの現状と今後の取り組み
NIMSでは2000年度から５年間実施された振興調

整費総合研究「ナノヘテロ金属の機能発現メカニズ

ムの解明に基づく新金属材料の創製の研究」の一環

として、産官学でナノコンポジット磁石材料、ナノ

結晶軟磁性材料、ナノグラニュラー軟磁性材料、

FePt薄膜などの磁性材料のナノ組織解析と材料開発

の研究に携わり、磁性材料の微細構造と特性につい

ての基礎的な研究を推進した。20)

ナノコンポジット磁石についてはNEOMAX社と

共同でナノコンポジット組織と磁気特性に及ぼす合

金元素添加の影響を系統的に研究し、中特性ナノコ

ンポジット磁石の実用化研究に基礎的な観点から大

きな貢献をおこなった。また現状の焼結磁石の特性

をナノ組織制御によって超えることができる可能性

を実証するために、[Sm(Co,Cu)5/Fe]6 異方性ナノコ

ンポジット薄膜を創製し、それが単相SmCo5磁石の

理論限界を凌駕するエネルギー積を実現できること

を実証した。ナノ結晶軟磁性材料については日立金

属と共同でFe-Si-B-Nb-Cu系ナノ結晶軟磁性材料のCo

添加合金におけるナノ組織制御法を提案し、高周波

特性の優れた軟磁性材料の開発に貢献した。また応

力熱処理が高い磁気異方性を誘起するメカニズムを

解明し、高周波応用に適したナノ結晶軟磁性材料の

開発指針を確立した。ナノグラニュラー軟磁性材料

においてもナノ組織と軟磁気特性、誘導磁気異方性

の因果関係を確立した。また次世代の高密度磁気記

録媒体として有望視されているFePtについて薄膜の

低温熱処理による規則化のメカニズムを解明すると

同時にナノ粒子の規則化のサイズ依存性を見い出し

た。さらにナノコンポジットメディアにより磁化反

転の熱安定性を損なうことなく、反転磁化を著しく

下げることができることができることを実証した。

また計算材料センターではPhase-field法を用いて、

Co-Cr基合金薄膜が基板加熱によりどのような組織

形成が進行し、それによりどのような磁化過程が起

こるかを予測した。

2006年度から始まる次期中期計画においては、

「ナノ構造制御による高機能ナノ磁性材料の創製」

プロジェクトにおいて、来るべきユビキタス社会を

実現するために必要な磁性材料・スピントロニクス

材料を試作し、そのナノ構造の解析、構造と磁気特

性の因果関係の確立を行うことにより、ユビキタス

用ナノ磁性材料の開発指針を材料科学的視点で確立

することを目指している。このプロジェクトでは磁

気記録技術への用途を想定した（1）高密度磁気記

録媒体用薄膜、（2）記録ヘッド用高磁束密度軟磁性

材料、（3）再生ヘッド用CPP-GMRスピンバルブ、

（4）TMRデバイス用ハーフメタル薄膜、小型携帯機

器の電磁波ノイズ吸収体としての応用を想定した

（5）高周波用ナノグラニュラー軟磁性薄膜、MEMS

（Magnetoelectric Microsystem）応用を想定した

（6）薄膜永久磁石材料、についてナノ構造を原子レ

ベルまで遡って徹底的に解析し、ナノ構造と磁気特

性の因果関係を解明する。その知見に基づきデータ

ストレージ技術やGHz帯エレクトロニクスで要求さ

れるナノ磁性材料を開発し、企業における磁気デバ

イス・システム開発のための材料学的指針を確立し

ようとしている。

77）まとめ
多種多様な磁性材料の全てを網羅することは不可

能で、本稿ではNIMSで関連研究を行っている分野

と今後重要になるであろうと予測される分野の現状

分析と今後の動向を予測した。これまでNIMSでは

本格的に磁性材料の開発研究に取り組んでこなかっ

たが、次期中期計画では明確にゴールを設定し、磁

性材料のなかでも特にナノ構造を制御することによ

り特性が改善されると期待される材料開発に取り組

んでいく。ただし、デバイスや記録システムの研究

については企業での実用化研究に対抗することは現

実的ではないので、あくまでもデバイスやシステム

を構築するために必要な磁性材料の研究に特化し、

可能な限り産独学の連携を深めつつ、NIMSが得意

とする分野で存在感のある基礎研究を実施していく

方針である。NIMSにはナノ組織解析、メカニズム

解明、組織形成予測、強磁場物性測定などの分野で

企業と相補的な研究を行えるポテンシャルがある。
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11）はじめに
電子材料としての半導体材料の歴史は1833年にフ

ァラデーがAgSの電気抵抗が温度上昇に伴って変化

することを発見したことに始まる。1)その後は硫化物

や酸化銅などの材料を用いて整流理論がつくられ、

量子論にもとづく半導体のバンド構造への理解が深

まった。また、これらの研究の過程で、不純物の種

類によって半導体にはｎ型とｐ型があることがわか

り、電気伝導性も不純物濃度で制御できることがわ

かった。1939年ベル研究所のラッセル・オルはGe半

導体を開発し、その後そのGeを使った高周波特性ダ

イオードを開発した。これらの成果はやがて1947年

のベル研究所におけるバーディーンとブレッティン

による点接触ダイオード、1948年のショクレーらに

よる接合型トランジスタへと発展した。1)

戦後、1954年にテキサスインスツルメント社のテ

ルはSiトランジスタを発表し、これが現在の半導体

デバイス発展のきっかけになった。特に、1958年、

キルビーが集積回路（IC）を制作し、1959年にはホ

ーミィが光リソグラフィーを使った最初のプレナー

型トランジスタを発表した。そして1961年のRCA、

ホフステンとハイマンによる電界効果型トランジス

タ MOSFET（MOSトランジスタ）開発へとつなが

り、これらの一連の成果により現在のSi系集積回路

の基盤技術が完成した。その後、集積回路とそれに

関係する材料は Si（基板、ゲート材料）、SiO2（ゲ

ート酸化膜、層間絶縁膜）、Al（電極材料、配線材

料）を中心に高集積化が進められた。

しかし、高集積化にともない、それまでの集積回

路のトレンドを示してきた「ムーアの法則」の限界

が見え始めた。いまでは、新しい材料を投入してこ

の限界を延長する試みが進められている。2)

ここでは半導体デバイスの90%以上を占める

SiMOSFETに関係する材料の変化と今後のトレン

ド、それに有機材料、化合物半導体材料に関する傾

向を概観する。

22）研究動向
１）SiMOSFETの現状と今後の材料

現在のSiデバイスのゲートノードはhp 65nmノー

ド（hp：ハーフピッチの略。実際のゲート幅はその

半分の30nm程度）であるが、この幅は最終的には

10nm程度まで微細化され、その後、「ポストスケー

リング世代」が2015年あたりから登場するとされて

いる。2)その間、SiMOSFETに関連する材料の課題は

ゲート絶縁膜材料（High-k材料）、メタルゲート材料、

層間絶縁膜（Low-k材料）、チャネル材料、配線材料、

など材料に関する研究も多岐にわたっている。

・ゲート絶縁膜材料（High-k材料）

現在のゲート絶縁膜にはSiONが用いられているが、

次世代のMOSFETにはより誘電率の高い材料が求め

られる。この材料は通常「High-k材料」と呼ばれてい

る。このゲート絶縁膜に関する研究は1996年あたりか

ら急激に増加してきた。この材料として高誘電率をも

つ酸化物のHfO2にSiO2やAl2O3などを加えて非晶質化

したものが材料として有力視されている。その後はよ

り高誘電率でSiとの電気的整合性（低界面準位）に優

れ、Siとの間にSiO2を形成せず、しかも高周波動作に

耐えられる絶縁膜が求められる。次期ゲート酸化物と

してはｆ電子を有するLa2O3をベースにした希土類酸

化物が考えられている。MOSFETの動作を考慮した

場合、ゲート絶縁膜の誘電率は30程度が限界とされて

いる。この値を非晶質材料で実現することは難しく、

最終的にはエピタキシャル成長あるいはそれに近い構

造をもつゲート絶縁膜が登場すると考えられる。

・ゲート材料

ゲート材料はこれまで多結晶Siに不純物を高濃度に

ドープし、金属化したものが用いられてきた。しかし、
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集積度が向上するにつれ、金属そのものが使われると

予想される。求められる要件は低抵抗化と、仕事関数

の制御である。現在はTiNなどの窒化金属やSiとの合金

である金属シリサイドがその候補として研究されてい

る。しかし、電気抵抗の観点からするとさらに低抵抗

化した材料がもとめられる。仕事関数の制御では金属

間化合物を利用したものや金属過剰な窒化金属、各種

金属シリサイドなどに関する報告が最近増えている。

仕事関数の連続制御という観点からすると全率固溶体

であることが望ましいが、自己整合的に仕事関数を固

定する観点からすると中間層の多くある合金系が有利

となる場合もある。メタルゲートの研究は2003年あた

りから増え始めており、増加する傾向にある。

・層間絶縁膜（Low-k材料）

多層配線間の層間絶縁膜材料には信号の高速伝達

の観点から誘電率の低い材料、いわゆるLow-k材料が

求められる。必要な誘電率はε=2.7以下の材料である

が、バルク材料でこの条件を満たす材料を見つけるこ

とは難しい。この目的のために層間絶縁膜であるSiO2

に中空構造を入れて多孔質化し、膜としての誘電率を

下げる試みや炭素系低誘電率材料、低誘電率の有機材

料などが次世代のLow-k材料として注目され、その研

究も1995年当たりから盛んになっている。しかし、こ

うした多孔質化や有機材料の採用は構造的強度の不足

を招く。集積回路においても層間絶縁膜を平坦化する

ために化学機械研磨 CMP（Chemical Mechanical

Polishing）といわれる研磨工程があり、強度の不足は

大きな問題となる。2)そのために将来の層間絶縁膜には

誘電率の低い有機材料と機械的な強度のある補強剤

（構造材料）を混合した複合材料の開発が必要である。

これらの傾向を図１にまとめた。

・チャネル材料

次世代デバイスでは高速動作、高周波領域での動

作が求められる。そのために、チャネル領域を歪ま

せてキャリアーの有効質量を変化させ、移動度を向

上させたり、キャリアー移動度の大きな材料である

GeをSiデバイスのチャネル層に導入することが検討

されている。

・配線材料

集積回路における配線材料はこれまでAlが主な材

料であった。しかし、高速信号伝達の観点から、よ

り抵抗の低い材料が検討され、現在はメッキ法で作

製するCu配線が主流になりつつある。この材料も将

来、微細化による抵抗の増加が問題になる。より高

速化を目指してさらに低抵抗化した配線材料も必要

になる。将来は光を使った配線も取り入れられると

考えられる。3)

また、ゲート配線材料としては多結晶Siゲートの

上に自己整合的に形成した金属シリサイドが用いら

れてきた。最近になり、この多結晶Si領域を完全に

シリサイド化したフルシリサイド（FUSI）の研究も

始まっている。（図２参照）

・他の関連材料

現行のフラッシュメモリーに変わる材料として磁

性金属膜と絶縁層を組み合わせた磁性メモリー

MRAM（Magnetic Random Access Memory）が最

近注目されており、この研究は1997年あたりから急

激に増えている。しかし、MRAMは磁性金属間の絶

縁材料の問題や消費電力が多いなどまだ課題を抱え

ている。

ペロブスカイト系酸化物は伝導体から絶縁物まで

幅広い特性を有し、誘電体、磁性体などの機能性も
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持っている。これらの特性から、今後の半導体関連

材料として用いられてゆくことが確実である。最近

では電圧で記録の書き込み・消去を行うRRAM

（Resistance Random Access Mermory）もペロブス

カイト酸化物材料をベースにその開発が進められて

おり今後、研究が盛んになることが期待される。こ

れらの傾向を図３に示す。

・有機材料

有機デバイスに関する研究や論文も1995年あたり

から増える傾向にある。有機デバイスはその駆動方

式が電流制御型であり、また電子の移動度がSiより

かなり遅いことから用途は表示素子などに限定され

るかもしれないが、環境への負荷が少ない点や曲げ

られる特徴を生かして、別の機能を有するデバイス

分野へ普及すると考えられる。（図４参照）

２）化合物半導体

化合物半導体の代表的な材料はGaAsである。こ

の材料はこれまで発光素子や赤外線レーザ、それに

高速トランジスタ（HEMT）などに使われている。

この分野の研究は1980年代から高い水準にあり、多

くの研究がなされてきた。それ以上に、この研究は

1992～1993年に急激に盛んになっている。この時代、

量子細線や量子ドットなど新規性のある構造が提案

され、またGaAsにMnを入れたIII-V系希釈磁性半導

体の登場などがその時代背景にあると思われる。

しかし、このGaAsに関する研究は1998年を境に低

下する方向にある。代わってGaNに関する研究が増

加している。特に2000年にInNのバンドギャップが

0.7eVであることが報告され、GaInNの組成制御で赤

から青までの広い発光波長が実現する可能性がでて

きたことや、GaNの電界耐圧の高さを利用した数百

GHz帯に対応するGaN-HEMTが提案されたことなど

により、研究の対象がGaAsからGaNへ移行しつつあ

ることを反映しているものと思われる。この傾向を

図５に示す。

昨年、ZnOを使ったLEDが東北大学から発表され、

大きな話題になっている。ZnOによる紫外光LEDは

蛍光灯に代わる新しい白色光源として期待される。

また資源として豊富で安価であることなどGaNには

ない優位性を持っている。

33）今後の展開
今後のSi半導体の集積度はArFエキシマレーザと

液浸技術などを使ってhpゲートノード22nm世代

（実際のゲート幅は10nm）までは確実に進むといわ

れている。この時代は2015年前後とされており、そ

れまでの向こう10年間はSiデバイスが半導体デバイ

スの主流を占めることは確実である。しかし、同時

にこれまでにない傾向として多くの新規材料がその

プロセスに導入されはじめている。これまでSi系電

子デバイスは、集積化により高速化及び高機能化を

実現してきたが、今後は材料や構造を変えてこのト

レンドを維持する。この現行のプロセスを維持しつ
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つ処理速度の向上をめざす傾向は今後も当面変わら

ない。ここではMOSFET周辺の材料を主に紹介した

が、これら以外にもソース、ドレインからの垂直方

向配線であるプラグ用材料としてのカーボンナノチ

ューブや実装技術に使用される鉛を含まないハンダ

などの材料開発も必要である。

その後のSi系デバイスは「ポストスケーリング」

世代に入る。ここではデバイスの構造と材料が変わ

り、これまでの２次元的な構造に代わり、狭い領域

に縦方向にデバイス構造を作成した３次元的なデバ

イスが出現するとされている。例えばFinFETやTri-

Gateトランジスタなどがその例であり、立体的な構

造が特徴である。

そのなかで注目されているのがカーボンナノチュ

ーブ（CNT）を使ったMISFETである。CNTはOn

電流が多く取れる点と電界強度がSiより優れている

点、また不純物をCNTのなかに取り込めてしかも不

純物散乱による移動度の低下がないなどが他の材料

にない優位性を持っている。CNTをつかったトラン

ジスタはスタンフォード大学で試作されその動作が

確認され、研究も年々盛んになっている（図６参照）。

今後の課題はナノデバイスをいかに集積化するこ

とにある。これに関して、縦型で巻状ゲートを持っ

たMOSFETを集積化した試みが2001年に東芝から提

案されている。4)この研究はポストスケーリング世代

のSi系デバイスの先駆けとなるかもしれない。

また、原子スイッチなど原子レベルで動作をする

デバイスも今後登場してくると期待される。5)

44）まとめ
Si系電子デバイスの特徴は微細加工技術を利用し

て集積化による高速化、高機能化を実現してきたこ

とである。この傾向は今後、ポストスケーリング世

代になっても変わることはない。これらのことを考

えると基本材料としてのSiの優位性は当面維持され

ると思われる。その中に一部、GeやCNTを使った

MISFET、GaNなどを使った高周波トランジスタ、

光配線などが混載され１チップで多機能を実現する

デバイスが出現する。ゲート絶縁膜、有機層間絶縁

膜など関連する多くの新規材料の開発が求められ、

半導体材料はより多くの分野からの知見を集めてそ

れらを統合していく必要に迫られることになる。

また、化合物半導体は量子ドットを使った量子デ

バイスを担うGaAs系材料と発光素子、照明器具、高

周波トランジスタなどへの応用が期待されるGaN系、

それに特徴ある機能を実現する酸化物系（酸化物エ

レクトロニクス）とに分かれると考えられる。

2010年には社会はユビキタス社会が登場するとさ

れ、すべての機器がネットワーク化され、高速デー

タ通信網がそれらを結んだ社会となる。半導体材料

はこれらの社会を支える基盤であり、その重要性は

ますます高まっている。それと同時に多様な機能を

実現するための材料の開発が必要不可欠である。
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11）はじめに
人や環境に優しい安全な次世代医療を開発するた

めには、細胞や細胞―細胞外マトリクスの集合体であ

る組織の機能発現を制御できる生物学的機能を持った

生体材料の開発が必須である。生体と材料の相互作用

は、ナノ構造表面への生体分子の吸着、構造変化から

始まり、細胞の接着・増殖・分化と細胞間相互作用な

どの要因が加わり、ミクロ・マクロの高次機能・空間

へと展開していく。この一連の反応の出発点として細

胞膜上に存在するナノ構造・受容体が材料を認知し細

胞内にシグナルを伝達するメカニズムが存在し、これ

が材料にたいする生体反応を決定する上で重要な役割

を果たす。近年、ナノテクノロジーをツールとするこ

とで材料－細胞相互作用を詳細に研究することが可能

となり、Nano-technologyとbio-technologyが融合した

ナノバイオ領域からは、新規な科学的知見が続々と得

られ、新たな知的基盤が構築され始めている。また、

この知見をもとに高機能化を目指したミクロ・マクロ

構造を制御した新規機能性材料、デバイス、細胞-材

料複合体などの研究開発が開始されている。

本章では、はじめに生体材料・人工臓器材料・組

織再生材料の研究とナノテクノロジーとの係わりを

論文数の推移で考察するとともに、生体材料の研究

開発の出口である医学応用に関しても論文の推移か

ら考察した。また、生体材料研究の応用先として近

年注目されているTissue engineeringとDrug

delivery systemを含む創薬関連研究におけるナノテ

クノロジーの位置づけを考察した。その後、材料分

野別のナノバイオ融合領域における研究状況の推移

を論文数から考察するとともに、材料の形態別の研

究状況もレビューした。さらに、生体材料研究数を

応用臓器別に検索することで過去の研究動向を調査

した。最後に、関連領域における先導的な研究の一

部を紹介し、この領域の今後の方向性を考察すると

ともに、懸案とされる研究課題に関して記述した。

22）研究動向
22）‐1 論文数の推移　

今回の調査では、1970年から2004年までに発表さ

れた科学雑誌に掲載された論文を調査対象とした。

本章に関連する各種のキーワードを用いてSCI

Expanderを検索エンジンとして検索を行い、そのタ

イトル、アブストラクトなどに上記キーワード含む

論文を抽出し研究動向を調査した。

はじめに、Bio＊を意識した材料研究と生体材料

（Biomaterial＊）の研究を明確に区別し、それぞれの

研究動向とナノテクノロジー及びナノマテリアルと

の関わりあいを把握するために以下の大枠の検索を

行った。Mater ia l＊を基盤にBio＊、Nano＊、

Biomaterial＊、の語句の組み合わせで検索した結果

を図１に示す。生命、生物を意味するBioとMaterial

という語句を共に含む論文に関しては、1990年から

爆発的に投稿発表数が増え、2004年時点では、年間

投稿数が約6,500件、総数60,300件に達している。ま
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人工臓器材料・組織再生材料
生　体　材　料

小林　尚俊　生体材料研究センター人工臓器材料グループ
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1

図１　Material＊を基盤にBio＊、Nano＊、Biomaterial＊を含
む論文件数の推移



た、限定的に生体材料を意味するBiomaterialという

語句を含む論文数も、1990年を境に投稿数の増加が

認められ、2004年において約1,200件、総数8,500件の

論文が発表されている。このことは、生体を視野に

入れた材料研究の裾野が広がり、その約２割が医療

応用を直接的に視野に入れた材料研究であることが

伺われる。一方、ナノテクノロジーの活用やナノサ

イズに視点をおいた材料の研究を抽出するために

Nano＊とmaterial＊とういう語句を含む論文検索の結

果、こちらも1990年を境に著しい件数の増加が認め

られ、2004年では年間約5,500件の論文が出版されて

いる。材料研究において、急速に研究領域を拡大し

ているナノとバイオの研究の融合情況を把握するた

めに、Nano＊とBio＊とMaterial＊を含む論文の検索

を行った。この結果、この領域の立ちあがりは2000

年を境としており、それぞれの領域研究の出発点か

らおよそ10年遅れで領域の融合が加速し始めたこと

を物語っている。2004年時点で、1年間に約370件、

総数1,250件の投稿発表がなされているのが現状であ

る。補足的に2005年３月現在の年間投稿発表件数を

調べた結果では、既に165件の論文発表があり、2005

年末には2004年実績から倍増した論文発表が見込ま

れ、このエリアの急速な立ち上がりが予測される。

続いて、Nano＊とBio＊の融合領域における技術、

材料、デバイスに関する論文数の推移を図２に示し

た。ナノとバイオの融合領域は、1990年を境に飛躍

的に論文数が増加しており、2004年には、年間約

2,700件、総数11,100件にまで達した。そのうち、

Material＊をキーワードとして含む論文は、前述のよ

うに年間約370件、総数1,250件、Technolog＊をキー

ワードとして含む論文は、年間約250件、総数約810

件、Device＊をキーワードとして含む論文は、年間

270件、総数790件のレベルである。これは、Nano＊

とBio＊の融合領域においては、材料やデバイスの研

究開発が立ち上がったばかりであることが見て取れ

る。2005年３月までの年間投稿発表件数を調べた結

果では、Mater ia l＊は165件（年換算660件）、

Technolog＊は82件（年換算328件）、device＊は83件

（年換算332件）の論文発表があり、2005年末には

2004年実績から1.3～2.0倍増の論文発表が見込まれ、

機能材料、デバイスなどの実用研究が加速すること

が予想される。

次に、応用側面からの解析を行うために、生体材

料の応用分野である、医療、治療などを意味する

Medic＊、Therap＊とNano＊をand 検索を行った結果

を図３に示した。Medic＊（Medicine、Medical 等を

想定）とNano＊を含む 論文に関しては、1988年から

散見されるようになり2001年まで年間2桁の論文数で

増加したが、2002年に３桁を突破し、2004年には年

間約180件、総数約800件に達した。また、Therap＊

（Therapy, Therapeutic等を想定）とNano＊を含む論

文に関しても同様の傾向を示しており、2004年には、

年間約400件、総数約1,600件に達し、ナノテクノロジ

ーの医療応用に向けた研究が急速に立ち上がってい

117

生
　
体
　
材
　
料

0505

図２　Nano＊とBio＊の融合領域でMaterial＊、Technology、
Device＊を含む論文件数の推移

図３　Nano＊と医療、治療、組織を意味するMedic＊、
Therap＊を含む論文件数の推移



る。 医学における研究領域の中で、組織再生を目指

す領域の伸びが著しく、未来の医療として注目を集

めている。再生医療とNano＊の関連研究の情況を把

握するためにNano＊とTissue＊、Engineer＊、

Regenerative medicine、を含む論文を検索した結果

を図４に示す。組織再生関連の論文は1995年頃から

急速に伸び初め、2004年には年間約1,800件、総数

8,700件にまで達している。ところが、この領域にお

いてNano＊と関連した論文は、2002年にやっと２桁

になり2004年までの論文総数が未だ220件程とNano＊

の視点に立ったこの領域の研究は始まったばかりで

あることが見て取れる。生体材料の研究では、DDS

を代表とする薬剤関連研究と組織工学関連足場材料

（Scaffold＊）が大きなターゲットとなっている。こ

の領域におけるNano＊の研究動向を把握するために

Nano＊を含み、かつDrug＊及びScaffold＊をキーワー

ドに持つ論文数を検索した結果を図５に示した。

Nano＊と薬剤関連の研究は、1990年から論文発表が

顕在化し、増加の一途をたどり2004年では、年間700

件、総数3,470件に達している。一方、再生足場と

Nano＊の関連研究論文は、2000年から立ち上がり、

2004年において年間150件、総数約370件であり、薬

剤に比べても再生関連研究は立ち上がりが遅れてい

るのが現状である。しかし、2005年3月までの年間発

表論文数は63件となっており計算上の年間予想論文

数は250件と予想され、急激にNano＊との融合が進ん

でいる様子が推定される。

続いて、材料別の研究動向を考察するために、

Nano＊とBio＊を含み、それぞれ無機（Inorg＊）、金

属（Metal＊）、高分子（Polym＊）を含む論文数の検
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図５　Nano＊と再生医療用足場（Scaffold＊）、薬（Drug＊）
を含む論文数の推移

図４　再生医療（Regenerative medicine）、組織工学（Tissue、
engineer＊）に関する論文件数とNano＊との融合研究の
論文数の推移

図７　Nano＊とBio＊の融合領域における材料形態別（繊維、
粒子、チューブ）発表論文数の推移

図６　Nano＊とBio＊の融合領域における無機（Inorg＊）、金属
（Metal＊）、高分子（Polym＊）、複合体（Composite＊）
を含む論文数の推移



索を行い、結果を図６に示した。高分子材料を用い

た研究発表が1990年から活発化し、1999年には年間

３桁の論文が発表されるようになり、2004年には年

間600件、総件数2,150件にまで増加した。2005年には、

年間約900件の論文が予想され、盛んに研究がなされ

ている。無機、金属、複合体の研究は、高分子領域

に比べて立ち上がりが５年ほど遅れていたことがわ

かる。しかし、2000年を境に論文数が大きく増え始

め2004年においては、金属で約300件、総数約1,000件、

無機で130件、総数520件、複合体で約180件、総数

515件の発表がなされるようになり、2005年において

も2004年実績の1.5倍から２倍の論文が発表されこと

が推定され、各材料分野において、ナノとバイオを

視野に入れた研究領域が拡大していることが伺える。

材料形態別の発表論文数の推移を調査するため、

Nano＊とBio＊をキーワードに含み、且つ、繊維を意

味するFiber＊、Fibr＊、粒子を意味するParticle＊、

Sphere＊、チューブを意味するTube＊、Tubular＊

を含む論文検索を行った結果を図７に示した。ナノ

とバイオの融合研究領域においては、粒子を用いた

研究が先行的に進められ、繊維状の材料に関する研

究が急速に後を追いかける形となっている。カーボ

ンナノチューブのナノバイオ領域への応用の論文に

よりチューブ状の材料論文数も増加傾向にあるが、

繊維、粒子の伸び率に比べると緩やかな増加である。

最後に、これまでの人工臓器に対する研究の中で

材料が関与してきた研究を応用臓器別の累積発表件

数を調べることで考察した。代表的な臓器名および

関連語句とBio＊とMaterial＊をキーワードとして検

索した結果を図８に示した。各種臓器への積極的な

取り組みの様子が見て取れるが、血液、血管、骨、

軟骨、関節、腱、靭帯など、組織・臓器の持つ機能

が比較的単純な臓器に関する研究に関して数多く取

り組まれてきた実態が伺われる。肝臓や膵臓といっ

た高機能で多機能な臓器に対する更なる取り組みが

必要であろう。

ここまで、発表論文数の推移から研究動向を考察

したが、その他研究を取り巻く情況を述べる。

国内では、ゲノム解析・ナノテクノロジーの急速

な進展に伴い、各省庁におけるナノ医療の研究枠組

みが拡大している。厚生労働省では「ナノメディス

ンプロジェクト」を推進し、主に診断技術の高度化

から予防医学への発展を目指した研究を行ってい

る。経済産業省では、再生医療用の細胞機能集積技

術による臓器開発や、高齢者医療にターゲットを絞

った産業化に向けた研究開発に取り組んでいる。さ

らに、科学技術振興機構では「戦略的創造研究推進

事業」において、自己組織化などの分子の秩序配列

をナノレベルで制御したナノ構造構築を目指して高

分子材料・DNA・タンパク質ナノ組織体・機能集積

チップ・診断技術開発が主に実施されている。

世界的視野に立った研究動向において、ナノ・ミ

クロ・マクロ組織構造材料の個別探索が行われてい

るが、現状では材料と細胞の相互作用に関する体系

的取り組みは成されていない。再生医療は最先端医

療技術であり、それを支える生体材料・細胞複合化

技術の開発は世界的に見ても競争が激しいが、医療

応用を図る上で再現性、安定性、精度は大きな課題

となっている。世界的に危急な研究課題となってい

るのは、ナノマテリアルの安全性に関する研究であ

る。ナノ材料研究の急速な発展により、高機能化さ

れた材料が次々に生み出されているが、これらの材

料の生体適合性、環境適合性などに関する研究は大

きく立ち遅れているのが現状である。国家的取り組

みとしても欧・米ともに、ナノマテリアルの生体へ

の展開とその安全性評価に関する取り組みが公的な

機関により実行されている。特に安全性に関しては、

バイオとの融合部分に顕著に影響が出る可能性があ

る。また、安全性の評価の視点からもナノバイオは

極めて重要な研究領域である。
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図８　バイオマテリアルの応用臓器別の累積発表件数



22）‐2 関連分野の先駆的研究例

ナノバイオ研究領域において、本章でフォーカス

した人工臓器や組織再生に関する直接な研究の他

に、細胞内の情報伝達や状態をモニターするための

ツールとしてのイメージング、超微量バイオモレキ

ュールを定量的に補足して各種疾患に関する早期高

精度診断に展開するための研究、ナノ医療機器の研

究などが活発に研究されている。これら関連研究分

野の先駆的な研究の例を以下に紹介する。

イメージング技術

カリフォルニア大学、バークレイ校化学科のPaul

Alivisatosらは、Quantum Dot の技術を応用して

CdSe-CdS シェル微粒子を用いた細胞染色技術を開

発しその研究成果を事業化した。1)Quantum Dot

Corporation（California）

http://www. qdots. com/live/index. asp

ナノ医療機器

コーネル大学のC. D. Montemaganoらは、ATPの

合成および加水分解化学反応を機械的運動エネルギ

ーに変換して微小流体デバイスのポンプおよびバル

ブを駆動させる新たな生体モーター駆動ナノ機械デ

バイスを構築した。この応用研究として、ナノ医療

機器の開発に取り組んでいる。2)

ナノ診断の新規概念

IBM、バーゼル大はナノメカニカル－カンチレバー

アレイを開発した。プローブ顕微鏡のカンチレバー表

面に生体分子を固定し、分子認識の結果として生じる

力学変化をセンシングするアレイシステムである。3)

組織工学

ミシガン大のDavid J. Mooneyらは再生医療技術と

して不可欠な血管化の技術として、血管新生因子を封

入したナノ粒子を導入し、細胞足場材料を開発した。4)

バイオナノマテリアルの安全性

Du Pont は環境プロジェクトと称して、 SWCNT

の肺毒性スクリーニングテストを行い、大服用量

（５mg/kg）は、15%の死亡をもたらすことを示すな

ど、ナノマテリアルの生体に対する安全性の解明に

取り組んでいる。5)

33）まとめ
人工臓器・再生医療分野における材料研究は、今

後益々多岐にわたることが予想され、その中で、世

界的な研究の方向性を論ずることは甚だ難しい状況

にある。しかし、下記に述べる観点や手法を用いた

基礎的な材料研究から、臨床応用に向けたデバイス

化などの応用研究まで様々な取り組みがなされるで

あろう事は想像に難くない。以下に、特に重要とな

ってくる研究の視点、取り組みの方向を羅列的に記

載した。

１. 材料のナノレベルの構造を制御する事で、細胞

の分化や機能発現を積極的に制御し、材料に対

する異物反応や免疫反応を回避できる超生体親

和性材料を創出する研究。

２．無機有機複合化技術や自己組織化現象を用いて

細胞外マトリックス類似の環境を作り上げるた

めの材料研究。

３．細胞接着分子等を固定化（配位結合・共有結

合･水素結合）することで、細胞の分化・増殖

を誘導する材料に関する、空間的ナノ構造の最

適条件を遺伝子、蛋白の発現レベルを指標とし

て明らかにする研究。

４．細胞や毛細血管の侵入や活性化を促進するための

ミクロ構造、マクロ構造制御技術に関する研究。

５．上記材料を用いた各種デバイスの開発。

６．細胞機能（細胞間相互作用）を最大限に活かす

ための細胞集団形成を制御する技術開発。

７．細胞を用いた医療技術や細胞・材料複合型機能

性人工臓器の開発。

８．生体及び類似環境下で生体材料の物理化学的特

性、材料表面特性、生体分子吸着・細胞付着、

これらの機能変化などを評価する技術に関する

研究。

９．生体機能分子を認識・計測する材料、生体情報

感知システムを含む、材料開発から臨床応用ま

でのシステム化とデバイス化の研究。

人や環境に優しい安全な次世代医療材料を開発す

るためには、これらの研究分野の相補的で総合的な

取り組みが必要となる。具体的な材料として実用化

に繋げるためには、なんと言っても材料が生体の中

で安全に振舞わなければならない。研究の動向を調

査した結果、多様な材料が急速に開発され始めてい

る実態が浮かび上がった。ナノバイオ材料は両刃の

剣である。この様な情況において、安全面に関して

充分な配慮がなされないまま実用化が図られるよう

であれば社会からの信頼を失うことになる。また、

ナノバイオ材料の安全性に対する懐疑的な考えが、
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材料の誤った用途設定や使用方法、データに基づか

ない一部の事例、憶測により広がってしまうことは、

大きなポテンシャルを持つナノバイオ材料の研究領

域の進展を妨げることになる。高機能で生体適合性

の高い安全な材料を作り上げるために必要となる学

術的知見及び科学技術の蓄積を進め、安全安心なナ

ノバイオ材料の基本的な材料設計指針等を策定する

ことが危急に求められている。

注釈１）：本文中に記載した＊は、その語句が含

まれる全ての単語として定義される。著者は極力検

索時のノイズを減らすようにキーワードを設定した

が、検索の性質上ノイズを含んだ検索結果となって

いることを了承願いたい。

注釈２）：生体材料は、それぞれの応用用途別に

より多種多様なキーワードが設定される。従って、

今回の検索においては、大凡の傾向を把握すること

に注力したため、多数の検索漏れがあることも承知

頂きたい。

注釈３）：各項目の検索において、重複を排除し

ない形で掲載してるため、１つの論文で多項目にカ

ウントされているものがある。
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11）はじめに
近年、マイクロ・エレクトロ・メカニカル・シス

テム MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）

技術を分析化学、分子生物学、医療、化学工業など

の分野に応用する研究が活発に行われ、マイクロ化

学分析システム μ-TAS（Micro Total Analysis

System）あるいはLab-on-a-chipという新しい分野が

形成されている。これは、半導体微細加工技術によ

り製作される流路・ポンプ・バルブなどの流体制御

素子と、分析のための検出部、センサ、エレクトロ

ニクスとを集積化した化学分析システムである。化

学、バイオ、医療分野の分析において、試料の前処

理から試薬との混合、化学反応、検出など必要とさ

れるすべての機能をワンチップに集積化し、各工程

を一貫処理することがその基本的な概念である。こ

のようなシステムは、従来のバイオ・化学分析装置

に比べて（1）小型・低価格、（2）試料や試薬の微量

化によるランニングコストや環境への負荷の低減、

（3）化学反応場の局所化による分析時間の短縮、な

どの特長を有する。さらに小型化およびマイクロセ

ンサや信号処理回路との集積化を通じ，並列処理に

よる高スループット分析、ベッドサイドにおける臨

床検査、オンサイト環境モニタリングなど新しい利

用形態をも可能にするものと考えられる。マイクロ

TAS分野の技術開発は日進月歩であり，シリコンの

他，ガラス，高分子などの材料，マイクロからナノ

メートルの加工技術を基盤として、電気泳動、DNA

チップ、クロマトグラフ、フローインジェクション、

生化学分析、蛋白質分析・細胞分析などを始めとす

る、広範囲のバイオ・化学分析技術への応用が研究

されている。特に小型化、並列処理、機能の集積化

というマイクロTASの特長を生かすことができる分

野への応用、あるいは新しい分野の開拓を目指して

研究が行われている。

本節では科学論文データベース（Science Web）

によるキーワード検索及びバイオエレクトロニクス

分野の主要な国際会議であるμTAS（micro total

analysis system）への投稿論文数などにより、研究

動向をまとめた。1990年以降に出版された論文の中

で、題名、アブストラクト、キーワードの中にμ

TAS及び Lab-on-a-chip、電気泳動チップ、DNAチ

ップ、DNAマイクロアレイを含む論文を抽出し年代

別にまとめ、その動向を調べた。また、本分野の将

来へ向けた研究動向として、ナノテクノロジーを利

用したバイオデバイスについて特に最近の論文数の

動向を調べた。

22）研究動向
μ-TASの初期の研究として、1979年に報告された

スタンフォード大学のガスクロマトグラフの例があ

る。シリコン基板に、試料注入バルブ、分離カラム

及び熱伝導検出器を一体化したものである。この技

術は小型のガスボンベとともにシステム化され、可

搬型のガスクロマトグラフとして製品化された。そ

の後、1990年にDr. Manzによりμ-TASの概念が提

唱され、液体クロマトグラフの分離カラムと電気伝

導度検出器を集積化したチップが報告された。1)当時、

技術的に成熟期を迎えていたマイクロマシーニング

技術は応用分野を模索中であり、化学、バイオ分野

への応用の道が示されると、多くの研究者がμ-TAS

分野に流れ込み、μ-TASの研究が急速に広まった。

図1にμ-TAS及びLab-on-a-chip分野における論文数

の推移を示す。1990年の提案以来、論文数が増加し

ており研究が活発化してきている様子がうかがえ

る。初期のμ-TAS分野の研究は、マイクロポンプ、

バルブなど可動部分を有する流体制御素子に関する

論文が多かった。しかし、これらのデバイスは構造

が複雑であり実用化のためには耐圧、長期安定性な

ど克服すべき技術課題があった。このため可動部分

を含まない電気泳動チップやDNAチップ／マイクロ
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アレイが最初に実用化された。

図２に電気泳動チップの論文数の推移を示す。μ-

TASの提案と同時に論文が報告され始め、2000年以

降急激に論文数が増加している。これはヒトゲノム

プロジェクトの進展により、高スループットDNA解

析のニーズが高まったためと考えられる。図３及び

図４にDNAマイクロアレイ及びDNAチップの論文

数の推移を示す。いずれの場合も2000年前後から論

文数が急激に増加している。この頃DNAマイクロア

レイ及びDNAチップの技術がほぼ確立され、発現解

析を中心に遺伝子機能を明らかにする研究が活発に

行われ、現在も続いている。初期の頃はDNAマイク

ロアレイの作成方法、データ処理方法などに関する

論文が多かったが、最近では疾病関連遺伝子の探索、

特定遺伝子の発現解析など応用研究に関する論文が

多くなり、DNAマイクロアレイ／DNAチップが必

須のツールとして使用されている。

μ-TAS及びLab-on-a-chip分野の研究は1990年代か

ら2000年初めにかけて欧米を中心に進められてき

た。特に米国では基礎研究から応用研究、産業化ま

で幅広く行われ、様々な原理の要素デバイスが提案

され、そのうちのいくつかが実用化された。中でも

電気泳動チップ、DNAチップ／マイクロアレイはヒ

トゲノムプロジェクト、遺伝子機能解析の進展に伴

い活発に研究が行われ、現在では遺伝子機能解析、

創薬、臨床研究などの分野で不可欠のツールとなっ

ている。

わが国では最近になってμ-TAS及びLab-on-a-chip

分野への取り組みが組織的に行われ、NEDO「マイ

クロ分析・生産システムプロジェクト」、「先進ナノ
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図２　電気泳動チップに関する論文数の推移

図１　μ-TAS 及び Lab-on-a-chip分野の論文数の推移

図４　DNAチップに関する論文数の推移

図３　DNAマイクロアレイに関する論文数の推移



バイオデバイスプロジェクト」などの競争的資金に

よりこの分野の研究が加速されている。図５に最近

２年間のμTAS国際会議における国別の採択論文数

を示す。2) , 3)2003年は奈良、2004年はスウェーデンの

マルメで開催された。最近２年間の日本からの論文

数が急激に伸び、2004年に初めて米国を抜いてトッ

プとなった。また、韓国、台湾などアジアの国々か

らの論文数が伸びている点は特筆すべきである。

最近の発表の傾向として、遺伝子から蛋白質、さ

らには細胞解析へと対象が移ってきている。また、

デバイスの性能はより実使用環境に近い状態で評価

され、実用を念頭においた発表も多く報告されてい

る。一方、ナノテクノロジーの活用も進められてお

り、分子計測、微小液滴の動作制御などは新しい動

向として注目される。

33）今後の動向
生物はマイクロメーターサイズの細胞から構成さ

れており、細胞は蛋白質、脂質、核酸などナノメー

ターサイズの構造の集合体である。生物を対象とし

て材料の構造・形態、化学的性質をナノメーターレ

ベルで制御して、目的機能の発現や生体分子の高感

度計測に関する研究が活発に行われている。表面・

界面の機能とナノ構造を制御することにより、生体

分子の持つ反応特異性、分子認識と微細加工技術を

組み合わせて、生体分子の高感度検出技術が開発さ

れている。特にナノ加工技術・デバイスを用いた生

体分子の高感度計測技術が今後の動向として注目さ

れる。生体分子に特有の物性とナノ構造の特性をう

まく組み合わせて、主にDNAや蛋白質を高感度に計

測する技術について調べた。特徴的なナノ構造とし

て、柱（ナノピラー）、細孔（ナノポア）、梁（カン

チレバー）、間隙（ナノギャップ）、薄膜（電界効果）、

細線などが開発され、生体分子の反応特異性、高次

構造、電荷、塩基配列などとの相互作用が研究され

ている。

図６にナノテクノロジーを用いた生体分子計測技

術の論文数の推移を示す。

基板上に形成されたマイクロからナノメーターサ

イズのアスペクト比の大きい柱状構造体をナノピラ

ーといい、主に電気泳動や液体クロマトグラフなど

の分離分析技術に応用されている。マイクロメータ

ーサイズの流路（μfluidics）中にナノピラーを集積
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図５　μ-TAS 国際会議における国別論文数
図６　ナノテクノロジーを用いた生体分子計測デバイスの論文

数の推移



化して敷き詰め、生体分子を通過させると、生体分

子はその大きさにより篩い分けられる。すなわち、

小さい生体分子は速く移動することができ、大きい

分子はナノピラーの立体的障害効果により移動速度

が遅くなる。ナノピラーの“分子ふるい”効果の結

果、試料中の生体分子はその大きさにより空間的に

分離される。ナノピラーは従来の高分子マトリック

スなどの分離媒体を必要としない点が特徴であり、

長鎖DNAの電気泳動分離などに応用されている。

ナノメーターサイズの開口を持つ貫通孔（ナノポ

ア）を薄膜に形成して二つのチャンバーを仕切り、各

チャンバーに設置した電極間に電圧を印加してナノポ

アを通過する生体分子を電流値の変化として測定す

る。4)薄膜材料にリン脂質二重膜を用い、蛋白質である

α-Hemolysin（α-HL）の自己組織化を利用してナノ

ポアを形成すると、開口部の直径1.8nm、長さ５nmの

チャネル（ナノポア）が形成される。DNA分子がナ

ノポアを通過すると、ナノポアを流れる電流がブロッ

クされ、電流値が急激に減少する。DNA分子の通過

が終了すると、再びナノポアを流れる電流値が上昇し

元の値に戻る。電流値の大きさと、電流が減少する時

間を解析することにより、DNA分子とナノポアの相

互作用、DNA分子の形状（二次構造、長さ、塩基配

列）などの情報を取得することができる。

シリコン微細加工技術を利用して梁の厚さをマイ

クロメーターからナノメーターレベルまで薄くし、

表面にかかる応力に対して敏感にたわむカンチレバ

ー（片持ち梁）が開発されている。5)カンチレバー材

料としてはシリコンや窒化シリコン（SiN）が主に

用いられる。カンチレバーの自由端表面に生体関連

物質を固定化し、ターゲット分子との複合体形成に

よるカンチレバーのたわみを光偏向方式で検出す

る。固定化する生体物質としては一本鎖DNAや蛋白

質などが用いられ、相補的DNAとのハイブリダイゼ

ーションや抗原―抗体反応などの特異的反応を利用

して生体分子の高感度検出に用いられている。

ナノメーターサイズの微小間隙を介して１対の導

電性電極が製作され、このナノギャップ電極間に生

体分子をトラップして、高感度生体分子計測が行わ

れている。ポリシリコンを材料として50nmの間隙の

ナノギャップ電極を作製し、ナノギャップ中に捕捉

したDNA分子の解析が行われている。6)チミンまたは

グアニンのみからなる35塩基の一本鎖DNA（poly T

またはpoly G）をナノギャップ電極表面に固定化し、

電極間容量を測定した結果、電極間容量は相補的な

DNAとのハイブリダイゼーションにより70％変化す

ることがわかった。これは比較的フレキシブルな１

本鎖DNAがハイブリダイゼーションにより二重らせ

ん構造となり、実効的な長さや誘電緩和特性が変化

するためである。

ナノチューブやナノワイヤーを生体分子の高感度

検出に用いる研究が行われている。カーボンナノチ

ューブをチャネルとするバックゲート型電界効果ト

ランジスタを製作し、生体分子の特異的結合の検出

が試みられている。7) カーボンナノチューブの側面

をポリエチレングリコール（PEG）などの高分子薄

膜（＜10nm）でコーティングし、その表面にビオチ

ンを固定化してストレプトアビジンとの反応による

電気特性の変化を調べた。カーボンナノチューブに

ビオチンを固定化し、ストレプトアビジンと反応さ

せると、負のゲート電圧の領域で電流値が極端に減

少した。またSiナノワイヤーを用いた生体分子の検

出も報告されている。6)SiO2/Si基板上に、ボロンドー

プ、単結晶Siナノワイヤーを形成し、両端に金属電

極を接続してSi基板をバックゲートとする電界効果

トランジスタ構造を製作した。Siナノワイヤー表面

をアミノシランで処理してさまざまな生体分子を固

定化し、生体分子の特異的結合によるSiナノワイヤ

ーの導電性の変化が調べられている。

上記の各デバイスともに2003年ごろから論文数が

伸び、特にナノチューブとナノポアを用いた生体分

子計測に関する論文数の伸びが著しい。これらの技

術は生体分子の高感度計測、一分子計測、局所計測

に有効であるため、新たな知見が得られる可能性が

あり、今後の動向が注目されている。

μTAS及びLab-on-a-chip技術は小型の生体分子検

出技術の実現に有効であるため、可搬型の臨床検査

システムの開発が期待されている。これらのシステ

ムとインターネット技術あるいはワイヤレス通信技

術と組み合わせて、遠隔医療や在宅医療の概念が提

唱され、いくつかの地域でモデル運用が試みられて

いる。旧厚生省の科学研究補助金による情報化技術

開発研究事業の中に遠隔医療研究班が設置され、

1998年時点で遠隔医療の実施例がまとめられた。遠

隔医療として実施されている例の分野ごとの内訳を

図7に示す。8)
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1998年時点でのまとめであるので、情報通信技術

の進歩を考えればやや古いとはいえるが、総数229

件と多数のデータが収録されており、通信技術に比

して、医療項目にはあまり劇的な変化はないと考え

られるので、どのような分野で遠隔医療が利用され

ているのかの傾向を把握するには有用である。収録

事例229件のうち、病理診断が29件、放射線画像が97

件、在宅ケアが40件、眼科領域６件、歯科領域３件、

医用画像一般44件、その他10件となっている。この

うち、在宅ケアを除く大半が医療機関相互の画像情

報交換によるものである。在宅医療の分野の場合、

通信は医療機関と個人宅、あるいは医療機関と老人

ホーム等の間でやりとりされる。患者側からの送信

は訪問看護の看護師が行う場合、本人が行う場合、

モニターから自動的に送信される場合などがある。

在宅医療の場合、画像以外にも各種の生体情報が

採取されている。採取される生体情報には、体温、

脈拍、血圧、心電図、体重、呼吸、気道内圧、酸素

飽和度、（胎児を含む）心拍数などがある。在宅治

療の対象となる人には、老齢者、終末期医療の患者、

脳卒中や心筋梗塞後のリハビリテーション患者、慢

性腎不全の透析患者、妊婦などがある。画像伝送で

はテレビ電話による問診やリハビリテーション指導

の他、カテーテルの状態のモニタリング、透析液の

観察などに用いられている。

高齢化社会において増大する医療ニーズに対応す

るため、在宅医療は今後ますます重要になると考え

られる。現状ではまだ普及しているとはいえず、問

題点が抽出され、解決策が検討されている。採取す

る生体情報の項目数を広げ、診断に有用な情報を迅

速に提供し、使いやすい検査システムを開発するた

めに、μTAS及びLab-on-a-chip技術はキーになると

考えられる。

44）まとめ
ヒトゲノムプロジェクトによるヒトゲノムの全塩

基配列解読、リソグラフィー技術や自己組織化によ

る微細化技術の極限追求、ナノチューブ・ナノワイ

ヤを用いた分子操作技術の開発など、ナノメーター

サイズ、分子レベルを扱うことができる新たな技術

の動きが急速に展開しつつあり、既存の学問分野の

枠を超えて科学技術の融合が加速されている。μ

TAS及びLab-on-a-chipに代表されるバイオエレクト

ロニクス技術は、様々な分野に適用されてその有効

性が検証され、また一方では技術が淘汰されている。

また、ナノバイオ融合領域はまだ端緒についたばか

りであるが、21世紀の医療・創薬分野における新た

なブレークスルー技術の開発が期待されており、今

後の動向が注目されている。
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図７　実施されている遠隔医療分野の内訳

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

A. Manz, N. Graber, H. M. Widmer, Sensors

and Actuators B, 1, 244（1990）.

S. Shoji, IEEJ Trans. SM, 123, 98（2003）.

T. Torii, IEEJ Trans. SM, 125, 102（2005）.

A. Meller, L. Nivon, D. Branton, Phys. Rev.

Lett., 86, 3435（2001）.

J. Fritz, M. K. Baller, H. P. Lang, H. Rothuizen,

P. Vettiger, E. Meyer, H-J. Guntherodt, Ch.

Gerber, J. K. Gimzewski, Science, 288, 316

（2000）.

J. S. Lee, S. Oh, Y. K. Choi, L. P. Lee, Micro

Total Analysis System 2002, 1, 305（2002）.

A. Star, J-C. P. Gabriel, K. Bradley, G. Gruner,

Nano Letters, 3, 4, 459（2003）.

http://square. unim. ac. jp/enkaku/97/Proj/

EnkProj-Idx. html（1998年８月更新）.



11）はじめに
20世紀において、人類は科学・技術、社会・経済

の全ての分野で極めて著しい活動を行い、自然の自

浄能力、再生能力を上回って環境に負荷を与え、地

球環境の破壊・地球環境問題を招いてきた。今日、

工業的に生産される化学物質（約10万種）は、多種

多様な製品の製造等に用いられている。しかしその

製造・使用・廃棄の過程で、人の健康や生態系に悪

影響を及ぼす化学物質が環境に排出され、環境中へ

拡散・蓄積することによって、環境汚染をもたらし

た。多様で複雑な様相を持つ環境問題を克服するた

めには、これまでの技術をさらに精密で柔軟なもの

にした機能対応型エコマテリアルの創製が必要であ

る。ここでは機能対応型エコマテリアルとして、光

触媒材料と、それ以外の環境浄化材料・有害化学物

質の吸着・分離・分解・除去材料の現状と今後の展

開について述べる。

光触媒材料
11）はじめに

光触媒は、1972年Nature誌で本多・藤嶋らが酸化

チタン光電極とPt対極を用いた光電気化学セルによ

る水の分解現象（本多―藤嶋効果）について発表し

た1) ことを契機に一気に注目されるようになった。

当時のオイルショックをはじめとする世界的なエネ

ルギー危機と相まって、世界各国で半導体光触媒を

用いた水の分解による水素製造に関する研究が精力

的に行われた。変換効率がまだ低く、実用化までの

ハードルは高いが、現在も日本の研究者を中心に光

触媒による太陽光エネルギーの化学変換という夢の

技術の実現に向けた研究が地道に続けられている。

一方、1990年頃東京大学のグループが中心となり、

多くの企業との共同研究で酸化チタン光触媒の環境

浄化への応用を模索し始めた。特に1994年に発見さ

れた光励起親水化機能2)は、多くの範囲で実用化の可

能性を秘めている。現在酸化チタン光触媒の酸化機

能、親水化機能を組み合わせたセルフクリーニング

機能は既に防曇性の建築用ガラス、鏡、車輌窓など

に利用されている。また、酸化チタン光触媒の脱臭、

抗菌などの効果を利用した製品開発も盛んに進めら

れている。3)

このように、光触媒は、光照射によって励起され

た正孔と電子の強い酸化・還元力で有機有害化学物質

の分解・除去ばかりでなく、水分解による水素製造な

どにも応用できる「魔法」の材料である。

22）研究動向
1971年から2001年の約30年間における世界の光触

媒関連論文数および特許出願件数の推移を図１と図

２に示す。いずれの面でも日本が世界をリードして

いることがわかる。論文数の持続的な増加に対し、

特許出願件数は1990年代までの間は穏やかに増加し

続けてきたが、1994年の光励起親水化効果の発見以

降、出願件数が急速に増えた。また、国別で見ると、
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図１　世界における光触媒関連の論文数推移（特許庁平成15年
度特許出願技術動向調査報告書より）

図２　日米欧への光触媒関連特許出願件数の推移（特許庁平成
15年度特許出願技術動向調査報告書より）



日本での出願件数が圧倒的に多いことが分かる。さ

らに詳細に調べると、米国、欧州での出願件数の約

半分は日本人によるものである。

光触媒技術の用途開発に伴い、光触媒材料の高活

性化研究が強く求められている。自然光及び照明器

具に含まれる微弱な紫外光のもとで各種有機有害物

の迅速な分解・除去を図るため、酸化チタンの高比

表面積化、ポーラス構造化、他の吸着剤との複合化

などの研究が盛んに進められてきた。4) ～ 5)また、近年

の研究の流れは紫外光対応型のTiO2光触媒の形態制

御から、より多くの光を利用できる可視光応答型材

料の開発にシフトしつつある。太陽光及び室内照明

（蛍光灯）のスペクトルの大半は可視光によって構

成されているからである。

可視光応答材料の探索・開発には既存物質の修飾

による可視光化あるいは新しい材料の開発という２

つのアプローチがあるが、研究者人口は前者のほう

が圧倒的に多い。TiO2への異種金属（CrやVなど）

のドープによる可視光化は以前から行われてきた

が、このドープした準位が光励起した電子とホール

の再結合サイトになりやすく、可視光活性はほとん

ど期待できない。逆にTiO2の酸素イオンの一部を窒

素で置換することによって、可視光照射下において

アセトアルデヒド等の有機物の分解に活性を示す成

功例がトヨタ中央研究所のグループによって報告さ

れた。6) 現在はNのドープにとどまらず、S、Cによ

るドーピング効果も盛んに研究されている。しかし、

二酸化チタンの結晶構造を維持するため、ドーピン

グできる量はごく微量であり、可視光化効果に限り

がある（500nm程度まで）。

一方、もっと広い範囲の可視光に応答するために

は、酸化チタンの枠組みにとらわれない新規可視光

応答型光触媒の開発が必要である。バンドギャップ

が小さく，可視光領域に吸収を有する非酸化物半導

体（硫化カドミウム，セレン化カドミウムなど）が

模索されたが、光照射下で価電子帯に生成するホー

ルによって半導体自身が酸化溶解し、安定に機能し

ないなど問題点が多い。実用の観点から、比較的安

定性の高い酸化物光触媒が望まれる。その中、近年

東工大のグループがオキシナイトライド、7)また東京

理科大のグループがBiVO4 
8)など様々な新規光触媒を

開発した。これらの材料は可視光照射下で電子供与

犠牲剤メタノール及び電子受容犠牲剤AgNO3を含む

水溶液から水素及び酸素を発生できたが、純水は分

解できなかった。産総研と物質・材料研究機構の共

同研究で開発したIn1-xNixTaO4光触媒9)は世界で初め

て可視光照射下で水を水素と酸素に２対１の化学量

論比で分解できたことで注目を集めた。また、近年

物質・材料研究機構においては可視光照射下で水素

製造及び各種有機有害物を効率的に分解できる複合

酸化物光触媒の開発に成功している。10) ～ 12)

33）今後の動向
光触媒技術は現在主に外装材、内装材、道路資材

に応用されている。またシックハウス等の対策で近

年光触媒を利用した空気清浄機も確実に市場を形成

しつつある。当面は現在の建材分野を中心に生活環

境改善の目的で市場規模が増加を続けているが、今

後はこうした製品群に加えて、大気中・水中・土壌

中の有害物質、細菌等を太陽光・室内光で分解する

環境関連公共事業技術、光触媒の光励起超親水性化

効果を用いた地球環境温暖化防止技術等、光触媒技

術と環境関連技術の融合により大市場が展開される

と予測される。また、近未来的には水の光分解によ

る商業的水素製造技術などエネルギー関連分野への

応用が進むと考えられる。

こうした用途開発の拡大に伴い、光触媒技術を支

える光触媒反応の機構解明、活性向上、可視光化、安

定化などに関する基礎研究が必要不可欠である。特に

光触媒の可能性拡大に必須とされる新規可視光応答型

光触媒の開発と実用化が当面の課題である。現在は

産・学・官の関連研究機関において、高機能可視光応

答型光触媒の研究開発にしのぎを削っている。

44）まとめ
光触媒は日本発の技術であり、現在のところ論

文・特許・市場規模のいずれの面においても日本が

世界をリードしている。しかし、米国、欧州に加え

て、近年中国、韓国を含め、世界レベルで過酷な競

争状態に入りつつあることも否定できない。このよ

うな技術開発競争に優位性を保ちつつ、光触媒関連

製品の信頼性向上、および国際市場での競争力を優

位なものにするために、光触媒の性能評価に関する

国際的標準化についても日本の産・学・官を巻き込

んだ積極的な取り組みが進められている。
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引用文献

浄化
11）はじめに

ダイオキシン類に代表される有害化学物質、カド

ミウム、六価クロム等の有害重金属、アンモニア・

リン・砒素等の水質汚染物質、トリクロロエチレ

ン・テトラクロロエチレン等の地下水質汚濁物質、

揮発性有機化合物（VOC）、自動車交通等に起因す

る窒素酸化物や浮遊粒子状物質などの大気汚染物

質、放射性廃棄物などにより生じた様々な環境問題

を解決し、健康で安心・安全な社会を実現していく

ためには、これまで蓄積された汚染を除去し、そし

てさらなる汚染を防御することが不可欠である。さ

らに、環境汚染物質は、極微量でも影響を及ぼすこ

とから、特異的にかつ高感度にセンシングする技術

が必要となっている。

22）研究動向
環境の浄化・保全を推進するために、有害汚染物

質を選択的に吸着・分離・分解・除去する材料の創

製が進められてきた。スメクタイトに代表される層

状粘土鉱物は、吸着能・触媒能の特徴に加え、有機

物親和性を有するために、古くから有害物の吸着・

分解・除去に用いられてきた。最近では、ピラー化

したスメクタイトへのダイオキシンの吸着、スメク

タイトに有機物を包接した親油性化合物への芳香族

類の吸着等の報告があるが、まだ十分な選択性が見

出されていない。1) ～ 4)ゼオライトは、ミクロ細孔型の

多孔質材料で、ナノメーターオーダーの規則正しい空

隙構造（細孔）、大きな比表面積、陽イオン交換能を

持ち、吸着材や触媒担体として注目されている。5) , 6)

天然に産するゼオライトは、その豊富な生産量ゆえ

に、現在生活廃水等による閉鎖性水域・湖沼･河川の

水質汚染の主因であるアンモニア除去に用いられて

いる。しかし、カドミウム、砒素等の重金属イオン

の選択的吸着性能等においては十分な材料とはいえ

ない。また1940年代以降に、ユニオンカーバイド、

モービル社などを中心とした企業で開発された合成

ゼオライトは、ガソリン精製触媒・洗剤ビルダーと

して、さらに1970年代以降は、新規な細孔構造とそ

の形状選択性を開発することにより、数々の新しい

触媒工業プロセスを可能にしている。しかし、天然

材料と同様に吸着･除去材料としての機能は、重金属

イオン選択性・化学的安定性等に於いてまだ十分と

いえない。さらに、ゼオライトはその細孔構造ゆえ

に大きな分子の吸着固定には適さない。

一方、1990年代はじめに早稲田大学・豊田中研の

グループ、モービル社で独立に開発されたメソポー

ラスシリカに代表されるメソポーラス物質は、大き

な比表面積と均一で規則的な配列のメソ細孔をもつ

物質で、ミクロ細孔では吸着できないような有機金

属錯体、有機物吸着・除去等に大きな期待が寄せら

れている。7) ～ 9)しかし、いまだ十分な機能・化学的安

定性等は見出されていない。

以上の状況を踏まえ、産･学･官において優れた選択

性を有する有害化学物質の分離・分解・除去材料の開

発が積極的に進められている。産総研においては、選

択的細孔内拡散機構をもつメソ孔材料と選択的吸着機

能を有するマイクロ孔を併せ持つナノ空間材料（シリ

カなどの無機系、シクロデキストリンなどの有機系、

ハイブリット系）の合成、複数の金属微粒子をナノレ

ベルで複合し、高い活性をもつ触媒の開発と、これら
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の環境浄化材料の複合化により、有害化学物質を吸

着・濃縮して分解できる触媒機能をもつ多機能集積シ

ステムの構築が進められている。10) , 11)水晶振動子を生

体機能性物質などで修飾した高感度環境測定センサー

の開発も進められている。12)近年物質･材料研究機構に

おいては、① ナノポア材料（ゼオライトなど）、ナノ

粒子（ベーマイトなど）を用いた重金属、アンモニア

除去および放射性廃棄物処理研究、13) ② ＬＢ超薄膜を

もちいた化学物質測定素子の開発、14) ③ 磁性体（マグ

ネタイト等）に目的の物質（ヒ素・ビスフェノール

A・ダイオキシンなど）を化学吸着させ超伝導磁石を

用いて磁気分離で除去するシステムの開発、15) ④ メソ

ポーラスシリカ、メソポーラスカーボンを用いた生体

高分子の固定、VOC、有害有機物除去研究などが積

極的に進められている。16)特にメソポーラスカーボン

は、メソポーラスシリカを構造鋳型に用いてえられる

新規材料であり、触媒･吸着剤･電極･コンデンサーな

どへの応用も期待されている。

33）今後の動向
特定の化学種を選択的・効率的に分離・分解・除

去するために、ナノテクノロジー・自己組織化や鋳

型反応を駆使し、ナノレベルで物質構造等をコント

ロールして物質の機能を大幅に向上させ、有害物質

の選択的吸着・分離・分解・除去と、その高度セン

シング機能を備えた材料を創製する必要がある。さ

らに、水環境、土壌環境等の地球環境下でのナノ材

料そのものの化学的安定性、重金属イオンや有機塩

素化合物などの有害化学物質を吸着した後のナノ材

料の脱離能・化学的安定性・触媒活性等を解明し、

安全・安心・快適空間の創成に寄与する環境浄化材

料への適用を行う必要がある。そのため、無機・有

機・高分子など特定の枠組みを取り外した融合的な

材料創製が必要となる。

44）まとめ
多様で複雑な様相を持つ環境問題を克服するため

には、これまでの技術をさらに精密で柔軟なものに

する必要がある。ナノテクノロジーを駆使し、ナノ

レベルで物質構造等をコントロールして物質の機

能・特性を大幅に向上させ、さらに環境負荷の少な

い状態で環境に戻す資源循環型のナノ環境浄化材料

を創出する必要がある。そのためには、広く物質材

料分野、化学分野、地球環境分野、生物分野などと

幅広く連携した分野を超えた研究が不可欠である。

さらに、自然界の浄化作用も考慮した新しい視点の

材料開発を推進し、新たな環境浄化システムを開発

することが必須である。
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11）はじめに
水素エネルギー時代到来の期待が高まる中で、燃

料電池技術が急激に進展している。1)燃料電池研究開

発の歴史は100年以上にも及ぶが、宇宙船以外にお

ける実用例はまだごくわずかしかない。2002年12月、

トヨタ、ホンダ両社の燃料電池自動車が政府にリー

スされた例、2005年４月に新総理官邸に定置式燃料

電池が導入された例などがあるが、実際にはいまだ

実証試験の段階であり、高出力化、安定性、コスト、

インフラなど、依然として多くの問題を抱えている。

こうした従来の大型燃料電池、および自動車用また

は定置式燃料電池の研究開発には、既存の材料を用

いて如何にシステム化するかというエンジニアリン

グ的研究開発が主として進められている。しかし、

燃料電池研究開発の世界的傾向として、早期の実用

化を目指すエンジニアリングに重点をおいた研究の

みを続けていたのでは、自動車や中規模発電向け燃

料電池の実用化は難しく、基礎に立ち返って物質・

材料研究を重視すべきであるという考えが広まりつ

つある。2)

本章で扱う水素エネルギー・燃料電池用材料は、

最近急激に研究活動が活発化している分野である。

そこでその動向を的確に把握していただくために、

敢えて最近の論文件数の推移を中心に検討した。論

文データベース（SCI Expanded）の検索結果に基づ

き、1980年から2004年までにおける論文のタイトル、

アブストラクト、キーワードに「水素エネルギー」

「燃料電池」「水素透過」が含まれている論文を各年

毎に検索・整理した。

22）研究動向
「水素エネルギー」に関する発表論文件数の推移

を世界全体、および主要各国毎にまとめた結果を図

１に示す。1996年あたりから急激な増加を示してい

ることが分かる。第10回世界水素エネルギー国際会

議（World Hydrogen Energy Congress）が米国コ

コアビーチで開催された頃（1994年）から、日本で

はWE-NET計画の第Ⅰ期が（1993-1998）開始されて

少し経過してからのことである。近年では米国、日

本、中国において活発に研究が行われており、特に

中国の伸びが著しいことも見てとれる。

図２には燃料電池のうち、最近特に実用化への期
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図１　水素エネルギーに関する論文件数の推移

図２　固体高分子形燃料電池（PEFC）に関する論文件数の推移



待が高い固体高分子形燃料電池（PEFC）に関する

論文件数の推移をまとめた。1980年から2004年まで

の論文総数は500件程度であるが、世界的に1990年頃

から論文の数は急増しており、2004年には年100報に

達している。特に我が国から発信された論文総数は

全世界の29%程度を占め、これは２位の米国（21%）、

３位のドイツ（13%）を大きく引き離している。

図３には固体酸化物形燃料電池に関する論文件数

の推移を示す。この25年間における論文総数は1800

程度で固体高分子形の４倍近く多い。また、固体酸

化物形燃料電池の場合も1990年あたりから論文数が

急増している。この25年間の論文総数で見ると日本

は全体の25%を占め、２位の米国（21%）、３位のド

イツ（10%）を上回っている。しかし、日本の論文

数はこの10年程の間、年間50報程度で安定している

のに対し、近年米国の論文数の伸びが著しく、2003

年の時点で逆転されており、その差は開きつつある。

これは米国で、石炭火力などとの併用によるコンバ

インド発電システムへの取り組みが国家レベルで検

討されていることなどによる結果といえよう。

ここまで、固体高分子形および固体酸化物形燃料

電池の論文推移を見てきたが、それら以外の主な燃

料電池すなわち、溶融炭酸塩形（MCFC）、燐酸形

（PAFC）、およびアルカリ形（AFC）燃料電池に関す

る論文件数の推移を、比較のために図４に示す。や

はり世界全体でみて1990年頃から論文数が急増して

いる傾向は同じであるが、1996年頃から伸びは停滞

し、年間120～140件程度で安定していることが分かる。

これはここ数年の伸びが著しい固体高分子形（図２）

および固体酸化物形（図３）とは対照的である。

さて、燃料電池の燃料となる水素製造についての

傾向を次に述べる。水素は天然には単独で存在しな

いため、一般に化石燃料を原料として水蒸気改質法、

部分酸化法、および両者を併用したオートサーマル

法によって改質して製造する。近年実用化への取り

組みが急である固体高分子形燃料電池のように白金

系電極触媒を用いる低温動作燃料電池においては、

その触媒の活性を失い劣化してしまうため、改質し

たガスのCO濃度を10ppm以下に抑える必要があり、

CO除去のためのプロセスが通常加えられる。金属

系水素分離膜材料はピンホールなく厚さ数10ミクロ

ンまでの薄板加工が可能であり、これを改質反応容

器に組み合わせることにより、化学平衡を生成物側

にシフトさせ、反応温度を低下させ、なおかつ高純

度水素の生成を一段階で行える新しい反応容器、す

なわちメンブレン・リフォーマーまたはメンブレ

ン・リアクターの開発研究も活発に行われている。

図５にその論文件数の推移を示す。この25年間での

論文総数は約1,500件である。やはり1990年頃を境に

論文数は急増しており、ここ数年は年間150件程度

となっている。我が国は米国、ドイツ、中国ととも

に世界一位の座を争っている。

メンブレン・リフォーマーにおけるキーマテリア

ルとして水素分離膜材料の研究開発も活発に行われ

ている。図６は「水素透過」をキーワードとして、

さらに「Pd」、および「NbまたはV、またはアモル

ファス」の条件を付け加えて検索した結果得られた

論文件数全体の推移である。水素透過全体では、
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図４　溶融炭酸塩形（MCFC）、燐酸形（PAFC）、およびアル
カリ形（AFC）燃料電池に関する論文件数の推移

図３　固体酸化物型燃料電池（SOFC）に関する論文件数の推移



1980年頃から基礎的な取り組みがなされていたが、

1990年頃から水素分離膜応用の検討が活発化して、

PdやNb, V等材料に関する論文数が増加するととも

に全体数も増加している。増加の割合はPdよりも、

Nb, V, アモルファスの非Pdの論文の方が幾分高くな

っている。

図７には、この25年間の各国別論文総数を示す。

日本が全体の約22%を占め世界第１位である。２位

のアメリカは18%であり日本と拮抗しているが、３

位以下とは大きな開きがある。

さて、以上論文検索結果を見てきたが、次に我が

国の水素エネルギー・燃料電池関係の研究プロジェ

クトについて、経済産業省と文部科学省関連のもの

をホームページを中心に調べた結果をまとめる。

経済産業省関連（NEDOを含む）では、この10年

以上に渡り、水素・燃料電池関係に巨額の研究投資

がなされている。冒頭に挙げた「WE-NET第1期」

（1993-1998, 総額100億円）は、大規模な水素インフ

ラの確立に必要な技術開発を目指して行われ、続く

「WE-NET2期」（1999-2002, 総額58億円）では、主

に燃料電池車用水素インフラ技術の開発を目指して

総合的な取り組みが行われた。これに続くものとし

て、「水素安全利用基盤技術開発」が2003年度から

2007年度までの予定で、水素の安全な利用技術と実

用化技術の２分野で研究が行われており、2004年度

事業費は60億円となっている。これらと平行して、

2000～2004年度にかけて、固体高分子形燃料電池の

将来の本格的な実用・普及を図るために必要な高性

能化・システム化を目指して、「固体高分子型燃料

電池システム技術開発事業」およびシステム普及の

基盤整備のため、「固体高分子形燃料電池システム

普及基盤整備事業」が行われた。2004年度の事業費

はそれぞれ41億円、24億円である。2005年度から新

たに実用化・普及に向けた要素技術とシステム化技

術開発等を目指す「固体高分子形実用化戦略的技術

開発」が５年間の計画で、2005年度予算55億円の規

模で開始される。また、燃料電池の基本的メカニズ

ムについての理解を深めるために、独立行政法人産

業技術総合研究所において現象解析及びそのための

研究体制の整備を行う「燃料電池先端科学委託研究

費」が2005年度予算10億円にて開始される。

他に固体酸化物形燃料電池関係では、「固体酸化

133

エ
コ
マ
テ
リ
ア
ル

0606

図６　水素透過（Hydrogen Permeation）に関する論文件数の
推移

図５　膜改質器（Membrane Reformer）および膜反応器
（Membrane Reactor）に関する論文件数の推移

図７　水素透過（Hydrogen Permeation）に関する論文件数の
多い上位10国。1980～2004年。



物形燃料電池（SOFC）の研究開発」（2001～2004年

度、2004年度予算10億円）、「固体酸化物形燃料電池

（SOFC）システム技術開発」（2004～2007年度、

2004年度予算15億円）などが行われている。

一方、文部科学省関連予算では、科学技術振興機

構（JST）の戦略的創造研究事業（CREST）で、触

媒と新規材料のシーズ開発を目指した研究が行われ

ている。個々の課題は、資源循環領域における「電

気エネルギー変換の疑似三次元界面設計」（2000-

2005）、エネルギー高度利用領域における「高次規

則配列複合構造体を用いたエネルギー変換デバイス

の創製」（2002-2007）、同じく「高機能ナノチューブ

材料の創製とエネルギー変換技術への応用」（2002-

2007）、ナノ構造制御触媒領域における「表面最適

化炭素ナノ繊維の新規環境触媒機能」（2002-2007）、

同じく「精密自在制御型ナノ触媒の創製」（2002-

2007）である。予算規模は各課題とも年間１億円弱

程度である。他には科学技術振興調整費で「低温作

動型酸化物電解質燃料電池開発」（2002-2004）が、

2004年度予算1.3億円にて行われた。また2003年度か

ら2007年度までの計画でリーディング・プロジェク

ト「次世代燃料電池プロジェクト」（2004年度予算

2.9億円）が、固体高分子形燃料電池の電極触媒の設

計を中心に進行中である。

33）今後の動向
ここまで見てきたように、実用化の期待が高い固

体高分子形燃料電池を中心に、巨額の研究投資がなさ

れてきているにも関わらず、実際にはコストと耐久性

の観点からまだ実用レベルには達していない。実用化

を目指す研究努力とともに、今後は材料の基礎に立ち

返った研究が必要となり、その要望が高まっている。

図８には、固体酸化物形燃料電池に関する論文の

うち、実用化に近いシステムで主に使用されている

YSZ（部分安定化ジルコニア）に関するものと、それ

以外のものの推移を示した。この３、４年の伸びを比

較すると、明らかにYSZ以外のものが大きくなってお

り、材料研究・基礎研究への回帰が見て取れる。

44）まとめ
以上概観したように、水素エネルギー、燃料電池、

水素透過に関連する論文発表は、1990年頃から急激

に増加している。ここ10年間以上に渡る我が国のこ

の分野への研究投資は大きく、論文発表数も殆どの

項目で１位か、そうでなくてもトップ争いをしてい

る。しかし、それでも実用化への壁は厚く、早期の

実用化を目指すシステム化研究とともに、今後は物

質・材料の基礎に立ち返って、緻密な解析と組織制

御・構造制御に基づく特性向上を目指した研究が必

要となる。
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図８　固体酸化物型燃料電池に関する論文のうち、YSZをキー
ワードとして含むものと含まないもの推移

1)

2)

文部科学省科学技術政策研究所科学技術動向

研究センター編著：図解　水素エネルギー最
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11）はじめに
「ライフサイクルデザイン型エコマテリアル」は、

材料が製造されてから廃棄されるまでの一生（ライ

フサイクル）を通じての環境負荷が低減されるよう

設計された材料を指す。前述の２種類のエコマテリ

アルが材料のパフォーマンスで特定の環境問題に対

処するのに対し、「材料そのものが環境に優しく」

という設計思想で作られた材料（および材料技術）

である。

材料の環境負荷BLは、製造時の環境負荷BP、使用

中の環境負荷BU、廃棄処理時の環境負荷BE、リサイ

クルによる控除BRの合計でBL＝BP+BU+BE-BRと表

せる。この環境負荷に対して、材料が使用中どのく

らいのサービスSUを提供できるかを表したのが環境

効率

である。環境負荷の小さな材料を作るためには、

BP、BU、BEを小さくし、SUとBRを大きくするよう

設計しなければならない。これに基づき、ライフサ

イクルデザイン型エコマテリアルは次の４つに分類

できる。1)

（1）高物質効率材料（SUを大きく、BUを小さく）

（2）低環境負荷履歴材料（BPを小さく）

（3）有害物質フリー材料（BEを小さく）

（4）高リサイクル性材料（BRを大きく）

もちろんこの分類は厳密なものではなく、複数の

特徴を併せ持っている場合も多い。（1）、（2）は従

来型の材料研究のベクトルとも共通する場合も多く

（例：高比強度材料、材料の長寿命化、プロセスの

効率化・省エネ化、etc.）、他の章でも解説されてい

るので、ここでは有害物質フリー材料および高リサ

イクル性材料について最近の動向と今後の展望を述

べる。また、ライフサイクルデザイン適合性の評価

技術も紹介する。

22）有害物質フリー
エレクトロニクス産業が生み出す製品は生活を豊

かにする反面、多くの有害物質を環境に排し、環境

負荷が高い産業の代表でもある。従って有害物質フ

リーに関する研究の多くはこのエレクトロニクス産

業におけるものを中心として行われている。特に日

本における家電リサイクル法の施行やEUにおける

WEEE、ROHS指令の施行によりエレクトロニクス

製品からに重金属を中心とする有害元素排除が急務

となっている。この影響を最も受けるのが電子実装

であり、鉛を含まないはんだつまり鉛フリーはんだ

合金およびそれを用いた電子実装の開発が全世界で

行われている。

世界の動向：当初、鉛フリーはんだの開発は90年

代前半から米国のNCMS (National Center for

Manufacturing Science） Lead-Free Solder Project

から始まり、EUのIDEALS (Improved Design Life

and Environmentally Aware Manufacturing of

Electronics Assemblies by Lead-Free Soldering）、そ

して日本の産業界中心とした活発な開発研究へとつ

づいたが、鉛フリー化の難しさ、特に高温用途のは

んだ開発の困難から米国では法制化から除外される

ことになった。しかし、EUのWEEE/ROHS法案お

よび日本における実用化推進研究の成果から再度米

国においてもNEMI（The National Electronics

Manufacturing Initiative）により鉛フリー実装の産

官学の研究体制が組織され現在に至る。EUでは、

上記IDEALSプロジェクトで中温系はんだ（Sn-Ag-

Cuはんだ）の実用化が可能なことが確認されたが、

実用面では様々な問題を抱えており、COST351

Project（EU COST Initiative）および IMECAT

（Interconnection Materials for Environmentally
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Compatible Assembly Technologies）Projectが進行

中である。図1に欧米におけるこれまで行われてき

た鉛フリー実装関連のプロジェクトを示す。

国内の動向：国内では、上述のNCMS Lead-Free

Solder Projectに刺激され産業界を中心とした開発研

究が活発に行われ、NEDOプロジェクト（1997-2000

年）、最近の日本溶接協会および電子情報技術産業

協会（JEITA）を中心とした中温系はんだ（Sn-Ag-

Cuはんだ）の標準化のプロジェクトが行われ、

JEITAのプロジェクトに関しては低温系はんだの開

発プロジェクトへ続いている。これら日本における

各プロジェクトは産業界中心で組織され欧米のよう

な産官学の体制は組織されていない。電子産業は日

本を支える重要な産業であるにもかかわらず、学術

機関、特に国研の問題意識や積極参加姿勢は欧米に

対し比べ物にならないほど低いという問題を抱えて

いる。そのため、実用面では多くのデータを取得し

たが、学術基盤が形成されておらず、知的財産権は

欧米がリードしている状況にある。

NIMSの現状・NIMSの研究：NIMSにおける鉛フ

リー実装の研究は、個人レベルでの研究体制しかな

く米国のような国立研究所を中心としたような研究

体制は皆無である。だだし、最近ではエコマテリア

ル研究センターのメンバーがJEITAプロジェクトに

参画するようになり、旧国研の積極的な参加が産業

界や業界団体から期待されている。

NIMS外の注目研究、今後の動向：NIMS外の研究

としては、産業界と大学（一部の国立大学）の研究

が中心で、低温系鉛フリーはんだ技術開発のJEITA

プロジェクトが注目されている。これまでに中温系

のSn-Ag-Cu系が実用化されたのみであり、電子実装

全体を鉛フリー化するには、高温系および低温系の

はんだ合金およびその周辺技術の開発が不可欠であ

る。特にLSIのパッケージングに使用される高温系

はんだ（Pb-5Sn）の代替はんだがまったく見つかっ

ておらず、今後の学術機関が中心となった研究開発

体制が必要とされる。また、はんだ合金を使用しな

い接合システム、例えば導電性接着技術（一部実用

化されている）なども今後の研究のトレンドとなる

であろう。さらに鉛フリー関連技術の標準化に対す

る動きが各国とも活発化しており、標準化の国際競

争が激化することは間違いない。従って、これまで

確立してきた技術、またこれから開発される関連技

術の標準化を国家戦略として産官学ですばやく推進

していくいことが求められている。

33）リサイクル対応
どんなにプロセス技術が進歩しても、無選別のゴ

ミの山を溶かしてそこから何種類もの廃棄前と同品

質の材料を取り出すことは不可能であろう。その意

味で、リサイクルシステムの確立は、法整備や回収

ルートの構築、選別の徹底といった社会システムの

充実と易解体性などリサイクル対応の製品設計が鍵

である。しかし現実的な問題として、不純物を許容

できるリサイクルプロセス技術の開発や、材料自体

のリサイクル性の向上といった材料の面からのアプ

ローチも、非常に重要な役割を担っている。またリ

サイクル対応の製品設計にも、材料技術が寄与する

ところは大きい。

リサイクルプロセス技術：国を問わず、材料の種
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図１　世界における鉛フリー実装関連プロジェクト



類を問わず、使用済み製品から出る老廃スクラップ

が今後増加することが確実であり、対処的な技術と

して、老廃スクラップのリサイクル技術の進歩が急

務である。特に、プラスチック、構造用金属材料、

コンクリートが廃棄物量の多さから言って重要であ

り、アメリカ、欧州、日本ともこの３つをターゲッ

トにした研究プロジェクトは多い。アメリカでは軍

絡みのFRPリサイクルプロジェクトも目立つ。

老廃スクラップはほとんどの場合何らかの複合処

理がなされている上、品質管理が容易でなく異物の

混入が避けられない。人工的に混入する不純物に対

する除去プロセス技術は十分ではなく、現状では元

の用途よりも低品位な素材へのカスケードリサイク

ルが多くならざるを得ない。今後は、分離・精製技

術の向上を目指した研究を進めるだけでなく、人工

不純物の存在を許容したり、不純物を利用したりす

るプロセス技術をさらに推し進める必要がある。最

近のエコマテリアル国際会議2) , 3)や材料系国際論文誌

のエコマテリアル特集4) , 5)でも、こうした研究が注目

されていることがうかがえる。このような観点から

のリサイクルプロセス研究は、例えば次のように分

類できる。それぞれの詳細は、上記文献を参考にさ

れたい。

（1）不純物の無害化：プロセス時に悪影響を及ぼ

す不純物について、そのメカニズムを明らかにし、

プロセス時の不純物の働きを封じ無害化する手法。

（2）不純物利用材料設計：不純物の存在形態や分

布を適切に制御してやることで、有効な添加元素と

して積極的に利用する方法。

（3）固相リサイクル：材料を溶解、精製するプロ

セスを取らずに、強加工などによってスクラップ材

料を固相状態のまま再素材化する技術。

リサイクラブル材料設計：回収されるスクラップ

原料のリサイクル技術を考える一方で、これから世

に送り出す材料に対しては、使用後リサイクルが行

いやすいよう、予めリサイクラブル材料設計を組み

込んでいく必要がある。特に複合材料ではこの考え

方は重要である。リサイクラブル材料設計として、

以下の流れが挙げられる。

（1）構造制御リサイクラブル設計：成分調整によ

って特性の向上を図るのではなく、単純な組成の材

料を用い、微細組織の制御による特性変化を利用し

て多様な性質の材料を生み出す考え方。

（2）新しい複合材料：まったく同一の化学組成で

異なる性質を有する材料の組み合わせや、界面に解

体性を組み込んだ材料設計。

リサイクラブル製品設計のための材料技術：ライ

フサイクルエンジニアリングを基本とした製品のエ

コデザイン（環境調和型デザイン）の重要な要素の

一つに易解体性設計がある。易解体性設計のコア技

術である接続部の分離し易さは重要であり、その重

要性が近年認識されるようになって来た。解体処理

に時間が掛かるネジに替わって、簡単に締結を解除

できるワンタッチ締結が種々提案され、形状記憶バ

ネ6)やネジ山が消えてなくなる形状記憶ネジのような

全く新しいタイプも開発されている。接着剤などの

樹脂接合では、加熱する事によって軟化し接合部が

分離し易くなる熱可塑性接着剤や加熱により樹脂が

液化ないしは発砲し界面を剥離するもの、吸水、紫

外線の照射により剥離するものなどが開発されてい

る。イースト菌と生分解性プラスチックを接続部に

導入し水を加える事でイースト菌を成長させ分離す

るユニークな方法なども提案されている。冶金的な

接続手法については界面の低融点材料の溶解や原子

やイオンの拡散を利用して界面に脆化元素を濃縮す

る方法、水素脆性を利用して剥離する方法などが提

案されている。近年低融点金属を界面に拡散させて

簡単に分離する方法などNIMSが開発した。分離を

考慮した接続手法はまだ萌芽的な段階にあり、今後

発展が期待される分野である。

今後の動向：リサイクルを意識した材料研究は世界

的に今後も間違いなく増えると思われる。しかし、こ

の分野の研究は、使われて初めて意味をなすというこ

とを忘れてはならない。将来を考えた研究、開発と同

時に、研究当初から実用をにらみ多様な規模のリサイ

クルに対応する個別技術を産業界とタイアップして開

発することが他の分野以上に重要であろう。

44）ライフサイクルデザイン型材料設計の
ための評価技術

ライフサイクルデザイン型エコマテリアルの進歩

には、従来の材料特性評価だけでなく、ライフサイク

ルデザイン適合性を正しく評価する技術が不可欠であ

る。評価の代表的な指標には、ライフサイクルアセス

メント（LCA）、マテリアルフローアカウンティング

（MFA）、環境効率および資源生産性等がある。
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環境負荷で考える指標：LCAは、ライフサイクル

思考を基礎として製品やサービスの環境側面を評価

することに特化した手法である。製品のライフサイ

クルは、大まかに製造段階、使用段階、廃棄段階に

分けられ、各段階で環境負荷が累積される。世界各

国で、LCAの方法論およびデータベースの構築の研

究は盛んに実施されている。海外の代表的な LCAソ

フトウェアとして、Bousted Model（http://www.

boustead - consulting. co. uk/products. htm）がある。

日本においてもインベントリデータは充実しており、

NIMSでは、鉄鋼素材や非鉄金属素材を含めたインベ

ントリデータベースをホームページ（http://www.

nims. go. jp/emc/）にて公開している。

物質・材料フローで考える指標：MFAとは、国、

地域、産業部門などを単位として、物質収支を定量

化して体系的に把握する手法である。このような調

査研究は、90年代後半から欧州を中心に盛んに実施

されるようになったとされている。日本でも、国立

環境研究所の森口ら7)によって先駆的な研究が実施さ

れている。東北大学では、東アジア圏を調査範囲と

したMFAの研究が、名古屋大、早稲田大、物質･材

料研究機構等との協力で進められている。これは、

MFAに関する日本のこれまでの成果を系統的に整

理し、かつ海外の動向に対応しつつ、国際的な比較

等へも積極的に使えるMFA手法の提案を目的とし

た研究である。（JST RISTEX ｢サステナビリティ指

標としての物質・材料フロー｣）

関与物質総量（TMR）とは、ヒドゥンフロー（隠

れたフローもしくはエコロジカルリュックサック）

に焦点を当てた手法である。物質利用に係る環境ス

トレス因子の有力な表現として提案され、材料集中

度（MIPS）としてアメリカ環境省の「環境適合設

計ガイドライン」8)においても重要視されている。日

本においては、NIMSが、金属をはじめとして、そ

の関与物質総量の概算を実施9)している。

一般に、｢リサイクル率｣と呼ばれる指標も物質や

製品のフローに基づく指標である。しかしながら、

リサイクル率は、業界毎および製品毎に指標の定義

および算出方法が異なり、さらには循環の一部分の

みに注目している指標が少なくない。エコマテリア

ル研究会では、リサイクルを議論する際の『共通の

言語』とも言える俯瞰的な物質フローの把握に基づ

く高リサイクル性指標の提案 10)を行っている。今後、

このガイドラインに基づいた、リサイクル率の議論

が行われることが望まれる。

サービスを考慮した指標：上記の指標は、環境効

率や資源生産性を考える上でも注目を浴びている。

環境効率は、製品レベルでは製品の環境負荷と製品

が提供するサービスを比較することで計算される。

環境効率では、製品の提供するサービスと製品の環

境負荷をどのように表現するかが問題となる。この

環境負荷を評価する手法が前述のLCAであるとも言

える。そして、環境負荷を資源消費量で代表させた

環境効率が資源生産性である。日本における循環型

社会基本計画では、国内総生産（GDP）を天然資源

等投入量（国内・輸入天然資源及び輸入製品の総量）

で割ることによって資源生産性を算出している。し

かしながら、製品や材料などを評価するための共通

な指標の定義や算出方法は、未だ確立されておらず、

研究段階にあるといえる。
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11）はじめに
エネルギー起源のCO2削減・地球温暖化防止など

の観点から、高効率複合発電や次世代ジェットエン

ジンなどの開発に期待が寄せられている。これら熱

機関の効率向上にはカルノーサイクルの高温側の温

度上昇が最も有効であり、その実現に必要な耐熱合

金の研究開発が内外で活発に行われている。その開

発の鍵を握っているのが白金族元素である。

本稿では、超耐熱合金への白金族金属の適用につ

いて、超耐熱合金の研究動向、特にNi基超合金への

白金族金属の添加と、白金族金属をベースとした超

耐熱合金の２つの観点から最近の合金開発の動向を

紹介するとともに、超耐熱材料の将来を展望する。

22）超耐熱材料への期待
民間航空機用エンジンの離陸時のタービン入口ガ

ス温度は1,600℃を超えているが、次世代エンジンで

はいっそうの高温化・高効率化が予定されており、

耐用温度の高いNi基超合金が求められている。たと

えば、2008年就航予定の250人乗りボーイング787な

ど新機種開発に併せて、米国GE、英国RR（ロール

スロイス）などで高効率ジェットエンジンの開発が

始まっており（図１）、高温高圧タービン部の動・

静翼に次世代のNi基単結晶超合金の使用が検討され

ている。

国内でも、経済産業省で30～50人乗りの小型ジェ

ット旅客機の開発とそれに連携した「環境適合型小

型ジェットエンジン」プロジェクトが2003年に開始

されている。このように海外国内で高性能エンジン

開発が活発化しており、それらを可能にするための

超耐熱合金への期待が高まっている。

発電分野では、原子力発電所建設の遅れを補完し

効果的にCO2削減に寄与するためには、タービン入

口ガス温度1,700℃、熱効率56%以上となるような超

高効率複合発電ガスタービンの開発が不可欠であ

り、それを可能にするためのタービン動・静翼材と

して超耐熱合金が求められている。さらに、コジェ

ネレーションの効率向上と熱電比率向上にも、ガス

タービンの高効率化は欠かせない。

タービン翼は精密鋳造で中空に造られており、内

部を空冷してメタル温度を調節することによって、

融点以上の温度のガス流中で使用される。しかし空

冷は熱効率の低下要因となるので、合金自体の耐用

温度をできる限り高くし、冷却量を最小にすること

が求められている。

33）Ni基超合金の開発動向
Ni基超合金は、母相であるγ相（Ni固溶体）中に

60-70vol％のγ’相（Ni3Alを基本組成とするL１2規則

相）が整合析出し、整合界面が転位の移動の障壁と

なる効果や、Re、W、Taなどによる両相の固溶強化

などにより、優れた高温強度を発揮する。典型的な

ミクロ組織を図２に示す。

Ni基超合金は、鍛造合金から普通鋳造合金、一方

向凝固合金、単結晶合金へと進化してきた。単結晶

合金も、初期の第１世代合金から、レニウム（Re）

を３wt %程度含む第２世代合金、Reを5-6wt %含む

第３世代合金、そしてルテニウム（Ru）やイリジウ
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ジェットエンジン、ガスタービン用超耐熱材料
原田　広史　材料研究所超耐熱材料グループ

07

図１　2008年就航予定のBoeing787。高効率の新型エンジン
開発が並行して進められている。



ム（Ir）など白金族金属を含む第４世代合金の単結

晶合金へと開発が進んでいる。図３にこの間の耐用

温度向上の経緯を示す。1)図中「目標」は新世紀耐熱

材料プロジェクトにおける開発目標である。代表的

な単結晶Ni基超合金の組成を表１に示す。

白金属元素を添加した第４世代単結晶超合金の開

発は、米国GE社、2)国内では新世紀耐熱材料プロジェ

クト3)で進められている。貴金属元素の添加により、

第３世代単結晶合金で問題点となっている組織安定

性を向上させることができ、クリープ強度が向上す

る。これが第4世代合金に共通の特徴である。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、RuやIrの添加

による組織安定化と、それによって可能となる追加

の元素添加（例えばMo添加）によるγ/γ’ミスフィ

ット制御を行って整合界面のミスフィット転位網を

微細化するという方法で、耐用温度1,083℃の第4世代

単結晶合金TMS-138、4)同じく1,100℃の第5世代単結晶

合金TMS-162などを開発している。5)図４は透過型電

子顕微鏡で観察したミクロ組織である。界面に細か

い転位網が形成されている様子が示されている。

新世紀耐熱材料プロジェクト開発の第４世代合金

TMS-138合金（2wt % Ru）については、国内のジェ

ットエンジンメーカーとの協力で、経済産業省の超

音速エンジンプロジェクトの高温高圧タービン翼材
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図３　Ni基超合金の耐用温度向上の歴史（ここで、○：鍛造合
金、□：普通鋳造合金、△：一方向凝固合金、◇：単結
晶合金を示す。また、塗りつぶしは物質材料研究機構
(NIMS)およびその共同研究機関の開発合金）

図２　Ni基超合金の典型的なミクロ組織

図４　高温でクリープ中にNi基超合金のγ/γ’整合界面に形成
されたミスフィット転位網

表１　タービン翼用単結晶（SC）Ni基超合金の合金組成（wt%、残Ni）。 第4、第5世代の単結晶超合金は白金族元素Ruを含む。



としての実機試験が行われた｡その様子を図５に示

す。今後、経済産業省にて開発中の国内初の民間ジ

ェットトエンジン「環境適合型小型ジェットエンジ

ン」の第１段動翼材として実用化される予定である。

Ruは～50万円/kgと貴金属としては比較的廉価で

あるが、２wt ％程度の添加により原材料では50％

程度、完成タービン部材としてみた場合には20％程

度のコストアップとなる。しかしエンジンの効率・

燃費向上の観点から、次世代航空機エンジンへの使

用は必至と見られている。

タービン翼一枚の重量が300gと仮定しRuを２wt %

含有する超合金を用いたとすると、エンジン一基あた

り約500gのRuが必要となる。仮に1,000機に双発で用

いられれば合計約１tのRuが使用されることになる。

他の航空機エンジンにも順次Ru含有Ni基超合金が使

用されるとすれば、使用量はさらに増加する可能性が

ある。一方、世界で1年間に取り引きされるRu量は10

トン以下と少ない。従って、使用済み部材や、製造過

程での残材のリサイクル技術を確立して、安定供給体

制を整えることが重要になってくると考えられる。

ガス温度の向上など、運転条件が過酷になるにと

もなって、タービン翼、燃焼器など特に高温に曝され

るNi基超合金部材は、ほとんどが耐腐食、耐酸化、遮

熱などのコーティングを行って使用されるようになっ

ている。クロムやアルミを用いた拡散コーティングに

始まり、現在はMCrAlYコーティングとともにPt-Alコ

ーティングも広く用いられるようになっている。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、Ni基超合金タ

ービン翼材に適したコーティング材料の開発を行

い、長時間安定性の良い材料が開発されている。6)

44）高融点超合金の開発動向
高融点金属あるいはそれらの合金は、Ni基超合金

と異なり、無冷却でタービン翼材としての使用が期待

される。そこでNb、Mo、W、Taなどをベースとした

合金開発が長年行われてきた。しかし未だ耐酸化性や

靱性と高温強度を両立させるには至ってない。このた

め、これらの合金の使用は真空中や不活性ガスなど保

護性雰囲気中に限られているのが現状である。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、耐酸化性に優

れた白金族金属をベースメタルに用いてNi基超合金

と同じγ／γ’組織を再現した高融点超合金の開発

を行っている。7) Ni基超合金とIr基高融点超合金につ

いて、それぞれの原型となるNi-AlおよびIr-Nb２元系

合金の状態図と、代表的なミクロ組織を図６ に示す。

融点2,447℃のIrをベースとして用いた合金は、Ni基

超合金と結晶学的に同じミクロ構造、すなわちクリ

ープ強度向上に適した構造を有しながら、融点にお

いてNi基超合金を約1,000℃上回ることがわかる。

その結果、Ir基高融点超合金は、1 , 8 0 0℃、

137MPaの圧縮クリープ試験での２％変形時間が100

時間程度となる優れた強度を発揮する。8)ラーソンミ

ラーパラメータを用いてクリープ強度を他の超耐熱

合金と比較したのが図７である。この図に示される

ように、Ir基高融点超合金は、Ni基超合金はもとよ

りその他の高融点合金を大きく超え、超耐熱合金中
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図５　第4世代単結晶超合金TMS-138を用いて作成した単結晶
動翼と、超音速エンジンでの地上試験

図７　Ir基高融点超合金およびその他の超耐熱合金のクリープ
強度比較。Ir基高融点超合金はNi基単結晶超合金に比べ
て耐用温度が675℃高く、Nb合金、Ta合金、W合金に
比べても優れたクリープ強度を有する。

図６　Ni基超合金とIr基高融点超合金の状態図とミクロ組織



で最高の耐用温度を示す。

NIMSの研究にモチベーションを得て、白金族金

属をベースとした高融点超合金の開発が、南アフリ

カドイツ、米国、英国など世界各国で行われるよう

になっている。9)例えばPt-Al系では比較的低温でγ’

相（L12相）が不安定で相変化を起こすとされてい

るが、第３第４元素の添加などでγ’相を安定化す

る試みが行われている。

白金族元素は一般にNb、Mo、W、Taに比べて格段

に優れた耐酸化性を有しているので、それらをベース

とした高融点超合金は、超高温材料として有望である。

しかし一方、問題点として、高価であること、合金の

比重が大きいこと（Ir合金では約20）、Ir基の場合は延

性が不十分なこと、など解決すべき問題点も多い。

例えば、Ir基高融点超合金の場合、価格の低減の

ためには、Ni基超合金との混合によるコストパフォ

ーマンスの最適化など、新しい観点からの材料設計

も試みられている。10)また、延性向上の観点からは、

Pt基高融点超合金との混合も試みられている。11)

著者は、さらに進めてNi、Co、Ir、Rh、Ptなど

FCC系金属元素同士混合したγ固溶体を高融点超合

金のベースメタルとして用いることにより、Ni基超

合金から白金族金族基高融点超合金まで、その中間

を含めて、コストパフォーマンスや延性、耐酸化成

の観点から自由な材料選択が可能になると考えてお

り、その方向への研究の展開を期待している。

新世紀耐熱材料プロジェクトでは、以上に紹介し

たもののほか、次世代タービンディスク材料、高延

性クロム合金などの新合金開発や、各種新材料開発

の基本となる材料設計手法の開発、３次元アトムプ

ローブや変形のその場観察電子顕微鏡による組織解

析、材料設計とシステム設計を連動させたバーチャ

ルガスタービンシステム開発など、超耐熱材料に関

する基礎から企業等との連携による実用化まで、広

い領域をカバーして研究を進めている。12)

なお、ジェットエンジン、ガスタービン関連の超耐

熱材料開発の海外の拠点としては、米国GE-ミシガン

大学協力、英国ロールスロイス-ケンブリッジ大学産

学協同体、仏スネクマ、同ONERAなどがあげられる。

55）まとめ
化石燃料の節約、CO2削減、地球温暖化防止など、

地球規模での問題解決のために、ジェットエンジンや

各種熱機関のいっそうの高性能化が求められている。

その達成のため超耐熱合金の高度化への期待は大きい｡

このような期待に応えて、白金族金属を添加した

第４世代や第５世代Ni基単結晶超合金のジェットエ

ンジンでの使用が現実化しつつある。また、将来Ni

基超合金を超える可能性のある材料として、新たに

白金族金属をベースにした高融点超合金が国内で提

案され、研究開発が国際的に展開されている。さら

に、コーティング材開発も進展している。

超耐熱合金分野での白金族金属の役割はますます

重要なものになっている。今後材料研究とリサイク

ルなどのプロセス研究の連携・協力が行われ、白金

族金属を利用した新合金が有効に利用され、ジェッ

トエンジンやガスタービンの高効率化による地球環

境保全、ならびに国内産業の国際競争力向上に寄与

することを期待するものである。
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11）世界の研究動向1)

世界規模の課題である、地球環境問題、資源およ

びエネルギーの枯渇、社会インフラの老朽化等に対応

するために、鉄鋼材料に対する要求は高まっている。

特に、東アジア地域では、爆発的な経済の発展を背景

に、地理的要因による問題である地震および大気腐食

等に対応した鉄鋼材料の開発が望まれている。このた

め、東アジアの鉄鋼研究は、国家的プロジェクトと位

置付けられ推進されてきた。中国では、NG Steel

（Fundamental Research on New Generation of Iron and

Steel Materials in China）プロジェクトが1999年より10

年計画で開始し、１期の５年間では多くの大学を含む

40機関により鉄鋼研究が推進されている。主なテーマ

は、超微細粒鋼、遅れ破壊、鋳造および圧延における

ナノ析出物利用、である。また、韓国では、

HIPERS21（High Performance Structural Steels for

21st Century）プロジェクトが1998年より10年計画で

行われている。１期５年においては、微細粒鋼、海浜

耐候性鋼、超高力ボルト、溶接技術、構造設計等につ

いての基礎研究が行われた。現在、中国および韓国で

は、プロジェクト第２期に入り、第１期で得られた基

礎科学技術を応用化技術に移行するために積極的に取

り組んでおり、高強度高安全構造材料の利用技術に注

力して少なからず成果をあげつつある。

このように鉄鋼研究は、現在、東アジアを中心に

活発であり、従って国際会議もこの地域で多数開催

されている。特に、ICASS（International Conference

on Advanced Structural Steels）は、上記の超鉄鋼関

係のプロジェクトの推進を背景に、日本、中国、韓

国における鉄鋼研究の学術的な討論の場となってい

るばかりでなく、鉄鋼研究の将来について検討を進

める国際会議として着目されている。ICASSは、

2002年につくば、2004年に上海で開催されて、2006年

には韓国のGeongju（慶州）で開催予定であり、産官

学の多数の研究者の参加が企画されている。

22）日本における着目すべき動向
総合科学技術会議「ナノテクノロジー・材料分野

の産業発掘の推進」（2003.７）を受けて、革新的材料

産業において「耐震、耐食、軽量、低コスト」の橋

梁構造体の実現に向けて関係省庁が連携し、安心・

安全な社会インフラの構築および材料産業の国際競

争力強化を目的とする府省連携プロジェクト「新橋

梁構造体」が2004年より開始されている。そのため、

日本鋼構造協会の「超鉄鋼の土木建築分野の利用に

関する調査」委員会では、土木研究所、建築研究所、

NIMS、大学、JR、JH、民間企業などの幅広い研究

機関が集まり、超鉄鋼を用いた新構造体やその接合

技術（溶接、ボルト）について具体的な設計提案を

まとめてきている。2)2005年度からは、日本鋼構造協

会における調査結果を踏まえて、超鉄鋼を用いた自

動車専用道橋脚、高力ボルト接合、耐候性鋼橋梁腐

食評価等を重要テーマとして、超鉄鋼を用いた構造

体の特性評価を具体的に推進する。土木・建築関係

の大学の研究者の高い活力をベースに、素材研究者

と構造体研究者が一体となって研究を推進すること

は大いに価値があり、今後の発展が期待される。

33）NIMSの研究
NIMSは、超鉄鋼研究において常に世界をリード

してきており、上記アジアにおけるプロジェクトに

おいても指導的な立場にあると評価を受けている。

超鉄鋼プロジェクトは第２期となっており、第１期

で得られた結晶粒微細化による高強度化、および耐

候性向上の指導原理を用いて、都市再生に利用可能

な高強度高耐食鋼（超鉄鋼ファクター４鋼）の創製

を行っている。すなわち、熱力学的計算による腐食

に対する化学的安定性評価を行ない、NiやCuに替わ

り省資源とリサイクル容易性を同時に達成するAlお

よびSiを耐候性元素として抽出･選択した。これまで、

高Al高Si鋼は通常粒径では靱性が低く、実用に適さ

143

金
　
　
属

0808

鉄鋼－高強度高安全構造のための鉄鋼技術
金　　属

西村　俊弥

超鉄鋼研究センター耐食グループ
08

1



ないといわれてきたが、結晶粒微細化により驚異的

に靱性を改善することに成功した。また、結晶粒微

細化は特殊な元素を添加せずとも高強度化をもたら

す利点があることが分かった。溶接性に関しても、

フェライト生成元素であるAl、Siを使ったことによ

り溶接ボンド部にフェライト相を生成させて硬化を

抑制することにより優れた溶接性を付与させてい

る。このように、開発材料は、強度、靱性、耐食性

に優れ、かつ、LCA（Life Cycle Assessment）およ

びLCC（Life Cycle Cost）にも対応しており、高強

度高安全構造鋼として総合特性に優れた画期的な材

料と評価を受けている。

また、大型サイズあるいは実部品形状の超鉄鋼材

料を製造できる創製原理の確立に成功している。さ

らに、１期で開発した超狭開先GMA（Gas Metal

Arc）溶接および大出力パルス変調CO2溶接により

超鉄鋼の溶接構造体を製作する課題、および、

2,000MPa級の高力ボルト創製の課題においても成功

を納めている。このような成果は、国内外の論文誌

や講演発表で多数報告しており、世界的に高い評価

を得ている。超鉄鋼材料を活用した革新的構造設計

に関する土木・建築の研究者と共同検討作業の成果

については、例年開催される超鉄鋼ワークショップ

において進捗報告を系統的に行っている。

44）今後の動向と対応
鉄鋼構造材料分野では、解決すべき課題には世界

共通性が高いものがあり、国際的共同での問題解決が

効率的なものが多い。このため、世界の有力な研究機

関とMOUを締結して、連携･協力によって具体的な問

題解決を図ることが今後増々重要となってくる。例え

ば、超鉄鋼センター（SRC）は、2002年に中国の

CISRI（The Central Iron & Steel Research Institute）、

2004年に IMR（The Institute of Material Research）

とMOUを既に締結している。さらに、インドでは

Anna大学とMOUの締結を約束しており、これらの機

関とは今後、腐食分野において共同研究を行う予定で

ある。また、2003年にSRCは、材料評価分野において

情報基盤ステーションと共同で、ドイツのMPA

（Staatliche Materialprufungsanstalt）と、2004年には

MPIE（Max Plank Institut fur Eisenforschung）と広

く鉄鋼分野においてのMOUを締結している。さらに、

2003年にはスロバキアのVUZ（Výskumný ústav

zváraèský）と溶接分野において締結している。この

ように、SRCは世界の研究機関とMOUを締結し、国

際ネットワークを構築することにより鉄鋼分野の共通

課題解決を図っている。

一方、鉄鋼材料分野における国際競争力を高める

ことが重要である。既述のように材料特性向上につ

いては十分な検討を進め、さらに実用構造体として

の特性把握にも注力している。次には、実使用を前

提とした利用技術の開拓も必要である。具体的には、

急激に成長するアジア市場において開発材料を利用

可能とするための環境整備があげられる。東アジア

は、地震が多発し、また、高温多湿な大気腐食環境

にあり、鉄鋼材料の耐震性および耐食性を確保する

ことは東アジアの研究者にとって共通の課題であ

る。特に、大気腐食の分野では日本は指導的立場に

あり、高温多湿、海浜、酸性雨等の具体的問題をア

ジアレベルで解決し、かつ、高機能材料の実使用限

界を把握したアジアコードを打ち立てる先導役を果

たすべきである。現在、上記MOUを締結した機関

やその他のアジアの研究機関と具体的な計画を検

討・作成中である。

これまで日本の鉄鋼研究が世界レベルを誇ること

ができたのは、その要素研究である、破壊、溶接、

腐食研究のレベルが高かった背景がある。ところが、

魅力的な鉄鋼材料が提案されなくなった時期が続い

たこともあり、若い世代の知的好奇心を獲得できず、

大学における鉄鋼離れが大きな問題となっている。

これまで超鉄鋼研究で得られてきた知見や未解決点

を大学と共有し、鉄鋼研究の基礎科学力の維持を図

りたいと考えている。例えば、超鉄鋼やその構造体

を大学研究者に共有していただき、それぞれの専門

の立場からの検討をお願いする中で、大いに鉄鋼研

究の活性化を図りたい。SRCは既にこの趣旨での取

組みを一部開始しているが、今後さらに広げて行こ

うと考えている。

引用文献
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11）はじめに
高温で長時間使用される耐熱鋼の開発は、火力・

原子力発電、化学プラント、廃棄物発電、自動車等

の産業の発展の鍵を握っている。この10年間、CO2

削減、省資源、ダイオキシン等の環境リスク物質の

低減化が強く求められた社会的背景の下、より高温

での使用を可能とする高強度高耐食耐熱鋼の開発、

プラント構造体化に不可欠な溶接継手特性、並びに、

長時間クリープ強度評価や寿命予測といった材料評

価の面で大きな進展が見られた。

図１に、1999～2004年の５年間に日・欧・米で

各々２回、計６回開催された耐熱鋼関係のメジャー

な国際会議における国別発表件数と、2004年に米国

で開催された国際会議における発表内容を示す。発

表件数は日欧米の３極が概ね同等で、発表内容は材

料開発や酸化・腐食が多い。

22）高強度高耐食耐熱鋼の研究動向
火力発電分野では、従来のフェライト系耐熱鋼の

使用上限温度は約620℃であったが、650℃の超々臨

界圧（USC）発電プラントで長時間使用可能なボイ

ラ系大径厚肉鋼管（パイプ）用およびタービン用の

高強度9-12Crフェライト系耐熱鋼の研究開発が日欧

米で進められるとともに、ボイラ過熱器管（チュー

ブ）用オーステナイト系耐熱鋼では18Cr-8Ni系から

20Cr-25Ni系へ、さらに高Cr-高Ni化とＷ等の添加に

より高性能化が図られ蒸気温度700℃まで使用可能

な段階に達した。原子力分野では、650℃の高速増

殖炉燃料被覆管として、高温クリープ強度が非常に

高く耐照射特性にも優れた酸化物分散強化9Crフェ

ライト鋼が開発された。化学プラントの水素精製装

置では、反応容器に2.25Cr-1Mo鋼を用いていた1990

年代前半には454℃-17MPaであったが、高強度3Cr-

1Mo-V鋼や2.25Cr-1Mo-V鋼の開発により高温高圧化

が進み、1995年頃から482℃-24MPaに、現在では

510℃-24MPaに達しつつある。廃棄物発電では、高

耐食オーステナイト系耐熱鋼の開発により従来プラ

ントで300℃程度であったボイラ蒸気温度が現在で

は500℃まで上昇している。自動車では、排気系耐

熱部品のエキゾーストマニホールドに従来は鋳鉄が

使用されていたが、エンジン性能向上による排ガス

温度上昇にともない高強度化が求められ、18Cr-

2Mo-Nb鋼等の開発により排ガス温度900℃以上が達

成されている。

650℃級フェライト系耐熱鋼のクリープ強度向上

に関する最近の研究成果で特筆すべき点は、粒界近

傍など部分的にでも弱い組織が形成されると局所的

にクリープ変形が促進され早期に破断することが微

細組織観察とクリープ変形挙動解析により明確にな

ったこと、及び、粒界近傍の強化組織を長時間まで

維持できる材料設計の指針がいくつか明確になった

ことである。この指針に基づいて、高濃度ボロン添

加によって粒界近傍M23C6炭化物の長時間微細分散

を狙った鋼、ナノサイズのMX型微細窒化物のみで

粒界近傍組織の安定化を狙った鋼、炭窒化物を利用

しないでFe2（Mo,W）-Laves相等の金属間化合物の

みを微細分散させた鋼等がNIMSから提案され、現

在も継続されている長時間クリープ試験の結果や組

織安定性に世界中が注目している。

耐食性に関しては、高温水蒸気中耐酸化性向上に

大きな進展が見られた。耐酸化性はCr濃度に依存す

るが、フェライト系耐熱鋼ではCr濃度が概ね12%以

下と低いため、通常は表面にFeに富む厚い酸化スケ

ールが生成する。このため、従来の耐酸化性研究は、

「合金元素添加などによってFeの厚い酸化スケール

成長を如何に抑えるか」が中心課題であった。これ

に対し、Cr濃度が9%程度でも0.5%程度のSi添加と予

備酸化処理を組み合わせること等によりナノ厚さの

Cr2O3保護スケールが生成すること、これによって

耐酸化性が飛躍的に向上することがNIMSで最近見
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出されて以来、欧米でもCr2O3保護スケールに強い

関心が集まっている。一方、表面スケールのはく離

性に関しては、試験法の確立が望まれている。表面

コーティングも研究されているが、プロセスの煩雑

さやコスト面の問題も指摘されている。

33）溶接継手強度の研究動向
フェライト系耐熱鋼の溶接構造物を高温低応力条

件（温度600℃程度、応力100MPa以下）で使用する

と、溶接熱影響部（HAZ）で脆性的にクリープ破断

する、いわゆるType 4（タイプ４）破壊が進行し、

クリープ破断寿命が母材に比べて著しく低下する問

題が深刻になっている。このため、9～12Crフェライ

ト系耐熱鋼について、Type 4 破壊の機構解明、脆

性的なクリープ破壊の破壊力学的解析、Type 4 破

壊の防止に関する研究が日欧米で進められている。

Type 4 破壊の機構解明に関しては、HAZ細粒化

説とHAZ軟化説の２つが提案されたが、HAZ部のう

ちAc3温度付近まで加熱された部分が細粒化し、寿

命を低下させるとするHAZ細粒化説が優勢になりつ

つある。破壊力学的解析に関しては、溶接継手のCT

試験片を用いた高温クリープき裂伝播試験とその解

析により、高強度9～12Cr鋼では、クラック発生が

HAZ部で促進されること等が明らかにされた。また、

溶接金属部、HAZ部、母材部のクリープ強度パラメ

ータを用いて有限要素法（FEM）で溶接継手の応力

解析を行うと、クラック発生位置を精度よく予測で

きることや、クラック先端前方でのクリープボイド

生成挙動やクラック進展挙動をシミュレーションす

るFEMコードも開発された。Type 4 破壊の防止に

関しては、前述したNIMSの高ボロン9Cr鋼ではHAZ

部が細粒化しないこと、従って、Type 4 破壊が防

止されることが報告され欧米で注目されている。

44）長時間クリープ寿命予測の研究動向
高強度9-12Cr系鋼では長時間経過後にクリープ強

度が急激に低下する現象が550℃ないし、より高温

でしばしば現れることが日欧で明らかとなり、クリ

ープ強度低下をもたらす組織因子の解明が、最新の

エネルギーフィルター型透過電顕等による解析も積

極的に取り入れて進められている。高強度9-12Cr鋼

は、通常、焼きならし－焼戻熱処理によって、高転

位密度のラス、ブロック組織に微細（100 nm程度）

なM23C6炭化物やナノサイズのM2X、MX型炭窒化物

が分散した、析出強化度の高い組織に調質されてい

る。最近は、クリープ中にナノサイズM2X、MXが

再固溶して熱力学的により安定で粗大なZ相

（Cr(V,Nb)N型複合窒化物）に遷移し、これに伴って

クリープ強度が急激に低下する現象の解明に日欧で

しのぎを削っている。

長時間寿命予測にはLarson-Miller法等の時間－温

度パラメータ法（TTP法）が広く用いられてきたが、

従来のTTP法では長時間クリープ寿命を正しく評価

できず、過大評価する場合が多いことが次第に明ら

かになってきた。これを改善するために、クリープ

破断データを同じ温度依存性、すなわち、同じ活性

化エネルギーを示す領域ごとに区分して解析する手

法、及び、高応力では非時間依存型塑性変形の寄与

が大きいため、引張試験の0.2%耐力の1/2を基準にし

てクリープ破断データの領域を分割し、低応力域の

データのみを用いて解析する手法が提案され、10万

時間程度の長時間寿命予測の精度が向上している。

55）将来動向
プラント高温化による高効率エネルギー利用だけ

でなく、長時間までクリープ強度劣化を示さないで

長時間安全性も保障できる耐熱鋼の基盤確立に向け

て、ナノ析出物の高温使用中の遷移過程解明や高温

長時間強化、ナノ厚さの表面保護スケール生成と耐

はく離性、破壊力学に立脚した溶接継手部の脆性破

壊挙動解明に関する研究に関心が集まっている。
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図１　1999～2004年の５年間に日欧米で開催された計６回
の耐熱鋼関係国際会議での国別発表件数と、2004年に
米国で開催された国際会議での発表内容。



11）はじめに、世界の動向
水素燃料はクリーンエネルギーとして地球温暖化

問題、地球環境問題（NOx、PM(粒子状物質)など）に

解決をもたらすものとしての期待が世界的に高まって

いる事はここで改めて論じるまでもない。しかしなが

ら、爆燃性であり、これまでに使い慣れていない燃料

である水素を大量に製造、貯蔵、輸送、利用する水素

システム全体の安全性については十分な検討が不可欠

である。具体的には、貯蔵タンク、水素燃料電池自動

車の水素タンク、配管、バルブ、継手、圧縮器などに

使用される、あらゆる材料の安全性の確保が重要な検

討課題である。また、構造上の水素漏れ対策、センシ

ング技術等の検討も求められる。

水素燃料電池に関する世界の動向を見てみると、

まずアメリカでは、アポロ、スペースシャトル等に

よる宇宙での燃料電池の使用が技術開発の駆動力と

なった。しかし、1993年、クリントン大統領が自動

車用途への燃料電池の利用を提唱したことから、自

動車への利用を目標とする研究が盛んになった。ブ

ッシュ政権に移行した後にも、燃料電池開発に対す

る政策は強化され、エネルギー省主導のFreedom

CAR 9（Ford、GM、Daimler Chryslerと政府との

2010までの官民パートナーシップ）1)においては、水

素搭載型燃料電池自動車の関連技術に重点を置いた

技術開発が推進されている。ブッシュ大統領は2003

年1月末の一般教書の演説で、アメリカはクリーン

な水素燃料自動車の開発で世界をリードすると宣言

し、この水素燃料イニシアチブと、Freedom CAR

と組み合わせた水素燃料電池、水素産業基盤及び先

進的自動車技術の開発のために2004年から５カ年で

合計17億ドルの予算提案を行った。2)

一方、EUにおける燃料電池およびその関連技術の

開発は、欧州委員会研究総局（Research DG）、科学

研究開発局（DG12）を中心として、包括的な研究開

発計画であるフレームワーク計画3)の中で行われてい

る。4)燃料電池開発は1992年に開始された第３次フレー

ムワーク計画 FP3（The 3rd Framework Program）

に始まり、FP5（1998-2002年）からは、燃料電池と水

素エネルギー関連予算の半分以上が運輸用途技術に

割かれている。2002年から５カ年のFP6では定置用お

よび自動車燃料電池の低コスト化や燃料電池用先端

材料の開発、水素の製造および供給インフラストラ

クチャーなどの関連技術研究が行われている。また、

これに関連して、水素燃料電池バスの実証試験が、

CUTE（Clean Urban Transport System for Europe）5)

やECTOS（Ecological City transport System）6) におい

て行われている。

特に国際商品となる自動車が水素燃料電池利用の

ターゲットとされていることもあり、欧米諸国には

自国の規格の国際標準化に意欲的である。2)

22）国内の動向
2005年名古屋で開かれた「愛・地球博」では会場

間を水素燃料電池ハイブリッドバスが走り、水素ス

テーションの展示が行われた事からもうかがわれる

ように、日本における水素エネルギー利用において

も、欧米と同様に水素燃料電池自動車とそのための

水素ステーションなどの水素インフラストラクチャ

ーに主に目が向けられている。

日本の水素利用国際クリーンエネルギーシステム

技術（WE-NET）プロジェクト7)は、ニューサンシャ

イン計画において1993年から開始され、新エネルギ

ー・産業技術総合開発機構（NEDO）によって研究が

推進された。7) ～ 9)その第1期（1993-1998年度）に、低温

材料の研究開発グループでは、極低温容器として実績

のあるオーステナイトステンレス鋼、LNGタンカー

への適用例のあるAl合金を候補材とし、それらの液

体水素および低温水素ガス中における母材および溶接

部の材料試験を行った。第2期（1999-2002年度）では、

水素システムの社会導入を図るために、水素供給ステ
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ーション、自動車用水素貯蔵材料、純水素供給固体分

子形燃料電池および水素ディーゼルエンジンの開発が

盛り込まれており、低温材料の研究開発グループでは

最適溶接材料および溶接法に関する要素技術の開発を

念頭においた研究を推進した。

その研究開発内容、成果を以下に簡単にまとめる。8) , 9)

・候補材と溶接法の選定：前述のオーステナイト

系ステンレス鋼とAl合金を候補材とし、ステン

レス鋼の溶接はTungsten Inert Gas Welding、

Metal Inert Gas Welding、Submerged Arc

Welding等の従来溶接法に加えてCO2レーザー

溶接、減圧電子ビーム溶接（RPEB）、摩擦撹拌

接合（FSW）を適用。

・液体水素雰囲気下材料試験装置の導入：極低温

雰囲気での引張試験、破壊靭性試験および疲労

試験が可能な試験装置を作製。

・大規模液体輸送、貯蔵用材料の特性評価：候補

材料の厚板溶接金属部およびこれに水素を

10ppm程度チャージして極低温特性を評価。日

本原子力研究所で開発された高靭性かつ優れた

溶接性を有する完全γ型溶接材料（12Cr-14Ni-

10Mn-5Mo-N鋼）では従来溶接法による溶接部

の極低温靭性が十分高く、かつ高温割れも無く

大型タンカーやタンク用の溶接法として有効。

また、高靭性型厚板溶接法としてRPEBやFSW

が有望。SUS304L、SUS316LおよびSUS316LN

いずれの母材、溶接部ともに十分な疲労寿命を

有する。Al合金の溶接にはFSW、RPEBが有効。

・水素環境脆化に関する研究：各種オーステナイ

ト系ステンレス鋼の水素およびヘリウムガス雰

囲気での引張試験結果から、室温以下、温度が

低くなるに伴い水素環境脆化感受性が高まり、

200K付近で極大値を示した後に急激に低下し、

約150K以下で水素の影響が無くなる事が見いだ

された。これが歪み誘起マルテンサイトの生成

に関連し、オーステナイト相が安定である程感

受性が低くなる事から、オーステナイトステン

レス鋼の選定基準が示された。さらに、水素ガ

ス環境下での材料への水素侵入条件、局所的な

破壊靭性の評価や20Kにおける機械的性質に及

ぼす冷媒形態の影響等の基盤研究も行い、試験

結果のデータベースを構築。

以上の研究開発成果は、つづく2003-2008年度の

NEDOによる５カ年計画、「水素安全利用等基盤技術

開発」事業に引き継がれた。この新事業では、固体高

分子形燃料電池（PEFC）の導入・普及が円滑に進む

ように水素エネルギーの「安全技術」と「実用化技術」

の開発が行われている。WE-NETでの研究が、主に

低温、液体水素雰囲気での材料研究であったのに対し、

高圧水素ガス雰囲気での安全なインフラストラクチャ

ー構築のための材料研究へと移行した形となってい

る。具体的な研究推進内容としては、PEFCを利用し

た燃料電池自動車に水素を供給する水素ステーション

の開発強化と、水素を自動車に搭載するために必要な

高圧タンク関連の技術開発である。9) , 10)

燃料電池自動車、定置用燃料電池の導入シナリオ

の中でも、安全性の確保にかかわる基盤データの蓄

積は、実証試験とともに規制再点検や標準化のため

に重要であり、水素インフラストラクチャー、車両

関連機器および定置システムのための共通基盤技術

として位置づけられている。「水素用材料基礎物性

の研究」は、上記「安全技術」の中の材料物性に分

類される研究テーマであり、水素にかかわる共通的

で基盤的な安全対策として、水素用材料の基礎物性

の研究が行われている。主な候補材料を、ステンレ

ス鋼SUS316LおよびAl合金A6061T6としている。

2003－2004年度には、35MPa級高圧水素での水素用

機器に使用する材料の強度や疲労等の基礎物性デー

タ取得が行われた。具体的な項目としては、次の様

な項目が挙げられる。8) ～ 11)

・高圧水素タンク用ライナー材（Al合金、ステン

レス鋼等）

・高圧水素配管の耐久性向上（ステンレス鋼等）

・高圧水素蓄圧器用材料（Cr-Mo鋼等）

・高圧水素バルブ・継手用材料（ステンレス鋼等）

・液体水素用構造材料（ステンレス鋼等）

・水素用非金属材料の基礎物性（FRP等）

・水素用材料物性調査およびデータベース化

・水素特性試験装置開発およびそれを用いた水素用

材料の基礎物性評価（高圧水素ガス中での低歪み

速度試験、疲労試験、疲労き裂伝播特性評価）

・極低温ガス環境下での材料物性に関する研究

・水素吸収特性評価

・水素スタンド構成金属材料評価

・水素用材料の水素雰囲気下での疲労・トライボ

ロジー特性評価
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2005-2007年度は、得られた自動車搭載用容器、定

置タンク、配管、バルブ等の要素機器開発に使用す

る材料の基礎物性データを拡充させるとともに、

様々な高圧水素環境での使用に適した実用材料・技

術の開発が目的とされており、産学独が連携した研

究体制が作られている。

2001年４月に自動車への水素タンクの積載が解禁

されたことにより、燃料電池自動車の水素貯蔵方式

は水素吸蔵合金から圧縮水素に方向転換され、燃料

電池自動車の実用化がにわかに現実的になりつつあ

る。「高圧ガス保安法」により、水素ガスタンクは

現状で最高圧力が350気圧（約35MPa）に制限され

ているが、水素燃料電池自動車がガソリン車並の航

続走行距離目標値の500dを達成するためには、充

填圧力を更に高圧化する事が望まれるため、700気

圧対応の車両搭載型超高圧タンクによる圧縮水素方

式や液体水素方式の検討がなされている。必要な

700気圧関連技術としては、水素圧縮機、ディスペ

ンサー、流量計、カップリング、充填制御技術など、

また、液体水素技術としては、液体水素コンテナ、

液体水素昇圧、液体水素ポンプ等の研究開発が実施

されており、12) , 13)これら種々の要素機器のための、新

たな実用鉄鋼材料の開発が望まれている。

33）NIMSの現状・NIMSの研究
WE-NET第1期（1993～1998年度）においては、

「水素輸送貯蔵技術」に関わる「低温材料技術の開発」

について金属系材料研究開発センター（JRCM）か

らの委託業務では、金属材料技術研究所（現物質・

材料研究機構、NIMS）および中国工業技術研究所

と共同して低温材料評価を行った。8) , 9)金属材料技術

研究所では低温脆性に関する研究を、中国工業技術

研究所では水素脆性に関する研究を実施した。

2期（1999～2002年度）では、（1）水素脆化およ

び低温脆化機構の解明については、JRCMと産業技

術総合研究所、NIMSおよびドイツ材料研究所

（MPA）とが共同で研究を行い、（2）溶接技術につ

いては英国溶接研究所（TWI）とJRCMとが共同研

究を行った。

また、「水素安全利用等基盤技術開発」事業におい

て現在進められている「水素用材料基礎物性の研究」

（2003年度～）では、JRCMに水素用材料開発委員会

が置かれ、産業技術総合研究所、NIMS、九州大学、

愛知製鋼株式会社、新日本製鐵株式会社、住友金属

工業株式会社が連携した研究体が作られている。9) , 10)

NIMSは、「超低温ガス環境下での材料特性に関する

研究」の研究課題を分担している。ここで実施され

ている極低温環境下での疲労試験、シャルピー衝撃

試験、引張試験等による試験方法は、宇宙関連材料

強度データシートの構築にも役立てられている。

また、NIMSでは超長寿命疲労破壊に、介在物に

トラップされた水素が重要な役割を果たしている事

の確認と、燃料電池システムの長期的安全の確保を

目的として、各種金属材料の疲労強度に及ぼす水素

の影響の検討を九州大学村上教授らと共同して行っ

ている。（「ギガサイクル疲労破壊機構に及ぼす水素

の影響と疲労強度信頼性向上方法の確立」（科学研

究費補助金2002-2006年度　研究代表者：九州大学

村上敬宜教授）

水素は高強度鋼の遅れ破壊を引き起こす要因であ

るが、高強度鋼の遅れ破壊発生機構の解明、遅れ破

壊特性の評価方法の開発、遅れ破壊に及ぼす微細組

織の影響の検討、耐遅れ破壊特性に優れた高強度鋼

材料の創製、鋼中の水素トラップサイトの役割の明

確化と水素トラップ設計指針の検討などの研究も行

われている。これらの研究は、現在建築用高強度接

合部品材料をターゲットにしており、直接的には水

素エネルギー関連の材料を対象にしたものではない

が、得られている知見は水素エネルギー関連材料に

も適用・応用が可能である。さらに、圧力容器用低

合金鋼材料の水素誘起劣化に関するKAIST（韓国）

との共同研究14)や第一原理計算に基づく鉄基合金の

水素脆化に関する研究も行われている。15)

44）NIMS外の注目研究、今後の動向
2003年度の文部科学省の世界的研究教育拠点の形

成のための重点的支援（21世紀COE）に、九州大学

の「水素利用機械システムの総合技術」が採択され

ており、これに伴って水素利用技術研究センターが

発足した。16)これは水素利用に関する総合技術を研究

するセンターとしては世界で唯一のものであり、原

子レベルから大型構造物に関わる研究をカバーして

いる。例えば、金属材料の強度に関する研究として

は、水素の金属への侵入による強度低下、金属疲労

の研究など、また、摩擦、摩耗、シール、水素侵入

による軸受けの損傷、水素のリーク等の研究その他
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多岐にわたる研究がなされている。また、福岡県内

には燃料電池自動車の生産拠点となる自動車産業や

副生水素を保有する企業群が集積しているというポ

テンシャルを活かして、産官学連携の「福岡水素エ

ネルギー戦略会議」が2004年８月に設立されている。

この会議では、2005年２月28日現在までに企業91社、

大学等職員78名、研究機関・支援機関12機関、行政

８機関が参画メンバーとなっている。この戦略会議

の主要事業は、水素利用技術研究センターを中心に

した産官学プロジェクトの創出、九州大学の新キャ

ンパス（水素キャンパス）および北九州エコタウン

地区を水素ミニ社会の実証フィールドとした多様な

実証の展開、人材育成である。

また、京都大学のCOEプログラム「環境調和型エ

ネルギーの研究教育拠点形成」の４本柱の一角に

「水素エネルギー技術の構築」が据えられており、17)

今後こうした大型拠点における研究が水素エネルギ

ー社会の実現に向けた材料研究を牽引する駆動力と

なって行くものと思われる。

現在、水素燃料電池自動車の実証走行試験や水素

ステーションの建築が国内外各地で行われ、近い将

来の実用化が現実味を帯びてきた感がある。それに

つれ、ますます信頼性の高い材料の開発・選定、そ

の評価方法の重要度が増してきている。一方、航続

走行距離をガソリン車と同レベルまで延ばすために、

燃料電池自動車用の水素貯蔵方式はより高圧化する

方向に向かうと考えられるが、12) , 13)同時に貯蔵タンク

の軽量化、自動車本体の軽量化が求められている。

したがって、水素ガス使用環境で安全性が確保出来、

かつ耐圧性能に優れた高強度鋼の開発が今後よりい

っそう求められるようになると考えられる。
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11）はじめに
構造材料が機械やプラント等に使用されるには、

特性についての十分な信頼性の確保と安全性の確認が

必要である。このため、膨大な実験室データの蓄積、

特性に関する理解と知識の蓄積、また実機での予備的

な使用による確認が必要であり、材料の研究開発から

機械やプラントなどの製品の部材として実際の使用ま

でには長年月を要している。しかし、それでも破損事

故は起こり、材料の強度値の見直しや材料を適切に使

うための設計の変更等が必要とされる。

構造材料が備える特性は様々であるが、機械やプ

ラントなどの製品の性能を健全に維持し、長期間安

全に使用できることを保証する特性が重要である。

重要な特性として高温クリープ、疲労、腐食等の時

間に依存する特性がある。時間に依存する特性はデ

ータの取得に長時間を要し、それに伴って材料特性

の理解も難しいために、特に重要である。ここでは、

耐熱鋼の信頼性向上のためには長時間データの蓄

積、寿命評価法の研究が重要であること、また高強

度材料の開発に伴って、長寿命疲労が注目されてお

り、長寿命疲労データの取得、破壊機構の解明、ま

た疲労特性を理解するための新たな金属組織解析手

法、さらに、最適な材料を有効に活用するためのリ

スクベース的な考え方の重要性等について、最近の

研究成果及び研究調査資料等を使用して述べる。

22）研究の動向
a）耐熱鋼のクリープ特性

1980年以降、省エネルギーや地球環境問題の解決

の視点から、火力発電プラントや石油化学プラント

の高温化が進められ、耐熱鋼の開発が活発に行われ

ている。特に、高温クリープ強度特性のみでなく、

非定常な運転に伴う熱応力発生の軽減も考慮し、オ

ーステナイトステンレス鋼に代わって高強度の高Cr

フェライト鋼が注目され、多くの材料が提案されて

いる。しかし、高Crフェライト鋼の長時間クリープ

試験データが蓄積されるに伴い、550℃以上の高温

で長時間経過後にクリープ強度が著しく低下し、従

来の短時間クリープ試験データから求めた強度値が

十分に保障されないことが指摘され始めている。ま

た、それらの材料を使用した構造部材の溶接部での

破損事故も伝えられている。

高Crフェライト鋼の長時間クリープ強度データの

取得によって、長時間での強度低下に関する研究が

実施され、焼戻しマルテンサイトの回復が高応力と

低応力で異なり、高応力・短時間の場合には均一な

回復であるが、低応力・長時間では旧オーステナイ

ト粒界の近傍のみが回復した不均一なミクロ金属組

織であることが明らかにされた。さらに、高Crフェ

ライト鋼のクリープ強度発現メカニズムの研究も進

み、1)高Crフェライト鋼は、熱処理によって高転位密

度が導入され、微細な析出物の分散によって析出強

化されているが、クリープ中に析出物が粗大化し、

転位のピン止め力が低下してクリープ強度が急激に

低下することなどが明らかにされている。

上記のような長時間クリープ強度発現メカニズム

の解明と併せて、従来の寿命予測法の問題点を改善

した寿命予測法が提案されている。NIMSからは、
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図１　改良9Cr-1Mo鋼の領域分割法を用いた長寿命予測



0.2%耐力の1/2の応力を境界としてクリープ破断デー

タの領域を分割し、長時間クリープ寿命を予測する

場合に低応力域のデータのみを用いて解析する手法

が提案されている。2)図１は、領域分割法を改良9Cr-

1Mo鋼に対して適用した結果で、実験データと予測

値はよく一致している。この方法は、火力発電プラ

ント用高Crフェライト鋼の許容応力の見直しで採用

されている。3)

b）構造材料の疲労特性

鉄鋼材料の疲労限度とされていた107 回の繰返し数

を超える長寿命領域でも疲労破壊することが注目さ

れ、この現象はギガサイクル疲労とも呼ばれている。

この超長寿命疲労は高強度鋼で問題となり、しかも

内部に破壊の起点を持つことが特徴である。超長寿

命疲労特性に及ぼす各種の因子の影響や破壊メカニ

ズムの研究が国内外で進められている。4)

NIMSにおいても超長寿命疲労のデータ取得とそ

れの基づく研究が行われている。既に、NIMS（以

前は金属材料技術研究所）では約20年前から長寿命

域での疲労問題を意識し、108 回までのデータを取得

し、疲労限の有無と内部破壊の検討が行われており、

108回では疲労限が確定できないことを明らかにして

いた。一方、産業界からは、軽量化のための高強度

材料の使用に伴う長寿命域での信頼性の確保に必要

な長寿命疲労データの取得が強く求められた。この

ため、NIMSにおいて1010 回までの繰返し数を目標と

した長寿命疲労試験データ取得プロジェクトが、高

強度鋼とチタン合金を対象に開始された。1010 回の

疲労試験を行うには、100Hzの繰返し速度で３年を

要することから、20kHzの超音波疲労試験機による

データの取得もあわせて行われている。

図２はばね鋼SUP7の長寿命疲労試験結果を示す。5)

回転曲げ疲労試験結果と超音波疲労試験結果とは一

致しており、慎重に扱えば、超音波疲労試験によっ

て信頼できるデータの取得が可能である。超長寿命

域での破壊は内部のAl2O3介在物を起点としており、

この介在物と母地との密着の弱さが内部破壊の要因

と考えられている。さらに、内部破壊特性に関して

の危険体積の影響なども検討されている。

疲労破壊は形状の不連続部からのき裂発生による

ことが多く、従来は機械工学的な視点からの研究が

多くなされてきた。しかし、上記のように超長寿命

疲労特性は材料のミクロ金属組織に依存しており、

超長寿命疲労研究において材料学的な取り組みが必

要とされている。鉄鋼材料は熱処理によってさまざ

まなミクロ金属組織を現出し、要求する強度特性を

実現している。疲労特性はこの熱処理によって現出

されたミクロ金属組織の影響を受けるため、微細な

レベルでの金属組織情報と関連付けて特性を評価す

ることが必要である。このために、最近、原子間力

顕微鏡（AFM）によるナノレベルでの組織解析、

超微小硬さ試験によるナノレベルでの強度評価と疲

労強度を結びつけたナノーメゾーマクロ多階層強度

解析が進められている。

図３に示すように、高Crフェライト鋼は熱処理に

より導入された複雑なミクロ金属組織を呈しており、

そのクリープ疲労特性を評価するためには、ミクロ

金属組織の定量的な理解が必要である。このために

AFMを用いたナノスケール組織解析法が活用されて
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図２　ばね鋼SUP7の長寿命疲労強度 図３　マルテンサイトの多階層構造



いる。6)この手法によって、金属組織の不均一性を定

量的に評価し、その結果を基に高温疲労特性と金属

組織の不均一性の関連が明らかにされている。

c）材料強度とリスクベース工学

最近、開発された構造材料の多くは、材料が本来

持つ強度特性の限界に近い状態で使用されたり、材

料にとって極めて過酷な環境条件の中で使用されて

いる。このために、材料の寿命評価や材料劣化診断

の高精度化が従来以上に求められている。しかし、

材料特性値のばらつき、寿命予測や劣化診断の不確

実さなどのためから、破損確率をゼロにすることは

不可能である。このために、材料を使う限り、破壊

の可能性は存在する。そして、製品、システム、技

術、材料の選択では、破損による事故の起こる確率

から判断せず、事故（破壊）によって生ずる被害や

損害の大きさを考慮して評価することが重要であ

る。これがリスクアセスメントである。

リスクを指標とした工学の大系、すなわちリスク

ベース工学を作り上げるには、事故情報のデータベ

ース化や知識化、リスク評価手法の確立、また社会

におけるリスク認知やコミュニケーションなどの検

討が必要である。これらの研究とともに、最近では

実際の機械やプラントについてリスク評価した報告

もかなり見られるようになっている。7) さらに、材

料の視点から、今後のリスク評価に必要な情報を提

供することを目的として、NIMSを中核として研究

機関、大学、企業等とが協力して材料リスク情報プ

ラットフォームの開発研究が進められている。8)

33）今後の展望
構造材料の信頼性研究では、研究の設備や施設へ

の大きな投資が必要であり、一機関ですべての研究

を実施することは困難である。このために、国内外

の研究機関や研究グループ、企業との協力が必要で

ある。NIMSでは、材料基盤情報ステーションで実

施されている構造材料データシート作成プロジェク

トと、超鉄鋼研究センターで実施されている材料開

発とを関連させて、構造材料の信頼性研究が実施さ

れている。このような総合的な取り組みは国内ばか

りでなく、国際的にも貴重な存在であり、今後ます

ます発展させることが重要である。さらに、これら

の活動は国内及び海外の活動と有機的、効果的に連

携し、情報交流を活発に行って、効率的に研究成果

が取得できる仕組みづくりを目指すことが大事であ

る。安全は科学技術に基づく社会を構築する上で欠

くことができない要素であり、信頼性研究の成果を

社会貢献につなげていく仕組みづくりも重要であ

る。このため、NIMSの役割として、今後は、さら

に企業との情報交流や協力をより強め、ニーズの的

確な把握を行い、日本発の設計強度値の発信などに

寄与することも要請されている。
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（1）アルミ合金
11）はじめに

航空機、鉄道車両、自動車など各種輸送機器の軽

量化は、省エネルギー、CO2削減に極めて有効であ

る。このため、新合金開発、新プロセス開発の両面

から、アルミ合金の研究開発が盛んに行われており、

その適用領域も拡大しつつある。

アルミ合金は板、箔、形材、管、棒、線、鍛造品

などの展伸材と、鋳物、ダイカストなどの鋳造材と

に大別される。展伸材はさらに、純アルミニウム

（1000系）、Al-Mn系（3000系）、Al-Si系（4000系）、

Al-Mg系（5000系）、Al-Cu-Mg系（2000系）、Al-Mg-

Si系（6000系）、Al-Zn-Mg系（7000系）に分けられる。

鋳造材は、Al-Si系、Al-Mg系、Al-Cu-Si系、Al-Cu-

Mg-Si系、Al-Mg-Si系に分類される。

これらの中で、合金開発に関しては、輸送機器、

特に航空機機体用として最も重要な2000系、7000系

展伸材の研究が活発に行われている。一方、プロセ

ス開発の観点からは、レーザー溶接を用いた6000系

合金の航空機機体への適用研究が注目される。また

新しい接合方法として、英国で開発された摩擦撹拌

接合法 FSW（Friction Stir Welding法）の適用が飛

躍的に拡大しつつある。これらの研究動向について

述べる。

22）研究動向
図１は、航空機用展伸材の強度向上の歴史を示し

たものである。1)2000系から7000系へと強度が向上し

てきたが、機体の軽量化のため、よりいっそうの高

強度材料が求められている。これらの合金開発は米

国のアルミ合金メーカーを中心に行われている。

7000系の強度向上は応力腐食割れ性とのトレードオ

フとなるため、Znなど応力腐食割れ性向上に有効な

元素の増量が併せて必要である。

同様に破壊靭性とのバランスに優れた合金開発が

進められている。図２に示すように、破壊靭性に優

れた2000系合金と、耐力に優れた7000系合金の両方

の特性を兼ね備えた新合金開発が求められている。2)

開発の方法として、7000系をベースに強度を犠牲に

しつつ靭性を向上させる方法と、2000系をベースに

溶質増加などによる強化の方法が検討されている。

NIMSでは過去10年間にわたり展伸アルミニウム合

金の強度化に最も重要である時効析出現象の基礎を

原子レベルで研究してきた。3)とくに自動車用ボディ

ーパネル合金として注目されている6000系合金実用

化で最も重要な問題となっている室温時効による高

温時効の遅れ効果のメカニズムを３次元アトムプロ

ーブや陽電子消滅法などの原子レベル解析手法を用
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図１　航空機用アルミ合金開発の歴史と目標

図２　高力Al合金の材料特性改善の方向性



いて解明してきた。4)この結果は6000系合金の熱処理

設計に重要な指針を与えている。また航空機用材料

として実用化されつつある2000系材料のうちAl-Cu-

Mg-Ag合金におけるMg-Ag添加のメカニズムの解明、
5) さらに溶接性に優れた航空宇宙材料である

Weldalite合金の原子クラスター形成と時効析出の解

明などで、6)時効硬化現象の解明に大きな貢献を果た

し、世界各国で合金設計の指針として使われている。

また、NIMSでは、2000系および7000系の合金の

組成と強度特性の関係を統計的に解析し、例えば溶

体化と時効処理を行った条件（T6）では、合金組成

と強度特性（耐力、引張り強度、伸び）の関係を

2000系と7000系合金を統合して一つの式で表せるこ

とを示した。7)今後、合金組成の最適化に有効な手段

となるものと期待される。

強度と靭性を同時に向上させる方法としては、結

晶粒微細化が有効であり、急冷凝固や、温間域での

強加工による微細化プロセスの研究がスーパーメタ

ルプロジェクト等で盛んに行われた。8)この研究は現

在ナノメタルプロジェクトに引き継がれ、新たに析

出制御などの観点から強度と延性を両立するための

研究が進められている。9)

プロセスの観点からは、2006年就航予定の超大型

機エアバス380の機体材料として、従来の鋲どめ加

工による2000系あるいは7000系の使用に代えて、レ

ーザー溶接工法による6000系合金の使用により、工

程の短縮が可能となり注目されている。10)

また、英国ケンブリッジ郊外にある溶接研究所

（The Welding Institute）で開発された摩擦撹拌接合法

FSW（Friction Stir Welding法）11)の適用が飛躍的に拡

大しつつある。従来のMIG法などの溶融法に比べて、

接合欠陥を生じにくいという利点があり、車両などへ

の適用が拡大していくものと考えられる。今後、航空

機分野にも適用される可能性があるが、いずれにして

も材料強度面で十分な信頼性評価研究が必要である。

33）今後の展望
軽量高比強度材料としてのアルミ合金、特に航空

機など先進輸送機器への適用動向は、競合材料とし

てのCFRPなどの複合材料とのコストパフォーマン

スの優劣によって左右される面がある。例えば、開

発中の次期中型民間機ボーイング787では、機体へ

の複合材料使用量を重量比50％（ボーイング777で

は25％）に目標設定している。アルミ合金が競争に

打ち勝って先進輸送機器への需要を伸ばしていくに

は、材料特性、プロセス性での技術革新はもちろん、

リサイクルの点でのアルミ合金の優位性をさらに活

かすことが重要と考えられる。

引用文献

（２）マグネシウム合金
11）はじめに

マグネシウムは最軽量の構造用金属材料であるこ

とから、軽量化が求められている携帯用電子機器の

ボディ材料などを中心に適用されてきている。また、

最近の省エネルギー・省資源や排気ガス等の環境負

荷を低減するという社会的要請から、自動車などの

移動構造物への適用が盛んに検討されはじめ、車輌

の部品として採用される機会が増えてきている。マ

グネシウムの生産量は年々増加する傾向にあり、

2003年では約38万トンに達しており、10年前と比較

して約80%の伸び率を示している。総生産量の内、

約４割が構造材料として用いられているが、その比

率も年々増加の傾向にある。本節では、論文データ

ベース（SCI Expanded）の検索結果に基づき、マグ

ネシウムに関する最近の研究動向についてまとめた。
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22）研究動向
マグネシウムに関する論文発表件数の推移を世界

全体および主要国毎にまとめた結果を図１に示す。

国別に伸び率に差異はあるが、全体的に論文件数

は増加の傾向にあり、2000年以降の増加率が顕著で

ある。日本の報文数は一番多く、2003年に顕著な増

加を示したが、これは、文部科学省の科研費・特定

領域研究「高性能マグネシウムの新展開」の最終年

度であったことが要因であると考えられる。最近の

動勢として、中国の論文件数が飛躍的に伸びており、

2004年にはトップとなった。これは、国家主導でマ

グネシウム地金生産に留まらず、研究開発にも精力

的に取り組んでいることによるものと推察される。

研究対象としている材料は、図２に示すようにダ

イカストなどを含めた、いわゆる鋳造合金が多い傾向

にある。2002年以降は、圧延、押出しや強ひずみ加工

を含めた、いわゆる展伸合金の割合が急増しており、

実成型に寄与する鋳造材料研究のみならず、将来の大

型部材に対応する材料開発研究に注力され始めている

傾向にある。研究要素としては、展伸材研究の増加に

伴う、結晶粒微細化に関するものが多い傾向にあり、

合金設計では、耐熱性や高強度化に寄与する希土類元

素の添加を取り扱ったものの伸び率が高い。また、

「ナノ」を意識した研究論文の割合も同様の高い伸び

率を示しており、希土類元素添加によるナノ組織に着

目した研究が最近の傾向であると考えられる。

研究対象となる材料特性については、図３に示す

ように、腐食・防食に関するものが最も多く、ついで、

クリープの研究が多い。また、成形性や延性に関する

論文のみならず、破壊、接合、疲労に関するものも増

加する傾向にあり、展伸材に関する研究開発の増大に

連動して、構造物の大型化や安全性向上に寄与する材

料研究が増加しているものと推察される。

33）今後の展望
研究論文数の推移から、マグネシウムに関する研究

開発は、今後も世界的に増大して行くことが予測される。

その背景には、軽量化が推進されている自動車用大型部

材などへの適用範囲拡大が期待されることが挙げられ

る。昨年夏にBMWがマグネシウム合金製６気筒エンジ

ンブロックを発表したことからも、高温強度・耐クリー

プ性に優れた新合金開発がこれからも増加するものと考

えられる。また、2002年頃から盛んに研究されてきてい

る双ロールキャスティングのように、量産化による展伸

材の低コスト化に寄与する素材開発も今後の増加が期待

される。さらに、合金設計では希土類元素を用いた新合

金開発が増加していることから、今後は分散状態を最適

化するためのナノ組織解析やナノ組織制御に関する研究

開発も増加することが推察される。
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図１　過去10年間における発表論文件数の推移 図２　取扱う材料種と材料組織に関する論文件数の推移

図３　論文で取り扱われている材料特性の推移



（３）チタン合金
11）国内外のチタン産業、情報発信の動向

日本でのチタン材の出荷量は、ここ20年順調に増

加してきた。2003年の出荷量は13,838トンであった。

2009年には30,000トンの出荷を予測している。なお

2003年の全世界の出荷量は60,601トンであった。日

本の出荷量は全世界の中で約24％を占めている。一

方、米国の出荷量は23,600トン（2003年）と日本の

倍である。また最近は中国の伸びが顕著である。

2003年の７月にドイツで開催されたチタン国際会議

では、日本から77件の発表がなされ、主催国ドイツ

（89件）に次ぐ多さであった。なお、３位は米国（62件）、

４位は中国（51件）、以下英国（44件）、フランス（34

件）、ロシア（18件）、韓国（17件）の順であった。

22）チタン研究開発動向
バブル崩壊後の約10年間は、チタンの低コスト化

についての検討が多方面からなされた。即ち、各製

造工程の効率化、粉末冶金法による部材の製造、Al、

Feなどの低廉元素のみからなる合金の開発などであ

る。またバブル崩壊後は航空機分野以外での用途拡

大を模索した時期でもあった。すなわち建材、スポ

ーツ用品、日用品、装飾品などの分野で新規需要の

開拓が積極的に試みられた。これらの分野では主と

して工業用純チタンが用いられている。

2000年頃からは、チタン合金の需要が爆発的に増

加することを予期させるような新しい動きが出てき

た。具体的には、① 日本でも航空機開発の計画が複

数存在する（新型航空機ほどチタン合金の使用量は

増加の傾向）。② 普通乗用車にチタン部品を搭載す

る試み（トヨタ、ＶＷなど）。③ 高齢化社会の到来

を反映して人工骨などの生体硬組織代替材料や医

療・福祉機器へのチタンの適用などの動きである。

このような状況を鑑みて、日本鉄鋼協会チタンフ

ォーラム（座長：NIMS・萩原益夫）では精練・溶解、

加工技術、物性データベース、構造用合金、機能用合

金、用途開発などの各分野を対象に、現在行われてい

る注目すべき研究、今後に為すべき、あるいは今後の

進展が期待される研究開発課題について抽出を試み

た。合金開発に限るとそれらの課題は次の通りである。

・合金開発分野（構造用途）

１）航空機用高強度、高塑性変形能チタン合金

２）次世代航空機エンジン用途の高強度高靭性耐

熱チタン合金

３）生体用途、自動車スプリング用途の高強度低

弾性率チタン合金

４）福祉機器、自動車コネクティングロッド用途

の低コスト組成のチタン合金

・合金開発分野（機能用途）

１）プラント用途の高温用形状記憶チタン合金

２）生体用途の形状記憶チタン合金

上記の新しい構造及び機能用途分野での要求特性

を満足する合金は、加工性能に優れた体心立方相

（bcc相あるいはB2相）を主体とした体心立方系合金

である。体心立方系合金は、従来、室温用高強度合

金として多くの研究がなされてきたが、今後の研究

活動では、別な組成群の体心立方系合金に焦点を当

てた研究が活発化されると期待されている。

33）NIMSの研究
チタン合金は、上述のように今後は、次世代航空

機のエンジン部材の分野で、また生体硬組織代替材

料などの生体関連分野で大きな需要が見込めると期

待されている。このような新しい用途分野での要求

特性を既存のチタン合金で対応することは困難であ

り、従って、新たな合金開発が必要である。

そこでNIMSでは、航空機エンジン及び生体関連に

ターゲットを絞り、これらの二つの用途分野に適合

した新しいタイプの体心立方系高強度チタン合金の

開発を進めている。即ち航空機エンジン用途のチタ

ン合金に関しては、｛Ti2AlNb (O相) +B2 (bcc相)｝合

金及びこれらの複合材料に着目し、600℃以上の温度

域で優れた高温特性を示す軽量耐熱チタン合金の開

発を推進している。また生体用途のチタン合金に関

しては、ナノ構造を持つ体心立方系Ti-(Ta,Nb)-Cu-Ni-

Si合金を対象に、人体に有害なNiをFe、Coあるいは

Crで置換するなどの組成制御を行い、高強度、低弾

性率チタン合金の開発を進めている。

44）NIMS外の注目研究　
豊田中研では、従来のチタン合金よりも格段に優

れた機械的特性（高塑性変形能、低ヤング率、高強

度、超弾性）を示す体心立方系のTi3（Ta+Nb+V）

+（Zr、Hf、O）合金を開発しており（ゴムメタル

と命名）、多分野での用途展開が期待されている。

また豊橋技術科学大学の新家らは、生体用の低弾性
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率高強度チタン合金の開発を精力的に進めており、

Ti-29Nb-13Ta-4.6Zrなる組成の合金を提案した。関西

大の池田らは、福祉機器用途の低コスト型組成の合

金開発を推進している。この他にも大学を中心に体

心立方系の形状記憶・超弾性合金に関する研究が広

範囲に行われている。

引用文献

（４）ポーラス合金
11）はじめに

ポーラス材料は多孔質材料とも呼ばれ、材料中に

無数の空孔を有する材料である。この材料はバイオテ

クノロジー、燃料電池、触媒、ガス吸着など様々な分

野な分野において用いられている。ポーラス材料の研

究の範囲は広く、無機・有機・物理化学や材料科学、

物性物理にまで及ぶが本稿では軽量材料およびこれに

他の機能を付加するという観点から報告する。

22）研究動向
ポーラスマテリアルには大別して金属系の材料、

無機（セラミックス）系材料、有機系材料、金属錯体

材料、木質系材料および炭素系の材料等に分けられる。

機能別に分類するとバイオマテリアル、燃料電池の電

極、触媒や触媒の担体、ガス吸着剤やこれを利用した

センサー、太陽電池用材料、エネルギー貯蔵材料、軽

量の構造材料等、様々な分野が考えられる。また構造

から分類すると、小さな空洞を含んだ固体をポーラス

材料と呼ぶのに対し、高い空孔率を有し空隙を積極的

に利用する材料をセル構造材料という。この構造材料

はセルの大きさがそろい規則的に配列しているため、

近年盛んに研究されるようになりつつある。1) , 2)

セル構造材料は空隙を有する材料であるため見か

けの密度が小さく軽量な構造材料を作製することが

できる。軽量なセル構造材料としてはセル壁を持た

ないオープンセル構造と一つ一つのセルがセル壁で

囲まれ閉じているクローズドセル構造材料がある。

オープンセル構造はウレタンマット等の衝撃吸収性

を有する材料や、空隙の大きさがそろっているため、

フィルター等に用いられるセラミックスなどがあ

る。クローズドセル構造材料は発泡金属、中空粒子

を焼結した金属材料や蜂の巣の形をしたハニカム構

造材料が上げられ、これらを作製する方法としては、

凝固時に発泡ガスを発生させる、中空粒子を焼結す

る、幾何学的に折り曲げた板を規則的に接着する等

の手法で行う。これらのクローズドセル構造材料は

軽量と衝撃を吸収する能力に優れているため、乗用

車等の衝撃を吸収する構造材料として用いる研究が

進められている。

33）今後の動向
輸送用機器の衝突安全性が課題となっている現

在、構造材料としては高強度、軽量でかつ衝撃吸収

性や制振性に優れる構造材料としてのセル構造材料

の開発が望まれる。また、多数の機能を持つ構造材

料の開発も望まれており、この課題を解決する手段

の一つとして、セルの中にセル壁とは異なる物質を

入れることによって新たな機能を生み出す手法やセ

ル構造を用いたハイブリッド材料なども今後進展す

べき材料と考える。

44）まとめ
ポーラス材料について、特に構造材料として有効

と考えれらるクローズドセル構造金属材料について

述べた。今までのところ、軽量でかつ衝撃吸収性や

制振性に優れる構造材料を目指した研究が主流であ

るが、多くの機能を持つ構造材料も、新たな種類の

材料として期待される。

引用文献

（５）金属間化合物
11）国内外の研究の動向

構造用金属間化合物は1950年以降、数回の研究段

階のピークを経て、本格的な開発段階に進んだのは

1980年代以降である。現在も研究開発が進められて

いるのは、TiAl、Ni3Al、FeAlなどアルミナイド系、
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1)

2)

Cellular solids, Pergamon Press, 1988.

Handbook of Cellular Materials, Hans-Peter

Degischer and BrigittebKriszt, Wiley-VCH,

2002. 他

1)

2)

L. J. Gibson, M. F. Ashby, Cellular solids,

Pergamon Press（1988）.

Handbook of Cellular Materials, Hans-Peter

Degischer and BrigittebKriszt, Wiley-VCH,

（2002）.



Nb3Si、Mo5Si3などシリサイド系で、航空機、自動車

のエンジン、発電タービン、宇宙往還機等への応用

を目指している。この変遷は1984年から２年毎に開

かれ、2004年で11回目を数えるMRS秋期大会の発表

で把握できる。

なかでも軽量耐熱性に優れたTiAlは、1990年代、

日、米、欧が競って大型プロジェクトを展開し、合

金組成、組織、特性、製造技術の研究開発が進んだ。

日本で独自の精密鋳造技術が開発された結果、1999

年、世界に先駆けて市販自動車エンジンのターボチ

ャージャーに実用化された。現在では量産レベルに

達しており、欧州車も追随しようとしている。現在、

さらなる耐熱性の向上、ディーゼルエンジン対応の

耐久性向上などが課題となっている。また、自動車

エンジンバルブ、航空機エンジン低圧タービン動翼

の試作、性能実証試験も無難に終えているが、信頼

性向上、コスト低減が課題となっている。展伸材は、

鋳造材に比べて製造技術、コストとも障壁が高く、

斬新な組成・組織制御、加工技術の開発が課題と考

えられている。Ni3Al、FeAlも組成、組織制御、製

造プロセスの研究が進み、米国において前者は熱処

理炉ヒーティングエレメント固定具、高温ダイス、

バルブ、後者はヒーティングエレメントなどに、少

量ではあるが実用化されている。他の材料はNi基超

耐熱合金を凌ぐ耐熱特性が明らかにされ、基礎研究

が続けられており、今後の進展が期待されている。

金属間化合物は規則構造に由来する特異な物性を

示すため、熱電材料、触媒・電極材料、磁性材料、

形状記憶材料、超伝導材料として研究され、実用化

されているものも多い。最近では燃料電池の触媒・

電極材料としてNi系、Pt系金属間化合物が注目を集

め、研究が進められている。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
Ni3Alについては、世界で初めて冷間圧延箔の製造、

ハニカム構造体作製技術を確立するとともに、Ni3Al

箔がメタノールを分解し、水素を生成する反応を促進

させる触媒作用があることを見出した。触媒・構造容

器一体化が可能な材料として、特性の解明、燃料電池

の改質器、排ガス浄化器への研究開発を進めている。

33）今後の動向
金属間化合物は20世紀末に実用構造材料の仲間入り

をした。今後、用途拡大、実用金属間化合物の種類拡

張の方向に向かうと思われる。そのためにはコスト低

減が不可欠であり、延性・靭性の向上、製造技術の改

善と多様化などの技術開発が必要となっている。

近年、材料は構造材料と機能材料の分類が困難に

なるほど両方の特性が要求される傾向にある。金属

間化合物はこのような多様な要求に対応できる材料

として期待されている。

ニーズ発の研究開発が進められる一方、数千種以上

と言われる金属間化合物は未知、未利用の特性、機能を

持つ材料群である。これらを利用するためには、シーズ

探索の基礎、基盤研究が必要であり、続けられるだろう。

（６）高融点合金
11）国内外の研究の動向

現在、ガスタービンや飛行機のジェットエンジン、

ロケットエンジンなど最も厳しい条件で使用されて

いる耐熱材料といえば、Ni基超合金である。ガスタ

ービンなどの熱効率を上げるため、Ni基超合金の耐

熱温度1,150℃を越える耐熱材料の開発が期待されて

いる。現在注目されているのは、融点が2,000℃近傍

かそれ以上である、高融点金属Nb、MoやIr、Ru、

Rh、Ptなどの白金族金属である。Ni基超合金を越え

る材料に対する関心は強く、アメリカのMRSでは

2003年にUltrahigh-Temperature Materials for Jet

Engineという特集を組み、1)Pt-Al合金、MoやNbのシリ

サイド（Si化合物）などが紹介された。アメリカのも

う一つの材料学会であるTMSでは、2004年３月に

Beyond Ni-Based Superalloysというテーマでシンポジ

ウムを開催し、さらに2004年の学会誌で特集を組ん

でいる。2) ここではPt-Al合金の他に、Ir3Nb、RuAl、

IrAlなどの白金族金属基金属間化合物を利用した白金

族金属基合金の可能性についても紹介されている。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
NIMSでは白金族金属について研究が盛んである。

白金族金属のうち特に高融点であるIrを1950℃近傍

で使用するために合金開発が行われている。これら

の合金は、衛星の姿勢制御用スラスタなど、航空宇

宙関係の非常に条件の厳しい場所で使用される事が

期待される。また白金族金属をベースにしたPtTi,

IrTiなどの金属間化合物が1,000℃以上の高温で形状

記憶合金として使用できる可能性があることを見出
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した。従来の形状記憶合金NiTiが室温近傍でしか使

用できないため、ガスタービンや高温センサー、ア

クチュエイターなどに使用可能な、新しい高温形状

記憶合金として期待できる。

33）今後の動向
超高温の構造材料については、特殊な用途である

かもしれないが、需要があるにもかかわらず、系統的

な研究が少ないため適切な材料を供給できないでい

る。使用に当たっては、強度だけでなく、耐酸化性、

耐腐食性、製造性など様々な条件をクリアしなければ

ならず、材料開発にも最先端の技術が要求される。応

用目的をはっきりさせ、それに向けて研究を進めるこ

とにより、宇宙航空分野などでの利用が期待される。

引用文献

（７）形状記憶合金
11）国内外の研究の動向

1963年に米国で見出されたTiNi形状記憶合金は、

1980年代に日本で確立された量産化技術と新素材ブ

ームによって、コーヒーメーカーのバルブから女性

用下着に至るまでの多くのヒット商品を生み出し

た。さらに1990年代に入るとIT技術や高度医療技術

の波に乗り、携帯電話のアンテナや生体材料へと用

途を拡大した。この間、研究者数と企業の数で圧倒

的な優位を誇る日本は、基礎と応用の両面において

世界をリードしてきたといえる（図１参照）。形状

記憶合金の研究は国内の材料系の学会では重要なセ

ッションを占め、国際学会においても日本は中心的

役割を担っている。一方、米国では医療への応用開

発が活発である。この分野の市場は心筋梗塞の治療

などに使うステントだけでも30億ドル市場とも言わ

れ、中国などでも研究者が増えつつある。

形状記憶合金の分野では、新しいニーズに対応し

て合金の用途を拡げる努力が絶えず続けられており、

医療用材料、スマート材料、安全材料、ＭＥＭＳ用

材料、高温形状記憶合金などへの新しい応用を狙っ

た研究が活発に行われている。用途の拡大に伴い、

TiNi合金に代わる新しい形状記憶合金の開発も始ま

っており、生体に優しいNiフリー形状記憶合金、異

種材料の機能を融合した複合材料、半導体プロセス

によって作る形状記憶合金薄膜、安価で大量に作れ

る鉄基形状記憶合金、タービンで利用できる高温形

状記憶合金、磁場により高速で応答可能な強磁性形

状記憶合金などの開発が精力的に進められている。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
NIMSでは、マイクロアクチュエータとして使う

形状記憶合金薄膜と大型部材に使う鉄基形状記憶合

金において重要な研究成果を発表してきた。

形状記憶合金薄膜は力の大きいMEMS用アクチュ

エータとして期待されている。誌上発表の件数は、

NIMSで研究が始まった1990年頃には、年間２件程度

の発表であったが、1995年頃から増え始め、最近で

は50件近い発表が行われており、発表件数はさらに

増えつつある。カリフォルニア大学、カールスルー

エ研究所、TiNi Alloy社などを中心にマイクロデバイ

スへの応用が進みつつあるが、材料開発については、

特性データの豊富な蓄積と独自な評価方法を有して

いるNIMSと筑波大学が中心になって進めている。

一方、1982年に日本で見出されたFe-Mn-Si基合金

は安価な材料として大型配管の締結部材などへの実

用が始まりつつある。NIMSでは、最近、トレーニ

ング処理を必要としないNbC添加Fe-Mn-Si基合金の

開発に成功し、内外の研究機関・企業と共同で鉄骨

の締結材やコンクリート強化繊維への応用化研究を

推進している。また、当該合金の振動吸収性能に注

目した制振材料としての用途も検討中である。
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め）と形状記憶合金の応用に関する国際会議（SMST
'01）の材料別発表件数

1)

2)

J-C. Zhao, J. H. Westbrock, Mater. Res. Soc.

Bull., 9, 622（2003）.

D. A. Alven, JOM, 9, 27（2004）.



33）今後の動向
形状記憶合金は、他の材料に比べると比較的新しい

材料であり、TiNi合金の実用化の成功を端緒にして形状

記憶合金の用途拡大に向けた新しい材料開発が始まっ

ている。ナノテクや生体材料、あるいは安全材料など

の社会的ニーズの高い新しい産業の発展と連携しなが

ら、材料や加工法の開発が進んでおり、センサ、アク

チュエータ、制振性、超弾性などの多機能を有するイ

ンテリジェントな材料として今後の応用拡大が期待で

きる。
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（１）コーティング
熱遮蔽コーティング（Thermal Barrier Coating :

TBC）はジェットエンジンや火力発電用タービンの

動静翼に必須の表面処理技術であり、図(a)に示すよ

うに ①Ni基超合金で作成された母材の上に ②ボンド

コートと呼ばれる金属のAl化物を被覆し、 ③その表

面を酸化させて熱成長酸化物（Thermally Grown

Oxide : TGO）層を形成し下地とした上で、 ④最表

面に熱伝導率の低い酸化物系セラミックス（一般に

は部分安定化ジルコニア : YSZ）をトップコートとし

て被覆する複層構造をとっている。

近年のCO2削減の要請に対応するためには、上記

内燃機関の熱効率を改善すること、即ち運転温度を

上昇させることが最も重要である。この観点から母

材と燃焼ガスとの間に温度勾配を作り、母材温度を

燃焼ガス温度より数百℃低く保つためのTBCシステ

ムの高度化に関する産学官共同の研究プロジェクト

が世界各国で進行中である。その代表的なものとし

ては米国NSFとECの国際共同プログラムである

HIPERCOATプロジェクト、1)国内ではNEDOの材料

ナノテクノロジープログラムの主要テーマであるナ

ノコーティングプロジェクト2)がある。

さて、TBC技術革新における最も重要なキーワー

ドは「高温化」及び、「長寿命化」であろう。最近ま

で、大部分の研究者の興味は高温化に対応すべくト

ップコート材の設計や、被覆プロセス開発に注がれ

る傾向にあった。しかしながら図(b)に示すように、

部材の寿命は ① ボンドコート表面のTGO成長に起因

するトップコート層の剥離や、 ② 母材・ボンドコー

ト間における溶質元素の相互拡散に起因する母材中

の有害相析出に大いに依存する。即ち成長速度が遅

く安定で、しかも母材の組織変化を抑制可能なボン

ドコート材の開発が長寿命化に対応する最重要課題

と断じても過言では無く、研究者の興味が徐々にボ

ンドコートに移行する傾向にある。

NIMSではこのような世界の動向に先んじて、2000

年から新規ボンドコート材として耐高温酸化特性、

耐腐食性に優れ、しかもNi基合金への拡散能の小さ

いIr基元素とした合金開発研究を進めてきた。3) ～ 5)

H17年度からは科研費特別推進研究「長寿命・高信

頼性遮熱コーティングを実現する拡散バリヤ型ボン

ドコートの創製」の共同研究機関となるなど、その

成果は国内外で注目を集めつつある。

NIMSは、母材であるNi基超合金の設計・開発に

関して世界をリードする研究グループがあり、また

セラミックトップコート材の開発、コーティングプ

ロセス開発等、TBC被覆材開発に必要な研究ポテン

シャルを全て有する国内唯一の研究機関である。今

後研究者間の更なる密接な連携により、純国産のタ

ービン翼開発が可能であると期待される。

引用文献
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図(a)耐熱コーティングの模式図及び(b)その劣化機構

1)

2)

3)

http://www. materials. ucsb. edu/TBC/

index. php 参照

http://www. nedo. go. jp/nanoshitsu/

project/pro06/index. html参照。年度別成果

報告はNEDO成果報告書データベース,

http://www. tech. nedo. go. jp/Index. htmか

ら「ナノコーティング」で検索可能

P. Kuppusami, H. Murakami, Surf. and Coat.



（２）溶射
溶射は100ミクロン以上の厚膜を形成する表面コ

ーティングプロセスで、金属、セラミックス、複合

材料、プラスチック等幅広い材料を皮膜化すること

ができる。大面積に高速度で成膜でき、現場施工も

可能なために工業的には非常に魅力のあるプロセス

で、熱源（燃焼炎、電気エネルギー）や原料の形態

（粉末、ワイヤー）によっていくつかの方式に分類

される。1910年代にワイヤーアーク溶射やフレーム

溶射が開発されて、金属溶射が主に行われていたが、

1960年代にプラズマ溶射が実用化され、高融点のセ

ラミックス等の施工が可能となった。さらに1970年

代に開発された減圧プラズマ溶射は非常に緻密で酸

化の少ない金属皮膜の形成を可能にし、タービンエ

ンジン等のハイテク分野での適用が一気に広まっ

た。高速フレーム（HVOF）溶射は80年代に開発さ

れ、溶射粒子速度が500m/sを超える高速度で、未溶

融の溶射材料を運動エネルギーによって基材上に堆

積可能となった。特に炭化物系のサーメット材料に

対して、脱炭を抑制しつつ皮膜を緻密化する点で賞

用されている。さらに運動エネルギーを活用するプ

ロセスとして、コールドスプレーやアエロゾルデポ

ジション1) が近年開発された。これらは、ほぼ室温

でのプロセスであり、前者は大気中で主として金属

系の粉末を膜化するのに対し、後者は減圧チャンバ

ーにサブミクロンのセラミックス粒子を引き込み、

高速の衝撃によって膜化するのが特徴である。

NIMSの溶射工学グループは、HVOF溶射プロセ

スを種々改良することによって溶射粒子の速度と温

度を最適化し、緻密な耐食金属皮膜を開発、海洋環

境などで実証試験を行ってきた。2)最近では、チタン

のような他の溶射プロセスでは大気中で緻密化する

のが困難な材料についても、緻密度の高い膜の形成

が可能となってきた。また、溶射皮膜の密着メカニ

ズムやその評価法について基礎的な取り組みを行

い、国際的にも高い評価を得ている。

今後も、プロセス開発の方向として、高速度･低

温化の流れは続くと予想される。その理由として原

料の微細組織を維持できる点があり、特にナノ構造

を有する材料の皮膜化に威力を発揮するだろう。す

でに、ナノ組織溶射皮膜について、耐摩耗特性や密

着性の向上といった興味深い報告がされている。3)

工業的に注目すべき点は自動車エンジンブロックへ

の溶射皮膜の適用であり、鋳鉄製シリンダライナー

を鉄系溶射皮膜で置き換えることが世界中の自動車

メーカで検討されており、ヨーロッパでは生産ライ

ンを立ち上げたメーカもある。この技術によってラ

イナーの厚さが激減するために、重量減や冷却効率

の向上が可能となるが、皮膜の品質管理が最大の課

題と言われている。その為にもコーティングの非破

壊検査が重要な問題であり、サーモグラフを利用し

た方法が注目されている。

材料の使用環境が年々厳しくなる中で、溶射は材

料表面に耐環境性能を付与する多くの選択肢を提供

する重要な技術としての認識が高まっているが、基

礎現象の解明が遅れ気味なことも指摘されており、

先進各国では中立機関がコアとなった研究開発体制

が敷かれている。

引用文献
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11）はじめに
炭素原子は単体でも、それが集合すると、非常に

多様な構造と組織を持ち、そして多様な特性・機能を

持つ材料となる。最も典型的なものは、sp3 結合で規

則的に並んだダイヤモンド単結晶とsp2 結合で規則的

に並んだ黒鉛単結晶であるが、それ以外に多くのもの

が知られている。特に最近発見されて有名なのが、フ

ラーレン、ナノチューブであり、炭素の世界を飛躍的

に広げた。炭素の結合様式、サイズ、組織、形態から

いろいろな炭素を羅列すると次のようになる。

ダイヤモンド系：単結晶、多結晶焼結体、薄膜、

ナノダイヤモンド。ナノダイヤモンドとは、数十

nmのナノ粒子であるが、気相法では薄膜状の集合

体として合成され、爆発法では分散体が得られる。

黒鉛系：単結晶、多結晶、薄膜、微粒子、多孔体、

繊維、ナノチューブ、ナノファイバー、フラーレン。

黒鉛系炭素ではsp2結合ながらX線回折的には非晶質

から結晶性の高いものまでバラエティがある。

ダイヤモンドと黒鉛との中間として、ダイヤモン

ドライクカーボン（DLC）とよばれるものもある。

これはsp2 とsp3 結合の混合体で非晶質薄膜状である。

最近話題となっているナノテクノロジー関連で

は、ナノサイズの炭素ユニットだけではなく、多孔

体炭素内のナノサイズの空孔も注目されている。

また、他の原子での修飾まで考えると、不純物をド

ーピングされたダイヤモンド、水素など他種原子で表

面修飾された炭素もある。黒鉛においては、他の原

子・分子が層間に侵入した層間化合物も知られている。

さらに、炭素をホウ素、窒素原子で置き換えた窒

化ホウ素にも上記炭素物質と同様な構造、形態があ

り、類似の特性、機能をもつものがある。以下では、

この窒化ホウ素も一部とりあげる。

これら多様な構造・組織に対応して、炭素の特

性・機能も多様である。本稿では、特性ごとに最近

の研究動向をまとめる。

最近の研究動向は学術論文誌から調査した。炭素

については、専門の国際学術雑誌が刊行されている。

「Diamond Related Materials」、「Carbon」（いずれも

Elsevier社）。これらの雑誌を中心に調べた。これら

の雑誌には2004年に、それぞれ約300、500報の論文

が掲載されている。また、国内の学会誌、「炭素」

や「NEW DIAMOND」も参考にした。他に、物理

学、化学、生物学などの雑誌、学会においても成果

が発表されているであろうが、この方面での調査は

行わなかった。

22）研究動向
１） 機械特性

物質中最高の硬度は、ダイヤモンドの最も有名な

特性であるが、その高い硬度から、機械加工工具、

研磨材などとして広く利用されている。黒鉛も構造

材料として有用である。炭素繊維は複合材として、

ゴルフクラブ、釣竿、航空機などに広く用いられて

いる。これらの分野はすでに産業化・実用化に重点

が移っている。

しかし、新しい形態の炭素の出現とともに、機械

特性の研究も新しい展開がある。例えば、プラズマ

技術を用いたダイヤモンドやDLC、あるいは非晶質

炭素などの薄膜の合成や特性評価の研究である。こ

れらは、Micro Electro Mechanical System（MEMS）

や、磁気ディスクや人工関節などの保護膜、オイル

フリー化につながる機械の軸受けやシール部材など

としての応用をめざした研究である。高硬度、耐摩

耗性と低摩擦特性に注目した研究である。

カーボンナノチューブの高い引っ張り強度などの

機械的特性も、ナノテクノロジーにおいて興味深い。

２） 電気・光特性

ダイヤモンドは5.5 eVのギャップをもつワイドギャ

ップ半導体であり、また、最高の熱伝導度、広い波
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長範囲での優れた光透過率を示す。これらの特性か

ら、新規の電子デバイスなどが期待され、研究が活

発に行われている。応用先として、高周波・高出力

トランジスタ、紫外線発光・受光素子、サーミスタ、

放射線センサー、電子放出素子、光学窓、固体レー

ザ、X線窓、放射光用X線モノクロメータなどが期待

されている。なかでも、現在、最も研究の活発なも

のは、電子放出素子をめざすものである。国内では、

電子放出素子の開発を一つの目標としたダイヤモン

ド極限機能プロジェクト NEDO（2003 - 2005年）とい

う国家プロジェクトが実施されている。電子放出素

子としては、カーボンナノチューブ、ナノダイヤモ

ンド、DLCについても活発に研究が行われている。

ダイヤモンドの半導体としての利用においては、

ｐ型、n型特性の実現が必須である。それぞれ、ホ

ウ素、リンのドーピングによりその特性は実現され

ているが、実用化という点では特性は満足する状態

には到達していない。電気伝導度、キャリア移動度

などその向上をめざした基礎研究が、日本、ヨーロ

ッパを中心に、合成と評価の両面で継続的に進めら

れている。

特定の電子材料への志向がはっきりした研究論文

としては、電子放出素子のほかに高周波トランジス

タ、紫外線発光素子、紫外線検出素子、放射線検出

素子に関するものがある。

黒鉛系炭素では電極関連の発表が多い。リチウム

電池用負極材。燃料電池用電極、電気二重層キャパ

シタである。これらの用途には、炭素の細孔、大き

な比表面積が重要な特性であり、古くから利用され

ている活性炭の特性とつながるものであるが、最近

のナノテクノロジー、省エネルギー、環境問題との

関連で、研究は非常に活発である。

ダイヤモンドは化学的な安定性と広い電位窓を持

っているため、電気化学用電極としても有用である。

ホウ素ドープの導電性ダイヤモンドを電極に用い

て、汚水の分解などへの利用が進められている。ま

た、体内の液体に含まれる各種分子（ドーパミン、

尿酸など）というバイオ関連物質の選択的な検出も

可能になっており、このような応用研究も活発に行

われている。

３） 磁性

熱分解黒鉛や重合したフラーレンが強磁性を示す

という論文が数年前発表された。非磁性原子からな

る磁性体という興味深い問題であるが、疑問も呈さ

れており確定したわけではない。この問題に対して、

炭素にプロトン照射すると磁性が発現するという結

果が昨年発表された。これは、炭素の示す磁性が、

磁性物質の汚染ではないという証拠となる。

４） 化学特性　　

黒鉛系炭素の化学的応用については、古くは、脱

臭剤に使われる活性炭が有名であるが、最近でも、

炭素の大きな比表面積、細孔という特性を生かして、

ナノテクノロジーという視点から、多方面の応用を

目指した研究が活発である。

各種の活性炭での水の浄化、水中のバクテリア発

生の抑制、炭素繊維を用いて海洋生物の固着挙動な

ど多くの研究がある。DLC表面と血小板の凝集性な

ど血液との親和性の研究も行われている。ニッケル

など金属を炭素に担持して水素付加反応（例えば、

ブテンからブタンへの反応）などの触媒作用の研究

もある。これは燃料電池電極の開発につながる。

NOxなどの環境汚染物質の除去技術の報告もある。

ダイヤモンドは化学的に安定であるが、表面に水

素が結合すると、ｐ型半導体伝導層が形成されるこ

とが知られており、この伝導層を利用した電界効果

トランジスタ（FET）やDNAなどを検出する分子

センサーの研究が行われている。

また、ダイヤモンドもナノサイズになると特殊な

反応性が生じるようで、生体内で、がん細胞を死滅

させる効果をもつという報告もある。

化学特性とは異なるが、炭素の細孔を用いた分子

篩としての利用がある。例えば水素と一酸化炭素の

分離など。PET容器へのDLCコーティングによるガ

スの浸透性の抑制効果も知られている。

５） 宝石

宝石も、ダイヤモンドの大きな用途の一つである

が、この数年、宝石業界でも、ダイヤモンドの科学技

術への関心が高まっている。宝石ダイヤモンドとして

は、やはり天然ダイヤモンドが珍重されるが、宝石市

場に合成ダイヤモンドが進出し始めている。高圧合成

のほかに、気相合成ダイヤモンドも宝石級のものが合

成できるようになり、宝石として販売が始まろうとし

ている。また、茶色の低品質の天然ダイヤモンドを人
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工的な高温高圧処理により高品質化する技術もあらわ

れた。このような、新しい合成技術、処理技術の出現

により、宝石として価値の高い天然ダイヤモンドを人

工的なものとどのように鑑別するかが問題になってき

たわけである。新しい鑑別技術の確立が望まれている。

そのため、鑑別技術の向上に役立つダイヤモンドの評

価研究も行われている。

６） 熱特性

ダイヤモンドは最も熱伝導率の高い物質である。

この特性を用いて、レーザーダイオードなどのエレ

クトロニクス素子の放熱基板として利用されてい

る。また逆に、炭素繊維集合体は高い断熱性を示し、

耐熱性も非常に高い。断熱材としてロケットエンジ

ンの耐熱部材などへの応用もある。このように、熱

的特性も炭素の優れた特性であるが、熱的特性に関

連する論文は見当たらなかった。

７） 振動特性

ダイヤモンドは、伝わる音速が最大の物質である。

この特性からダイヤモンド薄膜のスピーカーや表面

弾性波素子への応用が行われてきた。しかし、現在、

この方面での研究論文は少ない。

８） 2004年のトピックス

昨年は、上記の流れには乗らない突発的なもので

あるが、注目すべき研究成果がNature誌に発表された。

一つは、ダイヤモンドも超伝導特性を示すという

ことである。ホウ素を含むダイヤモンドは電気伝導

体となることは古くから知られているが、２％もの

高濃度でドープしたダイヤモンドが合成され、これ

が超伝導になることが確認された。はじめ、ロシア

の研究グループにより高圧合成ダイヤモンドで見出

されたが、その後、NIMSと早稲田大学との共同研

究により、気相合成ダイヤモンドにおいても確認さ

れた。超伝導の臨界温度は10K程度であるが、今ま

でにない種類の超伝導体であるため、興味深い現象

といえる。

もう一つは、六方晶窒化ホウ素（hBN）からの

215nmという深紫外線のレーザー発振の実現であり、

NIMSの成果である。GaNの紫外発光は有名である

が、それに比べてはるかに短波長である。hBNは古

くから知られている物質であるが、電子材料という

目でみられることはなかった。今回、特殊な溶媒を

用いることで高純度・高結晶性の単結晶の合成に成

功したことが、この成果につながった。

33）おわりに
炭素は、機械・構造材料、電子材料、化学材料な

どとして広い応用範囲があるのは上記のとおりであ

るが、最近重要視されているナノテクノロジーとい

う視点からの、バイオ、環境分野への応用に向けた

研究が活発である。今後、さらにこの流れの研究が

進むと思われる。

また、新しい分野を開く炭素系材料の出現の期待

も大きい。ダイヤモンドの超伝導という予想もされ

ない特性が発見されたのは、ほんの一年前のことで

ある。炭素の磁性という問題も詳しく研究されるべ

き興味深い課題である。
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11）はじめに、世界の動向
炭化物・窒化物・ホウ化物は例外を除き天然鉱物

として産出しない。金属や酸化物から粉末を合成し

て焼結し材料とする。その代表的な材料は炭化ケイ

素（SiC）、窒化ケイ素（Si3N4） およびサイアロン

（Sialon、Si3N4-AlN-Al2O3固溶体）、窒化アルミニウ

ム（AlN）、窒化ホウ素（BN）、炭化ホウ素（B4C）

やホウ化ジルコニウム（ZrB2）等の金属ホウ化物で

ある。耐熱性、強度、弾性率と硬度（耐摩耗性）、

耐食性や熱伝導性に優れるので耐火物と構造用（エ

ンジニアリング）セラミックスとして利用されるよ

うになった。

SiC多結晶材料が開発されたのは1970年前後、イ

ギリスで内燃機関の金属を代替し、作動温度を上げ、

エネルギー利用効率を上げようとしたもので先駆的

な着眼であった。材料開発としては、1975年に米国

のSiC粉末の焼結法、1975-77年に日本でSi3N4の焼結

法、1976年に英国と日本で多様な窒化物セラミック

スの発見があった。これらは大きな科学技術的なイ

ンパクトを与え、非酸化物セラミックスが材料とし

て確立した。

これをうけ、また全世界的な省エネルギー政策に

呼応し、米・欧・日で次々と国家プロジェクトが開

始された。まず米国でCATE（Ceramic Application

in Gas Turbine Engine）プロジェクト（1970-80）が

おこり、DOE（Department of Energy）とGM社

DDA（Detroit Diesel Allison）がバス・トラック用ガ

スタービンのセラミックス化を研究した。これは、

AGT（Advanced Gas Turbine）プロジェクト（1979-

87）とATTAPプロジェクト（1987-92、両者とも

DOE・GM社・Garret Ford社）に引き継がれた。西

ドイツでは自動車用ガスタービンコンポーネント開

発（1974-82、BMFT研究技術省・VW・DM・MTU

社）、英国ではセラミックガスタービン開発（1985-89、

RR社）、フランスでは航空・車両用セラミックガス

タービン（1985-89、ONERA）、スウェーデンでは

KTT開発（～1980、ボルボ）が実施された。1)

内燃機関のセラミックス化は技術的には可能にな

ったものの、経済性と信頼性から実用化には至らな

かった。その後は構造用セラミックスの研究開発は

活発ではない。しかし、米国では航空宇宙用セラミ

ックス材料の開発が非常に活発になった。その代表

例 は CMC（ Ceramic Matrix Ceramic Fiber

Reinforced Materials、セラミック繊維強化セラミッ

ク材料）で、炭素（C）繊維強化炭素母相とSiC繊維

強化SiC（Si3N4）母相複合材料である。前者はスペ

ースシャトル断熱材として利用されている。これら

の素材の大部分は日本が供給している。素材製造で

は我が国が、評価と利用は米国が優位に立っている。

22）国内の動向
非酸化物エンジニアリングセラミックスの研究開

発として次世代産業基盤技術制度ファインセラミッ

クスの研究（1981-92、通産省）が行われた。Si3N4と

SiCを中心に内燃機関高効率化を目的として原料粉

末合成、粉体成形プロセッシング、焼結と部品化な

ど先進的な基盤技術を開発した。その結果、我が国

のセラミックス製造技術は飛躍的に向上した。つい

で、多様な特性・機能を融合して従来にない新規セ

ラミックスを開発する目的からシナジーセラミック

ス（1994-2003、通産省）が行われ、ナノミクロ高次

構造制御技術を駆使した材料開発に着手した。その

成果として高強度・高靱性・ 高弾性、高（低）熱伝

導、熱遮へい性、高耐摺動性などの新しいSi3N4と

SiC（酸化物も含む）材料が開発され、一段と高い

レベルでの材料開発が可能になった。また、微粒子

を分散して強化するナノセラミックスの概念が提案

された。

開発されたプロセス技術は、セラミックスガスタ

ービン技術開発（CGT）プロジェクト（1998-1999、
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通産省NEDO）に引き継がれ、実機レベルの300kW

級コジェネ用セラミックスガスタービンを開発し

た。最終的に熱効率目標値の42%（世界最高）を達

成した。ここで高温部分に利用されたのは高強度高

靱性Si3N4焼結体である。2) , 3)

この様なプロジェクトに支えられて、我が国のフ

ァインセラミックス産業は揺るぎない国際競争力を

獲得した。現在では世界のセラミックス部品の70%

程を供給していると推定されている。このほかには、

窒化アルミニウム（AlN）に関して、高純度粉末合

成と焼結技術の高度化によって高熱伝導体が合成で

き、パワーデバイス用ヒートシンクとしての応用が

確立した。金属ホウ化物では従来からB4Cが研磨材

として利用されてきたが常圧焼結法が開発され、軽

量で高硬度材料として注目される。他の金属ホウ化

物と窒化物（TiC、WC、TiN、TiB2、ZrB2）および

その複合系（B4C-TiB2、TiB2-CoB6、TiB2-W2B5）の

焼結体は高融点・硬質材料として良く研究されてい

る。

図１にファインセラミックスの市場動向を示し

た。ここで、ファインセラミックスとは機能性と構

造用の洗練されたセラミックスを意味する日本語で

ある。炭化物、窒化物とホウ化物はファインセラミ

ックスの重要な位置を占めている。

33） NIMSの現状・NIMSの研究
現在の我が国の産業界における非酸化物エンジニ

アリングセラミックスの主要なニーズは精密機器・

半導体産業関連機器、環境エネルギー産業とオプト-

エレクトロニクスへの応用であるととらえ、NIMS

ではこれらに対応して材料開発を行ってきた。

炭化物では、半導体製造用関連機器に使う部品を

想定すると、大型の焼結体を得る技術すなわち易焼

結法あるいは完全緻密化技術が必要であり、コスト

を低減することが重要である。そこで、SiC焼結体

の低価格易焼結性技術の開発を行った。Al-B-C系相

図を明らかにし、高温液相Al8B4C7を発見した。こ

の相を焼結助剤に利用して、従来より200-250℃低温

でしかも完全緻密化する技術を開発した。半導体製

造機器に応用する高比弾性率比強度・耐摩耗材料で

ウェハーテーブルなどに供給することをねらってい

る（図２上）。また、セラミックスの出発原料に高

純度の有機物をもちい、ゾル-ゲルによるプレカーサ

ー合成から有機-無機転換を経て超高純度SiC粉末を

合成した。粉末は半導体産業に必須な高純度反応炉

の素材を供給する。一方、相転移と金属固溶による

物質移動促進効果を発見し、粒成長に応用して、

SiC多孔体を製造した。SiC多孔体は環境浄化用触媒

坦体に応用できる。

窒化物では、新世紀耐熱材料プロジェクトでガス

タービン用の1,400-1,500℃で強度低下のないLu2O3添

加Si3N4焼結体を製造した。特筆されるべきは、新規

なサイアロン蛍光体の発見である。サイアロンは他

の金属元素を固溶しやすい。光学活性な希土類イオ

ンをサイアロンに固溶させることにより、青・緑・

黄・赤色の蛍光体が得られた（図２下）。青色LED

に黄色のサイアロン蛍光体を組み合わせて白色LED

ができることがわかった。白色バックライトなどへ
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図１　ファインセラミックス市場動向（文献4, 5） からデータを
参照した。）



の用途が大いに期待されている。熱安定性に優れた

サイアロン蛍光体は次世代のプラズマディスプレー

用の材料としても有望である。

窒化ホウ素（BN）については「炭素」の項でも

触れられているが、最近、レーザープラズマCVDに

より電子放出能に優れた新たな材料が発見された。

レーザー照射下のCVDによって、針状の新物質5H-

BNが成長した。これがカーボンナノチューブの

1,000倍以上の電子放出特性をもつことが確認され

た。DVD記録デバイスや蛍光体と組み合わせてRGB

ディスプレーに期待できる。

金属ホウ化物単結晶はNIMSの前身である無機材

質研究所が古くから電子放出材料として開発してき

た材料であった。最近、高品質のZrB2単結晶の合成

に成功した。これが熱膨張係数の適合性からGaN-

LEDの基盤になることがわかった。上記はいずれも

NIMS発の材料で、電子・光学材料として巨大なマ

ーケットが控えている。

44） NIMS外の注目研究、今後の動向
SiCでは多孔体のハニカムがDPF（Diesel Engine

Particle Filter）に利用されるようになった。ヨーロ

ッパではディーゼル車が自家用車の主流となりつつ

ある。関連して、黒鉛粒状物質の規制も厳しくなっ

ている。フィルターによる捕捉と燃焼除去が対応策

であるが、SiC多孔体ハニカムフィルターがその材

料である。これは既に自動車に搭載されている。ま

もなく我が国でも排ガス規制強化に伴い使用しなけ

ればならない材料であり、需要は拡大する。

SiC単結晶が半導体パワーデバイスとして開発が

急である。SiCはワイドバンドギャップ半導体であ

るので、高周波高耐電圧大電流のパワーデバイスと

して利用できる。発電、自動車やモーターインバー

タなど幅広い用途がある。コストと品質がまだ要求

を満たしていないので実用化されていないが、Si半

導体の一部を代替えする重要な材料である。6)

窒化物ではSm-Fe-N、Fe-N系磁性体、In-GaN半導体

など窒化物電子材料が有望である。すでにGaN青色

LEDが急速に利用されていることは知られている。7)

またホウ化物のMgB2超伝導材料が注目されている。

いずれも実用化研究がさかんである。

炭化物・窒化物・ホウ化物セラミックスの今後の

動向は、半導体製造周辺材料、環境材料と光・電子

材料をキーワードに推移すると考える。
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図２　NIMSの最近の重要な研究成果　
上：低温度SiC焼結法、下：サイアロン蛍光体
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11）はじめに
表題の材料は典型的なファインセラミックスであ

り、耐熱・耐食性の高硬度あるいは高強度材料とし

て、各種の機械工業、化学プラント、発電機やエン

ジンなどのエネルギー機器等に広範に用いられてい

る。この意味で、いわゆる成熟材料の範疇に属する

ように見られることがある。しかし、これらの酸化

物とその複酸化物には、多くの未開拓の機能特性が

潜在し、その特性は粒界の局所構造や組成、結晶粒

子や空隙の幾何学的形状・寸法と配列、構成相の配

列や分布などの因子の制御によって発現、あるいは

より顕現化すると期待されている。このような研究

動向を定量的に知るために、論文データベース

（SCI Expanded）を用いて1991-2004年の間に出版さ

れた論文（article）の題目、アブストラクトおよび

キーワードを検索した。論文の記述言語について区

別を設けなかったが、検索した約45,000件のうち、

95%以上が英文記述の論文であった。本節では、こ

の検索結果に基づいて標記３種の物質・材料に関す

る国内外の研究動向をまとめた。

22）研究動向
図１にアルミナ（Al2O3）、ジルコニア（ZrO2）、

マグネシア（MgO）のそれぞれを対象とする論文の

発表件数を示す。論文件数は年次を追って増加して

おり、これらが活発な研究対象であることを示して

いる。2004年での３者の合計は1991年のそれの２倍

を越える。また、一見、成熟的と見なされるAl2O3

でもっとも件数が多く、Al2O3：ZrO2：MgOの比は

約68：29：3である。この傾向は各年度でほぼ共通

している。

図２はAl2O3、ZrO2、MgOの３者の全体（図１の

黒線）を対象に、典型的な研究内容の推移を示す。

主な研究内容として、触媒（触媒機能、触媒用坦体）、

合成（粉体プロセシング、成形、焼結）、複合材料

（複合化手法、特性）、被覆（手法、特性）、エネル

ギー（燃料電池、原子力）、生物・生体（合成、特

性）が挙げられる。図では物質を区別せずに３者の

和を採って示したが、各研究項目の論文件数には、

上記とほぼ同様の比率が認められた。

図３に、対象物質３者の全体を対象とした国別の
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2 酸化物－アルミナ、ジルコニア、マグネシア

図１　アルミナ、ジルコニア、マグネシアに関する論文件数の
年次推移

図２　アルミナ、ジルコニア、マグネシアにおける研究項目の
推移



推移を示す。米、独・仏・英（欧１と表記）および

日本の研究が主体を占めるが、前記以外のEU諸国

（イタリー、スペイン、オーストリア、オランダ、

スエーデン等：欧２と表記）の和は日本の約50%に

達する。ロシア（ウクライナを含む）の発表件数は

漸増傾向にあるが、絶対件数は米国の1/5程度にと

どまる。また米、日、欧では、2000年以降にやや飽

和傾向が認められるのに対して、中国では2000年以

降に急伸をとげ、2004年には日、米と並んだことが

注目される。同様の2000年以降の急増傾向が韓国で

も見られる。

Al2O3、ZrO2およびMgOに対して検索された論文

約45,000件（1991-2004年）のうち、ナノ領域の研究

課題（原料、合成手法、特性などを含む）を扱う論

文は約10%（4,480件）であった。この比率は1991年

の１%から2000年の約10%、さらに2004年の約20%へ

と急増しており、ナノ構造を重視した課題に研究が

推移しつつあることが分かる。図４に示すように、

この傾向は各国に共通している。ここでも、2000年

以降の中国と韓国の急伸が目立ち、前者の2002年以

降の件数は米、欧１、日のそれを上回る。

上記のナノ領域に関する論文約4,480件を対象に、

代表的な研究内容の年次推移を図５に示す。ナノ領

域の研究では、ナノ複合材料、多孔質物質・材料、

多層ないし配向材料の合成と特性評価、またこれら

の物質・材料の合成手法（粉体合成・成形・焼結等）

に関するものが主体を占めている。いずれも年を追

って件数が増加しており、複合材料、多孔質物質・

材料、合成手法ではその傾向が2000年以降に強まっ

ている。図６に示すように、欧（欧１と２の和）の
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図４　ナノ領域を対象とする論文数の国別推移

図３　アルミナ、ジルコニア、マグネシアにおける国別推移

図６　ナノ領域における研究の国別推移

図５　ナノ領域のおける代表的な研究項目の推移



論文の発信数が最も多く、米、日がこれに続く。図

３、４と同様に、この領域でも2000年付近から中国

と韓国の急伸が見られ、前者は2004年には米、日と

同水準に達している。

図７は、ナノ領域の研究で基盤的な位置を占める

論文の推移である。ナノ構造の実験的解析と分子動

力学法や分子軌道法による原子の安定配位や化学結

合の理論計算、ナノ構造と強度・破壊、ナノ構造と

物理的性質（導電性、熱膨張、透光性等）との関係

が研究対象となっている。論文件数は図５の各事項

の1/3以下であるが、年とともに増加しており、新

たな特性開拓のためにこの分野の研究が必須である

ことを強く示唆している。図８は、論文の絶対数は

少ないが、増加傾向にあるものの例である。導電

性・弾性率・強度あるいは導電性・熱膨張の組み合

わせなど、複数の機能（多機能）を問題とするもの、

先に示したナノ領域での多層・配向化、超塑性など

が挙げられる。図７および８に示す分野では欧、米、

日が論文の90%以上を発表しており、研究をリード

している。

このほか、Al2O3、ZrO2、MgOから合成される物

質や材料では、米、欧、日でナノ構造とその性質に

基づいた新たな機能開拓や多機能性材料の開発がな

されつつある。日本の先導研究としてCuAlO2は典型

例であり、透明酸化物半導体で初めてのp型半導体

の開発1)に成功している。これは、12CaO・7Al2O3

（C12A7）がナノ籠構造を持ち、その中に様々なイ

オンを包接させられること2) に基づいている。また、

プラズマディスプレイパネル電極用の絶縁保護膜

（透光性、絶縁性、放電現象下での耐久性が必要）

としての透明MgO膜の開発、マイクロ波用の基板材

料（高Q値と低誘電率が必要）として期待される

Mg2SiO4の透明焼結体の合成と高緻密化による特性

向上などが、多機能性への要求に応じる研究として

挙げられる。さらに希土類添加によるYAGの透明多

結晶体の合成3)も、多結晶体における新たな機能開発

の例であり、高出力レーザの可能性や発光管材料と

して実用化に結びついている。

33）今後の研究動向とNIMSの研究
以上の研究動向に見られるように、Al2O3、ZrO2、

MgOとその複酸化物における新たな機能開拓をめぐ

って、粒界・粒内構造、結晶粒・構成相・空隙の形

状や配列、組成分布などの因子を100nm以下の寸法

領域（ナノ領域）で設計および制御しようとするア

プローチが主流となりつつある。このような動向は、

今後、必然的に一層強まると考えられる。また、代

表的な成果を得ている国では、ナノ構造の解析、理

論計算、構造と特性との関係、新合成手法など、図

７に示した基盤領域の研究を必ず並行させているこ

とも留意すべきポイントである。これは、新規性や

独自性の高い機能開拓と基盤研究とは不可欠の関係

にあり、両者が表裏一体となって進展することを物

語っている。

NIMSでは、以上のような研究動向の下で、合成

と新たな機能特性開発の各分野で先駆的な成果を上
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図７　ナノ領域における基盤的論文の年次推移 図８　胚胎期にある研究課題に関する論文件数の年次推移



げてきた。水溶液からのMgO、YAG、Y2O3、ZnO、

TiO2、4)Mg2SiO4、CaZrO3等の微粒子合成、パルス変

調RF熱プラズマ発生によるプロセッシング、気相過

飽和度の制御によるナノTiO2粒子合成、5)プラズマ磁

場の対称性制御による高結晶性で高配向性の酸化物

薄膜の低温高速合成、外場下でのコロイドプロセス6)

によるTiO2やAl2O3の結晶方位の配向・積層制御、

ガラス基盤上での陽極酸化を用いたアルミナ・ナノ

細孔構造の形成・修飾7)などの技術開拓がその例であ

る。さらにこれらの合成技術、ナノ構造・組成解析

および特性発現の機構解明の連携を通じて、先の

Mg2SiO4やYAG、3) Y2O3、8) MgO透明焼結体の合成、

アルミナやアパタイトにおける真性超塑性の達成、

金属と同等の高速超塑性セラミックスの創製9)などに

成功している。今後は、このような研究基盤を一層

発展させるとともに、配向・積層構造・ナノ構造・

残留応力を同時制御した高強度材料、高速可塑性を

有する高強度複合材料、ナノ細孔を制御した多孔体

の創製と触媒等の機能の高度化、導電性・熱膨張・

耐プラズマ腐食・光学特性などの機能の意図的な制

御と重畳による新たな多機能性の開発を目指す予定

である。

44）まとめ
Al2O3、ZrO2、MgOとその複酸化物には、多くの

未開拓の機能特性、既存機能の飛躍的向上、有用機

能の重畳が期待され、活発な研究が行われている。

とくに機能発現を新たに顕現化、あるいは機能の組

み合わせを最適化するために、ナノ領域での構造制

御手法の開拓、ナノ構造の実験および理論計算、構

造と特性の関係解明に関する研究が重要性を増しつ

つある。米、欧、日はこのような研究領域で先導的

な研究を行っており、今後もその役割が期待される。

また、NIMSはこのような合成技術と物質創製で有

する研究成果を発展させ、その成果を次世代の先進

材料として結実させて行くことが望まれる。
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11）はじめに
３d遷移金属は一般にScからCuまでの９個の元素

のことを指すが、ここではその重要性に鑑み、Znを

含めた10個の元素を３d遷移金属として記述する。1)

３d遷移金属酸化物は強相関電子系の代表として、

温度、格子定数、キャリア濃度の変化などにより非常

に多彩な磁気・電気物性を発現する。微視的には、巨

大磁気抵抗効果（CMR 効果）をもたらす二重交換相

互作用や、強磁性、反強磁性などの磁性をもたらす超

交換相互作用が大きな役割を演じており、またスピン、

電荷、格子が密接に関わって、強誘電性、超伝導、光

応答などの諸物性が相関して存在している。

ここでは各元素個々の酸化物について、最近の研

究動向（2000年～2004年）を記述する。

22）国内外の研究動向
酸化スカンジウム

スカンジウムは希土類の同族元素として最小のイ

オン半径を持つことから、希土類元素の添加効果に

対するサイズ効果の検証元素として研究対象となる

ことが多いが、比較的高い誘電率（ca. 13）、Siとの

熱安定性、大きなバンドギャップ（＞6eV）等から

ゲート絶縁膜や透明材料2) としての応用が注目され

始めている。

酸化チタン

持続的成長が可能な社会とクリーン環境の実現を

目指す全世界的取り組みのなかで、酸化チタンはそ

の実現に資する最も重要な材料のひとつとして精力

的に研究されている。特に光エネルギーの利用機能

としての光触媒・太陽電池に関する研究が盛んであ

る。またペロブスカイト化合物等のチタン酸塩とし

て、電池電極材料、圧電・強誘電材料としての研究

も数多く見られる。これらの動向は論文発表件数か

ら読み取ることができる。酸化チタンに関する研究

としては、2000～2004年の５年間で8,000件以上の論文

発表がある。そのうち光触媒、太陽電池等の光機能

に関するものが2,500件以上を占めている。また、強

誘電体、センサー、電極材料等の電気特性に関する

ものが約2,000件に達する。その他、（熱）触媒材料と

しての研究も重要視されている。詳細を図１に示す。

酸化バナジウム

触媒材料として伝統的に研究されているが、セン

サー、電極材料への展開が期待されている。

酸化クロム

耐蝕性材料、燃料電池電極材料、触媒材料として

の研究に加え、２次電池電極材料としての研究が行

われている。

酸化マンガン

マンガン酸塩が巨大磁気抵抗特性を示すことから

磁気-電子特性に関する研究が多くなされている。

2000～2004年の５年間に酸化マンガンに関する研究

として1,100件を超える論文が発表されており、この
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図１　酸化チタンに関する論文の研究分野
2000～2004年発表8,233件の内訳



うち磁性に関するものが最も多く300件を超えてい

る。次いで、電極等の電気化学特性について150件

以上、触媒材料として120件以上の論文が発表され

ている。

酸化鉄

磁性に関する研究が最も多くなされている。2000

～2004年の５年間に酸化鉄に関する研究として2,100

件を超える論文が発表されているが、そのうち600

件以上が磁性に関するものである。特に超常磁性に

関する研究が多くその約1/4を占めている。また、

酸化鉄は触媒に関する研究も多く約200件の論文が

あり、うち１割が光触媒に関するものである。図２

に詳細を示す。材料の形状としては全論文の1/4以

上がナノ構造体に関するものである。

酸化コバルト

主に磁性材料、電極材料、触媒材料として研究さ

れている。近年、Cuを含まない酸化物超伝導体材料

として層状コバルト酸化物が注目を浴びている。3)

酸化ニッケル

主に磁性材料、電極材料、触媒材料として研究さ

れている。特に電極用ナノ構造体に関する研究が注

目される。

酸化銅

超伝導体材料としての研究が多くなされ、2000～

2004年に発表された1,700件以上の論文のうち、1/4

以上が超伝導に関するものである。次いで電気・磁

気特性に関する論文が約20％を占める。触媒特性に

関するものも10％程度発表されている。

酸化亜鉛

2000～2004年に発表された酸化亜鉛に関する論文

（3,800件以上）が対象とした特性で最も多いのは触

媒作用（約６％）で、バリスタ（４％）発光（４％）、

光触媒（２％）、センサー（１％）と続き、特性と

しては多岐にわたっていることが特徴である。一方、

試料形態としては薄膜に関する論文が30％以上を占

め、次いでナノ構造体に関するものが20％となり、

形態制御による機能発現が、酸化亜鉛研究の主流を

占めていることがわかる。

33）NIMSの研究
酸化スカンジウムに関して、溶液合成による透明

焼結体作製用ナノ粉体の合成研究が行われている。2)

酸化チタンに関しては、ナノチューブ、4)ナノシー

ト、5)ナノロッド6)等のナノ構造体の作製及びその特性

研究、可視光応答光触媒7)の研究が行われている。

チタン酸塩に関しては、点欠陥配列制御による新し

い圧電メカニズムを提案しBaTiO3系で実証してい

る。8)図３にその概要を示す。さらに強誘電体材料と

してPbフリーのチタン酸化合物9)の研究が行われて

いる。

V、Cr、Mn酸化物については、複酸化物材料とし

てリチウム２次電池電極材料10) ～ 12)としての研究が多

くなされている。酸化マンガンについては、新しい

ナノ構造体の作製13)や、タンパク質複合化薄膜の作

製研究14)が行われている。
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図２　酸化鉄に関する論文の研究分野
2000～2004年発表2,131件の内訳

図３　点欠陥ナノ秩序による巨大電歪



酸化鉄については、巨大抗磁場を持つナノ結晶の

合成15) や光触媒ナノロッドアレイの合成研究16) がな

されている。

コバルトについては、水和コバルト酸化物超伝導

体の発見3) がNIMSでなされ、超伝導研究に大きく貢

献している。また可視光応答光触媒としてのNbとの

複合ペロブスカイト酸化物17)についての研究も行わ

れている。

酸化ニッケルについては、絶縁体（シリカ）中に

埋め込まれたナノ粒子合成18)が行われている。

銅酸化物については、超伝導材料が多いため別項

に譲る。

酸化亜鉛についてはNIMSで多くの研究がなされ

ている。機能面からは電子特性、19)触媒特性、20)発光特

性21) 等について研究されている。また、合成研究と

して薄膜のMBE合成22)や、溶液法による自己組織化

酸化亜鉛単粒子膜（図４）及びそのパターニング手

法の開発23)などが挙げられる。酸化亜鉛研究の詳細

については引用文献24)等を参照されたい。

44）まとめ
3d遷移金属酸化物は種々の物理的・化学的特性を

持つことから、環境浄化・低負荷材料、エネルギー

材料、情報･通信材料及び電子･光学材料として、世

界中で幅広くかつ精力的に研究されている。この流

れの中でNIMSでは、新しい合成手法の開発により

機能の向上、新規特性の開拓を実現し、応用面での

新展開及び基礎物性の解明に貢献している。
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11）はじめに
最近の情報通信、光技術に関連し、かつNIMSが

深く係わっている材料としては，ニオブ酸リチウム

（LiNbO3：LNと略称）、タンタル酸リチウム

（LiTaO3：LTと略称）がある。Nb（4d遷移金属）、

Ta（5d遷移金属）イオンといったd0イオンを中心に

おいた酸素６個で配位された８面体構造は、混成結

合による非対称的な構造を生じやすい。この混成化

した結合エネルギーは、８面体が変形（すなわち対

称性が低くなる）することにより低下する。したが

って温度が下がると、変形により対称中心をもたず、

自発的双極子モーメントを有する強誘電相が現れ

る。

強誘電体材料の当初の応用は電子セラミックスあ

るいは圧電素子としての表面弾性波素子等が中心で

あった。しかし、近年では、強誘電体薄膜を記憶素

子へ、単結晶を光デバイスへ応用する開発が本格的

に展開されるようになった。多くは、通信および光

技術への応用であるが、これもあらたな展開を示し

つつあり、再び日本のものづくりとしての貢献が非

常に大きい分野でもある。

一方、希土類酸化物の代表的な応用は固体レーザ

ー用結晶である。1960年に固体ルビーにより、波長

694.3nmの赤色パルス発振に成功して以来、1965年

までには、多くの希土類元素（Nd、Pr、Eu、Ho、

Er、Tm、Yb、Gd）イオンによるレーザー発振が報

告されている。それ以降、現在に至るまでに材料の

候補も大方出揃った感がある。その中で、固体レー

ザー材料としての透光性セラミックスの開発は、近

年世界的に注目されているが、開発当初において

NIMSと深くかかわっている。

そこで本項では、紙面に限りのあるところから、

LN、LT単結晶およびセラミックスレーザー材料の

研究動向に焦点をあてる。

22）研究の動向
LN・LTの研究動向

ニオブ酸リチウム（LN）とタンタル酸リチウム

（LT）は強誘電体単結晶の代表的な材料である。どち

らも擬イルメナイト構造を持ち、室温では空間群R3c

の三方晶で対称中心のない強誘電相であることが、

Matthias and Remeikaによって1949年に報告された。1)

その後、Ballmanらにより回転引上げ法 （CZ法：

Czochralski法）で大形単結晶が育成されてから、2)急速

にそれらの諸物性が明らかになった。優れた圧電特

性、電気光学特性、非線形光学特性を有し、これほ

ど多分野にわたり数多く研究されてきた酸化物単結

晶も少ない。

一般的に、強誘電体結晶では、複雑な相転移を伴

うものも多く、大型で均質な単結晶を育成するのは

困難とされる。これに対し、LN、LTは180度分極し

か存在しないこと、相転移点が高温であることから、

安定した材料として回転引き上げ法で大口径、高均

質化が進められてきた。この回転引き上げ法で結晶

の均質性を高める中で、LN、LTの相図が詳しく研

究され、これらの結晶の [Li] / [Nb] 比、[Li] / [Ta]

比は高温で広い組成幅（不定比性）を示すことが明

らかになった。3) ～ 5)

高温におけるLN、LTの不定比性は、おもにNb成

分過剰側あるいはTa成分過剰側に伸びており、Li成

分過剰側に伸びていない。したがって、一致溶融組

成（＝コングルエント組成）はNbあるいはTa成分

過剰側にある。その組成は、Li：Nb比あるいはLi：

Ta比がおよそ48.5：51.5である。通常のCZ法ではこ

の一致溶融組成の融液を用いて育成しないと、均一

組成の単結晶はできない。Ballmanが育成して以来、

市販される大型結晶の組成は常に一致溶融組成であ

った。これは育成上の制約から組成が決められてい

ることになる。ところが、一致溶融組成では、数％

に達するNbあるいはTa過剰イオンがLiイオンを置き
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換えている（アンチサイト欠陥）し、Liイオンサイ

トに、やはり数％の空位欠陥をもたらしている。6)

これらの不定比欠陥密度を制御した定比組成（ス

トイキオメトリック組成）LN、LT（SLN、SLTと

略称、これに対してコグルエントLN、LTをCLN、

CLTと呼ぶ。）の育成と評価に注目し、様々な特性

の改善が報告されてきた。7) ～ 10)その中では、NIMSが

果たした役割は大きい。

図１は、LNをタイトルにした論文数の推移である

（Web of Scienceを使用）。1975年頃からも年間100報

以上の論文は報告されている。80年代以降は光変調

器、光集積素子、ホログラムなどの光学素子への応

用が中心であるが、1990年まで漸増の状態であった。

1990～92年を境に論文数は急激に増加している。

その要因の一つとしては、LNを用いた情報記憶法の

デジタルホログラムが可能となり注目されたことに

ある。それまでホログラムは立体像の記憶あるいは

情報処理演算などが主であったが、デジタル情報を

記憶できる方法として展開されブームを起した。ま

た、1990年に、電界により分極反転をパターン化で

きることが発表され、波長変換素子、光偏向素子な

どへの応用が開けたことも研究数を増加させてい

る。光通信デバイスへの応用もIT革命への投資とし

て急増した。

一方、1992年に前述した不定比欠陥の問題と、そ

れを制御した単結晶育成法がNIMSの前身である無

機材質研究所より発表された。図１の緑コラムは定

比（stoichiometry）をタイトルにいれた論文数の推

移で、1992年を境に取り扱われるようになり、また

近年になって増加傾向にあると言える。

一方、LTをタイトルとした論文数の推移を図２に

示している。1990年まではLTの光学素子への応用は

限られており、焦電センサー用、限られた企業によ

るテレビ，ビデオ用SAWフィルターへの応用が主で

あった。しかし、1990年より論文数は急増している。

携帯電話のSAWフィルターとしてLTが使われるよ

うになり、一挙に需要が高まったこと、分極反転に

よる波長変換が注目され始めたことが影響している。

図２の青色コラムは、不定比に関する論文数で、

機構でもLNの後発として発表してきたが、全体の論

分数の増加とあいまって急に立ち上がっている。こ

れらの立ち上がりのほとんどは、周期分極反転によ

る波長変換素子への応用を目指したもので、今後大

きく展開しそうである。

セラミックスレーザーの研究動向　

前述したように、固体レーザー材料としての結晶

材料はかなり早い時期に出そろってきた。しかし、

高出力化、半導体励起、マイクロチップ化などとい

う用途あるいはシステムの変遷にともない、注目さ

れる材料も変わっている。Nd添加YAG（Y3Al5O12）

レーザーは、固体レーザーとして今でも代表的なも

のであるが、活性化イオンであるNdの添加濃度に限

界があることから、Nd添加YVO4が注目された。Nd
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図２　年次別によるタンタル酸リチウムをタイトルとした論文
数推移。緑は全体。青は不定比欠陥に関する論文数

図１　年次別によるニオブ酸リチウムをタイトルとした論文数
推移。赤は全体。緑は不定比欠陥に関する論文数



添加YVO4はLD励起光に対して高い吸収係数と大き

な誘導放出断面積をもつ。このためマイクロチップ

または小型固体レーザー材料として盛んに開発さ

れ、すでに市場に出回っている。11) , 12)しかし、YVO4

は熱伝導度が低い事、機械的強度も低く、蛍光寿命

も短い。高品質で大口径の単結晶育成が困難である

という欠点も持っている。

そこで、注目すべきは透光性セラミックスをレー

ザーホストに利用しようとする開発研究である。こ

れは無機材質研究所でその端を発している。

焼結法YAGセラミックスでは、単結晶以上にNd

を添加することが可能であり、高い吸収特性を実現

することができる。粒界の散乱などもほとんど制御

され、従来の単結晶より優れた特性を示すことから

マイクロチップレーザー材料としてはうってつけで

ある。

図３には、セラミックスレーザーをタイトルとし

た論文数推移を示しているが、1990年から急上昇し

ていることがわかる。また材料もYAGだけではなく

種々の材料にまで広がり、今後の展開に目がはなせ

ない。レーザーとしての応用は、非常にレベルの高

いものであり、この技術が確立されれば、今後広い

分野で単結晶を置き換える可能性さえ示している。
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図３　セラミックスレーザーをタイトルとした論文数推移
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11）はじめに
ガラス材料は、窓ガラス、ガラス瓶、食器などの

伝統的かつ生活密着型の製品から光学機器のレン

ズ、コンピュ－タ－のハ－ドディスク、ディスプ

レ－用ガラス、光通信ファイバ－などの機能性ガラ

ス材料として広く使用されている。特に、現在精力

的に研究されているガラスがナノガラスと呼ばれる

高度に組織制御を施すことにより新規の機能を発揮

させる機能性ガラスである。

図１にナノガラスに対する基本的な考え方を示し

た。第１世代に示した状態は、ガラス中に原子やイ

オン状の活性点がランダムに分散した状態で、いわ

ゆる普通の機能性ガラスである。希土類イオンを分

散させたレ－ザ発振に使われる蛍光発光体などがこ

のグル－プに属する。研究開発では、ガラス組成を

種々変えてガラス化する新組成を探索し、その中か

ら役立つ物性を有するガラスを探し出す。第２世代

に示した状態は、原子やイオンが数個集まった微粒

子状活性点がランダムに分散した状態で、ガラスと

しての性質が支配的なナノガラスである。非線形光

学材料として期待される半導体微粒子分散ガラスが

このグル－プに属する。第３世代の状態は、活性点

のサイズが少し大きくなると共にガラスマトリック

ス中に規則的に配列して分散している状態で、結晶

としての性質が現れてくるナノガラスであり、非線

形光学材料用のフォトニクス結晶としての機能を発

現し得るガラスである。第３世代の状態のナノガラ

スが現在世界で精力的に研究されている。第３世代

の状態は、化学的な相として見ればガラス状態であ

るが、結晶に相当する物性が発現する状態である。

ガラス研究者の間では18年ほど前から第２世代，第

３世代の状態のガラスを実現しようとするアモスタ

ル構想、1)コンジュゲ－トガラス構想、1)ポ－リング技

術2) などが提案されており、現在のナノガラスはこ

れらの考え方を基盤として、より高精度化・高機能

化を目標に研究されている。

22）研究動向
現在世界で精力的に研究されている代表的な機能

性ガラスやナノガラス作製技術を以下に紹介する。

気相合成法3)

原料ガスどうしを化学反応させてその反応物を基

板に堆積させるCVD（Chemical Vapor Deposition）

法や目的物質と同じ材料（タ－ゲット）にイオンを

ぶつけて目的のイオンを叩き出して基板に再び堆積

するスパッタリング法などによる気相合成法であ

る。活性点やナノ構造はマスクや自己クロ－ニング

現象を利用して、物質を変えて繰り返し堆積するこ

とにより形成する。精度・安定性共に優れた方法で

ある。

レ－ザ－誘起構造法4)

フェムト秒レ－ザ光をレンズでガラス中に絞り込

み、照射部に構造変化を誘起して屈折率の高い部分

を形成する方法である。点だけでなく線、即ち光導

波路も形成できる。制御性・簡便性に優れる。フェ

ムト秒パルスレ－ザ光は、ナノ秒オ－ダ－のパルス

レ－ザ光と異なり、ガラス中に照射した時に加熱効

果以外のイオンの電子状態変化が関与する永久構造

変化（誘起構造）を引き起こすことが知られている。
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また、高出力レ－ザ照射で引き起こされる材料表面

のアブレ－ションと呼ばれる照射損傷が発生しにく

い特長があり、レ－ザ照射に最適の光である。銀な

どのイオンの還元およびその逆のイオン化、また、

屈折率パタ－ン形成による回折格子などが現在まで

に実現されている。用途としては、高密度３次元光

記録、微細発光光源や微細回折格子などが考えられ

ている。

エッチング法5)

半導体製造におけるフォトリソグラフィ－技術を

応用した方法で、精度、安定性に優れた方法である。

気相合成法で堆積したガラス膜を精密加工技術によ

り加工して規則的な穴を空けることにより世界初の

本格的なフォトニクス結晶が作製されている。この

場合、結晶の原子に相当する物が空気柱でマトリッ

クスがガラスそのものとなる。電子線や高出力エキ

シマレ－ザ光によるアブレ－ションを利用した直接

のエッチング加工、そして、放射光X線や高速に加

速した重粒子イオンビ－ムを照射した後の照射ダ

メ－ジ部分をエッチング除去する手法なども用いら

れている。空孔を利用するのは、屈折率差を稼ぐの

に非常に効果的であること、また、界面が非常に綺

麗に仕上げられることによる。

陽極酸化法6)

図２に形成法を示す。ガラス表面に導電膜を形成

し、更に、この上にアルミニウムの薄膜を蒸着法や

スパッタリング法により形成する。NIMSが独自に

開発した機能性ガラス作製法である。アルミニウム

薄膜を陽極酸化してナノサイズの細孔がガラス面に

垂直に配列した非晶質アルミナ多孔体薄膜とする。

導電膜はアルミニウムの陽極酸化を最後まで進める

ための電極である。また、一般のアルミの陽極酸化

膜では不可能であるが、ガラス表面上の酸化膜では、

バリア層と呼ばれる細孔底部のアルミナ膜が側面の

アルミナ膜より薄いため、エッチングにより完全に

取り除ける。自己組織化過程を利用しているためマ

スク等なしでナノメ－タオ－ダ－の細孔組織が形成

できる。作製可能な細孔径は数nm～1,000nmの広範

囲に亘る。細孔中にはゾル・ゲル法や電析法により

化合物や金属を導入することが出来、ナノ組織に

様々な機能を付加することが出来る。更に、非晶質

アルミナと細孔中に導入した化合物との溶解度差を

利用して、アルミナの部分をエッチングで取り除き

ガラス表面にナノロッドやナノチュ－ブのアレイを

形成できる。二酸化チタンを導入した光触媒への応

用や磁性体を導入した高密度磁気記録媒体、そして、

誘電体を導入した疑似フォトニクス結晶などへの応

用が期待されている。

結晶化法・分相法

結晶化法は、ガラス中にナノサイズの結晶を析出

させる方法で、透明結晶化ガラスの製造法である。

ガラスの結晶化は一般的に２段熱処理法が用いられ

る。ガラスを結晶核生成温度域で加熱した後、析出

核を成長させるより高い温度で更に加熱して結晶サ

イズを調整する。レ－ザ光照射トリガ－による規則

的結晶析出7) を利用したナノガラスによる第２高調

波発生の研究例がある。また、結晶が析出し易いガ

ラス表面に結晶を析出させて機能を発現する方法も

研究されている。高橋等8) は、B2O3-GeO2系を中心と

するガラス形成系で系統的に透明結晶化ガラスを作

製し、ガラス表面に強誘電性の結晶が配向析出する

ことを見出し第二高調波発生を実現している。

分相法9) は、液相状態で２液に分離する液－液分

相（安定不混和現象）或いは液相線温度以下の潜在

分相現象を利用する方法である。分相析出相が液滴

となる、核形成・成長機構による分相領域を利用す
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る。不混和温度と呼ばれる分相限界を示す温度以上

に加熱して均一な融液とした後、分相温度域に融液

を冷却して所定の時間保持し分相を進行させる。最

終的に分相融液を急冷して分相粒分散ナノガラス、

即ち、第２世代のナノガラスを得る。急冷時に融液

を引っ張ったり、圧縮したりすることで分相粒を扁

平に変形させ物性に異方性を付与することも出来

る。適用できる組成系には、アルカリ土類ケイ酸塩

系、アルカリ土類ホウ酸塩系、鉄ケイ酸塩系、チタ

ンケイ酸塩系などがある。また、第三成分として希

土類酸化物等を加えると分相粒中に濃縮されるた

め、分相粒の組成だけを優先的に変化させて機能発

現に結びつけることも出来る。

高速新ガラス探索研究

ガラス組成を変化させて新規のガラスを探索する

方法として、コンビナトリアル手法を取り入れたガ

ラス研究システムがNIMSにおいて世界に先駆けて

開発されている。10) 従来の100倍以上のスピ－ドで

新ガラス探索が可能である。図３にシステムの概念

図を示す。試料合成や物性測定を並列操作により高

速処理することで研究を高速化している。網羅的研

究により新規の機能性ガラスの発見に繋がる。

33）今後の動向
ここで紹介した各種機能性ガラス作製法はそれぞ

れに特徴のある方法であり、どれが優れているとい

うものではない。開発するガラスの種類に応じて使

い分けられる。気相合成法、レ－ザ誘起構造法、エ

ッチング法は規則的な２次元、３次元分散を作製す

るのに適しているが、生産性はあまり高くない。陽

極酸化法は規則構造を有する比較的大きなナノガラ

スを生産性良く製造するのに適している。析出現象

を利用する結晶化法や分相法も生産性に優れた方法

であるが、規則的な結晶の分散は不得意である。

今後、ここに紹介した様々な方法による材料開発

研究が並行して進み、それぞれの方法の特長を活か

した実用機能性ガラスが生み出されてゆくであろ

う。また、コンビナトリアル研究手法は、今後企業

における研究システムへと発展・普及して行き、新

材料開発を大いに加速するものと期待される。

44）まとめ
新ガラス材料の開発は、多様な合成技術とコンビ

ナトリアル手法探索の組み合わせにより精力的に進め

られると期待される。特に、環境・エネルギ－・情報

分野におけるガラス材料への要求が強く、当該分野の

研究が進むであろう。また、ガラス産業はエネルギ－

多消費型の産業であり、CO2排出削減のための省エネ

ルギ－型生産技術開発も急務である。リサイクル技術

の高度化と共に新規のアイデアに基づく工業的ガラス

製造法の研究開発も求められるであろう。
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11）はじめに、世界の動向
複合材料の研究開発の歴史をたどってみると、ゴ

ム、プラスチックス、金属、セラミックスのように

使用温度が高くなるように発達してきた。この歴史

の中で複合材料の研究開発の将来について材料特性

という観点を中心に記述する。今までに、複合材料

特性としては力学的性質を中心に研究が行われてい

た。これは、軽くて強い材料が、我々の日常生活で

利用される航空機や乗り物などに要求され、それら

の特性を満たす材料であったことによる。図１は代

表的な金属材料、セラミックス材料、高分子材料お

よび複合材料の比強度と比剛性の関係をプロットし

たものである。複合材料では両者を兼ね備えた特性

を持つことができる唯一の材料であるといっても差

し支えない。

複合材料の中で最も多く利用されている高分子系

複合材料であるFRP（繊維強化プラスチックス）の

繊維自体の特性はほぼ最高性能に達していると推定

される。図２に炭素繊維の引張強度と引張弾性率の

関係を示す。引張強度が 7,000 MPa以上の高強度炭

素繊維、引張弾性率が 900 GPa以上の高剛性炭素繊

維が存在している。しかし、実際に材料を使う立場

において、実用的に応用範囲が広がる傾向とは逆に、

ノウハウに頼らざるを得ない環境にもなっている。

特に、界面の剥離や異種材料との接着構造及びその

信頼性確保、表面での衝撃損傷や水分などの耐環境

性の保障など、一見解決されているように考えられ

ている問題が依然として残されている。

金属系複合材料も大きな比弾性率を持ち、マトリッ

クスに用いる金属材料の使用温度範囲を高くできる可

能性を求めて多くの研究が行われたが、応用分野を見

出すことが難しく、研究開発は積極的に行われていな

い。金属系複合材料は、低熱膨張率が金属材料固有で

は得られない材料として現在も残っている。セラミッ

クス系複合材料では粒子分散やウイスカー分散のもの

が破壊靱性にして 10 MPa m1/2 以上を達成できなかっ

た。連続繊維を織物状にしたものを利用したセラミッ

クス系複合材料では強度の向上を目指したものではな

く、大きな破壊抵抗を持つ高温材料としての位置づけ

で研究開発が行われている。
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図１　各種材料における比剛性と比強度の関係 図２　炭素繊維の引張強度と引張弾性率の関係



いずれの複合材料系も、その強化機構や機能発現

機構を理解することは比較的容易であり、現状では

生じた現象の90％以上は過去の知識を駆使すれば理

解できる現状にある。さらに、巨視的な力学機能設

計及び非力学機能設計に関しても既存の材料及び複

合化指針の延長では新たな材料技術を構築するとい

う側面からの期待は薄い。

22）国内外の動向
ここでは、近年の重要な複合化技術について要点

を述べる。

① 複合材料の概念：

既存の複合材料研究分野は各論の領域に入り、新

たな複合材料の概念が近年著しく報告されるように

なった。特に、顕著なことは「複合材料」の持つ意

味が従来からある材料の枠をはるかに超えて、ナノ

オーダーの複合化や組織制御に用いられるようにな

ったことである。国内においては、学会の縦割り構

造による弊害のために統一コンセプトは得られてい

ないようである。

② 金属系複合材料：

金属系複合材料は転位論の限界を打破できる強化

機構として30年ほど前に大きな注目を集めた。その

後、新しいセラミックス系繊維やウイスカーが国内

で開発されるにつれ、これらの新素材の利用が試み

られたが特殊な用途以外に素材として広く利用され

るにはいたらなかった。この問題は、複合材料とし

て金属材料を上回る大きなメリットが見当たらなか

ったことによる。金属系複合材料の分野では、新た

な材料の探索は難しい段階である。低熱膨張や高剛

性材料などの特殊な分野での研究が必要である。

③ 高分子系複合材料：

図３にFRPの代表的な強化繊維として用いられる炭

素繊維の需要量（予測を含む）を示す。（a）は国別の

需要量を示し、（b）は産業別需要量を示す。炭素繊維

は1960年代後半から宇宙開発競争を背景として登場

し、この分野においては我が国が圧倒的に高いシェア

を占めている。

高比弾性、高比強度を持つFRPでは使用分野が拡大

の一途にあり、航空機へのFRPの適用比率も増大して

いる。一方、企業が実用材料の安全安心を確保するた

めに必要としている検査技術の確立や最適な製造過程

の研究などは大学・研究機関の研究対象とはなってい

ない。FRPのインテリジェントマテリアル化・スマー

ト技術の研究も多いが、基本のコンセプトは出来上が

っている。古くて新しい問題として常に研究を維持し

ている欧米タイプの研究は極めて少ない。大多数の研

究者が同じ方向を向いているというのも古典的高分子

系複合材料の国内研究の特徴である。

ナノ複合材料も高分子の世界では活発に研究が行

われている。自己組織化、ナノ組織化が数多く研究さ

れているが「物質」レベルの研究にとどまっている。

④ セラミックス系複合材料：

粒子やウイスカーを分散させたものは研究開発が
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図３　炭素繊維の需要量

（b）産業別需要量（a）国別需要量



一段落している。繊維を利用したものはセラミック

スでは得られない高破壊抵抗が得られるので実用化

が進みつつある。新たなコンセプトの表面複合材料

や耐環境コーティングなど複合材料の実用化に応じ

た新たな問題への対応が遅れている。欧米に大きく

差をつけられる可能性もある。

論文データベース（SCI Expanded）により、1985

年以降現在までに出版されている全ての論文を対象

として、ナノと複合材料の両者のキーワードが含ま

れている論文を検索し、各年毎に発表された論文件

数を国別に整理したものを図４に示す。論文総数は

1993年以降増え始め、2000年以降から急激に上昇し

ている。我が国から発信された論文の割合は約14％

で米国、中国についでその存在感を示している。特

に2004年には中国は米国を抜いて発表件数が急激に

伸びているのは注目すべきである。また、韓国はフ

ランス、ドイツについで件数が多い。図５は2004年

に発表された総論文数の内訳を高分子系、金属系、

セラミックス系などに分類して示したものである。

６割強が高分子系ナノ複合材料に関するものであ

り、力学特性向上のみならず光学特性、導電特性、

熱放射性、減衰特性などの多機能性を発現すことか

らその注目度が高い。

33）NIMSの現状・NIMSの研究
複合材料グループではナノ複合材料の研究に取り

組んでいる。ナノ粒子分散高分子及びセラミックス

系複合材料の研究を始めた。これらの複合材料では

単なるナノサイズへのダウンサイジングではなく、

複合効果を用いてナノ特異効果を得る材料を探索し

ている。ナノ効果として、弾性率、熱膨張率、電気

伝導率、熱伝導率などの特性が、従来の巨視的な複

合効果の範囲を超えた特性を得ることができるかを

調べるとともに、光や電磁波との相互作用、変形や

破壊現象などでは新たな予期できないナノ特有の複

合効果が得られるかを調べている。また、ナノ効果

を利用するために、ナノ複合材料を利用したハイブ

リッド化を行うためにバイオミメティックスの手法

を用いてマルチスケール化することも開始した。

これらの特性は、高分子、金属、セラミックス系

といった材料の種類の枠にとらわれずに実施してい

る。また、ナノ材料技術に対応した計測評価技術の

開発にも着手している。ナノ複合材料の概念がここ

数年のうちに急速に拡大し、異種分子構造が存在す

る高分子材料でも複合材料という言葉が用いられる

ようになった。グループでもこのコンセプトを積極

的に取り入れ、従来から行われている複合材料の研

究開発には大きく注目される研究はないが、ナノ複

合材料の分野では新たな機能の発現や既存の複合化

技術では得られなかった特性が得られている。例え

ば、クレイやシリカなどのナノ粒子を高分子材料に

複合化することにより、複合材料の弾性率が高分子

単体の1.5～３倍になることが報告されている。また、

最近では、極めて特異な力学特性と低密度を持つカ

ーボンナノチューブを分散させた複合材料の開発も

盛んである。しかし、この優れた特性を十分に生か
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図４　ナノ複合材料に関する論文件数の推移 図５　2004年に発表されたナノ複合材料に関する論文の内訳



されているとは言えずナノ複合化効果のメカニズム

についてはまだ明らかではない。

将来実用化が広がると考えられる高分子系及びセ

ラミックス系複合材料では、新たな人材の確保と研

究分野の拡大に努めている。現在は、組織化の第一

段階が終了し、今後は組織に所属する人員の能力を

最大に発揮した複合材料研究に本格的に取り組む予

定である。

44）今後の動向
複合材料の研究は大きな曲がり角に来ているとい

える。すなわち、従来から行われていた強化素材、

マトリックス、界面というパラメーターによる取り

扱いから、それぞれの素材自体及び界面での組織制

御や設計が必要になる。これは従来からの技術の延

長上では新たな展開が図れなくなることは明らかな

ことである。例えば、マトリックス自体や界面ナノ

構造制御、ナノオーダーの弾性率や熱膨張係数の差

を積極的に利用した複合材料の研究などを積極的に

行うことが必要である。このときに、単に、現在の

複合材料に対する複合化組織のダウンサイジングで

ないナノ相互作用を利用した材料研究が望まれる。

新しい材料を創造していくという研究とは別に、

複合材料の抱える問題点を古い問題と捉えずに解決し

ていくことが必要である。例えば、複合材料の品質・

信頼性保障や接着・接合部分の非破壊検査などは実用

化に際してノウハウで解決されている分野である。過

去に行われた研究と類似していても、近年のコンピュ

ーター技術と電子技術の進歩により、昔とは異なった

アプローチが可能となるはずである。以上のように、

複合材料研究の今後の方向としては、(a)ナノ材料技

術を積極的に利用した新たな複合効果の探索、(b)最

近の科学技術の進歩を積極的に利用した試験・計測技

術の開発などの古くて新しい重要な未解決の問題への

チャレンジが強く望まれる分野である。

今後の複合材料研究として ① 力学関連複合材料、

② 非力学関連複合材料、という側面から次のように

考えられる。

① 力学関連複合材料:

マトリックスの種類によらず、複合材料の大きな

特徴は材料中にミクロな破壊を累積できる点にあ

る。現在の複合材料では、ミクロ破壊のユニットと

して繊維破断、マトリックス破壊、界面の剥離など

が挙げられるが、これらは数十ミクロンメートルの

オーダーである。この寸法の破壊が累積することに

より、コンプライアンスの増加が生じるとともに、

材料自体の寸法変化が生じてしまう。最近の材料技

術ではナノメートルオーダーの組織制御が金属、セ

ラミックス、高分子材料で可能になっている。複合

材料の組織にもこのようなナノ組織制御を積極的に

利用することが課題であろう。複合材料を使用する

立場からは、材料の信頼性確保及び寿命予測等、ノ

ウハウで解決されていたものを科学技術の立場から

再検討することも不可欠である。

② 非力学関連複合材料:

繊維や粒子を複合化することにより、熱膨張係数

を効率良く向上させることができる現象は、すでに多

くの材料で実用的に利用されている。この技術では、

特に複合化ということを意識していないものも多い。

また、理論的考察に関しても、構造に不敏感な材料特

性を構成素材の体積率から実用上十分な精度で予測す

ることも可能になっている。電気伝導や熱伝導などで

は界面の効果があり、精度の良い予測は難しいが構成

素材の特性からおおよその性質を見積もることは可能

である。機能材料としては、今後使われる部材のダウ

ンサイジングが進むことが予測される。例えば、マイ

クロマシンやバイオ、デバイスなどの分野では、使用

される材料自体がミクロンメートルオーダーの寸法に

まで小さくなることが避けられない。しかし、従来の

複合材料は、ミクロンメートルオーダー組織による不

均一性や異方性が問題となり、今後、これらの分野で

は適用ができなくなる可能性がある。このような観点

からも、ナノメートルオーダーの複合化技術は大いに

期待されている。
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11）はじめに
高分子材料は、金属や無機材料と並んで重要な役

割を担っている。高分子は、産業の基盤材料として

のプラスチック、ゴムや接着剤、フォトレジストや

分離膜、ゲルや生体材料など、その用途が幅広い。

また、繊維や梱包用の発砲スチロール、紙などを含

めると、今日の複雑かつ多様な産業構造と密接に関

連していることが分かる。

医療分野を除く世界の化学産業の規模は、144兆円

と言われており、高分子は、その主要な製品となって

いる。世界的に有名な高分子関連の企業には、デュポ

ン、ダウケミカル、バイエル、BASFなどがある。

一人当たりの年間プラスチック消費量は、西欧・

米国・日本で90～100kg（2001年度の統計）に達す

る。また、インドを含むアジアの消費量（13kg／人,

2001年）は、今後も急速に伸びることが予想されて

おり、環境やエネルギー問題との関連も小さくない。

本章では、2000年以降の高分子材料を取り巻く現状

や国内外での研究動向についての概観を試みた。1) ～ 3)

22）高分子材料に関する世界の状況
アメリカ化学会では、化学分野のグローバル企業

の上位50社の売上、収益、研究開発費などを調査し、

幅広く公開している。ここでは、最初に、当学会の

機関誌（C&E News, 2005年７月18日発行）から、そ

の動向を確認したい。表1に、主要な化学系企業の

2004年のデータを示す。売上高のトップ３は、ダウ

ケミカル、BASF、デュポンであり、いずれも300億

ドルを超えている。BASFでは、研究開発費として、

総額14億5,900万ドルを支出しており、売上の3.8%を

占める。この値は、2003年度の研究開発費より6.2%

上昇している。表1には示してないが、2004年では、

特に石油化学の売上が著しく伸びている。例えば、

Royal Dutch/Shellの売上は、294億ドルを超えてお

り、デュポンの売上に近づいている。石油化学に関

連したセクターは、化学工業全体の利益率を上げて

いるようである。我が国の企業では、三菱化学、三

井化学、住友化学、東レの４社が世界のトップ20に

入っており、2003年と比較して12%から28%を超え

る売上高の向上が見られる。世界の化学系企業のト

ップ50には８社の日本企業が含まれており、これら

の総売上は、上位50社全体の13.2%（780億ドル）に

相当する。

C&E Newsによると、2004年の化学製品の利益率

は、8.1%であり、2003年の5.5%から向上している。

一方、売上に対する研究開発費の割合は、平均2.1％

であり、過去５年間と比較して減少傾向にある。

高分子分野では、汎用材の提供から機能材の提供

へ、更に顧客志向のソルーション提供へと研究開発

領域が変化している。また、経営の最重要戦略は、

Ｍ＆Ａからコア事業の拡大（Organic Growth）へと、

その方針が明確にシフトしつつあり、アジア・中国

への重点投資が拡大している。

2005年３月末のNY原油価格は、１バレル当り55

ドルを超えている。１年前の原油価格は、32ドル前
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表１　高分子関連の世界企業の売上と研究開発費



後であり、過去10数年の間、20ドル前後で安定して

いたことを考えると、著しい高騰と言える。化学系

の世界企業は、オイルやガスの精製、あるいはエネ

ルギー事業を行っている場合があり、アメリカでは

天然ガスへの依存度も高い。このような諸事情のた

め、原油価格が高分子研究に与える影響は、一概に

は言えない。しかしながら、環境問題と同様に、大

きな長期リスクであることには間違いない。

図１には、日本の化学工業の研究開発費の推移を

示した。これは、政府の各種統計資料を高分子同友

会が纏めたものである。2000年度の研究開発費は、

8,018億円であり、総売上高の約４％を占める。この

値は、90年以降の景気の低迷にも関わらず、一定に

推移している。一方、研究開発のための設備投資は、

92年をピークに減少しており、2000年度は、ピーク

時の６割（約１兆円）に過ぎない。総務省統計局の

データでは、2004年度の日本の化学工業の総売上は

21.6兆円であり、営業利益は、約１兆4300億円とな

っている。一方、研究開発には、8,900億円が支出さ

れており、総売上高の4.1%に達する。詳しくは、下

記を参照：

http://www. stat. go. jp/data/kagaku/

33）環境と高分子材料
日本では、化学技術戦略推進機構（JCII）が中心

となり、Green Sustainable Chemistry 関連の技術開

発を推進している。同様な技術開発は、世界の高分

子材料の大きな研究動向となっている。例えば、コ

ーンスターチを原料として合成されたプロパンジオ

ールはポリエステルの原料に用いられており、石化

燃料から「コスト競争力のある」バイオマス原料へ

の転換が始まっている。環境負荷低減の技術として

は、ハロゲンフリーな難燃剤、VOC（揮発性有機化

合物）を含まない水溶性高分子塗料などが開発され

ている。また、高分子膜を用いる水処理技術、軽量

の高分子複合材料などの省エネ関連の技術開発、あ

るいは燃料電池などのエネルギー関連の高分子膜、

リサイクルが可能なカーペットなど、幅広い研究が

行われている。

日本の高分子学会では、その機関誌「高分子」の

2005年３月号で、環境を支える高分子技術を特集し

ている。注目すべき技術としては、CO2を原料とす

る非ホスゲン法ポリカーボネート製造プロセス（旭

化成株式会社）、自己消火性エポキシ樹脂（NECお

よび住友ベークライト）、リサイクル塗装システム

（日本ペイント株式会社）などが挙げられる。

44）日米の研究動向
我が国の高分子材料の研究は、欧米諸国と比較し

ても極めて活発であり、高い水準にある。例えば、

日本の高分子学会の会員数（12,500）は、高分子関

連の学会の中では世界最大であり、アメリカ化学会

の高分子部会の会員数（7,500）よりかなり多い。

図2（a）には、高分子関連でインパクトファクタ

ーが最も大きいMacromolecules誌（アメリカ化学会、

IF：3.621）への2005年１～３月の発表論文の国別比
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図１　日本の化学工業の研究開発費の推移（医薬分野を除く） 統計資料：“Survey Report on Science and Technology Research
in Japan”, Statistics Bureau, Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications；and
“Industrial Statistics”, Industry Division, Ministry of Economy, Trade and Industry



較を示す。日本からの発表は、33件であり、アメリ

カに次ぐ掲載数である。年単位の統計として、2003

年に同誌に掲載された日本の論文は、240報となっ

ており、これは全体（1,372報）の17.5％となる。一

方、図２（b）には、W i l e y社（ドイツ）の

Macromolecular Rapid Communications誌（IF：

3.236）への2004年度の発表論文の掲載数を示す。日

本の論文数は、中国、アメリカに次いでおり、本国

のドイツよりも多い。これらの結果は、我が国の高

分子研究のレベルの高さを示すものである。

図３には、2005年５月に開催された第54回高分子

学会年次大会での発表件数を分野別にまとめた。本

年度の一般研究発表は、2,276件である。分野別には、

ラジカル重合や重縮合などの高分子合成、デンドリ

マーなどの特殊構造ポリマー、高分子の反応や新し

い重合プロセスに関する「高分子化学」の分野から

481件、高分子の分子特性解析や固体物性、溶液物

性やレオロジー、ゲルやトライボロジーなどの表面

物性、薄膜や分子集合体に関する「高分子機能・高

分子物性」の分野から715件、光特性や電気・電

子・磁気特性、分離・認識・触媒特性、耐熱・難燃

性高分子、高強度・高弾性高分子、極限物性、液晶

などに関する「高分子機能」の分野から600件の発

表が行われた。

タンパク質や酵素、DNAや糖質高分子、生体膜、

バイオミメティクス、生物工学、DDS、生体材料な

どに関する「生体高分子および生体関連分子」の分

野からは、348件の発表が行われ、「環境と高分子」、

「高分子工業・工学」の分野からは、それぞれ、113

件と19件の発表が行われた。

2000年から2004年における高分子年次大会での一

般研究発表の件数は、1,890件（名古屋）、1,940件

（大阪）、2,028件（横浜）、2,081件（名古屋）、2,251件

（神戸）と年々増加している。高分子材料は、国内

の幅広い産業と密接に関連しており、研究者の関心

が増大していることが分かる。

一方、2005年３月に開催されたアメリカ化学会第

229春季年会（San Diego）では、化学に関連する930

のセッションにおいて、9,200件の研究発表が行われ

た。発表件数は、2003年の第225春季年会（New

Orleans）が約8,500件、2004年の第227春季年会

（Anaheim）が約8,000件と比較して増大している。

高分子関連の研究報告は、Division of Polymer

Chemistry（POLY）ならびにDivision of Polymeric

Materials: Science & Engineering（PMSE）の２つ

の部会の中で972件の発表が行われた。

POLYの特別セッションとしては、「最新のナノテ

クノロジーのための生体・合成高分子」、「カーボン

ナノチューブ・高分子・複合流体」、「高分子表面と

界面」、「バイオミメティック高分子」、「生分解性高

分子と材料」、「スマート高分子膜・複合体・デバイ

ス」の６テーマが選定されている。一方、PMSEで

は、「高分子材料の新しいコンセプト」、「高分子と

医用デバイス」、「集積回路作製における高分子の応

用」、「高分子ナノ複合体」、「エレクトロニクスのた

めの高分子半導体」、「高分子の緩和特性の閉じ込め
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図２　高分子関連の国際誌への発表件数の国別比較

（a）Macromolecules 2005年１～３月の累計 （b）Macromolecular Rapid Communications 2004年の累計

図３　2005年春の高分子学会年次大会での分野別の発表件数



効果」、「バイオナノテクノロジー：生物学と高分子

科学のインターフェース」、「非侵襲性輸送と診断：

タンパク・遺伝子・細胞」の８テーマが議論された。

それぞれの発表件数は、表２にまとめた。

POLY部会の各セッションのタイトルから、高分

子材料が、ナノテクノロジーの重要な要素であり、

環境や安全、あるいは医療に不可欠な基盤材料とし

て認識されていることがわかる。また、PMSE部会

のセッションからは、高分子材料がＩＴやバイオテ

クノロジー、デバイスなどの様々な産業と深く関連

していることがうかがえる。

55）まとめ
高分子材料を取り巻く現状には、いくつかの不確

定性があるものの、その材料としての重要性は、企

業の研究開発や学会での発表件数に見られるように、

着実に増しているように見える。高分子科学は、そ

の創成期から化学と材料という２つの側面が見事に

調和しながら成長してきた。高分子材料は、バイオ

やナノテクノロジーが現れる前から、多分野との積

極的な融合がなされており、基盤材料として確固た

る地位を占めるに至っている。このような高分子材

料の特徴は、科学技術がどのように発展しても、変

わらないものと考えられる。即ち、高分子材料は、

環境・安全・健康・エネルギーなどの諸問題を克服

し、Sustainable Growthを支える重要な材料となろう。

今回の研究動向調査の中で印象に残った言葉を抜

粋すると、（1）バイオをベースとしたマテリアル設

計、（2）ナノコンポジット、（3）カプセルやコーティ

ングなどのミクロ形態制御、（4）光材料や新規触媒、

（5）環境負荷の低減、（6）Organic Growth、（7）原油

高騰、などが挙げられる。これらは、高分子材料の

今後の展望を考えるための重要なキーワードとなる

であろう。

引用文献
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表２　2005年3月のACS Spring Meeting (San Diego) での高分子関連の発表件数

1)

2)

3)

雑誌「高分子」2005年１月号、ならびに2005

年３月号、高分子学会（及び、第54回高分子

学会年次大会の案内）

Chemical & Engineering News 2005年１月10

日号、2005年２月21日号、ならびに2005年７

月18日号、アメリカ化学会（及び、第229回

ACS Spring National Meeting の案内）

高分子学会および高分子同友会からの統計資料



11）はじめに
高度情報通信社会を支えるナノエレクトロニクスを

発展させるためには、原子レベルの精緻さを有するナノ

構造を駆使する必要がある。そのため、ナノデバイスや

その集積回路開発を支える基盤技術「ナノ計測技術」に

は、計測の局所性だけでなく、集積密度の向上に伴う回

路規模増大への対応、さらにナノスケールで顕在化する

量子現象の検出にも、正面から取り組まねばならない。

今後、バイオテクノロジーとナノテクノロジーの融合領

域の研究がますます盛んになると考えられるが、その成

否もまた、生体材料に適用しうるナノ計測技術の開発に

かかっている。

22）研究動向
原子レベルの空間分解能を有するナノ計測技術とし

ては、電子顕微鏡と走査プローブ顕微鏡関連手法（走査

トンネル顕微鏡、原子間力顕微鏡、走査型近接場光学顕

微鏡、走査型磁気力顕微鏡など数多くのプローブ顕微手

法が開発されている）が代表的なものである。電子顕微

鏡を用いるナノ計測は、創製した材料の評価技術として

定着しており、産業界にも広く普及している。しかしな

がら、単原子レベルの超高分解能イメージングや元素分

析、また炭素などの軽元素に関する次世代のナノ計測技

術に関しては、熾烈な開発競争が展開されているところ

である。走査プローブ（あるいは近接プローブ）顕微鏡

関連手法は、原子を一つ一つ操作する究極の材料構築技

術（単原子マニピュレーション技術）と密接に関連させ

たナノ計測を実施できるため、ナノテクノロジーを代表

するナノ計測技術と位置づけられている。近接プローブ

によるナノ計測の目的は多岐に渡り、電気的、磁気的、

光学的、力学的あるいは化学的なナノスケール物性の検

出が実現している。特に、磁気的、化学的な情報をナノ

スケールで計測する技術には未発達の部分が多く、今後

も精力的な開発研究が予想される。一つの流れは、走査

プローブ顕微鏡のマルチプローブ化である。NIMSをは

じめ、IBM、ピッツバーグ大学、東京大学、豊田工業大

学、国内外の走査プローブ顕微鏡メーカーなど世界中の

研究グループや機関がマルチプローブ化に精力的に取り

組んでいる。個々のナノ構造のデバイス応用が本格的な

実用化段階に至っていないので、マルチプローブ計測技

術も実用化前の開発研究段階にある。

33）NIMSの現状と動向
電子顕微鏡利用ナノ計測に関して、NIMSは原子識別

電子顕微鏡や超高分解能電子顕微鏡の開発、またナノテ

クノロジー研究を支えるためのインターネット電子顕微

鏡環境整備など特色のある事業を展開している。また、

走査プローブ顕微鏡関連ナノ計測では、NIMSは次項に

述べる極限環境制御技術を活用した装置の開発と運用に

高い実績がある。走査プローブ顕微鏡のマルチプローブ

化にも世界に先駆けて成功し、２本から４本の完全独立

駆動マルチプローブ走査プローブ顕微鏡を数台完成させ、

実際にナノワイヤーの長さ依存電気抵抗計測など従来不

可能であったナノ計測を実現した唯一の機関である。将

来の多種多様なマルチプローブ計測を想定したマルチプ

ローブ統合制御装置を開発すべく文部科学省からの委託

研究事業も推進している。

44）まとめ
走査トンネル顕微鏡や原子間力顕微鏡の開発は、そ

れが広く様々な材料研究に利用出来る物であったため

に、現在のナノテクノロジーの基礎となった。しかし、

昨今のナノ計測は、限られた材料の評価に特化した形で

開発される場合が多くなり、一般性を欠いたものが増え

てきた。個別の材料に特化した手法を開発していたので

は研究資源の有効活用も困難である。今後は、一般性・

汎用性のあるナノ計測装置・手法の開発が必要とされ

る。特に、原子レベルの精度で組み上げられた大規模集

積回路の評価に適用できるナノ計測技術、生体材料の評

価に利用できるナノ計測技術の研究開発に注力していく

必要があろう。また、マルチプローブ計測は超並列大規

模マルチプローブへと展開することによって、ナノ計測

の枠組みを超え、これまでにない精密さと規模を両立し

たナノ構造作製・計測技術へと展開できるだろう。
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11）はじめに
近年、ナノレベルでの物質・材料研究が盛んになる

につれ、極微領域特有のサイズ効果や量子効果の分

析・評価技術が重要となってきた。ナノデバイスやナ

ノマテリアルの新規機能は量子力学的な効果であるこ

とが多い。それらの多くは極低温・強磁場・超高真空

などの複合された極限場環境において顕著に発現す

る。極低温環境では熱的な擾乱が減少することから電

子波の関与する量子効果が明瞭に観測可能になる。例

えば、低次元電子波の干渉、Kondo効果、単一電子効

果、非弾性トンネル現象、などの計測が可能になる。

強磁場環境は、スピン制御、超伝導状態制御、Landau

量子化の観測、などに重要な役割を果たす。また、超

高真空環境は、原子レベルで清浄な表面の創製や単原

子操作などに必要な環境である。このように、極微構

造に起因する量子効果の精密な発現メカニズムを解明

し、新規の有用な機能の実証を行うためには、精密に

制御された複合極限場環境におけるナノプローブによ

る物性計測技術が必要となる。計測すべきナノ情報や

物理量としては、原子構造、局所状態密度（LDOS）、

バンド構造、フェルミ面、スピン、原子間力、磁気力、

摩擦力、ポテンシャル、仕事関数、フォトン、原子振

動、などが挙げられる。このような複合極限場環境に

おけるナノスケールでの物理量や量子効果の計測を時

間分解で行うことにより、新規ナノ機能・物性の探索

を大いに促進することが期待できる（図１参照）。

22）研究動向
ナノ計測においては透過電子顕微鏡（TEM）と走

査型プローブ顕微鏡（SPM）が重要であるが、多様

な物性計測が可能であり、かつ複合された極限場環境

を実現できる手法はSPMである。本節では活発な開

発競争が進められている複合極限場環境における原子

分解能SPM計測技術の研究動向について紹介する。

SPMのなかで最も重要かつ応用範囲の大きな手法

は、走査型トンネル顕微鏡（STM）と非接触原子間力

顕微鏡（NCAFM）である。STMは局所的な電子状態

のプローブであり、LDOS、バンド状態、トンネル電

子誘起ルミネッセンス、スピン偏極トンネル、非弾性

振動励起、 などの様々な多元的な物性計測が可能であ

る。一方、NCAFMはプローブ先端原子と試料表面原

子との力を利用して近接距離を制御しながら、探針も

しくは試料を走査することによりイメージングする。

NCAFMはSTMと同様に“真の原子分解能”を有して

おり、かつ絶縁体にも適用できる。主に、原子間力、

磁気力、摩擦力、ポテンシャル、仕事関数、などの物

理量を計測できる。SPMは計測器の小型化が比較的容

易であり、かつTEMよりも多様な物性・機能の計測が

可能であることから複合極限場環境での利用技術の開

発が1990年代後半からSPM先進各国で進められている。

極低温・強磁場・超高真空STMの開発では日本・

米国・ドイツが先進しており、3Heクライオスタット

もしくは希釈冷凍方式により１K以下の温度領域にお

ける原子分解能像が得られている。例えば、米国では

コーネル大学のDavisグループが希釈冷凍による極低

温（15mK）・強磁場（9T）のSTMの開発に成功し、

超伝導状態の解明に利用している。ドイツではハンブ
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図１　極限場環境ナノ計測による機能物性探索



ルグ大学のWiesendangerグループが、3He方式により

極低温（300mK）・強磁場（14T）のSTMを2004年に

完成させ、スピントロニクスやランダウ量子化の解明

に用いるものと思われる。一方、複合極限場環境にお

けるNCAFMの開発は、日本、スイス、ドイツが主導

している。Heクライオスタットによる５Kレベルでの

極低温・強磁場・超高真空NCAFMが開発されてい

る。例えば、スイスではバーゼル大学のGüntherodt

グループでは極低温（6K）・強磁場（7T）の

NCAFMの開発に成功し、原子分解能NCAFMと磁気

力顕微鏡（MFM）計測を達成している。ドイツでは

Wiesendangerグループが極低温（5.2K）・強磁場

（5T）のNCAFM開発に成功している。

複合極限場環境におけるSPMナノ計測の国内の動

向に関してSTMから紹介する。極低温・強磁場・超

高真空の３つの極限環境を複合させた原子分解能

STM計測技術の開発は、国内では東京大学および

NIMSで先導的な研究が行われている。東京大学の福

山グループは希釈冷凍による極低温（126mK）・強

磁場（6T）のUHV-STMの開発を行い、低次元ナノ物

性探索に適用している。一方、複合極限場環境での原

子分解能NCAFMの開発は大阪大学の森田・菅原グル

ープが先導しており、極低温（5K）のUHV-NCAFM

装置開発と原子分解能イメージングに成功している。

さらに2001年より極低温（5K）・強磁場（10T）の

UHV-NCAFMの開発に着手しており、最近、菅原ら

は原子分解能イメージングに成功した。

NIMSにおける極限環境SPMの開発は1990年代に極低

温原子分解能UHV-STMとして着手された。さらに2001

年より複合極限場環境における原子分解能STMの開発

が推進され、極低温（400mK）・強磁場（垂直方向、

最大11T）・極高真空（10－10 Pa台）の原子分解能STM

の開発に成功した。1)NIMSでは極高真空創製技術という

固有技術を有しており、清浄表面創製技術と組み合わ

せることにより、他のグループでは観測できない表面

の原子分解能計測にも成功している。特に、Si (100) 表

面やAu (111) 再構成表面の１K以下の極低温における原

子分解能STM計測に初めて成功している点が注目され

る。このような観点から、複合極限場STMの開発にお

いてNIMSは既に世界最高水準に達している。

33）今後の動向
極限場環境における高度SPMナノ計測の動向とし

ては、今後も活発な開発競争が行われると考えられ

る。これはナノレベルでの新規機能探索や量子効果

の解明がますます重要になるからである。

複合極限場STM計測においては、0.5K以下の極低

温・10T以上の強磁場・10－8 Pa以下の超高真空環境の

複合極限場における原子分解能STM計測技術が世界

トップ水準といえる。この水準に達しているグループ

は日本・ドイツ・米国に存在しており、極限場STM

計測技術の開発を先導している。特に、磁場強度が強

いほど新規物性や機能の発現が可能になることから、

開発競争は今後も続くものと思われる。NIMSは強磁

場マグネットを保有しており、他の機関に比較して有

利な立場にある。同様に重要な技術は、極高真空環境

や高精度トンネル分光計測技術の開発である。

一方、極限場環境NCAFMは、日本・スイス・ド

イツで主に開発が進められているが、現時点では

STMにおいて求められているほどの極端な極限場環

境を目指しているグループはない。これは光てこ方

式のNCAFMによる原子分解能計測が極限環境にお

いて、高難易度の技術であることにも起因している。

新規の簡便な高分解能プローブが開発されれば、極

限場環境NCAFM開発が活発化するものと予測でき

る。複合極限場NCAFMにおいてもSTM同様の原子

分解能計測が達成されれば、絶縁体を含めた多様な

物質表面の多元的な物性・機能計測が可能となる。

44）まとめ
極限場における計測技術に関して、世界的に開発

競争が行われている極低温・強磁場・超高真空環境

における原子分解能SPM計測技術に関して主に概説

した。このような高度先端計測技術の開発には精密

計測技術や極限場環境創製技術などが不可欠であり、

総合的な技術力が試される。また、このような世界

最高水準の計測技術は、ナノ構造の発現する機能や

物性のメカニズムを解明するうえで強力なツールと

なり、全く新しいナノ機能や量子効果の発見をもた

らす可能性が大きい。このような新たな“知の創造”

には国際的な連携が必要であり、物質・材料に関す

る国際的な中核研究機関が主導するべきである。

引用文献
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11）はじめに
オージェ電子分光法 （AES）やX線光電子分光法

（XPS）を始めとする表面電子分光法や電子線マイク

ロアナライザ（EPMA）や２次電子走査顕微鏡

（SEM） など電子をプローブまたは、検出する分光法

では２次元分析から３次元解析への拡張の試みが盛ん

になってきている。従来はイオンスパッタリングを併

用した深さ方向分析や収束イオンビーム（FIB）で断

面を作製した試料解析が主流であったが、観測したス

ペクトルの微妙な変化（ピークおよびバックグラウン

ドの形状など）や２次元イメージから表面近傍の３次

元的な組成や構造を推定する方法の研究が盛んになっ

ている。また、材料がナノレベルで複雑に作り込まれ

ることが多い昨今では、材料の構造・特性を明らかに

した上でスペクトルやイメージングの３次元シミュレ

ーションによって実際の評価を行うことが試みられて

いる。このようにスペクトル測定から２次元、３次元

の元素分布、構造を度量衡学的な“不確かさ”を伴っ

て知るためには固体中における電子と材料の相互作用

を記述する正確な物理量とその輸送現象に対する精密

な知見を基にしたモデリングが必要となる。

22）必要とされる物理量データベースの現状と問題点
低速電子を入射プローブとする分光法ではモンテ

カルロ（MC）法により電子の多重散乱過程をトレー

スし、相互作用を明らかにすることが一般的である。

このためには（a）弾性散乱断面積、（b）非弾性散乱

断面積、（c）阻止能等が必要である。また、EPMAや

SEMではさらに(d)内殻イオン化断面積、（e）蛍光量

子収率、（f）２次電子収量などが必要とされる。現状

は（a）の弾性散乱データベースはDHF（Dirac-

Hartree-Fock）ポテンシャルを用いて自由原子につい

て計算したものがNISTから公開され、従来の

Thomas-Fermi-Diracを用いたものに替わりつつある。

しかし、1000eV以下ではその正確さに疑問が残る。

また、（b）の非弾性散乱データベースでは、一般式

TPP-2Mまたは光学的な誘電関数から直接計算したデ

ータベースが広く用いられているが、200eV以下にお

ける計算の正確さや、実測値との比較による検証が

不十分である。特に低エネルギー領域ではexchange

correctionの重要性が指摘されているが、これは上記

のデータベースでは考慮されていない。（c）の阻止能

では、10keV以上でBethe の式が使われるが、それ以

下の領域ではデータベースは未だ確たるものがない。

また、SEMの定量化で重要な（f）については、ばら

つきが非常に大きく（数百％にもおよぶ）、問題とな

っている。その他のデータベースも低エネルギー領

域における整備が不十分であり、シミュレーション

の正確さを制限している。

33）シミュレータの開発の現状
SEMにおいては産業界からも正確な長さ測定が要

望され、エッジ効果を低減するために200eV以下の電

子ビームの使用が望ましいとされている。1) しかし、

現実にはMC法では、このような低エネルギー領域を

高精度で計算するのは不可能であり、この領域の有効

なモデル化が検討され、２次電子よりも深さを制御し

やすい反射電子の利用の有効性が指摘されている。

一方、最近開発されたAESやXPSのスペクトルシ

ミュレータ*では、３次元的な構造を仮定し、スペク

トル生成を行い、光電子のメインピークやバックグ

ラウンド形状などは、限定された系や元素ではある

が、うまく再現されている。1)ただし、AESスペクト

ルではピーク形状予測に難がある。現実的にはスペ

クトルに大きな影響を及ぼす表面励起効果や弾性散

乱効果の取り込みが電子輸送モデルに不十分であ

り、系が限定され、定量精度が悪いなど、実際の使

用は難しい。現状では元素の深さ方向分析に限定さ

れていると考えて良い。ただし、電子分光で必要と

される輸送断面積等の複合的な高次の物理量の計算

も可能であり、データベースとしても有用である。

* SESSA（NIST SRD 100）, QUASES 

（ http : // www. quases . com ）
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11) はじめに
透過型電子顕微鏡（TEM）は、その実空間での原

子レベル分解能イメージングの手法としてだけでな

く局所領域の構造解析やサブナノ領域での分析を同

時に行いうる、「ナノ物質・材料研究」において必要

不可欠であり、最も多く用いられているツールの一

つである。ナノ物質・材料の大きな特徴の一つはバ

ルクとは異なる構造や物性を持つことであり、これ

を高分解能かつ高精度に解析することがナノ物質・

材料の精密な制御につながると言える。次世代TEM

技術･開発の動向として、TEM本体の高分解能化・

高精度化やその場ナノ物性測定機能の付加、またそ

の３次元解析技術への展開が試みられつつある。本

章ではTEMの高分解能化・高精度化の開発研究、そ

の場ナノ物性解析技術の開発研究および３次元解析

技術の開発研究における動向についてまとめた。

22) 研究開発の動向
１）TEMの高分解能化・高精度化

TEMの分解能向上は、1990年くらいまでは対物レ

ンズポールピースの設計で球面収差の低減を目指す

試みが主流であったが、1990年代になって画像処理

などの計算機処理による収差除去法の試みがなさ

れ、2000年前後くらいからは収差補正レンズが開発

され始めた。そうすると最終的には電子顕微鏡の情

報限界が電子顕微鏡の分解能を制限するため、近年

では電子顕微鏡の高安定化、電子ビームの単色化、

レンズの収差補正など、トータルとして性能向上さ

せるための開発研究が諸外国のプロジェクトとして

行われつつある（表１）。

電子ビームの単色（モノクロ）化については分解

能向上だけでなく、分析機能技術の高精度化の観点

からも研究開発が進められている（表２）。単色化

によってナノ材料内の結合の詳細な電子状態を知る

ことが可能となる。1)
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4 新機能透過型電子顕微鏡

表１　高性能TEM開発プロジェクト

表２　電子ビーム単色化研究

表３　主なその場ナノ物性測定機能



２）その場ナノ物性測定機能

形態や構造、組成変化だけでなく電気・磁気特性

も含めたその場ナノ物性測定をTEM内で行うことに

より、ナノ物質・材料の構造・組成に依存したナノ

物性発現の探求が可能となることから、近年様々な

機能が付加されるようになってきた。表３は、主な

ナノ物性測定機能を示す。

３）３次元解析機能

TEMは試料の投影像を観察するものであるが、ト

モグラフィー技術を利用することによって３次元像

を得ることが可能となってきた。現在は３次元像分

解能向上によるナノ研究への応用が目指されつつあ

る。また、２次元組成マップや電子線ホログラフィ

ーにトモグラフィー技術を組み合わせて３次元元素

分析や３次元ナノ物性測定技術の開発がCambridge

大（英）やArizona州立大（米）などにて行われて

いる状況である。

33) まとめ
ナノ物質・材料研究における高性能・新機能TEM

の重要性はますます高まるものと考えられる。2000

年以降、TEM装置・解析技術の新しいブレークスル

ーが興りつつあり、ナノ物質・材料研究のイニシア

チブを持つためにはこれらTEM基盤技術・要素技術

の確立が重要である。
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11）はじめに
各種物質・材料分析評価法については国際規格と

してISO/IECがあり、国内規格としてJISがある。

1999年のISO/IECガイド21（国際規格の地域または

国家規格への採用）の改正により、「JISと国際規格

との整合化の手引き」が改訂され、国内規格の整合

化作業が進められている。

1990年代から、不確かさという、計測データの信

頼性を表すための新しい尺度が利用されている。従

来からの誤差や精度といった概念が技術分野や国に

よって、使われ方が統一されていないため、国際度

量衡委員会が計測データの信頼性を評価・表現する

方法の統一を図った。1993年に“計測における不確

かさの表現ガイド GUM（Guide to the Expression of

Uncertainty in Measurement）”が出版された。GUM

では様々な不確かさ成分を、1）標準偏差の計算をす

る通常の統計解析によるAタイプ評価、2）データ以

外の様々な情報から、標準偏差に相当する大きさを

推定するBタイプ評価のどちらかの方法で求め、これ

らを合成することにより、全体としての不確かさを

求めようというものである。不確かさはISO 9000

（品質システム）、ISO 17025（校正・試験機関の能力

に対する一般的要求事項）などの規格のなかではそ

の評価が必須のものとして要求されている。

22）研究動向
一次標準測定法はSI単位にトレーサブルな分析法

で、化学分析では、重量分析、電量分析、同位体希

釈－質量分析などがある。同位体希釈－質量分析法は

未知試料に分析元素濃度既知のスパイク（天然の存在

比とは異なる同位体組成を有する）を添加して質量分

析する方法で、硫酸バリウム重量法に併用し、鉄鋼中

の硫黄（S）定量例や鉄鋼中の鉛（Pb）定量例があり、

正確な分析結果が得られている。鉄鋼中の微量ケイ素

（Si）定量にゲル吸着分離と同位体希釈法を併用した

誘導結合プラズマ質量分析（ICP-MS）により、シン

グルppm以下のSiを精度よく定量している。同じく

Fe-Cr２元系合金の主成分であるFe及びCrのICP-MSに

よる定量も行なわれている。また、環境問題に関連し

て、有害試薬である塩素系有機溶媒を用いない分析法

の開発が検討され、溶媒抽出法に代わる共沈分離法、

イオン交換分離法、固相抽出法等の開発も進められ、

国内・国際規格の見直しが着実に行なわれつつある。

表面分析に関するISO規格はTC201（表面化学分析）

とTC202（マイクロビーム分析）で議論され、制定さ

れている。1)TC201ではオージェ電子分光法（AES）、

二次イオン質量分析法（SIMS）、X線光電子分光法

（XPS）、グロー放電分光法（GDS）、走査型プローブ

顕微鏡法（SPM）、全反射蛍光X線分光法（TXRF）

が対象である。それぞれ、用語の定義をはじめ、装置

の基本性能を決定するために必要なパラメータ、エネ

ルギー軸ならびにX,Y,Z軸の精度と校正方法に関する

規格および相対感度係数の決定方法やその使用方法に

関する規格が作られてきた。また、標準試料が具備す

べき性質やその選定方法および利用方法に関する規格

も作られている。スパッタリング法による深さ方向分

析の定量化や精度に関して、TC201固有の規格がある。

一方、TC202では波長分散型（WDS）電子線マイク

ロアナライザ（EPMA）による定性分析や定量分析の

手順からその適用範囲、分析電子顕微鏡（AEM）に

よるエネルギーロス（EELS）分析器のエネルギー校

正や分解能、走査型電子顕微鏡（SEM）の倍率校正お

よび画像分解能、エネルギー分散型検出器（EDS）の

装置仕様から分析方法に関する規格が作られている。

33）まとめ
最近の分析では精度はもちろん迅速化が求めら

れ、検証実験や分析に割く時間がなくなってきてい

る。分析結果の再現性やトレーサビリティを保証す

るためには、分析に関するガイドラインを正確に示

し、測定（議論）するべき対象を明確にする必要が

ある。そのためにも標準化や規格の制定がますます

重要となっている。
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11）はじめに
ナノ・バイオに貢献が期待されている様々な分析

技術の中でも特に国の研究機関として取り組むべき

ものは、軌道放射光、高圧電子顕微鏡、強磁場NMR、

中性子回折等々の大型特殊装置である。それぞれに

異なる特徴を持ち、お互いに相補的なこれらの分析

技術が全部揃うことによって初めてナノ・バイオの

分析は完結する。

軌道放射光、高圧電顕、中性子回折については既

に有効性が周知となっている。強磁場NMRの有効性

は、非晶質物質や混合物等の他の分析技術が苦手と

する物質においても、局所的な３次元化学構造（分

子の幾何学的構造、化学結合の種類と大きさ）を解

明できる点にある。ナノ・バイオ分野の中でも特に

触媒、ガラス、スラグ、燃料電池、太陽電池、生体

物質、等々の重要課題には、強磁場NMRが解決でき

る課題が多く存在する。

NMRは原理的に非晶質物質や混合物等の分析に有

利であることが当初から知られている。しかし従来

のNMRでは、磁場が低かったために、その有効性が

有機物など一部の物質だけに限定的であった。20テ

スラ（T）以上の磁場が利用可能になるとNMRの有

効性は飛躍的に拡大する。本来NMRは周期律表の約

90％の元素に対して分析可能であるにもかかわら

ず、従来は磁場が低かったために水素や炭素など３

元素しか分析対象にできなかった。（図１参照）

22）開発動向
NMRは８名のノーベル賞受賞者がいる特筆すべき

分析技術であるが、今なお、最先端の開発要素を多

く含み、開発途上にある。NMR60年の歴史は、磁石

の強磁場化の歴史（図２参照）でもあり、強磁場化

のたびに必ずイノベーションが実現してきた。約40

年前に電磁石（２テスラ）から超伝導磁石（５テス

ラ）に変わった時にNMRが化学分析（低分子の構造

解析）に使えるようになった。約20年前にNb3Snに

よる10テスラ超伝導磁石が実現した時にタンパク質

の構造解析が可能になった。超20テスラ時代が到来

199

強
磁
場
発
生
技
術
と
そ
の
応
用

1313

強磁場発生技術とその応用
清水　禎　強磁場研究センター磁場科学グループ

13
1 強磁場NMRの普及と開発動向

図１　90%の元素がNMR分析可能（図中の青、赤、黄）、しか
し従来技術では主要３核種（H、C、N）だけであった。
NMR可能な核種のうち75%は四極子核（図中の赤）。四
極子核は強磁場によってのみ分析可能である。
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した今、初めて可能になることは、分析対象の無機

物への拡大である。その理由は、無機物の分析に不

可避な四極子核の高分解能測定が20テスラ以上の強

磁場によって初めて実現できるからである。

今日ではハイブリッド磁石を用いれば40テスラ級

磁場も利用できる。アメリカ、フランス、オランダ

では、ハイブリッド磁石を含む強磁場磁石を開発す

る最大の目的は、強磁場NMRでナノ・バイオの材料

分析を実施するためと位置付けられている。

強磁場はNMR以外にも、各種の物性測定やMRIに

とっても必要である。しかし、これらの用途は、基

礎研究分野に限られるため市場性は極めて小さく、

強磁場磁石開発の牽引力にはならない。むしろ、

NMR用途の磁石に要求される性能が、他の用途の磁

石性能を上回っているため、NMRに使える磁石を開

発すれば他への流用や拡大も可能である。強磁場

NMR磁石の開発が磁石開発全体の牽引力として最も

効果的である。

33）今後の展開とまとめ
強磁場NMR磁石は、開発費と維持費に莫大な費用

がかかるため、必ずしも従来のNMR磁石のようにそ

れを必要とするユーザーが購入できるようになると

は期待できない。むしろ、国内に１～数カ所の拠点

を設置して、共同利用型の研究施設として国内ユー

ザーに開放する運営が適切であると考えられる。

強磁場NMRに係わる開発要素の中で最もリスクの

高い技術は磁石開発である。NIMSの強磁場センタ

ーは、超20テスラの超伝導磁石（930MHz、920MHz）

や40テスラ級ハイブリッド磁石など、磁場発生装置

の全種類を有する日本で唯一の強磁場施設である。

NIMSが保有する技術的基盤を最も効率良く発展さ

せるためには、NIMSが中核となり、磁石周辺の装

置群を含めたシステム開発を展開していくことが必

要である。実際に、産業界や大学などのナノ研究に

従事する研究者からNIMSの強磁場磁石を用いた

NMRの整備は大きく期待されている。

今後特に開発すべき磁石は、電源駆動型の超伝導

磁石（1.2GHz級）やハイブリッド磁石（1.5GHｚ級）

等の強磁場磁石である。磁場の強さだけを見るとハ

イブリッド磁石が有利であるが、開発費や維持費等

を考慮すると、電源駆動型の超伝導磁石の方がNMR

だけで専有して長期間稼働させる利用形態には適し

ている。ハイブリッド磁石は、ハイブリッド磁石よ

りも低い磁場で分析できなかった材料に限定して測

定を実施することになると予想される。

これらの新タイプのNMR磁石は磁場安定度が従来

の永久電流運転の超伝導磁石に比べて一桁乃至それ

以上悪いため、磁場安定度の低い状況でも高分解能

NMR測定を可能にするような技術開発が必要にな

る。その技術開発は磁場を安定化させるための機器

開発の側面と測定手法の開発というソフト的側面の

二面性を持っている。これらの周辺技術開発は、一

般に普及している低磁場磁石では必要のない技術な

ので、NIMSにおいて独自開発する必要がある。

近い将来に強磁場NMRが、今日の軌道放射光や中

性子回折のように、定着する日が来るかもしれない。
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11）はじめに
磁気共鳴画像診断装置 MRI（Magnetic Resonance

Imaging）はNMR現象を使用しているが、対象を細

かな体積要素に分割し、信号がどの要素から得られ

たかを同時に解析できる手法を組み込むことで、任

意のスライス面での画像化を行っている。2003年ノ

ーベル生理学・医学賞は「核磁気共鳴画像法の発見」

でP. LauterburとP. Mansfieldに与えられている。

MRIは放射線による被曝が無い、骨や空気による

影響を受けないため脳の内部や脊髄等を鮮明に診断

できる等の利点があり、国内では5,000台以上が病院

等で稼働している。現在は1.5テスラを発生するドー

ナツ形状の超伝導磁石を用いる機種と、オープン

MRIと呼ばれる、診断中に閉塞感を感じないように

配慮され、価格も安い永久磁石を用いた0.3テスラ程

度の機種に分化する傾向となっている。

22）強磁場化のメリット
NMRは理論的には磁場の3/2乗に比例して感度が

上昇するとされており、磁場の増加で画像のS/Nの

改善、精細化ができる。このため３テスラの機種も

認可を受け、臨床用に導入が開始されている。

これまでのMRIは殆ど解剖学的な形態計測（1Hの

計測による水の状態分布）に使用されてきたが、今

後は機能計測にも適用されると期待されており、こ

の観点から強磁場MRIの開発が精力的に進められて

いる。化学シフトの情報を利用して代謝機能を解析

するMRS（Magnetic Resonance Spectroscopy）で

は強磁場化に伴い、31Pや13Cといった代謝に重要な役

割を果たす核種の利用が可能となる。また刺激に伴

う脳内の血流変化を磁化率の変化として観測、マッ

ピ ン グ し 、 脳 の 活 動 部 位 を 推 定 す る f M R I

（functional MRI）では、強磁場化に伴う磁化率効果

の増加も期待でき、脳機能の解明は、世界の強磁場

MRIの主たる研究目標となっている。

33）世界の開発動向
７テスラの人体用MRIは我が国では新潟大学脳研究

所に設置されている。米国では強磁場MRIの導入が積

極的に行われており、７～８テスラの人体用MRIはか

なりの拠点機関に設置されつつある。現時点で最強磁

場である9.4テスラ（1Hの共鳴周波数で400MHz）の

MRIはUniversity of IllinoisおよびUniversity of

Minnesotaに設置されている。

フランスでは原子力委員会 CEA（Commissariat

à l'énergie atomique）によって "NeuroSpin"

（Intense Field Neuro-Imaging Center）の建設が進

められている。1)パリ近郊のCEA Saclay内にセンター

を建設し、磁石を含めたMRIの技術を現時点の最高

レベルとし、人間の脳機能の研究に用いるという計

画である。計画は流動的であるが、

・３テスラ人体用MRI

・11.7テスラ（500 MHz）人体用MRI

・11.7テスラサル用MRI

・17テスラマウス用MRI

が当初計画に含まれている。

33）材料開発の必要性
人体用MRIに使用される超伝導磁石はNMRスペク

トロメータに使用される磁石とほぼ同等の性能が要

求されるが、磁場を発生する空間の大きさが異なっ

ている。NMRスペクトロメータが直径51～89mmの

空間に磁場を発生するのに対して、人体用MRIでは

0.7～１mとほぼ10倍の直径で磁場を発生する必要が

ある。このため超伝導線材に加わる応力は同じ磁場

でも10倍程度増加する。NMRスペクトロメータは、

11.7テスラ（500 MHz）機種開発時に機械的特性に

優れたNbTi線材に加えて、強磁場特性に優れた

Nb3Sn線材を使用する転機を迎えた。11.7テスラMRI

は超流動ヘリウム冷却を採用することでNbTi線材の

みとするか、Nb3Sn等他の線材を組み合わせるか、

ぎりぎりの境目であるが、それ以上の強磁場では

NbTi線材のみはあり得ず、MRIで問題となる電磁応

力に耐えることのできる機械的特性に優れたNb3Sn

やNb3Al線材の開発が不可欠である。

引用文献
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2 人体用強磁場MRIの開発状況とその効果

1) http://www. meteoreservice. com/neurospin/



11）はじめに
質量分析法は、原子・分子科学や気体分析などの研

究領域で広く用いられてきた基礎的分析手法である。近

年ではタンパク質や、フラーレンに代表されるナノクラ

スターの分析にも利用され、生物科学やナノテクノロジ

ーの分野でも不可欠な分析手法となっている。本節では

強磁場応用としての質量分析法について述べる。

22）研究動向
質量分析法の適用範囲が、原子・分子から、タン

パク質やナノクラスターといった、質量数が大きく

複雑な構造を持つ対象へと拡大するにつれ、質量分

解能の向上と分析可能な質量範囲の拡張が強く求め

られている。質量分析法では、分析対象の気体物質

をイオン化し、その質量電荷比（m/Z）から質量数

を決定する。質量電荷比の測定には、飛行時間型質

量分析法（TOF-MS法）や四重極質量分析法（Q-MS

法）など様々な手法が用いられるが、磁場を用いた

フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴法（FT-ICR

法）は、原理的に高い質量分解能が得られるため、

近年精力的に開発が推進されている。FT-ICR法では、

イオン化した気体試料を磁場中に導入してサイクロ

トロン運動（円運動）させる。サイクロトロン運動

の周波数に一致する高周波電圧を外部から印加する

と、イオンはエネルギーを共鳴吸収して、運動の回

転半径が増大する。サイクロトロン運動の周波数は

イオンの質量電荷比により異なるため、高周波の吸

収をフーリエ変換して検出することにより、質量電

荷比の測定が可能となる。FT-ICR法の質量分解能は、

用いる磁場強度の増加にしたがって向上するため、

５～10テスラ級の超伝導強磁場マグネットを用いた

装置が日本や米国で開発され、既に稼動している。1) , 2)

33）今後の動向
生物科学やナノテクノロジーにおける質量分析法

の重要性が急速に高まったことで、10テスラを超える

超強磁場を用いて、FT-ICR法の性能を飛躍的に向上

させる試みが今後積極的に行われると考えられる。事

実、韓国基礎科学支援研究院は、15テスラ級超伝導マ

グネットを用いたFT-ICR装置を2007年までの完成を

目指して、米国国立強磁場研究所（フロリダ州、タラ

ハッシー市）と共同開発することを発表している。3)

一方NIMSの強磁場研究センターでは、超伝導マグ

ネット内にTOF-MS装置を組み込んだ、強磁場TOF-

MS装置を世界に先駆けて開発した。FT-ICR法が磁場

を利用した質量分析法であるのに対して、強磁場

TOF-MS法は磁場下の物質の質量分析を目的としてい

る。この装置を用いると、強磁場中の物質の質量分析

と分光測定を同時に行うことができるため、質量選択

されたタンパク分子やナノクラスターの構造や反応性

に対する強磁場効果を、分光測定で観測することがで

きる。生体に対する磁場影響の解明や、磁場を用いた

新規ナノ材料の創製に繋がる知見が得られる新しい測

定技術として、今後の発展が期待できる。

44）まとめ
過去10年に質量分析に関連した研究業績に対して

２件のノーベル賞が授与されていることからも、質

量分析法の基礎科学における重要性が理解できる。4) , 5)

質量分析法は、強磁場の分析技術への応用として、

強磁場NMRと並ぶ重要性を持つと考えられる。

引用文献
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1)

2)

3)

4)

5)

S. Maruyama, L. R. Anderson, R. E. Smalley,

Rev. Sci. Instrum., 61, 3686（1990）. 

A. G. Marshall. Int. J. Mass. Spectro., 200, 331（2000）.

国立強磁場研究所ホームページより

http://www. magnet. fsu. edu/

1996年度ノーベル化学賞（フラーレンの発見）.

2002年ノーベル化学賞（生体分子の分析法）.



11）はじめに
日本最大のスーパーコンピュータである「地球シ

ミュレータ」の演算性能は40TFlops（１秒間に40兆

回の浮動小数点演算）であり、最近まで世界最高で

あったが、2004年11月のランキングでは、米国の

BlueGene（91 TFlops）及びColumbia（60 TFlops）

に次ぐ世界第3位となった。このように電子計算機

の発展は著しく、計算科学は大規模化・高精度化を

進め、単純な原子・分子や単結晶から複雑なナノス

ケール構造のシミュレーションへと拡大している。

計算科学手法は対象となる物質のサイズと現象の時

間スケールでみて、図１に示すように分類される。電

子レベルを対象とする第一原理計算、原子や分子の集

団運動を扱う分子動力学法（MD）やモンテカルロシ

ミュレーション（MC）、バルク材料を対象とする有限

要素法（FEM）や統計熱力学計算、ミクロとマクロ

の間を繋ぐメゾスケールを扱うPhase-field法等である。

現在の高度情報通信社会を築いたシリコンテクノ

ロジーは近い将来に微細化限界に直面すると予想され

ている。ここで対象となるのはナノスケールの領域で

あり、ミクロな解析や制御を必要とするとともに、未

知の機能探索が進められており、実験だけでは解明で

きない領域にあるため、計算科学に対する期待が極め

て大きい。シミュレーションにより現象の予測を行い、

それに基づくターゲットを絞った実験的検証が効果的

な研究手法となる。以下、鍵となるシミュレーション

手法の現状と展望について概説する。

22）第一原理シミュレーション
物質・材料の性質を決める電子の波動関数はシュ

レディンガー方程式に支配される。多電子系のシュレ

ディンガー方程式を数値的に解析することは困難であ

った。1964年にHohenbergとKohnにより提唱された密

度汎関数理論 DFT（Density Functional Theory）は、

物質の基底状態は多電子系の波動関数ではなく全電子

密度によって記述でき、従って、形式的に１電子問題

として数値的に解析可能であることを示した理論であ

る。1) , 2)DFTは、原子の種類だけから電子構造を求める

理論であり、この理論に基づく計算を第一原理計算と

呼ぶ。線形化法や擬ポテンシャル法等の解析手法の開

発と近年の計算機パワーの向上により、数百原子程度

の多数原子群の高精度な電子状態計算が可能となって

きた。電子相関に関しては、当初の局所密度近似法

LDA（Local Density Approximation）に代わり、1990

年頃から一般化勾配法 GGA（Generalized Gradient

Approximation）等の高精度な近似法が開発され、強

磁性体や分子等の電子相関の強い系に対しても高精度

な予測が可能になっている。3)

強い電子相関系に関しては、シュレディンガー方

程式を多電子系として数値的に直接解く量子モンテ

カルロ法が提案され、変分モンテカルロ法、拡散モ

ンテカルロ法等が開発されている。4)変分モンテカル

ロ法では、多電子系の電子状態を適当な調整パラメ

ターを含む波動関数で近似し、変分法により調整パ

ラメターを最適化して全エネルギーを計算する。拡

散モンテカルロ法では、虚時間の多電子系のシュレ

ディンガー方程式を扱う。虚時間の時間発展では、
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図１　計算科学手法の時間及び空間スケール



任意の初期波動関数が長時間後には基底状態に収斂

する性質を利用して、多電子系の基底状態を求めて

いる。Maezonoらは、金属Naへ適用し凝集エネルギ

ーやエネルギーバンド幅についてLDA計算に比べ高

精度な結果を得た。5)

大規模系の計算手法として、オーダーN法、ハイ

ブリッド法等の手法が1990年代から提案されてい

る。DNAや生体分子も含めてナノ物質は数千個以上

の原子からなる大規模な系である。しかし従来の第

一原理手法では、計算量が原子数Nの3乗に比例して

増大するため、数百原子を超える系への適用は困難

である。オーダーN法は計算量が原子数Nに比例す

る計算手法であり、大規模数値解析手法として期待

される。オーダーN法は大きく２種類に分類できる。

一つはモーメント展開法であり、フェルミ関数展開

法やボンド秩序ポテンシャル法が含まれ、エネルギ

ーや力を有限数のモーメントで展開することで計算

量の線形性を得ている。もう一つは変分原理に基づ

く手法で、密度行列法や局在軌道法などがあり、密

度行列やWannier関数の局在性を利用して線形スケ

ーリングを実現している。6) , 7)最近、Miyazakiとohno

は密度行列法に基づくオーダーN法を現実系に初め

て適用することを目指し、Si（001）表面上のGeクラ

スター系（約１万原子群）への適用可能性を実証し

た（図２）。オーダーN法は、表面ナノ構造の創製、

金属クラスターの触媒活性、生体分子の酵素反応等、

様々な分野への適用が期待される。

ハイブリッド法もマルチスケール手法の一つであ

り、大規模系を空間的に複数の領域に分割し、各領

域に最も適した手法を適用し、同時に全系を解析す

る。電子状態解析が必要な領域には、第一原理MD法

やTight Binding（TB）MD法を適用する。電子状態

変化が少なく、原子間ポテンシャルで充分な記述が

可能な領域には、古典ＭＤ法を採用する。連続体近

似で充分なマクロな領域は有限要素法などで記述で

きる。領域の境界で異なる手法を連続的に接続し融

合するために、幾つかの接続法が提案されている。

ハイブリッド法は亀裂伝搬等の機械的特性、固体表

面への動的過程、生体分子系での酵素反応等の研究

に適用されている。最近、OhnoとTateyamaは量子－

古典ハイブリッド法プログラムCAMUSを公開した。

物質、特に、ナノスケールの物質に関しては、物

性・機能の解析・予測、構造と機能の相関の解明が

極めて重要であり、ナノテクノロジー発展の鍵とな

る。電気伝導はナノ物質の示す重要な機能の一つで

ある。CMOSトランジスタではSiO2ゲート絶縁膜の

膜厚が数ナノメートルになり、絶縁膜を通したリー

ク電流が大きな問題となっている。また、電子デバ

イス微細化の一つの方向として、単分子や原子細線

の利用も提案されている。電気伝導の数値解析には、

通常の周期系での電子状態解析とは異なり、開放系

での電子状態解析が必要であり、Lippmann -

Schwinger方程式を用いた方法、非平衡グリーン関

数（NEGF：Non Equilibrium Green Function）を用

いた方法等が提案されている。Nara、Ohnoらは、

Lippmann-Schwinger法、NEGF法を開発し、原子細

線、ナノチューブ、有機分子等を通した電気伝導特

性を調べ、接点構造への依存性、電極材料への依存

性等を明らかにした。8) , 9)また、KinoとOhnoはDNAの

電子状態を計算し、DNA鎖周辺に存在するMg、Zn

等の金属イオンから水和水を取り除く（乾燥）と、

DNA鎖に正孔キャリアーが導入され、電気伝導を示

すことを理論的に明らかにし、DNAを用いた次世代

ナノデバイスの可能性を提案した（図３）。10)

物質の誘電応答は周波数に依存して変化し、

CMOSの動作周波数領域（１メガ～数百ギガヘルツ）

においては、誘電率は電子状態と格子振動状態の双

方が電気的に分極することに起因する。次世代
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図２　Si(001)上のGeクラスター（最大9263原子まで計算）

図３　金属イオンからDNA鎖への正孔の移動



CMOS用のゲート絶縁膜として検討されている高誘

電体材料のほとんどは金属酸化物や金属シリケート

などのイオン性の強い物質である。そのため、イオ

ン振動に起因する誘電率が大きく、材料の誘電応答

を理論的に計算するには、電子系・格子系の双方の

解析が必要である。電子系誘電率は時間依存摂動法

を用いて、格子系誘電率は格子振動解析とBerry

phase分極理論を用いて、解析することが出来る。

DFTは原理的には物質の基底状態を正確に記述す

る理論であり、LDA近似、GGA近似等の範囲内で大

きな成功を収めた。しかし、半導体や絶縁体のエネ

ルギー・ギャップを半分程度に過小評価することが

大きな問題点の一つである。1985年にLouieらが提案

したGW法は、12)遮蔽されたCoulomb相互作用を含む

自己エネルギーを考慮して準粒子エネルギーを計算

し、エネルギー・ギャップを精度良く求める手法で

ある。しかし、計算量が大きく数十原子群への適用

に限られている。時間依存密度汎関数法 TDDFT

（Time-Dependent DFT）はGrossにより1984年に定

式化された手法であり、13)近年、線形応答の範囲で適

用し、様々な気体分子の吸収スペクトルを精度良く

求めることが示された。また、TDDFT法は電子励

起後の電子系、格子系の実時間ダイナミクスも解析

することができる。Tateyama、Oyama、Ohnoは、

光スイッチや光メモリーへの応用が期待されるフォ

トクロミック分子の光異性化反応に適用し、実験と

一致する結果を得ている。

物質の構造と機能を解析する上記の計算手法の一部

は、文部科学省ITプログラム「戦略的基盤ソフトウェ

アの開発」プロジェクトの成果として公開されている。

引用文献

33）強相関モデリング
平均的な一体近似では捉えられない多体相互作

用・量子相関効果が物質科学研究分野で注目されて

いる。強相関を持つ系の外場（電磁場、温度場、密

度場等）への応答が巨大になり、ナノサイジング・

低エネルギー消費の実現に極めて有利だからであ

る。強相関的アプローチの先導的役割が期待される

研究分野として、新規超伝導現象、ナノ強磁性、ス

ピントロニクス、高分子系等が挙げられる。例えば、

超伝導ジョセフソン効果を利用した量子ビット・量

子計算の試み、1)散逸を伴わないスピンホール効果に

よるスピントロニクスの探索2)等が世界的に注目され

るトピックスになっている。強相関研究では物理現

象の本質を表す自由度の抽出（モデリング）に大き

な重みが置かれ、統一的な手法がなく、捉えにくい

側面を持つ代わりに、一旦モデリングが成功すれば、

新規現象の本質が一気に解明されることも可能であ

る。3) ～ 11)

マクロな量子現象としての超伝導現象はその発見

以来、物性研究の中心的な研究課題であり続けてきた。

コヒーレントな量子位相が磁場の量子化をもたらし、

超伝導磁束量子と呼ばれている。磁気共鳴画像（MRI）

等微小な磁場測定による脳内部の観測が医療現場で活

躍していることは良く知られている。今、超伝導磁束

量子現象が持つポテンシャルを活用するための基礎研

究が進められている。その応用例として、他の手法と
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

P. Hohenberg, W. Kohn, Phys. Rev., 136, B864

（1964）. 

W. Kohn, L. J. Sham, Phys. Rev., 140, A1133

（1965）. 

J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys.

Rev. Lett., 77, 3865（1996）. 
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Phys. Rev., B 68, 165103（2003）.
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9)

10)

11)

12)
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（2004）. 
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115413（2005）.
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Jpn., 73, 2089（2004）.
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比べてスケーラビリティで優位性を持つ超伝導ジョセ

フソン素子を利用した量子ビット・量子計算の実装、

高温超伝導体をベースにした変調可能なテラヘルツ電

磁波発振3)が考えられている。

テラヘルツ電磁波発振の基礎になる層間ジョセフ

ソン磁束量子状態の解明は重要な研究テーマの一つ

である。熱揺らぎに由来する磁束量子線の柔軟性、

磁束量子間の異方的相互作用、母物質が持つ顕著な

層状構造とのコンメンシュレーション効果等が、非

常に豊富な物性特性を織り出している。Huと

Tachikiは層間ジョセフソン磁束量子の特異なコスタ

リッツ･サウレス（KT）状態を世界に先駆けて見出

した。5) , 10) 同じ層に入っている磁束量子線は準長距

離秩序を示し、層間では短距離秩序しか持たない、

２次元結晶がその特徴である（図4）。

以上に挙げた超伝導状態を使った量子ビット・量

子計算の研究やテラヘルツ電磁波発振の研究のいずれ

においても日本が世界をリードしている。前者の研究

では、NECやNTTが２量子ビットの実装・制御に成

功している。後者では、理論提案は立木によって行わ

れ、地球シミュレータによる大規模数値計算による研

究が展開されている。また、HuとTachikiが提案した

層間ジョセフソン磁束量子の新しい状態に関しては、

アメリカやフランスのグループがこの新規２次元状態

及び磁場-温度相図の確認実験を計画している。

引用文献

44）ナノ組織と特性の予測シミュレーション
状態図は材料開発に不可欠であり、多くの系につ

いて実験により求められてきた。全ての多元系状態図

を実験で求めることは不可能であるが、近年、熱力学

モデルの高度化と計算機性能の向上により、

CALPHAD（CALculation of PHAse Diagram）法と呼

ばれる状態図計算手法が著しい発展を遂げている。1)

熱力学データベース、平衡計算機能、作図機能を併せ

たシステムとして、Thermo-calc、2)ChemSage、

F*A*C*T、Pandatなどが商用ソフトウェアとして販売

されており、複雑な多元系実用合金の状態図を精度良

く再現できるため、材料開発や解析に活用されている。

現在の課題の一つは熱力学データベースの充実で

あり、Pbフリーはんだ合金データベース3)など先端

材料開発に不可欠なデータベースが開発されてい

る。また、熱力学モデルに関しても大きな進展が見

られる。固溶体合金中に存在する不均一性（短範囲

規則度）を取り扱うために菊池によって開発された

のが、原子の分布を点ではなく、原子の対や三角ク

ラスタの単位で考えるクラスタ変分法 CVM

（Cluster Variation Method）4)である。第一原理手法

による状態図計算は学術的に重要であるが、極めて

膨大な計算を必要とする。従って、熱力学データの

測定値が無い場合に、第一原理計算による計算結果

をCALPHAD法のデータベースに変換して予測する
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図４　大規模モンテカルロシミュレーションにより求めた高温
超伝導の新しい磁場・温度相図。
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A. Tanaka, X. Hu, Phys. Rev. Lett., 88, 127004

（2002）. 

A. Tanaka, X.Hu, Phys. Rev. Lett., 91, 257006

（2003）. 

X. Hu, M. Tachiki, Phys. Rev., B 70, 064506

（2004）.

X. Wan, M. Kohno, X. Hu, Phys. Rev. Lett., 94,
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方法が現実的である。5)

平衡状態における安定相に関しては高精度な予測

が可能となってきた。しかし、材料組織の予測や制

御には、状態図による平衡組織の情報だけでは不十

分であり、時間とともに変化する組織の予測手法が

必要である。フェーズフィールド法は、6)組織の形態

を濃度や規則度等の複数の変数で表現し、その時

間・空間変化を発展方程式に基づいて計算すること

により組織形成過程を解析する方法である。小山ら

はフェーズフィールド法により、現実の材料におけ

る様々な組織形成過程のダイナミクスを次々と解明

しており、実用的な合金系での組織予測が可能とな

りつつある（図５参照）。7) ～ 10)

フェーズフィールド法で扱えるのはナノからメゾ

スケールであり、現実の部品スケールに繋げるため

には、さらに有限要素法などの手法と連結させるこ

とが必要である。現在、文部科学省の国家プロジェ

クトであるNAREGI等でもマルチスケールシミュレ

ーション手法の開発が進められている。

FEMを核とした内部組織変化の解析を行う上で、

再結晶速度定数、回復速度等の材料情報が不足して

いる。この材料情報を化学組成の関数としてフェー

ズフィールド法、MD法等により理論的に求めるこ

とができればマクロな組織予測が飛躍的に進展す

る。機械的性質の予測に関しても、塑性変形の素過

程を記述した上でマクロな変形をモデル化する様々

な手法が開発されており、均質化法、結晶塑性理論、

転位の拡散方程式を解析することで、結晶粒内部で

の転位分布やサブグレイン形成も含めた多結晶体の

変形解析が可能となっている。

引用文献

55）まとめ
ナノ・バイオ物質に対する最も大きな期待は、革

新的な機能の発現とその機能の自在な設計・制御に

ある。電子状態、物性・機能の相関を解明するため

の先進的なナノシミュレーション手法の開発が必要

とされ、超大規模計算、多機能解析（マルチフィジ

クス）、強相関モデリング、マルチスケール手法等

の開発と高度化が急務となっている。
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図５　Ni-Al合金におけるγ'析出相組織形成過程のフェーズフ
ィールド法による二次元シミュレーション。973K等温
時効。
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11）はじめに、世界の動向
イオン、電子ビーム、中性原子などの粒子ビーム

を材料に照射することによりナノ構造を作製する技

術が近年非常に進歩してきている。

まずイオン注入・照射技術に言及する。ここ数年

における世界的動向を定量化するために、当該分野

において最も定評のある国際会議であるIBMM-14

（Ion Beam Modification of Materials、2004年９月米

国にて開催）における発表1)を分野毎にカウントした。

総発表数343件のうち多い順に、第１位：イオン照

射損傷（22.7%）、第２位：半導体応用（20.7%）、第

３位：ナノ粒子・ナノ構造（16.6％）、第４位：プラ

ズマイオン注入（16.3％）、第５位：生体応用（6.4%）、

第６位：高エネルギーイオン（5.2%）、第７位：ビ

ームリソグラフィーと続く。その他少数ながら、イ

オン固体相互作用（2.9％）、磁性応用（2.3%）など

が報告されていた。第１位イオン照射損傷と第２位

半導体応用は当該分野において長い歴史をもち、上

位を占めることは驚くに当たらない。注目すべきは

ここ５年～10年のうちに急速な発展を示した第３位

ナノ粒子・ナノ構造である。この新興分野はイオン

注入技術の持つ非平衡性、優れた制御性を活かした

可能性に満ちた分野である。有力なプレイヤーとし

て、Oak Ridge 研、Venderbilt 大、Alabama M&A

大（以上米国）、FOM（オランダ）、FZロッセンド

ルフ（ドイツ）、Padova 大（イタリア）、オースト

ラリア国立大（豪国）、NIMSなどが挙げられる。尚、

第４位のプラズマイオン注入も新興の分野ではある

が、加工技術またはパーツ作製技術と位置づけられ

るべきで、本節が扱う新物質創製技術とは異なるの

でこれ以上言及しない。

近年注目すべき技術として、特にナノ構造創製に

有利なイオン･電子誘起蒸着が挙げられる。試料近傍

に有機金属ガスなどの原料ガスを導入し、粒子ビー

ムを照射することでナノ構造を作製する手法は、2) ～ 5)

イオンの透過能が低いことから自由度の高い３次元

ナノ構造作製手法であり、直径２μm程度のワイン

グラスや、ナノベローズなどの構造が作製されてい

る。この手法ではビーム径７nm程度の粒子線によっ

て、最小サイズ100nm程度の構造が得られている。6)

電子線誘起蒸着は、より細く収束することができる

電子線を用いることでより微細な構造の作製を目指

すもので、走査電子顕微鏡の中に原料ガスを導入す

る方法によって古くからさまざまな原料ガスに対し

て広く研究されている。7) ～ 10)この手法では１nm程度

の電子線を用いて、10 nm程度のナノドットや、15

nm程度の針状構造などが作製されている。最近では

オランダのDelft工科大学のグループが理論・実験の

両面で精力的な研究を行っている。11)

リソグラフィーは、ナノメーター素子を量産し得

る、優れた技術であるが、電子線など従来の露光源

は、透過・散乱、回折、空間電荷など様々な限界要

因を抱えている。これに対し、準安定原子（He*、

Ne*、Ar*）などの低速原子線には、透過の問題が存

在せず、質量が大きいために波動としての回折限界

が非常に小さいことや中性で空間電荷効果による発

散がないことなどナノリソグラフィーの光源として

理想的な性質を備えている。この特質に着目した

Berggren等12)によって「原子線リソグラフィー」が、

1995年に提案されて以来、米、独、豪で研究が行わ

れてきた。レジストには、自己組織化単分子膜

（SAM）、炭化水素あるいはシリコーンの重合膜、基

板表面の終端処理層が使用されている。

22）国内の動向
イオン注入技術：応用の中心は、表面改質であり、

無機材料では、プラズマ照射によるYBCO膜やDLC

膜の結晶性改善等や、有機材料では、ガスバリア性

向上等の工業用途の他に人工生体材料の生体適合性

の向上に関する研究13) がいくつか報告されている。
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粒子ビーム応用技術
新 物 質 創 製 技 術 岸本　直樹　ナノマテリアル研究所

三石　和貴　超高圧電子顕微鏡ステーション
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ナノ粒子に関しては、単電子素子を目的としたシリ

コン酸化膜中への単層金属ナノ粒子形成（Au、Ag）

が試みられている。14)

ビーム誘起蒸着：Matsuiらが、イオンによるナノ

構造作製の研究を精力的に行っており、スイッチや

コイルなどの構造を作製している。6)電子線を用いた

ナノ構造作製では、Hirosihimaらが、30kVまでの走

査型電子顕微鏡でナノ構造作製を行っている。10)

原子線リソグラフィー：国内では当機構以外にま

だないが、関連する技術である原子線ホログラフィ

ーの独創的な研究がある。15)レーザー冷却により単色

性を高めた超低速のNe*原子線がホログラムを透過

したあとパターンを形成するもので、マスクレスリ

ソグラフィーとして有望な技術である。

22）NIMSの現状・NIMSの研究
イオン注入技術：大電流イオン加速器を利用した

絶縁体中へのナノ粒子作製制御、評価が進められて

いる。イオン注入後の波長選択レーザー照射による

ナノ粒子析出制御、熱酸化法による酸化物ZnOナノ

粒子の形成に成功している。ナノ粒子形成過程のそ

の場発光分光、金属ナノ粒子の光学非線形性の評価、

光デバイス応用の検討が行われている。

ビーム誘起蒸着：200kVの走査透過電子顕微鏡

（STEM）を用いたより小さなサイズの構造作製を

おこない、世界的な注目を集めている。16)このような

200kVの加速電圧を持つ装置では１nm以下の電子線

によって、４nm以下のナノドット、10 nm以下の３

次元構造などが作製されているほか、蒸着時の真空

度を制御することで、1.5 nmのナノドット作製にも

成功している。17)

原子線リソグラフィー：レジストにアルカンチオ

ールＳＡＭを用い、He*原子線を露光源として、エ

ッジ巾40 nm程度で金薄膜にパターン転写を行うこ

とに成功した。18)直鎖の長さの違いに応じた最適条件

の探索や、転写コントラストの評価を系統的に進め

ている。その中で転写パターンのコントラストの反

転現象を発見し、直鎖の長さに依存することを明ら

かにした。また、He*照射による脱離イオンの観測

を行う19)など露光過程の解明に向けた研究を行って

いる。さらに、スピン偏極He*原子線によって脱離

確率のスピン依存性が明らかになったことから、表

面電子スピンの振る舞いに注目している。

44）今後の動向
イオン注入技術による非平衡性・空間制御性を利

用したナノ粒子・ナノ構造作製に関しては、金属の

みならず酸化物を始めとする多種ナノ粒子やナノロ

ッド形成等の多様化が引き続き進展するものと考え

られる。またこれらのナノ材料の高機能化には、ラ

ンダムナノ粒子構造から（１次元的）配列化ナノ粒

子構造への展開は必須であり、微細加工技術やレー

ザー照射等と組み合わせたハイブリッド化が比重を

高めるものと考えられる。

電子線誘起蒸着を用いたナノ構造作製は、すでに

サイズや位置制御性の点では十分なレベルに達して

いる。今後は、得られた構造の同定技術を併せて発

展させていく必要があるほか、得られる材料の結晶

性など、物性にかかわる点を改善していくことが必

要であると考えられる。

原子線リソグラフィーにおいては、これまでのリ

ソグラフィーと全く異なり、蒸着原子線を位置制御

して基板上に直接堆積させ、マスクやエッチング処

理無しに構造を形成する方法が報告されている。蒸

着原子の吸収波長からわずかにずれた光の定在波の

電場との双極子相互作用により、Na、Cr、Alなどの

蒸着原子線を集束するものである。３次元ドーピン

グも提案されており、20)今後、素子を構成する全元素

へ展開していくと予想される。
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11）はじめに
物質を構成する原子の配列や構造を設計図に基づ

いて単原子レベルで制御して新材料を創製すること

は材料を開発する究極のプロセスの一つであろう。

このような単原子分子レベルで材料を取り扱うため

には同レベルでの汚染となる気体分子の吸着を極力

排除しなければならない。そこで、１mm3中に数個

～数十個程度しか気体分子が存在しない極高真空

（10－10 Pa以下の雰囲気圧力環境）を利用することに

より表面吸着による汚染は単原子サイズでも無視で

きる超清浄極限環境となる。さらに、この超清浄空

間である極高真空中で試料基板表面の超清浄化、成

膜、加工、特性分析、性能評価等すべての多段操作

を連続的に行う極高真空一貫プロセスを構築するこ

とにより、原子・分子レベルでの新物質創製に資す

る材料開発プロセスの実現が期待される。

しかしながら、このような大型真空プロセスには

超清浄な真空雰囲気を劣化させるガス放出源が多数

存在し、おもに真空容器壁系、真空計電子源フィラ

メント系、真空排気系などがあげられるが、特に、

メートル単位の基板搬送系では、真空環境特有の摩

擦・摩耗の増大によりガス放出のみならず微粒子等

のダスト発生や最悪の場合には摩擦増大による駆動

機構の焼き付けによる動作不能に陥る場合がある。

そこで、この超清浄空間を汚染しうる摺動駆動時

の摩擦現象を排除するために、長距離高速輸送を行

う必要のある基板搬送系では無接触で摺動が伴わな

い浮上搬送システムの開発が必要不可欠となる。

ここでは、超清浄空間としての極高真空を原子レ

ベルでの材料開発プロセスとして実現するNIMSで

これまで行ってきた磁気浮上型極高真空一貫プロセ

スの構築に関する研究を主体として紹介したい。1) ～ 4)

22）研究動向
極高真空プロセスのキーテクノロジーとなる極高

真空に関する研究、特に、極高真空環境を発生する

高性能真空排気技術、ガス吸着しにくい材料や表面

改質技術、および極低雰囲気圧力を高精度に計測す

るなど要素技術の研究は、世界的にも日本の大学や

研究機関が先導してきており、その研究成果は各種

電子顕微鏡、表面分析器など単機能の計測･分析機

器や大型エネルギー粒子加速器システムの開発等に

少なからず活用されてきた。

半導体材料開発や複合表面分析等に真空一貫プロ

セスを利用することはこれまで多く行われてきた

が、いずれも基板搬送には接触タイプの駆動システ

ムが用いられており、摺動にともなうガス放出によ

る基板表面の汚染が避けられないものであった。

近年、NIMSにおいて写真に示すような極高真空

対応の搬送機構として磁気浮上式の極高真空中搬送

システムが開発された。この搬送システムは、電磁

気の力を利用して基板を運ぶ移動子を浮上させ、こ

の浮上した移動子をリニアモーターなどの駆動機構

によって長距離浮上走行（最長距離：約10 m）させ

るものである。摩擦や摩耗をともなう接触箇所が駆

動時に存在しないため、超清浄な極高真空環境や基

板表面を損なうダスト粒子の発生やガス放出がほと

んど起こらない。搬送装置として一貫プロセスの本

線には、この長距離浮上搬送が行える電磁力吸引浮

上型の電磁石浮上式搬送機構を組み込み、さらに、

この本線搬送系と接続真空装置との受け渡しを行う

支線には強力な制動力が得られる酸化物超伝導浮上

搬送機構を採用することにより、成膜装置や表面分

析装置など各接続真空装置との間で基板表面を原

子･分子レベルで超清浄なままで試料基板を受け渡

しをすることが可能であり、世界的にも例を見ない

極高真空一貫プロセスとなっている。
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33）今後の動向
このようにNIMSで開発した極高真空一貫プロセ

スは超清浄基板授受という性能を誇るが、搬送位置

制御の正確さに欠ける場合があり、システムの信頼

性という点で課題が依然として残っている。今後、

次世代LSIデバイス作製においては、比較的表面に

ガス吸着しにくい半導体系材料から、ガス吸着しや

すい金属系材料、あるいは、ミクロンスケールから

ナノスケールへのダウンサイズが推し進められるた

めに、極高真空という原子・分子レベルで超清浄環

境での一貫した各操作が提供できる極高真空一貫プ

ロセスはさらなる性能向上を遂げることにより次世

代の新物質創製におおいに寄与できるであろう。

44）まとめ
極高真空という原子・分子レベルで超清浄な環境

を利用できる要素技術は、ほぼ出そろい、それらを

統合して構築された極高真空一貫プロセスは、今後、

位置精度や信頼性を確立することにより新物質創製

においてその真価が発揮されるものと期待される。
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11）はじめに
機械、構造物、プラント等の信頼性を確保するた

めには、材料データが不可欠である。NIMSは、構

造材料データシートとして、クリープ、疲労、腐食、

宇宙関連材料強度に関するデータを生産し、毎年約

10冊のデータシートを刊行し、国内外の約1,000機関

に送付している。クリープと疲労データシートは40

年弱の歴史があり、腐食と宇宙関連材料強度データ

シートを含め、国内外において高い評価を受けてい

る。また、これらのデータシートは ISO9001「品質

マネージメントシステム」に則り作成している。そ

れぞれのデータシートの実績や研究動向は次のよう

にまとめられる。

22）クリープデータシート
2004年度には、① 熱間圧延ステンレス鋼板

SUS316-HP（18Cr-12Ni-Mo-middle N-low C）母材、

溶接金属及び溶接継手（No.45A）、② 発電ボイラー

用合金鋼鋼管 火STBA27（No.46A）及び ③ 2.25Cr-

1Mo鋼３鋼種に関する長時間クリープ試験材の微細

組織写真集（No.M-4）の計３冊のクリープデータシ

ートを出版した。2004年度までに出版したクリープ

データシートの総冊数は、４冊の微細組織写真集を

含め、132冊となった。また、試験中のものを含め、

708点の10万時間（約11.4年）を超える長時間クリー

プ試験データを取得している。

約40年に及ぶプロジェクトで蓄積した貴重な長時

間クリープ試験データを用いて、高温での長期使用

に伴う材質劣化機構の解明や長時間クリープ強度の

予測法に関する検討を実施している。最近の火力発

電プラントの高効率化を実現した高強度の高Crフェ

ライト耐熱鋼では、長期使用に伴い従来の知見では

予測できない強度低下現象が認められ、事故事例も

発生している。そこで、クリープデータシートの成

果に基づいて、0.2%耐力の1/2を指標として長時間ク

リープ強度を解析評価する簡便かつ高精度の長時間

クリープ強度予測法（NIMS法）を提唱した。2004年

度には、NIMS法による長時間クリープ強度解析に基

づいて、国の基準である許容応力の見直しが行われ

ており、クリープデータシートの成果は発電や石油

化学等の高温プラントの安全性向上に貢献している。

従来のクリープデータシートでは主にクリープ破

断データを扱ってきたが、今後はクリープ変形デー

タを系統的に取得して、変形データシートとして出

版するとともに、自動車等の輸送用機器の省エネル

ギー化に需要の高いAl合金やMg合金等、軽量非鉄

金属材料のクリープデータ取得についても検討を進

める計画である。

33）疲労データシート
2004年度は、① 炭素鋼S40C（0.4C）のギガサイク

ル疲労特性データシート（No.97）と、② チタン合

金Ti-6Al-4V（1100MPa級）のギガサイクル疲労特性

データシート（No.98）を出版した。疲労データシー

ト98冊の内、1997年度から開始された長期疲労デー

タシートは常温疲労、チタン合金疲労に加え高温疲

労、溶接継手疲労特性に関して14冊に達した。

近年機械・構造物の長期使用、寿命延長が課題と

なり、疲労研究の動向は、これまで取得されてこな

かった107 サイクル以上の超高サイクル疲労域の破

壊、特に内部破壊の解明等に移ってきている。その

ため、長期疲労データシートは、時期を得たデータ

シートとなっている。特にNIMSでは加速疲労試験

として20kHzの超音波疲労試験機を用いた超高サイ

クル疲労試験法を開発して、1010 サイクルまで短時

間で取得できる試験法を開発した。介在物等を起点

として内部破壊する領域の疲労をギガサイクル疲労

と新たに名づけたそのデータシートは、工学的にも

大変有用なデータであると産業界から脚光を浴びて

いる。溶接継手においても、大型継手試験片で108 サ
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イクルまでのデータを取得し、これまでない新しい

溶接継手疲労強度の解釈にチャレンジしている。そ

の他、原子間力顕微鏡（AFM）を用いた新しい金

属組織観察法や、ナノ硬さ測定によるミクロ・マク

ロ組織と硬さの関連づけを行うなど、画期的な研究

にも取り組んでいる。

長期疲労データシートも軌道にのり、着々とデー

タが公表されてきているが、今後は平均応力がある

状態でのギガサイクル疲労特性や溶接継手における

板厚効果、切欠き効果の系統的な検討、Ni基超合金

の高温疲労特性など新しい試験条件の分野や材料な

どに進む計画である。

44）腐食データシート
腐食は、材料と環境の組み合わせにより千変万化

する化学現象である。NIMSの腐食データシートは、

多岐に渡る腐食現象の中から、現在は低合金鋼の大

気腐食現象をその対象としている。海浜環境での耐

食用低合金鋼の基礎データの取得、開発指針の確立

のために、1998年度から始めたFe-NiおよびFe-Cr系

の二元系合金を中心とする大気曝露試験がすでに約

7年を経過した。これらの鋼材の大気腐食性につい

ては、3年間の暴露試験が経過した時点でデータを

とりまとめ、腐食データシートNo.１Aとして2002年

度に発行した。2004年度は、Fe-Al、Fe-Si二元系合

金の大気腐食性をとりまとめ、No.２として発行した。

さらに、現在は、No.１A および No.２に収録でき

なかった試験片の外観写真、耐候性に対する合金元素、

気象因子の影響等を考察した腐食データシート資料を

2006年３月に発行する予定で、作業を進めている。

No.１A 発行後、その反響は大きく、いろいろな

材料、環境に対する腐食データの公表を希望する声

が多数寄せられている。寄せられた要望については

前向きに検討し、今後の腐食データシート研究へと

反映させ、皆様に使って頂ける腐食データシートの

発行を目指していきたいと考えている。

今後は、大気腐食環境において、実用材料を含め

たいろいろな材料の腐食性を評価し、大気腐食現象

に関する基礎データの拡充を図っていく予定である。

55）宇宙関連材料強度データシート
2000年１月に、小笠原諸島西側の3,000メートルの

海底に沈んでいたＨ-2ロケット８号機のLE-7エンジ

ンを引き上げたことから宇宙関連材料強度データシ

ートの作製が始まった。原因究明の過程で、国産ロ

ケット材料の強度データはほとんど無く、設計には

米国NASAのデータが使用され、事故解析あるいは

開発段階における不具合究明に不可欠である材料組

織情報や破面情報も整備されてないことが指摘さ

れ、NIMSがこれらに関する試験技術の開発を進め

ていたことから、NIMSにデータ整備が依頼された。

宇宙航空研究開発機構と共同で材料の強度特性デー

タの整備を進める中で、単にデータを取得してロケ

ットの設計に用いられるだけでなく、得たデータを

公表する方が多くの人に材料が認知され同様の材料

を扱う方々に役立つとともに、材料自体の信頼性が

向上することになる、という従来のデータシートの

実績を踏まえて、宇宙関連強度データシートを出版

した。

データシートは、まずＨ-2ＡロケットのFTPおよ

びエンジン材料から始まり、チタン合金、Alloy718、

超合金と順次データシートを出版し、2004年度には、

① アロイ718鍛造材の破壊靱性および高サイクル疲

労特性データシート（No.5）、② A286鍛造材の破壊

靱性および高サイクル疲労特性データシート（No.６）

を出版し、Ｈ-2Ａの打ち上げ成功にも貢献してる。

このデータシート出版に係わる材料強度データを

取得する中で、低温における疲労特性に及ぼす結晶

粒径の影響、これに伴う内部き裂発生と切欠効果の

影響など、今後の材料特性や信頼性向上に役立つと

考えられる多くの知見も得られている。

今後は、強度特性以外にも要望が強い疲労き裂進

展特性や破面データ集の出版と銅合金等の他のエン

ジン材料や重要構造材料の取得についても検討を進

める計画である。
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11）はじめに
科学技術の基本的なデータや情報はながいあいだ

辞典、事典、便覧、ハンドブックおよびデータブッ

クなどの印刷物として纏められて利用されてきた。

1960年代に大型汎用コンピュータが普及すると大量

のデータをデジタル化する可能性が検討され、その

後の情報処理機器の目覚ましい進歩とともに、多種

多様なデータベースが構築されてきた。特に、1990

年代以降はWWW（World Wide Web）の急速な普

及により、世界中の人々がデータや情報をインター

ネットで迅速に共有できるようになった。

物質・材料のデータは次の２つのカテゴリ－に分

類できる。① 普遍性が高く高品質な基礎データ（物

理定数、スペクトル情報、核データ、構造鈍感な特

性、結晶構造および状態図など）。② 基盤的工学デ

ータ（設計や安全評価の基盤となる実用材料の諸特

性）。高品質な基礎データも工学データとリンクす

ることにより有用なものとなる。

本節では現在インターネットで公開されている物

質・材料データベースの現状とその問題点について

まとめた。

22）研究動向
高品質な基礎データの例としては国際学術連合会

議（ICSU）の科学技術データ委員会 CODATA

（Committee on Data for Science and Technology of

the International Council for Science）に設置された

基礎定数作業部会（Task Group on Fundamental

Constants）によって基礎物理定数が1999年末に十数

年ぶりに大幅改訂され公表された。1)なお、日本での

対応機関は日本学術会議CODATA部会および情報

知識学会CODATA部会である。我が国では有機化

合物のスペクトルデータについて独立行政法人産業

技術総合研究所がデータベースを公開している。2)

NIMSの基盤原子力材料データベースに核データが､

また、結晶基礎データベース（Pauling file）、計算物

性データベースに結晶構造情報および状態図が含ま

れている。3)このような分野のデータ活動については

同様の作業の重複を避けて、国際連携による効率的

なデータベース構築を行い、世界中で使われる公共

財として整備することが大事である。

基盤的工学データおよび情報は材料開発に携わる

研究者・技術者ばかりではなく機器の設計者にとっ

ても必要不可欠である。基盤的工学データは材料設

計および各種シミュレーションを行う際のデータと

して用いられる。また、機器設計のための材料選択

および材料の最適利用のためにも利用される。基盤

的工学データは素材メーカのカタログを収集し、デ

ータベース化して発信しているものと、試験研究機

関で材料試験した測定データあるいは学術文献から

採取したデータを蓄積してデータベースを構築した

ものがある。そのため、基盤的工学データは特性値

ばかりではなく材料の製造プロセス、測定機器、試

験試料の形状・寸法、試験条件および試験機関など

の情報を含むデータベースを構築しないと産業界で

利用できるものとはならない。しかし、このように

系統的で計画的にデータを取得し、データベースを

構築して公開している例は世界的にもなく、NIMS

の構造材料データベースのクリープ、疲労、腐食お

よび宇宙関連材料強度データだけである。素材メー

カのカタログを発信しているもので世界最大のデー

タベースは米国のMatWeb であり、アクセスも

16,000人／日とよく利用されている。4) ヨーロッパで

は伝統的に出版社によるハンドブックやデータブッ

クの発刊が主流であるが、最近はそれらのCD-ROM

版も作成されている。構造材料に関するデータベー

スとしては JRC（European Commission Joint

Research Centre）がEU各国のデータをとりまとめ

て発信している。5)

物質・材料データベースはデータの信頼性（質）
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が最も大事であるが、データの網羅性（量）も必要

である。さらに、データベースはデータの蓄積ばか

りではなく、利用者が必要とするデータや情報をで

きるだけ速やかに表示する検索機能をかねそなえて

いなければならない。しかし、一機関が発信できる

データの量や情報には限度がある。そこで、インタ

ーネットで公開されている世界の物質・材料データ

ベースを繋ぎ、各データベースが発信しているデー

タの量を材料のカテゴリ（Ceramic, Composite,

Fiber & Particulates, Foam, Metal, Natural and

Polymer）別に検索可能なMATDATA.netを英国の

Granta Design社が開発し公開している。6)現在、この

Material Data Networkに12カ所のデータベースサイ

トが接続されており、NIMS物質・材料データベー

スも検索の対象となっている。図１にNIMS物質・

材 料 デ ー タ ベ ー ス の ト ッ プ ペ ー ジ を 示 す 。

MATDATA.netに接続されている材料データベース

サイトを表１に示す。7)

33）今後の動向
物質に関する普遍的で高品質の基礎データについ

ては国際連携のもとデータの蓄積を進め、データイン

フォマティクスによる物質・材料に関する知識の発見

を目指す研究が活発に行われるであろう。そのために

データを共有するためのXMLおよびMatMLの標準化

について日米欧のデータベース構築機関の代表が

CODATAの材料部会において継続的に検討している。

基盤的工学データベースについては国（機関）の

戦略的開発投資が必要である。産業界における材料調

達および製造工場のグローバル化が世界中ですすめら

れている。製品の品質を維持するための材料に関する

データおよび基盤情報を収集し、蓄積して発信するこ

とはますます重要となる。

44）まとめ
従来のデータベースは開発者のグループのみが利

用し、研究開発期間が終了すると予算もなくなり、

データの追加もなく消滅してしまうものが多かっ

た。データベースは利用者のニーズを把握し、継続

的にデータを蓄積して、“使われるデータベース”

を構築しなければならない。

引用文献
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表１　MatData.net に接続しているデータベース

図１　NIMS物質・材料データベース　http://mits.nims.go.jp

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

http://physics.nist. gov/cuu/Constants/

Citations/Search. html

http://www. aist. go. jp/RIODB/riohomej. html

http://mits. nims. go. jp

http://www. matweb. com/index. asp?ckck=1

http://odin. jrc. nl/

http://matdata. net/index. jsp

八木晃一, 材料データベースの課題と将来展

望、科学技術動向、No. 42, p. 22（2004）.



11）はじめに
公正かつ円滑な貿易を実現するためには材料・物

質の計測値・分析値の国際的な同等性およびその信

頼性を定量的に評価することが求められる。また、

個々人の生活レベルにおいても、環境、食料、健康

等の分野における分析値の同等性や信頼性はたいへ

ん重要である。これを実現するためには分析値のト

レーサビリティーの確保が必要不可欠である。トレ

ーサビリティーとは「求源性」、「遡及性」などと呼

ばれるが、「もとをたどることができること」であ

る。すなわち測定結果がある不確かさを伴って国家

標準あるいは国際標準にまで遡り、関連付けられる

ことをいう。1) すなわち、試験を行ったところの標準

器または標準物質の値がどの程度の精度・正確さで

国際計量標準とつながり、メートル条約における国

際的定義に基づく国際単位系（SI単位系）に遡及で

きるかを意味する。

22）認証標準物質とその開発動向
標準物質は地域、社会構造、会社、組織等のニー

ズに合わせて開発されるが、究極的には国際的に通用

するものであることが望ましい。そこで、「認証」標

準物質、あるいは高位標準物質が重要となる。これら

の標準物質の厳密な定義は ISO Guide30 2) に記されて

いるが、特性の認証値については求源性に基づく国際

的同等性が最も重要であり、“可能な限りSI単位への

トレーサビリティーを確実にすること”である。

このように分析・計測結果は国際的に相互承認でき

ることが不可欠であり、国際度量衡委員会では国際度

量衡局の他に10の諮問員会をおき、国際単位系および

基本的な量のそれぞれの分野における計測標準（標準

物質および基準測定法）の統合を目指している。3) 諮問

委員会で扱われている分野は以下である。①電磁気

（CCEM）、②測光・放射測定（CCPR）、③測温（CCT）、

④長さ（CCL）、⑤時間・周波数（CCTF）、⑥放射線

（CCRI）、⑦単位（CCU）、⑧質量関連（CCM）、⑨物質

量（CCQM）、⑩音響・超音波・振動（CCAUV）。この

うち、CCQMは物質量（モル）を基本的単位として化

学計量標準を扱っており、材料とは関連が深く、化学

物質測定の目盛りとなる各種標準試料や測定法や機器

の校正に用いる組成標準の開発を行っている。CCQM

は最近では、臨床検査や食品分析における標準化も世

界保健機構や国際食品規格委員会と共同で標準物質、

標準測定法の作製も盛んに行っている。一方、材料分

野では（特にナノスケールの計測・分析を含めると）、

ここに示した10の分野でカバーするのは難しいために、

新たに材料計量委員会CCMM（consultative committee

for material metrology）の設立が提案されている。

33）表面および微小領域分析用認証標準物質
標準物質は幅広い分野で使われており、全体を俯

瞰するのは難しい。そこで、ナノ領域分析（３次元

の内、１軸でも100nm 以下の計測可能な分析法とす

る）における認証標準試料についてのみ取り上げ、

表１にあげる。このように、この分野では認証され

た高位の標準物質は甚だ少ない。今後は材料計量を

キーとして現場で使える２次標準や実用標準の整備

がこの分野では急速に進むと予想される。

引用文献
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表１　表面分析における認証標準物質の例4)

1)

2)

3)

4)

久保田正明編、「標準物質－分析・計測の信頼

性確保のために－」、化学工業日報社（1998）.

ISO Guide 30, 31；ISO 14606, 156969.

千葉光一、ぶんせき、125（2005）.

日本表面科学会編、「オージェ電子分光法」、

丸善（2001）. 



11）はじめに
NIMSにおける国際標準化研究は、プレスタンダー

ト化事業として新材料の応用・実用化に必要となる新

評価方法の開発とその国際的な標準化を推進すること

を目的としている。特に、① 開発した新材料と新評

価法の公知と普及、② 国際標準化活動における日本

の貢献度の向上、③ 標準化とりまとめ活動による国

民への貢献、は国際標準化研究の重要な業務である。

新材料と標準に関するベルサイユプロジェクト

VAMAS（Versailles Project on Advanced Materials

and Standards）は、1982年のＧ７サミットで合意さ

れた国際研究協力の一つで、先進材料の標準に関す

る国際協力を通じて、国際標準化を促進し先端技術

製品の貿易を活性化しようとする活動である。1) , 2)図１

に示すように、VAMASの運営委員会はサミット参

加７ケ国とEU及びISOの材料あるいは標準に関わる

政府機関の高官から構成されている。VAMASには、

現在までに30の専門部会 TWA（Technical Working

Area）が設置されているが、目標を達成したＴＷＡ

は終了し、各国の合意に基づくニーズに合わせて、

常にVAMASの活動内容は更新されている。各ＴＷ

Ａは、各国の国立研究機関、大学、民間企業によっ

て構成されており、図１で、各TWAの名前の後に※

印の付いているのは、そのTWAの国際議長をNIMS

関係者が務め、リーダーシップを取っている分野で

ある。

22）VAMASのメリットと成果
先進材料の評価は未確立な点が多く、各機関ごと

のバラツキが大きく、製品の普遍的評価が難しいた

め、標準となる測定評価法を予め取り決めることが

VAMAS活動の第一の目的である。VAMASでの国際

ラウンドロビンテストに参加し、共通試料による測

定結果を国内外の他機関の結果と比較することによ

り、その機関の評価技術と信頼性を一層向上できる。

VAMAS活動で得られた成果は、ISOやIECへ提供

されることにより国際規格となる。国際規格が成立

するまで数年を要することから、活動を始めて10年

でやっと成果が出始め、約60のISOや米国試験・材

料協会（ASTM）規格の作成に貢献している。国際
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図１　VAMASの組織と技術作業部会

ISO国際規格制定手順�VAMAS活動�
（NWI）�

（WD）�

技術移転評価�
報告書（試験・�
測定法提案）�

（CD）�

（DIS）�

（FDIS）�

（IS）�

（FCD）�

図２　ISOの制定過程とVAMASとのリエゾン



ラウンドロビンテストは、実施機関の都合によって

行われるので、結果を予定通り集めることは容易で

はない。さらに国際規格のとりまとめ作業は、多く

の国に意見を求め、国ごとに意見をまとめてから送

付されるので、意見を集め調整するのに時間がかか

る。TWAごとに事情は異なるが、国際規格の制定

が順調に進められているのは、極めて大きな成果と

言える。

近年、VAMASの国際的評価が高まるとともに、

ISOとの連携も強まり、相互の成果を尊重するリエ

ゾンが結ばれるなど､VAMASの成果に基づくISO化

の促進が図られ、図２に示すように、VAMASでの

国際ラウンドロビンテスト（共通試料を各参加機関

に配り試験結果を比較する試験）の結果を取り纏め、

技術移転評価報告書（TTA文書）として提案するこ

とで､審議の時間を短縮できるようになっている。

さらにNIMSは、国内のキーパーソン、VAMAS

運営委員及び国際標準関係者を委員に迎えた

VAMAS国内対応委員会を組織し、国内の標準化研

究活動をとりまとめ、VAMAS国際共同研究の場で

の日本の貢献を審議するとともに、新TWAの提案

を行おうとしている。VAMASと連携した新材料及

びその試験法の国際標準化に関する積極的な活動に

よる研究成果と協力体制は、ISO/IECにおける日本

の発言力を増強することにつながり、日本主導の規

格の提案も容易となる。国際標準の提案には、十分

な裏づけとなる研究データや国際的な協力関係の育

成が必要で、いきなり標準の委員会の場に提案して

も審議の対象とする賛同すら得ることは難しいから

である。

33）VAMAS国際標準化活動の重要性
物質・材料研究において得られた成果を、社会に

おいて役立てる一つの明確な手段が、国際的に拘束

力も有る国際規格（国際法）として成立させること

であるが、このためには国内外の研究者と連携して、

国際ラウンドロビンテストを通じた規格の根拠とな

るデータを蓄積し、提唱する試験法案に対し多くの

理解と賛同を得ることが必要である。

国際規格は多くの国の、長期間の審議時間と作業

の手間を含む積極的な賛同を得て成立するので、成

立させること自体のインパクトは極めて想像以上に

大きく、他の規格提案の実績ともなる。またインパ

クトの大きい規格ほど、多くの国の利害をまとめる

ことは難しくなる。また、これまでの提案実績が幹

事国業務引き受け数につながり、それがISOやIEC内

での発言力となり、事前合意を図り易くすることに

結びつくので、地道な活動を大きく評価することが

必要である。

材料評価の国際規格は、出荷検査に関わる貿易の

促進のみならず、材料の安全性や信頼性評価、既設

インフラの余寿命予測にも関わる国家的に重要な技

術である。安易な技術導入や規格の受け入れは、そ

の根拠が分からないで使うことになるばかりか、成

立までに関わる技術が分からない、さらに評価する

技術そのものがなくなってしまう可能性がある。規

格の根拠となるデータを持ち対抗するポテンシャル

を持ち、今積極的に国際標準化活動を展開しなけれ

ば、他国に設計基準や安全基準までもが支配されて

しまい、次世代に技術も市場も残せないことになる。

積極的に国際標準化活動を推進し国際規格を提案す

ることによって、参加する研究機関や産業界が、諸

外国に匹敵する技術レベルを維持できる、と言える。

多くの国でナノマテリアルを国家施策として取り

込み、国際標準化を競い始めた状況を見ても、今後、

国や産業界においてVAMAS国際標準化活動の重要

性が高まることは明らかである。独自の特性評価法

の提案・検証から国際的に拘束力のある国際標準を

提案・成立させるためには５年から10年かかること

から、後継者を育成するためにも、研究的評価を増

大させることが不可欠であることは明らかである。
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11）はじめに
ナノテクノロジーへの研究開発投資が世界的に急増

するとともに、次世代を担う産業基盤技術としてのナ

ノテクノロジーの持続性を確保するための施策が必要

となってきた。そのためには、ナノテクノロジーの包

含する“光と影”の両面を科学的に評価することによ

り、社会一般からの信頼性を高める努力も必要となる。

この観点から、2004年になるとナノテクノロジーのリ

スク回避の立場と国際競争力の確保の立場から、“ナ

ノテクノロジーの国際標準化”の動きが米国および欧

州先進諸国において顕著になってきた。それに連動し

て日本におけるナノテクノロジー標準化の動きも開始

された。

最初に、ナノテクノロジーにおけるリスクのひとつ

として、カーボンナノ素材の例をあげる。最近、カー

ボンナノチューブやフラーレンに代表されるナノメー

タースケールの新規機能性物質の大量合成技術が開発

され、様々な製品への大量使用が実際に試みられる段

階に達した。このような炭素系のナノ構造体のマクロ

な実体は“すす”のような細かい粉末である。一方、

ディーゼルエンジンからの排気ガスに含まれる粒子状

物質（DEP）は主成分が炭素であり、かつナノメータ

ースケールの大きさである。DEPは人体への悪影響が

懸念されている物質であることから、同様な大きさの

炭素系物質であるフラーレンやカーボンナノチューブ

の人体への毒性やリスクを科学的に評価しておく必要

がある。ナノテクノロジーのリスクにはナノ粒子の毒

性が最も重要な課題とされているが、そのほかにもさ

まざまな社会的影響が提起されている。

一方、ナノテクノロジーの産業応用が実際に進展

するに従い、他の既存産業の場合と同様に産業競争

力維持のための国際標準化の必要性が明確になって

きた。貿易立国である日本にとって産業競争力と国

際標準化とは密接な関係がある。国際市場において

製品のシェアを獲得するためには、世界レベルでの

製品の互換性が必須であり、自ら標準化が重要とな

る。従来からの国際標準化のひとつの方法は事実上

の標準化（デファクト・スタンダード）を獲得する

ことである。一方、1995年にWTO/TBT協定（貿易

の技術的障害に関する協定）が発効したのに伴い、

加盟国において技術基準（規格など）を制定する場

合には国際規格を基礎とすることが義務付けられ

た。その結果、国際規格・国際標準を自国の産業技

術にとって有利に制定することは、製品の世界市場

における競争力強化に密接に関連することになっ

た。その帰結として、国際標準の制定機関である

ISO/IECなどでの国際標準の獲得（デジュール標準）

が重要視されるようになった。実際、欧米諸国では

産業競争力強化の観点から自国の保有する産業技術

の優位性をいち早くISO/IECなどの国際標準に反映

させる動きを強めている。

22）研究動向
ナノテクノロジーの標準化に対する世界的及び国

内動向について概説する。現在では、欧米のみなら

ずアジア・日本での取り組みも開始されている。国

際的な枠組みとしては、ナノテクノロジーの研究開

発を国家施策として推進する立場（行政）からの国

際的な専門家会議（International Dialogue on

Responsible for Research and Development of

Nanotechnology）が2004年より開催されている。

米国においては、ANSI（American National Standard

Institute）およびASTM International がナノテクノロジ

ーの標準化に積極的に取り組み始めている。ANSIでは

2004年にANSI-NSP（Nanotechnology Standard Panel）

を設置した。ANSI-NSPではナノテクノロジー標準化に

おける優先順位を以下の様に決定した。

① ナノテクノロジー・ナノサイエンスにおける総

称的用語法（Generic Terminology）

② 材料の組成や特徴に関する体系的用語法

③ 毒性的効果・環境への影響・リスク評価

④ 計測法・分析法・標準的試験方法
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ここにおいてもナノテクノロジーの様々なリスク

が重要項目として採りあげられている。一方、

ASTMにおいてもナノテクノロジー標準化を推進す

ることが2004年10月に合意され、新規にナノテクノロ

ジー委員会（E56）が2005年に設置された。E56委員

会は米国を中心にナノテクノロジー分野で活躍してい

る産官学関係者により構成される。国際協調を視野に

いれながら、具体的な標準・ガイドラインの開発、な

らびに関連機関との調整を行うものと思われる。

ヨーロッパではCEN（European Committee for

Standardization）においてナノテクノロジー標準化

を推進する新しい動きが始まっている。2004年3月に

CENのテクニカルボード（BT）はナノテクノロジー

に関するワーキンググループ（CEN/BTWG 166）を

設置することを決めた。この新領域における標準化

活動の必要性を解析し、戦略を開発し、関連する諸

活動の調整に着手することが主要タスクである。

アジアにおいては、アジア諸国間のナノテクノロ

ジー研究開発を討議する場として2004年にANF

（Asia Nanotech Forum）Summitが日本の経済産業

省や産業技術総合研究所（AIST）などの主導により

開催された。現時点では、ナノテクノロジーの社会

的影響などを含めた包括的な議論をする場であると

考えられ、施策を推進する立場からアジア全体でナ

ノテクノロジーを討議する場としては重要である。

国際的な標準化機関であるISOにおいてはナノテ

クノロジーに関連する委員会（TC：たとえばTC201

表面化学分析）において個別に標準化が行われてき

た。現在、ナノテクノロジーに関する新規TCの設

置が英国から提案され、2005年TC229として設置が

決定された。

わが国におけるナノテクノロジーの標準化に向け

た動きも欧米の動きに即応して2004年に開始され

た。経済産業省の主導のもとに日本規格協会を事務

局として“ナノテクノロジー標準化調査委員会”が

2004年11月に設置された。産業界のニーズに基づい

て、わが国におけるナノテクノロジーの標準化にお

ける規格策定方針やISO提案方針などを提示するこ

とが目的である。

NIMSにおけるナノテクノロジーの標準化活動に関

しては、国際標準化としてのISO活動と標準化のため

の国際共同研究調査活動としてVAMASの２種類が

並行して進められている。ISO活動においては、

TC201（表面化学分析）においてNIMSは積極的に協

力している。2004年にナノ計測において非常に重要

な走査型プローブ顕微鏡に関する小委員会（SC9）の

設置が決定し、NIMSからも委員を派遣して、新規作

業項目などの提案をしている。ISO活動は中立機関で

ある独法が主導して民間企業や大学等の学識経験者

の意見を取りまとめる必要があるが、ISO/TC201の

場合はNIMSとAISTが協力して積極的に標準化を推

進している。一方、VAMASでは、ISOなどの国際標

準化活動と連携をとりながらプレスタンダード化の

ための国際共同研究を推進する。VAMASにおいて

も“ナノ材料計測”に関して新規に委員会（TWA29）

の設置が決定したことから、標準化のための実証的

研究が本格化するものと思われる。

33）今後の動向
ナノテクノロジーの標準化は、その産業としての

持続性を保障するために必要不可欠であり、今後、

数年間の間に飛躍的に活動の進展が進むものと考え

られる。その場合に重要なのは、ある程度のスピー

ドである。米国や欧州先進諸国が大枠や重要事項を

固めてしまう前に、日本がISOなどの国際標準活動

を積極的に主導して、ナノテクノロジーの標準化に

おけるイニシアティブの確保を図らなければならな

い。一方、NIMSの立場としては、日本が進めるデ

ジュール標準の活動に積極的に関与することは、複

数の効果や貢献を見込めることから、重要である。

特許権などの知的財産権と標準化を戦略的に結合さ

せることにより、産学とNIMSとの連携の強化、

NIMSの基礎基盤研究による知的国際貢献の促進、

などの効果が期待できる。

44）まとめ
ナノテクノロジーは持続的発展が可能な社会を実

現する21世紀のキーテクノロジーとして国際競争力

の強化と新産業の創出を期待されている。第2期科

学技術基本計画においてナノテクノロジーへは国家

のリソースが優先的に配分されており、最近では研

究成果の事業化・実用化が強く望まれているところ

である。そのためには、産学官が連携してナノテク

ノロジーの事業化や国際競争力確保に不可欠な標準

化を欧米先進諸国に先行して促進することが必要で

ある。ナノテクノロジー標準化は、NIMSなどの中

立的かつ中核的な独法研究機関が積極的かつ主導的

な役割を果たすべき領域である。
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〈補記〉

本アウトルックをまとめるにあたり、トムソンサイエンティフィック社の引用索引データベース Web of

Science とエルセビア社のサイエンスダイレクト（Science Direct）を利用させていただきました。ここに厚く

お礼申し上げます。

なお Web of Science を利用して作成した図は以下のものです。

板東　義雄、p. 79 図１、p. 80 図２。小口　信行、p. 85 図１、２、p. 87 図３、４、５、６、p. 88 図７、８、

９。熊倉　浩明、p. 95 図１。竹内　幸夫、p. 100 図１。小林　尚俊、p. 116 図１、p. 117 図２、３、p. 118 図

４、５、６、７、p. 119図８。宮原　 裕二、p. 123 図１、２、３、４、p. 124 図６。西村　睦、p. 131 図１、

２、p. 132 図３、４、p. 133 図５、６、７、p. 134 図８。原田　広史、向井　敏司、萩原　益夫、平野　敏幸、

御手洗　容子、岸本　哲、田中　義久、石田　章、澤口　孝宏、p. 156 図１、２、３。平賀　啓二郎、斉藤

紀子、p. 170 図１、２、p. 171 図３、４、５、６、p. 172 図７、８。木村　秀夫、任　暁兵、菱田　俊一、p.

174 図１、p. 175、図２。北村　健二、p. 179 図１、２、p. 180 図３。香川　豊、p. 186 図４、５。

Science Directを利用した図は以下のものです。

目 義雄、p. 83 図１、２。
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