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元 素戦 略 磁性材料 研究 拠点（ESICMM）は、希少金 属資源を使 用しない高性能 永久磁石の実現を目指して、平成 24
（2012）年６月、物質・材料研究機構を研究拠点に、「電子論」、「解析評価」、「材料創製」の３グループによる研究体制
を設置し、８月から連携機関を含む拠点全体の共同研究を開始しました。プロジェクトは、４大学、４研究機関が連携して
順調に進み、平成 28 年度に中間地点の５年目を迎えることになります。
当プロジェクトを開始した背景には、電気自動車・ハイブリッド自動車の普及とともに駆動用モーターや発電機に使用する
ネオジム磁石の需要が急増し始め、風力発電装置の普及などに伴う需要拡大も予測されたとともに、生産国の政策変更に伴っ
ひっぱく

て磁石に耐熱性を付与する希土類金属ジスプロシウムの需給が逼迫する状況があり、生産地が限定される高価な希少金属を
使用しない高性能磁石の開発には強い社会的要請がありました。現在も、その状況は変わりません。一方、ネオジム磁石が
発明され量産されるようになった 1980 年代半ば以降の短いブームが去った後、磁性材料についての理論研究にはめぼしい進
展がみられていませんでした。これは、磁性材料の性能の決め手である金属結晶粒子の境界（粒界）についての構造や磁
性の解析が困難であったこと、それらの不均質な構造の中の多数の原子の磁気的振舞いを理論的に記述する方法がなかっ
たこと、などが主な理由と考えられます。
このような中、当プロジェクトでは、拠点型研究だからこそ活用できる世界有数の大型解析装置やスーパーコンピュータ等
を駆使して、３グループの連携のもとにこの壁に挑戦しています。現在までに、次のような新しい成果が生まれています。ひ
とつは、ネオジム磁石の結晶粒界の磁気的性質がこれまでの常識とは異なることを発見し、粒界の化学成分の調整によって
保磁力の向上を実現したことです。これは、ジスプロシウム不使用の高性能磁石につながる成果と期待されます。また、理
論計算から予測して希土類金属使用量を重量比で 17% 程度減らせる新規磁石化合物の合成に成功し、ネオジム磁石の発明
以来、初めてネオジム磁石に使われている化合物よりも高い磁気的性質を示す新規な化合物が存在することを実証しました。
さらには、拠点形成型プロジェクトを通じて「磁石研究プラットフォーム」とも言うべき研究者の交流ネットワークが育って
きたことも大きな実りです。計算理論と解析および材料の専門家の間でコミュニケーションが活発になり、求める機能から材
料を見いだしていくという新たな研究スタイルも生まれようとしています。
日本の産業基盤である材料科学を体系化し、企業の研究者がこれを活用して実効性の高い連携を育むこと、この分野の
研究者の層をより厚くし若手を育成することにも、拠点の課題としてすすめます。
我々 ESICMM の研究成果が、メカニズム解明に根差した希少元素に依らない次世代磁石材料の創出と、将来の磁性材
料研究開発の継続的な発展に寄与する人材の育成などに貢献できるよう、引き続き取り組んでいきます。
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顕著な成果
ESICMM の電子論グループはネオジム磁石の主相 Nd 2Fe14 B よりも Fe 含有
率が高く低希土類元素組成の化合物の可能性について電子状態を精密に理論
計算することにより検討し、NdFe12 N という物質が大きな磁化と結晶磁気異方
性を持つことを予言しました。ESICMM の材料創製チームがこの材料の単結晶
薄膜をスパッタ法によりタングステン下地層の上に作製することに成功し、解析
評価チームは NdFe12 N が室温以上で Nd 2Fe14 B よりも高磁化、高磁気異方性を
持つ化合物であることを検証し 2014 年に発表しました。永久磁石の分野では
1983 年に発表された佐川眞人博士等によるネオジム焼結磁石の発明の後、新規
な物質探索が世界中で行われましたが、新規な化合物でそれに匹敵するものは
この化合物まで現れませんでした。NdFe12 N はタングステン下地層との格子整
合により安定化されて生成する準安定物質と考えられ、磁石材料として利用する

図：第一原理計算により最適化した
NdFe12N の結晶構造

にはさらに多くの研究が必要ですが、新規化合物探索研究に大きな希望を与え
る象徴的成果として、重要な意味があると考えています。

また、Dyを使わないで２テスラの高保磁力を発現するネオジム磁石を現在の製造プロセスにわずかな工程を加えるだけで
作製できることを実証し、さらなる高保磁力化を目指したプロセス研究を進めています。同時に、プロセス設計指針の基礎
となり、産業界に移転する場合にも必要となる熱力学情報基盤の整備と、保磁力についての理論基盤の構築を推進する舞
台として、放射光、中性子、最大級スーパーコンピュータ等の大型研究施設を駆使しつつ電子論・材料創製・解析評価の全
グループの研究者が自由に連携できる研究プラットフォームを構築し、プロジェクト中間期以降の研究を拠点全体が一丸となっ
て進められる態勢を整えたことも、拠点形成型プロジェクトとしての重要な成果です。
磁性材料研究拠点
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元 素戦 略 磁性 材料 研究 拠 点は、理 論 研究を
実 施する電子論グループ、材料プロセスや新材

産業界へ還元

料開発を行う材料創製グループ、そして材料 構
造や特性を測定する解析評 価グループが三位一

文部科学省ガバニングボード

体となって研究を推進しています。これまでに、
新規の物性値を発現する結晶構造設計、新磁石
として高い磁気 特 性を発 揮する結晶組 織設計、
さらに高磁気特性発現の起源となる磁化分布設

SPring-8、J-PARC
アトムプローブ

組織制御プロセス
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材料創製

スーパーコンピュータ

磁化分布設計

結晶組織設計
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計などが融合研究の成果として表れています。こ
れらの研究成果は、プロジェクトの委託元である
文部科学省を通じて、本プロジェクトと双子のプ
ロジェクトとして推進されている経済産業省の未
来開拓プロジェクトとガバニングボードを通じて
協力し、日本の産業界に還元される仕組みとなっ

電子論、解析評価、材料創製が３本柱となり新磁石物質開発を産業界へ還元

ています。
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電子論 グループ
Electronic Theory and Computation Group

平面波基底法（ＱＭＡＳ）などを基軸にした磁気物性量の高精度計算手法の開発

ネオジム磁石に代わる新しい新規磁石の開発を目指して
NdFe11TiN の解析をきっかけに、NdFe12N の磁化と磁気異方性が大きなことがわかった。これと連携して材料創製
G と解析評価 G がそれぞれ NdFe12N の薄膜合成と物性測定を行った。その結果、Nd 2Fe14B を超える磁気物性値を
もつことが明らかになった。
化ができませんでした。以後この分野

窒化して磁気特性を測定したところ、

は下火となり忘れ去られていたのです

室温からキュリー温度に至る広い温度

が、今回のプロジェクトでは、再度こ

領域で、磁化と異方性磁場のいずれ

こに着目しました。

もが、Nd 2Fe14B を超えることがわかり

NdFe11TiN は 1991 年に報告された
磁 石化 合 物 で、1-12（NdFe12）系の
中で 最も磁気特 性がすぐれていまし

電子論グループリーダー
ESICMM 主任研究者

三宅

隆［産業技術総合研究所］

新磁石材料開発を理論面から支援

ました。これは実に 32 年ぶりの記録
更新です。
しかしながら永久磁石材料としての

た。まず、チタン（Ti）と窒 素（N）

実用化に向けては、克服すべき課題

が磁性に与える影響を詳細に計算して

が多くあります。薄膜ではなくバルク

調べたところ、Ti を鉄（Fe）で置換

の安定相をつくる必要がありますし、

すると、大幅に磁化が増加することが

保 磁力を高めるためには、焼 結磁石

わかりました。非磁性の Ti を磁性元

の特徴である主相と副相が入り交じっ

素の Fe に置き換えれば磁化が増加す

た複雑な材料組織の状態を解明しな

るのは当然と考えられますが、その増

ければなりません。

加量は置換した鉄原子の磁気モーメン
トよりもはるかに大きかったのです。

一方、Nd 2Fe14B や NdFe12N をも超
える新化合物の提案には、組成を変

当プロジェクトの大きな目標は２つあ

また Ti が磁気異方性に与える影響

えた網羅的な計 算やそのための結晶

り、現在使われている磁石の性能をさ

は小さいこと、さらに N により、磁化

構造の決定が重要です。これにはデー

らに高めることと、新しい磁石の開発

が顕著に増加するとともに強い一軸異

タサイエンスや人工知能の手法を取り

方性が誘起されることもわかりました

入れたマテリアルズ・インフォマティク

（図）。これにより、NdFe12N が良い

スと呼ばれる新たな研究手法を開発す

です。私は理論の面から、新しい磁
石の開発にアプローチしています。
磁石の性能は主に、磁化の大きさ、
磁気異方性の大きさ、キュリー温度（強

磁石化合物であることが示唆されたこ
とになります。

物質の基本的な性質に正面から向
き合ってみると、我々の物質観の中心

磁性の性質が失われる温度）の３つ
の要素で決まります。鉄は磁化が大き

る必要があります。

材料創製とインフォマティクスの連携

となるような基本的な問題がまだ奥深
くに眠っていることを感じます。「すべ

い素材ですが、異方性が小さい。そ
この 計 算 と 連 携 して、NIMS が

ての物質に共通する非常にきれいな原

Dy などの希土類を加えた鉄基希土類

NdFe12Nx 膜を合成しました。彼らは

理があるに違いない」、磁石の開発を

合金による磁石が実 用化されていま

特殊な方法を用いて NdFe12 膜を成長

通して、この根幹的な問題に迫れたら

す。なるべく鉄の量を多くしたうえで、

させることに成功したのです。これを

と考えています。

こで磁気異方性を増強する Nd、Sm、

効率的に希土類を加えて異方性を高め
るのが基本的な戦略です。
忘れられていた NdFe12 に再注目
NdFe12 のように希土類元素と鉄と
の比が 1：12 となる合金（1-12 系）は、
高い磁化が期待されて 20 年以上前に
注目されていましたが、安定した物質
としてつくることができず、誰も実用
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図：NdFe11TiN の 結晶 構 造と窒 化による電子
密度の変化 [1]。窒化により Nd と N の間の電
子密度が増加する。これを避けるように Nd の
4f 電子が分布することが強い一軸磁 気 異 方性
を誘起する。
［1］T. Miyake, K. Terakura, Y.
Harashima, H. Kino and S. Ishibashi, J.
Phys. Soc. Jpn. 83, 043702 (2014).

電子論 グループ
Electronic Theory and Computation Group

擬原子軌道局在基底密度汎関数法を基軸にした OpenMX 等の第一原理計算アプリケーションの展開

Cu の添加による Nd 2Fe14B の保磁力向上を理論的に解明
第一原理計算のアプローチにより、Nd 2Fe14B の材料組織の原子配置や磁気状態を解明している。ネオジム磁石に添
加物として Cu を使うと、Nd 2Fe14B の保磁力を向上させる効果があることを理論的に明らかにした。

際に実験して確かめてもらったり、逆

その性質をまとめたもので、界面 Fe

に良い実験結果が出たときにどうして

サイトに Cu があるとき界面 Nd の磁

そうなったのかを、こちらが理論的に

気異方性定数が Cu 添加前よりも正の

解明するなど、解 析評 価・材料創製

方向に変化し、かつ生成エネルギーも

グループと緊密に連携できることもこ

低いことを示しています。

のプロジェクトの利点です。
今年度はこれまでに得られた結果を
踏まえて、主相が Nd 2Fe14B、副相が

高保磁力を示す磁石界面の
提案を目指して

Nd の酸化物（NdO 0.25）のときに Cu
ESICMM 主任研究者

合田 義弘［東京大学］
第一原理計算で磁石界面を解明

を添加した場合の効果を調べました。

また、副相のネオジム酸化物である

Cu は Nd 2Fe14B を主相とする磁石をつ

NdO 0.25 に つ い て も 解 析 しまし た。

くる時に副相 Nd 金属の融点を下げる

NdO 0.25 の結晶構造は規則正しいもの

ための添加物として実際に使われてい

ではなく、Nd の中に O が所々ランダ

る元素です。

ムに入っています。酸素の原子配置を

まず結晶構造の中の Cu の位置をエ

計算してみたところ、界面近くの O は、

ネルギーの安定性から計 算したとこ

Fe や B よりも Nd の近くにあるほうが

強い磁石を作るにはどうしたらいい

ろ、Cu は主相・副相間や界面主相側

エネルギー的に安定であることがわか

かというテーマに、電子論の立場から

の Fe サイトに入りやすいことがわかり

りました。さらに磁気的性質として、

アプローチしています。１種類の結晶

ました。次にその配置のときにどのよ

界面の Nd の磁気異方性が O の存在

だけがきれいにずっと続いているよう

うな性質を示すかを見たところ、Cu

によって大きく改善されることもわかり

な物質は、磁気モーメントが反転しや

が界面 Fe サイトにあるとき、界面の

ました。

すく、磁石としては使えません。様々

Nd の磁気異方性が正の方向に変化

Cu や O 以外にも磁気異方性を高め

な化合 物でできている焼 結磁石は、

し、保磁力を高める効果があることが

る元素があることが期待されるので、

材料組織の間の境目（界面）で磁気

わかってきたのです。

さらに研究を進めて保磁力の高い界面

モーメントの回転が起こりにくい性質

図は界面近傍における Cu の位置と

構造を提案していきたいと思います。

があります。この界面の状態を解明す
ることにより強い磁石がつくれないか
と考えています。
第一原理計 算を使って材料組織の
様子をコンピュータシミュレーションす
ると、原子配置ならびに電子や磁気の
状態をはじめ、エネルギーの安定性な
どを確かめることができます。多くの
原子の状 態を見るためには大規模な
計算が必要なので、スーパーコンピュー
タ「京」を活用しています。
界面への Cu 添加効果を算定
得られたシミュレーション結果を実

図：界面近傍での Cu の位置別の生成エネルギーと界面 Nd の磁気異方性定数
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電子論 グループ
Electronic Theory and Computation Group

組織形成原理の解明に基づく高保磁力化原理の導出及び規則化合金・微粒子磁石の創成と解析

Nd-Fe-B のマルチスケールにわたる保磁力発現原理を解明する
ネオジム磁石では、結晶粒表面にあるネオジム原子の 4f 電子が磁化反転において決定的な役割を果たしていることが
分かった。また、希土類磁石の磁化ダイナミクスのモデルを構築することによって、第一原理計算では解析できない物
理量の計算が可能になった。
希土類磁石の
磁化ダイナミクスをモデル化

体の基本的な物性である磁化曲線が、

R 2Fe14B 系で希土類 R の違いによって
どうなるかを記述できます。

ネオジム（Nd）など希土類元素は
4f 電子をもっています。結晶粒の界面
近くではネオジムの 4f 電子が、内部の

マルチスケール物理学の
出発点として

ネオジムのそれと異なる磁気異方性を

ESICMM 主任研究者

土浦 宏紀［東北大学］
結晶・不均一組織界面の
電子状態の理解へ

示すことがわかりました。4f 電子を取

結晶粒のスピンはナノスケールの量

り巻く原子スケールの環境が磁気異方

子力学の世界ですが、それを不均一

性を大きく変えるのです。

組織が取りまいてできている磁石はミ

4f 電子系は通常の第一原理計算に

クロンスケールの電 磁気学の世界で

とって弱点のひとつで、適切な記述が

す。保磁力を理論的に解明することの

困難です。そこで、最近開発された

難しさは、異なるスケールが混在する

新しい手法を援用して、結晶粒と界面

マルチスケールの問題を扱わなければ

近くで 4f 電子がどのように分布してい

ならないところにあります。マルチス

るかを計算しました。

ケールは物理の理論に残された大きな

また、第一原理計算をベースにして、
ネ オ ジム 磁 石（Nd-Fe-B）は、1982

結晶粒や界面の構造と電子状態の情

り口になるかもしれないと考えていま

年に発明されて以来、最強の磁石とし

報を集めてモデル化しています。モデ

す。ナノスケールについて計算で得ら

て広く利用されてきました。その性能

ルをもとに、実際の磁石の性質の予測

れた成果と、さまざまな手段で観察で

がどのような仕組みで成り立っている

や実験 結果との比較ができる可能性

きるミクロンスケールの成果とをつない

のか、そこに潜む物理を十分に理 解

があります。さらに、磁化ダイナミク

で、保磁力が発現する仕組みをさらに

すれば、さらに高性能の磁石をつくる

スのシミュレーションをすると、磁性

解明していきます。

理論的な基盤が確立できるはずです。
永久磁石は焼結体ですから、必然
的に乱れた構造をもっているため、理
論的な扱いが大変厄介です。主相は
複雑な結晶構造をもつ Nd 2Fe14B です
が、これだけでは磁石になりません。
周囲にある不均一な組織が結晶粒を
閉じ込め、磁化の反転が起こらないよ
うにすることで磁石が成り立っていま
す。磁石が磁石として機能することを
決めているのは電子そのものです。保
磁力を決める要因を理解するには、結
晶と不均一組織の界面の電子状態を
知ることが不可欠で、その努力を続け
てきました。
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課題であり、磁石の理論研究はその入

図：Nd の 4f 電子は、自分自身を取り囲む
5d 電子を避けるように分布する。その 5d
電子は、近隣の Fe の 3d 電子と量子力学的
な 結 合を求めて分布 を 変 える。した がって、
周囲の Fe の位置が 4f 電子の配向を決める
鍵となる。

電子論 グループ
Electronic Theory and Computation Group

基盤的計算機シミュレーション手法の検討

電子論研究の基盤を築き、ソフトウエアの開発・普及に努める
ESICMM を含む元素戦略４拠 点間の連携と、大型研究施設などとの連携を強化する枠組みを構築。そこでの議論を
踏まえて、電子論研究の共通基盤となるシミュレーション手法などのソフトウエアを開発し、普及にも努めている。

物質科学シミュレーションの
ポータルサイト MateriApps を整備

使って物質の電子状態を計算します。
OpenMX は、結晶、界面、溶液な
ど広範な物質を対象とした大規模計

ESICMM 主任研究者

常行 真司［東京大学］

「京」のような最先端のスーパーコン

算ができ、世界的にユーザーが増えつ

ピュータを使って研究を進めていくに

つあります。電子論グループの合田チー

は、計算機の演算性能だけではなく、

ムは OpenMX を使って研究しており、

計算機の性能を十分に引き出すための

その要望に応えてアプリケーション機

ソフトウエアの開発が不可欠です。高

能を追加しています。

性能なソフトウエアが次々と開発されて

AkaiKKR は、規 則的な結晶だけ

きましたが、その成果物（アプリケー

でなく、不純物や不規則な置換合金

ション）が公開されているものは少な

の系を計算することができます。ネオ

く、利用者がその存在を知らないまま、

ジム磁石には、性能を上げるためにジ

外国製の公開ソフトウエアや商用ソフ

スプロシウム（Dy）を混ぜています。

トウエアを使っているのが現状です。

その働きについて研究が進められてい

CMSI では、国内外で開発された物

ますが、そもそも、結晶中でジスプロ

質科学のアプリケーションを紹介する

シウム原子がネオジム（Nd）原子と置

ポータルサイト MateriApps（マテリ

き換わる場所がわかっていませんでし

電子論の研究には、対 象とする分

アップス）を 2013 年に開設し、整備

た。AkaiKKR の開発 者である赤井

野が異なっても共通した方法論があり

してきました。2016 年 2 月現在の利用

久純らのチームは、この手法を使って

ます。そこで、元素戦略プロジェクト

者数は１万人以上、アプリ登 録数は

（Nd1‐xRx）2Fe14B（R は希土類元素）

の立ち上げにあたって、計 算物質科

170 本になりました。

元素戦略プロジェクトの
電子論研究を立ち上げる

に入りやすいのか、その場所を突き止

学研究者のコミュニティである計算物
質科学イニシアティブ（CMSI）が４
拠 点（磁 性 材 料、触 媒・電 池 材 料、

共通基盤となる
OpenMX と AkaiKKR の開発

めました。
さらに、熱力学計算（カルファド法）
と組み合わせることにより、有限温度

構造材料、電子材料）の共通 基盤と
なるソフトウエア研究を担当することに

の生成エネルギーを求め、Dy がどこ

私たちは、独自のシミュレーション

での Dy の平衡副格子濃度の理論値を

手法も開発してきました。その中で磁

図のように確定し、実験値と一致するこ

プロジェクトがスタートすると、まず

石 研 究 に 関 し て 優 れ た も の に、

とを明らかにしました。これは、Dy の

は４拠点の「実 験 計 算連 携 検 討会」

OpenMX と AkaiKKR があります。

位置がどのように選択されるのか、そ

を連続して６回開催しました。ここで、

どちらも、第一原理計算プログラムを

の起源の解明につながるものです。

なりました。

実験家が理論家に何を求めているの
か、何が必要なのかを議論し、それ
を受けて研究チームがつくられました。
また、大型研究施設である SPring-8、
J-PARC、KEK-PF、そ し て「京」コ
ンピュータとの合同シンポジウムやワー
クショップを毎年開催し、拠点内外の
連携を強化してきました。

横軸：ジスプロシウム濃度
縦軸：Nd が Dy に置き換わる割合

図：ジスプロシウムの平 衡副格子濃 度。例えば、Nd
全体の 50％を Dy で置き換えたとき、すべての位
置の Nd が均等に Dy に置き換わるのではなく、実
験によれば、4f の位置（■）では 65％程度が Dy
に 置 き 換 わって おり、一方 4g の 位 置（■）で は、
35％ 程 度 が Dy に置き換 わった状 態が熱 力学的に
安定していることがわかる。この実験値が計算値（曲
線）とよく一致している。
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電子論 グループ
Electronic Theory and Computation Group

核生成理論と単磁区反転機構理論の整備

異方性の大きな境界相で温度効果による反磁化伝搬抑制機構の発見
反磁化伝搬の温度依存性、異方性の温度変化、磁気異方性を取りこんだシミュレーションの開発に取り組む。特に温
度依存性において境界領域の相互作用が弱いが異方性が強い場合に、基底状態には見られない臨界磁場の上昇を発見
したのは大きな成果である。

ESICMM 主任研究者

宮下 精二［東京大学］
現実に即した理論研究を

核生成と反磁化伝搬がどのように起

これに関連して、境界領域の表面

こるか、スピンの相互作用、磁気異方

の異方性を強くした場合のシミュレー

性、温度などのパラメータのもとでシ

ションも行いました。ドメイン壁に接し

ミュレーション計 算を行ったところ、

ているバルク磁石の表面の１層分を異

ドメイン壁伝搬における臨界磁場の温

方性の強い物質に置き換えてプロテク

度効果について新しい知見が得られま

トをかけてみたところ、核生成はプロ

した。

テクトをかけていない反対側の面から

核生成では、温 度が上昇すると臨

起こることがわかりました。このこと

界磁場が下がるというのが通常の傾向

から、境界領域に異方性の強いものを

でしたが、ドメイン壁伝搬では、温度

挟み込むと、磁石としては弱くても保

が上昇しても臨界磁場があまり下がら

磁力を上げる効果が期待できます。

ずに、特に相互作用が弱い場合は逆

また、異方性のエネルギーの温 度

に上がってしまう傾向が見られたので

変化についても、有限磁場がかかって

す。

いる状 態での考察を行い、新しい知

考えられる仮説の１つとしては、ドメ

見を得ることができました。このように

イン壁における磁場の反転が、低温で

いろいろなシミュレーションの結果か

磁石の保磁力を高めるための研究を

は徐々に連続的に起こるのに対して、

ら保磁力の上昇につながりそうな効果

原子レベルのミクロな視点から行い、

高温では、一気に反転するようなタイ

を１つひとつ見つけ出し、それらを積

理論的な整 備を進めています。通常

プに変化するのではないかということ

み上げていくことで、強い磁石をつく

の理論研究では、純粋物質の絶対零

で す。その場 合に異方 性は高まり、

る指針が明らかになるだろうと考えて

度での振る舞いを対象としますが、実

保磁力を上げる方向に働くからです。

います。

用化を目指すこのプロジェクトでは、ヘ
テロ構造である実際の磁石が有限温
度でどう振る舞うかを理解しなければ
なりません。そういう意味では理論物
理としてまったく未 知の分 野であり、
スピントロニクスの応用を含め、新し
い領域に踏み込んだ研究といえます。
相転移現象は多くの原子を扱うので、
大規模なコンピュータシミュレーション
が不可欠で、そのためのスキーム開発
も私たちのチームが行います。
磁化反転の伝搬に関わる新知見
保磁力を高めるために重要なのは、
磁化反転のきっかけとなる核生成を抑
えることと、反転が起こってしまった
後の伝搬を抑えること（ピンニング）
の２つです。
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図：磁気異方性の強さと磁気反転の関係。時間とともに正の向き（赤）が反転して負の向き（青）
に変化する。T=0.1 では異方性 (E) が大きくなるとドメイン伝搬が抑えられる。

解析評価 グループ
Structural and Property Characterization Group

マルチスケール組織・界面解析

結晶粒界の解析で保磁力の向上に成功
マルチスケール構造 解 析でネオジム磁石の保 磁 力と微 細構造の関係を調べ、保 磁 力向上のための鍵を明らかにした。
その知見をもとに、材料創製グループの大久保 PI とともに 4%Dy 含有ネオジム磁石に匹敵する保磁力をもつ磁石を
開発した。
粒界を非磁性にすれば
保磁力は高まる
焼 結ネオジム磁石は、焼 結後に熱
処理を施してつくられます。このときに

組成の膜が結晶粒を取り巻くようにす
ればいいのです。
ジスプロシウムフリーネオジム磁石の
実用化に向けて

形成される粒界には、Nd が約 30％、

解析評価グループリーダー
ESICMM 主任研究者

宝野 和博［物質・材料研究機構］

Fe が約 66％含まれていました。Fe が

この方針に基づき、大久保 PI と共

含まれているということは磁性をもつ可

同で磁石を作製しました。熱間加工ネ

能性があるということです。実際、同

オジム 磁 石 に 圧 力をか け た状 態 で

じ組成の膜をつくって測定したところ、

Nd70Cu 30 合 金を拡 散させることによ

強磁性であることがわかりました。こ

り、４%Dy 含有ネオジム磁石に匹敵

れは後に、SPring-8 の中村 PI のグルー

する保 磁 力をもつ磁石ができたので

プが XMCD でさらに確認されました。

す。

それまで、「粒界相は非磁性」とい

目標は、室温で 2.5T 以上の保磁力

うのが通説でしたから、この結果は大

をもち、高温になってもそれがあまり

きな驚きをもって迎えられました。粒

落ちないジスプロシウムフリーネオジム

界が強磁性だと、結晶粒どうしが磁気

磁石です。開発の道筋はついている

現在広く使われているネオジム磁石

的に結合して磁化反転が起こりやすく

ので、あと２年ぐらいで目的を達成で

（Nd 2Fe14B）の 保 磁 力は、理 論 限 界

なります。保磁力が低くなってしまう

きると考えています。その後は、サマ

大きな原因はここにあったのです。

リウムを用いた磁石の研究に取り組む

マイクロ、ナノ、原子レベルで
磁石の組織を解析

の４分の１程度にすぎません。微細構
造を解析してその原因を解明すれば、

逆に、粒界 相を非 磁性にすれ ば、

保磁力がずっと高い磁石がつくれるは

結晶粒間の磁気的結合が断ち切られ、

ずです。

磁化が一方向に保たれるため、保磁

磁石は微細な結晶の集まりで、個々

力は高くなります。そのために有効な

の結晶粒が磁化をもっています。そし

のは、Cu の添加です。Nd と Cu が

て、結 晶 粒 を取り巻く「粒 界」が、

1：1 だと非磁性になりますから、この

つもりです。

保磁力を決めるうえで最も重要な働き
をしているのです。そこで、マルチス
ケール構造解析を「武器」として、粒
界を詳しく調べました。
具体的には、マイクロメートルレベ
ルの観察ができる走査型電子顕微鏡
によってバルク体のミクロ構造（結晶
粒と粒子間の組 織）を、ナノメートル
レベルの観察ができる透過型電子顕
微 鏡によって粒界 のナノ構造を観 察
し、独自に開発した３次元アトムプロー
ブを用いて粒界の元素分布を原子レベ
ルで明らかにしました。

図：ネオジム焼結磁石のマルチスケール構造 解 析。(a) で黒く見えているのが結晶粒、(b) の中央の斜めの
帯が粒界。(c) では粒界を含む長さ 1000nm ほどの試料中の原子が元素別に色分けされている。下段は組
成を表すグラフ。
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解析評価 グループ
Structural and Property Characterization Group

中性子・X 線 in‐situ 解析

量子ビームを使ったパワフルな解析で磁石内部の構造を明らかに
透過力が強く、磁気的性質も測定できる中性子散乱を用いて、物質としての磁石の基礎である磁気構造を明らかにす
るとともに、磁石内部で結晶粒と粒界相に起こる変化を詳細に把握し、既存磁石の性能向上と新磁石の設計に役立てる。

磁気構造まで含めて明らかにすること

製造プロセス中の変化を追いかける

です。これまでの大きな成果として、

ESICMM 主任研究者

小野 寛太［高エネルギー加速器研究機構］

ジスプロシウム（Dy）含有ネオジム磁

解析のもう１つの目的は、磁石の製

石（（Nd1- xDyx）2Fe14B）の 解 析 が あ

造プロセス、特に、高温・高圧状 態

げられます。この磁石の結晶構造には

で何が起こっているかを知ることです。

希土類元素が入れるサイトが２つある

ネオジム磁石では、結晶粒が小さいほ

のですが、Dy がどちらに入るか、そ

ど保磁力が高くなるはずですが、その

の起源は不明でした。Nd と Dy は原

他に微細組織、すなわち結晶粒と周り

子番号が近いので X 線散乱能にはあ

の粒界相の組成や特性も大きく影響す

まり差がありませんが、中性子散乱能

ることが知られています。しかし、焼

は２倍の開きがあります。この強みを

結とその後の熱処理などのプロセス中

活かし、中性子散乱実験から Dy が

に、結晶粒と粒界相に何が起きている

一方のサイトに入りやすいことを明らか

かはよくわかっていません。

にしました。
磁石材料の解析に適した中性子散乱

Dy がどのサイトに存在するか解明

そこで、ネオジム焼結磁石を主な対
象として、高温での in situ（その場）

されたことは、今後の磁石材料設計に

中性子解析により、焼結磁石内部で

ESICMM の発足以来、J-PARC の

大きな指針を与えると思います。しか

の粒界相の変化を明らかにしました。

中性子線と Photon Factory の放射光

も、Dy のサイト占有率は、電子論の

今後は、高温・高圧下での中性子

を用いて、磁石材料の解析を行ってき

三宅 PI の第一原理計算、NIMS 阿部

実験を行い（in situ 実験）
、製造プロ

ました。中性子は透過力が強いため、

主幹研究員の熱力学計算とよく一致し

セス中に磁石の内部で何が起きている

比較的大きな試料を対象とすることが

ました。つまり、あとは実験をしなく

かを原子レベルで明らかにし、企業で

でき、磁石内部の情報を得ることがで

ても、計算で希土類がどのサイトに入

の磁石製造プロセスの最適化に役立

きます。また、中性子のもつスピンを

るかを求められるのです。

てていただきたいと思っています。

利用して、中性子散乱から磁石の各サ
イトでの磁気モーメントを知ることがで
きます。ただし、中性子散乱実 験は
実験できる場所が限られていて手軽に
行えるものではないうえに、解析が難
しく、時には何ヵ月もかかることがあり
ます。これに比べると、放射光 X 線
実験は手軽に行うことができ、微小な
試料から結晶構造を知ることができま
す。そこで、それぞれの特徴を活かし、
「ここぞ」というところで中性子解析を
用いています。その目的は大きく２つ
に分けられます。
X 線ではわからない構造が明らかに
1 つは、磁石材料の結晶構造を、
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(Nd1- xDy x) 2Fe14B の構造：中性子解析により、各サイトでの Dy 占有率とその起源が明らかになった。

解析評価 グループ
Structural and Property Characterization Group

ナノスケール孤立磁石微粒子の微視的・動的磁化挙動の評価・解析

ネオジム磁石の磁化反転の機構解明に迫る
磁気記録では、「いかに磁化反転をしやすくできるか」が研究されているが、永久磁石では逆に「いかに磁化反転をし
にくくできるか」かが課題になる。これまで培ってきた磁化反転の解析理論や実験手法を活かして、反転機構の解明に
挑んでいる
実験を続けるよりも、高品質なバルク

磁力向上のためのアプローチは全く異

磁石試料を用いて、バルク磁石の中で

なったものになります。

起こる磁化反転現象の解明に舵を切

従 来、ネオジム磁石は、その磁 化

りました。2014 年中頃より物質・材料

曲線の形 状から反転核生成型である

研究機構（NIMS）からネオジム磁石

といわれてきましたが、その一方で、

の中で熱間加工磁石と呼ばれる種類

磁壁ピニング型を示唆する実験結果も

のバルク試 料の提供を受け、研究を

多数報告されていました。そこで、反

進めています。

転生成型・磁壁ピニング型を区別でき
る新たな解 析手法を提案し、熱間加

ESICMM 主任研究者

岡本

聡［東北大学］

ネオジム磁石の磁化反転は
「磁壁ピニング型」

解析を行いました。その結果、熱間加
工ネオジム磁石の磁化反転機構は「磁

磁化反転機構のタイプは大きく分け
ると「反転核生成型」と「磁壁ピニング

バルクへの戦略転換

工ネオジム磁石の磁 化曲線の測定・

型」と呼ばれるものに分類できます。

壁ピニング型」であることを明らかに
しました。
今後は、保磁力向上のために磁壁

反転核生成型は、磁石内部のどこ

ピニング力を上げるための手段や、そ

磁化反転機構の解明についてはダイ

かに磁化の反転核ができ、反転磁区

の詳細な解析手法の構築を進めてい

ナミクスの理解が重要であり、磁気記

として速やかにバルク全体に伝搬する

きたいと考えています。また、バルク

録分野では長年議論されてきたもので

ものです。つまり、磁石の保 磁 力は

磁石内でのピニング力の分布や粒子間

すが、永久磁石分野ではほとんど議

反転核生成で決まります。一方、磁壁

の相互作用の解析なども並行して進め

論されてきていませんでした。そこで

ピニング型では、反転核が生じても、

ており、これら一連の研究を通じて、

当プロジェクトスタート時では、永久

速やかに伝搬することが出来ず、主相

ネオジム磁石の磁化反転機構の全体

磁石の磁化反転がどのくらいのスピー

／粒界相の界面で磁壁（磁区の境界）

像の解明、ならびに更なる高性能化の

ドで、どのようなプロセスで進行する

がピン止めされます。この場合は、保

ための指針を得たいと考えています。

かを調べることから着手しました。

磁力はピニング力の強さで決まること

その手法は磁気記録分野における研

になります。この２つの機構のどちら

究で私たちが開発したものであり、ま

が支配的かによって、永久磁石の保

ずネオジム磁石の薄膜を作製し、その
後、微細加工技術を用いてマイクロ電
極上にネオジム磁石のナノドットとマイ
クロコイルを配置した素子を作製し、
パルス磁場に対する応答を評価するも
のです。しかし、ネオジム磁石の薄膜
の品質向上が非常に難しく、品質の
低いままの薄膜試 料を用いた実 験で
は、素子作製に多大な苦労を伴う割
に、限られた情報しか得られないこと
が分かりました。そこで、戦略を変え
ることにしました。
このまま品質の低い薄膜試料を用いた

図１：熱 間 加 工ネオジム磁 石 の 模 式 図と粒 界 に
おける磁壁ピニング

図２：右のダイアグラムは、左の熱間加工ネオジム
磁 石の 磁 化 曲 線を 数値 処 理したもので、主 相 粒子
間 の 保 磁 力のばらつきと磁 気 的 な 相 互作用をあら
わす。
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解析評価 グループ
Structural and Property Characterization Group

放射光ナノビーム解析

大型放射光施設 SPring-8 を活用した永久磁石の保磁力発現機構の解明
2015 年、本プロジェクトで新たに開発した走査型軟 X 線顕微鏡が完成し、磁区構造が磁場によって変化する様子が
従来になく鮮明に観察できるようになった。この世界唯一の観察技術を用いた保磁力の本格的研究が始まっている。

磁区を見て保磁力発現の起源を探る

区観察が可能になる」と考え、装置を
開発して磁区観察を試みました。その

磁石が周囲につくる磁場と異なる方

結果、破断面に対して非常に鮮明な

向に外部から磁場をかけると、磁石内

磁区像が得られ、逆磁区が形成され

部に逆向きの磁化をもつ微小領域（逆

る様子をとらえました。今後は、高性

磁区）が形成されます。逆磁区が形

能磁石開発研究に活きる情報として、

成されやすいほど、保磁力は小さくな

逆磁区の形成箇所とミクロンオーダー

ります。そのため保磁力の研究では、

の磁石組織との関連性を解明します。

磁区の詳細観察が必要とされ、これま
ESICMM 主任研究者

中村 哲也［高輝度光科学研究センター］
SPring-8 だからできる研究を

でにも各 種 技 術 が用いられてきまし

SPring-8 を活用した

た。理想は磁石内部の磁区を三次元

磁石開発への期待

的に観察することですが、そのような
技術はまだありません。また、その他

ここまで、SPring-8 で行ったネオジ

の技術的な制約から、研磨によって平

ム焼結磁石の磁区観察について紹介し

滑化された磁石表面が観察対象でし

ましたが、今後は、他の磁石の磁区と

た。しかし、ネオジム焼結磁石の場合、

保磁力の関係も明らかにします。また、

SPring-8 は、一般的な研究室の X

研磨を行うと表面の保磁力が低下して

こうした研究は、磁石材料をどうつく

線装置と比べて桁違いに強力で質の

しまい、劣化した状態の磁区像しか得

るかという「マテリアルデザイン」に

高い X 線を利用できる世界最大級の

られないことが問題です。

つながるので、実際に磁石をつくって

このような中、私たちは研究を進め

いるメーカーの研究者にも、SPring-8

る様々なタイプの放射光 X 線を使い、

るうちに、ネオジム焼結磁石を破断す

を使っていただき、より高特性な新製

物質中の原子配 列や電子状 態など、

ると、その破断面では保磁力の劣化

品を生み出して欲しいと期待していま

材料機能の根本を解明する研究が行

が小さいことを見出しました。そして、

す。私たちは、高性能永久磁石の創

われています。本プロジェクトでは、

これを保磁力研究のアイディアとして

成という産業から社会に波及する重要

磁石の保磁力発現機構の解明に必要

利用し、「走査型軟 X 線 MCD 顕微

な課題に対して SPring-8 が具体的な

な実 験のうち、優れた放 射光Ｘ線が

鏡に強力な磁場発生装置を組み合わ

貢献を求められている、そう強く感じ

不可欠なテーマに絞って SPring-8 を

せた装置なら、破断された凹凸面の磁

ながら日々の研究に取り組んでいます。

放射光施設です。波長や偏光の異な

利用しています。プロジェクト開始後、
まずは SPring-8 で直ちに利用可能な
計 測技 術により研究を開始しました
が、同時に、ネオジム磁石の磁化 過
程に最適化された走査型軟 X 線磁気
円二色性（MCD）顕微鏡装置の開発
を進め、約３年間をかけ完成させまし
た。これほど鮮明な磁場下の磁区観
察ができる同種装置は、他に例が無く、
磁石研究分野における我が国の優位
性を高めています。
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図：ネオジム 焼 結 磁 石 の 破 断 面 の 様 子（左）と電 子 顕
微 鏡による拡 大像（中 央）、および、新たに開 発した 走
査型軟 X 線 MCD 顕微鏡によってとらえた磁区像（右）。
赤と青で表した磁区は、それぞれ、破断面が N 極また
は S 極になっていることを示し、外部磁場変化により、
赤と青の領域が変化する様子が観測される。

解析評価 グループ
Structural and Property Characterization Group

材料組織制御プロセス技術構築のための材料科学的基盤の創製

磁石の内部組織と特性をつなぐ計算手法を開発
磁石の性能をその組織から予測できれば、磁石開発は一気に前進する可能性がある。材料組織の形成過程をシミュレー
ションする「フェーズフィールド法」に、効率的な材料設計実現への期待がかかる。

特に難しい材料だと感じています。そ

さらにもう一歩進めて、PF 法で得

の理由として、ネオジム磁石は、ネオ

られた不均一な組織形態情報を、マイ

ジム（Nd）と 鉄（Fe）、ホウ 素（B）

クロマグネティクス解析に受け渡す方

などの合金であり、主相と副相（粒界

法を開発し、形成された組織がどのよ

相）に分かれた極めて不均一な材料だ

うな磁気特性を示すかを直接議論で

ということがあげられます。その上、

きるようにしました（図）。

主相の形状や、その内部の磁化容易
軸の向き、結晶粒サイズまでが 磁気
特性に関わっているため、磁石を理解
するにはマルチスケールでの解析が必
ESICMM 主任研究者

小山 敏幸［名古屋大学］
組織から特性を予測する
材料の特性の起源を明らかにして、

要です。

材料設計と人材育成
PF 法の改良と発展とは別に、当プ
ロジェクトのほかのメンバーと共同し

PF 法は、材料の組織形成過程をシ

て、状態図をはじめとした材料の基本

ミュレーションする計算手法で、材料

情報の整備も行ってきました。これら

組織の全自由エネルギーがもっとも効

は PF 法のシミュレーション精度向上

率的に減少するように、組織形成過程

に役立つばかりでなく、これからの磁

を非線形発展方程式で解くため、形

石材料開発を学問的に理解する基盤

成過程をエネルギー論と速度論から同

情報になります。

効率的に材料を開発したい―これは

時に解析できる点が優れています。特

このような研究で、どのような磁石

材料を研究する者の夢です。

に、いろいろな構成相の変化を同時

組織が優れているのかが徐々に見えて

材料の世界では古くから、内部のメ

に扱うことができるので、磁石のよう

きました。今後は、組織の製造プロセ

ゾスコピックな組織が性能に関わって

な複雑な構造をもつ材料の解析に適し

スの条件を実験と計算の両面から絞り

いることが知られています。磁石材料

ています。

込んでいきます。また将来、磁石材料

も例外ではないため、その組織を制御

そこで私は、さらに磁石に適した計

の設計 が 可能になったとき、現場で

できれば、自在に磁石の性能を変えら

算手法の開発を目指して、既存の多相

PF 法などの材料シミュレーションを扱

れるはずです。しかし、現状では狙っ

系に関する PF 法の改良を推し進めて

えるように、人材育成にも引き続き力

た組織をつくるのが難しい上に、機能

います。最近ようやく粒界相の複雑な

を入れていきます。

性材料である磁石の場合、保磁力や

形成過程を高度に扱うことに成功しま

磁化など 求められる性能が幾つもあ

した。

り、それらを同時に成立させる組織は
まだ明らかにされていません。
そこで私は、「フェーズフィールド法
（PF 法）」を駆使して、磁石材料の組
織形成過程を詳細に解明し、併せて
組織から磁気特性を予測する手法を
開発しようとしています。
磁石材料の解析に力を発揮する PF 法
私はこれまで、たくさん の材 料を
PF 法で解析してきましたが、磁石は

図：PF 法で粒界相を含む不均一な磁石組織を想定。そ
の 組 織 上でマイクロマグネティクス解 析を行い、逆磁 区
の成長がどのように進むかを計算した。結晶粒サイズや
プロセス条件（熱処理時間など）を変えて計算した結果、
Nd 濃度が高い粒界相（上段の黒い部分）が結晶間にはっ
きり形成されているほど、逆磁区の成長は阻止され、保
磁 力が維 持される結果となった。黒 矢印は主相の c 軸
の方向で、赤と青はそれぞれ磁 気モーメントが右方向お
よび左方向を向いている領域（白矢印参照）。

13

材料創製 グループ
Materials Symthesis and Processing Group

材料作製プロセス条件適正化のための組織形成原理の解明

ネオジム磁石の性能を決めるネオジムリッチ相の正体と新規磁石創製の可能性に迫る
保磁力の鍵を握る Nd リッチ相の性質を明らかにして、最高の能力を発揮するネオジム磁石開発の道を拓こうとしてい
る。同時に高い保磁力をもつ Mn 系の窒化合金などの新材料開発、微粒子を組み合わせるナノコンポジット磁石の開
発も佳境に入りつつある。

材料創製グループリーダー
ESICMM 主任研究者

杉本

諭［東北大学］

ネオジム磁石の学理を築く

銅（Cu）などが入り込んでいるので、

のβ-Mn 相とフェリ磁性のぺロブスカイ

最終的には５元系、６元系の状態図を

ト相からなる二相に分離する変態が生

描かなければなりません。

じ、さらにペロブスカイト相内には双

Nd の表面張力の測定法も開発しま

晶が高密度に入り、これが磁壁移動を

した。主相表面に欠陥があると逆磁

止めている（ピニング）ため高保磁力

区が発生しやすいのですが、粒界の

が生まれることを突き止めました。ま

Nd リッチ相には欠陥を包みこむ働き

た、高圧合成で、高保磁力を示す別

があります。表面張力が小さいほど包

のタイプである正方晶のマンガン・窒

み込む能力は高くなります。従来、経

素系化合物の合成にも成功しました。

験的に Cu の添加が行われています

両化合物とも希土類磁石並みの保磁

が、これも Nd の表面張力を下げるの

力はありますが、磁化の値が低いので

ではないかと予想されています。この

このままでは磁石にはなりません。今

ように表面張力の正確な測定は、ネオ

後は磁化の高い鉄系合金において同

ジム磁石の学理を追究する上で欠かせ

様な構造をもつものをつくり、その性

ないポイントなのです。

能を確かめていこうとしています。

新しい磁石材料を見出す

コンポジット磁石の合成です。まずは

もう 1 つ力を入れているのが、ナノ
ネオジム磁石の強さを担うのは主相

ナノ粉末をつくるために「水素プラズ

のネオジム・鉄・ホウ素（Nd 2Fe14B）
新磁石材料の開発は、科学技術振

マ反 応 法」を 導 入し、50 〜 100nm

相（Nd リッチ相）が 担っています。

興機構（JST）の CREST との連携を

の粉末を効率よく合成する道を拓きま

Nd リッチ相が大きくなると主相が小さ

とりな が ら 進 め て きまし た。特 に

した。同時に「アークプラズマ蒸着法」

くなって保磁力は高いが磁化力が弱く

ESICMM の優れた解析技術により、

により 5nm という超微粒子をつくれる

なります。このようなバーター関係に

開発してきた材料の組織や保磁力発

ようになりました。今後は、高い磁化

ありますが、Nd リッチ相がどのような

現機構が判明してきています。

をもつソフト磁性相を前者の方法でつ

相で、保磁力は粒界のネオジムリッチ

温度でどのような組成になっているか

これまでの研究成果の１つとして、

くり、保磁力を担うハード磁性相を後

を知るための正確な状態図は、まだ描

希土類磁石に匹敵するような高保磁力

者でつくって、両者をコンバインし、ナ

かれていません。これができれば、両

を示すマンガン・スズ・コバルト・窒

ノコンポジット磁石の創製をはかって

者のせめぎ合いの最適なポイントを見

素の合成があげられます。これは高温

いきたいと考えています。

出す道が 拓かれます。そこで、状 態

と低温での熱処理によって、非強磁性

図のパラメーターの１つとなる Nd の活
量を正確に測定する Nd 濃淡電池の起
電力測定装置を開発しました。活量は
分子やイオンなどの相互作用を踏まえ
た実効的な濃度です。測定したデータ
を、コンピュータで理論的に状態図を
求めている NIMS の阿部太一主幹研
究員に提供し、より完全な状態図の作
成をはかっています。Ndリッチ相には、
Nd、Fe、B だけでなく、Nd の酸化
物やジスプロシウム（Dy）、添加剤の
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図：Nd の液滴が丸くなる様子をＸ線で捉え、その表面張 力を導き出す。

材料創製 グループ
Materials Symthesis and Processing Group

鉄系軽希土類化合物を用いた高性能磁石材料の創製

実用化に迫るジスプロシウムフリーネオジム磁石を開発
熱間加工ネオジム磁石に合金を浸透させ、磁石結晶をコーティングすると、ジスプロシウムを使わずに磁石の性能をアッ
プできることを示した。

Dy を使わない 1.97T のバルク磁石

さまざまな合金を試した中で、ネオジ
ム・銅 合 金（Nd70Cu 30）を 650℃の

ESICMM 主任研究者

大久保 忠勝［物質・材料研究機構］
実用化に向けたバルク磁石を作製

研究の出発材料として私たちが注目

条件下で浸透させ、磁石の結晶粒間

したのが、熱間加工したネオジム磁石

に Nd-Cu の合金層を形成させた結果

でした。磁石にはよく知られている方

がもっとも良く、もとの熱間加工磁石

法として焼結法と熱間加工の２種類の

の保磁力 1.4T を 1.92T に上げると同

つくり方があります。一般的に、磁石

時に、358kJ/㎥という高い最大エネル

の結晶が小さいほどバルク磁石にした

ギー積を維持しました。この際に重要

ときの性能が高いとされますが、熱間

なのが、磁石の異方的な体 積膨張を

加工ネオジム磁石は焼結磁石の約 20

抑えることでした。さらにこの磁石は

分の１の小さな結晶であるにも関わら

200℃という高 温 下 でも最 大エ ネル

ず、期待されるほどの性能が得られて

ギー積が 190kJ/㎥あり、現在使われ

いませんでした。そこで、その原因を

ている 4%Dy を含むネオジムの焼結

探って改善すれば、磁石の潜在能力

磁石をしのぎました。

を引き出せるのではないかと考えたの
です。

主に Nd 2Fe14B 相からできているネ

予想を超える成果

解析評価グループの研究によって、

オジム磁石に、４〜８ % のジスプロシ

この磁石の性能が低い原因は、結晶

磁石開発は長い歴史があり、国を

ウム（Dy）を加えた磁石が、現在もっ

が互いに接触して磁気的結合を起こし

挙げた磁石開発プロジェクトも、今回

とも広く使われています。Dy は磁石が

ているためだということがわかってきま

が初めてではありません。そのため、

高温でも保磁力を維持できるように加

した。磁気的に結合している結晶は、

私自身はこれまで以上に高性能な磁石

えるので す が、その 一方 で 鉄（Fe）

１つの磁化が反転するとその影響で周

を開発できるのか、少し不安も感じて

とネオジム（Nd）と逆向きの磁気モー

りの結晶の磁化も反転してしまい保磁

いました。しかし、この成果によって

メントを持っているため、磁石の大事

力が小さくなってしまいます。

その不安は払拭されました。ただ実用

な性能である磁 化を下げてしまいま

熱間加工ネオジム磁石を合金の薄い

磁石としては、室温で 2.5T、200℃で

す。このトレードオフの中で必要に応

板で包んで温度を上げると、合金が

0.8T 程度の保磁力が欲しいと思って

じた性能のネオジム磁石がつくられ、

磁石内部へ浸透拡散し結晶粒の間を

おり、新規の磁石材料も含めて引き続

自動車などで使われています。さらに、

満たし、磁気的結合を弱めます（図）。

き開発を進めます。

希少元素である Dy にはその安定供給
への不安があります。そのため、Dy

浸透前

通常の Nd-Cu 拡散法

変形拘束した Nd-Cu 拡散法

を使わずに高温に耐えられる磁石をつ
くることが、当プロジェクトの大きな目
標の１つです。
材料創製グループの中でも私たち
は、電子論・解 析評 価の両グループ
が 提 案した 理 論、成 果を踏まえて、
実際に磁石の組成や製造プロセスを変
えながら、バルク磁石をつくっていま
す。

図：Nd 70Cu 30 を浸透させる前と後の熱間加工ネオジム磁石内部の微細組織と、その磁石性能。熱間加
工ネオジム磁石に特 徴的な扁平な結晶が見られる。冶具（グラフ右下）を使うことで、過 剰な浸 透拡散
に伴う膨張が起こらず、高性能磁石をつくることに成功した。
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鉄基規則化合金をベースとする非希土類磁石の創製研究

隕鉄を手本にした磁石の創製を目指して
磁性を扱うのにバルク磁石とはまったくスケール感の違うスピントロニクスの研究を続けてきたので、磁石材料の開発
に当たって希土類金属や貴金属などの希少元素をまったく使わないという画期的な課題に挑んできた。その手本は隕
鉄だ。
炉などを使わないより簡便な方法でつ

原子を飛ばして基板に付けて薄膜をつ

くり、磁気異方性をはじめ磁石として

くりますが、この方法では薄膜に欠陥

の特性をきちんと測定し、その原理を

が多く生じるので、原子が動きやすく

解明することを目指しました。

なります。これに着目して実験してきま
したが、今のところ、完全度は 30％

FeNi L10 型規則合金の膜をつくる
まず、スピントロニクス研究で培っ
た薄膜づくりの技術を生かし、分子線
エピタキシー法で Fe 原子層と Ni 原子
ESICMM 主任研究者

高梨 弘毅［東北大学］
数十億年かけてつくられる
隕鉄の磁石

層を交互に重ねて、FeNi L10 型の薄
膜をつくることから始めました。
基板などいろいろな条件を検討し、

程度に留まっています。
第三の元素を入れて
温度の幅を広げる
現在、挑戦しているのが、Fe と Ni
だけでなく第三の元素を入れて、L10
型規則合金のできる温度を上げること

50 層まで重ねることに成功しました

です。Fe サイトにチタン（Ti）やバナ

が、規則性の完全度を 50％以上には

ジウム（V）を入れると温度が上がる

上げられませんでした。150 〜 200℃

ことが、理論計算で示されています。

でつくった時が一番良かったのです

逆に Ni サイトに入ると適正温度は下
がってしまいます。

鉄（Fe）とニッケル（Ni）からなる

が、温度が低いと原子が付いた場所

L10 型規則合金が隕鉄を手本にした材

から動かずに層がボコボコになってし

そこで、Fe と Ti を混ぜたターゲット

料で、鉄とニッケルの層が交互に重なっ

まい、高いと構造が崩れてしまいます。

を用いてスパッタリングし、鉄サイトの

たような規則的な構造をとっています。

完全度の温度依存性が理論的に計算

一部を Ti で置換するという方法を用

一種類の金属からなる場合は面心立

されていますが、200℃で 60 〜 70％

いて、450℃でも規則構造がきれいに

方格子と呼ばれるものです。鉄と白金、

程度です。

残っていることを確かめました。今後

鉄とパラジウムからなる L10 型規則合

スパッタリング法も試しました。ス

は、Ti、V はもちろんのこと、ホウ素

金はいずれも磁気異方性が高いこと

パッタリングでは希ガスなどで薄膜の

（B）や炭素（C）なども入れて、系統

が知られています。

材料となるターゲットを叩いて、その

たた

的に調べていく予定です。

一方、FeNi L10 型規則合金は自然
界では隕鉄の中にしか存在せず、十
億年のオーダーをかけてつくられます。
その状態図からわかるように、320℃
以下という低い温度でしか L10 型はつ
くられません。その温度では原子の動
きが鈍くなるので、原子が並ぶのに数
十億年の歳月が必要とされるのです。
1968 年にフランスのグループが原子炉
の中に材料を入れて中性子線をぶつけ
て原子の動きを活発にしてつくった例

図：L10 型 FeNi 規則合金

があります。この時、磁気異方性も測
定されましたが、かなり高い値を示し
ています。そこで、この物質を、原子
16
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高特性薄膜磁石の創製

約 30 年ぶりに新規磁石材料を提案
材料の磁石としての性能に関する理論予測を評価するために行う「薄膜実験」。
この薄膜レベルではあるが、ネオジム磁石が発明されて以来初めて、実用化が期待できる新規の磁石材料を提案した。

ません。そうした中で、新規の磁石材

ま す。そ の 上、キ ュ リ ー 温 度 は

料を見いだしたことは、インパクトが

Nd 2Fe12B の 330℃を 大 きく 上 回 る

あったと思っています。

550℃だったのです。

NdFe12N という材料自体は以前から
知られていました。しかし、室温で結

バルク磁石につなげる

晶を安定させるには、Nd と Fe、N 以
外に非磁性元素を加えなくてはならず、
その結果、磁石としての性能が落ちて

ESICMM 主任研究者

高橋 有紀子［物質・材料研究機構］
理論の正しさを検証するための薄膜

薄膜を使った実験の使命は、理論
予測を検証しバルク磁石の開発につな

しまいます。そのため磁石材料として

げることです。NdFe12N は、材料とし

注目されることはありませんでした。

て十分良い磁石になる可能性を秘めて

ところが、当プロジェクトの理論グ

いることがわかりました。今後は磁化

ループの計算によって、理論的にこの

を下げることなく、室温で結晶構造を

材料は磁 化と磁気異方性がともに高

安定化させる方法を他のグループの協

く、磁石として高い性能を持ち合わせ

力を得ながら探索します。キュリー温

ていることが予測されたのです。

度が高いこの材料は、自動車のエン

そこで私たちは、NdFe12N の薄膜を

ジンなど高温下で使われる磁石への
応用が特に期待されます。

当プロジェクトの最終目標は、希土

つくって性能評価を行いました。幸い

類をできるだけ使わない高性能な磁石

スパッタ法を用いれば、ほかに非磁性

このほかには、解 析評 価グループ

材料を見つけて、実際に使えるバルク

元素を加えることなく、NdFe12Nx の

が提唱する「結晶のサイズの小さい磁

磁石を製造することです。しかし、電

厚さ 350 nm の膜をつくることができ

石ほど高い保磁力を示すという理論を

子論グループや解析評価グループの研

まし た（図）。こ の 薄 膜 を 使 って、

薄膜レベルで明らかにしました。また、

究から、「このような組織をつくれば、

NdFe12Nx の磁石としての性能を見積

Nd 2Fe14B の磁気特性を上げるために

磁石として高い性能が得られる」とい

もったところ、室温で異方性磁界が約

鉄を積層する方法についても検討し、

う予測が示されても、複 雑な微 細構

8T、飽和磁化が約 1.66±0.08T でし

新たな知見を得ています。こうした知

造をしたバルク磁石をすぐにつくること

た。こ れ は、最 強 の 磁 石 化 合 物

見はいずれも、バルク磁石の開発に役

はできません。そこでまず、比較的均

Nd 2Fe14B の 7.5T と 1.6T を超えてい

立てられるでしょう。

質で単純な組織からできている薄膜を
つくり、その材料が予測通りの性能を
発揮するかどうかを評価します。つま
り、私たちは薄膜を使って、「原理実
証的な実験を行っているのです。
30 年ぶりに新規磁石材料を提案
2014 年、私たちは、ネオジム・鉄・
窒素（NdFe12N）が新しい磁石材料と
して期待できると発表しました。1982
年にネオジム磁石（Nd 2Fe14B）が 発
明されて以来 30 年以上経ちましたが、
これに代わる磁石はまだ見つかってい

図：新規磁石材料 NdFe12N の元素分布と、Nd 2Fe14B との磁石材料としての性能比較。
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新規ナノコンポジット磁石材料の創製を目指した磁性ナノ粒子の合成

磁性ナノ粒子の化学合成を基盤とする磁石開発への新たなアプローチ
磁石材料の潜在能力を引き出せるのではと期待される「ナノコンポジット磁石」。その精緻な構造を可能にする化学的
合成法が、磁石の新たな製造法になるのではないかと注目されている。

磁石結晶を液相合成

サイズの Sm 2Fe17N3 結晶の合成に成功
しました。

私たちは、ナノコンポジット磁石の
高磁性相の候補材料として、サマリウ

新規磁石材料も視野に

ム系の磁石材料 Sm 2Fe17N3 を選びま

ESICMM 主任研究者

寺西 利治［京都大学］
化学合成で磁石をつくる
当プロジェクトで唯一、コロイド化
学的アプローチで高性能磁石をつくろ
うとしているのが、私たちのチームで

した。この材料が、理論的にネオジム

この小さな Sm 2Fe17N3 結晶は性能

系磁石よりも高い保磁力をもつと期待

の良い磁石となる可能性を秘めていま

されているからです。硬磁性相は、こ

すが、まだ表面の酸化を防ぐ工夫が

れを構成する結晶粒がある程度小さい

必要で、炭素薄膜などで覆うことを考

方が高保磁力を示すことが知られてい

えています。こうした課題は残されて

ますが、これまで、その潜在能力を

いますが、この研究は１〜２年のうち

発 揮できなかったのは、サマリウム

に完了させる予定で、その後は新しい

（Sm）が酸化されやすい元素であり、

組成の NdFe12 系磁石材料の作製に力

結晶粒をあまり小さくできないためだと

を注ぎたいと考えています。この材料

わかっています。そこで、化学的液相

は薄膜実験で高い性能をもつことがわ

合成法により、材料表面の酸化を防ぎ

かったものの、安定な結晶の作製が

ながら小さい結晶をつくろうと考えまし

難しく、バルク磁石をつくることがで

た。

きません。電子論グループからは、す

まず、50 〜100nmの酸化鉄（Fe3O4）

でに結晶の安定化につながる元素の置

のナノ粒子を酸化サマリウム（SmOx）層

き換え案が示されているので、それを

強磁性体には、高保磁力をもつ硬

で被覆し、コアシェル型のFe3O4/SmOx

化学的に合成できるかどうかを早く検

磁性体と、高磁化をもつ軟磁性体が

ナノ粒子を合成しました。次にこのコ

証しなくてはなりません。近い将来、

あります。永久磁石は硬磁性体です

アシェル型ナノ粒子を水素還元した後、

化学がまったく新しい磁石の世界を拓

が、硬磁性体だけでは大きな磁化が

カルシウムで還元し、Sm 2Fe17 合金粒子

くかもしれないのです。

でませんので、磁石の性能を大きく向

を得ました。この粒子を窒素ガスと反

上させることは困難です。

応させることで、最終的には約１μm

す。

これに対して、新しいタイプの磁石
として注目されているのが、「ナノコン
ポジット磁 石」です。これは、高 保
磁力をもつ硬磁性相と、高磁化をもつ
軟磁性相をナノサイズで複合化させた
磁石で、両相の間に磁気的な交換結
合作用が働き軟磁性相の磁化反転が
抑えられるため、磁石として高い性能
が期待されています。
ナノコンポジット磁石をつくるには、
硬磁性相と軟磁性相の双方のナノオー
ダーでの制御が必要で、私たちが得意
とする化学的合成法が適しているので
す。
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図：化 学 合 成 を 基 盤 として作 製
した 1μm サイズの Sm 2Fe17N 3

特別企画

座談会

データ科学との
融合による
新規磁石材料開発を
目指して

［計算材料科学］

三宅

隆

［磁性材料］

哲

真鍋

明

［計算科学 物性理論］

［データマイニング 計算材料科学］

寺倉 清之

ダム ヒョウ チ

Takashi Miyake

Satoshi Hirosawa

Akira Manabe

Kiyoyuki Terakura

Dam Hieu Chi

元素戦略磁性材料研究拠点
ESICMM 電子論
グループリーダー

元素戦略磁性材料研究拠点
代表研究者

情報統合型物質・材料研究拠点
特別研究員

情報統合型物質・材料研究拠点
拠点長

情報統合型物質・材料研究拠点

物質・材料研究機構

物質・材料研究機構

物質・材料研究機構

産業技術総合研究所
機能材料コンピュテーショナル
デザイン研究センター
主任研究員

広沢

［材料技術者］

北陸先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科
先端科学技術専攻・
知識マネジメント領域
准教授

ESICMM がスタートして４年。希少元素に依らない次世代永久磁石の開発という１つの目的に向かって、磁石材料の
電子論構築、組織解析、材料創製の間に有機的な結びつきが生まれ、新規の有望な磁石材料に手が届きそうだという印
象もある。しかしその一方で、複雑な構造をもつ磁石材料には、まだ謎が多く、膨大な解析データを研究開発の迅速化
に繋げる方法を見つけられなければ、グローバルな物質・材料開発競争において優位性を保つことは出来ないであろう。
一方、時は膨大なデータから有益な情報を効率的に引き出す「データ科学」の時代である。2015 年７月には物質・
材料研究機構に CMI 2I が設立され、新物質・材料分野でデータ科学を駆使する動きが本格化した。
データ科学は、高性能永久磁石の開発にどう貢献できるのか。ESICMM と CMI 2I※の両拠点の連携よって生まれる 可
能性 と 課題 を、各拠点を代表する５人の研究者が議論した。
（進行：真鍋 明

物質・材料研究機構 CMI 2I 特別研究員）
※CMI 2I：情報統合型物質・材料研究拠点
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データ科学との
融合による
新規磁石材料開発を
目指して

ネオジム磁石を高性能化する。

真鍋

のはどんな要素かという問題です。

業から見ても技術領域によらず大事だ

キュリー温度についてやっておられる。

真鍋

と思います。

ダム

昨年から三宅 PI のグループと

る答が出た時にそれが一番よい選択な

広沢 ネオジム磁石が世に出るまでに

データ科学を使ってチャレンジしてきま

のかどうか、企業の立場からすると一

は、企業内で昼夜３交代の人海戦術

した。機械学習やデータ科学で何か

番得なのかどうか、それを知ることで

で周期律表のあらゆる元素を網羅的に

を解析するには、まずデータがなけれ

すね。さらに、実際につくるにはロバ

入れて試したそうです。インフォマティ

ばなりません。実験データのキュリー

ストでなくてはならない。期間内に答

クスでそうした作業をどのくらいスピー

温度の予測問題に機械学習の手法を

を出すことも重要です。期間が半分に

ドアップできるのか。すごく効率のよ

ができるかもしれないと思うようになり

用いて挑戦しました。狙いは 2 つあり、

なれば費用は半分以下になりますか

い計算方法を使うとか、上手にスキッ

ました。

キュリー温度を実用的に予測できるか

ら。学という点から見ると情報科学は

プしながら精度よく計算するとか、そ

どうかと、キュリー温度に効いてくる

物質科学の見通しをよくしますが、産

ういう点に期待しています。

新規磁性物質を見つけたい。

真鍋

電子論の立場から磁性材料の

可能 性についてお話しいただけます
か。

現在はきわめて基礎的な研究をして

情報科学に期待するのは、あ

寺倉 何十年も電子状態の計算をやっ

いますが、３年目ぐらいから材料プロ

てきましたが、物質設計とは特定の機

セス解 析の 体 制をつくっていこうと

能や性能をもった物質を見つけること

思っています。磁性材料拠点が近くに

だとすると、計算科学でそれをやるの

あるので具体的なイメージをもちやす

はなかなか難しいと思っていました。

いです。

れます。そこでまずやるべきは、磁性

三宅

永久磁石について、課題は２

を電子論的に明らかにするという物性

を聞き、さらにλファージの遺伝子ス

つあると思います。ひとつは現在最強

物理の王道ともいうべき課題です。ま

イッチについてシミュレーションしてい

の磁石であるネオジム磁石の性能をい

た、最近は電気自動車などに使うため

る数理論理学の専門家の話を聞きまし

かに高性能化するかです。ネオジム磁

に高温での磁石性能が求められるよう

た。基礎方程式がない現象を論理学

石には主成分の Nd 2Fe14B 以外にいろ

になっています。磁石機能はキュリー

的に追いかけてシミュレーションすると

いろな相が混ざっています。そこで主

温度で完全に消失しますが、そこに至

いうユニークな試みでした。それがきっ

相と粒界相の界面がどうなっているか

るまでにどんな温度特性をもつか、い

かけで、計算科学、データマイニング、

を知り、副相の微細組織を理解して、

かにして高温までよい性能を引き延ば

寺 倉 ダムさんも言うように、データ

ブな記述子があります。テキストなら

数理論理学を連携させると物質設計

それらを制御し、磁石の特性を上げる

せるかを知る必要があります。これは

科学は予測だけでなく理解を助けるも

アルファベット、画像ならピクセル、

ことです。

物質科学の大きな課題です。

のだと思います。それから、物質間の

バイオならシーケンスのように。マテリ

類似性の物差しを与えてくれます。た

アルでは何が記述子でしょうか。マテ
リアルをどう記述するかという土台を

北陸先端大でデータマイニングの話

磁石の高性能化はマルチスケールの

新規磁石については、「マテリアル

問題です。磁石性能に大きな影響をも

ズ・インフォマティクス」で膨大な組

だ、類似性をどう定義するかが問題で、

つ界面については、原子スケールの電

み合わせの中からいかに効率的によい

そこがある意味で機械学習の骨子にな

固めてから構築しないと発展は見込め

子状態が問題となります。さらに磁石

ものを探し出すかが 課題です。元素

るでしょう。記述子の選択と記述子を

ません。それが重要な課題だと考えて

の結晶粒の典型的な大きさはミクロン

の組み合わせだけでなく、安定してい

どう扱うか、それを整理できるとかな

います。

すが、企業の方とインフォマティクスの

スケールです。原子スケールから粗視

て実際に材料創製できるものを見つけ

り効率がよくなると思います。

真鍋

物理的な意味はともかく、高

議論をすると、噛み合わないと感じる

化してマルチスケールに至るという方法

出さなくてはなりません。熱力学的な

ダム

データ科学の機械学習は識別

精度に予測するために記述子の候補が

ことがあります。プロセスや組織構造

だけでなく、逆問題の手法を用いなが

安定性と構造安定性が重要です。

問題から出発するわけで、２つの物質

大事なんですね。もしある記述子でよ

が入った材料最適化のステージになる

らいかにモデリングするかが 課 題に

寺倉

磁石では粒界相や界面の問題

の類似性をどう評価するか機械が学習

く予測できるとしたら、その記述子が

と、材料特性をどう記述するか、概念

な ってくる と 思 い ま す。そ の 点 は

が必ず出てきますが、界面は実験だけ

するのです。類似性は記述子を用いて

物理的にどういう意味をもつかを第２

の階層を整理しないと議論が空中分解

CMI I に期待するところが大きいです

ではなかなかわかりません。ここに計

定義が行われ、記述子の演算で識別

段 階として考えれば 理 解が 深まるで

しかねません。

ね。

算科学や機械学習を使おうというわけ

問題が実行されます。

しょう。

広 沢 その点で、磁石については保

寺倉

そうですね。ある記 述子がな

磁力が問題です。保磁力はきわめて

2
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ダムさんは機械学習の立場から

か

もうひとつは Nd 2Fe14B にかわる新

です。機械学習を活用して、正確な

これまでインフォマティクスに機械学

規の磁石物質を見つけ出すことです。

原子間ポテンシャルを出せば、界面の

習を導入して解決した問題としては、

ぜ 有 効かは、出てきた結果を物質・

複雑な現象で、単一のパラメータでは

磁性の発現は電子論に帰するわけで、

シミュレーションはかなり進みます。

画像処理、バイオインフォマティクス、

材料の専門家が考えないとわからない

まったく記述できません。理論的に記

電子間の多体 相互作用やスピン軌道

機械学習はいろいろなところに使える

自然言語処理、テキストマイニングな

ということはよくありますね。

述しにくいのです。そのため、実験結

相互作用によって強い磁石機能が生ま

と思います。

どがあります。これらにはプリミティ

真鍋

果を見ながら次を考えるというやり方

記述子の話と関係がありそうで

データ科学との
融合による
新規磁石材料開発を
目指して
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を電子論的に明らかにするという物性

を聞き、さらにλファージの遺伝子ス

つあると思います。ひとつは現在最強

物理の王道ともいうべき課題です。ま

イッチについてシミュレーションしてい

の磁石であるネオジム磁石の性能をい

た、最近は電気自動車などに使うため

る数理論理学の専門家の話を聞きまし

かに高性能化するかです。ネオジム磁

に高温での磁石性能が求められるよう

た。基礎方程式がない現象を論理学

石には主成分の Nd 2Fe14B 以外にいろ

になっています。磁石機能はキュリー

的に追いかけてシミュレーションすると

いろな相が混ざっています。そこで主

温度で完全に消失しますが、そこに至

いうユニークな試みでした。それがきっ

相と粒界相の界面がどうなっているか

るまでにどんな温度特性をもつか、い

かけで、計算科学、データマイニング、

を知り、副相の微細組織を理解して、

かにして高温までよい性能を引き延ば

寺 倉 ダムさんも言うように、データ

ブな記述子があります。テキストなら

数理論理学を連携させると物質設計

それらを制御し、磁石の特性を上げる
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データ科学との
融合による
新規磁石材料開発を
目指して

でしか磁石研究は進んでこなかったの

材料のデータベースをつくろうとする

ないと…。

30 年もやられていますが、温度変化と

いといけないのは、物質を変えるとな

真鍋

です。それが今までの材料最適化研

と、組織構造もあればプロセスもある。

広沢

磁石メーカーに蓄積されている

か、希土類と鉄とのカップリングがど

ぜ磁気交換結合が変わるか、それが

置換については、報告はかなり以前か

究のスタイルでした。どうしたらそこに

それをデータとしてどのように構造化す

情報やノウハウは、ある程度階層的に

うだと異方性がもっと強くなるかという

温度依存性にどう効いてくるかにつな

らありますが、そういう過去の知見を

理論のメスを入れられるか。電子論グ

るか。論文をテキストマイニングするに

分解されて整理されていると思います。

ようなことは、実験では制御しきれな

げることで、その解析には機械学習を

データ化できないものでしょうか。

ル―プはそれに取り組んでいただいて

も、オントロジーかあるいはターミノロ

それがメーカーの開発力の源泉ですか

いので、理論的な可能性が先に出れ

かなり使えるだろうと思います。

広沢

いますが、階層の違いをどう結合する

ジーは必要になると思います。でもオ

ら。しかし、その裏には数えきれない

ば実験で攻めてみたいと思いますね。

寺倉

結晶磁気異方性の適切な記述

とか Nd 2Fe14N 系に比べてあまり深く

かに一番苦労しておられると思います。

ントロジーというと大変そうでなかなか

失敗のデータがあります。それを引き

三宅

いまそれとかなり近いところを

子が見つかれば、いろいろな展開があ

研究されないままブームが去ってしまっ

真鍋

手がつかない。

出してきて再構築するとことができた

やろうとしています。原子間の磁気交

りうるでしょう。NdFe12Nx 系について

た感じで、どこにどの原子が入ってい

寺倉 問題をある程度絞り込んでやら

らおもしろいと思います。

換結合をまず計算して、その後、何ら

も、磁気異方性が何でコントロールさ

るかはほとんど調べられていないので

かの方法で磁気異方性をある程度計

れているかがはっきりすれば、もっと

す。

算できると思います。私たちがやらな

よいものができるかもしれません。

その答になるのがオントロジー

なのかどうか。例えば、既存の磁性

1-12（NdFe12）系 の 第３元 素

可能性はあると思います。2-17
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真鍋

データベースの話になるとオー

問題の解析などでもデータを提供して

プンサイエンスとの関係がいつも問題

もらうのはたいへん難しく、データ科

になります。データベースは企業にとっ

学の立場からはやってみないと何がで

三宅

第３元素を網羅的に検討するこ

から出てくるのではないかと漠然と期

ては財産だから外に出せない、あるい

きるかわからないのが常なので、提供

とは私たちも懸命にやっています。20

待してしまうのですが、可能性はある

はデータの質やラベルの意味付けが違

を説得しにくいのです。互いに一歩ず

年ぐらい前から新規磁石の開発が下火

でしょうか。

うから共通のデータベース化が難しい

つ踏み出さないと何も始まりません。

になって、計算はもちろん実験もあま

寺倉

という話になる。

真鍋

り進んでいません。一方、計算科学は

保亮五（元東大教授）先生が「計算

計 算科学が盛んになる前、久

研究者でも同じことで、まだ論文に

るかもしれませんね。今後、拠点どう

入れれば、機械学習に使える可能性

この 20 年で大きく進歩し、当時より可

科学からは結局、人が入力したものし

していないからオープンにできないと

しにどんな連携があり得るでしょうか。

があると思います。

能性が広がっています。しかし、その

か出てこない」と言われた。当時は

すね。

いうことがあります。ニュートンが万

広沢

真鍋

なかで磁性というのは非常に難しい問

ちょっと反発したものでしたが、今に

広沢

有引力について発 表したときに、「自

と、材料の組織を制御するうえで熱力

作業するのはなかなか難しいですが、

題です。だからこそ、機械学習を用い

なると確かにそのとおりだと思ってしま

分は巨人の肩の上に立っているだけ

学が大事になってきます。添加元素が

今の段階では、何かひとつ共通の課

て効率化する余地がありそうだと思い

う。計算科学は結局 “近似” です。デー

だ」と言ったそうです。自分が見つけ

入ってきたときに、熱平衡にどういう

題として研究するテーマが出てくるとい

ます。

タ科学も入力したものしか探さない。

たといっても、それは積み上げられて

ことが起こるか。そこで、NIMS がもっ

いと思うのです。

広沢 新物質を見つけることに関して

佐川さんのネオジム磁石のような、まっ

きた過去の成果の上に乗っているだけ

ているデータベースを熱力学計算にう

広沢

ですが、例えば Nd 2Fe14B は誰もある

たく新しいものが出てくるかというと、

だというわけです。研究文化を変えな

まく使えないでしょうか。今のところ、

晶異方性がどうなるか、どうしたらそ

とは 思っていなかった 物 質 で すね。

どうでしょうね。既存のデータ空間の

いと……。

磁石の計算に使えるデータベースはほ

れが落ちるのを止められるか、という

2-17 系や 1-15 系をやっていた人たちは

なかで探しても物質は膨大な数があり

とんどないので、それを拠点がつくろ

ところは電子論と直 結していますし、

見つけることができず、当時の本流か

ますから、今まで気づかなかったもの

の失敗事例のデータベースを公開して

うとしているのですが、そのあたりに

わりに手がつけやすいでしょう。

ら見れば門外漢だった佐川さんが 軽

が出てくることは期待できます。しか

います。あれを使って超伝導転移温度

接点のひとつがあるのではと思います。

真鍋 希土類を置換した時に結晶磁

元素の B を入れるという全く違う発想

し、これまで存在しなかったものまで

を解析できるかもしれませんね。

寺倉

気異方性がどう変わるかもですね。

で見つけたわけです。そんな発見がマ

は出てこないのではないか。そこをデー

ダム

量の相図を数値化してデータベースに

広沢

テリアルズ・インフォマティクスの分野

タ科学でどのようにカバーできるかで

寺倉 東工大の細野さんは、超伝導
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両拠点でも同じようなことがあ

それはできると思います。社会

材料の最適化のフェーズになる

熱力学の結果として出てくる大

両拠点ですべてにわたって共同

温度が上がった時に材料の結

化学的な置換の実験はすでに

それを期待しています。

（2016 年 2 月 12 日、NIMS にて収録）
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