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ＮＩＭＳ、世界トップレベル研究拠点へと飛躍 

 
解禁日時：平成１９年９月１２日 １４：００ 

平成１９年 ９月１２日 

独立行政法人物質・材料研究機構 

概 要 

独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：岸 輝雄、以下NIMSと略記。）は、こ

のたび「世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム（世界トップレベル研究

拠点プログラム）」の助成対象機関として選定されました。同プログラムは、「世界の

頭脳が集い、優れた研究成果を生み出すとともに、優秀な人材を生む場としての」世

界トップレベル研究拠点をわが国にも作ることを目的として、平成１９年度、文部科

学省によって開始された事業です。この間、文部科学省により助成対象機関の選定が

行われていましたが、９月１２日に平成１９年度の選定結果が発表され、独立行政法

人として唯一の選定機関となりました。 

 

NIMSが提案した拠点構想（参考資料１－１、１－２）は「国際ナノアーキテクトニ

クス研究拠点」に関するもので、構想の全体責任者を岸理事長が務め、１０月１日に

発足する研究拠点の拠点長には現NIMSナノシステム機能センター長の青野正和の就任

が予定されています。また、同研究拠点の英語名称、International Center for 

Materials Nanoarchitectonicsから、その略称は「MANA」とすることが決まっていま

す。 

 

MANA 構想の最終的な研究目標は、「持続可能な発展」を支える新規材料の開発であ

り、電池材料、超伝導材料、触媒、量子デバイス、原子デバイス、光デバイス、DNA

チップ、生体材料などが具体的ターゲットとして挙げられています。すなわち、この

構想は、環境、エネルギー、資源など２１世紀の人類が抱える深刻な問題に、わが国

が最も得意とする材料の分野から貢献しようとするものです。構想の重要な特徴の一

つは、この野心的な目標を達成するために、「ナノアーキテクトニクス」という新しい

材料開発技術（参考資料２）を研究の中心に置いたことです。ナノアーキテクトニク

スは単なるナノ材料の創出にとどまらず、個々のナノ構造間の相互作用の解明と制御、

ナノ構造単位を意図的に配置することによる高次構造化などによって、極限的な性能

を発現する材料を創出しようとする研究コンセプトです。 

 

MANAのもう一つの重要な目標は次世代を担う若手研究者の育成です。若手研究者の

育成に関して NIMS は、2003 年度に文部科学省のサポートを得て、若手国際研究拠点

（ICYS）を設置し５年間にわたって種々の活動を続けてきたことが内外から高く評価
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されています。ICYSでは、世界中から優秀な若手研究者を集め、多国籍、多文化、多

分野の「メルティングポット（るつぼ）」を形成し、自由闊達な雰囲気の下で互いに切

磋琢磨するという、若手研究者の育成にとって理想的な環境を作ることに成功しまし

た。MANA ではこの ICYS の基本的なコンセプトを継承しさらに発展させることで若手

研究者の育成を図り、育成された研究人材はNIMS本体の研究リーダーやテニュア研究

者へとキャリアーアップさせることを目指しています。最終的にはNIMSの研究人材は

ほぼすべてMANAから供給されることになるものと予想しています。 

 

MANA構想を実現するために、NIMS及びケンブリッジ大学、UCLA（カリフォルニア大

学ロサンゼルス校）、CNRS（フランス国立科学研究センター）、ジョージア工科大学、

筑波大学など内外の研究機関から２０名を超える最優秀の研究者を主任研究者として

招聘します。また、NIMSから約５０名の若手研究者をピックアップすると共に、全世

界から約６０名のポスドク研究者と約４０名の大学院生を選抜し、技術者、事務職員

等を含めて総勢約２００名の陣容で研究を推進します。さらに、上記の５機関はMANA

のサテライト機関として、研究や人材育成に関して強力に連携する体制を整えます。

研究場所としては、NIMSの中に十分なスペースを確保し、できる限り一箇所に集中し

て研究を実施できる体制を作ることとしています。 

 

今回、MANA構想が激烈な競争を勝ち抜いて、独立行政法人としては唯一選ばれた要

因の一つは、「ナノアーキテクトニクス」というユニークな研究コンセプトにあります。

しかし、その背景として、ホスト機関としてのNIMS本体への高い評価があることは疑

いようがありません（参考資料３）。特に、①ナノテクノロジーやナノ物質・材料に関

する卓越した研究成果、②強磁場施設、超高分解能・超高電圧電子顕微鏡、NIMS専用

放射光ビームラインなどの世界トップレベルの大型研究インフラ、③先に述べたICYS

を中心とする先鋭的な研究人材育成事業、④世界材料研究所フォーラムや国際連携大

学院など様々な国際連携事業などが、MANA構想を支援し実現するための十分な実績と

して認められたものと考えています。 

 

文部科学省の定めによれば本拠点構想は１０年間継続し、特に優れた成果をあげた

ものに対してはさらに５年間の延長を認めることとなっています。MANA構想では、１

０年後には、MANAをナノテクノロジー及びナノ物質・材料の世界中核機関へと成長さ

せるばかりでなく、MANA を先導車とすることで NIMS 本体を世界トップの材料研究所

へと脱皮させていくことを目指しています。この野心的な目標を達成するために職員

一同奮闘努力する所存でありますので、MANA 及び NIMS に対する皆様の強力なご支援

をお願いいたします。 
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問い合わせ先： 

〒305-0047 茨城県つくば市千現１－２－１ 

独立行政法人物質・材料研究機構 

広報室 TEL:029-859-2026 

 

研究内容に関すること： 

独立行政法人物質・材料研究機構 

総合戦略室 室長 

藤田 高弘（ふじた たかひろ） 

ＴＥＬ：029-859-2016 

ＦＡＸ：029-859-2025 

E-mail: Fujita.takahiro@nims.go.jp 

 

 



参考資料１－１ 

 
拠点構想の概要 

 

ホ ス ト 機 関 名 独立行政法人物質・材料研究機構 

拠 点 構 想 名 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 

ホスト機関の長 岸 輝雄 

拠点構想責任者 
物質・材料研究機構・フェロー（ナノテクノロジー基盤領域コーディネータ

ー） 青野 正和 

拠点長候補者 
物質・材料研究機構・フェロー（ナノテクノロジー基盤領域コーディネータ

ー） 青野 正和 

＜拠点構想の概要＞ 

 

 

 

「持続可能な発展」は 21 世紀の人類にとって最大の課題である。この課題の解決に我が国が貢献

しうる最も有力な分野は材料科学である。本拠点構想は、材料研究の重要性とその推進における

国際協力の必要性の観点に立って立案された。本拠点では、新しい材料開発技術体系であるナノ

アーキテクトニクスに基づき、「持続可能な発展」に資する新規材料の開発を推進する。さらに、そ

の活動を通じて若手研究者の育成に注力し、物質・材料研究機構の研究リーダーへのキャリアー

アップを目指す。このために、多国籍、多分野の国際性豊かな研究者集団を組織し、自由闊達な雰

囲気の下、総勢約 200 名の陣容で研究を実施する。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



持続的発展を遂げる社会の実現に資する新材料の開発を目標に、
多国籍、多分野の国際性豊かな研究者集団を組織し、「ナノアー
キテクトニクス」の概念のもと、材料開発のパラダイムシフトを実現
する。さらに、その活動を通じて若手研究者の育成に注力し、物
質・材料研究機構の研究リーダーへのキャリアーアップを実現す
る。

持続的発展を遂げる社会の実現に資する新材料の開発を目標に、
多国籍、多分野の国際性豊かな研究者集団を組織し、「ナノアー
キテクトニクス」の概念のもと、材料開発のパラダイムシフトを実現
する。さらに、その活動を通じて若手研究者の育成に注力し、物
質・材料研究機構の研究リーダーへのキャリアーアップを実現す
る。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 （MANA） [ ホスト機関：物質・材料研究機構 (NIMS) ]国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 （MANA） [ ホスト機関：物質・材料研究機構 (NIMS) ]
ホスト機関の長： 岸 輝雄 拠点長： 青野正和ホスト機関の長： 岸 輝雄 拠点長： 青野正和

新材料開発のための新たなる指針であり、単なるナノマテリ
アルの創出に止まらず、個々のナノ構造間の相互作用の解
明と制御、ナノ構造の集積によって、極限的な性能を発現す
る材料を創出する研究コンセプトである。①化学的ナノ構造
操作、②場を利用した材料制御、③原子・分子の随意配置、
④自己組織化制御の４つの基幹技術から構成される。

ナノアーキテクトニクスMANA 事業が目指すもの

NIMSが持つトップレベルの設備

ナノファンドリー・放射光ビームライン

NIMSが培った国際的連携・協力

世界材料研究所フォーラム等

さらなる国際関係の強化

海外におけるサテライトの設置

国際的若手人材の育成の蓄積

若手国際研究拠点、筑波大連携大学院

国際化した人材登用制度
先導的研究者の育成施策

NIMSの研究開発の実績

基礎科学への貢献、実用材料の開発

・ 世界が注目する、トップレベルの物質・材料研究開発拠点の形成

～ 世界の英知が結集する、材料研究者のパラダイス ～
・ 人類が抱える諸課題に対応するための材料技術の提供

環境、エネルギー、資源、ナノエレクトロニクス、診断、治療、再生医療
・ 人材の育成と物質・材料研究機構の活性化

研究リーダーの育成、機構の国際化、機構への若手研究人材の供給

・ 世界が注目する、トップレベルの物質・材料研究開発拠点の形成

～ 世界の英知が結集する、材料研究者のパラダイス ～
・ 人類が抱える諸課題に対応するための材料技術の提供

環境、エネルギー、資源、ナノエレクトロニクス、診断、治療、再生医療
・ 人材の育成と物質・材料研究機構の活性化

研究リーダーの育成、機構の国際化、機構への若手研究人材の供給

ナノ材料創製とナノシステム構築制御ナノ材料創製とナノシステム構築制御

世界が注目する材料研究拠点へ

NIMS MANAMANA

材料科学の新たなパラダイム

ナノアーキテクトニクスにおける
４つの基幹技術の発展

ナノアーキテクトニクスの確立

世界材料研究所フォーラム2007

例：革新的ナノシート材料 例：原子スイッチシステム

例：導電有機ナノワイヤーシステム

ヘテロ積層構造化
各種ナノシート

剥離処理

脳型回路への挑戦

連鎖重合による導電有機ナノワイヤーのパターン形成
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ナノアーキテクトニクス

自己組織化の制御
手法の新規開発

ナノアーキテクトニクスのための
自己組織化膜の高度利用

分子振動を利用した分子
の自己組織化の制御

化学的ナノ構造操作によりナノシートを自

在に積み重ねる技術

カーボンナノチューブにGaを注入することに

よる、ナノ温度計の実現

Exfoliation

Re-stacking

局所電気化学反応を利用した原子スイッチ

Carbon
nanotube

Gallium
(Ga)

単分子レベルの化学反応の制御

Chain reaction induced 
by a stimulation at a 

single point 

C60 film 
Single C60
molecute

Writing Erasing Rewriting 
( Bit density = 160 Tb / in2 )

原子・分子レベルの刺激による直鎖形成反応

Formation of poly-
mer chains at des-
ignated positions

OFF ON

特定のエネルギーを有したX線を用いて特定の

分子を固定する技術

Arrangement of 
movable molecules

No other treatment 
Energy-tuned 

X- ray 
irradiation

Disordering Positions fixed 

強磁場を用いて、ナノ粒子の結晶方位を自

由に配向させる技術

Nanoparticles
of Al2O3

★★ ★ ★

制御された
自己組織化

場を利用した
材料制御

化学的
ナノ構造操作

新しい
原子・分子操作

ナノアーキテクトニクスを構成する４つの基本技術
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NIMS の成し遂げたこと 
 

NIMS はその誕生以来、すべての業績が右肩上がりを続けています。これは、独立

行政法人化に伴い、機構の経営に関して与えられた大きな裁量を NIMS が存分に活

かして、思い切った経営改革を行ってきた結果だと考えています。 
以下に、NIMSの業績のいくつかを紹介します。 

 
・世界トップレベルの研究機関へ 
科学論文が引用される回数（被引用回数）は、その論文の評価を示す重要な尺度

です。表１は、NIMS が独法化する前の５年間と直近５年間で、材料科学分野の被引

用回数の上位機関を比較したものです。 
この間に、NIMS が発表する論文の被引用回数は著しく増加しました。NIMS は被

引用回数を４倍以上に増やして、ランキングも 31 位から 6 位へと急上昇し、世界トップ

レベルの研究機関の仲間入りを果たしています。 
 

 

1,570金属材料技術研究所 

無機材質研究所 

5, 890 ワシントン大学9

5,567シンガポール大学10

6,230清華大学8 

6,314産業技術総合研究所 7 

6,406NIMS6 

6,690カリフォルニア大学

バークレー校
5 

7,494MIT4 

8,042東北大学3 

10,675マックスプランク研究所 2 

17,744中国科学院1 

独法化後（ 200 3 – 200 7 ） 

5, 827ワシントン大学9

シンガポール大学10

清華大学8 

6,277産業技術総合研究所 7 

6,382物質・材料研究機構6 

6,670カリフォルニア大学

バークレー校
5 

7,445マサチューセッツ工科大学 4 

8,080東北大学3 

10,6232 

17,968中国科学院1 

独法化後（ 200 3 – 200 7 ） 

…… … 

2,370大阪大学 10 

2,443京都大学 9 

1,5703 1 

2,517ペンシルバニア州立大学 8 

2,5 61産業技術総合研究所 7 

2,570ケンブリッジ大学 6 

3,026ロシア科学技術アカデミー 5 

3,095MIT 4 

3,204カリフォルニア大学 

サンタバーバラ校 
3 

3,990東北大学 2 

4,886マックスプランク研究所 1 

独法化前（ 1996 – 2000 ） 

…… … 

2,370大阪大学 10 

2,443京都大学 9 

3 1 

2,517ペンシルバニア州立大学 8 

2,5 61産業技術総合研究所 7 

2,570ケンブリッジ大学 6 

3,026ロシア科学技術アカデミー 5 

3,095マサチューセッツ工科大学 4 

3,204カリフォルニア大学 

サンタバーバラ校 
3 

3,990東北大学 2 

4,886マックスプランク研究所 1 

独法化前（ 1996 – 2000 ） 

6,213

5,615

マックスプランク研究所 

表１ 被引用回数ランキング 

２００７年９月１日更新データ   ２００７年は６月３０日現在 

 




