




　晩秋の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

　7年目を迎えた私ども独立行政法人 物質・材料研究機構（NIMS）は、どのような研究

を行っているか、またどのような研究成果を生み出しているかをより多くの方に知って

いただくため、本年もNIMSフォーラムを開催いたします。

　オーラルセッションでは、6つの研究領域における20のプロジェクト研究および萌芽

研究について、ポスターセッションでは、技術移転の可能性のある研究トピックスについ

て、それぞれの研究内容・成果をご紹介します。

　また、本年度から新たに発足したNIMSナノテクノロジー拠点および国際ナノアーキ

テクトニクス研究拠点（世界トップレベル国際研究拠点形成促進プログラム）について

もご紹介します。

　新たなブレークスルーの可能性を秘めた物質・材料研究、将来の実用化の芽に出会っ

ていただけるものと考えております。
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1 . はじめに
物質・材料研究機構 (NIMS)は、第Ⅱ期中期計画の 2年目において、ナノテクノロジーを活用した

材料研究に力点を置いて鋭意活動を進めている。世界的なナノテクノロジーイニシアティブも、さら
なる発展段階に差しかかっており、米国ではエネルギー省 (DOE)研究所が大型施設と結びついたナノ
テク研究施設を続々建設するなど、ナノテクノロジーへの投資を増している。我が国も「イノベー
ション」をキーワードに、ナノテクノロジーを国際競争力の源泉として捉え、強力に推進している。
NIMSとしては、基礎研究と応用の両面で一層真価が問われる時期に入ったと言える。

2 . ナノテクノロジー基盤領域の組織構成と活動状況
私達のナノテクノロジー基盤領域は、ナノレベルでの組織制御により、従来にない機能や現象を発

現する物質・材料の設計と創製に向けて、ナノデバイス分野に革新をもたらす材料の構造を組織制御
する技術、表面・表層・固体内部にいたる超高分解能を有する計測・評価技術、ナノ構造で発現する
機能・物性の量子論的な解析と予測を可能とするシミュレーション技術、ナノスケールの組織や構造
を実現するためのプロセス技術等のナノテクノロジーに係る先端的な共通基盤技術を開発することを
目的としており、世界的に優れた研究開発能力を持つ 5つのセンター、すなわち、ナノシステム機能
センター、ナノ計測センター、計算科学センター、量子ドットセンター、量子ビームセンターから成
る (図 1)。

これらの 5つのセンターは、ナノテクノロジー基盤技術の重要な 5分野に集中するとともに、かつ
領域全体での有機的な連携に努めている。まず、ナノシステム機能センターは、マルチプローブ手法
の利用とバイオ信号計測への応用 (図 2)などナノ機能組織化技術開発の研究を行い、ナノ計測セン
ターは、ナノ物質・材料研究のための高度ナノ計測基盤技術の開発 (図 3)を行っている。また、量子
ドットセンターは、液滴エピタキシー法により高密度 GaAs量子ドット構造 (図 4)を製作するなど、
高度ナノ構造制御・創製技術の開発を行っている。さらに、量子ビームセンターは、高輝度放射光に
よる高速・高分解能の材料解析法の開発 (図 5)など、ナノ物質・材料の創製・計測のための量子ビー
ム基盤技術の開発を進めている。
一方、計算科学センターは、それらナノテクノロジー領域全般に理論的基盤をもたらすものであり、

新機能探索ナノシミュレーション手法の開発等を行っている。
以下に、5つのセンターのより具体的な活動状況とトピックスを概説する。

－ 1 －

図 1 ナノテクノロジー基盤領域の 5センター



ナノシステム機能センター
ナノテクノロジーの第 3世代では、個々のナノ構造の機能を単独に利用するのではなく、多数のナ

ノ構造をシステムとして組織化し、全体として新しい機能を発現させるための技術を開発することが
重要である。例えば、マルチプローブを自在に駆動するナノ計測技術の本格的利用と拡張、さらに広
範な材料 (例えば生体細胞)への適用を進めている。非常に小さい原子スイッチの集積による我々の原
子エレクトロニクスは実用的なナノシステムへと発展しはじめている (図 6)。また、酸化物高温超伝
導体結晶にはジョセフソン接合のナノスケール積層構造が内在するが、これを利用したテラヘルツデ
バイス (図 7)もナノシステムである。さらに、超伝導体を微細構造化した場合に発現する特異な電気
特性の研究 (図 8)や、強磁場下においてのみ超伝導を示す有機物質の発見、ダイヤモンド結晶がホウ
素の高濃度添加によって超伝導体になる事実の探求 (図 9)、ナノスケール高機能プローブ材料の探索
など、新材料の探索とその新機能解明も今後の新デバイス開拓にとって重要であり、精力的に研究を
進めている。
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図 3 ナノ物質・材料研究のための高度ナノ計測基盤技術
の開発

図 4 液滴エピタキシー法で作製した高密度
GaAs量子ドットの原子間力顕微鏡像

図 5 Quick X線反射率測定技術の開発

図 2 マルチプローブ手法の本格的利用と
バイオ信号計測への応用

図 6 原子スイッチ集積化回路の模式図と、試作した 1キロビット不揮発性
メモリチップ

図 7 酸化物超伝導体テラヘルツ発振デバイス



ナノ計測センター
①単原子デポによる人工 1次元量子井戸の創製と可視化
表面多機能ナノプローブの開発では、極低温・超高真空環境において動作する走査型トンネル顕微

鏡 (STM)を用いて、探針から任意の表面サイトに原子を移送する技術を開発した。本技術をシリコン
(001)表面に応用し、図 10に示すように、原子スケールの幅を有する 1次元量子井戸構造の創製と、
その単一原子列内に閉じ込められた電子状態 (局所状態密度)の原子分解能イメージングに成功した。
②高分解能 STEMにおける原子カラム分解能の実現
電子顕微鏡法の高度化では、高分解能走査透過型電子顕微鏡 (STEM)の高安定化技術の開発を行っ

た。標準的な STEM装置をベースとして、これに各種の安定化・高機能化を施すことによって、原子
カラム分解能の実現を図った。この技術を窒化珪素というセラミックス材料に応用したところ、図 11
に示すように、環状暗視野 (ADF)像では、原子番号 (Z)に応じたコントラストが観察されており、原
子識別像観察に成功した。
③固体 NMRプローブ製造技術を NIMSベンチャー化
強磁場固体 NMRの開発では、NIMSが長年に亘って培ってきた固体 NMRプローブの開発に関する

技術を基盤として、NIMS認定ベンチャー会社である株式会社プローブ工房を設立した。事業内容は、
図 12に示すような固体 NMR装置の中で信号検出器として使われている器具 (プローブ)の開発、製造、
改造であり、固体 NMRの先端的な研究活動を支える特注プローブの設計・製造・改造等を国内で初
めて可能にした。
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図 9 高濃度にホウ素ドープされたダイアモンド結晶薄膜と
その電子状態

図 8 ナノスケール化した超伝導金属アルミニウム
に発現する新しい機能

図 10 STM 単原子デポによる人工 1
次元量子井戸創製と観察に成功

図 11 ADF-STEMによる窒化珪素の
原子識別像観察に成功

図 12 強磁場固体 NMRプローブ技術に
より NIMS認定ベンチャー設立



計算科学センター
当センターは、ナノ領域で新しい機能をもつ次世代材料を実現するために必要な理論基盤を構築し、

デザインルールを探索して、新規な物性・機能を提案することを目指している。そのために、ナノ物
質・材料およびナノ複合体を対象に、構造、電子状態、物性・機能の相関を統合的に解析するため、
第一原理計算、超大規模解析、多物性・機能解析、強相関モデリング、マルチスケール解析などの先
端ナノシミュレーション手法を開発している。
新しい計算手法としては、大規模系に対する高精度な量子論的解析を可能とする第一原理オーダー

N法を開発し、半導体量子ドット構造 (2万 3千原子)に対する世界最大規模の第一原理計算を実現し
た (図 13)。従来の第一原理電子状態計算手法は計算コストが原子数 Nの 3乗に比例して増大するた
め、大規模系への適用が困難であった。第一原理オーダー N法は、計算コストが原子数 Nに比例し
て増大するため、大規模系の高精度解析への道を切り開く手法として期待される。強誘電体の構造相
転移に対しては、立方晶⇔正方晶結晶相転移における応力場の相互作用と、分極ドメイン間の双極
子－双極子相互作用を同時に考慮する計算プログラムを作成した。この手法は、BaTiO3や PZTをはじ
め、多くの実用誘電材料のナノスケールドメイン設計に活用できると考える (図 14)。また、優れた赤
外光透過性を持つカルコゲナイドガラスに関して、ガラス形成に及ぼす局在軌道の役割を明らかにし
た。その他にも、バイオ・医学分野、物質科学分野での応用が期待され、安定で周波数可変な光源の
開発が急がれるテラヘルツ (THz)電磁波に対して、銅酸化物高温超伝導体が持つ固有ジョセフソン接
合系を利用した磁場印加・電流注入による THz電磁波の発振を目指す研究 (図 15)等、多くの研究を
行っている。
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図 14 強誘電体の構造相転移における双晶組織および分極ドメイン
組織形成の Phase-field計算

図 15 超伝導によるテラヘルツ電磁波発振の
研究

図 13 Ge量子ドット構造に対する第一原理オーダー N計算 ADF-STEMによる窒化珪素の原子識別像観察に成功



量子ドットセンター
量子ドットセンターでは半導体ナノ構造を中心に研究

を推進し、NIMSが培ってきたナノ構造の創製技術を高
度化および融合することにより、ナノテクノロジー基盤
技術のさらなる発展を目指している。また、顕微レー
ザー分光法や強磁場物性測定などのナノ構造の評価技術
や理論研究の発展にも力を注いでいる。関連分野である
有機細線、プラズモニクス、ナノフォトニクスの研究も
強力に推進している。図 16は量子ドットセンターが開
発したナノ構造の代表例の 1つで、Al0.3Ga0.7As膜上に形
成した GaAs 2重量子リングである。顕微レーザー分光
法を用いて個々の 2重量子リングの発光性能を調べた
ところ、得られた結果は理論計算で算出した電子の波
動関数やエネルギーと大変よく整合していた (図 17)。
また、量子ドットの電気的性質を調べるために、電子
線誘起蒸着法を用いたナノワイヤーの配線技術を開発
した。基板面の工夫や結晶化条件の最適化により、粒
径の揃った GaAs量子ドットを従来よりも約 1桁高密度
に作製することができた。光励起によるレーザー発振
を試みたところ、先鋭化した複数の発光線と発光特性
の閾値が観測され、レーザー発振が確認できた (図 18)。
発振に必要な励起光の強度が大きくなるもののレー
ザー発振は室温でも可能であった。これは格子整合系
量子ドットとしては世界初の成果である。
フォトニック結晶と量子ドットの結合構造の研究で

も大きな成果を得た。フォトニック結晶は半導体など
に光の波長程度の大きさの周期構造を作り込んだもの
で、性能の良い微小光共振器が得られる。フォトニッ
ク結晶の製作で世界最高レベルの技術をもつ筑波大学
先端学際領域研究センターと共同で、構造の周期が約
200nmで GaAs量子ドットを内部に含むフォトニック結
晶光共振器を製作した。GaAs量子ドットの発光性能を
調べたところ、通常よりも発光が速やかに起こる現象
(パーセル効果)を明確に観測できた。これは一種の量子
電気力学効果で、GaAs量子ドットとしては世界初の成
果である。

量子ビームセンター
当センターは、高輝度放射光、中性子ビーム、イオ

ンビーム、原子ビームなどを総合的に開発利用し、か
つ NIMS独特の材料創製・計測などの研究開発ポテン
シャルを活用することにより、量子ビーム基盤技術の
確立を目指している。中性子ビームを利用したマルチ
スケール評価技術に関しては、次世代多目的パターン
フィッティング・システム RIETAN-FP を開発した。
JRR-3Mで測定した酸化物イオン伝導体 La0.64(Ti,Nb) O3

の高温粉末中性子回折データに最大エントロピー法に
基づくパターンフィッティングを適用し、酸化物イオ
ンの拡散経路の三次元可視化に成功した (図 19)。イオ
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図 16 GaAs 2重量子リングの原子間力顕微鏡像

図 17 左図は 2重量子リングの発光スペクトルの
観測データ (上から順に弱励起、中励起、
強励起)と計算値 (主量子数 N が 0 ～ 2 で
種々の角運動量をもつ準位からの発光エネ
ルギーを赤、青、緑の線で表示)。右図は 2
重量子リングの構造モデル (最下段)と主量
子数 Nが 0～ 2の電子準位の電子雲。

図 18 励起強度の増大に伴う発光スペクトルの
先鋭化 (上)と発光強度の閾値特性 (下)



ン伝導を担っていると考えられる酸素 (O3)の等密度曲面が高温で互いに繋がることを見出した。また、
高輝度－高透過能型ラボ X線源の導入により、鉄系合金における評価可能な最大粒径が 30nmから
100nmへと向上させることに成功した。

X線反射率法は、物質表面での全反射現象を利用して非破壊的に薄膜・多層膜の深さ方向の内部構
造を原子スケールで定量的に計測できる手法で、各層ごとの密度、厚さあるいは各界面の凹凸、拡散
等の情報が得られる。従来の標準的な測定法では、精密な角度走査が必須であるため、研究対象が安
定な系、あまり変化しない系に限られていたが、今回、試料も光学系も全く動かすことなく測定を行
なう技術の開発に成功した。その結果、温度に より疎水性・親水性がスイッチすることで知られる感
温性ポリマー薄膜等の刻々変化する表面や埋もれた界面を観察することも可能になった (図 20)。また、
ソフトな量子ビームである低速準安定原子線露光を用いて、半導体基板表面に直接生成した自己組織
化単分子膜をレジストとすることにより、1段階加工で (図 21)パターン転写ができた。
イオンビームに関しては、イオン複合照射による析出・成長抑制制御技術を開発し、イオン投影ナ

ノパターニング法に関する国際連携を進めた。

3 . おわりに
ナノテクノロジー基盤領域における研究開発は、その性格から、国内外を問わず外部機関との協力

関係が特に重要である。私たちは研究プロジェクトなどを通してそのような協力関係をすでに多く築
くことが出来たと自負している。実際、本稿で紹介した研究の多くがそのような協力関係に基づいて
おり、この機会に感謝の意を表するとともに、今後の益々のご支援をお願い申し上げる。
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図 19 酸化物イオン伝導体 La0.64(Ti,Nb) O3における最大エントロピー法による
パターンフィッティングによる酸素イオン伝導経路の可視化。1358度で
測定した結果を基に解析した結晶構造 (a)と核密度 (b)の結果。

図 20 温度により刻々変化する感温性ポリマー薄膜の
X線反射率

図 21 加工した Si基板の原子間力顕微鏡像



1 . はじめに
近年、環境、エネルギーなど人類の直面する問題はその深刻度を著しく増している。このような危

機の時代を乗り切るために、すべての科学技術を基盤として支える、物質・材料におけるイノベー
ションが希求されている。ナノスケールにおいて構造や組織を制御できることを特徴とするナノス
ケール物質・材料は、この要請に応えイノベーションを生むべき素材として期待を集めている。新規
ナノスケール物質・材料の開発を達成するために、当領域にはナノスケール物質センター、ナノ有機
センター、ナノセラミックスセンターの 3つのセンターが設置されている。これにより有機、無機、
生体をカバーして、ナノスケール物質・材料に関する総合的な研究を実施してきた。以下、本年度に
各センターで得られた代表的な研究成果を紹介する。

2 . ナノスケール物質領域の活動状況
2 .1 ナノスケール物質センターの研究トピックス
ナノスケール物質センターではナノメートルオーダーまでの微細化や、形態制御により特異な物性

発現が期待されるナノスケール物質を創製し、将来の IT技術、環境やバイオ等への応用展開を目指
して基礎・基盤的立場からの研究を推進している。特に半導体、強磁性、誘電性など様々な機能性を
有する新規非カーボン系ナノチューブならびに、厚みがわずか 1ナノメートル前後しかない極薄の 2
次元結晶である酸化物、水酸化物ナノシートの系統的・総合的な探索・創製を進めている。さらには
これらナノ物質を積み木細工的に組み合わせることで、多彩なナノ構造を設計的に構築し、高度な機
能を実現することを目指している。

ナノシートをシード層に用いた結晶薄膜の配向成長
ナノシートは単結晶に匹敵する高い結晶性を有した 2次元原

子配列を持つとともに、原子レベルの平滑性を持っている。
我々はこれらのナノシートをウェットプロセスにより様々な基
材表面に隙間なく累積する技術をこれまでに開発してきた。今
回これを活用して形成したナノシートのモノレイヤー膜上で各
種結晶薄膜を育成すると、ナノシート膜が究極の薄さを持った
シード層として働いて薄膜のエピタキシャル成長が可能である
ことを見いだした。図 1は Ca2Nb3O10ナノシート上にゾル・ゲ
ル法により SrTiO3結晶膜を (100)配向させた結果を示したもの
である。ナノシートの種類を変化させることにより、シード層
の対称性、格子定数を制御できるので、これにフィットする結
晶の薄膜を配向成長させることが可能である。例えば Ca2Nb3O10ナノシート上では他にアナターゼ結
晶の (001)配向膜、MnO2ナノシート上で酸化亜鉛結晶の (001)配向膜が成長することを確認している。
ナノシートは多岐にわたる材料 (金属、プラスチックを含む)の上に室温での溶液プロセスによって累
積できることから、本手法は結晶薄膜作製技術の新手法として広く適用されることが期待される。

BNナノチューブのその場特性評価
近年、電子顕微鏡内でピエゾ素子を用いた試料ホルダー (STMや AFM)が試作されており、ナノ

チューブの電気特性や機械特性を電子顕微鏡像を観察しながら、1対 1対応のナノチューブ特性をそ
の場で測定できるようになっている。すなわち TEM像を見ながら測定したいナノチューブをピエゾ
素子で稼動させ、電流-電圧特性などをその場で測定することができる。
図 2は BNナノチューブの応力印加による曲げ変形過程の TEM像である。状態 1は応力を加える
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図 1 Ca2Nb3O10ナノシート上に成長させ
た(100)配向 SrTiO3結晶膜



前の状態で、BNナノチューブが真っ直ぐに伸びて電極と接触している。状態 2ではピエゾ素子を電
極間の距離が小さくなるように駆動させ、その結果 BNナノチューブに応力が加わり、チューブの形
状が変形して弓状に曲がってくる。さらに、応力を加えると状態 3 に示されたように、BN ナノ
チューブは大きく曲がり変形する。しかし、ピエゾ素子を動かし応力を取り去ると、BNナノチュー
ブは元の変形の無い状態に回復する (状態 4)。状態 1から状態 4の変形過程は可逆的である。
図 3は図 2の変形過程に対応した電気測定結果である。図中の 1から 4は図 2の変形の各状態に対

応するものである。変形前の状態 1の I-V曲線では、電流は流れず BNナノチューブが絶縁体である
ことを示している。しかし、応力を加え変形量が増大するほどに、電気をより流すようになる。大き
く変形した状態 3での I-V曲線は S字型を示していることから、ナノチューブが半導体であるといえ
る。この実験事実は弾性変形により BNナノチューブの電子構造が大きく変化し、その結果絶縁体か
ら半導体に性質が変化したためである。BNナノチューブの変形による電子構造変化の詳細を明らか
にするには理論計算による研究が今後必要となってくる。

2 .2 ナノ有機センターの研究トピックス
ナノ有機センターでは、規則的な網目構造をもつ高分子、超分子や分子集合体、フラーレン誘導体、

タンパク質や DNA、無機クラスターなど、特異な形状や機能を有するナノ物質を研究対象としてい
る。このようなナノ物質 (ナノ有機モジュール)は、新しいナノ材料を創り出すための「機能ユニット」
として期待されている。本センターでは、ナノ有機モジュールの合目的的なナノアーキテクチャーを
設計し、新規な有機表示デバイス、生体分子の超高感度の検出システム、あるいはグリーンケミスト
リーを支えるナノ分離膜の開発などを目指している。

光配向性ポリマーによる有機半導体分子の配向制御
アゾベンゼンを骨格構造に含むポリアミック酸 (Azo-PAA)膜に

直線偏光紫外光を照射すると、その骨格構造が偏光方向に対して
垂直になるように配向する。この配向変化はアゾベンゼンの光異
性化によって誘起される。この膜を熱イミド化することにより、
熱的・化学的に安定で非常に大きな面内異方性を有するポリイミ
ド (Azo-PI)膜が得られる。Azo-PI光配向膜をテンプレート基板と
して用いることにより、有機半導体材料として注目されているペ
ンタセン (C22H14)の分子配向制御に成功した。ペンタセンの分子
面の配向容易軸が Azo-PI骨格構造の配向秩序度に依存して 90度
回転することを明らかにした (図 4)。また、Azo-PI光配向膜が高
分子半導体材料であるポリフルオレン誘導体に対しても優れた配
向テンプレート基板であることを明らかにした。この光配向制御
法は、有機デバイスの高性能・高機能化技術として期待できる。
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図 2 BNナノチューブの応力印加に
よる曲げ変形の TEM像

図 3 図 2の変形に対応して測定した
電流-電圧曲線(I-V曲線)

図 4 Azo-PIとペンタセンの面内分子
配向秩序度の関係



水平ナノ力学測定法の開発
原子間力顕微鏡 (AFM)を使ったナノ力学測定は、個別の分子に対して分子内及び分子間の相互作用

を力として計測できるので、特に生体分子の研究において発展が期待されている。当センターでは、
ナノ力学測定法を近接場光学系と複合化するために、基板表面から離れずに AFM測定を行えるよう
にし (図 5)、また DNAなどの細長い分子や分子複合体への適用を念頭に、従来の垂直方向ではなく、
水平方向に力を加えてフォースカーブを測定する技術の開発を行っている。図 6は全長約 17μmの

DNAの水平ナノ力学測定法でのフォースカーブであるが、メルティング (melting)と呼ばれる 2本鎖
DNAが 1本ずつに分かれていくときの力が観測されている。従来法では数 μm以下の長さのものしか
測定できず、 DNAの全長の延伸力学測定の報告例はない。現在、我々は蛍光顕微鏡による同時観測
から melting挙動の確認に取り組んでいる。

共役ポリマーの階層配列制御
共役ポリマーはその 電子により優れた光および

電気的特性を示すことから、近年活発に研究されて
いる。このようなポリマーを規則的に配列させ、主
鎖の間隔や方向を制御することができれば、有機材
料としての機能を最大限に引き出すことが可能とな
る。このため我々は、Alignerという架橋分子を用い
て共役ポリマーを配列させる手法を提案した。1分子
内に異なる相互作用部位を有する Aligner を用いれ
ば、それぞれの認識部位が異種の共役ポリマーを認
識できることから異なるポリマー鎖を交互に配列さ
せることが可能となる。開発された架橋分子は、分
子認識部位としてポルフィリン錯体およびパラジウム錯体を有している。これらは、それぞれの共役
ポリマー (CP, PANI)と相互作用し、図 7に示すような交互配列が可能であることを見いだした。

2 .3 ナノセラミックスセンターの研究トピックス
ナノセラミックスセンターでは、ナノ粒子の合成、配列・集積化、高次構造制御技術の高度化によ

り、IT等の先端産業が求める高度な機能や複数機能を洗練・重畳させた多機能特性を有するセラミッ
クスの創製を目指している。そのためには、①高度なナノ粒子の合成、②ナノ粒子配列・集積化、分
散制御、細孔配列技術、③マイクロメートルからナノメートルオーダーまでの高次構造制御技術、
④局所構造と対象機能の発現との理論的・実験的検討によるナノ構造設計、がキーとなる要素技術で
ある。

高度制御反応性プラズマプロセスによる高機能ナノ粒子の創製
熱プラズマリアクターへの急冷ガス注入効果に関する数値解析と実験的検討を行い、粒度分布の狭
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図 5 ガラス基板上の DNAと AFMのカンチレバー：
(左)下から見た蛍光顕微鏡像、(右)横から見た模
式図

図 6 DNAの水平ナノ力学測定データ：初めは基板
上をスライドしながら直線上になり、やがてピ
ンと伸びた状態で引き延ばされ、最後に 2本鎖
がほどけていく。(Slidingの段階で既に自然長よ
りは長くなっている。)

図 7 共役ポリマーの交互配列の概念図、ならびに共役
ポリマー、Alignerの構造



いナノ粒子作製に成功した。熱プラズマ法特有の非平衡相
導入を活用し、イオン半径の大きな Er3+の TiO2ホストへの
固溶が可能になった。このナノ粒子は従来報告されていな
い 1.53μmにピークを持つ近赤外発光を示した (図 8)。TiO2

ホストのバンド遷移で吸収したエネルギーが Er3+イオンに
無輻射エネルギー移動するプロセスの介在が認められた。

ナノ粒界設計による機能性酸化物セラミックスの創製
ドーパントや雰囲気制御を用いた高エネルギー攪拌、2段

焼結、昇温速度制御 SPS(Spark Plasma Sintering)を開拓する
ことによって、結晶粒径 100 n m ( Y - T Z P 基複合材 )～
200 nm ( -Al2O3、常圧焼結 Y-TZP)で緻密なバルク体を実現
した。Al2O3では、従来よりも短時間 (1/10)かつ微細粒の透
明焼結体の作製に成功した (図 9)。

強磁場中コロイドプロセスによる弱磁性セラミックス配
向体の作製と特性評価
従来、非磁性体として扱われてきた常磁性体や反磁性体

も、超伝導マグネットの発生する 10T (テスラ)級の強磁場下
では、結晶磁気異方性を利用した配向制御が可能であるこ
とを報告してきた。強磁場中スリップキャストにより作製
した配向性 Al2O3の曲げ強度の方向依存性を確かめ、特定方
向では強度の改善を確認した。また、配向 Al2O3の特定方位
での高温延性の改善を見出した (図 10)。強磁場中コロイド
成形は、スリップキャストの他に電気泳動堆積、ゲルキャ
スト、テープキャストなどにも適用可能で、高次に構造制
御された多様なセラミックスの創製が期待できる。

インテリジェント高電位陽極酸化法による高規則性多孔
体作製
陽極酸化条件を精密かつ複合的に制御するインテリジェ

ント陽極酸化技術により、高規則細孔配列陽極酸化 Al2O3薄
膜並びに Al2O3ナノチューブアレイの作製に成功した。また、
陽極酸化と孔径処理の繰り返しにより逆コーン型の細孔ア
レイも作製できることを見出した (図 11)。この手法は、高
電位印可を基本とする技術で、ナノインデンター等を使用
しないため高効率で広範囲の規則配列化を達成でき、工業
生産技術に最適である。また、発生応力を巧みに利用する
ことでエッチング処理によりナノチューブ化も容易であり、
ガラス基板上にも作製でき、多様な応用展開が期待できる。

3 . おわりに
新たなナノスケール物質・材料の開発に向けて、当領域

の研究は着実に前進している。この速度をさらに加速し、
ブレークスルーとイノベーションを達成するための一つの
条件は、産、学との緊密な連携である。我々の領域、セン
ターは共同研究に関して、常にオープンドアーポリシーを
掲げている。上で紹介したものを含めて、当領域の研究に
関心をお持ちの方はぜひ声をかけていただきたい。
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図 8 波長 344 nm のレーザーで励起された
フォトルミネッサンス

図 9 透明･高強度の純アルミナ

図 10 アルミナの配向による高温延性の向上

図 11 陽極酸化と孔径処理の繰り返しによ
り作製した逆コーン型細孔アレイ



1 . はじめに
本研究領域は、半導体材料、光材料、磁性材料を研究する 3センターからなり、各センター長は、

知京豊裕、北村健二、宝野和博の各氏が担っている。全ての産業分野で、まず新材料の誕生がその発
展の駆動力であったように、次世代 ITを支える情報通信分野の一層の発展には、何よりも優れた新
機能材料が求められている。本研究領域はその先進材料の多くをカバーしており、役に立つ材料開発
に積極的に貢献したいと考える。我々の研究の基本的スタンスは、(1)各種物質の特異な結晶構造や電
子配置に由来する物性を深く洞察し、(2)そのナノ構造体を網羅的探索や新形成法などにより創製し、
(3)種々の新規な観察・計測手法を駆使して新物性を発見し、(4)それを内蔵したナノ構造を制御する
ことにより新規な物性・機能を発現させた材料を開発し、(5)デバイス化してその機能を調べることで
ある。本報告では、本年に見いだされた新物質・材料のトピックスを紹介する。

2 . 各センターの研究トピックス
半導体材料センター
次世代の集積回路ではゲート幅は 16nm～

10nm程度までに縮小され、スケールメリッ
トを出すためには、高誘電率を持つゲート
絶縁膜や金属ゲートが必要とされている。
しかし、金属/高誘電体酸化物 (high-k材料)
との界面には電気特性の制御性を失わせる
ような未解決の問題がある。また、現行の
金属ゲート材料は大きな結晶粒を持ってい
るために微細化の際にエッチングされた断
面に凹凸が生じ、電気特性にばらつきがで
ることが懸念されている。
典型的な集積回路は、電子 (負の電荷)を

キャリアとする n型MOSFET(電界効果トラ
ンジスタ)とホール (正の電荷)をキャリアと
する p型MOSFETの 2種類を組み合わせて
作る (CMOS回路)。CMOS回路では通常は
ゲート電極材料の仕事関数を調整し、同じ
電圧で p型と n型のトランジスタが On、Offの動作をする。しかし、HfO2系の絶縁膜では、ゲート電
極の材料を変えて仕事関数を調整しても、うまく動作しないことが明らかになってきた。これはゲー
ト材料の仕事関数の変化が界面特性に反映されず、あたかも 1つのエネルギーレベルにピン止めされ
たように動かなくなることから、「フェルミレベルピニング」(FLP)と呼ばれている。この現象を図 1
を用いて説明する。まず、HfO2から Si基板との反応などで一部の酸素が抜けると、膜がプラスの電
荷を持つ。ミクロに見ると、酸素が抜けた穴 (酸素空孔： Vo2+)がプラスの電荷を持つ。従って、①
HfO2はプラスの電荷を持つのでマイナスの電荷 (電子)が余り、②エネルギー的に安定なメタルゲート
電極に移動する。フェルミレベルピニングの位置は HfO2と Siとの反応により発生する酸素空孔の生
成エネルギー、空孔発生による電子の生成とその電子の移動による電気エネルギーのバランスを取る
ように起こる。つまり HfO2/Si界面の反応が、他の金属/HfO2界面に影響を与えて全体として電荷中性
を維持するように金属のフェルミレベルを変化させることになる。この「酸素空孔モデル」は FLP現
象に関わる様々な実験事実を説明できることから、MOSFETの設計に重要な指針を与える有用なモ
デルとして注目されている。当センターでは産学独連携の High-kネットを通じてこの研究に貢献し、
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図 1 「フェルミレベルピニング」(FLP)の原因となる界面反応
と電荷の移動。全体の電荷中性を維持するように“フェル
ミレベル”が決定される。



その成果は平成 19年度応用物理学会論文賞を受賞し
た。また、この成果を基にして金属/HfO2系ゲート酸
化膜の界面に薄く他の酸化物を導入することで FLP
を回避する方法も検討し成果を出しつつある。
一方、次世代集積回路に求められる金属ゲート材

料には、精密な仕事関数制御と微細化に適した構造
が求められている。金属合金の典型的な結晶粒界の
大きさは数十 nmから数百 nmであり、ゲート幅に比
べてかなり大きいのが現状である。また、仕事関数
は組成や面方位にも依存するために大きな粒界をも
つ材料をゲートに使った場合、仕事関数のゆらぎも
発生すると考えられる。この問題を解決する一つの
手段は結晶粒界のない構造をもつアモルファス合金
をゲートに用いることである。NIMSでは Ru-Zr合金
を使い、図 2に示すように、非晶質を維持しつつ仕
事関数を 5.0eV～ 4.6eVまで制御できる組成領域を
見いだした。これは CMOS回路における p-MOSFET
の実現に貢献するものである。

光材料センター
当センターは、材料科学的アプローチからセラ

ミックスのもつナノスケールにおける特異構造を利
用した新しい光制御技術を開発し、さまざまなニー
ズに応える光源を社会に提供することを目指してい
る。研究領域は、ワイドバンドギャップ半導体によ
る発光、非線形光学結晶を利用した光の周波数変換、
ナノ粒子配列などの誘電体特異構造を利用した光の
波動特性の制御にわたり、主として素材となる材料
とそれを利用したデバイスの開発を目指して研究を
遂行している。最近の研究成果からいくつかのト
ピックスをご紹介する。
紫外光の発生に関して、深紫外発光体として期待

される六方晶窒化ホウ素 (hBN)の高品質単結晶の大
気圧下合成法、および高品質大型の酸化亜鉛 (ZnO)系
混晶ウェハーの開発に成功している。hBN結晶につ
いては、これまでの超高圧を用いた方法ではなく、
簡便な大気圧下での結晶成長であること、また酸化
亜鉛固溶体結晶のウェハーは、近紫外域で所望のバ
ンドギャップを持った半導体のウェハーを得られる
という大きな意義を持っている。また、周波数変換
による紫外光発生にも進展があり、MgOを添加した
定比タンタル酸リチウム (LiTaO3)に数ミクロンの周
期分極反転構造を形成し、355nmの紫外線を発振さ
せることに成功した (図 3)。
酸化ガリウムは透明導電性酸化物として極めて高

い特性を持っているが、結晶育成や加工が困難であ
るとされていた。しかし、我々は大型単結晶の育成
に成功し (図 4)、切断・研磨による加工も可能である
ことが分かった。今後、優れた透明電極基板などの
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図 2 コンビナトリアル手法で発見された仕事関数制
御可能な Ru-Zr系 2元合金の非晶質領域。非晶
質領域では X 線回折に結晶性を示す回折線が
観察されない。この領域で仕事関数を 5.0eV～
4.6eVまで変化させることができた。

図 3 周波数変換素子による紫外光の発振

X線回折像



光学分野での応用が期待される。
ナノ粒子の周期配列体はフォトニック結晶としての特性を持ち、光を制御する新しい材料となるこ

とが期待されている。そこで、実際に使い物になる現実材料の出現が待望されている。我々はこれま
でに、工業生産に適したプロセスで作製しうる大面積・高品質の材料を開発してきた。
その結果、作用する光の波長に関してチューナビリティーのあるフレキシブルな材料を得ることに成
功している。さらにこの技術は、材料の歪み分布を光学的に検出する (あるいは目で見てわかるよう
に可視化する)技術へも展開できる。具体的には、歪み分布を知りたい被検体に予め周期配列体の薄
膜層を形成しておき、被検体が変形した後に発生した歪に応じて薄膜層が反射する光の波長が変化す
る。図 5は変形前に均一で単色反射する薄膜層が形成された試験片が、変形の歪によって異なる色に
変化する。赤く見える部分が歪の発生が無かった部分で、緑色の部分が大きく歪んだ部分である。歪
の様子を直感的に目視で読みとれる利点がある。反射波長の測定を行えば定量的に歪量を知ることが
出来る。

磁性材料センター
電子はスピンを持っており、伝導電子のうち一方の向きのスピンが多い場合にスピンが分極してい

ると言う。下向きスピンの電子が半導体的で、かつそのバンドギャップに上向き電子のフェルミ準位
がある場合、伝導電子は全て上向きスピンに分極した「ハーフメタル」となる。ハーフメタルはハー
ドディスクドライブ (HDD)の再生ヘッドに使われる巨大磁気抵抗素子 (GMR)や磁気抵抗ランダムアク
セスメモリ (MRAM)に使われるトンネル磁気抵抗素子 (TMR)、金属から半導体へのスピン注入やスピ
ン FETなどの、あらゆるスピントロニクスデバイス実現のためのキーマテリアルとして注目されて
いる。
一例として、HDDの再生ヘッドやMRAMへの応用が期待されている TMR素子を図 6に示す。こ

れは絶縁層を挟んだ 2つの強磁性体電極間に流れるトンネル電子伝導がスピンの向きに依存して変化
することを利用した素子である。磁場に対して電極の相対的な磁気モーメントが変化するので、それ
によって電気抵抗が変化する。TMRの値は強磁性電極の電子のスピン分極率によって大きく変わる
と予測されており、図 6に示されるように両電極のスピン分極率が 1であるハーフメタルを用いると、
その値は無限に高くなると予想されている。このようなハーフメタル探索には、迅速・簡便に材料そ
のもののスピン分極率を実験的に測定することが必要である。常伝導体/超伝導体の点接触を流れるバ
リスティック (弾道)電子の伝導度は、常伝導体/常伝導体間の伝導度の 2倍になるというアンドレーフ
反射 (PCAR)という現象を利用して、強磁性材料のスピン分極率を直接測定し、ハーフメタル材料の
探索を行っている。図 7に Co2CrxFe1-xSi 4元系ホイスラー合金 (X2YZの 3元系元素からなるが Zを他
の元素に置換して 4元系にする)の様々な xでのコンダクタンス曲線とそれから評価されたスピン分
極率の変化を示す。スピン分極率は Co2FeSiの Feをわずか 2％の Crで置換することにより、0.57か
ら 0.64へと急激に増加し、その後一定の値を示す。このような微量元素添加により分極率が大きく変
化することを測定した実験結果はこれが初めてであり、このような合金組成を変化させた種々の合金
の分極率を迅速・簡便に測定するのに PCAR法は最適のツールである。このような研究によって、Co
基ホイスラー合金に第 4元素を添加して、ホイスラー合金構造が完全でなくても比較的高いスピン分
極率の得られる材料や、温度耐性の優れた高スピン分極率ホイスラー合金が見出されてきており、近
い将来スピン分極率が 0.9を超えるような理想に近いハーフメタルの探索を目指す。
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図 5 フォトニック結晶コートによる歪の可視化図 4 -Ga2O3単結晶



3 . おわりに
ITは我が国にとって重要な産業分野であり、これを支える新物質・材料に NIMSが貢献するため、

本研究領域は昨年度新たに発足した。3センターは、様々な情報通信関係の新規材料の探索や合成、
独創的な計測法などを有しており、産業界からの期待も高まっている。各センターは独自に多くの企
業と共同研究を行う一方で、3センターが連携し持てる技術を融合させれば、一層優れた技術が期待
でき、半導体－光、光－磁性、磁性－半導体、そして 3分野の融合による新学術・技術の創成を目指
している。
これまで CMOS LSIが世界のエレクトロニクスを牽引してきたが、ムーアの法則の破綻が予想され

るようになり、CMOSの前途が危惧されている。そこで、優れた機能を有する CMOSデバイスを基
盤にして応用を多く展開しようと「More than Moore」のコンセプトで各国が盛んに研究開発を進み
つつある。この半導体－光－磁性の融合は、本コンセプトを実現する一方向であり今後我々はそれに
も取り組む所存である。
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図 6 トンネル磁気抵抗素子の模式図とスピン分極率から期待されるMR値

図 7 Co2CrxFe1-xSi合金の PCAR(点接触アンドレーフ反射)によるコンダクタンス曲線と
スピン分極率の Cr濃度依存性



1 . はじめに
当センターは独立行政法人としては唯一最大の総合的生体材料センターであり、わが国の医療産業

振興の尖兵としてのミッションは大きいものと考えている。当センターは 1956年に設立された金属
材料技術研究所と 1966年設立の無機材質研究所が 2001年、つくば市に新たな独立行政法人として統
合された際、各研究所にあった生体材料部門を統合して生体材料センターとして発足した。従って、
伝統的な金属、セラミック材料に加え最近拡充したポリマー、生体由来物質、細胞等を含む幅広い領
域をカバーしつつ、ナノからセミマクロまでの視点で、検査・診断および治療技術に至る生体・医工
学全般に対する材料技術開発ポテンシャルを保持し、なおかつ医療技術の標準化など行政や産業界か
らの要求にも対応できるオールラウンドプレイヤーとしての地位を確立することをミッションに据え
ている。

2 . 研究内容
バイオセラミックス
現在、損傷した組織を再生させるための「再生医療」が世界中で研究されている。再生医療を実現

するためには、生化学的及び生体力学的性質を通して細胞の増殖・分化・誘導を制御する足場材料の
開発が不可欠である。我々は生体となじみやすいセラミックスであるリン酸カルシウムやリン酸カル
シウムと有機高分子の複合体などを用いて、ナノ～ミクロ形態を制御した組織再生足場材料を開発し
ている。
骨はリン酸カルシウムの一種である水酸アパタイト (HAp)のナノ結晶とコラーゲン分子からなるナ

ノ複合体である。骨の中では HAp結晶の c軸がコラーゲン分子の長軸方向に配向しており、強くて
硬い壊れにくい機械的性質と、「骨リモデリング代謝」に対応できる生理学的性質を持っている。「骨
リモデリング代謝」とは、古くなった骨が新しい骨に造り変わっていくことであり、骨を吸収する破
骨細胞が、酸を放出して HApを溶解し、酵素によってコラーゲンを分解する吸収過程と、それに続
いて起こる骨を造る骨芽細胞による新生骨形成過程がセットになっている。この代謝は血中カルシウ
ムの恒常性を維持したり、疲労破壊を起こす可能性のある骨を新生骨に置き換えることで疲労破壊を
防いでいる。このように、我々の骨はナノ複合体であるが故の優れた性質を兼ね備えている。
これらを考えると、骨と類似のナノ構造を持つ材料を創ることが、究極の人工骨に至る道の一つで

あると考えられる。もし、細胞が HApナノ結晶を並べることで HApとコラーゲンのナノ配向構造を
造っているとすれば、それを再現するのは難しいが、HApナノ結晶のサイズは細胞から見ると、我々
にとっての 0.1mmほどの大きさの物体であり、細胞が HApナノ結晶を一つ一つ並べているとはとて
も考えられない。そこで我々は、骨の中の HApとコラーゲンが互いの界面相互作用による自己組織
化によって自発的にナノ構造を造っていると考え、複合体合成時のカルシウム、リン、コラーゲン
(ブタ由来の非抗原化コラーゲン)の濃度、pH、温度を制御することによって、骨のナノ構造を再現す
ることを試みた。すると、生体内よりややアルカリ性 (pH=9)かつブタの体温程度 (40℃)で HApナノ
結晶とコラーゲンが骨と同じようなナノ構造を持った繊維状の複合体を合成することに成功した。さ
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らに、東京医科歯科大学との共同研究で、得られた複合体の緻密体やスポンジ状の粘弾性を持った多
孔体 (図 1)、ろ紙状のシートは、細胞親和性、骨親和性に優れているだけでなく、骨リモデリング代
謝に取り込まれて新生骨に変わっていく世界で初めての材料であることがわかった。現在、この材料
は JSTの委託開発により、ペンタックス (株)が実用化中である。

バイオメタル
金属材料は医療用デバイスとして、特に機械的強度・靭性・剛性を必要とする箇所に広く使用され

ている。整形外科領域では、骨折固定材、人工関節、脊柱固定器具、創外固定器等として硬組織の機
能代替に使用されており、循環器・消化器系疾患では、ステント (メッシュ状の金属チューブ)として
血管、胆管、食道などの狭窄部位を拡張するために使用される。
これらの医療用デバイスは、体内埋入後は手術等により抜去されるまで体内に残存することになる

が、デバイスによっては周辺組織の修復後に速やかに除去されることが望ましいものもある。例えば、
冠動脈ステントの場合は、狭窄部の開口により損傷した血管組織が修復した後は不要になる。しかし
ながら、除去には開胸手術が求められ、患者に肉体的・精神的・時間的・金銭的な大きな負担を与え
るため、ほとんどの場合体内に残されたままである。骨折固定治具についても、骨折修復後、再手術
による除去を行わない例も多い。しかし、いずれの場合も異物であるデバイスが長期間存在するため、
慢性的な炎症を避けられず、結果として血管の再狭窄や骨修復障害が生じることが報告されている。
このような状況を避けるためには、体内で徐々に分解され吸収される生体吸収性材料を用いること

が望ましい。しかし、これまでに開発されている生体吸収性材料は高分子あるいはセラミックス材料
からなるものであり、力学特性等の不足から、金属製デバイスの代替とはなりえず、医療用生体吸収
性金属材料の開発が待ち望まれていた。
そこで、バイオメタルグループでは NIMSの新構造材料センター軽量材料グループと共同で、生体

吸収性金属材料として医療用マグネシウム合金の総合的開発研究に着手した。マグネシウムは生体必
須元素で、体内で分解しても安全性が高いことが予想される。しかし、純マグネシウムは強度と耐食
性に劣るため、合金化が検討されている。既存のマグネシウム合金は工業用に開発されたものであり、
人体に対する影響が未知の元素も含めマグネシウム以外の金属元素が多く添加されており、生体安全
性が懸念される。マグネシウム合金の医療用生体吸収性材料としての実用化を進めるためには、体内
における分解速度や強度の制御、ならびに体内吸収後の生体安全性の検証が不可欠である。本開発研
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図 1 粘弾性を持ったアパタイト／コラーゲン骨類似ナノ複合体スポンジ



究においては、体内における分解速度ならびに強度－変形能バランスについて、幅広い領域での制御
を目指すと同時に、生体安全性の目安である細胞適合性を検討し、複合的データベースを構築する。
これにより、個々の治療法に応じた最適な材料選択を可能とする、生体吸収性マグネシウム合金のラ
インナップを作製する。
既に、ごく微量の第二成分の添加と材料の微細組織の制御により、生体安全性が高く、かつ材料強

度および体内における分解性の異なるマグネシウム合金の一部を開発した (特許出願済)。本材料は、
既存の工業用マグネシウム合金に匹敵する強度を有すると同時に、既存材が示す分解速度範囲よりも
広範囲の分解速度を達成している (図 2)。加工性についても検討し、ステント等実際のデバイス作製
において求められる微細な加工も可能であることを確認した。ステントや顎顔面骨折固定に用いるミ
ニ・マイクロプレートシステムへの適用を目指し、医学系研究機関および民間企業と密に連携を取り
ながら前臨床試験を進めている。

オルガノイドエンジニアリング
ティッシュエンジニアリングは、多孔質の材料を用いて細胞を培養することによって、生体組織を

再生する技術である。再生組織を体の欠損部位に移植すれば、その部位を修復することが可能である。
ティッシュエンジニアリングを応用した再生医療は、臓器移植におけるドナー不足や、人工臓器移植
における異物反応のリスクといった問題を解消できると期待されている。
しかしながら、従来のティッシュエンジニアリングで作製されてきた多孔質体は、力学強度、微細

構造、サイズなど、医療現場での要求に十分応えているとは言いがたい。そこで、機能・形態・サイ
ズにおいて生体臓器や器官に類似した三次元の複合臓器構造体を構築する次世代のティッシュエンジ
ニアリングであるオルガノイドエンジニアリングが待望されている。
我々は、オルガノイドエンジニアリングの中核となる材料として、ナノ・マイクロ構造を精密に制

御した高機能ポリマー多孔質基盤材料の研究開発を行っている。オルガノイドのための多孔質材料を
作製する上で、生体親和性、生体吸収性、高い力学強度、高い空孔率といった性質に加え、外形、細
孔の連通性といった構造に至るまで精密にコントロールする必要がある。しかし現状では、これらの
条件を満たす多孔質材料を単一の素材で作製することは極めて困難である。合成ポリマーのように力
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図 2 材料の強度と生体内分解速度の関係



学強度はクリアしていても細胞親和性が低いものや、逆にコラーゲンのように細胞親和性は高くても
力学強度が不足している場合がある。そこで異なる性質をもつ複数の材料を複合化することによって、
個々の素材の長所を組み合わせ、欠点を補い合うことを考えた。
上記のような考えのもとに、生体吸収性合成ポリマーのメッシュやスポンジに、天然ポリマーのマ

イクロスポンジを複合化させた基盤材料を開発した。この複合多孔質基盤材料は、高い力学強度と優
れた生体親和性の両方を備えた独自のものである。本材料を用いて、軟骨、骨、皮膚、じん帯などの
組織を再生することに成功した。また、コラーゲンスポンジの外表面を生体吸収性合成ポリマーの網
目で被覆した多孔質材料を開発した (図 3)。本材料は、コラーゲンスポンジ単体に比べて安定な形状
を示した。さらに、網目の効果により播種した細胞の漏出が抑えられ、高い播種効率が得られること
が分かった。この材料を用いて均一な軟骨組織を形成させることに成功した。
生体吸収性合成ポリマーと天然ポリマーとの複合化によって、従来の材料に比べ、細胞親和性や力

学強度が格段に向上した。これらの材料の作製には、われわれがこれまでに蓄積してきた複合化、多
孔質化、表面化学修飾などの手法が用いられている。また、品質の安定性と均一性においても、現在
早期実用化が可能な段階にきている。そこで、民間企業と積極的に連携し、我々の複合基盤材料を事
業化することを望んでいる。すでに、大手繊維加工メーカーと生体吸収性ポリマーを取扱う会社が、
本グループとの技術提携および共同研究に合意している。今後、研究用途をターゲットとして、複合
基盤材料の市場開拓を目指す。さらに、多様化する市場のニーズに対応するため、民間企業との共同
研究を積極的に行い、新規材料を開発したいと考えている。

3 . おわりに

我が国においては、個々には高いレベルにある生物学、基礎・臨床医学と理工学の協力関係が歴史
的に不十分な状態が続いてきた。これが医療産業の振興のマイナス要因となり、体内埋め込み型の医
療用具の極端な輸入超過に見られるように、欧米医療先進国の草刈場の様相を呈することとなったと
思われる。これを教訓として、生体材料センターは医工連携、産学独共同はもちろんのこと、全国規
模で専門の融合をはかる医工連携ネットワークの構築、業種・地域の産業融合を図る医療産業ハイ
ウェイ構想を実現すべく努力している。
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図 3 合成高分子の網目で囲ったコラーゲンスポンジ



1 . はじめに
我が国の強みである材料技術をベースにナノテクノロジーを駆使することにより、次世代の超耐熱

材料、中低温域で高効率に作動する燃料電池材料、実用に向けた高性能な超伝導材料、可視光に効率
よく応答する新規光触媒材料、高性能な構造材料など、低環境負荷、省資源、省エネルギー、環境浄
化等に寄与する材料の開発を進めている。それぞれに求められる性能は異なるが、材料使用時の効率
性を最大化することによってエネルギー･資源を有効に使い、かつ環境負荷を低減することを社会貢
献の目標としていることは共通している。

2 . 各センターのミッションと技術移転トピックス
2 .1 超耐熱材料センター
センターミッション：超高効率複合発電、コジェネレーション、次世代ジェットエンジンなどの先進
技術の途を開く高性能 Ni基超合金をはじめ、各種の超耐熱材料や新コーティング材の開発・実用化
を目指して、多くの国内外企業・研究機関と連携して研究を行っている。

技術移転トピックス：高性能 Ni基超合金による各種発電ガスタービンの高効率化
理論的・経験的特性予測や原子レベルの組織解析に基づいた合金設計手法により、世界最高の耐用

温度 1100℃の Ni基単結晶超合金を開発している。これを発電ガスタービン技術に適用すれば、発電
関連の CO2排出量の半減が可能である。

2 .2 燃料電池材料センター
センターミッション：燃料電池普及のキーとなる 200～ 500℃において高い伝導度を持つ固体電解
質、安価で耐食性の高いセパレータ材料、および安価で高効率な水素製造用の燃料改質触媒・水素分
離用材料等の開発に取り組んでいる。
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技術移転トピックス：ナノテクカーボン =ナノポーラスカーボンを用いた電極上の白金担持量の削減
独自に開発したテンプレートを用いてナノ細孔径を自在に制御できるナノ多孔体の合成に成功し、

NIMS発参考物質第 2号に認定された。この材料を用いると、白金の担持量が削減可能なことが分
かった。今後、中低温で稼働する燃料電池用電極としての応用も期待される。

2 .3 超伝導材料センター
センターミッション：新しい超伝導材料の探索・開発、酸化物超伝導体や金属系超伝導体による高性
能線材の開発、高品質超伝導材料の合成と特性評価、及び新規デバイスの開発、SQUID素子の開発と
応用、強磁場超伝導マグネットの開発とその応用などを組織的・総合的に推進している。また、他の
研究ユニットや大学、企業と連携して、超伝導研究の広範な領域をカバーしている。

技術移転トピックス：高分解能 SQUID顕微鏡の開発
微小領域の磁気信号を SQUIDに導くパーマロイ探針を走査トンネル顕微鏡 (STM)の探針として用

いる STM-SQUID顕微鏡を新たに開発し、空間分解能の向上に成功した。本装置は磁性材料や超伝導
材料の評価や検査などに広範な利用が期待できる。
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2 .4 光触媒材料センター
センターミッション：光の照射による光エネルギーで励起した半導体中の電子・ホールが表面で強い
酸化還元効果を持つことによって、表面に付着した物質の化学反応を促進させる光触媒を可視光下で
効率的に利用できる技術を確立する。

技術移転トピックス：高性能光触媒コート膜－腐食性ガス分解速度、従来比 30倍を実現－
従来比で 30倍以上の高い光触媒活性を示し、高い耐久性を有するコート膜を作製可能にした。硫

化水素やアルデヒド (VOC)などの有害ガスを効率よく分解浄化できる。

2 .5 新構造材料センター
センターミッション：鉄鋼・Mg合金・ Al合金・ Ti合金などの金属系構造材料やその継ぎ手の高性
能化 (高耐久性・高成形性・高靱性)の達成を目指す。メンテナンスフリーの耐食材料、従来よりも高
温で長時間使用できる耐熱材料、さらなる軽量化を達成する高比強度材料など、輸送機器の小型軽量
化やプラントの長寿命化を可能とする構造材料を実現する。

技術移転トピックス：衝撃に強い超高強度低合金鋼の開発
超微細繊維状結晶粒組織を造り込み、1500MPa級鋼の高靭性化に成功した。SCM440など実用機械

構造用鋼にも適用が可能で、超高力ボルトや超高強度シャフトなどの高靭性化への適用が期待されて
いる。
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3 . 領域の平成 18年度の成果
(1)平成 18年度の本領域への運営費交付金は 973百万円で、定年制職員 74名および任期制職員等が

156名参画し、研究活動を進めた。
(2)論文発表： 426件 (フルペーパー 203件、プロシーディング 176件、解説等 47件)、口頭発表：

628件、特許：出願 65件、登録 37件、実施許諾 1件などを成果として発信した。
(3)民間企業との共同研究は 40件実施し、中でもロールス･ロイス航空宇宙材料センターの開所 (超耐
熱材料センター)は特筆すべきものである。同時に多数の国内外の大学、学協会等との連携も進め
ている。また、公的競争的研究資金 202百万円以上獲得し研究を進めている。
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開発対象材料と目標 エネルギー・資源効率から
見た材料特性目標 想定される社会貢献例

超耐熱材料

1)空冷タービン翼用 Ni 基
単結晶超合金

2)無冷却タービン翼用高融
点超合金

3)高強度タービンディスク
用 Ni-Co基鍛造合金の耐
用温度向上

1)耐用温度 1150℃
2)耐用温度 1200-1800℃
3)耐用温度 750℃

135万 kW級の石炭火力を
新規コンバインドサイクル
にて代替することにより一
基あたり国内総排出の約
0.4％の CO2削減

燃料電池材料

200～ 500℃の中低温域で
稼動する新しい燃料電池の
要素材料および水素製造用
材料

1)4 0 0 ℃でイオン伝導度
5x10-３(S/cm)以上の固体
電解質材料

2)既存のステンレスの 100
倍の耐劣化性能を持つ金
属セパレータ

3)高効率水素製造マイクロ
リアクター、水素分離モ
ジュールの開発

500℃以下で稼動する燃料
電池の実現により、分散型
電源のコストと寿命を大幅
に低減。(燃料電池の普及
を大幅に促進して)エネル
ギー利用効率と CO2排出の
大幅削減に貢献

超伝導材料

Bi 系酸化物高温超伝導線
材および Nb3Al線材の臨界
密度、使用温度向上とそれ
らの km級の長尺線材

臨界電流密度：
1)Bi系酸化物高温超伝導線
材： 30K,3T,10万Ａ/cm2

2)Nb3Al線材： 4.2K,15T,15
万 A/cm2

送電による電力損失 (年間
約 485億 kWh)を半減

光触媒材料

紫外光および 600nm 以上
の可視光で、有害物質を効
率的に分解・除去する光触
媒材料

1)紫外光～ 600nm の波長
範囲において光触媒活性
を有する

2)500nm (太陽光スペクト
ルのピーク波長)におい
て量子収率が 5％以上

1)従来不可能であった室内
環境での環境浄化

2)太陽光水素製造技術のブ
レークスルー

3)CO2総排出量の 1％以上
の削減

新構造材料

高強度 Mg合金、高温用軽
量高強度 Ti 合金、高靭性
高強度鋼と継ぎ手、発電プ
ラント用耐熱鋼、Cu・Niフ
リー耐食鋼

1)使用温度 50 ℃アップ耐
熱鋼

2)使用限界 900℃超の軽量
高強度 Ti合金

3)延性 (15 ％)保持で 2 倍
(350MPa)降伏強さMg合
金

1)乗用車の総重量を 200kg
軽量化し、燃費を 12 ％
向上させる

2)社会インフラのメンテナ
ンス回数を従来の 1/10



1 . はじめに
構造体の破損や破壊による事故は人命に

関わる災害の原因となるために避けなけれ
ばならないことはいうまでもない。構造体
の信頼性を保障し安全・安心を確保する材
料に関する問題は古くから重要な課題とし
て認識されており、多くの研究・開発が行
われてきた。しかし、本質的な解決方法が
なくても材料を使わなければならないこ
と、時間のかかる極めて難しい問題が残さ
れたことがあり、科学技術としては完成さ
れたものと考えられているために、大学、
研究所や企業での研究者・技術者が減少し
ている。これに反して、事故は依然としてなくならないばかりか、その件数は増す傾向にもある。

NIMSではこのような「古くて新しい問題」かつ「解決に長時間を要する問題」に対する解決策を
用意するために、基盤から応用までの広い範囲を網羅した構造材料の研究を行っている。特に 2006
年度からは｢材料信頼性領域｣を組織し、①使われている材料を安全に使うための研究、②より安全・
安心な材料を実現する試み、③構造体をより安全に使うための環境モニタリング、を行うために三つ
のセンターを設けている (図 1)。各センターではその他にも材料ナノ技術を応用した信頼性に関する
研究を行っている。これについては材料信頼性領域のパンフレットを参照していただきたい。
今回の発表では、「事故と安全性」、｢信頼性と材料開発｣という観点から、領域内のプロジェクト成

果の中から信頼性に大きく寄与すると考えられるものを紹介する。

2 . 各センターの研究成果
材料信頼性センターでは「力学特性－時間－環境」、コーティング・複合材料センターでは「フェイ

ルセーフ特性－力学特性－時間」、センサ材料センターでは「環境－時間－モニタリング」の関係が重
要な研究課題の基本となっている。いずれのセンターの場合にも、「時間」というキーワードが含まれ
ていることが特徴である。以下、各センターのプロジェクト成果から代表的なものを紹介する。

2 .1 材料信頼性センター：材料を安全に使うための指針を提案する
材料が構造部材として使われ、その主機能を使い始めてから事故が起きるまでの時間は、数秒から数
十年と大きく異なる。特に、材料の特性は使われる環境により異なるので、環境を考慮した特性の理
解が重要である。センターでは、実用的な金属系構造材料の実用環境中における、クリープ・疲労・
応力腐食破壊などの時間依存性の劣化機構を把握し、寿命評価手法を確立することを目指している。
さらに、これらの機構を知り、材料本来の性能向上にも取り組んでいる。

厳しい腐食環境で使う材料への対策
材料を長時間安全に使うためには、腐食が「いつ、どこで、どのように」発生し成長して行くかを

明らかにすることが必要である。この中で、金属材料の応力腐食は古くから数多くの事故の原因と
なっている。金属材料の中で、ステンレス鋼は代表的な耐食金属材料であり使用実績も多い。しかし、
NaClなどの塩化物を含む水溶液中では、すきま腐食と呼ばれる腐食損傷を生じる。この腐食形態は、
塩化物濃度が低い環境においても発生し、応力腐食割れ (Stress Corrosion Cracking: SCC)の起点にも
なるため、実機では大きな問題となっている。センターでは、ステンレス鋼を光学ガラスに押し付け
たすきまを形成させ、そこに発生したすきま腐食をいろいろな手法を用いて実時間観察して、すきま
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図 1 材料信頼性領域のセンターとその目的



腐食の発生から進展に至る過程の機構解明を試みている。
図 2 (a)は 304ステンレス鋼 (18Cr-8Ni鋼)のすきま腐食を観察した例である。当初矢印の位置に点状

の溶解が認められ、時間の経過とともに、この溶解部は開口部 (試片の縁の部分)付近まで拡大してい
る。さらに溶解部は開口部に沿って回り込むように進展し、開口部付近に黒色の腐食生成物が生成す
る (図 2中 (30分)での赤い楕円部)。SEM観察 (図 2 (b) )によると、すきま腐食は、起点となったとこ
ろで必ずしも深くまで進展するわけではなく、発生と進展とで各々機構が異なっていることが確認で
きた。このような腐食機能の解明を通し、事故の解析や腐食しにくい材料開発を行っている。

疲労負荷で長い時間使う材料
疲労現象は材料の使い方や使用時間などの変化により異なるものであり、常に時代に応じた対応が

必要である。例えば、近年の材料を長く使う傾向や、リサイクルで品質が低下した材料の疲労現象な
どは、新たに疲労研究の対象としなければならないものである。最近、一部の金属材料では疲労回数
が著しく増加すると疲労強度が従来の方法で考えられていた強度を下回ることが明らかになった。こ
のために、非常に長い時間の疲労現象が必要になるとともに、新たな試験方法やデータの蓄積が必要
になった。
例えば、自動車に多用される高強度鋼でギガサイクル疲労が生じる原因の一つとして水素の影響が

指摘されていたが、原因は明らかではなかった。これは、通常用いられている試験方法では水素の影
響を調べることが出来ないためであった。当センターでは、超音波疲労試験を用いたギガサイクル疲
労試験法を確立した。超高速の超音波疲労試験を用いることにより、試験中に吸蔵させた水素が抜け
てしまうという問題を解決することができた。このような新しい問題に対しても、常に留意しながら
世の中にある構造体の安全安心技術の向上につなげている。

高温環境下で長時間使う材料
火力発電プラントや化学プラント等に用いられる耐熱材料の高信頼性を確保するため、各種耐熱材

料について 40年以上にわたる長時間クリープ試験を行い、諸特性の時間的変化を調べている。高ク
ロム耐熱鋼は、高温プラントに用いられている主要な構造材料である。しかし、600℃以上で数万時
間を越える長時間領域ではクリープ強度が低下すること、溶接構造部材ではクリープ損傷が発生しや
すいことから、設計時には数 10年間の材料特性を考慮した材料設計が必要になる。
最近、発電用火力設備における構造材料の許容引張応力の見直しと、溶接継手クリープ強度低減係

数の設定が行われた。この時に、センターで行ってきた長時間にわたるデータの蓄積が役立ち、より
安全な構造設計が可能になった。

2 .2 コーティング・複合材料センター：材料にさらに安全性を高める工夫をする
材料の時間依存特性をどのように克服するかという課題に対して、既存の材料を利用するという立

場からは大きなブレークスルーを期待することは難しい。｢壊れても機能を果たしている｣という材料
があれば、急速な材料の破壊による事故を防止することができる。しかし、材料自体が破損しながら
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図 2 すきま腐食の観察例 (a)：時間的変化、(b)： SEM写真例



も機能を果たすことができる「フェイルセーフ機能」を持ったものはない。この機能を持つ材料が実
現できれば、材料信頼性センターで行っている構造材料の事故を防止するための大きなブレークス
ルーになることが期待される。このような考え方を基にした、複合材料とハイブリッド機能を融合さ
せた、プラスチックス系複合材料及びセラミックス系複合材料が得られている。

壊れても力を負担できるプラスチックス系複合材料
炭素繊維強化プラスチックスは現在、航空機の機体や翼構造体にも適用され、その使用量は増加の

一途にある。今後、省エネルギー自動車等にも適用が拡大していくことが予想される。これらの構造
体は破壊が直ちに人命に関わる事故につながるために高信頼性を必要とする構造物であり、社会的に
もフェイルセーフハイブリッド材料の適用が望まれる構造体である。
当センターでは図 3 (a)に組織写真を示すような高強度／高剛性炭素繊維および耐熱性ポリイミド樹

脂を用いて製作したハイブリッド炭素繊維強化プラスチックスの開発に着手し、図 3 (b)に示すような
応力－ひずみ関係の材料が得られている。本ハイブリッド材料の特筆すべき点は破断応力やひずみの
絶対値ではなく、その挙動にある。従来の炭素繊維強化プラスチックスは歪の増加に対して応力が線
形的に増加する挙動を示し、材料が限界応力に達すると一瞬にして破壊に至ることが知られている。
当センターで試作したハイブリッド材料は、負荷初期には高剛性繊維の特徴を生かし、材料自体が

高い弾性率を示す。その後、高剛性繊維が破壊を始めても高強度繊維が高剛性繊維分の荷重を分担し
瞬時破壊することなく、1％近くのひずみまで荷重を負担し続ける。破壊が開始しても負荷を一定時
間負担できており、フェイルセーフ機能が発現した 1つのハイブリッド材料例といえる。
仮にフェイルセーフ機能を定量的に評価するのであれば図 3 (c)応力ひずみ関係の設計値以上の部分

の面積を係数とすると、従来品と比較してハイブリット材料は高いフェイルセーフ機能を示す (図
3 (d) )。

高温で使えて割れても形を保つセラミックス複合材料
酸化物系セラミックスで構成されるセラミックス基複合材料は高温炉、焼却炉等での実用が期待さ

れている。これらは社会基盤を支える構造体であり、事故や突然破壊は社会経済性に影響を及ぼすた
めに、人命とは異なった意味でフェイルセーフハイブリッド材料の必要が望まれている。Al2O3自体
は強度は大きいが破断までに小さな伸びしか示さない。一方、繊維強化 Al2O3では強度は小さいが
ノッチ敏感性はなく破断までに大きな伸びを示すことが知られている。これらの材料をハイブリッド
化すれば、フェイルセーフ機能が付与できると考えられる。
当センターでは、Al2O3織物繊維と Al2O3をマトリックスとした複合材料と Al2O3板を積層したハイ

ブリッド複合材料を作製し、その、フェイルセーフ機能を調べている。従来のセラミックスやセラ
ミックス系複合材料に比べ、大きな破断ひずみを生じる材料が得られ、ひずみを許容しなければなら
ない構造材料としての応用が期待される。

2 .3 センサ材料センター：材料や人間に危険な環境を検出する
構造材料の損傷を検知する場合には、損傷に伴って直接的に現れる物理的な現象とともに、間接的

に現れる現象にも留意する必要がある。前者は音響的・光学的・電気的な検知がその典型例であるが、
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図 3 フェイルセーフ機能を持つ繊維強化プラスチックスハイブリッド材料



後者には化学的検出も極めて重要である。最近の中華航空機においても、部材の損傷に伴い流出した
燃料への引火が重大な事故をもたらした。次世代の燃料電池の実用化にあたっても、直接的な検知で
は難しい材料・部材損傷からの漏洩水素の検出は重要な課題となっている。当センターではこれらの
問題に対して、従来のセンサでは対応できない環境の検出や従来材料を凌ぐ材料の開発を行っている。

従来センサでは検出できない短波長センサ
ダイヤモンドはワイドギャップ半導体材料として深紫外線オプトエレクトロニクス、パワーデバイ

ス等への応用が期待されている。従来困難であったダイヤモンドの n型半導体化技術を確立し、光セ
ンシングに適した pin接合構造を作製し、完全ソーラーブラインドの深紫外線センサが実現した。図
4に示したように、太陽光の影響は (緑線)、260nm波長以下ではほとんど無視することができる。一
方、火炎では 260nm以下の波長領域においても、感知できるスペクトルが存在し (青線)、そのため、
紫外域での高効率センサ (特性は赤線)を実現することで、太陽光下でも火災を検知することが可能と
なる。化学種検知においても、同様の事が想定され、化学種特有のスペクトルを紫外部で検知するこ
とで、太陽光に影響されることなく同定することが期待される。
ダイヤモンド薄膜は優れた耐久性を持つことから、放射線等の影響が懸念される環境に置いても十

分に機能を発揮できる。また、標準状態では非平衡ではあるものの、400℃近辺までは安定に動作す
ることが確認され、高温環境下での紫外線センサとしても有望視されている。以上のような特長を活
かし、開発された図 4 (b)のセンサは、太陽紫外線観測 (ベルギーとの共同研究： LYRAプロジェクト)
を行う人工衛星 (欧州宇宙機関 PROBA-II)に搭載されることが決定している。

多種の環境を一つのセンサで検出できるセンサ技術
身近なセンサとして、ガスセンサに代表される化学センサがある。一方、新興の物質に対応する材

料の探索には多大な時間を要するため、ハイスループットなセンサ材料探索法が求められる。この目
的のために、センサ化学グループでは、ppbから％オーダーのレベルまでの異種元素添加試料を一挙
に得ることができる、コンビナトリアルイオン注入法の応用を考えている。センサ開発に適用するに
は、微小領域でのセンサ機能を評価できることが必要である。当センターでは微小領域のセンサ機能
評価を可能とする表面プラズモン共鳴現象に着目し、これを利用したセンサ材料探索法の確立を目指
した基礎的な研究を行っている。

4 . おわりに
信頼性領域で行っている研究を「安全・安心」という切り口から紹介した。構造材料は、材料が使

い始められた時から事故や不具合が生じるまでに長時間経過することが多い。過去の材料の問題点を
最新の科学技術で明らかにすることが重要であり、新しい材料開発では、最新の科学技術を取り込ん
だ材料開発により未来に負の遺産を残さないようにすることが重要である。
材料信頼性領域では、個々のプロジェクトを通して、より安全で安心できる社会に貢献する材料の

研究開発を目指している。
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図 4 (a) ソーラーブラインドに不可欠な紫外光、
(b) 開発したダイヤモンド薄膜紫外光センサ

(a)
(b)



1 . はじめに
超硬質材料の主たる用途は、炭化タングステン (WC)や炭化珪素 (SiC)などの硬質材料で加工が困難

な難削材の研削、切削であり、近年は砥粒による研削工程を超硬質材料による切削工程に置き換える
などの試みがなされている。超硬質材料としてダイヤモンドと立方晶窒化ホウ素 (cBN)が知られてい
るが、これらは通常 5万気圧領域の超高圧力下で工業的に生産がなされている。後者の cBNはダイヤ
モンドと比較して硬度は半分程度であるが、化学的安定性に優れ、とりわけダイヤモンドでは困難な
鉄系金属等の切削加工が可能である。近年は加工対象となる鋼材の硬度の増加や、機械加工効率の増
大が求められるのに応じて、cBN焼結体工具の性能向上が重要な研究課題となっている。優れた切削
性能を有する加工工具の開発は、現在懸案となっている既存のタングステン工具の代替とともに、大
量の砥粒や潤滑油の廃棄を伴う研削工程が内包する環境負荷を低減する上でも意義がある。

cBN焼結体工具の特性は構成元素である cBNと焼結助剤の割合やその結合様式に依存する。焼結
助剤を全く含まない cBN焼結体の合成は hBNから cBNへの直接転換と、それに続く焼結によりなさ
れることが、1965年にアメリカの GE社により報告された 1)。その後 Akaishiらにより、圧力・温度
条件のより正確な制御と、出発原料である hBNの高純度化処理の効果が明らかにされ、透光性の高
純度 cBN焼結体合成が報告された 2)。焼結助剤を含まない高純度焼結体は通常の複合焼結体と比較し
て 30％程度硬度に優れ、切削性能も優れた特性を示している。
高純度 cBN焼結体の合成では、通常脱酸素処理を施した hBN等を原料とするが、その焼結温度に

は最適な条件が存在し、これより低温では低圧相成分が残留し、高温では転換した cBNの異常粒成長
により強度が低下する。この最適な焼結条件 (温度)は、圧力により支配される。すなわち、これまで
に報告されてきた 8万気圧領域における合成研究では、高純度 cBN焼結体合成にはおよそ 2000℃が
必要であり、この際に得られる焼結体の粒子径は 0.5μm程度となる。
鉄系金属の超精密切削プロセスとしては、被削材の加工面の表面粗さが平均で 50nm以下、最大で

120nm以下であることが大まかな目安と言える。このような切削加工を実現する上では、粒子径を
100nm以下に抑えた上で強固な組織を有する高純度 cBN焼結体を合成する必要があると考え、この
ための合成条件の最適化を行った。

2 . 研究成果の内容
図 1に cBN焼結体中に残留する低密度相と

焼結温度、その際の構成粒子径の関係をそれぞ
れの合成圧力条件において示した。六方晶窒化
ホウ素 (hBN)を原料とした場合、7万気圧以下
ではいかなる温度条件でも cBNへの 100％の
転換はなされず、8万気圧領域、2000℃付近で
粒子径 500nm程度の cBN単相の焼結体となる。
cBN単相のままで粒子径をこれより更に微細化
(100nm以下)するためには、10万気圧領域で、
合成 (焼結)温度を 1700℃程度まで低減する必
要がある。
図 2に 10万気圧領域で得られた cBN焼結体

の X線回折図形を示す。1600℃付近まで僅か
に低密度相が残留するが、1700℃で cBNへの単相化がなされている。焼結体の光学顕微鏡写真、透
過型及び走査型電子顕微鏡写真を図 3に示す。焼結体は透光性を呈した上で、約 100nm以下の微細組
織が観察される。別の評価によれば、試験荷重 10kgにおいてビッカース硬度 50GPaが得られている。
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図 1 cBNへの転換率－焼結温度－粒径の圧力依存性



この焼結体を切り出して切削試験用の刃先に加工
し、鉄系金属材料等の切削試験を行った。図 4に試
作した精密切削試験用バイトと加工後の被削材表面
の光学顕微鏡写真を示す。ステンレス鋼 (SUS420)の
精密切削加工によれば、最大面粗さ 116nm、平均面
粗さ 20nm程度であり、良好な切削面が得られてい
ると言える 3) (切削試験は共同研究先の理研の藤崎ら
により行われた)。

3 . 本研究の位置づけと今後の展開
本研究で得られた cBN焼結体の切削工具としての

評価では、工具寿命、刃先形状の最適化 (工具寿命
とも連動)等が当面の課題である。一方、実用化の
観点では、本研究において得られた微粒焼結体の合
成プロセスの汎用化が最大の課題と言える。冒頭に
述べたが、現在ダイヤモンドや cBN等の切削工具は
5万気圧領域で工業生産が進められており、本研究
で進めている 10万気圧領域の合成条件は量産化の
観点では現実的ではない。
本研究がいわゆる萌芽研究の一環として進められ

ているのは、ここで得られた成果を直ちに実用化に
結びつけることが容易ではないことによる。
本研究では、cBN焼結体の合成条件を制御する上

で不可欠な超高圧力合成装置の技術開発がその背景
となっている。とりわけ、10万気圧領域における安
定な高温発生技術の開発が本研究の鍵であった。通
常の高圧合成研究で使用されている黒鉛発熱体は 10
万気圧領域ではダイヤモンドに転換するために使用
できない。このため新たに開発した TiC-ダイヤモン
ド複合焼結体により、この問題が解決された 4,5)。こ
れまでの取り組みに加え、引き続き超高圧力合成領
域拡大の為の技術開発は重要であり、より高い圧力
下 (次の目標は 12～ 15万気圧領域)で更に微細な構
造とした際の cBN焼結体の機械的特性が興味深い。
本研究の波及効果として、cBN焼結体の超硬質材

料としての究極の特性を把握することが重要と考え
ている。その特性を引き出す微細構造との相関等を
精査することで、量産が可能な 6万気圧領域での高
品位の cBN焼結体の合成条件の最適化を進め、鉄系
金属材料の超精密切削のプロセスの実現に資するこ
とを期待している。
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図 2 cBN焼結体の X線回折図形
○： cBN,△： hBN

図 3 10GPa, 1700℃で合成した cBN焼結体
(a)外観、(b)透過型電子顕微鏡写真
(c)走査型電子顕微鏡写真

図 4 試作した cBN切削工具と、被削材表面
の光学顕微鏡写真



1 . はじめに
来るべき水素社会のインフラ整備に不可欠な基盤技術として、水素の製造、貯蔵、輸送、利用方法

が挙げられる。水素自動車など末端での水素利用には高圧水素ガス (350~700気圧)の形態が有望と考
えられているが、地域拠点における大規模な水素の貯蔵や輸送には、ガスと比べて 4~5倍の高密度化
が可能となる液体水素の利用がきわめて有効である。しかし液体水素は 20Kの極低温液体であるため
断熱保持技術が不可欠であり、さらに水素の液化には顕熱や潜熱のみならず、水素固有のオルソ－パ
ラ変換熱も冷却しなくてはならない。従って液体水素の利用には、その生成効率が十分に高くなけれ
ばエネルギー源としてのメリットを生かすことができない。
既存の液体水素製造プラントの冷凍効率 (％カルノー)は 30％前後と報告されており、液体水素を

実用的に利用するためには、さらなる生成効率の向上と設備・運転コストの低減が至上命題となって
いる。このような状況下で、原理的に高い冷凍効率を持つ磁気冷凍が注目され、次世代の液体水素製
造技術として、その検証が進められている。
本講演では、世界に先駆けて開発された駆動型水素液化磁気冷凍システム (図 1、2)について紹介す

る。この結果、我々は磁性体とマグネット、熱スイッチを組み合わせることにより、カルノーサイク
ルの高効率駆動を実現し、水素ガス凝縮熱効率 90％、液化効率 50％を達成した。

2 . 研究成果の内容
水素ガスは潜熱が大きいため、液化に投入される仕事の約 4割が液化段で消費される。高効率な水

素液化システムを実現するためには、液化効率の改善が主要課題の一つとなる。従来の気体冷凍方式
では JT膨張という、霧吹きのような狭いノズルから気体を膨張させて液化を行っている。この方法
は簡便である一方、圧力損失や高圧ガスの必要性、不純物による閉塞などの問題が生じていた。これ
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図 1 水素液化用磁気冷凍試験装置の概要 図 2 構造図



に対し、磁気冷凍では磁性体が水素ガスをその表面で直接凝縮液化することが可能であるため、原理
的に高い液化効率が期待できる。
我々が開発した磁気冷凍システムは、ヒートサイフォンという高い伝熱性を持つ熱デバイス中に磁

性体を入れ、これを磁場から出し入れすることによって生じる磁性体の吸熱・発熱効果 (磁気熱量効
果)を利用したもので、高効率なカルノーサイクルの駆動が可能である。図 1に装置の概要を示すと
ともに、図 2には断面構造図を示す。最大磁場 6T(テスラ)の無冷媒超伝導磁石を使用することにより、
液体ヘリウム冷媒を使用しない簡便な冷凍システムを構築した。
磁性体には水素に対する反応性がなく、水素中でも安定した特性を実現できる希土類酸化物ガー

ネット多結晶体 (GdxDy1-x)3Al5O12(x=0.2)を新たに開発した。従来の磁性体と比べて 30%以上の性能向
上を果たすとともに、多結晶体であるため加工性やコストに優れ、図 3に示すように、厚さ 1mm、
平均サイズ 70mm× 35mmの平板磁性体から構成されるフィン型高効率熱交換器を実現することが可
能である。
図 4には水素ガスの凝縮熱効率と液化効率に関する実験結果を示す。磁性体自身が高効率な熱交換

器であるため、水素ガスを磁性体表面で凝縮する際の熱効率は 90％にも達することが分かった。こ
れは固体磁性体を使用する磁気冷凍の大きなメリットと言える。また、冷凍サイクルの液化過程にお
ける効率として 50％以上が得られ、より高速なサイクルではさらに増加傾向を示した。このように
本研究によって、水素液化磁気冷凍の潜在的能力を示すことが出来た。

3 . おわりに
実用的な冷凍システムとして、駆動型カルノー水素液化磁気冷凍を実証したのは初めてであり、液

体水素の利用を加速するものと期待されている。これまでの研究成果を基に、液化天然ガスプラント
に併設可能な水素液化実証システムの検討を進めている。これには技術サイドのみならず、製造コス
トも含めた経済性検討チームも参画し、先進的でオリジナリティの高い液体水素技術の確立を目指し
ている。

本研究は、NEDO水素安全利用革新技術プロジェクトの一環として、(財)エネルギー総合工学研究
所および金沢大学との共同研究によって行われた。また、大阪大学、千葉大学との研究協力も大きく
貢献している。
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図 4 液化効率 (左)と凝縮効率 (右)の冷凍サイクル
時間依存性

図 3 磁気冷凍材料 (GdxDy1-x)3Al5O12(x=0.2)および
液化用熱交換器



－31－



－32－



－33－



－34－



－35－



－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



－42－



－43－



－44－



－45－



－46－



－47－



－48－



－49－



－50－



－51－



－52－



－53－



－54－



－55－



－56－



－57－



－58－



－59－



－60－



－61－



－62－



－63－



－64－



－65－



－66－



－67－



－68－



－69－



－70－



－71－



－72－



－73－



－74－



－75－



－76－



－77－



－78－



－79－



－80－



－81－



－82－



－83－



－84－



－85－



－86－



－87－



－88－



－89－



－90－



－91－



－92－



－93－



－94－



－95－



－96－



－97－



－98－












