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秋冷の候、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。

独立行政法人 物質・材料研究機構（NIMS）がどのような研究を行い、成果を生み出しているかをより多く

の方々に知っていただくため、平成 13 年の NIMS 設立以来「NIMSフォーラム」を開催しています。お蔭さ

まで、今回で第 10 回を数えることとなりました。

今回の NIMSフォーラムは、昨年度に引き続き「社会ニーズに応える物質・材料研究」をキーワードに、

NIMSにおける研究成果を広くアピールすること、特にその成果の普及・技術移転に重点を置いています。

オーラルセッションでは、研究センター長による各分野の概要説明および NIMSを代表する最近の研究内容・

成果を発表いたします。また、ポスターセッションでは、約 90 枚のポスターで NIMSならではの研究内容・成

果をご紹介するとともに、研究者と直接情報交換していただく機会をもうけています。さらに、今後のブレークス

ルーも期待される最新の研究に焦点を当てた研究トピックスミニ講演コーナーもございます。

今年 6月に発表された「国民との科学・技術対話の推進（基本的取組方針）」では、双方向のコミュニ

ケーション活動を「国民との科学・技術対話」と位置付けています。世界を先導するNIMSの研究力を直接

肌で感じていただき、ぜひ NIMS 研究者と対話していただき、新たなブレークスルーの可能性を秘めた物質・

材料研究や、将来実用化の芽となり得る研究に出会っていただきたいと思います。

次世代に実用化の芽となりうる物質・材料研究や、それらの研究に必要な分析・解析技術など、これはと思

う何かをご体験いただけるものと確信しております。
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 １.　はじめに
ナノ計測センターでは、表面・表層から固体内部に
至る材料の諸特性を明らかにし、先進材料の研究開
発を加速するために高度なナノ計測評価技術の開発を
推進し、ナノ物質・材料研究に資する手法とデータの
提供を目指している。特に、物質・材料のナノ構造と
新規機能を明らかにするため、極限環境走査型プロー
ブ顕微鏡（SPM）、超高分解能透過電子顕微鏡
（TEM）、強磁場固体核磁気共鳴（NMR）、超高速
時間分解計測、広域表層 3次元ナノ解析、超高分解
能原子間顕微鏡などの先端的なナノスケールの材料計
測技術を開発している。

２.　 ナノ計測センターにおける研究の動向と 
今後の展望

先端計測技術はナノ物質材料の研究開発における
基幹技術として一層の高度化が望まれている。材料の
機能発現環境におけるその場計測、多元的な物性の
解明、原子識別能力、3次元的な構造解析、超高速
現象の解析、原子配位構造の精密解析などが要請さ
れている。各グループのターゲットはこれら要請を満たす
ように設定している。世界最高水準のナノ計測技術を
包括的に実現し、多様なナノ物質・材料への応用技
術を開発することを目指している。
材料表面は光化学反応や触媒反応などの多様な機
能を発揮する場であると同時に、ナノスケールの加工・
操作・創製の場である。多様な環境場に対応するため
に、高温 /低温環境、高磁場、応力歪場、超高真空

などの制御された環境場で動作するナノプローブ顕微
鏡が求められている。例えば、次世代電子材料として
期待されるグラフェンなどの単原子層超薄膜の構造や
機能を明らかにするためには、極低温や超高真空のみ
ならず、新規物性を明らかにするための高磁場が必要
である。このような複合極限場で動作する走査トンネル
顕微鏡（STM）の開発を行っており、世界最高レベル
の高磁場での原子分解能 STS計測を達成している
（Figure 1）。また、表面の原子を操作し、原子 1個を
識別できる超高分解能の非接触原子間力顕微鏡の開
発と応用研究を進めている。
表層の 3次元解析を実現するため、表面分析用電
子輸送シミュレータの基礎パラメータの高度化を行って
いる。物質の誘電応答に関する情報は、電子分光法
における IMFPや非弾性散乱バックグラウンドの定量解
析に不可欠であり、電子輸送シミュレータの基本的物
理量である。誘電関数は光学的方法で測定されるが、
新たに反射電子エネルギー損失スペクトル（REELS）
から求める手法を開発した。REELSの角度・エネル
ギー分解精密計測とファクターアナリシス（FA）解析か
らエネルギー損失関数（ELF）を決定し、得られた
ELFから光学定数を求める（Figure 2）1）。開発方法
は、試料前処理も簡便であり、広範囲の材料評価に
適用可能である。今後、光学定数のデータが存在しな
い化合物半導体を中心に誘電関数の整備を行い、実
験および理論計算の両面からデータベースを作成・公
開する予定である。
超高速現象の解析は、光触媒、太陽電池、レー

Figure 1. Le�: extreme �eld STM. Right: atomic resolution 
LDOS image of graphite at 16 T.

Figure 2. (a) Energy loss function of bulk GaAs extracted 
by AR-REELS&FA method. (b) Comparison with the con-
ventional methods and theory.

材料研究のニーズに応えるナノ・先端計測
Advanced Nanocharacterization Technology for Materials Research Needs

藤田 大介　Daisuke Fujita 
FUJITA.Daisuke@nims.go.jp
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ザーなど光学機能材料の働きの解明に役立つ。電子
正孔対の光励起とエネルギー緩和、輸送、再結合な
どの微視的過程の時間スケール（通常フェムト秒とマイ
クロ秒の間）が光学機能の効率を左右する。フェムト
秒パルス光によって物質中に誘起されるコヒーレントフォ
ノンを観測することにより、原子の動きを実時間で知るだ
けでなく、電子格子相互作用の時間変化を露わにする
ことができる（Figure 3）。
固体内部のナノ構造解析のために先端電子顕微鏡

法の開発を推進している。走査透過電子顕微鏡
（STEM）における環状暗視野（Annular Dark-field; 

ADF）像は構造直視性に優れ、微小領域の構造観
察に用いられる。計測用ソフトウエアなどの開発により
高精度（10pm）の原子位置決定や蛍光体中に含ま
れた単原子ドーパント計測に成功した（Figure 4）。β
Si3N4中の Eu単原子ドーパントが明瞭に可視化されて

Figure 3.  Coherent phonon of graphite.

いる。また、STEM共焦点光学系による3次元高分解
能観察技術の開発に成功し、任意の深さにおける断
層像取得や 3次元再構成が可能となった 2） 。Figure 4
に示すカーボンナノコイル像は、世界初の共焦点
STEM像の 3次元再構築像である。
ガラス、ゴム、ポリマーなど重要な非晶質材料は従
来 NMRでは分析対象にされない。NMRでは磁場が
10T（500MHz）だったため、感度と分解能の点で有
利な水素と炭素だけに対象が限定されたからである。
しかし磁場が 20T（900MHz）を超えると他元素でも
NMRが可能になる。NMRによってしか得ることができ
ない貴重な情報が強磁場を利用した固体 NMRに期待
されている。固体 NMRとしては世界最高磁場
（21.8T）の 930MHz固体 NMRを用いたMg-NMR
計測により、色素増感太陽電池の候補物質の一つで
ある葉緑素（BChl-c）の分子集合体の構造決定に成
功、30年以上の論争に終止符が打たれた 3）（Figure 5）。

３．おわりに
ナノ計測センターでは、先端材料のキャラクタリゼー

ションに必須の高度計測技術をコアとして、国内の大
学・独法ならびに海外研究機関との連携や民間企業
の研究者・技術者との共同研究を推進している。社会
と材料研究のニーズに応える計測技術を目指して努力
したい。

参考文献
H. Jin et al., 1） J. Appl. Phys., 107, 083709 （2010）.
M. Takeguchi et al., 2） Micorsc. Microanal., 15, 2612 
（2009）.

Y. Kakitani et al., 3） Biochemistry, 48, 74–86 （2009）.

Figure 4. (a) ADF-STEM image ofβSi3N4. (b) SEM image 
of carbon nanocoil. (c) 3D reconstruction image of confo-
cal STEM.

Figure 5.  Single molecular structure of bacteriochloro-
phyll (BChl-c) and its Mg-NMR spectrum obtained by 
NIMS high-�eld NMR.
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１．はじめに
計算科学は、自然界の現象を基礎方程式に基づき、

ありのまま、或いは極限状態などの制御された環境の
下で数値的にシミュレートし理解するもので、第三の科
学と呼ばれ、理論、実験と並んで 21世紀の科学を支
える大きな柱である。物質・材料分野で考えると、分
子の光による電子励起や表面における化学反応などの
ミクロな現象から、巨大構造物の機械的特性の経年変
化などのマクロな現象まで、時間的にも空間的にも幅広
いスケールに亘る現象があり、物質・材料の性質や特
性を理解するためには、そのスケールに適した計算科
学手法の開発が必要である。我々は、量子力学に基
づき電子や原子の挙動を扱う第一原理計算、原子・
分子スケールを扱う古典的な分子動力学法やモンテカ
ルロ手法、ナノ・メゾ領域を扱う現象論的なPhase-
field法、マクロ領域を扱う有限要素法や統計熱力学
法などの手法を研究開発し、様々な物質・材料の物
性・特性を解析・理解し、優れた物性・機能をもつ物
質・材料を探索している。

２． 計算科学センターにおける材料研究の動向
と今後の展望

２．１ 大規模第一原理計算手法の開発
表面、界面での原子・分子の挙動を明らかにするこ

とは、ナノデバイス技術や環境技術開発の基礎となる。
複雑な表面、界面における現象を解析するためには、
多くの原子を含む系に対する第一原理計算が不可欠で
ある。優れた第一原理計算プログラムの普及、計算機
速度の向上により、最近では数百原子程度を含む系に
対する第一原理計算は容易になった。しかし、通常用
いられている手法は、原子数 Nの増加に対して計算
量が Nの 3乗に比例し急激に増加するという問題があ
り、一千原子以上を含む巨大系に対する第一原理計
算の実現は極めて困難である。我々は、英国 UCL
（University College, London）の研究グループとの共
同研究により、計算量が Nに比例して増加するオー
ダーN法第一原理計算手法のプログラム開発を行って
きた。我々のプログラムは並列化効率や計算の安定性
で世界をリードし、半導体表面ナノ構造や複雑な生体
系において、一万原子以上を含む巨大系に対する第
一原理計算を実現している。この手法は、現実の複雑
な表面、界面反応を明らかにする強力な研究基盤技
術になると期待される。

Figure 1. Temporal and spatial scales of computational 
science techniques.

Figure 2. Examples of systems investigated by using Or-
der-N �rst-principles calculations. a) 3-dimensional island 
structure of Ge formed on Si(001) surface, b) DNA in 
aqueous solution, and c) single �le of water in a ion chan-
nel in a lipid bilayer.

計算科学が映す材料の未来
Re�ecting Future of Materials with Computational Science

大野 隆央　Takahisa Ohno
OHNO.Takahisa@nims.go.jp
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手軽に計算できる手法である。一般にパターンは「境
界線」によって特徴づけられ、例えば、凝固組織の場
合「固相」と「液相」の界面がそれに当たる。「相」
の界面はトータルの長さを最短にしたいという特徴を持っ
ている。一方で、凝固プロセスでは固相の体積を早く
増やしたい、という力も固液界面に働く。この二つの力
のバランスが複雑なパターンを作り出す。Phase-field法
では、この二つの力の釣り合いを簡単に、かつ既存の
理論と矛盾しないように、式が導出されている。ミクロ
組織と呼べるものは殆どすべて、Phase-field法でその
形成過程を計算することができるため、様々な分野で
の利用が期待されている。

３．おわりに
計算科学の進展には、解析理論や数値解析手法の
進歩とともに、計算機パワーの進展が不可欠である。
計算機の性能は 3年で約 10倍の速度で向上しており、
現在、ピーク性能 10 PFLOPS級（1PFLOPSは、1秒
間に 1015回の浮動小数点演算を実行する演算性能）
の「次世代スーパーコンピューター」の開発が進めら
れ、数年後には確実に、ハイエンド計算機のピーク性
能はペタ・フロップスの時代を迎える。このような計算機
環境を活用することにより、計算科学は、高度な数値シ
ミュレーションにより複雑な現象の裏に潜む基礎原理を
解明し、物質・材料研究を大きく進展させるものと期待
される。

参考文献
NIMS計算科学センターHomepage：http://www.1） 
nims.go.jp/cmsc/

２．２ 新しい表面ボラフェンの原子構造
近年、NIMSの実験研究グループにより新しいボラ

フェン相が金属二ホウ化物（MB2）表面で発見された。
ボラフェンはグラフェン（六角形格子構造の 1原子厚さ
の炭素原子シート）と同様の骨格をもつホウ素のネット
ワークで、高融点、高硬度、超伝導性等の特異な性
質をMB2に与えている。これまで 5族MB2（M=Nb, 
Ta等）ではボラフェン表面が安定、4族MB2（M=Zr, 
Hf等）では金属表面が安定であると考えられてきた。
しかし、後者においても未知のホウ素表面が安定に存
在することが、表面構造の周期を調べる電子線回折や、
その固有振動（フォノン振動）を測る高分解能電子エ
ネルギー損失分光測定等から明らかになった。しかし、
実験事実だけから、表面構造の詳細な原子配置を知
り、その安定性の起源を理解することは非常に困難で
ある。このような場合には、実験に頼らず構築された第
一原理計算手法との組み合わせが大変有効である。
Figure 3に第一原理計算で明らかになった表面ボラ
フェンの構造とフォノン分散を示す。実験と計算のフォノ
ン分散の一致は、計算モデルの妥当性を表している。
また電子状態の計算結果から、表面構造の安定性の
起源を明らかにすることもできた。

２．３ Phase-Field 法によるミクロ組織解析
肉眼では均一に見える金属材料を顕微鏡で観察する

と、様々なパターンが見られる。これは「ミクロ組織」
と呼ばれ、材料特性に大きな影響を及ぼす。ミクロ組
織の多くは、材料を溶かし固める時に形作られる。代
表的な組織の一つに「共晶組織」と呼ばれるものがあ
る。これは均一濃度の液相から、濃度の異なる2つの
固相が同時に晶出する「共晶凝固」によって作られる
組織で、二つの固相が周期的な層状のパターンを作る。
Figure 4はこの共晶凝固をPhase-field法により計算し
たものである。Phase-field法は、複雑なパターン形成を

Figure 4. Calculation example of a eulectic micro-struc-
ture. A very small interfacial energy  (top:0.02J/m2, 
bottom:0.１J/m2）has a large e�ect on pattern formation.

Figure 3. Surface boraphene structures and their phonon 
dispersions.
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１．はじめに
ナノメートルサイズの半導体の微粒子を量子ドットと呼
ぶ。電子の波動関数が小さな体積に閉じ込められるこ
とで、エネルギー準位が飛び飛びの値を取り、このこと
が多様な物性となって現れる。第 1に、量子ドットのサ
イズが小さく、波動関数が小さな体積に閉じ込められる
ほど、ハイゼンベルグの不確定性原理に従って電子の
エネルギーが大きくなる（量子サイズ効果）。このため、
同じ材質の量子ドットであっても、大きさの違いによって
発光波長（色）を変えることができる（Figure 1）。第
2に、発光ピークが鋭いのでピーク波長では大きな光増
幅が可能である。第 3に、電子間に働くクーロン反発
力のために、複数の自由電子が 1つの量子ドットに存
在する確率が小さく、1個の電子による発光や電気伝導
が実現する。第 4に、電子とホール（正孔）間のクー
ロン引力が大きく、両者の複合粒子である励起子が安
定する。第 5に、電子の位相緩和が小さいので、長
い位相緩和時間を必要とする量子計算の実現などに有
利である。

また、有機色素と比べると、光吸収の繰り返しによる
劣化が少ないという利点がある。このような特徴を利用
することで、Table 1に示すような数々の応用を目指した
研究が進行中である。
量子ドットの研究の初期には、リソグラフィーによる作

製が試みられた。しかし、小さな構造の作製が難しい
ことと試料表面に多数の欠陥が生じてしまうことから、
今日では自己成長法が主流になっている。NIMSでは、
前量子ドットセンター長の小口信行らが液滴エピタキ
シーの方法（小口法）を開発して、いち早く量子ドット
の自己成長に成功した（1990年）1,2）。液滴エピタキ
シーでは、高真空中で比較的低融点のⅢ族元素を基
板上に供給して金属ナノ液滴を形成し、次にⅤ族元素
を供給して化合物半導体のナノ結晶を作製する（Fig-
ure 2参照）。これに対して SK（Stranski-Krastanov）
法では、半導体の薄膜をつくる過程で構造が不均一に
なり、島状構造ができる現象を利用する。

２． 量子ドットセンターにおける材料研究の 
進展と今後の展望

液滴エピタキシー法は、通常の結晶成長とはかなり
異なる条件で行う必要があり、低温過程による品質低
下など様々な問題で、高品質な量子ドットを形成するこ
とが当初は困難だった。しかし、熱処理過程の導入な
ど、種々の改良を重ねることにより、現在では極めて高
品質な量子ドットを精度よく作製できる。また、量子ドット
に加えて、同心二重量子リング、一重量子リング、結
合量子ドットなど、他の手法では実現困難な複雑な形
状を有する新規ナノ構造の作製にも成功した（Figure 
3）。（最近の進展の解説として文献 3も参照）
作製したナノ構造の電子状態や光学特性の解析に

は、主として単一ドット分光（顕微フォトルミネッセンス測

液滴エピタキシーによる化合物半導体ナノ構造の創製
Fabrication of Compound Semiconductor Nanostructures by Droplet Epitaxy

迫田 和彰　Kazuaki Sakoda
Sakoda.Kazuaki@nims.go.jp

Figure 1. Variation of emission color by quantum size ef-
fect.

Table1. Applications of quantum dots

Figure 2. Illustration of droplet epitaxy.
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いった事情から、この 2、3年の間に液滴エピタキシー
に関する研究の数が急速にふえてきた。
量子ドットセンターではこれまで、イタリアなどの大学と

液滴エピタキシーに関する連携研究を進めてきたが、こ
れをもとにして世界規模での研究ネットワーク構築へ動き
始めたところである。また、ナノギャッププラズモン共振
器の技術を基礎にしたメタマテリアルの開発に関する研
究提案が、科研費新学術研究に採用されて今年度か
ら研究がスタートした。高度なナノ加工技術をもつ
NIMSのナノテクノロジー融合センターと共同して、これ
らの分野の一層の発展を目指しているところである。

参考文献
 T. Chikyow and N. Koguchi: Jpn. J. Appl. Phys., 1） 
Part 2 29 （1990） L2093.
N. Koguchi, S. Takahashi, and T. Chikyow: J. 2） 
Cryst. Growth 111 （1991） 688.
T. Mano, T. Kuroda, K. Kuroda, K. Sakoda: J. 3） 
Nanophoto. 3 （2009） 031605.
T. Mano, T. Kuroda, S. Sanguinetti, T. Ochiai, T.4） 
Tateno, J. Kim, T. Noda, M. Kawabe, K. Sakoda, G. 
Kido, and N. Koguchi: Nano Lett. 5 （2005） 425.

定）の手法を用いる。また、有効質量近似などによる
理論解析も行っている。例として、同心二重量子リング
の発光スペクトルと電子準位の計算値の比較をFigure 
4に示す 4） 。観測された発光ピークが遷移エネルギー
の計算値とよく対応している。また、電子密度の計算
結果から、伝導電子の基底状態が外側のリングに、第
1励起状態が内側のリングにそれぞれ局在していること
も分かった。
量子ドットセンターではこれらナノ構造の基礎特性の
評価・改良に加えて、①量子暗号通信用の単一フォト
ン光源の開発、② GaSbタイプⅡ量子ドットによる赤外セ
ンサーの開発、③ GaAs量子ドットレーザーの開発、④
量子ドット型太陽電池の創製と基礎特性評価、⑤フォト
ニック結晶共振器による発光促進効果の実証、⑥量子
演算機能の実証研究、⑦高精度顕微分光技術の開
発、⑧アハラノフ・ボーム効果の検証、⑨高分解能電
子顕微鏡による構造解析、などを行ってきた。
また、顕微分光やナノ構造の関連分野として、⑩Ⅲ -
Ⅴ族MISFET向け界面制御技術の開発、⑪ GaP中
の等電子トラップの開発と単一フォトン発生の実証、⑫
In液滴を利用したサブミクロン・トンネルダイオードの開
発、⑬ナノギャッププラズモン共振器の開発と新型赤外
光源への応用、⑭連結微小球光導波路の開発、⑮
分子会合体ナノファイバーの開発と光伝搬の実証、⑯
量子ドット-2次元電子結合系の量子ホール効果異常
の観測、⑰磁場中顕微分光用クライオスタットの開発、
などの成果を上げてきた。

３．おわりに
液滴エピタキシーはこれまで少数派だったが、内部

応力が存在せず、異方性の小さい量子ドットが作製で
きるなど、SK法にはないすぐれた特長があり、量子暗号
通信用の光源に適している。また、液滴エピタキシー
で二重量子リングをつくることもできるようになり、こちらは
構造のユニークさに加えて、アハラノフ・ボーム効果のよ
うな量子力学の基礎に関わる実験にも応用できる。そう

Figure 3. Various nanostructures fabricated by droplet 
epitaxy.

Figure 4. Left-bottom: Micro-PL spectra of a double-
Qring. Le�-top: Calculated optical transition energy. Right: 
Electron density and shape of the double-Qring.
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１．はじめに
量子ビームセンターでは、先端的な量子ビーム（放

射光、中性子、イオン・原子ビーム等）を総合的に開
発・利用し、かつ NIMS独自の材料創製・計測等の
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。具体的には、高輝度
放射光を利用した材料計測解析技術、X線及び中性
子による結晶構造解析技術、イオン・レーザー複合照
射装置等とナノ量子材料の創製技術、単結晶育成技
術等の基盤技術を活用・発展させ、ナノテクノロジー・
材料分野における量子ビーム技術の物質・材料研究
基盤を構築する。

２． 量子ビームセンターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

【放射光解析】ナノ科学技術では、機能薄膜等の
埋もれた層・界面を非破壊的に研究することが重要で
ある。X線反射率法は深さ方向にわずか 0.01 nmの微
小差異（密度、層厚、表面・界面ラフネス等）を敏
感に検出できることから非常に適している。表面や埋も
れた界面で起きている変化を迅速検出するクイック計測
や、微小領域分析・ビジュアリゼーション技術開発に取
り組んでいる。

SPring-8 の高エネルギー域に及ぶ白色放射光を用
いる方法に注目した（Figure 1）。通常の X線反射率
法では、波長 1.5Å程度の単色 X線を試料表面に照
射し、微小角度領域でθ/2θ走査を行うのが一般的だ
が、角度走査に時間を要し、照射面積も角度により変
化する。試料は安定かつ大面積を前提とすることが普
通であった。一方、SPring-8 の波長 0.1～ 2Åの連続
X線スペクトルを持つ白色放射光を用いると角度走査を
行うことなく短時間で同等の測定を行うことが可能になる。
更に、白色 X線を 17μ（H）×5.5μ（V）のサイズ
に整形することに成功し、特定領域の反射 X線スペク
トル測定や、試料走査により、埋もれた界面の情報のビ
ジュアリゼーションも可能になった（Figure 2）。
【中性子散乱】原子炉や加速器で取り出される約

0.1～ 0.3nmの波長を持つ中性子は、物質透過力に

優れ、X線が不得意とする水素やリチウムといった軽元
素を含む材料の結晶構造を精密決定できる。また、磁
性体のスピン配列や物質中で生じる格子振動や分子振
動の様子を詳細に調べる事ができるなど物質・材料研
究に非常に有用である。中性子を利用して、磁性ナノ
グラニュラ材料等のナノ複相材料や磁気冷凍・電池材
料等のエネルギー変換材料の高度化・創製を目指し、
結晶・磁気構造などの原子サイズから微細集合組織な
どのマクロスケールまでのマルチスケール評価技術開発
を行っている。
近年、強磁性と強誘電性が共存するマルチフェロ

イック物質が注目されており、磁場で電気分極を、電場
で磁化を制御する低消費電力の制御素子や高速大容
量記録素子としての展開が期待されている。私たちは、

先進的な物質・材料研究のための量子ビーム技術
Quantum Beam Technology for Advanced Materials Research

藤田 大介　Daisuke Fujita
FUJITA.Daisuke@nims.go.jp

Figure 1. New X-ray re�ectivity (XRR) measurement sys-
tem for high-speed and small area analysis.

Figure 2. XRR analysis of a patterned sample.
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【原子ビーム】透過性の高い量子ビームと相補的な
ビーム、すなわち透過性が小さく表面に敏感な低速量
子ビーム（O2、He*、He+）を利用した材料研究も推進
している。酸素（O2）分子と物質の反応は、機能性
酸化物や耐環境材料の開発に重要だが、反応解明に
必要な量子状態を揃えたO2分子ビームの生成は困難
であった。当センターでは、6極磁石によりO2分子のス
ピンと分子配向を完全に揃えた大強度ビームを生成す
る手法を確立し、配向酸素分子ビームによる表面反応
解析技術の開発を行っている。また、準安定 He*原
子の低速量子ビームを自己組織化単分子膜レジストの
露光源に用いる新しいナノリソグラフィーの可能性や
He*をスピン偏極させて表面電子のスピンを調べている。
さらに、スピン偏極 He*原子からペニングイオン化によっ
てスピン偏極 He+イオンビームを生成して最表面スピン
を元素毎に計測できることを実証し、スピン偏極 ISS商
用機（Figure 5）の開発を企業と共同で進めている。

３．おわりに
量子ビームセンターでは先端的な量子ビーム材料応
用技術をコアとして研究機関や企業との連携や共同研
究を推進している。

参考文献
N. Terada et al., Phys. Rev. B 74, 014101 （2008）.1） 

反強磁性酸化物 CuFeO2の Fe磁性イオン数 %をガリ
ウム非磁性イオンに置き換える事により強誘電性が発現
することを発見した 1） 。中性子回折によって磁気構造
を調べると、Figure 3に示すようにCuFeO2はアップスピ
ンとダウンスピンのみから成るコリニア（共線的）磁気
構造をとり、電気分極（P=0）を示さないことがわかっ
た。一方、非磁性 Gaイオンを Feサイトに一部置換し
た CuFe1-yGayO2では、磁気構造が螺旋構造になり、
強誘電状態（P≠0）を示す。つまり、非磁性イオンを
置換するとスピン配列が大きく変化し、これが強誘電性
発現の主因であることがわかった。

J-PARCで発生する核破砕型強力パルス状中性子
ビームの強度は、稼働中の原子炉 JRR-3に比べて平
均 5倍、パルスピーク強度で百倍以上に達する予定で
ある。この強力な中性子ビームを物性の起源解明や有
用材料の開発に役立て、新しい分野を開拓し、材料
研究や中性子科学研究に貢献したいと願っている。
【イオンビーム】イオンビームとりわけ、世界最大クラ
スの大電流負イオン注入技術及び独自のイオン・レー
ザー複合照射技術等を礎に、量子ビームによるナノ材
料創製・制御技術、イオンによるナノパターンニング技
術、それら技術を活用したナノ構造制御によるナノ光学
材料を始めとした機能ナノ材料の開発を行っている。マ
スクイオン照射によって、大電流重イオン・ナノパターン
ニングに挑戦しており、ナノ細孔を有する自己組織化多
孔質アルミナマスクや集積イオンビーム加工の Si薄膜マ
スクに耐重イオン照射性を付与し特性向上に成功した。
これにより世界で初めて重イオン・ナノパターンニング照
射による結晶石英基板へのダイレクトなナノパターン材料
改質（Figure 4）及び基板内への金属ナノ粒子のパ
ターン生成に成功した。ナノスケールパターニングによる
独特の近隣効果の存在も初めて明らかにしている。重
イオンナノパターン照射技術の確立は、パターン化ナノ
機能材料開発に道を拓くものである。

Figure 3. Magnetic structure of CuFeO2 and CuFe1-yGayO2 
extracted by neutron di�raction.

Figure 4. AFM images of crystal quartz substrates a�er ion 
irradiation using Si nanopatterned mask.

Figure 5. Prototype system of spin-polarized ISS.
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１．はじめに
ナノ有機センターでは、環境・エネルギー、医療、
情報通信など 21世紀に我が国が競争力を発揮すべき
分野で真に貢献する有機・高分子材料を目指して、新
物質の探索から性能評価に至る幅広い研究開発を
行っている。
高速の水処理膜や優れたガス分離膜の開発は、環
境負荷の低減や循環型社会を築くために不可欠であろ
う。当センターでは、従来の 1000倍の速度で有機分
子を濾過できる限外濾過膜を開発し、昨年医療用フィ
ルターとして実施許諾し、企業との共同開発を進めてい
る。一方、革新的な光・電子機能を有する有機材料
は、太陽エネルギーの有効利用や有機電子デバイスの
製造に必須となる。新しい有機・高分子材料を分子設
計することで、既存の材料を凌駕する光電変換特性や
電子移動度を実現することは勿論であるが、有機・高
分子材料では、耐熱性や耐久性などの材料特性を向
上させることにも大きな意義がある。我々は、将来の有
機・高分子材料の用途と要求性能を予測し、新たなコ
ンセプトを導入することで、国際競争力のある新材料の
開発を目指している。本講演では、本年度に開発され
た 3つの新材料についてトピックスとして紹介する。

２． ナノ有機センターにおける材料研究の動向 
と今後の展望
当センターでは、高分子の濃厚溶液を急冷すること

で極微細の相分離構造を誘起し、直径 15nm程度の
ネットワーク状高分子ナノファイバーを製造することに成
功した 1）。このファイバーは、ポリスチレンやポリスルホン
などの安価な汎用高分子から製造することができ、そ
の比表面積は 200m2/gramを超えている。この著しく
大きな比表面積のために、我々はガスや有機溶媒の新
しいタイプの吸着（吸収）剤として着目している。高分
子ナノファイバーは、無機系の吸着材とは異なり、有機
分子がナノファイバーの内部まで侵入することができる。
このため高分子鎖と親和性のある有機分子（ガス）を
選択的に吸着するであろう。実際、高圧下での二酸
化炭素の吸着量を測定した結果、窒素に対して約 6

倍の選択性が確認された（Figure 1a）。10気圧での
二酸化炭素の吸収量は、約 6wt%であった。ネット
ワーク状高分子ナノファイバーは、ガスの吸着速度が著
しく速く、吸着したガスのほぼ全量が 1分以内に脱着す
る（Figure 1b）。また、その吸着はヘンリー型の「吸
収」に近く、吸着量が圧力にほぼ比例して増加する。
さらに、このナノファイバーでは、バルクの高分子と比較
して、ヘンリー係数が約 2倍になることが明らかになっ
ている。

酸化還元反応により電気的・力学的特性を大きく変
化させる材料を開発するために、当センターでは、ポリ
チオフェン（導電性高分子）に環状の酸化還元部位

NIMS における有機・高分子材料研究の中長期戦略
Mid- and Long-term Strategies of Organic / Polymer Materials Research at NIMS

一ノ瀬 泉　Izumi Ichinose
ICHINOSE.Izumi@nims.go.jp

Figure 1. Gas adsorption properties of polymer nano�ber 
network. Absorption of CO2 and N2 up to 30 atm (a) and 
absorption/desorption rate of CO2 (b). (STP: standard tem-
perature and pressure) 
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ところ、有機半導体としては最高レベルの値（0.7cm2/
Vs）を示した。また、個々の導電性高分子が欠陥なく
覆われているために、高分子鎖間での短絡がないこと
も明らかとなった。被覆ポリチオフェンの分子長を二量
体から十量体まで変化させると、蛍光スペクトルが青か
ら赤へと連続的に変化する。そのバンドギャップは、分
子長の逆数に比例しており、顕著なサイズ効果を示す
ことが明らかになった。

３．おわりに
ナノ有機センターは、有機材料を対象とするNIMS
での最初の研究センターであり、本年度で 5年目を迎
える。当センターでは、独特の形状や機能を有する巨
大分子（ナノ有機モジュール）の創製と機能解明を目
指しつつ、多くの新材料を開発してきた。また、それら
の有望な用途を探りながら、実用材料として性能や耐
久性の評価も行ってきた。今後は、企業との具体的な
連携を深めつつ、強い物質特許に根差した競争力の
ある研究開発を実施し、我が国の有機材料の開発拠
点となることを目指したい。

参考文献
S. Samitsu, et al.: Japan Patent （2010）.1） 
T. Ikeda, M. Higuchi, A. Sato and Dirk G. Kurth: 2） 
Org. Lett. 10 （2008） 2215.
T. Ikeda, M. Higuchi and D. G. Kurth: J. Am. 3） 
Chem. Soc. 131 （2009） 9158. 
K. Sugiyasu, et al.: Japan Patent （2009）.4） 

（ビオロゲン）が連結した新しい高分子を合成した（Fig-
ure 2）。この高分子では、ネックレス状に配置された酸
化還元部位が幾何学的に拘束されており、導電性高
分子の分子鎖と常に接している。また、ビオロゲン部位
とポリチオフェン鎖は、電子のドナーとアクセプターの関
係にあり、酸化還元反応により高分子特性が大きく変
化する。
ネックレス状導電性高分子は、モノマーを透明電極

（ITO）上で電気化学的に重合することで、100nm程
度に薄膜化することができ、その薄膜は、電圧の印可
により赤色から薄青色に可逆的に変化する。このため、
調光材料やカラー電子ペーパー、あるいは電界効果ト
ランジスタなどへの応用が期待されている 2,3）。

同じポリチオフェンであっても、分子構造や分子長に
より全く異なる光・電子機能を発現させることができる。
Figure 3は、ポリチオフェン鎖の周囲をアルキル鎖（絶
縁層）で巧みにコーティングした高分子であり、ポリチ
オフェン鎖が外部環境から遮蔽されているだけでなく、
非常に剛直なコンフォメーション（分子の立体構造）を
実現させている。即ち、1本の導電性高分子を分子レ
ベルで絶縁被覆した電気コードのような構造となってい
る 4）。
この「分子電気コード」は、直径がわずか 1.2nm
で、身近にある電気コードの 100万分の 1以下の細さ
である。TRMC（Time-Resolved Microwave Conduc-
tivity）法で高分子鎖 1本のキャリア移動度を測定した

Figure 2. Structure of novel necklace-like conductive 
polymer.

Figure 3. Structure of insulated poly- thiophene (molecu-
lar electric wire) and changes in color, photoluminescence, 
and band gap with the molecular length.
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１．はじめに
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 1）。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。
①、②の主要な成果として、「発光色をサイズで制
御可能なエコ半導体ナノ粒子」および「サイアロン蛍
光体」は、ポスターで発表の予定である。ここでは、
③、④の成果を中心に紹介する。

２． ナノセラミックスセンターにおける材料研究 
の動向と今後の展望

２．１　 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。ここでは、c軸の磁
化率が ab軸より大きなAl2O3や TiO2は一軸配向する
が、c軸の磁化率の方が小さな Si3N4、ZnOなどでは
静磁場では一軸方向配向体は得られなかった。そこで、
12Tの変動（回転）強磁場中でセラミックスサスペン
ションをスリップキャストあるいは電気泳動堆積（EPD）
法により固化成形する装置を試作し、窒化ケイ素、酸
化亜鉛などの一軸配向体を作製した 2,3）。特に、反応
焼結後の一軸配向β－窒化ケイ素（Figure 1）は、高
い熱伝導性を示した。また、水系 DCパルスEPDによ
り、水の電気分解に起因する空隙のない緻密な膜が
作製可能なことを見出し、その粒子堆積メカニズムを提
案した 4）。さらに、最大 13Tの磁場中でその場観察で

きる装置を開発し、弱磁性微粒子の流体中での挙動を
観察し、各物質が有する物性に依存した挙動と空間
配置に関して評価を行なった。
水系 EPDでは水の電気分解による酸素や水素が発

生し空隙が残りやすいため、主に非水系サスペンション
が使われてきた。ON-OFFを短時間で繰り返す DCパ
ルスEPD法を開発し、水系でも空隙のない緻密な膜
が作製可能なことを実証した。さらに、その粒子堆積メ
カニズムを提案した 4）。

２．２　 パルス通電焼結による多機能セラミックス
の創製と焼結機構

低速度昇温制御パルス通電焼結により微細粒・透明
セラミックスの合成を可能とした（Figure 2）。これにより、

微粒子プロセスの高度化によるイノベイティブ 
セラミックスの創製
Fabrication of Innovative Ceramics through Advanced Fine Powder Processing

目　義雄　Yoshio Sakka
SAKKA.Yoshio@nims.go.jp

Figure 1. Reaction sintered Si3N4 microstructure prepared 
by slip casting in static magnetic field (left) and rotation 
magnetic �eld (right).

Figure 2. MgAl2O4 sintered at di�erent heating rate.
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温側での微細粒緻密化と透光性付与を初めて可能とし
た。以下、世界の研究との比較を記す。

Y2O3のパルス通電焼結：既存技術では≥ 1600˚C
での水素雰囲気や真空焼結を要する。パルス通電焼
結でも緻密化に≥ 1400˚Cを要し、透光性は得られて
いない。本研究では 950℃と著しい低温焼結・極微細
粒（<200nm）・透光性付与を初めて達成している 9）。
陽イオンドープ Y2O3：従来、焼結助剤効果について

の調査は限られており、CaやMgの添加で 200˚C程
度の焼結温度低下が報告されていた。一方、本研究
では粒界輸送現象に着目して系統的にドーピング効果
を調査し、ZnやNi等の陽イオンの微量添加によって
300˚C以上の低温化が初めて示された 10）。

３．おわりに
コロイドプロセスの高度化による高次構造制御、パル
ス通電焼結などの先端焼結などの実験と理論の両面か
らのアプローチは、様々なイノベイティブセラミックスの創
製に繋がることが期待される。

参考文献
Y. Sakka, K. Hiraga, H. Tanaka, N. Hirosaki, T. 1） 
Ishigaki, S. Inoue: Sci. Tech. Adv. Mater., 8 （2007） 
571.
X. W. Zhu, Y. Sakka, T. S. Suzuki, T. Uchikoshi, S. 2） 
Kikkawa: Acta Mater., 58 （2010） 146.
T. Uchikoshi, T. S. Suzuki, Y. Sakka: J. Europ. Cer-3） 
am. Soc., 30 （2010） 1171.
L. Besra, T. Uchikoshi, T. S. Suzuki, Y. Sakka: J. 4） 
Europ. Ceram. Soc., 30 （2010） 1187.
B.-N. Kim, K. Hiraga, K. Morita, H. Yoshida, T. 5） 
Miyazaki and Y. Kagawa: Acta Mater. 57 （2009） 
1319.
B.-N. Kim, K. Hiraga, K. Morita, H. Yoshida and 6） 
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Al2O3、MgAl2O4で最高水準～従来の 2倍に達する強
度と透明性（光の直線透過率 45%～70%）の重畳を
達成した。さらに、多結晶体の微視構造（粒径・気
孔）と光の透過・散乱・吸収挙動との関係について、
理論解析を含めて初めて明らかにした 5,6）。
一方、パルス通電焼結の特徴は、大電流（数千ア

ンペア）印加による急速加熱と加圧焼結である。WCな
どの導電性試料とAl2O3などの絶縁体試料について、
均一な組織を得る手法について検討した 7）。また、
MgAl2O4のパルス通電焼結による緻密化と結晶粒構
造の変化挙動を追跡し焼結機構を調べた結果、拡散
クリープ（n～1：既存モデル）のみでは説明できないこ
とを見出した（Figure 3）8）。焼結速度ρ4 tと実効応力σ

effの相関より求めた応力指数 nは、σ effの低下（密度
ρの増加）に伴い n>4から連続的に減少し、徐々に
n ≈ 1に近づく傾向を示した。また、焼結中の内部組
織の TEM観察の結果、焼結初期（n>4：図中の↓）
では積層欠陥を伴う多くの部分転位組織が観察され、
細粒材に特有の機構が現れていると推察される。焼結
が進行すると、高密度域（n ≈ 1）では低密度域で確
認された転位組織は観察されなくなった。以上の焼結
挙動および組織観察の結果より、スピネルの焼結は、ρ

t <73%の焼結初期（n>4）では塑性変形、ρ t =73-
85%の中期（n ≈ 1）では拡散機構が支配的な焼結
機構であると解釈した。

３．３　粒界制御によるセラミックスの低温緻密化
パルス通電焼結や常圧焼結に併せて、陽イオンの微
量ドーピングや、粒界拡散・ドラッグ制御による低温緻
密化を試みた。既存技術手法よりも300～ 700˚C低

Figure 3. Densi�cation rate as a function of the normal-
ized e�ective stress. Dark-�eld TEM image shows stacking 
faults observed at ρt = 74%.
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１．はじめに
半導体デバイスに求められる要件は①高速化、②高
集積化、③高機能化、そして今後、最も重要になるの
は④低消費電力化である。これまでの集積回路は微細
化することで高速化、高集積化を実現し、低消費電力
化は、相補型MOS（CMOS）でその機能を実現してきた。
しかし、微細化にともない、既存材料による限界もで
てきている。その例はゲート酸化膜厚の減少によるゲー
トとドレイン間のリーク（もれ）電流の増加、ビア配線の
Wの高抵抗化、多層化した配線の信号遅延などであ
る。今後、さらなる微細化と高性能化、それに低消費
電力化に対して、これまでの材料・手法では限界が近
づいている。

Si半導体は大きな転換点にある。それは「構造から
材料へ」の転換である。さらなる微細化と高集積化を
両立するために、新材料の開発と導入が必要である。
具体的には、メタルゲートとHigh-k（高誘電）ゲート酸
化膜の導入であり、既に一部のデバイスには第一世代
のHigh-k、メタルゲートが投入され、低消費電力化に
貢献している。
今後の Siデバイスは「材料技術とプロセス技術が付
加価値の源泉」に向かいつつある。構造をできるだけ単
純化し、材料で機能を実現する。今まさに、ナノデバイ
スの「構造から材料へ」と発想の転換が求められている。

２． 半導体材料センターにおける材料研究動向 
と今後の展望
次世代の Siをベースとした革新的ナノエレクトロニク

スのためには、新材料とそれらを評価する手法、それ
に、材料開発のためのイノベーションが必要である。

２．１　ゲートスタック材料
ゲート長で微細化を表す指標として、hp（Half Pich）
があり、たとえば hp65nm世代では、電極のソースとド
レインの距離が 30nm程度となる。この指標では、
hp45から32nm世代が技術開発の大きな変換点であ
る。従来材料に代わって新たなメタルゲート電極と高誘
電率酸化物（High-k）ゲート絶縁膜が必要となり、そ

れに関連する技術開発が急がれている。この技術の最
大の課題は電流をOn/Offするしきい値電圧の制御に
ある。ここでは仕事関数の異なるメタルゲート材料を用
いてしきい値電圧の制御を目指している。そのためには
微細化に対応する非晶質あるいは微結晶でかつ仕事
関数が制御でき、ゲート酸化膜と良好な界面を構成す
る金属合金が必要である。また、相分離などの金属特
有の現象をつかって界面の実効的な仕事関数を下げる
などの手法も必要になる。NIMSではこれまで、Pt-Wや
Ru-Mo系の材料で仕事関数の制御と構造制御を実現
し、材料設計の指針と実例を示してきた。さらに今後の
低消費電力化のためには熱的にも安定なメタルゲートが
求められており、NIMSではこれらの材料の開発を進め
ている。
また、次世代ゲート酸化膜はHigher-k材料といわ
れ、現在のHfO2系ゲート酸化膜より高誘電率でかつ
Siと直接接合できるものが求められている。しかし、
Higher-k材料とSiとの間には SiO2が形成されること
が多く、また、移動度の劣化を防ぐ観点からも、界面
に SiO2を意図的に挿入することが一般的であった。
NIMSでは、誘電率と熱力学的な観点からCeO2系の
Higher-k材料で Siと直接接合できる材料を見いだし
ている。この材料は Siと直接接合できるだけでなく、
薄膜時の誘電率が 26と高く、ゲート酸化膜としては理
想的な誘電率をもっている。
しきい値電圧制御では、最近、異なる酸化物の界面
にできる電気二重層をつかってそれを制御する試みがあ
る。NIMSではこの材料設計にも挑戦している。Si上に
HfO2/SiO2積層膜をつけると、この中にある固定電荷
のために、下地 Siのバンドが曲がり、反対の電荷を貯
め、全体として電荷中性を維持しようとする。このヘテ
ロ界面の酸素がフラットバンド電圧へ及ぼす影響につい
て系統的に調べた結果、酸化熱処理温度の高温度に
従ってフラットバンド電圧が正方向へシフトすることがわ
かった。これは、ヘテロ界面で酸素の増加に伴って、
欠陥の数が変わり、形成される電気二重層の量が変
わったためと考えられる。このような酸化物同士のヘテ
ロ界面の科学的な理解は、ナノワイヤーや FinFET等

新材料が支える次世代集積回路と電子デバイス
New Materials Innovations in Future LSI and Electric Devices

知京 豊裕　Chikyow Toyohiro
CHIKYO.toyohiro@nims.go.jp
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た実績がある。集積回路は多様な材料の集合体であり、
多様な界面から構成されている。材料開発はこれから
ますます多様化し、界面制御も複雑になる。コンビナトリ
アル手法はこうした時代のニーズに応える革新的な手法
であり、企業でもその採用が始まっている。

２．４　世界の研究開発動向
日米欧の半導体開発に対する取り組み方とトレンドに
は特徴がみられる。米国はMore-Moore の先導役で
あり、特に Intelが下部の電極のソース、ドレインを先に
作製し最後にゲート作製する、“ゲートラストプロセス”と
言われるメタル /High-k構造採用し、低温でデバイス
を作製する技術を開発したことはメタルゲート/High-k
材料の実用化の事例になった。一方、IBMや東芝を中
心とした複数の会社による連合体は、ニューヨーク州立
大アルバニーに集結して、High-k膜の高品質化と信頼
性の観点から従来プロセスを踏襲したゲートファストプロ
セスでメタル /High-kゲートスタックを作製する技術を開
発している。この方法は不純物の活性化をイオン注入
後に行う必要があり、より安定したメタル /High-k界面
の作製が必須となる。
欧州は半導体デバイスに新たに加えるMore-Than-

Mooreへ方向を打ち出し、多機能化電子デバイスの
開発へ重点を置いている。
また、共通の課題として集積回路の三次元化による
多機能化では Siデバイスを積層し、それらを縦方法に
配線する技術（Through-Si-Via：TSV）の開発が重
要になっている。

３．おわりに
いま、ナノエレクトロニクスは「構造から材料へ」の
転換期にある。その中で我が国の強みは材料にある。
この材料の知的財産を産業に生かす戦略が必要である。
「構造から材料へ」のデバイスの変化に対して、国内
最大の材料研究機関であるNIMSは材料に対する知識
と経験、実績をもってこの分野への貢献を目指したい。
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の 3次元構造のヘテロ界面の課題解決に大きく役立つ
と期待されている。
こうした材料の理解は将来の不揮発性メモリ等の開
発にも役だっている。

２．２　革新的評価技術
ゲート酸化膜はゲート電極や保護膜の下にあるため、
従来の評価法ではその状態を観察することができない。
これまでは電気特性の変化から現象を説明するモデル
を立てるしかなかった。この問題を解決したのが NIMS
で開発した電子線誘起電流法（EBIC）である。この
方法では電圧をゲート電極に印加しながら電子線を照
射し、ゲートスタック構造の中に電子とホールのペアをつ
くり、上の電極から電子、Siからホールを取り出す。ゲー
ト酸化膜中に欠陥など電子やホールを捕獲する場所が
膜中にあると、取り出せる電子とホールの数に差がでる。
この差が EBICでは白い点として現れる。集束した電
子線を試料に沿って移動させることで欠陥の場所を視
覚化することができる。この方法によってもれ電流がど
の場所で発生し、その結果が電子トラップかホールトラッ
プかが明らかになった。これは世界初の成果で、
High-k膜の信頼性評価に大きく進展した。
光電子分光とあわせた仕事関数の測定と界面評価技

術で材料の探索が可能になる。この標準的な手法を
NIMSは提案している。また、メタルゲートから下地 Siま
でのバンドの構成を計測する際にはNIMSの Spring-8
の高輝度放射光ビームラインが威力を発揮している。

２．３　材料開発のためのイノベーション
NIMSがこれまで開発してきたコンビナトリアル材料合

成法もナノエレクトロニクスのための新材料開発に大きく
貢献している。特に、物質・材料研究機構では酸化
物から金属まで多様な材料合成に対応でき、しかも、
汎用性の高いコンビナトリアル材料合成法を開発してき

Figure 1.　Material development with combinatorial 
technique and application to the exploration of gate oxide 
materials.
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１．はじめに
情報・通信分野、あるいは、国民生活の安全・安

心を確保するための各種の応用に向け、高機能光源、
あるいは、高機能のオプトエレクトロニクス素子が望まれ
ている。光材料センターでは、これらを構成するための
物質・材料、および、ナノ構造を制御した部材を開発
している。特に、紫外線、あるいは、赤外線領域のこ
れまでに適当な光源が存在しなかった波長領域に注目
している。これによって、モノ作り立国、モノ作り先進国
日本の地位確立に寄与したい。
具体的には、強誘電体を用いた波長変換素子や、

フォトニック構造による光路・回折制御のための材料・
素子、ワイドバンドギャップ半導体の材料探索やその素
子応用のための研究を進めており、高出力レーザー、
小型の高機能光源、深紫外光源に供される材料の開
発を目指している。

２． 光材料センターにおける材料研究の動向と 
今後の展望

光の周波数は、非線形光学特性をもつ結晶材料に
よって異なる値に変換することが可能である。この原理
を用いて、既存のレーザー光を異なる望みの周波数を
有するレーザー光へ変換しうる。紫外・赤外域のレー
ザー光源を開発するという目的において、特に、紫外
域、赤外域での透明性が期待される非線形光学結晶
として、BaMgF4強誘電体の単結晶を成長させた。Fig-
ure 1に示す様にこの結晶を疑似位相整合（QPM）
素子と呼ばれる周波数変換素子に加工し、そこに、入
力光として波長 1064nmのレーザー光を入射したところ、
出力光として周波数が 2倍となった 532nmのレーザー
光が得られた。これにより、フッ化物強誘電体が QPM
素子として動作することが確認された。今後、実際に、
深紫外域、数ミクロン以上の波長を持つ赤外域での動
作確認を実施する予定である 1）。

100～ 200nmの大きさの均一粒径微粒子が示す自
己組織化現象を利用して、微粒子の周期配列構造か
らなるフォトニック結晶を作製することができ、コロイドフォ
トニック結晶と呼ばれている。我々は、材料開発的観

点から大面積の高配向材料を作製する手法を開発し、
応用への展開を進めている。これまでに、高配向の粒
子配列構造を柔軟な高分子マトリックスで固定化した、
ソフトなフォトニック結晶を作製できるようになった。Figure 
2はゴム基板上に形成した高配向性のコロイドフォトニッ
ク結晶の例である。引張変形により粒子間距離が変化
し、フォトニック結晶の基本特性である光の Bragg反射
による構造色が変わる。これは結晶のフォトニックバンド
構造が変わっていることを意味している。蛍光材料と組
み合わせてソフトなコロイド結晶レーザーへの応用を進め
ている（Figure 3）2）。
現在、深紫外域の光源としては、エキシマレーザー

やランプ光源が用いられる。これに対して、バンドギャッ

新しい光源を可能にする光材料
Optronic Materials for New Light Sources

澤田　勉　Tsutomu Sawada、大橋 直樹　Naoki Ohashi
SAWADA.Tsutomu@nims.go.jp, OHASHI.Naoki@nims.go.jp

Figure 1. Single crystals of ferroelectric BaMgF4 (upper 
�gure), and a device for light frequency conversion fabri-
cated by the single crystal (lower figure). A quasi phase 
matching (QPM) device is fabricated from a crystal which 
converts input laser light of 1064 nm in wavelength into 
output laser light of 532 nm.
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３．おわりに
光材料センターの最近の主な成果からピックアップし

て紹介した。当センターで開発された材料や応用素子
は、現在、既に実用化に向けて具体的に動いているも
のもいくつかあるが、共同開発企業を模索中のシーズ
が少なからずある。ご興味をお持ちの向きは、是非、
お問い合わせ頂ければ幸甚である。

参考文献
E.G. Villora、K. Shimamura, K. Sumiya, H. Ishiba-1） 
shi, OPTICS EXPRESS. 17 （2009） 12362-12378.
S. Furumi, H. Fudouzi and T. Sawada, Laser & 2） 
Photonics Reviews, 4 （2010） 205-220.
K. Watanabe, T. Taniguchi, T. Niiyama, K. Miya, 3） 
M. Taniguchi; NATURE PHOTONICS 3 （2009）
591-594.

プが深紫外域に存在する六方晶窒化ホウ素を電子線
励起することによって、スペクトル幅の狭い深紫外光源
としての応用を検討している。そうした中、金属融剤を
用いたフラックス成長によって、高品質の六方晶窒化ホ
ウ素を得るための技術を開発した。Figure 4にあるとお
り、薄片結晶が得られ、この結晶は、比較的欠陥発
光の少ない、シャープなバンド端発光（220nm）を与
えた（Figure 4中のスペクトル）3）。

Figure 2. Tensile deformation of a colloidal photonic crys-
tal �lm coated on a rubber plate. �e color is due to Bragg 
re�ection of light that is dependent on the spacing of lattice 
planes parallel to the surface.

Figure 4. A thin crystal of hexagonal boron nitride and its 
emission spectrum by electron beam excitation. A sharp 
emission peak is observed at far-ultraviolet region. 

Figure 3. Demonstration of laser oscillation at 610 nm in 
the colloidal crystal laser. Dye in the material is excited by 
532 nm laser light.
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１．はじめに
磁石は外部からのエネルギーなしに磁場を発生できる

ので、発電機やモータなど電力↔動力変換に使われて
いる。これらに高性能な磁石を使うと、小型化・高効
率化により大きな省エネ効果が期待される。また、磁石
は電源を切っても記録を保存できる（不揮発）ので、ス
トレージデバイスとしても使える。高品位テレビの録画や
コンピュータのデータ保存に大量に使われているハード
ディスクドライブ（HDD）は高密度で分散された磁石
のナノ粒子でできている。コンピュータのワークメモリとし
て使われているDRAMは電荷を蓄えて情報を保存し
ているので、電源を切ると情報が失われるが、磁石を
使うMRAMでは電源を切っても情報は保持される
（不揮発）。近い将来に高密度で安価なMRAMが実
現すると、ワークメモリとしてだけでなく、HDDにも置き
換わる可能性もあり、そうなると IT分野における膨大な
省電力効果が期待できる。磁性材料センターではさまざ
まな磁性材料を用いてナノ構造を構築することにより、
磁石特性・軟磁気特性・磁気記録特性・電子のスピ
ンに依存する伝導特性を最大限に引き出し、省エネル
ギーに貢献する材料イノベーションを目指している。

２．磁気記録媒体
現在市販されているHDDの記録密度は約

550Gbit/in2程度である。記録密度を高めるために、
現行の垂直磁気記録方式に様々な改良が行われてい
るものの、現行方式では 1Tbit/in2程度が限界と考え
られている。この記録密度を飛躍的に高めるために提
案されている記録方式の一つが、保磁力の高いナノ粒
子を一時的にレーザーで加熱して磁化する熱アシスト磁
気記録である。この方式に最適な媒体として高い結晶
磁気異方性を持つ L10構造の FePtが注目されている
が、数ナノメータの粒子サイズで、それらの結晶方位を
配向した記録媒体の開発が遅れている。
磁性材料グループでは、長年の FePt合金薄膜のナ

ノ構造制御の実績から、昨年熱アシスト磁気記録に適
したナノ構造を持つ FePt系合金薄膜を作製することに
成功し、日立グローバルストレージテクノロジー（HGST）

と共同で熱アシスト磁気記録として最高の 450Gbit/in2

の記録密度を実証することに成功した（Fig. 1）。今回、
実験室レベルで作製されたナノ粒子構造の FePt系媒
体の工業的な製造技術を確立されれば、熱アシスト磁
気記録の実用化に大きく近づくと期待される。

３．ホイスラー合金磁気抵抗素子
巨大磁気抵抗効果（GMR）は、数ナノメーターの
厚さの金属薄膜を強磁性体薄膜で挟んだ時に、2つの
磁性体の磁化の方向が互いに平行か反平行かによっ
て薄膜の電気抵抗が大きく変化する現象で、これまで
HDDの読み取りヘッドに応用され、記録の高密度化に
大きく貢献してきた。現在の再生ヘッドでは絶縁体薄膜
を強磁性薄膜で挟んだトンネル磁気抵抗（TMR）が
使われているが、TMRと同等の抵抗変化を示す GMR
素子が開発されれば、高密度磁気記録用再生ヘッド
やマイクロ波発振素子としての応用が開かれる可能性
がある。磁性材料グループでは強磁性層としてハーフメ
タル性の期待されるホイスラー合金を用いて、膜面に垂
直に電流を流す電流垂直型（CPP）GMR素子で、高
いGMR出力と発振素子としての可能性を検討してい
る。
ホイスラー合金は L21構造と呼ばれる規則的な原子
配置を持った X2YZ組成で表され、磁性材料グループ
ではこれまでにさまざまな 4元系ホイスラー合金でスピン
分極の高い材料を探索してきた。そのような材料の中か
ら有望な材料を用いて素子化を行い、Co2 Fe（Al0.5Si0.5）

データストレージと省エネに貢献する磁石のナノ構造制御
Magnetic Materials for Data Storage and Energy Saving

宝野 和博　Kazuhiro Hono
kazuhiro.hono@nims.go.jp

Figure 1.  (a) TEM image of a FePt nanogranular thin �lm 
(b) and thermally assisted magnetic recording static test 
result.
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Nd-Fe-B焼結磁石では保磁力を高めるためにNd量
の 40%もの Dyを使用している。近年、Dy資源の制
約によって、Dy使用量をNdに対する自然存在比以下
に低減して、高い保磁力を得る技術が必要となってき
た。ナノ組織解析グループでは、高分解能 SEM
（HRSEM）、透過型電子顕微鏡（TEM）と独自に開
発したレーザーアトムプローブを相補的に用いて、Nd-
Fe-B磁石の微細組織をミクロから原子レベルまでマル
チスケールで解析し、プロセスの違いによる保磁力機構
を明らかにしてきた。
水素吸脱に伴う不均化・再結合（HDDR）プロセ

スで作製されるNd-Fe-B系磁石粉では、磁化容易軸
が配向したサブミクロンの結晶粒が得られることから、
大きな保磁力とエネルギー積を実現できる可能性がある
が、これまで期待されるような高保磁力は得られていな
かった。アトムプローブ解析から、非磁性元素の粒界
への偏析が焼結磁石ほど顕著でないことがわかった。
この粒界相中の非磁性元素組成を増加させるために、
HDDRプロセスで作製された磁粉とNd-Cu合金粒を
混合し熱処理（拡散処理）を行ったところ、粒界相へ
のNd、Cu偏析が促進され、重希土類元素を含まない
異方性 Nd-Fe-B系磁石粉としては最大の保磁力（約
20kOe）が得られた。このように磁石開発にはナノス
ケールでの微細構造制御が必要となっている。

ホイスラー合金を強磁性層に用いた CPP-GMR素子で
室温で 34%という高い値を得ている（Fig. 2）。今後、
より高いスピン分極率を持つ強磁性材料を用いた素子
のナノ構造を最適化することにより、さらに大きな磁気抵
抗出力を目指し、その応用の可能性を検討する。

４．トンネル磁気抵抗素子
MRAMは高速動作と高い書換え耐性を特長とする
固体不揮発メモリであり、そのメモリセルは記録保持の
強磁性トンネル接合とセル選択のトランジスタによって構
成されている。既にMbit級のMRAMが市販されて
いるが、本格的な実用化には Gbit級のMRAMの開
発が必須であり、高集積化に対応できない磁場書込み
方式に代わってスピン注入書込み方式のMRAMを開
発するために、トンネル磁気抵抗素子の書込電流の低
減が主要課題となっている。スピントロニクスグループで
は、高スピン分極率と小さな磁化ダンピング定数を有す
るホイスラー合金を用いた強磁性トンネル接合の開発を
行っている。Co2FeAl合金を用いた強磁性トンネル接合
において、室温 330%という大きなトンネル磁気抵抗効
果を実現した。また CPP-GMR素子を用いたモデル実
験により、ホイスラー合金のスピン注入磁化反転電流密
度が小さいことを示した。
最近では、MgO以外の大きなトンネル磁気抵抗効果

を示す結晶性トンネルバリアとして、結晶構造の異なる
MgAl2O4（スピネル）バリアの開発に成功した。Fig. 3
に示すように、界面にほとんど欠陥を持たず、高バイア
ス電圧領域の特性が CoFeB/MgO系より優れている。
また、製造方法や低抵抗化においてもメリットを有してい
る可能性があり、現在、一層の研究を行っている。

５．省ディスプロシウム磁石
ハイブリッド・電気自動車の駆動モータに使われる

Figure 2. Cross sectional TEM image of a CPP-GMR de-
vice with Co2Fe(Al0.5Si0.5) ferromagnetic layers and a Ag 
spacer and its magnetoresistance curves.

Figure 4. SEM image and atom probe tomography of Nd-
Cu di�usion processed Nd-Fe-B HDDR magnet.

Figure 3. TEM image of a Fe/MgAl2O4/Fe magnetic tunnel 
junction and the bias dependence of its tunneling magne-
toresistance value.



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20） —24—

１．はじめに
私たちが健康で元気な生活を送るためには、医療の
進歩が不可欠である。生体材料センターではさまざまな
疾患の治療に役立つ先端材料を開発して、損傷した
組織を再生させるための再生医療、出来る限り体に対
する負担を減らす低侵襲治療、病気を初期の段階で
発見する早期診断など、高齢社会における高度医療
の発展に貢献することを目指している。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、細胞等を含む生体組織の階層構造を取り入れ、
ナノからセミマクロまでの幅広い領域をカバーして、生
体・医工学全般に対する高度な材料技術開発ポテン
シャルを有している。特に先端的なナノテクノロジーを活
用して材料科学と生物科学の融合領域を系統的に研
究することで、革新的な機能をもつ生体材料とナノバイ
オデバイスの開発を行っている。

２． 生体材料センターにおける材料研究の動向 
と今後の展望

２.１　配向連通多孔質アパタイト人工骨の実用化
新規人工骨材料の創製をめざし、微細な柱状氷結

晶を気孔のテンプレートとして利用するユニークな手法を
用いて、一方向に配列した管状気孔を有するアパタイト
セラミックスを作製する技術を開発した。本材料はクラレ
メディカル株式会社、筑波大学整形外科との連携に
よって実用化が進められ、2009年 7月に「リジェノス ®」
の商標で厚生労働省の医用機器製造販売承認を取得
した。
リン酸カルシウムの一種であるアパタイトは有機高分子
のコラーゲンと並ぶ骨の主成分であり、その多孔質セラ
ミックスは生体親和性が高く、骨欠損部に埋植すると骨
が内部に新生して材料と直接結合するという骨伝導性
を持っている。この特長を活かして骨再生足場材料とし
ての応用が進められているが、骨伝導性を向上させる
ためにアパタイトセラミックスの気孔率を高くすると必然的
に初期強度が低下するというジレンマがある。当セン
ターの研究グループではこの問題を解決すべく、気孔を
配向した管状にすることで、細胞や血管の進入性を維

持しつつ特定の方向の機械強度を向上させるという研
究を行った。
配向連通気孔を有するアパタイトセラミックスの作製の

ために、氷結晶の成長を利用する手法を採用した。具
体的な製造方法は以下のとおりである。まず 100nm
程度の大きさのアパタイト結晶粒を水中に分散させ、有
機高分子を加えてゲル化させる。次にこれを一方向か
ら冷却し、直径数十～数百μmの柱状の氷結晶を冷
却方向に沿って多数成長させる。氷を凍結乾燥により
取り除いた後、焼結することにより多孔質アパタイトセラ
ミックスが得られる。

本材料をウサギの大腿骨に埋植して経時的に圧縮
強度を測定した結果、特に気孔の配列方向の圧縮荷
重に対する強度の増加が顕著であり、12週後には比較
用のランダム構造を持つ多孔体よりも有意に高く、皮質
骨の強度の 1/2に及ぶ 47MPaに達した。このような著
しい強度の上昇は、気孔内部に進入した新生骨のコ
ラーゲン線維とアパタイト結晶のナノ配列が、管状の気
孔に沿って配向することにより、その方向の圧縮荷重を
効果的に支えることができたためと考察される 1）。

２.２　 抗血栓性と血管内皮形成に優れた薬剤溶出性 
ステントの開発

狭心症や心筋梗塞に代表される虚血性心疾患は、
日本人の死因の第 2位であり、冠動脈ステント留置術
が主要な治療方法となっている。現在、我が国におい
て冠動脈ステント留置術は年間 15万症例以上行われ

ナノ構造制御された生体材料の開発
Development of Nano-structured Biomaterials

青柳 隆夫　Takao Aoyagi
AOYAGI.Takao@nims.go.jp

Figure 1. Fabrication method of hydroxyapatite with uni-
directional pores.
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本研究で開発した薬剤溶出性ステントは、日本独自
の基盤技術を基に開発したものであり、国内医療機器
産業の活性化と国際競争力を持った医療機器の創出
に繋がると期待される。今後、臨床治験に向けたデー
タの蓄積と関連企業との連携により薬剤溶出性ステント
開発の実用化に向けて開発を進める予定である。

参考文献
T. Funayama, et.al, Bioceramics, 22, 765-7681） 
（2009）

H. Saito, et al, J. Mater. Sci. Mat. Med., 19, 1297-2） 
1305 （2008）

ており、その有効性は確立されている。しかし、いった
ん拡張した血管内腔が再び狭窄する再狭窄が 20～
40%の症例に生じ、再度の手術が必要となることが最
大の問題となっている。
再狭窄は、ステント拡張後における血管平滑筋細胞

の過増殖により引き起こされるが、この再狭窄の弱点を
克服する方法として、冠動脈ステント表面から薬剤を徐
放して血管平滑筋細胞の増殖を抑制する薬剤溶出性
ステント（DES）が開発され、日本でも海外企業製のス
テントが 2004年から使用されている。しかし、これらの
ステントには、薬剤徐放用の高分子マトリックスとして、
非分解性合成高分子あるいは分解して pHを低下させ
炎症を引き起こす生分解性合成高分子が使用され、
薬剤には、副作用の恐れのある抗ガン剤や免疫抑制
剤が使用されている。そのため、ステントによって拡張
した血管内皮の傷が治癒せず、最悪の場合には、血
栓形成による血管の閉塞が生じる。また、血栓形成と
血管の閉塞を予防するため、手術後には、副作用発
現率が高い抗血小板薬を 6か月から1年間、アスピリ
ンを永続的に内服しなければならないという欠点もある。
そのため、ステントによる血管拡張直後、抗血栓性と
血管内皮形成を促す高分子マトリックスから副作用の少
ない薬剤を徐放することが可能なDESの開発が望まれ
ていた。新しいDESに用いる薬剤徐放用の高分子マト
リックスとして、クエン酸から合成した架橋剤（トリスクシ
ンイミジルシトレート（TSC））とアルカリ処理ゼラチン
（AlGelatin）から構成される薬剤徐放用の高分子マト
リックス（AlGelatin-TSC）を開発した 2）。得られた薬
剤徐放用の高分子マトリックスを用いて抗血栓性評価を
行った結果を Figure 2に示す。市販のグルタルアルデ
ヒドによって調製した高分子マトリックス（AlGelatin-
GA）の場合、血栓形成が認められたが、本研究で
最適化を行ったAlGelatin-TSCでは、血栓形成が全
く認められず、DESに使用可能な抗血栓性を有すること
が明らかとなった。
また、Figure 3には、ヒト臍帯静脈血管内皮細胞

（HUVEC）の接着性を評価した結果を示す。AlGela-
tin-GA上では、HUVECの接着性がほとんど認められ
ないのに対し、AlGelatin-TSC上では高い細胞接着性
が認められた。AlGelatin-TSCの物理化学的特性の解
析から、AlGelatin-TSCのDES用高分子マトリックスと
しての優れた特徴は、高分子マトリックス内の細胞接着
ペプチド配列の濃縮により細胞接着性が向上し、クエン
酸由来カルボキシル基の生成により血小板の粘着性が
抑制されることに起因していることが明らかになっている。

Figure 2. E�ect of polymer matrix used for drug elution 
on blood coagulation, (a) New polymer matrix (no blood 
coagulation), (b) Commercial polymer matrix (with blood 
coagulation).

Figure 3. Endothelial cell growth on polymer matrix,  
(a) New polymer matrix (with endothelial cell growth), 
(b) Commercial polymer matrix (no endothelial cells).
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１．はじめに
我が国が中期目標として掲げる“2020年において

1990年比 25%の CO2削減”の達成に向けて、天然
ガス燃焼複合発電やジェットエンジンなどに用いるガス
タービン機関の熱効率向上に大きな期待が寄せられて
いる。熱効率向上にはこれら熱機関のカルノーサイクル
の頂点に位置するタービン入口ガス温度の上昇が最も
有効であり、その実現に必要な超耐熱材料、なかでも
最も現実的に効果を期待できる次世代 Ni基超合金の
開発が求められている。

２． 超耐熱材料センターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

２．１ タービン翼用 Ni 基単結晶超合金
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。Figure 1に
半世紀以上にわたる耐用温度向上の経緯を示す 1）。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、さらにルテニウム（Ru）を含む第 4、
第 5世代単結晶合金へと開発が進み、その間約
100℃の耐用温度向上が得られている。図中 Target
は新世紀耐熱材料プロジェクト（第Ⅱ期 2005～ 10年
度：文部科学省 /NIMS）における開発目標である。
新世紀耐熱材料プロジェクトでは添加元素によるγ/

γ’格子定数ミスフィットの調節を行って、整合界面のミ
スフィット転位網を微細化するという独自のコンセプトに
基づき、耐用温度 1080℃の第 4世代合金 TMS-138、
同じく1100℃の世界初の第 5世代合金 TMS-196など
を開発し 1,2）、耐用温度 1150℃を目指して研究が進め
られている。さらに、金属元素の価格や資源量などを
考慮して、Re、Ruなどのレアメタルの使用量を削減しな
がら必要な高温特性を発揮させる材料開発が進められ
ている。
開発合金に遮熱コーティングを施し、内部を空冷して

火力発電とジェットエンジンの熱効率向上、 
CO2 削減を可能にする NIMS 超合金
NIMS Superalloys aiming at Improved E�ciencies in Thermal Power Stations and
Jet Engines for CO2 Emission Reduction

原田 広史　Hiroshi Harada、川岸 京子　Kyoko Kawagishi 
Harada.hiroshi@nims.go.jp, Kawagishi.kyoko@nims.go.jp

Figure 1. Improvement of temperature capability in Ni-
base superalloys.

Figure 2. Relationship between the temperature capability 
of turbine blade superalloys and power generation e�ciency.
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て三菱マテリアル（桶川）と協力して、トン級の大型溶
解を行い、実用スケール（直径 440㎜）の摸擬タービ
ンディスクの試作に成功（Figure 3）、摸擬ディスク材
においても優れた特性を有することが確認された。

３．おわりに
発電ガスタービンや航空エンジンの高温タービン部材

に以上に紹介した新超合金技術が使われれば、熱効
率向上によるCO2削減の効果は大きく、2020年の CO2

削減中期目標達成に極めて有意義と考えられる。国内
外のガスタービン、ジェットエンジンメーカーの一層のご
支援御協力を希望するものである。

参考文献
原田広史、横川忠晴、佐藤彰洋、川岸京子、谷月峰：1） 
高温学会誌、Vol.33、No.5（2007）、p.237.
J.X.Zhang, J.C.Wang, H.Harada, Y.Koizumi: Acta 2） 
Mater, Vol.53（2005）, p.4623.
K.Kawagishi, A.Sato, H.Harada, JOM July（2008）, 3） 
p.31.
YF.Gu, T.Fukuda, C.Cui, H.Harada, A.Mitsuhashi, 4） 
T.Yokokawa, J.Fujioka, Y.Koizumi,T.Kobayashi, 
et.Mat.Trans.A, 40A, 13,（2009）, P.3047.

用いることにより、入り口ガス温度 1700℃で熱効率 56-
60%（HHV基準）の複合発電の開発が三菱重工
（高砂）との協力で進められている（Figure 2）。このよ
うな超高効率複合発電設備にて既存の石炭火力発電
所（125-135万キロワット、熱効率約 40%）一カ所を
代替するごとに、国内総排出の 0.4%の CO2削減が
可能となる。
ジェットエンジンの高効率化も重要な課題である。

2006年 6月にNIMSに設立されたロールス・ロイス航
空宇宙材料センターでは、2012年頃の新型民間機用
大型ジェットエンジンのタービン翼への適用を目的に合金
開発・評価を進めている。タービン翼材の耐用温度が
40℃向上するごとに、冷却空気量低減により約 1%の
熱効率向上が可能となり、CO2削減にあわせて、航空
機 1機あたり年間 1億円の燃費が削減できると期待さ
れている。

２．２　コーティング
近年の高温化のため、基材とボンドコート材の相互
拡散による組織劣化、強度劣化が重要な問題となって
いる。
その解決のため EQ（Equilibrium）コーティングとい

う新しい概念のボンドコート材を開発した 3）。これはγ’
相などをベースに、耐酸化性に優れかつ基材と熱力学
平衡するように設計した金属をボンドコーティング材とし
て用いるもので、高温で長時間加熱しても相互拡散を
ほとんど生じないため、ミクロ組織が安定に保たれ、強
度劣化を生じない。また Ptなどの貴金属を必要としな
いため、コストも下げられる。燃焼ガス温度向上を背景
に今後広範な実用化が期待されている。

２．３　タービンディスク材
タービン翼を装着するタービンディスクの耐用温度向
上もジェットエンジンや発電ガスタービンの熱効率向上に
有効である。タービンディスクは、優れたクリープ強度、
疲労強度、破壊靭性などが要求される重要部材であり、
鍛造製品が用いられる。従来、鍛造 -鋳造プロセス
（C&W）ではU720Li合金が限界とされており、それ
以上の高強度のものは比較的高価な粉末冶金プロセス
（P/M）が必要とされていた。

TMW合金は、Ni基超合金とCo基超合金を融合
する新概念により、高強度と優れた鍛造性を両立すべ
くNIMSにおいて設計開発された C&W合金である。
U720Liに比べて 50℃以上耐用温度が向上し、P/M
材にも比較し得る特性を有している 4）。実用化に向け

Figure 3. Alloy TMW-24 pancake forged by cast-and-
wrought process at Mitsubishi Material Co.Ltd.
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１．はじめに

燃料電池をできるだけ早く実用化し、普及させる

ことを目指して、既存の固体電解質をベースにした

高出力化および低コスト化の取り組みが、この 15年

間ほど世界中で盛んに行われてきた。その結果、

燃料電池は着実に進歩し、我が国においては

2009年に「エネファーム」の商用化に至った 1）。

一方で、コスト低下と寿命改善に対する要望は未

だ大きく、貴金属触媒に頼らず、問題の起こりにく

い温度域で作動する燃料電池を実現する新しい材

料開発というアプローチが始まっている。

２．センターの研究内容と今後の動向

燃料電池材料センターが行っている「ナノ構造

化燃料電池用材料研究」（2006年度～ 2010年

度）は、まさにそのような材料を開発するためのプロ

ジェクトであり、200-500℃の中低温域で稼動する燃

料電池を実現する固体電解質やセパレータ材料およ

び水素製造用の高機能材料を開発することを目標と

している 2）。材料の基礎に立ち返って（Back to 

the Basic）ナノ領域の微細構造、界面構造などを

再検討することで、イオン伝導度や触媒機能に与え

るそれら構造の影響などを精査し、優れた機能を発

揮する燃料電池材料を開発する。これにより安定で

長寿命な燃料電池を実現させ、最初は遠回りに

なっても、将来的には真の普及につながる近道と確

信している。

研究分野として燃料改質用触媒、水素分離膜、

固体電解質・電極、セパレータの 4つを設定し、4

グループを設置している。一般的な燃料電池や水

素製造材料には Ptや Pdなど希少金属が多く使用

されているが、本プロジェクトでは、資源が比較的

豊富で環境負荷の小さい材料をベースにした「元

素戦略」3）に基づく材料開発を目指している。

燃料改質触媒としては低コスト、高効率の水素

製造を実現するため、Ni3Al基金属間化合物を採用

している。高温構造用金属間化合物として有名な

Ni3Alは加工性に難点があるが、一方向凝固など

を利用して延性化に成功し、数 10ミクロンの薄さの

箔を得ることができた。その箔材料がメタノールやメ

タンの水蒸気改質に対して触媒活性が良いことを見

出し、さらに酸とアルカリによりNiリッチの表面微細

組織を生成することで低温での水素生成触媒活性

を大幅に向上している。

水素分離においては高純度水素精製を実現する

金属系水素分離膜を開発している。従来の Pdに

代わる材料として、水素透過性能が高く、Pdよりは

るかに資源豊富で採掘時の環境負荷が小さいV合

金ベースの水素分離膜を開発し、その応用を検討

している。界面制御により水素透過流量の最大化、

溶接などによる構造体化および耐水素割れ性の向

上などに取り組んでいる。これまでに水素同様に小

さな気体分子であるHeすら透過させない完璧な分

離性能と高い水素透過性能を同時に実現している。

水素製造および燃料電池に関わる材料の開発
Development of Materials for Hydrogen Production and Fuel Cells

西村　睦　Chikashi Nishimura
NISHIMURA.Chikashi@nims.go.jp
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な代替金属を採用している。

材料内部や表面・界面の構造、機能に関しては

まだまだ分からないことが多い。ナノレベルでの分

析・解析・シミュレーションなどを駆使して、材料の

構造・機能を明らかにして材料が秘めた本来の性

能を引き出すことで、ブレイクスルーが達成できると

確信している。

３．おわりに

燃料電池は近年の活発な研究投資により、めざま

しい進歩を遂げ、商用化に至った。しかし、残念な

がら我々の身近な存在にはまだなっていない。燃料

電池がエネルギー・環境問題の切り札として活躍す

るためには、将来の普及につながるような基礎に

返った材料研究を継続的に行う必要がある。

参考文献

例えばhttp://home.tokyo-gas.co.jp/enefarm_spe-1） 

cial/index.html

http://www.fuelcellmaterials.jp/2） 

西村　睦、まてりあ、Vol.46, No.8 （2007） 5393） 

固体電解質としては、固体酸化物形燃料電池

（SOFC）や固体高分子形燃料電池（PEFC）に

おいて諸問題の生じにくい、中低温（200～

500℃）で稼動するような燃料電池用の材料開発に

注力しており、SOFCではセリア系電解質膜に着目し

ている。イオン伝導の低下要因となるドープドセリア

中のマイクロドメイン内部において酸素欠陥が秩序

化していることを高分解能電子顕微鏡観察と欠陥

構造のシミュレーションを用いて明らかにした。パル

ス通電焼結処理を用いて焼結条件を最適化して粒

径を均一化し、伝導の妨げとなるマイクロドメインを

減少させ、450℃において高い伝導度を実現させた。

電極触媒として、Pt/CeO2複合電極により、希少

金属であるRuを用いずに従来電極の性能値を超

えることに成功している（Figure 1）。        

セパレータとしては、ニッケルフリーの高窒素ステ

ンレス鋼を用いて、ニッケルイオンが溶出しないため

に耐食性が高く、かつ高強度で加工性に優れた

PEFC用金属セパレータを開発している。

水素・燃料電池の分野では貴金属等の希少金

属を使うケースが多いが、このプロジェクトでは Ni

の代わりに窒素、Pdの代わりにV、Ruの代わりに

CeO2を使うなど、どこにでもある元素や安価で豊富

Figure 1. Comparison of IV Characteristics in Pt/CB and 
PtCexO/CB.
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１．はじめに
超伝導は量子効果が巨視的に発現する現象であり、

電気抵抗の完全な消失、磁束の量子化といった特異
な効果として現れる。この超伝導は物性物理的な興味
のみならず、大電流をエネルギー損失無しに流すことを
可能とし、また磁束の量子化はセンサーや高速情報機
器への応用を可能とするため、実用的にも非常に興味
が持たれている。このため、超伝導は、エネルギー、
環境、交通・運輸、情報・通信、生体・生命など広
範な分野への適用が期待されており、21世紀のキーテ
クノロジーの一つとして位置付けられている。特に、昨
今の環境・エネルギー問題がクローズアップされる中で、
超伝導の重要性が再認識されつつある状況にあるとい
える。このような応用の観点からは、優れた特性を有す
る超伝導材料の開発が必要不可欠である。

　超伝導材料センターでは、新規超伝導材料の開発
と既存材料の高性能化を目指して、基礎から応用に至
るまで総合的な研究を推進している。

２． 超伝導材料センターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

２．１　MgB2 線材
　MgB2超伝導材料は原料が安価でかつ製造が簡単
なために低コスト化が可能で、冷凍機を用いた 20K近
傍での応用に期待が持たれる。線材を作製する方法と
しては、Mg+B混合粉末を金属管に充填、熱処理を行
うパウダー・イン・チューブ（PIT）法が一般的である
が、PIT法ではMgB2コアの充填率が低いために、十
分高い臨界電流密度が得られないという難点があった。
そこで Figure 1に示 すようなMgコアの周 囲に
B+10mol%SiC粉末層を配置した形態の線材を作製し
た。なお、SiCは特性改善のために添加している。この
線材を熱処理するとMgが B+SiC層に拡散して行き、
反応が起こってMgB2が生成する。得られたMgB2層
は、PIT法によるMgB2層に比べてはるかに充填率が
高い。Figure 2に示すように、この拡散法による線材は
PIT法線材と比べてはるかに高い臨界電流密度を示し、
4.2K、10Tで 105A/cm2、20K, 3Tで 1.3x105A/cm2と、

MgB2線材としては世界最高の値が得られた。

２．２　Nb3Al 線材
　応力や歪みがかかっても超伝導特性の劣化が小さ
いNb3Alは、核融合発電炉や高エネルギー粒子加速
器などの大型超伝導マグネット線材に最適である。これ
らの機器においては大電流容量の超伝導導体が不可
欠となるが、それには丸形状の素線を開発してこれを
集合して大電流容量導体とすることが必要である。当
センターでは急加熱・急冷変態法を適用してNb3Al丸
線材を開発している。超伝導線材に不可欠な安定化

高性能超伝導線材の開発と応用
Development of High Performance Superconducting Wires and Their Applications

熊倉 浩明　Hiroaki Kumakura
KUMAKURA.Hiroaki@nims.go.jp

Figure 1. Cross section of Mg diffusion processed wire 
(before heat treatment).

Figure 2. Comparison of Jc-H curves between PIT and 
di�usion processed wires.
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そこで本研究では、ブロンズ補強ビスマス系酸化物
線材を用いて、均一性に優れた整列巻線のコイル
（Figure 5左）を製作し、超伝導マグネットの最内層に
組み込み、HTS-NMRシステムとした（Figure 5右） 。
超高安定度電源で 500 MHz（11.7 T）に保持し、電
源が生じる変動磁場を補償する磁場安定化技術を組
み合わせることで、タンパク質（リゾチーム）の
NOESYスペクトルを得ることに成功し、酸化物系超伝
導線材が NMRに適用できることを世界で初めて実証
した。今後は中心磁場が 24 Tを超える超 1 GHz機の
開発を行う。

３．おわりに
　超伝導の応用においては、その高性能線材の開発
がカギを握っており、今後さらなる微細組織の制御に
よって臨界電流ならびに臨界電流密度の向上が必要で
ある。そのためには、ナノレベルの構造解析を高精度
に行い、その結果を線材作製にフィードバックする必要
がある。また、ここで述べた超伝導材料以外にも鉄系
超伝導材料など、いくつかの有望な材料があり、これら
の高性能線材の開発研究についても鋭意進めている。

参考文献
K. Togano, J. Hur, A. Matsumoto and H. Kumaku-1） 
ra: Supercond. Sci. Technol. 23（2010）085002.
A. Kikuchi, et al.: IEEE Trans. on Applied Super-2） 
conductivity 20 （2010） 1428-1431.
Y. Yanagisawa, et al.: J. Magnetic Resonance 2033） 
（2010）274.

材はこれまで銅を電気メッキで線材に付加させてきたが、
安定化銅を急冷素線（>1km）に電気メッキで大量に
複合するには手間が掛かる。そこで電解メッキ前に銅を
イオンプレーティングして、密着性の優れた高品質銅を
厚く短時間で複合する高速メッキ技術を開発した。また、
この長尺・銅安定化 Nb3Al丸素線（Figure 3）を利
用して大型導体の試作（Figure 4）にも成功した。今
後は専門研究機関（原子力機構、高エネ研 /フェルミ
研）と共同でこれら導体の性能評価試験を行う。

２．３　500MHz HTS-NMR システムの開発
核磁気共鳴（NMR）は磁場が高くなるほど分解能

が向上するため、強磁場 NMRは複雑なたんぱく質の
構造解析など、生命科学や医療の分野で大いに期待
されている。高温酸化物超伝導体（HTS）を用いた
超伝導線材は、従来の金属系超伝導線材に比べて、
強磁場で非常に優れた性能を有し、強磁場 NMR装
置への適用が期待されるが、NMRで要求される磁場
の時間的安定性と空間的均一性を得ることが困難で、
これまで実用化されていなかった。

Figure 3. Cross section of Cu-stabilized Nb3Al composite 
round wire.

Figure 4. Cross section of Cable-in-conduit Nb3Al con-
ductor.

Figure 5. Bi-2223 insert coil(Le�). 500 MHz HTS-NMR 
system(right).
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１．はじめに
光触媒は、1972年 Nature誌で本多・藤嶋らが酸化

チタン光電極とプラチナ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。原
理的には、Figure 1に示されるように、半導体の価電子
帯にある電子が光のエネルギーによって、伝導帯に励
起される。その際、価電子帯に生じるプラスの電荷をも
つ正孔は強い酸化力を持ち、水を酸化して酸素を発生
させたり、有機有害物質から電子を奪い分解・無害化
させる。一方、伝導帯に励起したマイナス電荷の電子
の還元作用で水から水素を生成する。このように、光
触媒材料は、光照射によって半導体中に励起された正
孔と電子の強い酸化・還元力を利用する機能材料であ
り、21世紀の深刻な環境・エネルギー問題を解決する
夢の材料として注目されている。
実際、二酸化チタン（TiO2）光触媒の脱臭、抗菌、
防汚・防曇効果などを利用した製品開発が多く進めら
れている。しかし、TiO2光触媒は、紫外線にしか活性
を示さないため、効率や応用範囲が限られているのが
現状である。光触媒科学やその関連産業が更なる飛
躍的な発展を遂げるためには、なお多くの課題、特に
高感度な可視光応答型光触媒材料の研究開発に取り
組む必要がある。

２． 光触媒材料センターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

光触媒材料センターでは当該分野におけるニーズに

応えるため、太陽光や室内照明光の主成分である可
視光に応答する高効率な新規光触媒材料の開発及び
高機能化に関連する基礎・基盤研究に取り組んでいる。
具体的には、バンド構造制御による新規光触媒材料の
探索・創製、ナノテクノロジーを駆使した表面ナノ構造
制御による高機能化・応用検討、及び光触媒機能の
ブレークスルーを目指した光触媒反応素過程に関する
研究を推進している。以下、本研究センターにおいて
最近開発した画期的な酸化特性を有する新規可視光
応答型光触媒材料 Ag3PO4について紹介する。

　我々はこれまでに酸化チタンの枠組みに囚われない、
新規複合酸化物光触媒材料の開発に取り組んできた。
その結果、可視光照射下において水及び各種有機有
害化学物質を分解できる新規光触媒材料の開発にお
いて幾多の成果を収めた 2-5）。これまで蓄積された知見
から、TiO2以外の光触媒としては、単純な金属酸化物
に pブロック元素やアルカリ金属元素もしくはアルカリ土
類元素を組み合わせることで、優れた光触媒特性を示
す材料の出現が期待される。実際、pブロック元素ビス
マスを含む複合酸化物のなかで光触媒特性が注目され
る幾つかの酸化物が報告されている。今回我々は同じ
pブロック元素のリン（P）を含む複合酸化物であるリン
酸銀（Ag3PO4）に着目し、研究を行った 5）。

　Figure 2に開発したAg3PO4を用いた水分解による
酸素発生の結果を示す（可視光照射）。高活性な酸
素発生光触媒として知られているBiVO4やWO3を凌
駕する結果となり、水を光酸化する性能が極めて高い
ことが明らかとなった。また、量子収率を測定し、定量
的な評価を試みたところ、Figure 3に示されるように、
420nmではほぼ 90%、480nmの可視光でも、80%余
もの見掛けの量子収率を示した。また、その量子収率
の波長依存性は、Ag3PO4の光吸収能の変化とよく対応
し、酸素発生は Ag3PO4の光励起により引き起こされた
光触媒反応によるものであることが伺える。さらに、18O
同位体を含む水の分解実験から、測定された酸素ガス
は水の分解によるものであることが分かった。
光触媒反応は、光励起した電子やホールが移動し、

触媒物質の表面を介して酸化・還元反応を起こすこと

高機能光触媒材料の研究開発
Research and Development of Highly E�cient Photocatalytic Materials

葉　金花　Jinhua Ye
Jinhua.YE @nims.go.jp

Figure 1. Reaction scheme of semiconductor photocatalysis.
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ギーを化学エネルギーに変換・貯蔵する「人工光合成
技術」としても多大な可能性を秘めている。水から水
素燃料を製造したり、二酸化炭素をメタンなどに還元・
資源化するなど、まさに夢のような技術を提供することも
可能である。これらの技術の実現には高感度な可視光
応答型光触媒材料の開発が重要な鍵を握っている。
本センターではこの最重要課題に今後も引き続き取り組
んでいく予定である。また、理論計算を取り入れた材料
設計・創製を行うと共に、表面・界面での酸化・還元
反応経路の解明、メソポーラス材料などの吸着材料と
の複合化を行うことによって、光触媒性能の飛躍的な
改善を図っていきたい。高性能光触媒材料の開発に
よって、環境・エネルギー分野への新たな応用開拓・
市場拡大が期待できる。

参考文献
A. Fujishima, K. Honda, 1） Nature 238, 37, 1972.
Z. Zou, J. Ye, et al, 2） Nature, 414, 625, 2001
J. Tang, Z. Zou, J. Ye, 3） Angew. Chem. Int. Ed., 43, 
4463, 2004.
D. Wang, T. Kako, J. Ye,4）  J. Am. Chem. Soc. 130, 
2724, 2008
Z. Yi, J. Ye, N. Kikugawa, T. Kako, 5） et al., Nature 
Mater. 9, 559-564, 2010.

がその本質である。多くの光触媒材料では、励起した
電子・ホールの殆どが拡散移動の過程で再結合し、
反応に寄与することなく触媒内部で消滅する。そのた
め量子収率が数 %に止まっている。これを踏まえると、
この材料の 90%近くの量子収率は画期的なことである。

Ag3PO4の強い光酸化性能をより明らかにするために
可視光照射下での各種色素の分解実験も行った。そ
の結果、非常に短い時間で色素の色が消え、また、
全有機炭素量も著しく低下し、強い酸化反応が起こっ
ていることを端的に示す結果が得られた。
この材料がなぜこれほどの高い量子収率を示すか、
計算科学の力を借りて解明を試みた。Ag3PO4のバルク
電子構造について第一原理計算を行ったところ、電子
とホールの移動度を決める伝導帯の底および価電子帯
のトップが非常に分散の強い電子状態となっていること
が分かった。これは、Ag3PO4では電子とホールの拡散
移動が比較的に容易であることを示唆し、これが高い
量子収率をもたらしている要因の一つと考えられる。
今回見出した Ag3PO4の伝導帯の位置が若干低い

ため、水を直接水素に還元することはできないが、今
後材料のバンド構造および表面構造の設計・制御を施
すことにより、改良を図っていきたい。また、光電極シス
テムの薄膜電極材として利用したり、あるいは適切な還
元力を有する材料とハイブリッド化することにより、水の
全分解による水素製造や二酸化炭素の還元による燃
料・資源の合成などの研究にも展開していく予定である。

３．おわりに
　光触媒材料は、低負荷型浄化技術として、環境保
全分野への応用に広がりを見せる一方、太陽光エネル

Figure 2. A comparison of photocatalytic O2 evolution 
rate from aqueous AgNO3 solutions under visible light ir-
radiation on various oxide photocatalysts.

Figure 3. UV-vis diffuse reflectance spectrum (left) and 
apparent quantum yields (right) of the Ag3PO4 semicon-
ductor plotted as a function of wavelength of the incident 
light.



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20） —34—

１．はじめに
NIMS新構造材料センターでは、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の
実現を目指して、ナノ－ミクロの階層的組織制御によっ
て、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）に関する研究を行っている。資源枯渇
時代を念頭において合金元素添加をできるだけ抑えた
上で、また量産化可能プロセスであることを条件に加え
た上で、材料特性の大幅向上に挑戦している。

２． 新構造材料センターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

材料特性向上の目標として、研究プロジェクトでは次
の具体的な数値を掲げている。

軽量金属材料【小型軽量化】 1） 
降伏強度 350MPa（従来の 2倍）で伸び 15%以
上の高性能マグネシウム合金
高強度高靭性鋼【小型軽量化】 2） 
1500MPa超級で衝撃吸収エネルギーを 300%以
上にアップした高強度棒鋼
火力発電用耐熱鋼【長寿命化】 3） 
650℃で長時間使用可能なフェライト鋼耐熱鋼
（従来の上限温度は 610℃）
耐食鋼【長寿命化】 4） 
CuやNiなどの希少元素レスで 100年メンテナンス
フリー（腐食速度を従来の 1/10）の耐食鋼技術

ここに上げた目標特性は、いずれも従来技術の延長
では達成できない挑戦的なものである。また、プロジェク
トの開始および中間段階において、有識者からのアドバ
イスを頂いて研究課題の選択と集中を行ってきた。
プロジェクトは順調に進行しており、その成果は

NIMS主要研究成果に毎年採択されている。ここでは
最近の動向として、軽量金属材料（Mg合金）と高
強度高靭性鋼の成果を紹介する。
脱希土類元素添加－高性能 Mg 合金 1-2）

（NIMS主要研究成果 2009年度版、15頁）
マグネシウム合金の高強度・高延性・高靭性化には、

準結晶粒子分散が有効な組織制御法である。しかし、
マグネシウム合金中に準結晶相を形成させるためには、
熱的安定性などの観点から希土類元素の添加が必要
とされ、素材コスト高などの課題があった。本研究では、
安価な汎用元素として知られるアルミニウムと亜鉛を添
加元素として選択し、組成の調整と適切な加工熱処理
により準結晶をマグネシウム母相内に分散することに世
界で初めて成功した。
開発合金は、汎用マグネシウム合金展伸材の強度・

延性レベルを凌駕し、希土類元素を添加した準結晶粒
子分散マグネシウム合金と同等レベルの強度・延性バラ
ンスを示す（Figure 1）。金属組織の特徴は、準結晶
粒子が微細に分散していること、母相結晶粒が微細化
していること、それら微細結晶粒の結晶の向きがさまざ
まに分布していることである。本合金は二次成形性にも
優れ、300℃以下の比較的低温においても立体的ロゴ
の転写や歯車などの複雑形状部材の成形が可能であ
る（Figure 2）。
開発合金は、軽量化による消費エネルギー低減に加

え、素材や二次成形加工コストなど、トータルコスト削減
につながり、輸送機器用部材だけでなく多様な用途拡
大が期待できる。

低温ほど壊れにくい超鉄鋼 3-5）

（NIMS主要研究成果 2008年度版、7頁）
降伏強度が 1400MPa以上の低合金鋼は顕著な延

ナノ－ミクロ組織制御による構造材料の高性能化
Development of High Performance Structural Materials 
through Multi-Scale Structure Control

津﨑 兼彰　Kaneaki Tsuzaki
Tsuzaki.kaneakio@nims.go.jp

Figure 1. Comparison of room temperature tensile 
strength/elongation properties of various Mg alloys.
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室温降伏強さ1840MPaで低合金鋼組成である開
発材料は、寒冷地の資源採掘用機器部品などを含め
て多くの軽量高強度部品への適用が期待される。また、
本研究で見出されたナノ－ミクロの階層的組織制御のコ
ンセプトは、チタンなどの他の金属材料へも適用可能で
ある。さらに、低温になるほど靭性が向上するという現
象は材料科学的に見ても興味ある課題であり、破壊の
基礎研究分野の活性化にもつながるものである。

３．おわりに
ここで紹介した研究成果は、NIMSの持つプロセス技
術に支えられている。溶解、鋳造、鍛造、圧延、熱
処理、接合などの基盤となるプロセス技術があったから
こそ得られた成果だと認識している。大学や公的研究
機関の多くでは、維持管理にコストがかかる大型のプロ
セス設備が減少、老朽化している。NIMSでは、基盤
プロセス技術を、先進的な解析・計測技術とともに材
料研究における両輪として位置付け、これらを最大限
に活用して、希少元素に頼らない高性能な構造金属
材料の開発に向けた研究を推進してゆく。
ポスターでは、鋳造、塑性加工、接合プロセスに関
係する最近の話題を紹介する。

参考文献
H. Somekawa, Y. Osawa, A. Singh, T. Mukai: 1） 
Scripta Mater., 61 （2009） 705.
PCT/JP2010/050575, PCT/JPN2009/0601882） 
Y. Kimura, T. Inoue, F. Yin, K. Tsuzaki : Science, 3） 
320（2008）1057.
木村勇次 : ふぇらむ、14 （2009） 154. 4） 
PCT/JP2006/3232485） 

性脆性遷移挙動を示し、室温以下では衝撃吸収エネ
ルギーがほとんどなくなるのが常識であった（Figure 3
の通常材）。一方、開発材では既存の超高強度鋼の
延性脆性遷移温度域で衝撃吸収エネルギーが室温より
もさらに上昇するという靭性の逆温度依存性を見出した。
-20℃から -60℃では、500Jの衝撃エネルギーでも試験
片が完全に破断しないものもあった。
靭性の向上は、割れが衝撃方向とほぼ直角に分岐

する層状破壊を起こすためである（Figure 4）。これま
で靭性の逆温度依存性はいくつか確認されているが、
室温降伏強さ1840MPaの超高強度でかつ低温域で
の発現は画期的である。とくにNi、Coなどの希少元素
に頼らない超高強度低合金鋼の飛躍的な靭性向上は
NIMS独自の技術として国内外から注目を集めている。

Figure 3. Impact energy vs. testing temperature for the 
normal steel (blue) and the developed steel (red) in the 
0.4%C-2%Si-1%Cr-1%Mo composition. 

Figure 4. Appearance of V-notch test pieces a�er the im-
pact test.

Figure 2. Appearance a�er the forge forming.
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１．はじめに
地球温暖化の原因物質とされる二酸化炭素等の排

出を低減し、かつ、我々の生活の質を維持・向上でき
る安価な再生可能なエネルギー源を確保することが今
後ますます重要になることは、日本のみならず世界共通
の認識となっている。
大気中の二酸化炭素を低減する環境技術かつ再生

可能なエネルギー源を提供する技術のひとつとして、太
陽電池技術が注目されている。シリコン系材料を中心
に研究開発と実用化が進展し、無機材料を用いる
CdTeや CIGS太陽電池がそれに続いている。ところ
が、現状において、化石燃料などを用いるエネルギー
源と比較して、従来の太陽電池の発電コスト（kWh/
US$）は高いと指摘されている。このため、太陽電池
の飛躍的な普及拡大に向けて、従来の太陽電池の低
コスト化と同時に新材料・新原理を利用する高効率か
つ低コスト次世代太陽電池の研究開発に期待が高まっ
ている。
有機系太陽電池の研究開発は、太陽電池の製造
時・廃棄時・リサイクル時における環境負荷の低減、
軽量・大面積・安価・カラフル・フレキシブル等の従来
の太陽電池にはない優れた訴求点を基に、現在、次
世代太陽電池として世界で盛んに研究開発されている。
また、従来型太陽電池の理論変換効率が 30%程
度に対し、その効率が 40%以上と期待される量子ドッ
ト型太陽電池の基礎研究が米国を中心に世界各国で
開始されている。
ここでは有機系太陽電池の代表例である色素増感
太陽電池と有機薄膜太陽電池、そして超高効率を目
指す量子ドット型太陽電池を概説する。

２． 次世代太陽電池センターにおける材料研究 
の動向と今後の展望

２．１　色素増感太陽電池
色素増感太陽電池では、増感色素分子が太陽光を
吸収して光酸化されると共に電解質中のヨウ素イオンに
よって化学還元されている（Figure 1）。

本センターでは幅広い太陽光スペクトルを利用できるト
リフェニルアミンを置換基として有するβジケナートを配位
子とした新規色素分子を開発した。色素増感太陽電
池の外部量子収率の波長依存性をFigure 2に示す。
増感色素として世界記録を更新してきた Black dye（図
中の点線）1）と比較して、本色素は 800nmの近赤外
波長域で高い性能を実証できた（図中の実線）2）。

今後、実用化に向けて更に変換効率向上を実現し
ていくためにはメカニズム解明に基づく材料開発が重要
である。アプローチとして①色素増感太陽電池の動作
原理解明、②光吸収能の高めるための新規材料開発、

次世代太陽電池の高効率化研究
New Generation Solar Cells using Novel Materials

韓　礼元　Liyuan Han 
HAN.Liyuan@nims.go.jp

Figure 1. Schematic structure of a dye-sensitized solar cell.

Figure 2. Action spectra of dye-sensitized solar cells (New 
dye (solid line) and Black dye.
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る液滴エピタキシーの手法を用いてAlGaAs基板上に
GaAsの高密度量子ドットの積層化を検討している
（Figure 4）5,6）。

量子ドット試作電池を作製し、AlGaAsのバンドギャッ
プ（640nm）より長波長領域で光電流を観察でき、量
子ドット層の効果を確認した。今後、近接量子ドットの
多層化を実証するとともに、ミクロな解明に努める。

３．おわりに
次世代太陽電池は、低炭素社会における持続可能

な生活スタイルや生活の質をエネルギーと環境の両面か
ら支える最適な手段となっていくと考えている。基礎研
究であるが、着実な研究開発を推進し、早期実用化を
目指す。

参考文献
Y. Chiba, A. Islam, R. Komiya, N. Koide, and L. 1） 
Han: Jpn. J. Appl. Phys.,45, （2006） L638
S. Gao, A. Islam, Y. Numata, and L. Han: Applied 2） 
Physics Express 3 （2010） 062301
T. Yasuda, T. Suzuki, M. Takahashi and T. Tsutsui: 3） 
Chem. Lett. 38 （2009） 1040
T. Yasuda, T. Ishi-i and L. Han: J. Photopolym. Sci. 4） 
Tech. 23 （2010） 307
T. Mano, T. Kuroda, K. Mitsuishi, T. Noda, K. Sa-5） 
koda: J. Crystal Growth 311 （2009） 1828
T. Noda, T. Mano, T. Kuroda, K. Sakoda, H. Saka-6） 
ki: J. Crystal Growth 311 （2009） 1836

③新規構造の設計などが挙げられる。

２．２　有機薄膜太陽電池
塗布法や印刷法などの低コスト製造法が利用可能な
有機薄膜太陽電池について大面積化と高信頼性を目
指して、有機半導体材料の研究を開始した。
実用化した有機 ELに用いられている薄膜は全てア

モルファスであるが、均質なアモルファス薄膜を形成す
る新規トリフェニルアミン系材料を太陽電池として検討し
た。従来の有機 EL用トリフェニルアミン系材料の吸収
波長は 400nm以下であり、太陽電池材料として利用
されなかった。吸収波長を 400nm以上に長波長化す
るため、トリフェニルアミン（ドナー）とベンゾチアジア
ゾール（アクセプター）を同一分子に有する材料を開発
（Figure 3）した 3）。

新規材料とPCBMの混合薄膜は吸収波長が
550nmに長波長化し、アモルファス状態で正孔移動
度 10-5cm2/Vs程度を確認し、混合 PCBMの比率や
膜厚の最適化により、変換効率 1%を達成した 4）。今
後更なる高効率化を目指し、吸収波長の長波長化、
正孔移動度の高移動度化を目指した材料やデバイス構
造を新規に開発する。

２．３　量子ドット太陽電池
量子ドットは数十 nmサイズの半導体材料で構成さ

れ、価電子帯や伝導帯の準位、バンドギャップ等を人
工的に制御できる。またバンドギャップの 2倍のエネル
ギーをもつ光を吸収すると、従来の太陽電池では格子
振動エネルギーへの緩和（熱損失）があり、1個の励
起子しか発生しないが、量子ドットでは 2個の励起子を
発生することができる（逆オージェ過程）。この過程を
利用して、量子ドット太陽電池の変換効率が理論的に
40%以上になると予測されている。
伝導帯と価電子帯の間にバンド（中間バンド）をもつ

量子ドットが形成できれば、より多くの太陽光を吸収する
ことが可能となるため、多数の量子ドットを規則正しく配
置する技術を研究している。当センターの独自技術であ

Figure 3. Novel triphenylamine-benzothiazole.

Figure 4.　AFM image of quantum dots prepared by a 
droplet epitaxy method.
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１．はじめに
材料信頼性センターは、社会で広く使われている機
器や構造物などの安全性・信頼性を高めるため、構造
材料の強度特性や寿命に影響を及ぼす材料の組成、
使用環境などを研究・評価し、機器や構造物の設計に
も使われる材料特性データを広く提供している。
当センターは、高温材料、疲労、腐食、極限環境、
微小工学材料、創製・信頼性グループ及び材料国際
標準化の 7グループから組織されている。今回は、構
造材料の損傷評価・寿命評価における最近の成果を
紹介する。

２． 材料信頼性センターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

２．１　高温溶接構造物の多軸クリープ損傷
高温材料グループでは、次世代原子炉や超々臨界

圧火力発電プラント等において、高温クリープ下で長期
間使用される先進耐熱材料とその構造部材の組織劣
化、損傷の発生・成長機構を解明し、長時間域での
材料特性・寿命を予測するシステムを開発している。
高 Cr耐熱鋼は次世代の高温原子力プラントや高効
率火力プラントの候補材料であるが、溶接部の強度低
下が問題である。溶接部の損傷メカニズムの解明、寿
命予測システムの開発、クリープ強度の改善に取り組

み、多軸応力下では、Figure 1に示すように、炭化物
（M23C6）の成長やクリープ強度に有害な Z相の生成
が促進されることを明らかにした 1）。
実機で生じる多軸応力状態でのクリープ損傷挙動

（析出物の成長挙動、クリープボイドの生成・成長挙
動）を明らかにした。それに基づき、ミクロな現象を考
慮したクリープ損傷、破壊の新しい計算モデルと解析
コードを開発した。

２．２　先進超音波疲労試験
疲労研究グループでは、介在物及びファセットを起点

とした内部破壊機構の解明を行い、構造材料のギガサ
イクル疲労強度評価技術の構築を目指しており、高温
超音波疲労試験や 3点曲げ超音波疲労試験など、新
しいギガサイクル疲労試験技術を開発した。 

内部破壊特性に対する水素、硬化層、平均応力の
各影響について調査し、①水素の影響は内部破壊に
対して大きい、②表面硬化材における硬化層直下の内
部破壊は硬さ分布とコア部組織の影響を大きく受ける、
③チタン合金は平均応力の影響で大きな強度低下を示
す、を明らかにした（Figure 2）2）。

２．３　簡便な高圧水素環境試験
極限環境グループでは、宇宙ロケット用チタン合金の

内部疲労破壊起点形成機構の解明及び燃料電池車

材料のさらなる信頼性を求めて
Increasing the Reliability of Materials

緒形 俊夫　Toshio Ogata
OGATA.Toshio@nims.go.jp

Figure 1. Relation between number density of Z phase and 
time to rupture in E911 weld joint. Figure 2. E�ects of mean stress for Ti-6Al-4V.
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過程を調査し、機構を解明することによって、応力腐
食割れ寿命予測に関する研究を遂行している。応力
付加に伴う試験片の変形などの問題から、すきま形状
および応力を制御したすきま付与応力腐食割れ試験は
困難とされてきたが、試験片サイズやすきま形成材の形
状を工夫し、すきま形状および応力を制御できる、低コ
ストで簡便なすきま付与応力腐食割れ試験を確立した。
そして Figure 5に示すように、き裂自身もより厳しいすき
まとして働き、一旦応力腐食割れが生ずると、より温和
な環境でもき裂が進展しうることを世界で初めて明らかに
した 4）。
この手法は、化学プランと、原子力分野での応力腐
食割れ研究を、すきま形状や応力を定義した上で実施
でき、設計や寿命評価への貢献が期待されている。

３．おわりに
当センターでは構造材料の一層の信頼性向上のため、
疲労き裂発生やボイドの発生とそのメカニズム解明に向
けた研究を進めている。

参考文献
K. Sawada, M. Tabuchi, H. Hongo, T. Watanabe, 1） 
and K. Kimura, Materials Characterization 59
（2008）, p.1161-1167
竹内悦男、古谷佳之、長島伸夫、松岡三郎：鉄と鋼、2） 
96-1（2010）、pp.36-41.
緒形俊夫：金属学会誌, 72 （2008）, pp.125-131.3） 
T. Shinohara and J. Brunk, ECS Transactions, 4） 
Vol.16, Issue 52, pp. 255-267

用低温構造材料の低温を中心とする高圧水素環境下
の水素脆性機構の評価技術の構築を目指している。
当グループでは、試験設備関連のコストが高い高圧
水素容器を用いる方法とは異なり、高圧水素容器を用
いず、試験片内の微小空隙に高圧水素環境を設定す
る方法（「特開 2007-286036」）を開発し 3）、高圧水
素環境中の特性を評価した。試験法の概略図をFig-
ure 3に示す。
試験温度は、試験片を冷却することで室温から低温

まで温度制御した。Figure 4に SUS304Lの室温と
190Kにおける13MPa及び 70MPaでの水素中とヘリ
ウム中の荷重－伸び曲線を示す。ヘリウムでは圧力によ
る差は見られないが、水素では、圧が高いほど、また
室温から190Kまでは温度が低いほど、荷重－伸び曲
線の早い時期で破断する傾向が見られた。

２．４　簡便なすきま腐食試験
腐食研究グループでは、すきま腐食の発生・成長過

程及びすきま腐食部からの応力腐食割れの発生・成長

Figure 3. Illustration of developed testing method.

Figure 4. Load-displacement curves for SUS304L in 13 
MPa and 70 MPa hydrogen and helium at 298 K and 190 K.

Figure 5. Relation between concentration of NaCl and 
electrode potential. 
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１．はじめに
輸送機器やインフラ構造物を構成する材料には、高

い安全性が要求される。フェイルセーフは、なんらかの
装置、システムにおいて、誤操作、誤動作による障害
が発生した場合、常に安全側に制御することを意味し
ている。この考え方によって構造体の安全を確保する
場合には、通常時では使用しない部材が組み込まれ、
一つの部材が破損しても、他の部材で引き続き荷重を
負担して構造体の急速破壊を防ぐような仕組みとなる。
しかし、この概念を材料そのものに組み込むことは、こ
れまであまり試みられておらず、構造材料開発の歴史に
おいては、強度と靭性が主要な特性値として追究され
てきたと言える。
当センターが掲げるフェイルセーフハイブリッド材料プ

ロジェクトでは、近未来に重要性が増すと予想される複
合材料や耐環境コーティングに、破壊が始まっても荷重
を持ちこたえ続けられる機能を与えることを目的に研究を
進めている。
興味深い事に、自然界に存在する材料にはこのよう

な機能を有するものがある。Figure 1に示すアワビの貝

殻は 95%以上が炭酸カルシウムという無機質だが、電
子顕微鏡でその構造を拡大して調べると、非常に細か
い炭酸カルシウムの結晶の間を薄い有機物の膜がつな
いだ構造となっており、しかもこうした構造が、スケール
を変えて水平方向、さらに多層構造として繰り返す複雑
な構造となっている。この貝殻を破壊するには、炭酸カ
ルシウムの 1000倍もの抵抗があることが知られている。
我々のプロジェクトでは、自然界にある優れた構造にヒン
トを得て、人工構造材料の構造を制御することを考えて
いる 1）。

２． ハイブリッド材料センターにおける材料 
研究の動向と今後の展望

炭素繊維強化型高分子材料（CFRP）は、高分子
ポリマー内部に高強度の炭素繊維を配列した、無機質
と有機質の複合材料で、軽量かつ強度が高い点に特
長がある。従来から、スポーツ用品等我々の身の回り
でもかなり使われているが、近年、最新鋭航空機の機
体への大規模な採用が進んでおり、今後、輸送機器
等の分野でさらに重要性が増すと期待されている。
従って、CFRPの安全性・信頼性は、今後、重要な課
題である。

Figure 2は従来の CFRPと当センターで開発したハ
イブリッドCFRPの断面写真（a）と引張試験の結果
（b）である 2）。従来の CFRPは、点線で示すように荷
重（引張応力）が限界値に達すると瞬時に破断してし
まう。開発したハイブリッドCFRPは、高弾性率の炭素
繊維と、高強度の炭素繊維という2種類の繊維を交互
に積層した構造となっている。低荷重の状態では高弾
性の繊維が主に荷重を負担し、この繊維の強度が限
界に達し破断すると、それ以後は高強度繊維が荷重を
負担して瞬時破断を防止し、1%近いひずみが生じるま
で金属に似たような破壊挙動を示す。このような材料を
用いれば、地震や予期せぬ原因によって大きな荷重が
かかっても、完全に破断するまでに損傷を発見して補修
したり、人間が避難することが可能となる。
このようなフェイルセーフハイブリッド材料を開発するに
は、材料の変形や破壊の進展を微細なナノメートルの

より安全な構造材料：フェイルセーフハイブリッド材料
Failsafe Hybrid Materials for Safer Structures 

黒田 聖治　Seiji Kuroda
KURODA.Seiji@nims.go.jp

Figure 1. Multi-scale structure of nacre shell.
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３．おわりに
紙面の都合で紹介できなかったが、当センターでは
複合材料以外にも厚膜コーティングのフェイルセーフ化、
チタン合金や金属間化合物のナノ組織制御、生物の
密着機構や低エネルギー接合等の観点からもハイブリッ
ド材料技術の研究を進めており、計算予測も活用して
いる 5）。具体的な内容は、ポスター展示やホームペー
ジをご覧頂ければ幸いである。

参考文献
田中義久、内藤公喜、垣澤英樹：塑性と加工511） 
（2010）10.
内藤公喜：NIMS NOW, 8-2（2008）4.2） 
Y. Tanaka, S. Kishimoto, S. Yin: Proc. 43） th Int. Conf. 
Exp. Mech., ICEM2009, CD.
岸本哲：日本実験力学学会, 3-1（2003）9.4） 
http://www.nims.go.jp/units/p06_hybrid.html5） 

観察領域からミリメートル単位の大きな観察領域まで計
測し、解析することが非常に重要である。その為の有
用な手法として、Figure 3（a）,（b）に異なるスケール
のパターンであるグリッド、ランダム、ナノクラスターを同
一場所に作成した例を示す 3）。（a）のグリッドで囲まれ
た四角い領域の中に、さらに細かいランダムのパターン
がミクロンスケールで描画されており（b）、その内部に
はさらにナノメータスケールのナノクラスターが分散してい
る。（c）,（d）はこのパターンを多結晶材料の変形測
定に適用した例である。走査型電子顕微鏡でこのパ
ターンを観察すると電子線とグリッドの干渉縞が見え、そ
の縞模様からひずみを計算することができる（電子線モ
アレ法）4）。（c）はこの原理によって巨視的な変形挙動
を図示した例である。さらに、（c）図中の四角領域内
を変形前後のランダムパターンから画像相関法を用いて
ミクロンスケールでの解析を行った結果が（d）である。
このような技術をさらに発展させることにより、マクロ変
形挙動に及ぼすナノメータサイズの界面構造の効果な
どを定量的に明らかにすることが可能になり、バイオミメ
ティックスをはじめフェイルセーフ機能発現への新たなメ
カニズムが見出せるものと期待される。

Figure 2. Cross section of Hybrid CFRP developed by 
NIMS, combining two types of carbon �bers, and its stress-
strain curve under simple tension test.

Figure 3. (a) Multi-scale patterns consisting of grid, ran-
dom and nano-cluster. (b) Close up of (a), (c) deformation 
�eld calculated by the electron Moiré method, and (d) mi-
cro-strain distribution obtained by the image correlation 
method.
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１．はじめに
安全・安心社会形成には、障害となる事象や化学
物質をいち早く検知し、無害化することが不可欠である。
その入り口に相当するセンサ材料・システムにおいて、
従来の定性・定量を基本とした技術では、既知の測定
対象（物質など）だけが検知対象である。そのため、
同様のリスクをもった物質等であっても、測定対象物質
でない限りは見逃してしまうことがほとんどであり、新た
な考え方を構築する必要があった。
このような状況に対して本プロジェクトでは、新たな考
え方として、リスクの危険性を判断するインテリジェントセ
ンサという考え方を提案してきた。例えば、ダイオキシン
類は、Figure 1で示した一連の化合物の総称であり、
数百種類の化合物が存在する。旧来の定性・定量の
考え方に基づけば、この数百種類の化合物、それぞ
れに対応したセンサが必要となる上、新たなダイオキシ
ン類には無力である。一方、二つのベンゼン環と塩素
が存在することがこの化合物群の特徴である。すなわ
ち、この条件に合致した化合物であれば、危険性が高
いと言える。インテリジェントセンサの考え方では、かよう
な危険性の発現にかかわる特徴を検知することを基本と
している。この考え方をさらに押しすすめると、「リスク
や化学種そのものを検知する」方向から、「ヒトや環境
が受ける影響を指標としたセンサ技術であれば、物質
主体でなくリスク主体のセンシングが可能になる」と考え
られ、これを「定質センサ」と呼称している。すなわち、
本プロジェクトの目的は、「定質」な考え方に基づく新
たなセンサ材料・システムを提案する事と換言しても良
い。
本プロジェクトでは、Figure 1のベンゼン環には紫外

部に特有の光吸収・発光が認められることから、紫外
領域で動作しうる素子の開発を目指した。さらに、セン
サをインテリジェント化するに当たってマルチセンサ化が
不可欠であることから、無電極で検知しうる可能性のあ
る表面プラズモン共鳴（SPR）を基本としたセンサシス
テムについて検討すると共に、環境に易しい非鉛系の
圧電センサについての研究を推進した。また、センサを
有効に動作させるにはアクチュエータ機能が不可欠で

あることから、高ストローク、高力が期待できる形状記
憶合金についても、併せて研究を行った。

２． センサ材料センターにおける材料研究の 
動向と今後の展望

ここでは、気相 SPRセンサの成果について紹介する
ことで、センサプロジェクトの考え方について説明したい。
化学センサをインテリジェント化（あるいは定質センサ
化）するに当たって、センサをマルチ化する必要がある。
SPRセンサは、特性の二次元マッピングが可能なことか
ら、それ自体でマルチ化する可能性を秘めていることか
ら、室温で動作する気相用 SPR化学センサの開発を
行った。SPRとは、Figure 2に示したように、エバネッセ
ント光と表面プラズモンの共鳴現象を利用したものであり、
共鳴下では、反射率が減少する事を利用したものであ
る。表面プラズモンは最表面の状態に敏感な性質を持
つことから、表面吸着物質を検知できる。
レセプターとしての表面を特定の分子に敏感なものに
すれば、その特定の分子種のみ検知しうる。本研究で
は、Au膜上にレセプターとして ZnOあるいは SnO2等
の酸化物半導体薄膜を形成した。そして酸化物超薄
膜のレセプターとしての機能について検証した。Figure 3
は、1000ppmのNO2に対するセンサ感度を示したもの
であるが、酸化物半導体超薄膜表面が、NO2のレセプ
ターとして機能することが明らかとなった 1）。Figure 4に、

センサ材料・システムに対する新しい考え方
New Concept for Sensor Materials and Systems 

羽田　肇　Hajime Haneda
HANEDA.Hajime@nims.go.jp

Figure 1. Structures of dioxines .
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線照射を SPRに適用し、評価を行ったところ、酸化物
半導体表面の吸着状態は単一ではなく、数種存在す
ることが判明した 3）。これは、化学結合状態に則したフ
ラッシングプロセスの最適化が必要であることを示してい
る。すなわち、室温動作のような新規センサの開発に
当たっては、表面化学プロセスを基礎的に理解するこ
とが不可欠であり、開発の王道であることを示している、
と言えよう。

参考文献
T. Ohgaki, R. Matsuoka, K. Watanabe, K. Matsu-1） 
moto, Y. Adachi, I.Sakaguchi, S.Hishita, N. 
Ohashi, H. Haneda, Sensor and Actuatoor B，in 
press.
K. Watanabe, K. Matsumoto, T. Ohgaki, I. Sakagu-2） 
chi, N. Ohashi, S. Hishita, H. Haneda, J.Ceram.
Soc.JPN., 118, 193-96 （2010）.
Y. Sato, I. Sakaguchi, M. Suzuki, H. Haneda, JPN.3） 
J.Appl.Phys., 42, 5867-68 （2003）.

金薄膜上にレセプターとして ZnO薄膜を形成したセン
サのNO2ガスに対する応答性を示した。10ppmの低
濃度に対しても敏感に反応することが示され、検出下
限は ppbのオーダーとなる事が判った 2）。本装置とコン
ビナトリアルイオン注入法を用いれば、迅速な添加物最
適化条件を知ることができる 3）。

３．おわりに
本稿では、プロジェクトの新しい考え方と成果の一部

として SPRセンサの成果について紹介した。
気相用 SPRは、開発の端緒に立ったものと言わざる

を得ない。例えば、恒常的に使う環境センサを目指し
た場合、平時には常にセンサを正常状態にしておく必
要がある。SPRのような室温で動作するセンサの場合、
正常状態を保つためのフラッシングが常に問題となる。
このプロセスとして、紫外線照射を提案している。紫外

Figure 2. Schematic of  SPR chemical sensor  concept.  
Deposited of receptor materials that reacts particular gas 
species on metal ultra-thin film SPR, resonant angle is 
changed in accordance with adsorbed amount.

Figure 4. Shi� level of resonant SPR peak s of ZnO/Au/
SiO2 system, (a) 1000- and (b) 10-ppm NO2 .

Figure 3. Relation between sensor sensitivity and SnO2 

�lm thickness, �lms exposed in air with 1000ppm NO2 .
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１．はじめに（MANAとは）
私どもの国際ナノアーキテクトニクス研究拠点

（MANA）は、文部科学省が 2007年に創設した「世

界トップレベル研究拠点形成プログラム」（WPIプログラ

ム）の 5つの研究拠点の一つとして発足しました（*）。

約 3年を経て、MANAは順調な発展を遂げつつあるこ

とをここに報告させていただくとともに、関係各位のこれ

までの温かいご支援に心から感謝いたします。

人類の最重要課題である持続可能な社会の実現の

ためには、環境、エネルギー、資源、情報・通信、

診断・医療などの広範な分野において、さまざまな革

新技術が必要ですが、それを可能にする最も重要な鍵

は新材料の開発です。新材料開発は、これまでにも多

くの革新技術を創造するとともに、技術がその壁を乗り

越える原動力となってきました。

今日の新材料開発では、最近の 20数年間に目覚ま

しい発展を遂げたナノテクノロジーが中心的な役割を果

たしており、それは今後の新材料開発においても揺るぎ

ない柱でしょう。しかし、ナノテクノロジーを単にこれまで

の新材料開発の方法の顕著な発展と捉えていては、ナ

ノテクノロジーの真価を活用することはできません。ナノ

テクノロジーは、むしろこれまでの新材料開発の方法に

パラダイムシフトをもたらす新しい技術体系として捉えられ

るべきです。MANAは、その新しい技術体系を「ナノ

アーキテクトニクス」の語で表現し、それを実現し利用

することに挑戦しています。

材料の寸法がナノスケールまで小さくなると、さまざま

な興味深い新機能が出現する－この認識がこれまでの

ナノテクノロジーによって得られた象徴的な成果でした。

しかし、それらの新機能を単純に利用するだけでは新

材料開発に変革は起こりません。より注目すべきは、ナ

ノスケールの構造ユニットが互いの相互作用によって生

み出すさらに興味深いさまざまな連携機能であり、それ

らの連携機能をよく理解しかつ組織的に利用することが

できれば、新材料開発に変革がもたらされるでしょう。し

かしながら、マクロスケールからミクロンスケールまでのも

のつくりにおける、設計図通りに部品を加工し組み立て

るというスキームは、ナノスケールの世界では必ずしも踏

襲できないことに留意すべきです。少数の原子や分子

からなるナノ構造ユニットを思いどおりに作り並べることは、

道具や技法の問題だけでなく、統計的および熱的なゆ

らぎのために、必ずしも確実にはできないからです。ナ

ノアーキテクトニクスは、この構造の曖昧さや欠陥を新

材料の機能および構造の設計において考慮することによ

り、ナノ構造ユニットの相互の連携機能を組織的に利用

した革新的機能をもつ新材料の構築を、必要な新しい

道具や技法を開拓することによって進める、新材料開

発のための新しい技術体系です。

MANAは、このナノアーキテクトニクスを実現しかつ

利用するため、「ナノマテリアル」、「ナノシステム」、

「ナノグリーン」、「ナノバイオ」の 4つの研究領域を置

き、基礎から応用にわたるさまざまな挑戦的研究を進め

ています。また、研究者の半数以上が外国人という国

際化を実現して世界中から優れた人材を集めるとともに、

次代を担う若手研究者の育成にも力を注いでいます。

今後とも皆様のMANAに対する変わらぬご支援を

いただきたく、心からお願いを申し上げます。

（*） 2010年に 6番目のWPI研究拠点が九州大学に

設立されました。

文部科学省 世界トップレベル研究拠点形成事業（WPI プログラム）

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 （MANA）
International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA)

拠点長　Director-general 
青野 正和　Masakazu Aono
AONO.Masakazu@nims.go.jp
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２．MANA の研究の方向と目標
マテリアル・ナノアーキテクトニクスの 5つのキーテクノロジー（下図参照）によって、「ナノマテリアル」、「ナノシス

テム」、「ナノグリーン」、「ナノバイオ」の 4つの研究分野（本頁と次頁に示す）において、21世紀の持続可能な

社会を実現するための新しい材料を創製するとともに、それを用いた画期的な技術イノベーションも実現します。

　剥離反応に代表されるソフト化学合成技術等、
NIMS独自の合成技術を活用して、無機から有機
にわたる広範な物質系で新規ナノスケール物質
（ナノチューブ、ナノワイヤー、ナノシート、ナ
ノ粒子など）を系統的に探索・創製し、その機能
や構造の解明を行います。さらにこのようにして
得られたナノスケール物質をビルディングブロッ
クとして、自己組織化や外場印加による配列制御
技術を用いて集積し、多彩なナノ高次構造を設計
的に構築します。これにより革新的な電子的、磁
気的、光学的、化学的機能を発揮する新材料を開
発し、エレクトロニクス分野やエネルギー、環境
関連技術として役立つシーズ、技術の創出を行い
ます。

ナノマテリアル	・ナノチューブ　・ナノシート　・超分子　・ナノ粒子

　優れたナノ機能を発現する新しいナノスケール
物質を開拓するだけでなく、むしろそれらの相
互作用によって新たに生じるナノ連携機能に注目
し、それらを組織的に利用するナノシステムの開
拓に挑戦します。当面の重点分野は、情報処理
と環境監視の技術の革新。情報処理に関しては、
CMOS デバイスの限界を超える新しいナノデバ
イスの開拓はもちろん、脳神経回路に学びかつそ
れを越える新しい情報処理ナノシステムや量子情
報処理ナノシステムの実現を目指します。環境監
視に関しては、環境における気体、液体、生体物
質などが含む数百種類の分子の検出と同定を単分
子レベルの感度とナノメートル程度の空間分解能
で可能にする新方法などを開発していきます。

ナノシステム	 ・ナノブレイン　・量子情報　・ナノ超伝導　・先進モデリング

新
し
い
材
料
と
シ
ス
テ
ム

高誘電性ナノシート膜

TEM 内部で測定された BN ナノチューブの機械特性

太陽光から電気をおこす超分子

新しいアルゴリズムの
計算回路の開拓

グラフェンを用いた
電界効果トランジスター（FET）

単分子レベル超高密度
メモリーの開拓

多探針走査プローブ顕
微鏡の開発と利用

C60 分子膜
シナプス シナプス類似の機能

をもつ原子スイッチ

微細加工 原子スイッチ配列
自己形成 原子スイッチ配列

4 探針原子間力顕微鏡 (AFM)

4 探針 AFM
による
ナノ機能計測

書込み

再書込みビット密度 :200Tb/in2

消去
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３．MANA のミッション
◆ ナノアーキテクトニクスによる世界を先導するトップレベルの新材料開発研究（上記）

◆ 世界中からトップレベルの研究者が結集するメルティングポット的な研究環境の形成

◆ 独創性あふれる若手研究者と若手研究リーダーの育成

◆ 世界のナノテクノロジー研究拠点をつなぐネットワークの構築

ナノグリーン	 ・燃料電池　・太陽電池　・触媒　・リチウムイオン電池

　細胞や生体に積極的に働きかける新材料や
生体親和性の高い材料、低侵襲センシングな
どを基盤技術として、ターゲット指向型ド
ラッグデリバリーシステムや、イメージング
機能と治療効果を併せ持つ新しい薬物治療シ
ステム、材料自身が治癒力高めるマテリアル
セラピーに関する研究を行います。
　さらに、組織再生を新材料で成し遂げる医
療技術を構築するために、分化をコントロー
ルする高機能細胞培養マトリックス、生体機
能を修復する複合材料を用いた人工臓器や治
療システムに関する研究を遂行します。

ナノバイオ		 ・バイオナノ粒子　・バイオ材料　・バイオインターフェース

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

硬・軟組織修復
ナノ複合材料

幹細胞機能制御する
人工マトリックス

薬剤溶出ステント

マテルアルセラピー用
スマート粒子

ターゲット指向型薬物ナノキャリア

　原子、分子を制御して配置（表
面ナノアーキテクノニクス）する
ことによって、持続可能な社会の
実現に不可欠な太陽をエネルギー
源とするエネルギー変換システム
の基盤構築を目指しています。理
論的考察に基づいた設計と高度に
制御された物質合成技術により、
高効率水分解が可能な光触媒、高
効率色素増感太陽電池のための色
素、燃料電池用触媒および光電極
触媒を開発し、高パワー密度の全
固体Liイオン電池やマイクロ固体
酸化物燃料電池を実現します。

高効率太陽エネルギー変換 レーザー堆積法による
固体酸化物マイクロ燃料電池

髙パワー密度の全固体型
リチウム（Li）イオンバッテリー

燃料電池および光電気化学用の
高活性触媒

 可視光照射下で極めて高い酸
化力を発揮する光触媒材料ーー
リン酸銀 Ag3PO4

高性能色素増感型太陽電池
樹枝状高表面積触媒の調製 効率的な光電気化学的

水素発生触媒
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４．グローバルな MANA の活動
●海外サテライトを活用したグローバルな研究活動

●研究者の半数以上（56%）が外国籍である国際性

2010 年 9 月 1 日現在
種　別 人　数 外国籍 女　性

主任研究者（NIMS） 21 5 1
主任研究者（サテライト） 7 4 0
MANA 研究者 44 7 5
独立研究者 14 3 1
ICYS-MANA 研究員 16 10 1
MANA リサーチアソシエイト 63 56 19
大学院生 26 22 6
事務・技術職員 35 1 21

総　計 226 108 54
外国籍研究者比率 : 56%

●国内外での国際シンポジウムや国際ワークショップの積極的な開催

MANA の人員構成

国際シンポジウム（2010）
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１．はじめに
今日我々が直面している環境問題は、人類が利用す

るエネルギーの総量が地球の許容量に近くなったことに
起因している。豊かな生活を持続するためには、環境
への負担を少なくする技術を開発することが重要な課題
である。このような状況の中、2009年 10月、文部科学
省の「ナノテクノロジーを活用した環境技術開発プログ
ラム」において、NIMSを中核とするオールジャパンの拠
点形成を目指す「ナノ材料科学環境拠点」計画がス
タートした 1）。

ナノ材料科学環境拠点では、太陽光から出発する
エネルギーフローに関わる一連の材料技術、すなわち、
太陽光発電、光触媒、二次電池、燃料電池のエネル
ギー変換システムをターゲットに、環境・エネルギー問
題を解決するための新しい材料の創出に貢献する基礎
基盤研究を行う。
この拠点では、従来の試行錯誤的な材料探索やブ

ラックボックス的なシステム特性評価から脱却し、先端
的な計算科学技術とその場測定技術を駆使し理論と実

験を連携・融合して、エネルギー変換技術における共
通課題である表面・界面現象の理解と制御技術の確
立を図り、環境・エネルギーに関する材料技術のブレー
クスルーに繋がる方法論の普遍化を目指す。

２．エネルギー変換システムの共通課題
太陽光発電、光触媒、二次電池、燃料電池のエネ

ルギー変換技術における課題解決のためには、共通
基盤課題として、システム内の電極、電解質溶液、色
素分子、燃料ガス等の異なる物質相から構成される多
様なヘテロ界面の構造と、そこで生じる電荷移動、イオ
ン拡散等の現象の理解と制御が必要である。
例えば、Figure 3に示すように、色素増感型の太陽
光発電では、色素分子の光励起により生成した電子・
生孔対が電荷分離し、電子は電極表面に移動して外
部回路を通って反対電極に移動しヨウ素イオンを還元し、
還元されたヨウ素イオンは電解質中を移動して色素分子
により酸化される。この一連の物理・化学過程により光
エネルギーが電気エネルギーに変換される。燃料電池
では、水素や酸素等の燃料ガスが電極表面との間で
電子をやり取りして、燃料ガスの化学エネルギーが電気
エネルギーに変換される。

環境エネルギー問題の解決に向けた 
ナノ材料科学環境拠点の挑戦
Innovative Center of Nanomaterials Science for Environment and Energy: 
Challenges towards the Solution of Environment and Energy Problems

大野 隆央　Takahisa Ohno
Ohno.Takahisa@nims.go.jp

Figure 1. Outline of Innovative Center of Nanomaterials 
Science for Environment and Energy. 

Figure 2. Energy �ow from sunlight.
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オープンラボ事業は、ナノ材料科学環境拠点が担う
オールジャパン拠点形成型プロジェクトとしてのミッション、
すなわち、「異分野融合と産学独の連携を促進し、我
が国のナノテクノロジー・材料分野の高い研究ポテン
シャルを結集して、世界的研究拠点の構築を目指し、
環境・エネルギー問題の解決に挑む」を具現化するた
めの重要な一歩になるものと確信している。オープンラ
ボ事業は広く公募しており、全国からの積極的な応募
を期待している。

４．おわりに
環境・エネルギー問題に取り組み、世界の持続的発

展に貢献することが、ナノ材料科学環境拠点、及びそ
の中核機関としての NIMSの使命である。我が国のナ
ノテクノロジー・材料分野の高い研究ポテンシャルを結
集し、国内外の研究機関や産業界と連携し、トップレ
ベルの研究者を集めたドリームチームで研究拠点を形成
し、環境・エネルギー問題の解決に挑んでいく。

参考文献
ナノ材料科学環境拠点Homepage: http://www.1） 
nims.go.jp/ICNSEE/
オープンラボ事業公募Homepage: http://www.2） 
nims.go.jp/siteinfo/info/ICNSEE_open-lab.html

このように、エネルギー変換システムにおいて発現す
る機能は、表面・界面における光励起、電子移動、
電荷分離、原子・イオン移動等の多くの物理・化学過
程が関与するマルチスケール・マルチフィジクスな複雑
現象である。システム内には、電極表面、電極・電解
質界面、分子吸着表面、固液界面、ナノ複合体界面
等の異なる物質・材料から構成される多様なヘテロ界
面が存在し、それら界面における物理・化学過程が連
携して機能を発現するが、現状では充分に理解されて
おらず、それが高性能材料開発の大きなネックとなって
いる。表面・界面現象に関する深い理解とそれを制御
する技術なしには、エネルギー変換効率の飛躍的な向
上等のブレークスルーは困難である。計算科学技術と
先端解析技術を駆使し、理論と実験を連携・融合する
ことによって、表面・界面現象の理解と制御技術の確
立に取り組むことが重要である。

３．オープンラボ事業
ナノ材料科学環境拠点は、環境・エネルギー問題
の解決につながる材料技術開発を実施するオールジャ
パンの研究拠点形成を目指し、拠点活動に取り組んで
いる。その新しい取り組みの一つとして、拠点での材
料開発研究を加速・強化することを目的に、2010年 8
月からオープンラボ事業を開始した。
先に述べたエネルギー変換システムの共通課題の解

決に結びつく優れたアイデア、方法論を持つ研究者を
公募により広く募り、これら研究者を拠点に招いて「一
つの屋根の下」で研究活動を行ってもらう事業である。
これら研究者が NIMSの持つ材料に関する確かな経
験・情報、先端的合成・解析装置群を有効に活用す
ることにより、新たな異分野融合の核となることを目指す
ものである。

Figure 4. Concept of open Laboratory.

Figure 3. Fundamental mechanisms of energy conversion 
system.
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1
ナ
ノ
材
料
科
学 

環
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点

色素増感太陽電池
Dye-sensitized Solar Cells

環境拠点太陽電池グループ

y

���ト���能な色素増感太陽電池の高効率�を��して、理論解析と先端的計測
技術を駆使して固液界面における電子移動メカニズムを解明・制御することにより、高性能
な太陽電池材料を開発する。

研究の
狙い

Key words: TiO2, Dye, Solar cells

材料・デバイス開発 計�

��
研究内容

界面原子 分子構造
研究内容

色素材料

高効率����トな色素増感太陽電池の開発による太陽電池の��的な��
Target

研究の
ポイント
Current
Issue

計算
��ュレー��ン

��
新材料開発による

大幅な発電効率の向上

･界面原子･分子構造
･界面電子状態
･電子移動過程

研究内容

･色素吸着状態
･電子移動過程

･色素材料
･酸化物半導体
･デバイス構造

色素増感太陽電池構造

Issue

固液界面構造計算

電子移動過程

����ること : 発電に重要な界面状態･現象の解明⇒色素増感太陽電池の変換効率向上

TiO2ナノ構造のSEM像

TiO2ナノ構造制御 新規色素の開発

TiO2/色素/溶液の計算結果

系統的な色素開発
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2

基底状態のエネルギー準位
(HOMO)をチューニングした
色素を開発

TiO2表面における増感色素の吸着状態
に��て溶媒を���大規模な第一原
理電子状態計算を��て実�。
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TiO2ナノ構造�を新規開発。
新規に開発�したTiO2ナノ構造��ナノロッド型構造
を�しており、光散乱効果により光電��増大。

4

計算化�に基づ�、エネルギー準位を制御
した色素を系統的に開発。
新規色素における界面電子移動を解���。

HOMOをチューニングする
と変換効率向上

走査型トンネル顕微鏡やレーザー分光などにより界面状
態・現象を解明

TiO2表面における大規模な第一原理電子状態計算

新規ナノロッド型TiO2（Rutile）を開発

まとめ

固液界面における電荷移動メカニズムの解明

上記に基づく新規材料・デバイスの開発による変換効率の

大幅な向上

低コスト色素増感太陽電池の実用化によって 太陽電池を

将来の夢

色素を系統的に開発
低コスト色素増感太陽電池の実用化によって、太陽電池を

飛躍的に普及

ナノ材料��環境拠点太陽電池グループ � �� E-mail： apvc@nims.go.jp
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燃料電池用電極材料のその場観察手法と
シミュレーションを用いた高性能化

Design of high quality fuel cell electrodes by using in-situ analysis & simulationDesign of high quality fuel cell electrodes by using in-situ analysis & simulation

●我が国の増え続けるエネルギー需要に対応し、かつCO2排出を削減するために、

高性能燃料電池の開発が必要。研究の
狙い

Key words: fuel cell electrodes, in-situ analysis, simulation

●そのためには、高性能電極材料（カソード、アノード）の開発が必要。

その場観察手法とシミュレーション技術を用いて燃料電池用の電極材料の開発を行い、

材料設計指針を確立する。

●高酸素還元反応活性の高い金属酸化物界面を有するカソード

研究の
ポイント

狙い

Ｐｔ-ＣｅＯｘ電極開発 さらなる高性能化を目指して

●ＣＯ耐性を改善した金属酸化物界面を有するアノード

○ 金�酸化物（Pt-CeOx)界面を�用したカソード材料開発

: PtCeO /CB

運転温度：７０℃

○ 反応機構解明： その場観察手法を用いて

その場ＸＡＦＳ解析手法

カソード反応解析を�に

: PtCeOx/CB
: Pt/CB

白金表面をわずかな酸化物層で覆うこと

その場 解析手法
を用いて、Ｐｔカソードと
Pt-CeOxカソードの表面
における電極反応解析
を実施

白金とセリウム酸化物の
界面に存在するＣｅ３＋が
白金の身代わりになり白

○ 金�酸化物（Pt-CeOx)界面を�用したアノード材料開発

で酸素還元反応活性が改善されたことを
酸素‐水素の単セルを用いて確認。

メタノール酸化反応
（モデル反応）

燃料電池セルを用いたＣＯ耐性の比較

○界面機構解明： シミュレーションを用いて

白金の身代わりになり白
金表面の酸化を妨げて
いることにより、高い酸
素還元反応活性が現れ
ることが、その場観察に
より初めて分かった。

白金表面をわずかに酸化物層が覆うことで、ＣＯ耐
性が改善することを、メタノール酸化反応（モデル反
応）や、水素の中にＣＯを導入した燃料電池セルの
中でも確認した。

○界面機構解明： シミュレーションを用いて

電極表面の光電子分光法による解析
結果を合理的に解釈し、その場観察に
より分かったPt-CeOx界面の役割をよ
り一層高めることを目的に、界面構造
のシミュレーションを行った。
その結果、表面でのみ安定なイオン化
した白金とＣｅ３価からなる界面構造が
存在することが分かった。

まとめ 将来の夢

Ｐｔの表面をＣｅＯｘで覆うことで、

カソード上では、酸素還元反応活性を高め

アノード上では、ＣＯ耐性を向上させることができた。

その場XAFS解析により、電極反応機構を解明。

均一なＰｔ－ＣｅＯｘコアシェル構造電極作製

高性能カソード材料開発（非白金カソード材料を含む）

 “ＣＯ”や“Ｓ”で被毒されないアノード材料開発

高性能燃料電池開発と普及促進（一家に１台燃料電池）

�ノ材料������ 燃料電池�ルー� � �� E-mail： MORI.Toshiyuki@nims.go.jp
����、�金��、�����、�� �、����

界面構造のシミューレーションにより、高性能化に必要な
界面構造を推定。

高性能燃料電池開発と普及促進（ 家に１台燃料電池）

低炭素社会実現への貢献
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ナノ材料科学環境拠点計測グループの紹介

Introduction of Nano Interface Characterization Group of ICNSEEIntroduction of Nano Interface Characterization Group of ICNSEE 

環境・エネルギー分野に関わる太陽光発電、光触媒、二次電池、燃料電池の４つを

出口側の研究対象とし、ブレークスルーのための共通課題である表界面現象の理解
研究の
狙い

Key words: Environment & energy, surface & interface, nanocharacterization

と制御に基づく新材料開発の基盤となるナノ表界面計測技術の確立を目指します。
狙い

実環境における表界面のナノスケール計測、具体的には、光電変換や触媒表界面に

おける電子状態・構造特性高分解能解析、電極材料表界面における状態・組成・構造

特性の解析が求められており ナノ表界面その場計測技術の開発を推進します

研究の
ポイント

環境場制御ナノプローブによる
ナノ表面・界面の動的解析

共焦点STEM／環境セルによる
三次元その場ナノ解析

特性の解析が求められており、ナノ表界面その場計測技術の開発を推進します。

Pt分散したカーボンナノホーン集合体の
円環暗視野(ADF) STEMの(左)通常像と

(右)共焦点像 ナノホ ン集合体内部構造

HAADF-STEM ADF共焦点STEM

中空多孔質シリカ内部のコア構造の共焦点STEM観察．(a)通常のHAADFSTEM像、(b)XY

(右)共焦点像．ナノホーン集合体内部構造
やPt分散状態を3D解析する技術を確立．

光触媒材料であるﾙﾁﾙ TiO2(110)表面の
超高真空走査トンネル分光法による

ナノスケール電子状態計測

TiO2(110)表面におけるポリスチレン
ラテックスナノ粒子の紫外光照射
誘起分解過程（光照射AFM計測）

中 多 質 リ 部 構造 共焦点 観察 ( )通常 像、( )
断層像、(c)XZ断層像．シェルやセル内の試料も明瞭に観察できることが明らかとなった．

2nm

金ナノ粒子触媒（TiO2上担持）のCO酸化反応中その場観察．1000Pa以上の反応ガス雰囲気
下での直接観察を実現したことで、粒子の形状が反応中に変化していることが明らかとなった．1

課題： 計算科学による予測・シミュレーションに対応可能

な実環境における表界面プロセスの知見が不足

解決策： 多様な材料研究開発からのニーズに対応した、

実環境でのその場ナノスケール解析技術の開発

まとめ

３年後：実環境場における表界面の動的マルチスケール

解析装置を開発

５年後：環境・エネルギー材料の表界面における動的プロ

セスの解明

将来の夢

ナノ材料科学環境�点 計測�ループ �� �� E-mail： FUJITA.Daisuke@nims.go.jp

その場測定による気固・固液界面の構造評価、反応追跡 計算科学による表界面プロセスのシミュレーション予測
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次世代太陽電池
The next generation photovoltaicsThe next generation photovoltaics

Key words: Solar cells, Photovoltaics, Renewable energy

高いエネルギー変換効率を有し、低いコスト

・地球温暖化・エネルギー問題解決のためクリーンな太陽電池への期待が大きい
・太陽電池の発電コストは高い（家庭用電力料金の2倍）→��した��に���いない研究の

狙い
太陽電池の���な��

変換

で製造可能な次世代太陽電池を創出する

● 色素増感太陽電池 → 新規色素による電流密度の向上
● 有機薄膜太陽電池 → 分子配列の制御による吸収波長領域の長波長化
● 量子ドット太陽電池 → 量子効果を利用する超高効率化を目指した新規量子ドット作製法開発
● 化合物半導体太陽電池 → III-V族窒化物半導体の新規利用
● 薄膜シリコン太陽電池 → 薄膜シリコン層の新規作製法の開発

研究の
ポイント

太陽電池の���な��

色素増感太陽電池 有機�膜太陽電池

特長
低コスト

デザイン性（カラー化等）

課題
高効率化と

発電機構の解明

研究内容
界面における電子移動の解明

新規色素とセル構造の開発

特長
低コスト

フレキシブル化

課題
高効率化

発電機構の解明

研究内容
励起子生成・電荷分離・電荷輸送の解明

新規有機材料の開発

等価���デルを�って
電池内�の��成分を解��低�

1, 世界最高効率11.2%を達成 2, 新規長波長化色素開発

成果

新規色素とセル構造の開発 新規有機材料の開発

300 400 500 600 700
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2, P3HTを高配向化し、長波長化に成功
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1, �質な��ルフ�ス�膜を形成する

新規トリフ��ル��ン�材料を開発

成果

長波長化

長波長化

量子ドット太陽電池 �膜シリコン太陽電池化合物半導体太陽電池

特長
Si材料の節約

連続生産が容易

課題
高効率化

光劣化の抑制

研究内容 新製膜法による光劣化機構解明

ガス流制御マルチホローPECVD成果

,

2.5
 

090130 E03

特長 40%以上の超効率化

課題 実デバイスの実現

研究内容

量子ドットの膜の形成

電子励起素過程解明

実デバイスによる理論検証

特長 多接合による超高効率化

課題
高品質な半導体膜の作製

p-n接合の形成

研究内容
ワイドバンド半導体の製膜

ショットキー界面状態の制御

成果成果

光劣化を解�する新しい作製�法開発

ガス流制御マルチホロ PECVD成果
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新しい量子ドット作製法

Polyaniline/n-GaN
ショットキー接合の電池で
発電を確認
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090130_E03成果

III-V族窒化物

半導体利用

バンドギャップ以下の
光エネルギーを中間
バンドを介した多段励起
によって有効利用

成果

色素増感太陽電池では世界最高の変換効率の達成

近赤外光領域の量子効率の高い色素開発に成功

ポリマー高配向化により長波長化に成功

有機 無機材料 キ 接合 確

まとめ

次世代太陽電池の実用化により、火力並みの発電コスト

を早期に実現

量子効果を利用して40%以上の変換効率を 実現

太陽電池の飛躍的な普及に寄与により すべての電力を

将来の夢

次世代太陽電池セン�ー � �� E-mail： apvc@nims.go.jp

有機/無機材料のショットキー接合の確認
太陽電池の飛躍的な普及に寄与により、すべての電力を

太陽光で賄い、地球温暖化をストップ
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半導体量子構造ﾀﾞｲｵｰﾄﾞの光電流特性と太陽電池応用
Photocurrent characteristics in diodes with embedded 

semiconductor nanostructures and its solar cell application

Key words: Photocurrent, Semiconductor nanostructure, Solar cell

エネルギー問題の解決を目指し、高い変換効率が期待される中間バンド型太陽電池の研

究開発を行う。特に動作の鍵を握る中間バンド（ミニバンド）の形成、高効率を実現するた研究の
狙い

semiconductor nanostructures and its solar cell application

めの原理検証に取り組む。
狙い

中間バンドの形成には、近接した量子構造を積層する必要がある。そこで、歪のない格子

整合系GaAs/AlGaAs量子ドットの積層化に取り組んだ。また結合度の異なる多重量子井

戸を用いて、ミニバンドの形成による素子特性への影響を明らかにした。

研究の
ポイント

液滴エピタキシー法を用いて格子整合系GaAs/

AlGaAs 量子ドットを積層した太陽電池を作製し、

構造および素子評価を行った。

量子ドット積層太陽電池 多重量子井戸太陽電池の光電流特性

多重結合量子井戸を有する太陽電池において、光

電流の減少が低いバイアス領域（概ね0.6V）から生

じることを見出した。
電流電圧特性

構造および素子評価を行った。 じることを見出した。

p+‐GaAs – 2 x 1019/cm3   (20 nm)

p+‐Al0.3Ga0.7As – 2 x 1018/cm3   (20 nm)

p+‐Al0.3Ga0.7As – 5 x 1017/cm3   (200 nm)

i‐Al0.3Ga0.7As (500 nm)

i‐GaAs (4 nm)

i‐Al0.3Ga0.7As (3 nm)

i‐Al0.3Ga0.7As (430 nm*)

n+‐Al0.3Ga0.7As – 5 x 1017/cm3 (300 nm)

n+‐GaAs – 1 x 1018/cm3 (300 nm)

Substrate (n+‐GaAs)

試料構造.

E2

E３
E１

Quantum well x 1, 
10, 25, 50

電流電圧特性

試料構造
室温での電流電圧特性

量子井戸の層数が増えるほど短絡電流が増大
し 開放電圧が低下する また素子構造により

中間バンド(IB)を有する太陽電池
のバンド図. IBを介する遷移（E2と
E3）による長波長の光吸収によっ
て電流の増大が期待できる.

断面透過電子顕微鏡像.
転位のない積層構造が
できている.

光電流の波長依存性(a)とフォトルミネッセンス（b）. 
挿入図は液滴エピタキシーで作製したGaAs量子
ドットの原子間力顕微鏡像. GaAs量子ドット層の
挿入によって、AlGaAsのバンドギャップ(640nm)

低 ネ ギ 光も 収され る
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し、開放電圧が低下する。また素子構造により
特性が大きく異なる。
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電流電圧特性
PL強度の電圧依存性

より低エネルギーの光も吸収されている

量子ドット太陽電池と
AlGaAs太陽電池の電流
電圧特性. 光源にはソー
ラシミュレータを用い、
フィルターで700nmより
高エネルギーの光を遮
断している.

結合のある多重量子井戸では、光電流
が0.6Vくらいから大きく減少している。
一方、結合のない多重量子井戸では、
そのような低下はみられていない。

0 5 0 0 0 5 0 5
V (V)

フォトルミネッセンス (PL)強度が1V付近で
極大となる。IV特性との比較から、0.6-1V
付近の光電流の減少は主に発光性再結合
によると考えられる。また1.5V付近では非
発光性再結合が支配的になる。

多重量子井戸太陽電池における低バイアス領域からの光電流の減少
は温度の増大により消出していく。したがって、階段状の光電流の減少
は、電子の蓄積によるバンドプロファイルの変化によると考えられる。

V (V)
V (V)V (V)

液滴エピタキシー法を用いGaAs/AlGaAs格子整合系量

子ドットを埋め込んだ太陽電池を試作した

電子状態に強い結合のある素子において、光電流が低

バイアス領域から低下することを見出した。この原因は、

まとめ

中間バンドのコンセプトを用いた太陽電池の実現と高効

率の実現

新材料による太陽電池の高効率化

将来の夢

井戸層にキャリア（電子）が蓄積するためと考えられる。

量子ドットセンター �� �� E-mail： NODA.Takeshi@nims.go.jp
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固体高分子形燃料電池用セパレータとしての
高窒素ステンレス鋼の適用性

Application of high nitrogen steel as bipolar plates 

自動車搭載の燃料電池用セパレータには、強度や、加工性の観点から、金属セパレータが

強く期待されているが、その耐食性に課題があった。NIMSで開発された高強度、高耐食性、

for proton electrolyte membrane fuel cells
Key words: high nitrogen steel, corrosion resistance, PEMFC

研究の
狙い

省資源の特長を有する高窒素ステンレス鋼（HNS)のセパレータへの適用性を検討した。

開発したHNS(24Cr1N4Ni)、従来材のSUS316L鋼(17Cr11Ni)及びグラファイトセパレータを

組込んだ単セルを1,000時間発電させ、電圧-時間特性および電流-電圧特性について比較

検討した結果 HNSは従来材と比べていずれの特性についても優れた特性を示した

狙い

研究の
ポイント

検討した結果、HNSは従来材と比べていずれの特性についても優れた特性を示した。
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SEM観察結果 (1000h発電後）

1,000h発電時の電圧維持特性を比較した結果、HNSは、グラファイトと�
�同�レ�ルであ�たが、���のSUS316L鋼では、有�な電圧低下が
�られた。発電後の鋼表面をSEMで観察した結果、カソード側のSUS316L
鋼で腐食�が観察された。

Current density / A cm

発電特性比較結果�1000h発電後）

まとめ 将来の夢

各種セパレータを組込んだ単セルを1000h発電させた際
の電圧維持特性を比較すると、SUS316L鋼では明瞭な低
下が認められたが、HNSでは、グラファイトと同程度の安
定した特性を示した。

 1,000時間発電後のセパレータ表面をSEMで観察した結
果、SUS316L鋼のカソード側のみが腐食していた。

高耐食性のHNSは発電時の接触抵抗が高いため 表面

プレス加工によるHNSセパレータの成型。

⇓

スタックセルによる長時間の発電試験。

⇓

HNSセパレータ燃料電池の自動車搭載実証試験高耐食性のHNSは発電時の接触抵抗が高いため、表面
処理によるガス拡散層との接触抵抗の低減化が課題で
ある。

燃 載

燃料電池�料センター ���� E-mail： KATADA.Yasuyuki@nims.go.jp  
���� E-mail：KUMAGAI.Masanobu@nims.go.jp               

���大�工����化��生�工��の�����と�同��
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The Challenge of Materials toward Environmental Friendly 
Energy Conversion Systems: 

Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs)
Key words: solid oxide fuel cell (SOFC), pulsed laser deposition (PLD) 

Sustainable energy production, compatible with environment preservation, is one of the major 
problems that modern societies will face in the near future. Solid oxide fuel cells (SOFCs) are high 
temperature  (>800℃) electrochemical devices that promise to become clean and affordable 

Purpose
of 

Low Temperature Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs)

energy production systems if new materials and novel device architectures will allow lowering their 
current operating temperature. 

research

Pulsed Laser Deposition (PLD) is a thin film deposition technique allowing careful control on the 
microstructure of thin SOFC electrolyte layers resulting in significantly improved performances at 
lower temperature. This research plan aims to investigate the influence of the microstructure on 

Abstract 

Proton conducting electrolyte thin films 
of Y-doped barium zirconate (BZY) 

O2-ion and proton conducting electrolyte 
films for anode-supported SOFCs

the conductive properties of electrolyte and electrode materials for SOFC applications. 

Epitaxial thin films of BaZr0.8Y0.2O3-δ (BZY): 
the best performing proton-conducting oxide

Double layered electrolyte: spray coated Gd-doped 
ceria and PLD erbia-stabilized bismuth oxide

1 C i b t th l t i l

the best performing proton-conducting oxide ceria and PLD erbia-stabilized bismuth oxide

BZY 
sintered 
pellet

To
ta

l E
le

ct
ri
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on
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ity
 

/ S
cm

-1 Comparison between the electrical 
conductivity of highly textured BZY 
film, and of BZY sintered pellet.

Conductivity values of the most 
performing proton conducting 
(BaCe0.8Y0.2O3-δ,BCY) and oxygen ion 
conducting (La0.8Sr0.2Ga0.8Mg0.2O3, 
LSGM, and Ce0.8Gd0.2O1.9-δ , GDC) 
materials, as sintered pellets, are 
also reported.

anode-supported SOFC 
based on thin BZY electrolyte 

Micro and nano porous  mixed 

Miniaturized SOFC for mobile power supply 

R&D program 
Micro-SOFC as battery 

replacement for portable 
low-power-demanding 

application 

 New chemically stable proton conducting electrolyte

Crystalline thin films made by pulsed laser deposition 

High power density source based on oxygen-ion

Summary
Development  and characterization of new materials 

Energy sources with high power density 

Combined solar energy and fuel cell technology

p
ionic/electronic electrodes

Research Outcome or future development

High power density source based on oxygen ion 
conducting electrolyte Hetero-structures for SOFC miniaturization 

MANA������������������� Daniele Pergolesi E-mail： PERGOLESI.daniele@nims.go.jp
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固液界面エネルギー変換過程のその場構造解析
In situ Characterization of Energy Conversion Processes 

t S lid/Li id I t f

燃料電池、二次電池、色素増感太陽電池、光触媒など多くのエネルギー変換過程が固体

と液体の界面で起こっている。これらの効率向上のためには界面の構造を原子・分子レベ
研究の
狙い

at Solid/Liquid Interfaces
Key words: Energy conversion, SFG spectroscopy, Surface x-ray scattering

ルでその場観察する必要があり、そのための手法を開発した。
狙い

幾何構造決定法として表面X線散乱、走査プローブ顕微鏡、X線吸収微細構造を、また分

子構造決定法として和周波発生分光法を適用し、電極表面構造の変化、燃料電池触媒

の酸化状態、固体高分子膜の表面構造や表面水の構造決定などに成功した。

研究の
ポイント

燃料電池の特性向上を目指した構造評価 光エネルギー変換の効率向上を目指した構造評価

の酸化状態、固体高分子膜の表面構造や表面水の構造決定などに成功した。

・電極触媒の構造
・電極表面の水の構造
・PEMの吸着構造

表面の水の構造

触媒

O2
H+

e-
H2O触媒 H+

H2

高分子電解質膜
(PEM) Oscillator

酸化チタン表面の紫外光照射超親水化

500℃での焼結直後
（Ar気流）

水蒸気中

・ ・PEM表面の水の構造
などの情報が不可欠

炭素担体

e

炭素担体

e-

��

Si電極表面における光電気
化学的水素発生に対する

白金ナノクラスターの触媒効果

その場電気化学XAFSによる白金種の動的構造決定

照射中

照射後

水晶振動子マイクロバランス

Ar気流中

J. Phys. Chem. B, 108, 50, 19086 (2004).

Pt/CeO2/C_GC

表面X線散乱によるAu(111)電極
の電位依存構造

XAFSによるPt/CeO2/Cにおける
電位依存酸化状態

再配列構造

アニオン吸着、
再配列リフテイング

OH吸着

SPring-8

0 04

0.05  -1 ps
  0 ps
  1 pse

超高速可視光ポンプ－赤外吸収プローブ測定によるCdSナノ粒子
および集積体のキャリアダイナミクス

過渡吸収赤外スペクトル

Pt atom: ~10-9 molcm-2

低濃度にもかかわらず
解析可能なXAFS
スペクトルの測定に成功

白 ナ クラ タ 触媒効果

電位に依存した配位子置換と水素発生時の動的構造の決定に成功
J. Phys. Chem. C, 112, 29, 10923 (2008)

表面和周波発生（SFG）分光 固体高分子電解質表面の水の構造

Ce3+ Ce4+

Pt nanocluster
e-

Pt oxide

Ce3+の酸化によるPtの酸化抑制→高効率酸素還元

酸化物形成

酸化物還元

再配列

J. Phys. Chem. C., 111, 35, 13197 (2007)
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励起後低波数シフト→ 励起初期は1Pの存在確率大

J. Phys. Chem. B, 110, 29, 14192 (2006)

基板に依存した電極表面の水の構造Pt
Au

Faraday Discuss 140 1 125 (2009) J Phys Chem C 114 3958 (2010)

膜内部とは
全く異なる挙動

水和の順:
スルホン酸基
→ 疎水的サイト

まとめ 将来の夢

p 励起後低波数シフト→ 励起初期は1Pの存在確率大Faraday Discuss., 140, 1, 125 (2009) J. Phys. Chem. C, 114, 3958 (2010). 疎

固液界面エネルギー変換過程のその場追跡法の開発

１．表面X線散乱法：金属電極表面構造の電位依存構造

２．表面和周波発生分光法：高分子電解質膜表面の水の構造、光触媒の

光誘起親水化と反応中間体の構造決定

３．X線吸収��構造：Pt/CeO2電極触媒の酸化状態と構造のその場決定

超高速可視光ポンプー赤外吸収/SFGプローブ測定によ

る光エネルギー変換反応の完全解明

電気化学その場XAFS/SXS /SFG測定による燃料電池電

極触媒反応の完全解明

原子・分子レベルでの機構解明→高効率エネルギ 変換
４．フ�ムト�可視光ポンプ－赤外吸収プローブ測定：半導体ナノ粒子

およびその集積体のキャリアダイナミクス

原子・分子レベルでの機構解明→高効率エネルギー変換

システムの構築

MANA（����������������� ） �� �� E-mail： UOSAKI.Kohei@nims.go.jp
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全固体リチウム電池における高容量電極反応
High-capacity electrode reaction in solid-state lithium batteryg p y y

Key words: lithium battery, conversion reaction, alloying reaction 

携帯機器における消費電力の増加への対応や低環境負荷社会を実現する電気自動車の

開発、また再生可能エネルギーの導入のために、リチウム充電池の高エネルギー密度化
研究の
狙い

が求められている。
狙い

・高容量電極反応：電極におけるコンバージョン反応、合金化反応を利用した電池の高容量化

液体電解質中：充放電サイクルにともなう結晶構造の再構築・粒子形状の変化

⇒繰り返し特性、容量の低下

研究の
ポイント

固体電解質中：リチウムイオンのみが可動種⇒物質移動抑制による微粒子構造の安定化

放電 放電

電極上のコンバージョン-合金化逐次反応 気相合成による機能化：逆反応の促進

電極前駆体

液体電解質中で生じる

充放電サイクルにともなう

粒子形状の変化と容量低下を防ぐ

リチウムとの合金化反応
Si→Si-Lix

金属微粒子の還元析出
（コンバージョン）反応

Li2SiS3→Si

充電時
充電時

放電時

• 高容量電極反応の可能性：

逐次反応（Li2SiS3 → Si → Si–Lix）

• 逆反応の進行に難点：逆反応時に材料が絶縁化

• 気相を経由し、導電材を原子レベルで均一に

分散させることにより、逐次反応を可逆的に進

行させることに成功。

放電時 放電時

高容量電極反応：大きな形態変化と物性変化

形態変化：固体電解質による物質輸送抑制

物性変化：機能化材の原子レベルでの分散

まとめ

ナノ構造を安定化した高容量電極材料の実用化

新しい概念に基づく電極材料の創出

将来の夢

MANA（����������������点） 高��� E-mail： takada.kazunori@nims.go.jp

※ 新��ル�����������機構（NEDO）��の����
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廃熱から発電するケイ化物熱電材料の高性能化
Development of high-performance Silicide

thermoelectric materials for utilizing waste heatthermoelectric materials for utilizing waste heat
Key words: 熱電変換, 環境半導体, 廃熱発電

温室効果ガス削減のために廃熱から熱電変換によるエネルギー回収が期待される。

熱電変換技術がもっと使われるためには、環境に優しく安価な原料を使用した熱電材料
研究の
狙い 熱電変換技術がもっと使われるためには、環境に優しく安価な原料を使用した熱電材料

の高性能化と作製プロセスの開発が必要。
狙い

各元素・化合物の熱特性による合成の困難性の解決と合成プロセス法の開発

組織・キャリア濃度制御技術の開発によるゼーベック係数(α)、電気抵抗率(ρ)、

熱伝導率( )の最適化

研究の
ポイント

単相化による熱伝導率の低減 キャリア濃度制御による高性能化

熱伝導率(κ)の最適化

熱電性能Z=α2/(ρκ)
向上の条件

1. 温度��℃�た�の熱 �
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Mg-Si�では���ッ�
の熱電材料開発

現�材料

キャリア濃度制御によって
熱電性能ZTはn�で1.2、�
�で0.5を��、�大�力�
大�く向上�た

Mg2(SiSn)の合成と単相化

固溶体効果と結晶性による熱伝導率の低減

適正不純物による伝導機構の解明

キャリア濃度制御による抵抗率の低減とゼーベック係数

まとめ

熱電性能の飛躍的な向上

廃熱からの電力回収システムの開発

熱電変換材料の多様な適用分野の拡大

（自動車廃熱の利用、ゴミ焼却炉発電、温泉発電等）

れらによ て新 ネルギ の創生と

将来の夢

���� ( )

環境�������材料����� ���� E-mail： ISODA.Yukihiro@nims.go.jp

キャリア濃度制御による抵抗率の低減とゼ ベック係数

の適正化
これらによって新エネルギーの創生と

低炭素社会の実現に貢献
ろうそくの炎による熱電発電

を使ったカンテララジオ
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高活性光触媒リン酸銀の発見と環境再生への期待
Discovery of a highly active photocatalyst Ag3PO4 and 

its potential for environmental remediationits potential for environmental remediation 

Key words: Ag3PO4, visible-light sensitive photocatalyst

二酸化チタンに代表される光触媒は、有害物質を分解する環境再生材料として広く

応用されているが、紫外光にしか応答しないため触媒効率が低い。

可視光領域の光に対しても活性の高い光触媒材料を開発し 触媒効率の飛躍的な向

研究の
狙い 可視光領域の光に対しても活性の高い光触媒材料を開発し、触媒効率の飛躍的な向

上を目指す。

狙い

リン酸銀（Ag3PO4）が可視光照射下で画期的な酸化特性を有する光触媒であることを

世界で初めて発見した。

Ag3PO4のバンド構造はキャリア移動に有利な形をしていることが明らかとなった。

研究の
ポイント

Ag3PO4の優れた光触媒特性 高活性機構の解明と水分解への応用

Ag3PO4のバンド構造はキャリア移動に有利な形をしていることが明らかとなった。

Ag3PO4の��なバンド構造可視光照射下での���き酸化力

キャリアの移動に有利
な形をしたバンド構造

従来の光触媒

光触媒を陽極に、Pt
などの金属を陰極と
した電池を構成する
と、犠牲剤を用いず

光電極�ルシステム有機�料���ン�ルーを高効率で分解

およそ４分で分解

と、犠牲剤を用いず
に水分解や有機物
分解ができる。図に
示すようにバイアス
付加に太陽電池を
用いると自然エネル
ギーのみでシステ
ムが稼働する。

Ag3PO4は可視光照射下で強い酸化力を発揮する。

酸素発生試験での量子収率は９０％（~420nm）と極め

て高い値を示した（従来の光触媒は２０％程度）。

太陽光を利用した水分解、有機物分解の高効率化を実

まとめ

還元材料と組み合わせることで、水の光分解を促進し、大量
の水素を生成する。

室内光でも高い活性を有する事を利用し、屋内の有害物質
や細菌の分解に応用する。

人工光合成を実現し CO を還元して燃料を生成することで

将来の夢

光触媒材料�ン�ー �� �人 E-mail：UMEZAWA.Naoto@nims.go.jp

太陽光を利用した水分解、有機物分解の高効率化を実

現する優れた材料である。
人工光合成を実現し、CO2を還元して燃料を生成することで
地球温暖化の抑制とエネルギー問題の解決に貢献する。
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ジオマテリアルに由来する光触媒材料
Photocatalytic Materials originated from Geomaterialsy g

Key words: Photocatalysis, Geomaterial

光触媒材料としては、ＴｉＯ２、ＺｎＯ等の酸化物半導体が良く検討されている。本研究では、

地球表層に豊富に存在する非毒性元素よりなるジオマテリアルとＺｎＯとの組み合わせに
研究の
狙い

注目し、有用元素Ｚｎの使用量を削減できる新しい光触媒材料を創製する。
狙い

代表的ジオマテリアルである粘土鉱物系材料に注目した。陽イオン性、及び陰イオン性有

害物質の光触媒分解反応を目指し、Ｚｎをその構造中に含む陽イオン交換性粘土鉱物

（スメクタイト）及び陰イオン交換性粘土鉱物（層状複水酸化物：ＬＤＨ）を合成した

研究の
ポイント

Zn-スメクタイトの光触媒活性能 ZnAl-層状複水酸化物の光触媒活性能

（スメクタイト）及び陰イオン交換性粘土鉱物（層状複水酸化物：ＬＤＨ）を合成した。

�����������

Zn-Sap�nite (Zn-Sap): Zn2�l1:�Zn �l (OH) ]��l ・�� Ｏ]p ( p)
(�Zn3(Si3�67�l0�33)O10(OH)2]�a0�33)��

Zn-Hect��ite (Zn-Hec)�:
(�Zn2�5�i0�5)Si4O10(OH)2]��a0�5)
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自然に学んだジオマテリアルの創製。

スメクタイト光触媒材料の開発。

層状複水酸化物光触媒材料の開発。

可視光にも応答する光触媒材料へ。

有害物質を完全に分解する光触媒材料へ。

環境にやさしいジオマテリアルの開発へ。

将来の夢まとめ

光触媒材料��タ� �� ����� ����� �� E-mail： YAMADA.Hirohisa@nims.go.jp           

希少元素の削減への貢献。 安心・安全で持続的な社会の実現へ。
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金属間化合物ナノ粒子による排気ガス清浄化
Exhaust purification by intermetallic nanoparticlesp y p

Key words: intermetallic compound, nanoparticle, exhaust purification 

健康で安全な社会生活と、潤沢で安定したエネルギー供給を両立させる上で、これまで

最も重要な役割を果たして来た「排気ガス清浄化触媒」技術は、現在、清浄化活性の向上と研究の
狙い

貴金属使用量の削減という、相容れない２つの課題の解決を迫られています。
狙い

研究の
ポイント

従来の材料と比べて２倍以上優れた清浄化能力を備えた排気ガス清浄化触媒：

「金属間化合物Pt3Tiナノ粒子」の開発に成功、貴金属使用量の大幅削減を実現しました。

高活性排気ガス清浄化触媒：Pt3Tiナノ粒子 超高分散「�ン���ー��Pt3Tiナノ粒子」

排気ガス
清浄化�応

���

��

化�

��

���

��

貴金属��量��.�：排気ガス清浄化触媒 超高活性と��性の実現：超高分散Pt3Tiナノ粒子

�分散：

粒子��
活性�

注射器

ナノ粒子�成
有機金属を還元液に注入 Pt3Ti ナノ粒子「�ン�」

ゴム製キャップ

不活性ガス雰囲気

＋����

清浄化��

���

��

���

����

��

��

�金
239,000 kg
(�間）

�を使わ�に金属を「溶�す」： Pt3Tiナノ粒子液��成 高分子がナノ粒子を「��」：デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子�成

水溶性��高分子：
デンドリマー

Pt3Tiナノ粒子 デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子

排気ガス
清浄化�応

活性�下

超高分散：
活性�下
なし

デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子�成

７日間攪拌

デンドリマー包摂
Pt3Tiナノ粒子Pt3Tiナノ粒子

10 nm

Pt(COD)Cl2 + 
TiCl4(THF)2/THF
+ 担持材料

有機溶媒注入

ナノ粒子洗浄

5 cm

二口フラスコ

攪拌子

化学還元液

（Na-Naphthalide/THF）

超音波洗浄 遠心分離遠沈管へ移す

上澄み除去

Pt3Ti ナノ粒子

高活性排気ガス清浄化触媒：Pt Tiナノ粒子 水溶性・超高分散 デンドリマー包摂Pt Tiナノ粒子

デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子の分離

攪拌子

７日間攪拌

純水

デンドリマー

10 nm

遠心分離

沈殿 沈殿物の除去

デンドリマー包摂
Pt3Ti ナノ粒子

10 nm

Ti
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Pt3Ti 
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10 nm

高活性排気ガス清浄化触媒：Pt3Tiナノ粒子 水溶性・超高分散 デンドリマ 包摂Pt3Tiナノ粒子

強い青色蛍光超高分散 �しい有機・�機���リッド分子

高活性排気ガス清浄化触媒：Pt3Tiナノ粒子の開発に成功。

従来材料の２倍以上（貴金属当量）の清浄化活性を実現。

超高分散「デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子」を創出。

デンドリマー包摂Pt Tiナノ粒子が強い青色蛍光を発すること

まとめ

貴金属を使わない排気ガス清浄化触媒の実現。

デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子の医療応用：

強い青色蛍光を利用したガン細胞マーキング技術の

実現

将来の夢

反応温度（℃）

デンドリマー包摂Pt3Tiナノ粒子が強い青色蛍光を発すること

を発見（量子効率３５％）。

実現。

���材料�ン�ー �� �� E-mail： ABE.Hideki@nims.go.jp
Saravanan Govindachetty・��・����・��・��洗�子・下���＋��� ��� ・Cornell University
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高速水処理膜の製造
Development of high-speed water treatment membranes

Key words: nanoporous membranes, water treatment, separation

世界的な水問題を解決するために、有害物質（農薬やウイルス等）を高速で除去する水処

理膜が求められてる。また、２１世紀の創エネルギー技術を開発するために、エタノール等
研究の
狙い

のバイオ燃料の高効率な分離膜、浸透膜発電用のＲＯ膜（逆浸透膜）が切望されている。
狙い

ナノストランドを利用して、タンパク質（フェリチン）やダイヤモンド様カーボン（DLC）の極薄

の多孔性シートを作製した。フェリチン膜は、従来の水処理膜の１０００倍の速度で有機物

を除去することができ DLC膜は 有機溶媒用ナノ濾過膜としての卓越した性能を示した

研究の
ポイント

タンパク質の高速水処理膜 多孔性ＤＬＣ（カーボン）膜

を除去することができ、DLC膜は、有機溶媒用ナノ濾過膜としての卓越した性能を示した。

900

NF膜

UF膜

４０ｎｍの���膜フェリチンの多孔性シート
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Ｓ-�����の�孔�： 1 nm at 80 kPa

（陽極酸化アルミナ膜の上に作製）

尿素

プロトポルフィリン

20-40 nm

プロトポルフィリンの濃縮 エタノール中の分子 阻止率（%） 流束（L/h·m2）

アゾベンゼン 93.3 40.2
フルオレセイン 99.8 32.7

プロトポルフィリン 100 31.1

１０ｎｍの���膜

プロトポルフィリンの濃縮

乾燥状態での硬さ: 320 MPa
ヤング率: 4.4 GPa
酸塩基安定性: pH 1.5 – 13.0

�孔�: 1.7 - 2.2 nm
流束: 6,000 L/h·m2·bar

10 nm

Ｎ-�����の�孔�： 2～3 nm
プロトポルフィリンの阻止率: 61.2% (流束: 371.6 L/h·m2)

旭化成クラレメディカル（株）と人工透析
用フィルターの共同開発を実施中

1 cm

製造��と特�

機構特許の無機ナノストランドとフェリ
チンを混合し、濾紙上に展開してフェリ
チンを架橋し、剥離後にナノストランド
を除去することで、４０～１００ｎｍ程度
の極薄の多孔性シートとなる。

タンパク質の架橋により、多孔性ナノシートを製造。

従来の1000倍の透過速度での有機分子の濃縮に成功。

数10 nmの薄さの多孔性DLC膜を製造。

有機溶媒に適用できる高速ナノ濾過膜を実現

まとめ

人工透析用フィルターとしての早期の実用化。

産業用、上水用水処理膜としての実用化。

バイオ燃料製造プロセスへの高速水処理膜の応用。

高性能ＲＯ膜の開発と浸透圧発電 の応用

将来の夢

ナノ有機センター �ノ� � E-mail： ICHINOSE.Izumi@nims.go.jp

有機溶媒に適用できる高速ナノ濾過膜を実現。 高性能ＲＯ膜の開発と浸透圧発電への応用。
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新規ガス吸着材料としての
ネットワーク状高分子ナノファイバー

Polymer nanofiber network to gas separation application

現在注目を集めている水処理技術と同様に、ガス分離技術も次世代社会のインフラを支

える基盤技術になる可能性が高い。革新的な分離材料の開発により、真に有効な環境技
研究の
狙い

Polymer nanofiber network to gas separation application
Key words: polymer nanofiber, gas separation, porous material

術として、省エネルギーでコンパクトなガス分離プロセスの実現を目指す。
狙い

従来型の多孔性材料（ゼオライト・活性炭）と異なる、やわらかな高分子を素材とするガス

吸着（吸収）剤の新しいコンセプトを提案した。高分子材料の研究を通じてネットワーク状

高分子ナノファイバーを独自開発し、ガス吸着特性の評価を行なって有用性を示した。

研究の
ポイント

高分子ナノファイバ を独自開発し、ガス吸着特性の評価を行なって有用性を示した。

一般性の高いナノファイバー作製手法を開発
ガラス転移温度の高いさまざまな汎用高分子からナノファイバー化が可能

30 

CO2吸着（ 10 atm）

単位体積あたりのガス分子
吸着量の圧力依存性

CO2

吸脱着サイクル

PS PC

ナノファイバーの構造 ガス分離特性
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C
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m
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m
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脱着（真空）

N2

6倍
203 m2/g
18  6 nm

200 nm

PSf

260 m2/g
18  7 nm

200 nm

PES

0
0 10 20 30 

P (atm)

0 
0 10 20 30 

t (min)
圧力変化による
1分以内の可逆な吸脱着

脱着（真空）

265 m2/g
14  6 nm

200 nm

PAN

237 m2/g
16  6 nm

200 nm

PVC

圧力にほぼ比例した吸脱着

分離メカニズムの比較

高分子ナノファイバー 多孔�材料（従来）

比表面積 100–300 m2/g直径 10–30 nm
フィルム・ファイバー・コンポジットなど多彩な形態

211 m2/g
13  5 nm

200 nm 122 m2/g
21  6 nm

200 nm

素材 高分子/やわらかい ゼオライト・活性炭/硬い

選択性 高分子との親和性 細孔サイズ・形状

容量 溶解度 比表面積

内部まで
吸収

表面のみ
吸着

水蒸気など混合ガス分離における吸着阻害の回避に有望

汎用非晶性高分子からネットワーク状高分子ナノファイ

バーを作製

極細ナノファイバー（直径10–30 nm、比表面積100–300 

m2/g）による表面特異性を生かしたバルク材料開発

まとめ

CO2回収削減による地球環境保全

溶剤回収プロセス（VOC）への応用

有価ガスの分離・再利用

省エネルギー・コンパクトなガス分離の実現による持続可

将来の夢

ガス分離材料としての新規コンセプトを提案・実証
省エネルギー・コンパクトなガス分離の実現による持続可

能社会への貢献

ナノ有�セン�ー �� �� ・ �ノ� � E-mail： SAMITSU.Sadaki@nims.go.jp
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白金族金属を使った高温構造材料と機能材料
Functional and High temperature structural materials using 

Platinum Group Metals (PGM)Platinum Group Metals (PGM)
Key words: 優耐酸化性、コーティング材料、バイオセンサー

白金族金属は資源が限られているが、他の物質では代え難い優れた性質を有しているた

め、高温構造材料、コーティング材料、触媒・電極などとして使われている。本研究では、

金族金 特性を極限 き 有効 使う 技術 を 指す

研究の
狙い

白金族金属の特性を極限まで引き出し、有効に使うための技術開発を目指す。
狙い

 耐酸化性が問題であった超高温用材料イリジウム(Ir)合金の耐酸化性向上を目指す。

 ガスタービンなどに使われているNi基超合金コーティング材として従来材(Pt)よりも寿命
の長い新たなコーティング材およびプロセスの開発を行う。

 バイオセンサー電極として使われている白金(Pt)以外に 新たな電極材料を探索する

研究の
ポイント

高温強度と耐酸化性に優れた高温材料の開発

 バイオセンサー電極として使われている白金(Pt)以外に、新たな電極材料を探索する。

Al2O3 ス�ール

Pt

長寿命のコーティング材料の開発

ボイド生成

表面改質により生成したIrAl

Ir合金

Ir合金にアルミナイズ処理を行い、表面に安定な
IrAl・Al酸化物を生成させることに成功。

Ni基超合金に対してPtIrめっきに成功。酸化試験中、ボイド
が少なく 減耗も少ない 従来材Ptよりも優れたPtI コ ティ

50µmPtIr高温用るつぼやエンジン
プラグとしての利用

ボイド生成少
1100℃繰返酸化試験

100回繰返試験後
の断面

IrAl Al酸化物を生成させることに成功。

1100℃酸化試験

が少なく、減耗も少ない、従来材Ptよりも優れたPtIrコーティ
ング材の開発に成功。

高温強度と耐酸化
性に優れた合金開
発に成功！

バイオセンサー電極材料の開発

血糖値（グルコース）
測定センサー

。
アルミナイズ処理しなかった合金はIr酸化物が生成・揮発する
ため、減耗するが、アルミナイズ処理すると、減耗が減った。

通常使われているPt以外で、Ir合金がバイオセンサー電極と
して可能性があることを見いだした。 （NECとの共同研究）

グルコース酸化酵素
固定化膜

-アミノプロピルトリエ
トキシシラン

グルコースセンサー断面�

Ir-Nb 電極

Ir Nb

耐酸化性が問題であったイリジウム合金に表面改質する

ことにより耐酸化性に優れた高温材料を開発した。

白金とイリジウムの合金めっきに成功し、従来コーティン

グ材よりも優れたコーティング材を開発した。。

バイオセンサ 電極として白金以外にもイリジウム合金

まとめ

材料開発の設計指針となるような白金族金属の基礎デー

タを構築する。

白金族金属の更なる可能性を見いだし、有効利用技術開

発を行う。

将来の夢

��・������材料����� ����� E-mail： MITARAI.Yoko@nims.go.jp
����、����、��、����、�����、��、����、���、Bao Zebin、G.Saravanan

バイオセンサー電極として白金以外にもイリジウム合金

が使えることを見いだした。



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20） —68—

3
環
境
再
生
・ 

資
源
利
用

自己組織化を利用した高性能酸化物半導体
マイクロガスセンサの開発

Development of high efficiency micro gas sensor

ガスセンサの作製は元来ナノ粒子の①合成、②膜の堆積といった多段ステップで行われ

る。本研究では、マイクロガスセンサチップのOne-pot合成を目指し、溶液中からZnO膜を
研究の
狙い

Development of high efficiency micro gas sensor
Key words: Micro-gas sensor, ZnO, UV-assisted Electroless Deposition

基板上に直接堆積、パターニングする技術の開発を目的とした。
狙い

UV光を用いた光析出法により、溶液中からガラス基板上へ直接ZnO膜を作製することが

でき、c軸に配向したZnO膜を得ることができる。得られたZnO膜はNO2に対して高い選択

性を示し、NO２センサとしての可能性が示唆された。

研究の
ポイント

性を示し、NO２センサとしての可能性が示唆された。

膜厚 : 1.6 mm
ZnO

石英基板

光析出法を用いた酸化亜鉛膜の作製 ガスセンサ特性の評価（60分UV照射試料）
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30分照射
ランダムに堆積

マイクロロッドを堆積可能

NO2吸着

感度に換算

吸着酸素
の脱離

60分照射
c軸配向したZnO膜

作動温度の低下
NO2感度の増加

低温作動のNO2セン
サとしての応用が期

待される

溶液から直接ＺｎＯ膜を基板上に堆積することができた。

得られたＺｎＯはc軸に配向することがわかった。

各種可燃性ガス、NO2に応答を示すことがわかった。

より低温では NO に対して高感度 高選択性を示すこと

まとめ

膜の細孔、粒子サイズのナノレベルでの高次構造制御に

よるセンサ特性の最適化

センサ感応膜とドーパント、増感材の同時析出

多機能マイクロセンサチップに向けた精密なマイクロパ

将来の夢

より低温では、NO2に対して高感度、高選択性を示すこと

がわかった。

多機能マイク センサチップに向けた精密なマイク

ターン技術の確立

センサ材�センター �� �、�� � E-mail： WATANABE.Ken@nims.go.jp
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ナノスケール・原子スケールの光共振器
Nanoscale and atom-scale optical resonators

金属ナノ材料を用いると、ナノ領域に電磁場を集中でき、高感度なセンシングや高効率な

エネルギー変換が可能となります。どの様な材料、サイズ、形を採用すればよいか？ どこ
研究の
狙い

Key words: 金属ナノ構造、局在プラズモン、センシング

まで小さな物質が使用できるのか？ など、日々材料探索と性能評価を進めています。
狙い

微小な金属ナノ構造では、自由電子が同期して振動する局在プラズモンと呼ばれる現象

が生じます。この振動の周波数やバンド幅を、材料のサイズ、形状、間隔をナノ加工技術

や自己組織化により精密にコントロールすることで制御し、センシング等に応用できます。

研究の
ポイント

金ナノワイヤー、金属インジウムの原子ワイヤーの中

の局在プラズモンによる赤外域の共振器モードの研究

や自己組織化により精密に ント ルする とで制御し、センシング等に応用できます。

ブロードバンドで電場増強効果の高いナノギャップ、

膜の構造制御とその赤外センシングへの応用

ナノワイヤーの局在プラズモン共振 ナノギャップ構造と制御

ナノギャップと充填 幅10nm のギャップ金ナノアイランドの成
ナノロッドのサイズと構造・間

隔により共鳴周波数を制御

シリカ薄膜(厚さ3nm)のフォノン

に周波数を同期させ高感度検出

ナノギャップと充填
率を最適にチューニ
ングした島状金薄膜

幅10nm のギャップ

に生じる増強電場の
シミュレーション

（右）センサー膜に単分子層の
オクタデカンチオールを吸着さ
せ、バルクのオクタデカンチオー
ル結晶にも匹敵する大きなシグ
ナル(32%) と増幅に成功！！

金ナノアイランドの成
長とナノギャップサイ
ズのコントロール

32 %0.8

0.9

1.0

1.1

R
/R

0

原子スケールのナノワイヤー（幅

1nm）の中の赤外プラズモンの共振

器モードを発見。原子ワイヤーの長

さを変化させ共鳴周波数を制御。

ナル(32%)へと増幅に成功！！

（下）生体分子のセンシングへ
の応用の模式図

1000 1500 2000 2500 3000

0.7

Wave number [cm-1]

金属一次元構造の長さで共振器周波数をコントロール。

僅か3nm の超薄膜のフォノンシグナルを増強し検出できる。

島状膜の構造を最適化して、ランダムナノアンテナを製作。

まとめ

生体・環境センシング用の高感度赤外プローブ製作。

原子スケール光学部品実現への指導原理、知的基盤整備

ファンドリーと自己組織化ナノ制御を用いた複合材料の開拓。

将来の夢

さを変化させ共鳴周波数を制御。

（世界最小の光共振器！？）

島状膜の構造を最適化して、ランダムナノアンテナを製作。

赤外帯域のブロードバンドな共鳴を利用してセンシング応用。

ファンドリ と自己組織化ナノ制御を用いた複合材料の開拓。

非貴金属プラズモニック材料の開拓による元素戦略

MANA（��ナノアー�テクトニクス研究��） 長� �� E-mail： NAGAO.Tadaaki@nims.go.jp
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新しい鉄系超伝導体 FeSe•FeTe
Novel Fe-based superconductor FeSe • FeTeNovel Fe based superconductor FeSe  FeTe

Key words: Iron, Superconductivity, Energy

2008年2月、新しい鉄系高温超伝導体が発見された。なかでもFeSe系は最も単純な結晶

構造を持ち 超伝導メカニズムの解明や応用の観点から注目されている

研究の
狙い 構造を持ち、超伝導メカニズムの解明や応用の観点から注目されている。

FeSe系は母相が二元系であり、さらに他の鉄系超伝導体に比べ毒性が低いため応用に有

利である。ここではその一例である超伝導線材の試作について紹介する。

狙い

研究の
ポイント
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鉄系超伝導線材において初の通電法によるJcの観測．
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大気とお酒が誘起する新鉄系超伝導体 ex-situ プロセスにより作成した単芯および多芯線
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FeSeの巨大な圧力効果を発見(Tc: 13 → 37 K)。

新超伝導体FeTe1-xSxの示す奇妙な振る舞いを発見。

FeSe系超伝導線材において超伝導電流の観測に成功。

まとめ

鉄系超伝導メカニズムの解明

新超伝導体の発見

FeSe系超伝導線材の臨界電流密度の上昇.

将来の夢

超伝導材�セ��ー ���� E-mail： TAKANO.Yoshihiko@nims.go.jp
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液体ヘリウムフリーマグネットのためのMgB2線材開発

The Developments of MgB2 wires for Liquid He free Magnets

MRI装置やリニアモーターカー等の超伝導応用機器にとって、液体ヘリウムは欠くことの出
来ない冷媒であるが、将来枯渇および価格の高騰が避けられない物質である。研究の

狙い

g g

Key words: 超伝導線材、液体ヘリウムフリー

● 液体ヘリウム温度以上で動作する超伝導線材の開発が必要。
狙い

MgB2超伝導体は液体ヘリウム温度（4.2K)より高い温度(39K)で超伝導転移。

● 10 K – 20 Kの温度域で応用可能なMgB2線材新作製法の開発

● 各温度域 磁場域における臨界電流密度特性の向上

研究の
ポイント

● 各温度域、磁場域における臨界電流密度特性の向上

7-filaments
Ic(4.2K,10T)=55.3A
Reacted Area=5.6x10-4cm2

J (4 2K 10T) 9 9x104A/cm2ye
r 640℃x1h

106
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Wire MgB2 Wire
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多芯化による特性劣化無し

内部拡散法によるMgB2線材の作製 内部拡散法MgB2線材の特性

新内部拡散法
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まとめ

液体ヘリウムフリーで動作する小型マグネットの開発

液体水素下で動作する電力応用機器へのMgB2線材の適

用。

生成、貯蔵、輸送が可能な水素社会達成のための電力

将来の夢
Magnetic Field (T)

MgB2線材の新たな作製手法を開発した。

内部Mg拡散法により、単芯線材から実用上必要な多芯

線材まで作製可能。

内部Mg拡散法線材において20K, 5Tの磁場で5万A/cm2 生成、貯蔵、輸送が可能な水素社会達成のための電力

機器への超伝導線材の導入。

内部 g拡散法線材において , 5 の磁場で5万 /c

（リニアモーターカー運転電流に匹敵）を達成した。

超伝導材���ター �� ��、�� �� E-mail： MATSUMOTO.Akiyoshi@nims.go.jp



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20） —72—

4
超
伝
導
・
磁
性
・

誘
電
体
材
料

Nb3Al超伝導線材の進展
Progress of Nb3Al Superconducting Wires

研究の
狙い

g 3 p g

Key words: tolerance to stress-&-strain, Ta matrix, stability

●核融合発電システムでは、大型超伝導電磁石によるプラズマの磁場閉じ込めが不可欠。

●そのためには耐電磁力・ひずみ特性に優れたNb3Al超伝導線材が必要。
狙い

研究の
ポイント

●高エネルギー粒子加速器・大電流容量導体にも期待。

実用超伝導線材として不可欠な電磁気的安定性を確保するために

●Nb3Alフィラメント廻りのマトリックス（拡散バリア）材質をＴａに替えた新しい断面構造

●イオンプレ ティング/電界メッキまたは塑性加工を利用したCu安定化材 複合技術

電解メッキCu安定化Nb3Al線材 （>1km） 複合加工Cu安定化Nb3Al線材

supply reel

moving speed : 2m/min

supply reel

moving speed : 2m/min

Cuイオンプレーティング前処理：酸化膜除去
高速電解厚メッキ

7 m/h

急冷後複合加工（リスタック）法

●イオンプレーティング/電界メッキまたは塑性加工を利用したCu安定化材・複合技術

1mCu ion plated seed layer

Nb h th f Nb Al i
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10 turns of wire
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Nb sheath of Nb3Al wire

工程進行に伴う線材断面変化
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大電流容量ケーブル試作 -0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4
NbマトリックスNb3Al 

(HE2432), 0.5, df=33m

磁
化

 (
x1

00
0
 k

A
/m

)

TaマトリックスNb3Al

 (ME489), 1.0, df=32m

0.2 mm

線材断面 磁化特性

Ta

Nb3Al

大電流容量ケ ブル試作

核融合炉用ケーブル

加速器用ケーブル
（NIMS-フェルミ研-高エネ機構)

（NIMS-原子力機構)

-6 -4 -2 0 2 4 6

-0.4

-0.3

-0.2

リスタック(Taマトリックス）Nb3Al

(ME490-RS), 1.0, df=14m

非
銅

部
磁

磁場 (T)

4.2 K

低交流損失／耐ひずみ性／低コスト

課題

特徴

長尺化：>1 km （現状：～100m）

SUS

Taマトリックスの採用による低磁界不安定性の抑制。

大電流容量導体に不可欠な丸線のCu複合技術としてイ

オンプレーティング／高速電解メッキ技術(>1km)を確立。

核融合・加速器応用として大電流容量ケーブルの試作。

まとめ

大電磁力・高ひずみ環境に対応できる超伝導線材へ。

従来線材であるNb3Snを越える低コスト性の実現。

核融合発電実証炉の超伝導マグネットケーブルに採用。

核融合発電によりエネルギー問題を究極的に解決

将来の夢

核融合 加速器応用として大電流容量ケ ブルの試作。

塑性加工を利用した新しいCu複合技術の試み。

核融合発電によりエネルギー問題を究極的に解決。

超伝導材��ンター ���� E-mail： TAKEUCHI.Takao@nims.go.jp
��安����������������(JAEA)�����(KEK)
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薄膜中の超伝導電流測定
Electric Current Measurement in Superconducting 

Thin Films by Scanning SQUID MicroscopyThin Films by Scanning SQUID Microscopy
Key words: superconductor, thin film, current measurement

超伝導体薄膜の膜面内での電流観察は、これまで間接的な方法で行われており、局所的

な電流をピンポイントで測定することは困難であった。研究の
狙い

本研究はこれを直接的に明らかにしようとするものである。

狙い

走査SQUID顕微鏡による直接観察と数値解析を用いることで、超伝導薄膜試料内での局

所的な電流をピンポイントで測定できる。

超伝導薄膜デバイスや薄膜導体の特性評価への展開の可能性

研究の
ポイント

直接観察による薄膜測定 数値演算による電流解析

超伝導薄膜デバイスや薄膜導体の特性評価への展開の可能性。

115‐120

110‐115

105‐110

100‐105

95‐100

90‐95

85‐90

試料ステージと試料例

85 90

80‐85

75‐80

70‐75

65‐70

60‐65

55‐60

50‐55

45‐50

40‐45

35‐40

30‐35

25‐30

20‐25

15‐20

10‐15

5‐10

電流分布解析例

アンペールの法則

ビオサバ ルの法則

r
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2
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迂回

1

0
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2
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4

5

‐5 ‐4 ‐3 ‐2 ‐1 0 1 2 3 4 5
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プラス方向のピーク

試料ステージと試料例 電流分布解析例

ビオサバールの法則

24
ˆ

r
Idd


rlH 
 rrr  rr,/ˆ

Nb

‐5

‐4

‐3

‐2

‐1

溝
マイナス方向のピーク

測定データとシミュレーション 原理と計算結果

超伝導薄膜中の電流を直接観察することが可能。

電流の方向と大きさがわかる。

薄膜上の局所的な電流をピンポイントで分析可能。

まとめ

より定量性を高めた測定方法の開発

より簡便な測定方法の開発

超伝導デバイスや超伝導線材の実評価法への展開

将来の夢

ナ�テク��ジー����ラ� ���� E-mail： ARISAWA.Shunichi@nims.go.jp
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Dyフリーの永久磁石開発
Development of Dy free permanent magnet

Key words: Nd-Fe-B magnet, multiscale structure analysis

ハイブリット・電気自動車用モーターでは温度上昇に伴う磁石特性低下を補うため、ネオ

ジム (Nd)をジスプロシウム(Dy)で置き換えたDy含有Nd-Fe-B磁石が使われているが、資
研究の
狙い

源的制約からDyフリー磁石の特性向上が強く求められている。
狙い

水素化・不均化・脱水素・再結合(HDDR)法で製造されるNd磁石粉にネオジム銅(Nd-Cu)

合金を拡散させ、微細結晶の界面組成を制御することによって、Dyなどの資源的に希少

な重レアアースを使わなくても、保磁力を高めることができることを実証。

研究の
ポイント

DyフリーNdCu拡散法と磁気特性の向上 組織解析による特性向上の起源解明

な重レアア スを使わなくても、保磁力を高めることができることを実証。

HDDR法で作製したNd磁石粉と、液体急冷法で作製した
Nd80Cu20合金を４：１の割合で混合し、2段階熱処理を実施。

拡散処理
拡散処理前 Nd-Cu合金拡散処理後

顕
微

鏡
子

像Nd80Cu20合金を４ １の割合で混合し、2段階熱処理を実施。

磁気特性
・ HDDRプロセスで作製されたNd磁石の特性（磁石特性で
重要な「保磁力」）は、その結晶粒径から予測される値より
も小さい

HDDR
Nd80Cu20 = 0.2

熱処理条件
1) T=700˚C t=30min
2) T=550˚C t=60min 走

査
電

子
顕

反
射

電
子

ル
タ

ー
N
d
マ

ッ
プ

も小さい。

・ 拡散処理によって、保磁力が16.6kOeから19.5kOeに
増加。

・ この保磁力は、HDDRプロセスで作製されたDyフリーの
異方性Nd磁石で最大の値。

Nd
C

エ
ネ

ル
ギ

ー
フ

ィ
ル

透
過

電
子

顕
微

鏡
N

ヒステリシス曲線
マルチスケール組織解析の結果、磁石の結晶がNdの濃化し
た粒界相により分断されていることが判明

Nd、Cuの３D原子マップ 組成プロファイル

19.5kOe

保磁力の結晶粒径依存性

Cu

~60nm

融点の低いNd-Cu合金を結晶粒界に沿って拡散させ、結

晶粒界のNd組成を改善。

粒界相の形成により、結晶粒間の磁気的結合を切ること

まとめ

マルチスケール組織解析による保磁力発現機構の解明。

Dyフリー永久磁石の更なる特性向上。

以上を達成することで、低炭素社会の実現に貢献。

将来の夢

ヒステリシス曲線 た粒界相により分断されていることが判明。保磁力の結晶粒径依存性

磁性�����ー �� �� E-mail： Kazuhiro.HONO@nims.go.jp
＊Hossein Sepehri Amin、�久保 �� �＊��� �����

気

が、保磁力増加の要因。
以上を達成することで、低炭素社会の実現に貢献。
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非磁性不純物置換によって磁性と誘電性を制御
Control of both magnetic and dielectric properties 

with non-magnetic impurity dopingwith non magnetic impurity doping

Key words: multiferroics, neutron scattering

磁化と電気分極を組み合わせた次世代メモリへの発展が期待されるマルチフェロイクス

材料において、物質内部の磁性（スピン）と誘電性のミクロな結びつきのメカニズムを解研究の
狙い

明し、新しいタイプの機能性材料開発の指針を提案する。
狙い

研究の
ポイント

CuFeO2という磁性体に微量のGaイオンをドープすることによって、強誘電性が発現する

ことを見出した。マルチフェロイクス材料開発において、「不純物誘起強誘電性」という

新しい概念を与えることができた。新しい概念を与えることができた。

マルチフェロイクス
磁性と誘電性を合わせ持った物質

磁場で電気分極を 電場で磁化を制御

中性子回折によって磁気構造を決定

楕円螺旋磁気構造

不純物置換マルチフェロイクス単結晶育成 中性子散乱によるメカニズムの解明

磁化
スピン

電気
分極

磁場

電場

磁場で電気分極を、電場で磁化を制御

例：磁場印加によ
る電気分極の発現 日本原子力機構

非磁性イオン置換により強誘電体になる物質
を発見

浮遊溶融(FZ)法による単結晶育成
CuFe1-xGaxO2

誘電分極と螺旋磁性カイラリティーが一対一対応

強誘電分極の観測

偏極中性子でカイラリティーの電場反転を観測

強誘電性の発現機構解明の足がかり

不純物置換誘起マルチフェロイクスCu(FeGa)O2の発見。

強誘電分極と螺旋磁性の密接な関係を示唆。（中性子散

乱実験による成果）

螺旋カイラリティーと誘電分極の向きが一対一に対応。

まとめ

非磁性不純物置換効果を他のマルチフェロイクス候補物

質に応用。

室温、低磁場で動作し、複合外場制御できる次世代大容

量メモリへ発展。

将来の夢

量子�ー��ン�ー ���� E-mail： TERADA.Noriki@nims.go.jp

螺旋カイラリティ と誘電分極の向きが 対 に対応。

����、�中���、����� （�����大�）
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光による幾何学的絶縁体の相転移理論
Photoinduced phase transition in topological insulators

近年発見された幾何学的絶縁体は，バンドギャップを持ちながら「表面」では電子が自由

に移動する物質であり，磁気光学や輸送現象に興味深い特性を示す．これらを材料として

p p g

Key words: 物性理論，幾何学的絶縁体，光誘起現象

研究の
狙い

機能させるために，各特性を制御する方法を理論的に提示する．

円偏光を照射し，その光強度をゆっくりと変化させることにより，物質系に対して，光学的

断熱操作を施す．これにより，波動関数の位相が変化し，その効果として異なる物質状態

の間で転移が可能になることを理論的に示した

狙い

研究の
ポイント

の間で転移が可能になることを理論的に示した．

■3次元相図：秩序変数Cの図示
断熱操作

波動関数の
位相の変化

物性変化
分散関係(エネルギーと
波数の関係)の「捻れ」を

光学的断熱操作 光で誘起する相転移

量子系
位相の変化

物性変化

通常絶縁体：

バンドギャップがあるので絶縁体

幾何学的絶縁体：
バンドギャップがあるのに電流

スピントロニクス材料

マルチフェロ材料

スイッチング材料
電荷輸送 (例)無磁場ホール電流

スピン輸送 (例) 量子スピンホール効果

磁気電気光学効果 (例) 光で磁化制御

（物質パラメータ）

示す指標

考察する系

円偏光照射
光強度=「断熱変数」

アイデア：
光を使う

新規特性の発現制御

通常絶縁体
幾何学的
絶縁体

相転移

λ＝光強度
・断面図

C=+1 or -1
幾何学的絶縁体

C=0
通常絶縁体

（物質パラメータ）

定義：分散関係(エネルギーと波数の関係)が「捻れて」いるバンド絶縁体

■考察する系

グラフェン様2次元電子系

円偏光照射
幾何学的絶縁体 通常絶縁体

・電荷輸送特性

Cf. 量子ホール効果

類似性

照射する円偏光強度をゆっくりと変化させることにより，断

熱操作が可能になることを理論的に示した．

光学的断熱操作で，電子系の波動関数の位相が変化．

幾何学的な量で特徴付けられる物質状態間での転移が

スピン輸送特性，磁気光学応答の議論

他の2次元系物質への応用，3次元系への理論の拡張

数理物理的側面での拡張

新規材料の理論的提案

まとめ 将来の夢

幾何学的な量で特徴付けられる物質状態間での転移が

可能．
新規材料の理論的提案

���学�ンター ���� E-mail： INOUE.Junichi@nims.go.jp
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高分子材料によるソフト・チューナブルレーザー

Soft Tunable Lasers by Polymer Materialsy y

Key words: 有機・高分子材料、フォトニック結晶、レーザー

青色発光ダイオードや有機ＥＬに代表されるように、発光デバイスは様々な産業において

重要な役割を担っています。現在、用途に応じた波長の光を効率良く発し、より軽く、小さく、
研究の
狙い

そして安価な新しい発光デバイスの開発が求められています。
狙い

本研究では、有機・高分子材料の最大の特徴でもある柔軟性に着目して、ソフトでチュー

ナブルなレーザーの作製に成功しました。将来、新しい光源として、情報通信分野のみな

らず レーザーテレビなどのディスプレイ分野へも応用できます

研究の
ポイント

オールプラスチックコロイド結晶レーザー キラル液晶ガラスによるチューナブルレーザー

らず、レ ザ テレビなどのディスプレイ分野へも応用できます。

フレキシブル・加工性のあるレーザー

波長をチューニングできるレーザー

デバイスは全て汎用性高分子から構成

デバイス作製に特別な装置が不要

まとめ

３Ｄレーザーテレビの光源

有機ＥＬ材料によるフレキシブル電流注入レーザー

内視鏡と併用による医療診断・治療レーザー

微小な単 光子源

将来の夢

光材料�ン�ー �� �一 E-mail： FURUMI.Seiichi@nims.go.jp
�� �、不�� �、�� ��、� ��、*�置 �� �*�����・���

デバイス作製に特別な装置が不要 微小な単一光子源

コロイド結晶による光励起レーザーデバイス
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ガリウム砒素量子ドットにおける単一光子分光

Single photon spectroscopy in GaAs quantum dots

従来の光ファイバー通信では、光源としてレーザーを使っていました。消費電力を究極的

に抑えるために、光ファイバー中に光子１個が伝搬する、量子通信技術が期待されていま
研究の
狙い

g p p py q

Key words: quantum information technology, quantum dot 

す。このためには、安定に動作する単一光子発生器を開発する必要があります。
狙い

研究の
ポイント

汎用的なシリコン光検出器は、可視域で最高感度を持ちます。この波長帯で動作する光

子源として、ガリウム砒素を材料とする量子ドットを作製しました。積層構造におけるレー

ザー動作 および微小キャビティ構造における単一光子動作の検証に成功しましたザー動作、および微小キャビティ構造における単一光子動作の検証に成功しました。

ガリウム砒素量子ドットの作製 単一光子動作の検証

液滴エピタキシー法で作製したGaAs量子ドット
単一光子状態の検証実験。光ビームを分岐し、
光子の同時検出イベントを計数します。

量子ドットの発光スペクトルと空間依存性。検出位置を
移動すると、青線、赤線のようにスペクトルが変化します。
個々の量子ドットが異なる波長で発光します。

GaAs量子ドットにおける単一光子特性。励起子遷移に
よる光子同時計数（X-X）がゼロとなり、理想的な単１光
子源となっています。

ガリウム砒素量子ドットの作製に成功

成長条件の最適化により高強度の単一ドット発光を観測

単一光子特性の実証に成功

まとめ

光ファイバー通信網との結合

モノリシックな半導体構造での小規模光演算回路の実現

新奇な量子光学現象の発見

将来の夢

量子ドット�ンター �� � E-mail： KURODA.Takashi@nims.go.jp
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発光色をサイズで制御可能なエコナノ粒子

Size-dependent Luminescence from Eco-nanocrystals

発光技術のさらなる進歩において、安価で資源豊富な元素から、生体・環境毒性

が低く、紫外～近赤外で高輝度に発光する素材の開発が求められている。
研究の
狙い

p y

Key words: シリコン、室温液相調製、有機・生体分子修飾

この広い波長領域から任意の発光を取り出せる「ナノ粒子」を開発する。

狙い

1)環境に優しく、豊富な資源量を誇る生体無毒性発光素材の開発に成功

2) 紫外－可視の広い波長域における発光をSiナノ粒子の構造制御で実現

3) 有機 生体分子による官能基化が容易（ キング蛍光ラベル の展開）

研究の
ポイント

官能基化が付与する機能

3) 有機・生体分子による官能基化が容易（マーキング蛍光ラベルへの展開）

高輝度発光Siナノ粒子

d
< 2nm

まとめ

 『合成から廃棄まで』 循環環境社会構築に貢献できるナノ

材料プロセッシングの確立

エネルギーの高効率利用に寄与するナノシステムの構築

所望する物性発現に最適なナノ構造＋分子設計を発案

将来の夢

新しい発光現象を発見。

紫外－可視で高輝度に光るSiナノ粒子を湿式調整。

サイズに依存する光吸収・発光特性。 低退色性。

表面修飾基を適切に選ぶことで 水溶性や油溶性ナノ粒 所望する物性発現に最適なナノ構造＋分子設計を発案

 テーラーメイド化の実現・機能創発

表面修飾基を適切に選ぶことで、水溶性や油溶性ナノ粒

子など、合成可能 （無添加で高分散性を実現）。

ナノセラ�ッ�スセン�ー �� �� E-mail： SHIRAHATA.naoto@nims.go.jp
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量子情報デバイスのための理想的な
GaAs量子ドットの作製

Ideal GaAs Quantum Dots for Quantum Information Devices

暗号通信や超高速情報処理等を行う量子情報デバイスを実現するには、結晶性や対称性

の優れた量子ドットを作製しなければならない。しかし、従来法では、形状・組成等の揺らぎ

により不完全な量子ドットしか作製できない 本研究ではこの問題を解決する新しい自己形

研究の
狙い

Ideal GaAs Quantum Dots for Quantum Information Devices

Key words: 量子ドット、量子情報、もつれ合い光子

により不完全な量子ドットしか作製できない。本研究ではこの問題を解決する新しい自己形

成手法を提案する。

狙い

•当機構で開発されこれまで研究を進めてきた「液滴エピタキシー法」を発展させ、結晶品

質及び、形状特性（面内対称性）が大幅に向上した理想的な量子ドットを実現した。量子

ドットからの高強度・狭線幅の発光を実現し、さらに微細構造分裂幅の大幅な抑制に成功し

研究の
ポイント

液滴エピタキシー法による量子ドットの自己形成

（NIMSオリジナルの量子ドット自己形成手法）

高対称性・高品質量子ドットの自己形成 量子ドットからの高品質な発光の実現

た。

（１）ガリウム液滴形成 （２）砒素照射により結晶化（３）熱処理により品質改善（４）埋め込み

 

単
位

） 6 K

量子ドット集団の発光特性
•高品質な量子ドットからの高強
度の発光を実現
•主に量子ドットの高さのばらつ

(111)A 今回の手法

従来の(100)面上の量子ドット

品質の改善 ← トレードオフ → 異方性の促進

（１００）表面の本質的な異方性によるもので、ストランスキ・クラ
スタノ 成長等 他 量子ド ト形成に於い も同様 問題が報告

熱処理過程

250250 nm

異方的な
量子ドット Ref. no QDs

600 700 800
 

発
光

強
度

（
任

意
単

波長（ｎｍ）

•主に量子ドットの高さのばらつ
きにより、発光エネルギーの異
なる量子ドットが形成
•量子ドットの形状が均一である
ため、高さが一原子層ずつ異な
る量子ドットの集団からの発光
が観測

1m 1m

 
単一量子ドットの発光特性
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発光エネルギー　(meV)

 (111)A -今回の手法
 (100) 　-従来の手法

1.5

 

m
)

スタノフ成長等の他の量子ドット形成に於いても同様の問題が報告。

(111)A 基板表面を利用する手法の開発

基板表面が三回の回転対称性を有する事により、熱処理後に
おいても、量子ドットの異方化は起こらない

対称性の高い
量子ドット

1.74 1.76 1.78 1.80

 

発
光

強
度

（
ｎ

ｍ
）

発光エネルギー（ｅＶ）

6 K

断面プロファイル

•高輝度で先鋭な発光線

50 nm
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1.0
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nm

Lateral distance (nm)
250250 nm

•高品質化と高対称性の両立に成功
・(111)表面上では、ストランスキ・クラスタノフ成長等の他の
手法を用いて量子ドット自己形成を実現するのは困難

�������

高輝度で先鋭な発光線
•すべての量子ドットに於いて極めて小さい微細構造分裂幅

すべての波長域の量子ドットにおいて、結晶品質及び対称性の
向上を実現

良質な単一光子、及びもつれ合い光子発生が実現可能

液滴エピタキシー法によるＧａＡｓ量子ドットの自己形成

 （111）Ａ面を用いる事により、高品質化と面内対称性の向

上の両立に成功

量子ドットから、先鋭で高輝度な発光を実現

まとめ

良質な単一及びもつれ合い光子発生の実証

量子ドットの特有の性質を有効に利用した、情報・環境・

エネルギーデバイスの実現

将来の夢

量子ドットから、先鋭で高輝度な発光を実現

面内対称性の向上により、微細構造分裂幅を大幅に抑制

量子ドット��ター �� 高� E-mail： MANO.Takaaki@nims.go.jp
�� �、Marco Abbarchi、�� ��、�� ��、�� ��
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分岐型透明連鎖微小球光導波路の光分波効果

Light splitting function in branching microsphere CROW

研究の
狙い

g p g g p

Key words: 光配線(optical interconnection)、自己組織化(self-assembly)、コロイド(colloid)

・パソコンのCPUでは、処理する情報量及び伝送速度が増大し、電気配線では追随困難。

・高速化と低消費電力化のため、集積回路内部でも光通信の使用が検討されている。
狙い

研究の
ポイント

・そして、さらに容量を増やすためには多重波長通信。 → 「マイクロ 光分波器」が必要！

透明微小球光共振器を連結させて作る光導波路(Coupled-Resonator Optical Waveguide:

CROW)を用いて作製されたミクロンスケールの分岐構造が 光集積回路の基本構造要素

である「マイクロ 光分波器」として機能することを確かめました

透明連鎖微小球光集積回路の試作 マイクロ-ジョイント形成の発見

理論計算上は、この精度では共振しない
ことになっているのですが・・・

…ところが、米国の別のグループの実験
でも、長距離伝搬が報告されています。

光ネット�ークを集積回路の中に！！
微小球配�プロセス

である「マイクロ 光分波器」として機能することを確かめました。

�リスチ�ン製の微小球で作った�� ��イ���ス製の微小球で作った��

微小球の直径精度0.05%以上が必要！！
⇒ 空気中や真空中で作った試料の実験では理論通り。

A.M.Kapitonov et al. Opt. Lett. 32 409 (2007).Y. Hara et al. PRL. 94 203905 (2007).
東京大学グループの研究

Si��ー�ング��（��、��、30°-60°��）

この�いは��？

精度誤差が 3%以上あっても伝搬します。
⇒ 特に直線の時に良好。私たちと同じ純水中で作製。

（直径2.9m微小球を20個伝搬。0.5 dB/個。）

Point A
Point B

TMTM15 1

TM16,1
TM17,1

マイクロ-ジョイント
直径 約 300 nm。

マイクロ-ジョイントは
形成されません。透明微小球を配�して作った光導波路

450 500 550 600

In
te

ns
ity

 [a
rb

. u
ni

ts
.]

Wavelength [nm]

Point C
Fluorescece
WGMs

TM14,1TM15,1

TE15,1
TE16,1

TE17,1

特�波長��が60°分岐�に
伝搬しています。（Q値≈240）。

マイクロ-ジョイントが�い��

マイクロ-ジョイントがある��

��伝搬しない

��伝搬する

(1) 光学的カップリングが劇的に改善。
(2) 直径のばらつきも補償。

実は、「�リスチ�ン」を使って「水中で作る」
ことが高い伝播係数を実現する重要な要素
になっているのではないか？

光導波路として実用可能。

マイクロ-ジョイントが形成されることで・・・

直線部で44m伝搬。0.4 dB/個 = 2.0 dB/10m。
（CdS nanowire 1.0 dB/10m; InGaAs導波路 2.3 dB/10m）

透明な微小球を連結させて共振器型 光集積回路を作製。

 30°-60°分岐構造で「マイクロ 光分波器」の機能。

膨潤現象でできたマイクロ-ジョイントが伝搬係数改善に

大きな役割（重要なのは�リスチ�ンを使って水中で作る、

まとめ

CPU内部の情報伝送の光配線化。（チップ内に光LAN）

その結果として、高速化と低消費電力化。

光配線を純水中の自己組織化現象で作製。

省エネプロセスと環境汚染リスク物質の使用低減

将来の夢

大きな役割（重要なのは�リスチ�ンを使って水中で作る、

ということ）。
省エネプロセスと環境汚染リスク物質の使用低減。

以上を通して、高度情報化社会と地球環境に貢献。

��ドットセン�ー �� � E-mail： MITSUI.Tadashi@nims.go.jp
（東�大学 ��物質�学研究�との共同研究）
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ひとつのナノ粒子で光を超高速制御へ

Photonic switching operation of a single nanoparticleg p g p

Key words: metal nanoparticle, optical nonlinearity, picosecond response

金属ナノ粒子はその強い局所電場により特異な光学的性質を示し、大きな非線形性をも

発現します。その局所電場・非線形性の理解・制御は、単一ナノ粒子でのフォトニックスイッ
研究の
狙い

チングなどナノデバイスの実現・センサー等への応用や性能・精度向上に貢献します。
狙い

非線形性はナノ粒子内の局所電場構造を敏感に反映する重要な性質で、急峻な変化を

示す共鳴領域では波長分散の評価が不可欠です。本研究では波長分散の実験的評価法

を確立し その解析評価を元にナノ構造を制御し非線形性の増大に成功しています

研究の
ポイント

3次光学感受率の波長分散の評価手法の確立
局所電場増強によりCuナノ粒子の非線形性が

約6倍に増大

を確立し、その解析評価を元にナノ構造を制御し非線形性の増大に成功しています。

Auナノ粒子材料 Agナノ粒子材料
Cuナノ粒子材料

媒質による制御

非線形性の起源

eff
(3) (; , , )  pfl

2 fl
2 m

(3) (; ,, )

局所電場の分散

局所電場

Ei 
3d ( )

m ( )  2d ( )
E0  flE0

局所電場（共鳴モード）が
ナノ粒子形態に非常に
敏感であることを利用

局所電場は材料（Au, Ag, Cu）で大きく変化するが、
必ずしも非線形特性に直接的に反映されるわけではない

CuAu Ag

非線形光学定数の波長分散の実験的評価手法を確立

非線形性の起源の解明・定量的分析に成功

ナノ構造制御による局所電場増強で非線形性の増大に

成功

まとめ

ピコ秒応答巨大非線形ナノ光学材料の開発

単一ナノ粒子によるフォトニックスイッチング動作の実現

3次非線形光学定数の物質定数としての確定

速度論的過程の形状制御による機能的ナノ材料の開発

将来の夢

量子�ー��ン�ー �� �� E-mail： TAKEDA.Yoshihiko@nims.go.jp

成功 速度論的過程の形状制御による機能的ナノ材料の開発

有機材料等、他材料への評価手法の適用
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有機-無機ハイブリッド材料の簡便な光ナノ加工
Simple nano-patterning of organic-inorganic hybrid materials

ナノメートルサイズの材料を規則的に配列することによって光伝搬のための微細素子や反

射防止膜などへ応用が可能である。金属表面に誘起されるプラズモン共鳴を利用すること
研究の
狙い

Key words: Nano-patterning, Organic-inorganic hybrid materials

によって、簡便にセラミックスやガラスをナノメートルサイズに加工する方法を確立する。
狙い

金属表面に誘起されるプラズモン共鳴を利用することによって、有機-無機ハイブリッド材

料をナノメートルサイズに加工することに成功した。この技術を用いると大量かつ大面積

に同様のナノ加工を行うことが可能である。また、有機-無機ハイブリッド材料を熱処理す

研究の
ポイント

数nmのギャップで存在する金のブロックの周囲には

プラズモン共鳴により増強電場が生じる。その増強電

ナノ加工Iでは金ブロックを作製する必要があり、大量

生産は困難である。アルミニウムの表面には365nmの

ることによってセラミックスやガラスのナノ構造を簡便に作製できる。

ナノ加工 I ナノ加工 II

場は光を当てると化学状態が変化する材料の化学反

応を誘起することができる。

約100nmの金ブロックに各

偏光方向の光を当てるとFig. 
1に示すようにそれぞれ増強

電場が形成される。

のような金ブ クの上

光によってプラズモンの干渉が起こり、約100nm程度の

周期で電場増強が生じる。（Fig. 4参照）

通常のフォトリソグラフィで

は光の回折限界により、1m
以下のサイズの加工は難し

い。プラズモンの干渉を用い

ることでより微細な加工が可
このような金ブロックの上

にFig. 2に示すようなキレート

構造を有している光感応性

TiO2系ハイブリッド材料を塗

布した。紫外線露光による化

学構造の変化を利用して、未

反応部を取り除いた Fig 3

ることでより微細な加工が可

能となる。

TiO2系ハイブリッド膜に作

製したアルミパターンを密着

させ、紫外線を露光し、未反

応部を除去した。Fig. 5 のよ

うにアルミパターンより細か

約

O Ti

O

O

C
R

CH

R’
C

O

O

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 4

反応部を取り除いた。Fig. 3
の白いところが金、その周り

にハイブリッド材料が残った。

金-TiO2間で起こる光電変

換を用いたナノ光デバイスへ

の展開が可能である。

い約250nm周期のパターン

の形成に成功した。

反射防止膜などの大面積

ナノ加工への応用やナノ粒

子を並べるテンプレートとして

の応用が可能である。250nm

40nm

Fig. 3 Fig. 5

TiO2系ハイブリッド膜を用いたナノ加工を行った。

金ブロックのナノギャップに生じるプラスモン増強により簡

便に金-TiO2ナノ材料を得た。

アルミ表面で生じるプラズモンの干渉を用いて光の回折

まとめ

金-TiO2材料を用いた光電変換材料への展開

ナノ粒子の配列によるナノ光導波路の作製

周期ナノ配列を用いた光学素子の作製

将来の夢

Fig. 3

アルミ表面で生じるプラズ ンの干渉を用いて光の回折

限界よりも微細なパターンを得た。

ナノス�ール����ラ�� �� �� E-mail： SEGAWA.Hiroyo@nims.go.jp
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放電プラズマ焼結による
透明微細粒セラミックスの合成

Fine Grained Transparent Ceramics using Spark Plasma Sintering (SPS)Fine-Grained Transparent Ceramics using Spark Plasma Sintering (SPS)
Key words: Light transmission, Alumina, Spinel

透明セラミック単結晶は、レーザー、レンズ、赤外線窓などの用途に使われている。本研

究では、強度などの機械的性質がより優れた透明多結晶セラミックスの合成とより簡易な研究の
狙い

合成手法の開発とを目標としている。
狙い

放電プラズマ焼結により透明セラミックスの合成時間を短縮し、その透明度および強度に

おいても最高レベルのセラミックスを合成した。これにより高屈折率レンズ、可視光・赤外

線窓への応用 従来セラミックスの高強度化および透明度の付与が期待できる

研究の
ポイント

高透明微細粒アルミナ 透明高強度スピネル

線窓への応用、従来セラミックスの高強度化および透明度の付与が期待できる。

昇温速度制御

低昇温速度  緻密化＋組織微細化
透明度向上

原料粉末処理

焼結前熱処理  緻密化
透明度向上

強度 透明度 低昇温速度

低温加圧焼結

透明度向上

昇温速度制御焼結

透明度向上
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従来スピネル

Sintering at 1300CSintering at 1100C

透明高強度セラミックス（アルミナおよびスピネル）の合成

透明度、強度が最高レベルの透明アルミナの合成

光散乱機構の理論モデル解析

放電プラズマ焼結の焼結機構解明

まとめ

透明度のさらなる向上（単結晶透過率の90%以上）

粒径100nm以下の高強度透明ナノアルミナの作製

多結晶体における光透過モデルの確立

大型透明セラミックスの作製

将来の夢

ナノセラミックスセ��� � �� E-mail： KIM.Byung-Nam@nims.go.jp

放電プラズマ焼結の焼結機構解明 大型透明セラミックスの作製
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光アイソレータ用TSLAG単結晶の育成と評価

Growth and characterization of TSLAG single crystal for optical isolatorGrowth and characterization of TSLAG single crystal for optical isolator
Key words: optical isolator, Faraday rotator, crystal growth

研究の
狙い

精密加工用レーザー加工機の普及に伴い，光源の安定化と

破壊防止を担う光アイソレータは非常に重要

⇒��の�� �� O �������優��光���を�� 低��トの狙い

研究の
ポイント

⇒��の��3��5O���������優��光���を��，低��トの

����ー�����を��

��������結晶を���と��しい��3��5O�������に��

⇒��の�部を��と��で��し��結晶の育成を��に

組成の�イント：���のイオン半径に�� 光����

部を と で��し��結晶 育成を��

ガーネット型構造の組成式

{C3}[A2](D3)O12
A �域�TGG以上の透過率(�に可視域)

{C3}[A2](D3)O12

C D

TAG
{Tb3}[Al2] (Al3)O12

TSLAG
{Tb3}[Sc2-xLux](Al3)O12

有効イオン半径

イオン半径の�ラン�を��
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/%
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1 40

1.60
TSLAG
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1.6

角
比
率

有効イオン半径
(D) サイト: Al=0.39Å
[A] サイト: Al=0.535Å
{C} サイト: Tb=1.04Å

有効イオン半径
(D) サイト: Al=0.39Å
[A]サイト：Sc=0.745Å
[A]サイト：Lu=0.861Å
(C）サイト：Tb=1.04Å

[

直径30mmのクラックフリー単結晶の�成に成�

TGG以上のファラデー回転角(�大1.3倍)

0
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波長/nm
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直径30mm×長さ140mmのクラックフリー単結晶

⇒Sc，Luの置換効果

透過率，ファラデー回転角共にTGG以上

∴TSLAGは��に優�たファラデー回転���

まとめ 将来の夢

更なる大型化(直径2インチ)

TSLAGを使用した光アイソレータの実用化

光���ンター *��� E-mail： HATANAKA.Tsubasa@nims.go.jp
*����，ラ�����ア��タ��，ガ��ア����ラ，���� (*�式��フ�クラ����)

∴TSLAGは��に優�たファラデー回転���
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エレクトロクロミック型カラー電子ペーパー

Electrochromic Color-E-Paper

省エネと省資源に貢献する次世代ディスプレイとして電子ペーパーが注目されています。

従来の電子ペーパーはモノクロ（白黒）表示であり、将来のカラー化が期待されています。
研究の
狙い

p

Key word: Organic-metallic hybrid polymers

我々は新機能を持つ材料の創製と、それを用いた電子ペーパーのカラー化を目指します。
狙い

エレクトロクロミック（電気で色が変わる）特性を有する新しい材料（有機／金属ハイブリッ

ドポリマー）を開発し、それを用いたカラー表示デバイスの作製に成功しました。一枚のポ

リマーフィルムで複数の色を表示できるので、薄いカラー電子ペーパーが実現可能です。

研究の
ポイント

有機／金属ハイブリッドポリマーの開発 カラー表示デバイスへの応用

リマ フィルムで複数の色を表示できるので、薄いカラ 電子ペ パ が実現可能です。

金属イオン
有機／金属ハイブリッドポリマーが優れたエレクトロクロ

ミック機能を持つことを発見した。このポリマーフィルムを

用いて表示デバイス と応用した

有機モジュール
有機／金属ハイブリッドポリマー

錯形成 用いて表示デバイスへと応用した。

有機モジュールと金属イオンの錯形成を利用して、

有機／金属ハイブリッドポリマーを開発した（上図）。

金属イオンや有機モジュールの種類を変えることで

様々な色を作り出すことができる（下図）。

（a）電圧を変えることでマルチカラーを表示できる

（b）１０インチサイズまでの表示デバイス

（c）用いた有機／金属ハイブリッドポリマーの構造

新しいエレクトロクロミック材料（ポリマー）を開発した

一枚のポリマーフィルムで複数の色の表示ができる

エレクトロクロミック型表示デバイスの作製に成功した

高い繰り返し駆動安定性を確認した

まとめ

新しい方式のカラー電子ペーパーの実現

ペーパーライク（paper-like）ディスプレイの実現

様々な用途への本ディスプレイの利用

バックライトの不要なディスプレイとして省エネに貢献

将来の夢

高い繰り返し駆動安定性を確認した バックライトの不要なディスプレイとして省エネに貢献

新聞など印刷物の代替として省資源に貢献

�� �� E-mail： HIGUCHI.Masayoshi@nims.go.jp    
�����������������������／������機構（���） �����
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次世代集積回路のためのメタルゲート材料開発
と界面制御

D l t f t l t t i l d i t f t l f f t d iDevelopment of metal gate materials and interface control for future device
Key words: metal gate materials, interface control, MOS transistor

● 低炭素社会を実現するためには、コンピュータ、自動車の先端産業を支えている半導

体デバイスで、発熱量を抑えた超低電圧動作が可能な半導体技術が必要。研究の
狙い

● そのためには、ＭＯＳトランジスタの新メタルゲート材料とその界面制御の開発が必要。
狙い

メタルゲート電極/高誘電率絶縁膜のＭＯＳトランジスタのフラットバンド電圧を制御する

ために、（１）仕事関数が低いＹ元素を添加した炭化タンタル（ＴａＹＣ）ゲート電極材料の開

発、 （２）酸化物ヘテロ界面における酸素の役割を解明した。

研究の
ポイント

新ＴａＹＣゲート電極材料 酸化物ヘテロ界面の酸素の役割

発、 （２）酸化物 テロ界面における酸素の役割を解明した。

目的：TaC膜への低仕事関数なY添加による
フラットバンド電圧の制御

目的：イオン/共有結合酸化物のヘテロ界面の
酸素がフラットバンド電圧へ及ぼす影響

�
度

Si
TaC (111)

TaC (200)

���

FCC構�

Y�加

仕事関数

TaC 4.2 – 4.8eV
Y           3.1eV

Ta C Y

2

Si

HfO2

SiO2

イオン性

共有結合性

ヘテロ界面

0 0
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2
f=500kHz

酸化
��理�度�

�
化

�
量

20 25 30 35 40 45 50
2 ()

TaYCゲート電極

Y添加量で、フラットバンド電圧の広範囲制御
ヘテロ界面の酸素移動によるダイポール生成

2nm

TaYC構造

MOS断面構造

0 6

0.8

1.0

圧
(V

)

HfO2

0 4

0.0

電
圧

(V
)

Pt 原子�酸素

酸素�子

0.0
-3 -2 -1 0 1 2

ゲート電圧 (V)

SiO2

HfO2

TaYCゲ ト電極

MOS構造
酸化��理�度 (C)

-0.2

0.0

0.2
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フ
ラ
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Mg添加HfO2

La添加HfO2

正方向シフト
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-0.4

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
Ta1-xYxC�のY���
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ト
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ン
ド
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制御範囲
��理�
400 C
500 C
600 C SiO2

HfO2
酸素��

高酸素濃度

ヘテロ界面

フラットバンド電圧を広範囲に制御できる低仕事関数なY原
子を添加した新TaYCゲート電極材料を開発。

イオン(HfO2)/共有結合(SiO2)酸化物のヘテロ界面の酸素

濃度が高くなるとフラットバンド電圧が正方向へシフト。

まとめ

半導体日本王国の復活。

科学的知見による物理機構の解明とそれに基づいた新材

料の探索。

高付加価値な新機能性デバイスの開発。

将来の夢

半導体材料�ン�ー ����� E-mail： NABATAME.Toshihide@nims.go.jp

酸化物ヘテロ界面の特性においては、酸素量の制御が

キーポイント。
低電圧動作による低消費電力化で、低炭素社会の実現。
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高移動度MISFET実現に向けたhigh-k/III-V界面制御

Atomistic control of high-k/III-V interface for high-mobility MISFET

・新たなCMOS用nチャネル材料として高移動度のIII-V族半導体が注目を集めている。その

実現のためには、異種結晶の混載技術とともに、界面準位密度の低いhigh-k絶縁膜/III-
研究の
狙い

Key words: high-k絶縁膜、MISFET、表面構造

V族半導体MIS構造の形成が必須である。
狙い

・In0.53Ga0.47As(001)の表面構造（組成）を制御することでIn、Ga、Al、およびAsで終端され

た表面を作成する。

・初期表面の構造および組成がHfO2界面の電気特性に及ぼす影響を明らかにした。

研究の
ポイント

In0.53Ga0.47As(001)表面構造の制御 HfO2/InGaAs界面特性

初期表面の構造および組成がHfO2界面の電気特性に及ぼす影響を明らかにした。

HfO2
6 nm
n-nGaAs
~250 nm
n-InP sub.

Cr/Au

Au電極

(4x2)Ga     (4x2)In
複合型表面・界面評価装置

・InP(001)上にMBEでInGaAsを成長させ、As安定化
(2x4)表面上にIn, Ga, Alを蒸着。

a(4x2) model* a(4x2) model*

HfO2/InGaAs MIS cap.

(2x4)As     

(Ga=0.5ML)(In=0.5ML)

a(4x2) model*

(2x4) (As-rich)
2 and 2 models

mixed dimer model

99.56Åx132.74Å

(Al 0 5ML)

(Ga=0.5ML)(In=0.5ML)

(Al 1 2ML)

2 model
As=0.75ML

2 model
As=0.5ML

(4x2)Al     (2x4)Al     
(Al=0.5ML) (Al=1.2ML)

表面構造と周波数分散の関係

A i h (2 4)に比べて ti i h

As=0.0ML As=0.0ML ・HfO2成長条件
EB源：金属Hf、雰囲気： 2x10-6 Torr O2、基板加熱：なし

・PDA (post deposition annealing)
雰囲気： 2x10-6 Torr O2、処理時間： 1 min、基板温度： 400℃

・PMA (post metallization annealing)
雰囲気： He/H2 (~3%)、処理時間： 10 min、基板温度： 350℃

・In, Ga, Alを0.5ML蒸着→いずれもa(4x2)構造
本研究はNEDO「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造ナノ電子デバイス技術開発」プロジェ
クトからの委託を受け、東京大学、産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、住友化学株式会
社の共同で行われた。

*(4x2) modelに0.25MLのcation adatomを付加した構造

(Al=0.5ML) (Al=1.2ML) ・As-rich (2x4)に比べて、cation-rich 
(4x2)の方が特性がよい（界面準位密度
が低い）。
・(4x2)どうしの比較ではIn終端が最も周
波数分散が小さく、以下Ga、Alの順。

As=0.0MLAs=0.0ML

HfO2/InGaAs界面構造を制御し、その特性を評価した。

 III族元素(Al, Ga, In)で終端した表面上に形成した界面の

方が、As終端に比べて界面準位密度が低い。

界面準位密度の低減化により、電流立ち上がり特性や

まとめ

界面準位発現のメカニズムを解明するとともに、良好な界

面特性を得るための本質的な条件を明らかにし、今後の

製造技術開発の指針を示す。

HfO2/InGaAs(001) MISFETの作製と動作確認。

将来の夢

界面準位密度の低減化により、電流立ち がり特性や

チャネル移動度の向上が期待できる。

�子��ト���� 大��� E-mail： OHTAKE.Akihiro@nims.go.jp
�����、���友�、�安���（�産業技術総合研究所）
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半導体ダイヤモンドダイオードの開発
Development of Semiconducting Diamond Diodes

電気機器の省エネルギー化・高性能化に伴い、その電力制御にパワーデバイスが多用さ

れるようになった。「半導体ダイヤモンド」は究極のパワーデバイス材料であり、従来材料
研究の
狙い

Key words: ショットキーダイオード、パワーデバイス、超低損失

に比べて大幅な低消費電力化が期待される。
狙い

 デバイス高性能化に向けた、各要素技術の開発（物質・材料的視点）

 ダイオード高耐圧化を図るため、ダイヤモンド結晶の高品質化（低欠陥密度化）

研究の
ポイント

高耐圧ダイヤモンドダイオード －簡単構造－ 高耐熱・高機械的耐性電極 －カーバイド金属－

ダイヤモンドの優れた物性
100

 オン抵抗と絶縁破壊電圧

ﾃﾞﾊﾞｲｽ

超低損失ダイヤモンドデバイス

タングステンカーバイド電極

課題：金ショットキー電極の欠点（低耐熱性、低機械的耐性、高コスト）

高性能・代替電極金属が実用化のカギ
課題：ダイヤモンドダイオードの耐圧が不十分

材料物性を考慮したダイオード作製プロセス
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Diamond

新開発ダイオード作製プロセス(真空紫外線/オゾン処理）
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機械的耐性熱的耐性

酸化表面
(真空紫外線/オゾン処理)

ボロンドープ・高品質薄膜

高圧合成・低純度基板

WCショットキー
(100-300µm)

500 µm

0.5 µm

3.0 mm

3.0 mm

Ti/Auオーミック(500µm)

タングステンカ バイド電極

500µm

タングステン
カーバイド

堅牢（表面痕のみ、貫通せず）

0.10
 電気的評価

新開発ダイオ ド作製プロセス(真空紫外線/オゾン処理）
特開2009-23855、PCT/JP2008/062111 O2

O2 O2
p型半導体ダイヤモンド薄膜 O*O3O3

水素終端

酸素終端
水素終端

A

金

金 電極構造の違い

簡単構造で1kV耐圧 （250℃まで安定動作）

高耐圧化には、材料

物性を鑑みた作製プ

ロセスが不可欠

オゾン
原子状酸素
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 熱処理前
 熱処理（200℃）後
 熱処理（400℃）後
 熱処理（600℃）後

独自 高品質ダイヤ ド合成装置

従来電極
（金）

カーバイド
（新開発電極）

脆弱（振動や昇温により貫通・変性）

50μm

昇温後に凸部発生

金
（従来電極）

利点：非加熱処理、非溶液処理、同一金属電極

剥離、熱変性せず

プローブ針による貫通、
加熱に伴う剥離
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簡便形成（高耐圧＆高温安定性）：金蒸着で1kV耐圧
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600℃まで電極特性は劣化せず
（更なる高耐熱化には表面保護膜が必要）

世界を先導するNIMSのダイヤモンド研究
1983年：マイクロ波プラズマCVD法発明
1997年：n型ダイヤモンド成功

NIMS独自の高品質ダイヤモンド合成装置

カーバイド電極：高機械的耐性・高温耐性・高耐圧・安価

新表面処理技術の適用（真空紫外線/オゾン処理）

簡単構造でも高耐圧ダイオード

カーバイド電極で熱的・機械的安定性向上

高品質ダイヤモンド結晶合成技術

まとめ

大電力制御用ダイヤモンド電子デバイスの実現

日本が先導する、半導体ダイヤモンドを利用した

新規産業の創出

将来の夢

簡便形成（高耐圧 高温安定性） 金蒸着で V耐圧 カ イド電極 高機械的耐性 高温耐性 高耐圧 安価

セン�材料センター �� �� E-mail： TERAJI.Tokuyuki@nims.go.jp
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ＥＢＩＣによるゲートスタックの欠陥の視覚化
Visualization of defects in gate stacks by using EBIC

次世代半導体素子には、絶縁膜としてSiO2にかわりhigh-k材料が導入されるが、まだ材料

の信頼性に問題がある。NIMSでは、high-k MOSFETの評価に電子線誘起電流(EBIC)法を
研究の
狙い

Key words: Gate stack, EBIC, semiconductor devices

導入し、素子のリークを世界で始めて可視化することに成功した。
狙い

新絶縁膜はゲート電極や保護膜の下にあるため、従来の評価法では観察することができ

ない。我々はＥＢＩＣ法を用いて素子のリーク箇所を同定し、損傷を調べた。この結果は、

high-kの信頼性評価だけでなく ゲート材料の選択 素子設計に役立った

研究
ポイント

high-k 材料の信頼性問題 EBIC法でわかる漏れ電流の位置

high-kの信頼性評価だけでなく、ゲート材料の選択、素子設計に役立った。
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 high-k MOSFETのリーク位置をEBIC像で捉えることに成

功した。さらにリークによる損傷を明らかにした。

ゲート電極とリークとの相関を調べ、素子設計の最適化

に貢献した。

まとめ

高信頼性high-k MOSFETの開発に貢献する。

EBICによる信頼性評価法の確立と普及を行なう。

新規メモリー素子の開発に取り組む。

将来の夢

多次元EBICによる半導体素子評価技術を確立した。

半導体�����ー � � E-mail：CHEN.Jun@nims.go.jp
関���、高���、����
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学習・センサー機能を有する原子スイッチの開発
Atomic switches having learning and sensing abilities

Key words: ubiquitous computing, neural networking

人間が視覚でとらえた情報を脳で処理するが如く、外部情報のセンシングとその情報処理

を高度に行う脳型コンピューターを実現するため、センサー機能や学習機能を有し、かつ、
研究の
狙い

超低消費電力で動作する新しいナノデバイスを開発する。
狙い

NIMS独自の技術である「原子スイッチ」（原子の移動でオン/オフするナノスイッチ）を基に、

１）光を入力信号として動作し、かつ、その情報を記憶する「光原子スイッチ」を開発。

２）一定数の入力信号（経験）を得て初めて動作する「学習機能型原子スイッチ」を開発。

研究の
ポイント

光原子スイッチの開発 学習機能型原子スイッチの開発

２） 定数の入力信号（経験）を得て初めて動作する「学習機能型原子スイッチ」を開発。

情報を記憶する光ナノセンサー

光照射 50
60

光 射有

情報（経験）を記憶して動作するスイッチ

４回目でスイッチオン ４回目でスイッチオフ

光導電性分子

金属原子架橋

固体電解質電極金属電極

光照射によって電極間に流れる微弱な電流が、固体電解質電極

0
10
20
30
40

電
流

/µ
A

0 10 20 30
時間（秒）

光照射無し

光照射有り （なかなか覚えない） （なかなか忘れない）

光照射 よ 電極間 流れる微弱な電流 、固体電解質電極
中の金属イオンを還元、還元されて析出した金属原子が電極間
に架橋を形成して、スイッチオンとなる。

波長選択性
光導電性分子

波長選択性の光導電性分子を用いれば、色の識別も可能に。
フレキシブル基板上に光原子スイッチを集積化することで、
人体の電位で動作する人工眼が開発できる可能性も。

情報を電極内部の原子移動により記憶（経験を蓄積）、一定
数の入力（経験）を得て、スイッチ動作する。入力の頻度や
強度に応じて、スイッチ動作するタイミングは異なる。

光信号で動作し、情報を記憶する光原子スイッチを開発。

過去の入力情報も記憶して動作する学習機能動作実証。

電圧駆動の原子スイッチは既に実用化レベル。

機能と素子の集積化による高機能システム開発が課題

まとめ

情報の検知から、その処理、記憶までを行う素子の開発。

学習機能に基づく新しいコンピューター開発への貢献。

技術立国日本の再建への貢献。

将来の夢

MANA（国����������������） 長�� � E-mail： HASEGAWA.Tsuyoshi@nims.go.jp

機能と素子の集積化による高機能システム開発が課題。

日���、����、�中��*、����*、���、�部一�、���� （*���学）
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分子電気コードの合成
Synthesis of Molecular Electric Cords

省エネルギーかつ大容量情報処理を両立したエレクトロニクス産業に向けて、集積回路

の究極の小型化が望まれている。 分子エレクトロニクスは実現可能か？ 実際に、分子

y

Key words: Conducting Polymers, Molecular Wires, Molecular Electronics

研究の
狙い

メモリや分子論理ゲートなどの分子素子については既に試作品が報告されている。

分子素子を集積するには、分子レベルの電気コードが必要不可欠である。 身の回りに

ある電気コードの構造をそのままに、導電性高分子を１分子レベルで完全に絶縁被覆し

た「分子電気コード」の合成に挑戦した

研究の
ポイント

狙い

た「分子電気コ ド」の合成に挑戦した。

導電性分子（オレンジ）が絶縁性分子（黒）によっ

て覆われた構造を有する分子を合成。これを基本

ド

分子電気コードのデザイン 分子電気コードの構造と機能

重合
Polymerization

ユニットとして重合し、一次元コード化（右図へ）。

h＋

図１ 分子電気コードの基本ユニットの単結晶X線構造

Fig. 1 X-ray structure of a repeating unit of the molecular electric cord
図２ 分子電気コードの構造（直径約１nm、電気コードの１／１０００万の細さ）

Fig. 2 Structure of the molecular electric cord: Diameter is c.a. 1 nm

絶縁層なし：フィルム
化すると電気コードが
ショートしてしまうた
めスペクトルが大きく

絶縁層あ
り：
スペクトル
の変化なし

分子鎖内ホール移動度：0.9 cm2/Vs

1.5 2 2.5 3 3.5 4

図３ 分子電気コードの溶液の写真（紫外線照射、コードの長さが異なる）

Fig. 3 Solution of the molecular electric cords under UV light
図４ 溶液中（実線）とフィルム状態（点線）における吸収スペクトル

Fig. 4 Absorption spectra in solution (-) and solid state ()

めスペクトルが大きく
変化。

の変化なし

E / eV

A
bs

or
ba

nc
e

１分子レベルで欠陥なく絶縁被覆された分子電気コードの

合成に成功した。

その直径は、通常の電気コードの１０００万分の１！

分子鎖内において、有機半導体材料としてトップレベル

まとめ

導電性高分子１分子の物性を明らかにする。

分子素子を配線し、分子集積回路を作製する。

分子エレクトロニクス産業における基幹材料へ！！

将来の夢

分子鎖内において、有機半導体材料としてトップレ ル

ホール移動度（0.9 cm2/Vs）を有する。

��有機���ー �� �� E-mail： SUGIYASU.Kazunori@nims.go.jp
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分子を使った次世代単一電子メモリ
Multi-functional Molecular Memory

Key words: 単一電子メモリ、分子ドット、室温動作

◆高密度、超低消費電力、多値動作を兼ね備えた次世代単一電子メモリ。

◆分子機能を活用した高記録密度、高速動作を併せ持つ万能メモリ。
研究の
狙い

◆Ｓｉプロセスと分子エレクトロニクスの融合。More than Mooreに向けたデバイス開発。
狙い

◆“分子”を単一電子メモリのフローティングゲートに応用

分子の利点・・・ナノスケールで均一、エネルギー準位の制御性、光や磁場による変調

◆高品質な絶縁膜中に分子を埋め込んだトンネル2重接合の実現

◆実デバイス構造において室温動作

研究の
ポイント

“分子”を量子ドットとして利用 室温近傍において動作

◆実デバイス構造において室温動作

 ��������メモリ  単一電子メモリ

次世代不揮発性メモリの開発

記録�
多結晶シリコン・・・多数電子を制御

記録�
量子ドット・・・単一電子を制御

極低温でデバイス動作に成功
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単一電子

0 6 0 4 0 2 0 0 0 2 0 4 0 6

-0.6

-0.4

-0.2

-150

-100

-50

0

電
�

1 5 1 0 0 5 0 0 5 1 0 1 5

�
分

コ
ン
�
ク
�
ン
ス

(a
.u

.)

��ロシア�ン�ラー�ン

電
�

(n
�

分
コ
ン
�
ク
�
ン
ス

(a
.u

.)

量子ドット�イ�の制御が��・・・�イ�分�・低いドット密度

��ス�ー�で�一な�イ�の量子ドットが��不��

分子を使った新規な単一電子メモリ
~ 分子の持つ機能を集積 ~

���・�一 高温（ 室温）動作、高記録密度

異種分子の�用 多値動作
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室温近傍においてもデバイス動作

階段状の電流-電圧特性・・・分子に入る電荷を一つずつ制御

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6-1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5
�ート電� (V) �ート電� (V)

10nm

Vg

分子量子ドット

�ース ド�イン

Vsd分子1
��ロシア�ン
（P-type）

分子2

�ラー�ン
(N-type)

�ート

素子中に分子を壊すことなく高密度に埋め込むことに成功
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極低温だけでなく 260 K(-13℃)と室温近傍でステアケースを観測
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電子
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ドット密度：1013個/cm2

分子を用いることにより無機材料と比べ一桁程度高い

ドット密度を達成。

様々な分子をクーロンアイランドとして機能させることに成功。

実デバ 構造 室 傍 デバ 成

まとめ

分子を利用した単一電子メモリの実用化。

低消費電力・高記録密度・高速動作・不揮発性・多値動作
を兼ね備えた万能メモリの開発。

無機材料量子ドットでは実現できない新しい機能の創出

将来の夢

素子中に分子を壊すことなく高密度に埋め込むことに成功 極低温だけでなく、260 K( 13℃)と室温近傍でステアケ スを観測

���材料�ン�ー �� � E-mail： WAKAYAMA.Yutaka@nims.go.jp
MANA（�����������������） �� �� E-mail： HAYAKAWA.Ryoma@nims.go.jp

実デバイス構造で室温近傍でのデバイス動作に成功。
無機材料量子 ッ は実現 きな 新し 機能 創出

(光メモリ、スピンメモリ、異種分子による多値メモリ）
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次世代電子顕微鏡用
ナノ構造制御電界放射電子銃の開発

Development of the nano structured field emission emitter for the next generation microscope

Key words: LaB6, Field Emission, Nanowire

分解能50pmを超える世界最高水準の電子顕微鏡の開発には、より高輝度でエネルギー

幅の狭い電子線を放射する電子源が必要である。そこでLaB6のような、仕事関数が低く、

高融点 高硬度の特性をもつ材料をナノ単結晶ワイヤ 化し 電界のみで電子線放射する

研究の
狙い

Development  of the nano-structured field emission emitter for the next generation microscope

高融点、高硬度の特性をもつ材料をナノ単結晶ワイヤー化し、電界のみで電子線放射する

電子源を作製して、超高分解能電子顕微鏡用の電子銃を開発する。

狙い

•高融点・高硬度のLaB6を電界放射電子源とするため、CVD法により単結晶ナノワイヤー化。

•独自開発のナノアセンブル技術による、高輝度、狭エネルギー幅の電子線を放射する

LaB6単結晶ナノワイヤー電子源の作製。

研究の
ポイント

ナノ構造電子源の作製 電子源の清浄化及び電解放射電子像

•実用化に必要な電子源表面の自己再生技術の確立。

まとめ 将来の夢

�������������������������
�������������6��������������
��������������������������
�����������

�������������������������
���������������������������
������������������������
��������

LaB6単結晶ナノワイヤーをCVD法により生成し、独自の

ナノアセンブル技術により電界放射電子源を作製。

電子源表面の電界蒸発による電子源自己再生法を開発。

高輝度・低エネルギー幅のLaB6電界放射電子源の放射

電流を長期間安定とし、実用化可能とした。

まとめ

LaB6単結晶ナノワイヤー電界放射電子源を組み込んだ電

子顕微鏡用の電子銃を開発する。

開発したLaB6電子銃により、分解能50pmを超える世界一

の透過型電子顕微鏡を試作する。また、電子線を使用す

る計測機器の性能を格段に向上させる。

将来の夢

����性���� � � E-mail： Tang.jie@nims.go.jp
ICYS      � � E-mail： Zhang.han@nims.go.jp

電流を長期間安定 、実用化可能 。

���������������������������������������������
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形状記憶合金薄膜アクチュエータの開発
Development of Thin-film Shape-memory-alloy Actuators

Key words: Actuator, MEMS, Shape memory alloy

近年の機器の小型化や携帯化に伴い、微小部品を動かすためのマイクロアクチュエータ

の開発は、新たな製品を生み出すための基盤技術として重要になっています。本研究で
研究の
狙い

は、大きな変位と力を可能にする形状記憶合金の薄膜型アクチュエータを開発しています。
狙い

圧電アクチュエータの１５倍の力と４０倍の変位を発生する形状記憶合金薄膜を開発しま

した。薄膜では結晶粒の微細化やナノ析出物の形成によって本来の合金よりも優れた特

性を示し、マイクロバルブなどの力を必要とするデバイスへの応用が期待されています。

研究の
ポイント

新しい形状記憶合金の開発 形状記憶合金薄膜アクチュエータの開発

性を示し、マイクロバルブなどの力を必要とするデバイスへの応用が期待されています。

形状記憶効果と
超弾性の原理図

Siウエハ上に作製した形状

記憶合金薄膜 ク超弾性の原理図
(右図)、下図は

当機構で開発を
行っている合金
の組成と特性

記憶合金薄膜アクチュエー
タ。MEMS技術と組み合わ

せることによって微小なポン
プやバルブを作ることができ
ます。
(右図はマイクログリッパの
例, 京都大学田畑研との共
同研究)低温で変形させた薄膜は加熱によって高温時の

ポリミドフィルム

上に作製した形状
記憶合金薄膜アク
チェータ。自由な形
状にハサミで切

低温 変 薄膜 熱 高温時
形状に戻る（形状記憶効果）。高温で変形させた薄膜は
除荷するだけで元の形状に戻る（超弾性）。

って使えるので、安
価で簡便なアク
チュエータとして実
用化が期待される。

従来のバルク材は加工性が悪く、実用合金は青と緑の組成に限定されています。薄膜
では、機械的特性が改善される結果、オレンジの広い領域で実用が可能になりました。

0.5Ｖ程度の電圧をSMA/ポリイミドアクチュエータにかけることで、トンボの羽（おも
ちゃ）を動かしたり、15gの重さのコインを持ち上げたりすることができます。

従来の形状記憶合金より優れた特性（発生力、応答性、

作動温度）を有する新しいTi-Ni-Cu合金を開発。

MEMS技術を使ってマイクロマシンを作製できることを確

認。

まとめ

携帯燃料電池用ポンプシステムなどの微小機械システム

への応用。

ＳＭＡ／ポリミイドアクチュエータの製品化（共同研究可）。

新規高温形状記憶合金薄膜の開発。

将来の夢

センサ材料センター �田 � E-mail： ISHIDA.Akira@nims.go.jp

ＳＭＡ／ポリイミドアクチュエータを開発。

新規高温形状記憶合金薄膜の開発。

新しい用途（センサ、複合機能膜、ステントなど）の開拓。
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大きな骨欠損を確実に治す材料
Material securely repairing large bone defectMaterial securely repairing large bone defect

Key words: hydroxyapatite/collagen nanocomposite, large bone defect, repair

骨腫瘍などの病気や、交通事故などのけがで失われた骨を治すことは、患者の生活に直

結する大事な医療行為です。材料だけで大きな骨欠損を確実に治すことができれば、細研究の
狙い

胞を用いる再生医療に比べて医療費が削減できます。
狙い

骨類似ナノ構造と化学組成を持った「アパタイト／コラーゲンナノ複合体(HAp/Col)」が優

れた骨再生能力を持つことから、ナノ〜マクロ構造を制御することで、骨組織の再生と材

料の吸収のバランスを取った材料を開発しました

研究の
ポイント

ナノ構造制御による細胞機能の発現 マクロ構造制御による大きな骨欠損の確実な再生

料の吸収のバランスを取った材料を開発しました。

00

アパタイトのc軸がコラーゲン繊
維の伸長方向に配向した、骨
類似ナノ構造人工骨材料

フレキシブルなシート 一軸多孔性の内核

2 類似ナノ構造人工骨材料。

緻密な外殻
手足の骨のように皮質
骨と骨髄に相当する構
造を持った人工骨材料因子有り因子無し

コア-シェル型の人工骨

造を持った人工骨材料
を、HAp/Colシートから
作製。

すねの骨の
2cmの欠損
に埋入。

HAp/Col

象牙

骨欠損（点線部内）
が、3ヶ月で完全に
治癒している。材料
はほぼ吸収されて
いる。

HAp/Col上で骨芽細胞と骨髄細胞を一緒に培養す
ると、細胞を分化させる因子を加えなくても骨髄細
胞が破骨細胞に分化する(赤くなっているところ)。
象牙やアパタイト焼結体等、普通では起こらない。

アパタイト

ナノ構造の制御で細胞の機能を制御できる。

マクロ構造を制御した人工骨材料が簡便にできる。

材料のナノ〜マクロ構造を制御することで、大きな骨欠損

を確実に治すことができる。

まとめ

 自家骨に替わる人工骨材料

 生化学因子を使用しない細胞機能の活性化

 無機／有機ナノ複合材料の他分野展開

（軽くて強い 廃棄に困らない建材など）

将来の夢

生体材料�ンター �� �� E-mail： KIKUCHI.Masanori@nims.go.jp
入� �（������）、����、�����（���大）、��一�、����（�大）

を確実に治す とができる。 （軽くて強い、廃棄に困らない建材など）
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血栓症を克服する薬剤溶出性ステントの開発
Development of Drug-eluting Stent with 

Inhibitory Effect of Stent Thrombosis

狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患治療に用いられる薬剤溶出性ステント(DES)は、

薬剤により再狭窄を抑制するが、同時に血管内皮細胞の増殖も抑制する。そのため、ステ
研究の
狙い

Inhibitory Effect of Stent Thrombosis
Key words: Drug-eluting stent, Thrombosis, Matrix 

ント留置部の治癒が遷延し、血栓を形成する「ステント血栓症」の発症率が増加する。
狙い

血栓形成を起こさず、血管内皮細胞接着性を示す高分子マトリックスを用いて、再狭窄に

関与する血管平滑筋細胞増殖を特異的に抑制する薬剤を搭載した薬剤溶出性ステントを

開発し、ブタ冠動脈において血管内皮形成による血栓症の発症抑制効果を実証した。

研究の
ポイント

開発した薬剤溶出性ステントの特徴 開発した薬剤溶出性ステントの生物学的機能

開発し、ブタ冠動脈において血管内皮形成による血栓症の発症抑制効果を実証した。

薬剤徐放能

●高分子マトリックス（ｸｴﾝ酸架橋ｱﾙｶﾘ処理ｾﾞﾗﾁﾝ） ●高分子マトリックス（ｸｴﾝ酸架橋ｱﾙｶﾘ処理ｾﾞﾗﾁﾝ）

TSC: 5mM TSC: 10mM TSC: 20mM TSC: 40mM

血液凝固抑制能 薬剤徐放能
（平滑筋細胞増殖抑制）

COOH

COOH COOH

NH2

NH2

アルカリ処理ゼラチン(AlGelatin) Trisuccinimidyl Citrate (TSC)

CH2COOR
COORHO C

CH2COOR
R:

O

O

N

血栓形成無し

●開発した薬剤溶出性ステントの外観

開発した薬剤溶出性ステント 市販の薬剤溶出性ステント

血栓形成：なし

血管内皮形成能
（細胞接着性ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ配列）

生体内分解・吸収性
（酵素分解性ﾍﾟﾌﾟﾁﾄﾞ配列）

アルカリ処理ゼラチン(AlGelatin)
（細胞接着性、酵素分解性）

Trisuccinimidyl Citrate (TSC)
（クエン酸をベースとする架橋剤）

NH2COOR CONH

●薬剤（タミバロテン(Am80))
O

●ブタ冠動脈留置2週間後のステント周辺組織の様子

血栓形成：あり

Am80搭載量：～50μg/stent

優れた血管内皮形成 不完全な血管内皮形成

露出している
ステント

H
N

OH

O

急性前骨髄球性白血病の治療薬（商品名：アムノレイク）として
臨床使用実績がある。
血管平滑筋細胞の増殖を特異的に抑制する効果がある。 血管内皮で完全に被覆

クエン酸とゼラチンを高分子マトリックスとするAm80溶出
性ステントを開発した。

開発したAm80溶出性ステントは、優れた血管内皮形成能
により血栓形成が認められなかった。

今後 薬剤搭載量・徐放性の最適化および生物学的安全

まとめ

開発した薬剤溶出性ステントの臨床応用・実用化

患者負担の少ない低侵襲治療用医療材料の創出

再生臓器の創出

ロボット手術への貢献

将来の夢

今後、薬剤搭載量・徐放性の最適化および生物学的安全
性評価を行うことで臨床応用・実用化が期待される。

ロボット手術への貢献

生�材料�ン�� ���� E-mail： TAGUCHI.Tetsushi@nims.go.jp
�������：���学医学�������器内�、������ロ�
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氷を活用した再生医療用多孔質材料の開発
Development of tissue engineering scaffolds 

using ice templates

● 生体内で吸収される多孔質材料は、軟骨や皮膚などの生体組織再生への応用が期待

されている。組織再生の効率を高めるには、細胞を均一に分布させることが必要。
研究の
狙い

using ice templates
Key words: porous scaffold, tissue engineering, ice particulate

● そのためには、空孔の形状やサイズを制御した多孔質材料の開発が必要。
狙い

従来の再生医療用多孔質材料では、閉じた空孔によって、播いた細胞の分布が不均一

になりやすいという問題があった。本研究開発では、氷の微粒子を空孔形成の鋳型とし

て用い、｢漏斗状の開いた表面空孔をもつ多孔質材料｣を開発する。

研究の
ポイント

て用い、 漏斗状の開いた表面空孔をもつ多孔質材料｣を開発する。

水微小水滴の形成

テ ン ト

噴霧ノズル

181±43 398±113 719±149
氷微粒子の半径（m）

漏斗状の空孔をもつコラーゲンスポンジ 氷微粒子による表面空孔サイズの制御

凍結

氷微粒子氷微粒子の鋳型形成

氷微粒子によって形成された表面孔
テフロンコート
銅板

ガラス板

高分子水溶液

凍結

氷微粒子から成長した氷晶による内部連通孔高分子水溶液の添加

氷晶の成長 軟骨皮膚
細胞を播く

細胞

細胞がスポンジ内

本スポンジを用いた生体組織の再生

凍結乾燥、架橋

内部連通孔

漏斗状の表面空孔

1 mm
1 mm

漏斗状多孔質の形成

100 m100μm

組織が再生

細胞が産生するマトリックスで、
スポンジの空孔が埋めつくされる。

スポンジ
培養

部まで均一に分布

氷微粒子を鋳型として用い、漏斗状の開いた表面孔をもつ

高分子多孔質材料を開発。

氷微粒子のサイズにより空孔サイズの制御が可能。

均一な細胞分布を実現。

まとめ

本多孔質材料の実用化。

複雑な構造をもつ組織、臓器の再生。

以上を通じて再生医療の実現に貢献。

さらに 本多孔質体作製技術の他分野への展開

将来の夢

均 な細胞分布を実現。

皮膚や軟骨などの組織を再生。

さらに、本多孔質体作製技術の他分野への展開。

生体材料�ン�ー �添 �� E-mail： KAWAZOE.Naoki@nims.go.jp
� �� E-mail： Guoping.CHEN@nims.go.jp
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未来の医療に役立つスマートバイオマテリアル
～新しい再生医療、DDSへの展開～

Smart biomaterials for the future medicineSmart biomaterials for the future medicine 
Key words: スマート高分子、再生医療、ドラッグデリバリーシステム(DDS)

高齢化社会を迎えた我が国の医療費は数十兆円にも達し、国民経済を圧迫しつつある

●根本治療を可能とする安価で安全な医療材料の開発が必要（再生医療）
研究の
狙い

●副作用を低減可能な抗ガン剤送達システムの開発が必要（DDS）
狙い

スマートバイオマテリアルの設計により、未来医療に役立つ材料設計を目指す。

●体内で神経の再生を促す生分解性チューブの開発

●ガン部位のみで薬効を発揮するナノ粒子の開発

研究の
ポイント

柔軟性に優れた人工神経の開発 患部で薬を放出可能なナノ粒子の開発

●ガン部位のみで薬効を発揮するナノ粒子の開発

体の中で柔軟な性質を示し、
かつ、いずれ分解して体外
に排出される人工神経の設

温度をコントロールするだけで薬物を内包し、かつ
放出可能なナノ粒子の設計を行った。

�材料
����リ�ステルの�リカ�
ロラクトン

に排出される人工神経の設
計を行った。

アメリカのFDAでも認
可されている汎用性の

③�性
室温で��度が高く（�合し�
すく）、体内で高い柔軟性を示す

結晶部位 ア ルフ ス部位

�材料
温度応答性高分子の�リ（N-イ��ロピルアク
リルア��）

�構造
2種類の温度応答性高分子

CH2 CH

C O

NH

CH

CH3 CH3

n
 

生体温度付近に相転移温度を持ち、劇的な親水性-疎水
性のon-off変化を示す

n

温度

25℃

37℃

40℃

粒径
200nm

100nm

0nm

可されている汎用性の
高い生分解性高分子

�構造
実際の神経���を模倣した
構造
様々なサイズのガラスキャピラリーを鋳
型にすることで、実際の神経の構造を
模倣した中空構造を実現

結晶部位 アモルファス部位

体内（37℃）

体外（室温）

20

25

30

35

率
��
�
�
��

ー
ク

融点

③�性

2種類の温度応答性高分子
をつなぎ合わせることによっ
て、�温度で様々な�合体
を�成

相転移温度の異なる2種類の高分子
をつなぎ合わせることで、水に可溶⇔
ナノ粒子⇔水に不溶の状態を温度で
コントロール可能

25℃→3.5cm

37℃→21cm

室温で薬と混ぜる 体温付近で体内を循環 加熱により薬物放出

300m 20 m

500m
0

5

10

15

20

20 30 40 50
温度（ o�）

�
さ
、
�
ン
�
率

�
熱

ピ
ー ③�性
室温で薬物を内包し、患部で
薬物を放出することが可能

有機溶剤を用いず薬物を内包可能。さらに、体内を
副作用なく循環し、患部のみでの薬物放出が期待

温度応答性

温度に応答して柔らかさを変化させる生分解チューブの

作製に成功→人工神経への応用。

温度に応答して薬物を内容・放出可能なナノ粒子の作製

まとめ

材料のみによる根本治療の実現。

低開発国でも利用可能な医療システムの確立。

緊急性の高い症例に対処可能な治療の実現。

将来の夢

薬

300m 20m 温度応答性
高分子

生体材料�ン�ー ����、���� E-mail： EBARA.Mitsuhiro@nims.go.jp

に成功→副作用の少ない抗ガン剤治療への応用
緊急性の高い症例に対処可能な治療の実現。

以上を通して、医療費の削減に貢献。
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自動ON/OFF型ドラッグデリバリーシステム

Drug Delivery System with Automatic On/OFF Switching

●通常、薬物の投与は数回にわたって繰り返し行う必要があるが、患部に直接薬剤を

投与する場合は、繰り返しの薬剤導入は患者の身体への負担が大きい。

●自動的に一定の間隔で薬物投与するシステムができれば 患者の身体への負担を

研究の
狙い

g y y g

Key words: Drug Delivery System, Switching, Nanofilm

●自動的に一定の間隔で薬物投与するシステムができれば、患者の身体への負担を

激減できる。

狙い

●非常に小さい（ナノメートルサイズ）の孔が開いたカプセルを敷き詰めた超薄膜を作製し

カプセル内から薬物を放出することに成功した。

●薬物の放出は、外から何の刺激を加えずとも自動的に ON/OFF （つまり薬物投与が始ま

研究の
ポイント

●壁にナノメートルサイズの孔があいたミクロンサイ

ズの中空のシリカカプセルを開発

●カプセルを敷き詰めたナノ薄膜を作製

●カプセルナノフィルムからの薬物の放出と停止が

自動的に起こる。その際に外からの刺激は一切要

らない。

ったり止まったりする）し、一定間隔の複数回の薬物投与がなされることが確かめられた。

カプセルナノフィルムの開発 自動 ON/OF 型ドラッグデリバリー

●カプセルを敷き詰めたナノ薄膜を作製 らない。

●孔径やカプセルの大きさ・膜厚・孔の大きさで放出

量や間隔をコントロール可能

ナノメートルの細孔のあいたシリカカプセルの開発

カプセルのナノフィルム化に成功

カプセルへの薬物の取り込みと放出に成功

カプセルからの薬物の放出は自動的に ON/OFF する（世

まとめ

生体親和性の高いフィルムの開発

放出時間や放出量の微調整法の確立

ずばり、医療応用！（例えば、一度仕込んだら、朝・昼・晩

と自動的に薬を投与できるおまかせドラッグデリバリーシ

将来の夢

カプセルからの薬物の放出は自動的に ON/OFF する（世

界に前例なし）

と自動的に薬を投与できるおまかせドラッグデリ リ シ

ステムなど）

MANA（�際���������������） �� �� E-mail： ARIGA.Katsuhiko@nims.go.jp

この間、外部刺激は
一切加えていない。
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フラーレンナノウィスカーと
マクロファージ様細胞の相互作用

Interaction between fullerene nanowhiskers and macrophage-like cells

● 新規ナノ物質の安全な利用のために、ナノ物質と生体との相互作用を明らかにする。
研究の
狙い

● ナノ物質の生体影響評価のための分散方法を確立する。

Interaction between fullerene nanowhiskers and macrophage-like cells
Key words: Fullerene nanowhiskers, Macrophages, Bio-nano interaction

狙い

研究の
ポイント

● 培養液中におけるC60フラーレンナノウィスカー(FNW)の分散方法を確立する。

● 繊維状ナノ物質の生体影響評価のための生体内耐久性の研究を行う。

● マクロファージ様細胞によるFNWの貪食試験と生分解性試験により、FNWの生体影響

を予測する

フラーレンナノウィスカーの分散 生分解性試験

�����を��細胞培養液中にFNWを分散

を予測する。

50 m

FNWの走査電子顕微鏡(SEM)像
平均長さ：6.0 m、平均直径：660 nm

培養液中に一様に分散した
FNWの光学顕微鏡像

20 m

マクロファージ様細胞内で
分解したFNW（光学顕微鏡
像）

マクロファージ様細胞を酵素処理

後回収されたFNWの他に、C60の

粒子状微結晶の生成が観察され

た(SEM像）

FNWの分散状態 サンプル1 サンプル2 サンプル3

培養液に添加直後 18.2 15.5 14.5

マクロファージ様細胞に
曝露直後

19.4 17.1 18.9

3 mよりも短いFNWの割合(%)貪食試験

マクロファージ様細胞

40

60

80

100

 

 

el
ls

 w
ith

ed
 C

60
N

W
s 

(%
)

培養液に添加28日後 16.3 18.1 16.3

マクロファージ様細胞に
曝露28日後

25.9 21.1 22.0
フラーレンナノ

ウィスカー 5 m
0 12 24 36 48

0

20

C
e

in
te

rn
al

iz
e

Exposure time (h)曝露時間（h）

FNWを貧食したマクロファージ様

細胞の割合の時間変化

FNWを貪食したマクロファージ
様細胞の共焦点レーザー顕
微鏡像

マクロファージ様細胞に曝露することにより、短いFNWの割合が
増加した。

FNWが、培養液中に一様に自己分散することを見出した。

マクロファージ様細胞によるFNWの貪食作用を明らかにし

た。

マクロファージ様細胞を用いた生分解性試験法確立のた

まとめ

新規繊維状ナノ物質の生体に及ぼす作用機構の解明。

新規繊維状ナノ物質の工業、医用分野における応用。

ナノ物質関連産業の健全な発展への貢献。

将来の夢

ク ァ ジ様細胞を用 た 分解性試験法確 た

めの基礎的知見を得た。

���������基�������� ���一、���一、����
E-mail： MiYAZAWA.Kunichi@nims.go.jp
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自然から学ぶナノテクノロジークラスター報告

Activity Report of Learning from Nature Clustery p g

Key words: Nature Inspired Materials

新素材開発から見た天然素材や生物の魅力は独特な微細構造が生み出す機能や環境

負荷の低い物質を無駄のないプロセスでつくる手法などにあります。こうしたしくみは、ナノ
研究の
狙い

テクノロジーに大きなヒントを与え、環境低負荷技術開発のブレークスルーになるでしょう。
狙い

本クラスターは、自然から学ぶことをテーマに、異分野の研究者によるネットワークを通じ

て、その基礎を究め、新しい材料科学を探索することを目標に、農学分野との融合を目指

したコラボレーションや世界の著名な科学者を交えてのワークショップなどを行っています

研究の
ポイント

研究活動１：勉強会の開催 研究活動２：誌上報告（STAM誌）

したコラボレ ションや世界の著名な科学者を交えてのワ クショップなどを行っています。

自然界のアイデアを学び技術に結びつける勉強
会を開催しています。

これまでに取り上げたテーマ

Brain Manufacturing

これまでに取り上げたテ マ
1. Biologically Inspired Design
2. Development of Tissue Adhesive for 

Biomedical Applications
3. Activation of bone-related cells cultured on 

bone-like hydroxyapatite/ collagen 
nanocomposite.

4 i f i i
生物や天然素材をヒントにしたものづくりの推進を目
的に、クラスターでは科学専門誌STAM (Science and 
Technology of Advanced Materials )の特集号として

自然から学ぶ新素材開発の編集企画をしています。

特集号で扱うテーマ
環境修復ジオ

4. Toughening of ceramics base materials 
inspired by nature

5. Biologically inspired joint
6. Biologically-inspired materials: A biologist’s 

perspective.
7. バイオミメティック・エンジニアリングと自己組

織化マテリアル
1. 環境修復ジオマテリアル
2. バイオミメティックアプローチによる構造色
3. 生体の構造と力学特性
4. 生体のもの造り（骨）
5. バイオミネラル
6. 接着及び生体と被着体の界面

織化マテリアル
8. 生物から学んだセラミックの低温合成
9. 自然科学に学ぶ（クモの巣を電子配線に）
10. カイコの遺伝子組換えによる絹糸タンパク質

改変
11. 珪酸塩ナノシートの「自発的自己組織化物」
12. 元素戦略上有用な層状マンガン鉱床

自然のアイデアを学び技術に結びつける勉強会を開催して

います。

農学研究機関への見学会・交流会を行なっています。

普及を目的に専門誌にレビュー企画を行なっています。

まとめ

自然から学んだ新しいものづくり実現し、環境低負荷技術

の開発を推進します。

自然に学んだ恩恵を自然に戻す事で環境保全を推進しま

す。

将来の夢

�イ�リッ�材�センター ����� E-mail： Hosoda.Naoe@nims.go.jp

普及を目的に専門誌にレビ 企画を行なっています。

自然から学ぶ技術について８つのテーマを実施しています。
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原子の厚さで電子素子を作る
Future electronics with atomic-scale thickness

半導体集積回路における電気スイッチ素子に関して、将来の更なる微細化展開が懸念さ

れております。これに対するブレークスルーを目指して、炭素だけで構成され、現時点で最
研究の
狙い

Key words: atomic film, graphene, electronics

薄新素材である原子薄膜グラフェンを用いた電子素子の実現を目指しております。
狙い

天然グラファイトから取り出したグラフェンで、基本ロジック素子を作製しました。独自の自

己形成ゲート絶縁膜を用いた高効率電界印加構造を導入することで、低電圧動作での動

作を実現し、従来のグラフェン特有の低利得問題を大きく改善することに成功しました。

研究の
ポイント

原子薄膜“グラフェン” グラフェンを用いて素子を作る

作を実現し、従来のグラフェン特有の低利得問題を大きく改善することに成功しました。

はじめに

鉛筆 芯 自転車 など

炭素�けで構成�れた原子膜で
電子素子を作る。

素子の作り方
基板上のグラフェンフィルム

チャネルの形成
（電子ビームリソグラフィ
＋エッチング）

ソース・ドレイン電極の形成
（電子ビームリソグラフィ）

トップゲート電極の形成
（電子ビームリソグラフィ）

・
・
・

鉛筆の芯や自転車のフレームなどに
使われる“グラファイト”を構成する
“炭素原子フィルム・グラフェン”を用いて
電子素子を実現する研究を進めます。

グラフェンの作り方

アルミニウムゲート電極を空気に曝
すだけでアルミニウムとグラフェン
の界面に絶縁膜が自己形成される。

電子ビーム露光によって、
ソース・ドレイン電極を

電子ビーム露光と酸素プラズマ
エッチングによって、グラフェン

基板上のグラフェン。この原子
フィルムに微細加工を施して、

�ル���ム����で自��成��膜を作り、
高��ゲートとして使�るようになりました（独自構造）。

グラフェンロジック素子

（独自手法による独自構造＝
絶縁膜厚は数nmであり、極めて効率
的にゲート電界を印加できる。）

ソ ス ドレイン電極を
形成する。

ッチングによって、グラフ ン
チャネルを形成する。エッチング
後に、レジストは取り除く。

フィルムに微細加 を施して、
形状を整え、電極を作り付けて
素子を作る。

��グラファイトや��グラファイトを���2���基�に転�
する�とで、原子薄膜“グラフェン”を�り出す�と�出来
ます。材料と基����れ�、未来の電子素子材料で�
る“グラフェン”�作れます。

独自構造にて ゲイン7�上を�成（�来������� ）

原子フィルムグラフェンを用いたロジック素子作製。

独自ゲート構造を提案し、適応 ⇒ 高性能グラフェン素

子実現。

原子薄膜グラフェンで 基本ロジック素子を作り 低電圧

まとめ

地上で最薄の電子材料を用いて電子素子を作ります。

炭素という身近な材料で、未来を切り拓くような電子素子を

見つけ出し、実現に向けた研究を行っていきます。

将来の夢

独自構造にて、ゲイン7�上を�成（�来�������。）

原子薄膜グラフェンで、基本ロジック素子を作り、低電圧

高利得の実現に成功。

MANA（�������������研究��） ���� E-mail： TSUKAGOSHI.Kazuhito@nims.go.jp
Songlin Li、����（NIMS）、����（���）
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グラフェンで作る量子効果デバイス
Graphene-based Quantum DevicesGraphene based Quantum Devices

Key words: グラフェン, ナノ微細加工, 量子効果デバイス

シリコン集積回路の微細化の限界が具体的に見え始めた今、それと相補的な新しいエレクト

ロニクスの創成が必要である。その中で単一原子層のカーボン材料であるグラフェンに着目
研究の
狙い

し、デバイス作製の基礎技術の開発と、新機能を発現する量子効果デバイス応用を目指す。
狙い

グラフェンシートに対して微細加工プロセスを施すことによる、ナノ構造素子作製プロセスを

確立した。そして実際に量子効果素子として、量子ドットを二個結合させたグラフェン結合量

子ドットを作製し 単一電荷制御およびドット間結合制御の動作実証に成功した。

研究の
ポイント

グラフェン微細加工プロセスの開発 グラフェン量子効果素子の動作実証

子ドットを作製し、単 電荷制御およびドット間結合制御の動作実証に成功した。

グラフェン薄膜の取り出し・層数の識別 グラフェン素子の電気伝導測定

量子効果デバイス
測定システム。

・温度可変冷凍機
(1.5 K- 300 K)

・He3冷凍機
(0.3 K- 1.5 K)

・超伝導マグネット
(8 テスラ)

微細加工技術によるグラフェンナノ構造作製 グラフェン結合量子ドット素子

電子線ビームリソグラフィ技術と反応
性イオンエッチング技術を用いたグラ
フェンシートのナノ微細加工。

グラフェン微細加工プロセスの確立。

量子効果デバイス測定システムの確立。

ホール素子およびグラフェン量子ドット素子の作製。

グラフェン結合量子ドット素子の動作実証

まとめ

グラフェンによる集積化量子回路の開発。

単電子エレクトロニクス・量子コンピューティングへの応用。

グラフェンの原子スケール構造制御。

新機能性・量子物性の発見

将来の夢

MANA������������������� �� �� E-mail： MORIYAMA.Satoshi@nims.go.jp

グラフェン結合量子ドット素子の動作実証。 新機能性・量子物性の発見。
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フラーレンナノシートの新規合成法の開発

Development of Fullerene Nanosheetsp

Key words: Fullerene, Nanosheet, Solar Cell

フラーレン類を実際の材料に用いるためには、規則正しく集積化させたフラーレン

ナノマテリアルの合成が重要である。本研究ではフラーレンナノシートおよびフ
研究の
狙い

ラーレンハイブリッドナノシートの新規合成法の開発を行った。
狙い

フラーレンとフェロセンからなるハイブリッドナノシートの合成とその興味深い光物性を明ら

かにした。さらに、このハイブリッドナノシートを加熱することで、フラーレンナノシートへ変

換できることを見出した

研究の
ポイント

��の炭素�素体で�るフラーレン�は�特異な�
状��電子�に��する��な�性を有し��ること
�����への応用が������る。

換できることを見出した。

������ナノシートは��のフラーレンマテリアルが�
�を�たな���に�たな���が��るた��太陽
電池な�への応用が����る。

フラーレンハイブリッドナノシートの合成 フラーレンナノシートの合成

フラーレン�と��な���分子との���リ���
に�る�たな�性の��が���������る。�
��では����な有����合�で���電子�
�性を有するフ���ン���5H5)2��)とフラーレン��な
る���リ��ナノマテリアルの大量合成�の開�を
�った。
フ���ン���で������出�を�ったとこ

な

2.0 m 2.0 m2.0 m2.0 m 2.0 m2.0 m

図.Fc/C60ナノシートのa)STEM像, b)炭素とc)鉄原子の分散状態

��フ���ンとフラーレン��なるナノシート�������

ナノシート�の合成に成功した。この������ナノシート
は�����������にフ���ンとフラーレン�の電��
����を有する。このことは�フ���ンとフラーレン
の�に�����用が����ることを�し��る。

��に�������ナノシートは�5��で加熱することに�
����を��な�フラーレンナノシートに��が可能で
�った。���に���こ��で��で�ったフラーレ
ンナノシートの大量合成が可能となった。

図.Fc/C60ナノシートのSEM像

図.フラーレン(C60)
図.C60ナノシートのSEM像

Fc/C60ナノシートの合成に成功した。

Fc/C60ナノシートは特異な光学特性を有する。

Fc/C60ナノシートを加熱することでC60ナノシートが合成で

きることを見出した。

まとめ

フラーレンナノマテリアルの太陽電池への応用

フラーレンナノマテリアルの生体材料への展開

将来の夢

60

���������������� �原�� E-mail： WAKAHARA.Takatsugu@nims.go.jp

きる とを見出した。

C60ナノシートの大量合成が可能となった。
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液状機能性有機材料
Functional Organic Liquidsg q

Key words: Room Temperature Liquids, Organic Materials, Optoelectronic Functions

豊富な光・電子機能性を有するπ共役系分子を常温液状化することで、未開拓常温液状

物質を創製する。低粘性、低融点、不揮発性、高屈折率、高密度π系、発光性、光導電性
研究の
狙い

を持つ、低環境負荷・省エネルギー対応型の次世代有機材料としての応用を目指す。
狙い

本来、分子間の強いπ-π相互作用により、 π共役系分子（フラーレン、OPV、ポルフィリ

ン）分子は、常温で自己集合した固体物質として存在する。π-π相互作用を効果的に阻

害するアルキル鎖を導入することで “液体”の光・電子機能性有機材料を創製した

研究の
ポイント

室温液状フラーレン 室温液状色素（ポルフィリン & OPV）

害するアルキル鎖を導入することで、 液体 の光・電子機能性有機材料を創製した。

�ルフ�リ� �リ�フ��������（OPV）

η* = 102 ~ 103 Pa・s
Φ = ~ 0.04

η* = 2.5 ~ 25 Pa・s
Φ = 0.35 ~ 0.44

紫外光 可視光

粘�性
�� 300 400 500

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0  Solution 
 Film

362 nm

 

A

�����トル
（溶液�����
と����）

π��コ�の�立��
溶媒��（低環境負荷）
（溶媒リー�無し��温��）
�����
（���性化�����）
超��化・薄�化
（���・���状�）

���� US20100019205

G”>G’: 液体��

�化���性
��リ���� = 0.03 cm2/Vs
（フル�ド材料として����）

4C ～350C (液状)
粘性��ル�ル��に��

��

超薄型湿式光電変換素子
（D/A無溶媒系）

THz分光技術
（マーカー物質）

次世代バーコード
（機能性インク）

300 400 500
/ nm  

（��� ���状�）

応用の可能性

液状機能性有機材料の創製設計指針を確立。

 100 ～ 105 Pa・sの粘性(飴状)を持つ液体色素を創製。

発光性常温液状物質を創製。

低環境負荷の液状物質としての材料応用を提案

まとめ

有機ソフト材料に関する研究・開発を世界的にリード。

環境低負荷・省エネルギー対応の有機材料創製。

無溶媒・超薄型・湿式光電変換素子の実用化。

次世代バ ド（大容量情報）技術の開発

将来の夢

��有機���ー �� �� E-mail： NAKANISHI.Takashi@nims.go.jp

低環境負荷の液状物質としての材料応用を提案。 次世代バーコード（大容量情報）技術の開発。
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Novel Functional Materials Employing
Boron Nitride Nanotubes and Nanosheets

Key words: Boron Nitride, Nanotubes, Nanosheets

Development of novel functional polymeric and ceramic composites reinforced with 
boron nitride nanotubes or nanosheets capable of working in a wide range of 

Purpose
of 

temperatures and environments.

BN nanotubes and nanosheets were synthesized at high yields and effectively 
employed as reinforcing agents in prospective insulating polymers and engineering 
ceramics for dramatic enhancement of strength, elasticity, toughness and thermal 

research

Abstract 

Boron Nitride Nanotubes Boron Nitride Nanosheets

conductivity.

thermal resistance
BN ＞＞ CBN  〜1500 K C 〜800K

Comparison of Boron Nitride to Carbon Nanotubes
C BN

“black” graphite “white” graphite

Making: Chemically Assisted Ultrasonication of hBN
Young Modulus ~ 30 GPa

oxidation resistance
BN ＞＞ CBN - high C - low

electrical resistance
BN ＞＞ CBN – insulator C - metal / semiconductor

Young modulus (theory)
BN 〜 CBN  ~ 1 TPa C  ~ 1 TPa

thermal conductivity (theory)
BN > CBN > 3000 W/mK C ~ 3000 W/mK

C nanotubes

BN nanotubes

oxidation
in air

g p

Unique Mechanical Properties of BN Nanotubes

BN Nanosheet – Unwrapped Nanotube
BN Nanotube – Wrapped   Nanosheet Atomic Force Microscopy Image of 

Stacked BN Sheets

Boron Nitride Nanosheet at Atomic Resolution

Carbon tubes BN tubes

0.579 W/mK

TEMPS transparent films with BN tubes 2.37 2.65
3.05

Unique Mechanical Properties of BN Nanotubes
Tensile tests:
huge strength

The tests on individual BN nanotubes were accomplished inside a transmission electron microscope

Bending tests:  reversible kinking

BN Tube‐Loaded Polymer Film Property Improvement

1 wt % CNT

dark PS film

vit
y 

od
ul

us
, G

Pa

275%29%

Boron Nitride Nanosheet at Atomic Resolution

Monoatomic layers

Formation of BN
fullerenes and individual 
metal atoms diffusion

1 nm

Honeycomb
lattice of 

Boron Nitride 
is seen

1 nm

Dark spots-
metal atoms
travelling

Strength ~30 GPa, Modulus ~0.9 TPa N

B

0 1 2 3 4 5

0.281 W/mK

BNNT wt. %

0.154 W/mK0 wt.% BNNT 1 wt.% BNNT 3 wt.% BNNT
+ 0.1 wt.% PmPV

100 nmPS matrix

BNNT

0% 1% 3%
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BN Tube‐Loaded Ceramics and Property Improvement

BNNT wt.%

Enhanced superplasticity, up to 400% increase,
of engineering ceramics, Al2O3 and Si3N4, was 
discovered under only 0.5 wt.% additions of 
Boron Nitride nanotubesAl2O3-BNNT Si3N4-BNNT

BN Sheet‐Loaded Polymer Composite Property Improvement
22% increase 11% increase

Deformation at ~ 1500oC

Boron Nitride nanotubes and nanosheets were 
synthesized in amounts never achievable before 

They were found to be extremely effective in 
enhancing insulating polymers and engineering 

Summary
High-performance polymeric and ceramic composites 

for on-demand structural and engineering needs are 
ready to be integrated into modern technology 

 Increase in BN nanotube/nanosheet loading fractions 
d th i t t i ithi th l d i

Research Outcome or Future Development

MANA������������������� Dmitri Golberg E-mail： GOLBERG.Dmitri@nims.go.jp

ceramics strength and/or toughness and thermal 
conductivity

and their texturing within the polymer and ceramic 
matrices are planned for final optimizations
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ブ

ペロブスカイト型酸化物ナノシートの合成と応用
Synthesis and Applications of Perovskite-Type Oxide Nanosheetsy pp yp

Key words: ナノシート、ペロブスカイト

●層状化合物を単層剥離して得られるナノシートはナノ材料として有用。

●ペロブスカイト構造を有する酸化物はさまざまな特性を有する物質が豊富。研究の
狙い

●ペロブスカイトナノシートを合成して特性を評価、応用へ。
狙い

●ペロブスカイト層の厚さをコントロールしたナノシートの合成。

●ペロブスカイトナノシートの種々の基板への平滑成膜法の開発。

●ナノシート膜の特性を評価

研究の
ポイント

ペロブスカイトナノシート ナノシートの応用

●ナノシ ト膜の特性を評価。

種々のペロブスカイトナノシートを合成。

ペロブスカイトナノシートの単層膜・累積膜の作製。

単層膜・累積膜の特性の評価。

まとめ

元素、構造の変化によるナノシートの特性のコントロール。

得られた特性の実用化。

将来の夢

MANA������������������� ��� �� E-mail： EBINA.Yasuo@nims.go.jp
�� ��、�� 実、�々� ��
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ナ
ノ
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ュ
ー
ブ

新しいメソ多孔体の合成と応用
Synthesis & Application of Novel Mesoporous MaterialsSynthesis & Application of Novel Mesoporous Materials

Key words: Self-assembly, Surfactants, Mesoporous materials

自己組織化により形成される独自のメソ（ナノ）ポーラス材料は、大きな表面積を有するこ

とから、吸着材料・触媒担体などの応用が期待されます。我々の研究では、組成・構造・研究の
狙い

形態の3つのパラメーターに着目して、本材料の応用を探っています。
狙い

大きな表面積・細孔容積、規則的なナノ細孔配列などの今までの材料にはない特徴を活

かし、電極材料、電子ペーパー、大腸菌殺菌シート、Low-k材料、低熱膨張ポリマーコン

ポジットなど様々な応用の可能性を追求しています

研究の
ポイント

メソ多孔体の応用例：多岐にわたる用途

ポジットなど様々な応用の可能性を追求しています。

高速分解性を有する大腸菌殺菌シートを開発。

メソ細孔を使うことで，燃料電池電極の活性向上。

メソ空間をLow-k誘電材料に応用する。

配列した細孔により 高解像度電子ペ パ を実現

まとめ

メソポーラス材料を実用化し、応用を拡げることで、様々

な製品の機能を大きく向上させる。

将来の夢

MANA������������������� �� �� E-mail： Yamauchi.Yusuke@nims.go.jp

配列した細孔により、高解像度電子ペーパーを実現。
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エネルギー効率向上を図る革新的次世代耐熱鋼
―析出強化でフェライト系耐熱鋼の限界に挑戦!!―

The advanced next generation heat-resistant steels for improvement in energy efficiency

エネルギー資源の節約や二酸化炭素排出量の削減を図るために、タービンを回す蒸気条

件をより高温高圧にして、火力発電プラントのエネルギー効率を高めることが求められて
研究の
狙い

The advanced next generation heat resistant steels for improvement in energy efficiency

Key words: 高温クリープ強度、金属間化合物、先進超々臨界圧火力発電

いる。そのために、高温強度を高めた新しい耐熱材料の開発が必要である。
狙い

構造欠陥を除去したフェライト相中に、金属間化合物を分散析出させた新しい耐熱材料を

考案した。そして、低熱膨張率、高耐食性、低コストの優れた特性を維持しつつ、従来フェ

ライト（BCC）系耐熱鋼の100倍以上まで高温クリープ寿命を延長させるのに成功した

研究の
ポイント

200

従来FCC系耐熱鋼
700℃

100倍の高温寿命を実現 NIMSオリジナルの新強化機構

ライト（BCC）系耐熱鋼の100倍以上まで高温クリープ寿命を延長させるのに成功した。

新しい高強度組織���組織�

����ルの構造����
NIMS新型
耐熱材料 ℃

40

60

80

100

応
力

 / 
M

P
a

従来 系耐熱鋼

従来BCC系耐熱鋼
700℃

従来FCC系耐熱鋼
750℃

10m

寿命100倍

寿命100倍
耐熱材料��０℃

102 103 104 105
20

クリープ破断時間 / h

従来BCC系耐熱鋼
750℃

新しい高温強化機構

金属間化合物の������

高温構造部材としてバランスの優れた特性

NIMS新型
耐熱材料�００℃

材� 高温強度 耐酸化性 熱��度 熱膨張係数 耐熱��性 製造性 ���� コスト

Ni基超合金 ◎ ◎ △ △ △ × × ×

FCC系耐熱鋼 △ △ × × × △ △ △

BCC系耐熱鋼 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○

NIMS新型
耐熱材料

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

NIMSオリジナルの新しい高温強化組織を提案した。

 700℃以上で従来BCC系耐熱鋼の100倍も高温寿命が延

長し、FCC系耐熱鋼の高温強度に匹敵した。

耐酸化性、熱膨張係数、コストにも優れている。

まとめ

材料科学に基づく高温強化、特性向上の機構を解明し、

材料設計指針を確立する。

溶接性、製造性、大型化に伴う諸問題を解決する。

次世代700℃超級火力発電プラントへの適用を図る。

将来の夢

耐酸化性、熱膨張係数、 ストにも優れている。

次世代火力発電プラントの高温構造部材に適している。

次世代 ℃超級火力発電プラント の適用を図る。

高いエネルギー効率で低炭素社会の実現に貢献する。

新構造材料�ン�ー �� �明 E-mail： TODA.Yoshiaki@nims.go.jp
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高強度鋼のギガサイクル疲労特性の解明
Study on gigacycle fatigue of high-strength steely g g y g g g

Key words: Gigacycle fatigue, ultrasonic fatigue testing, internal fracture

•疲労の分野では未解決の課題が多く、現在でも疲労による破損事故は後を絶たない。

•その中の一つが、高強度鋼のギガサイクル疲労（疲労限の消滅）の問題である。
研究の
狙い

•この問題を解決し、事故の低減に繋げることが本研究の最終的な狙いである。
狙い

•高強度鋼における疲労限の消滅は、「内部破壊」という新たな破壊形態の出現による。

•内部破壊の評価には超音波疲労試験による加速試験が極めて有効なことを実証した。

•内部破壊は通常の疲労とは大きく異なるため 様々な条件での特性解明が必要である

研究の
ポイント

最先端研究トピックスI：寸法効果 最先端研究トピックスII：水素の影響

•内部破壊は通常の疲労とは大きく異なるため、様々な条件での特性解明が必要である。
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��超音波疲労試験の��性

・内部破壊では良好な結果。

・大型試験片でも同様。

����

・水素は次世代エネルギーの候補。

・反面、水素は鉄鋼材料を脆化させる。
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※内部破壊では超音波疲労試験と通

常の疲労試験の結果がよく一致。

２�試験片��

大型試験片 通常の試験片

超音波疲労試験結果の代表例

・故に、疲労特性に対する水素の影響は重要課題。

２�実験�法

・試験片を水素チャージ。

・超音波疲労試験による加速

試験。※水素量低下の対策。

・内部破壊と表面破壊の各々に
0

1

2

H
yd

ro
ge

n 
co

nt
en

t　
(w

t.p
pm

)

After fatigue test
  Tempered at 200℃
    Current density=0.3mA/cm2

    Current density=0.1mA/cm2

  Tempered at 550℃
    Current density=0.3mA/cm2

4mm plate
  Current density=0.3mA/cm2

  Tempered at 200℃
  Tempered at 550℃

SCM440 steel

 

a
(M

Pa
)

σ 2

2

SUP7 Heat C tempered at 703 K

T

T
M

M
900

1000

99

99.5

�� ��) y

��φ7�20mm （��2O3）
��φ3 mm ���2O3）
��φ3 mm ���� �r Matr��)

  TiN
   or
Matrix Al2O3 4

5

6

大型試験片 通常の試験片

��実験結果

・20%を超える大きな寸法効果（試験片寸法への依存性）を観察。

※通常は5～10%

・寸法効果は主に酸化物系介在物の影響により発現。
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��実験結果

・内部破壊となる試験片では大きな強度低下。

・通常の表面破壊となる試験片では僅かな強度低下。
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疲労試験結果 起点介在物寸法

大きな試験片を用いることは極めて重要！
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水素は内部破壊（�ギガ疲労）に大きく影響！

内部破壊となる試験片 表面破壊となる試験片

本研究のポイントは、内部破壊の特性解明。

内部破壊の場合、寸法効果は通常の疲労の２倍以上。

故に、大きな試験片を用いて特性を評価する必要がある。

内部破壊では 水素の影響も通常より遥かに大きい

まとめ

内部破壊の根本的なメカニズムの解明。

研究過程で生まれた様々な試験技術の実用化。

材料の疲労試験を不要にするデータベースの構築。

研究により得た知識をまとめて究極の教科書を作る

将来の夢

壊 響

材料��性�ンター �� ��、�� � E-mail： FURUYA.Yoshiyuki@nims.go.jp

内部破壊では、水素の影響も通常より遥かに大きい。

このように内部破壊は通常の疲労とは特性が大きく異なる。

研究により得た知識をまとめて究極の教科書を作る。

以上を通して、疲労による破損事故を減らす。
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耐高温酸化特性に優れたアルミニウム鋳鉄
Aluminum cast iron with excellent high-temperature oxidation resistanceg p

Key words : high-temperature oxidation, aluminum, cast iron

低環境負荷が求められる現在、資源が豊富な元素のみを使用した材料開発が期待される。

鋳鉄はそれを満たしているが、高機能であるとは言い難い。そこで鋳鉄にアルミニウムを
研究の
狙い

添加しFe-C-Si-Al系での新しい材料開発を試みた。

鋳鉄にアルミニウムを添加することにより、耐高温酸化特性に優れた材料となることがわ

かった。また、この材料を大気中で一旦1000℃で熱処理することにより、析出するアルミ

ナが酸素の通路を遮断し、材料内部の組織を保護してくれる。

狙い

研究の
ポイント

アルミニウムの添加による耐高温酸化 アルミナ析出による酸素遮断

Fe-3.2C-2.4Si-6Alの鋳鉄を大気中で熱処理すると

表面近傍の黒鉛であった部分がアルミナに置き換わる

ナが酸素の通路を遮断し、材料内部の組織を保護してくれる。

C Al O 黒鉛のままの部分
Fe-3.2C-2.4Si-0Al

層
の

暑
さ

,m
m

800℃
内部酸化が時間に比例

熱処理した鋳鉄断面のEPMAマクロ分析

黒鉛のままの部分

アルミナが析出
した部分
内部酸化している

Al O

2mmFe-3.2C-2.4Si-2Al

Fe-3.2C-2.4Si-4Al

ア
ル

ミ
ナ

の
析

出
し

た
層

熱処理時間, h

1000℃

大気中1000℃

20時間での外観

一旦1000℃で20時間処理

すると800℃でも内部酸化

EPMAミクロ分析
黒鉛と置き換わるように
アルミナが析出

内部酸化が遅くなる

アルミナ析出層厚さの時間変化

6%Al以上で良好な
耐高温酸化性

20µm

5mm

Fe-3.2C-2.4Si-6Al

表面にアルミナの
保護膜ができ、

酸化を抑制

アルミニウム含有量と

酸化による増量

鋳鉄にアルミニウムを添加することで

耐高温酸化特性に優れた材料となる

C

O O

C

が進行しない。

EPMA分析 800℃:20h 1000℃:20h→800℃:20h

脱炭

酸化 酸化していない

試料表面
(外は埋込樹脂)

アルミナ析出層厚さの時間変化

2mm

黒鉛が残っている

 表面のアルミナ層の形成で耐高温酸化

 １０００℃の高温でも使用可

 黒鉛の存在している場所にアルミナの析出

 簡単な熱処理で 内部組織を保護

さらなる性能の向上

アルミニウム鋳鉄の利用法の拡大

鋳鉄の古いイメージを払拭

新たな低環境負荷材料の開発

まとめ 将来の夢

新��材料���ー 高� � E-mail ： TAKAMORI.Susumu@nims.go.jp

 簡単な熱処理で，内部組織を保護 新たな低環境負荷材料の開発
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残留応力を低減する高強度ハイブリッド溶接金属

High strength weld metal reducing residual stressg g g

Key words: ハイブリッド溶接ワイヤ、クリーンMIG溶接、残留応力

構造材の軽量化・高寿命化などで省エネルギー・低炭素化に寄与する1000MPa級高強度

鋼の適用拡大が期待されている。しかし溶接において継ぎ手部には引っ張りの残留応力

が生じ 疲労強度の低下や割れの原因となる

研究の
狙い が生じ、疲労強度の低下や割れの原因となる。

これらを防止できる溶接材料と溶接技術の開発が必要である。

狙い

●純Ar中で安定なMIG溶接を可能とし、溶接継ぎ手の性能低下の原因である溶接金属中

の酸素を低減できるクリーンMIG溶接を確立する。

●溶接金属に低温度変態特性を持たせて溶接継ぎ手部の残留応力の低減を図る

研究の
ポイント

ハイブリッドワイヤのメカニズム 残留応力の低減

●溶接金属に低温度変態特性を持たせて溶接継ぎ手部の残留応力の低減を図る。

長く伸びた溶融金属の液柱が
不安定に動き回り、安定なMIG

溶接は不可能

インコネル
(融点1400℃）

0
.6

 m
m

1
.2

 m
m

芯線(中心部）

フープ
(外周部）

鋼

クリーンMIG溶接による特性改善

(融点1540℃）

試作ハイブリッドワイヤ

※MIG溶接（metal inert gas welding）：アルゴンなどの不活性ガスをシールドとして溶接時の部材と大気の反応を遮断するアーク溶接法

純Ａｒシールドガス中でのＭＩＧ溶接を可能とするハイブリッ

ドワイヤを開発

溶接材料に低温度変態特性を付与し、溶接部の残留応

力を低減できる高強度溶接材料を開発

まとめ

老朽化鋼橋の補修溶接技術に残留応力低減が可能なハ

イブリッドワイヤと、溶接金属の特性向上が可能なクリー

ンＭＩＧ溶接を適用する。

1000MPa級の高強度鋼材の溶接技術として適用すること

将来の夢

���材料�ン�ー 中��� E-mail： NAKAMURA.Terumi@nims.go.jp

クリーンＭＩＧ溶接により溶接部の性能向上が可能 により、省エネルギー可能な低炭素社会を実現する。
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希少元素に依らない高性能マグネシウム合金

High performance Mg Alloys with abundant elements

マグネシウム合金は密度比にして鉄鋼の１／４であるため、構造部材の飛躍的な軽量化

に繋がるものと期待されている。昨今の社会的要請であるCO2ガス排出低減には、自動車

など輸送機器の軽量化が必須であるため 希土類元素など高価な原料を用いないで高強
研究の
狙い

g p g y

Key words: high-strength, high ductility/toughness, abundant elements

など輸送機器の軽量化が必須であるため、希土類元素など高価な原料を用いないで高強

度化と同時に安全性に繋がる靱性や延性を具有する高性能合金創製の基礎を確立する。

狙い

従来では、室温で脆いものと認識されているマグネシウム合金について、高強度と高延性

／高靱性を達成するため、高強度アルミニウム合金（ジュラルミン）の機械的性質を目標

とした。アルミニウムや亜鉛との組み合わせによる延性を阻害しない強化粒子の均一分

研究の
ポイント

散や底面集積度の低減により、ジュラルミンに匹敵する高性能合金創製に目処をつけた。

top portion
of roller

[axial view]

upper

top surface
view


top portion

of roller

[axial view]

upper

top surface
view



RD(a) EXT-AZ31実生産速度での周速度差の応用・アルミニウムおよび亜鉛の添加による準結晶の形成
・熱処理による近似相（φ相）の分散と押出加工による
結晶粒微細化により高強度化

準結晶近似相の形成と分散制御による高性能化 高速度せん断変形の繰返しによる高性能化
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飛躍的な高強度化と
延性の両立

累積
・集合組織

低減

マグネシウム合金
展伸材

希土類使用準結晶
粒子分散Mg合金

希土類フリー準結晶粒子
分散Mg合金マグネシウム合金

展伸材

希土類使用準結晶
粒子分散Mg合金

希土類フリー準結晶粒子
分散Mg合金

近似相分散によ
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[Mukai, Somekawa, Inoue, Singh: Scripta Materialia 62(2010)113]

マグネシウム合金鋳造材

粒子分散Mg合金

マグネシウム合金鋳造材

粒子分散Mg合金

り、押出加工時に
底面集積度が低減
され、高強度化と
同時に延性を付与

[Somekawa, Singh, Mukai: Scripta Materialia  61(2009)705]

アルミニウムや亜鉛など、ありふれた元素の活用による

準結晶近似相の形成により、高強度－高延性を実現

せん断過程の導入ひずみ方向を調整することにより、既

存マグネシウム合金の延性を劣化させずに高強度化

まとめ

技術移転による量産化により、自動車など輸送機器構造

の飛躍的な軽量化に貢献すること

生体へ悪影響を及ぼさない元素を添加することにより、ス

テントや骨固定用デバイスなど生体内で分解し排出され

将来の夢

結晶粒微細化と底面集積度低減の同時達成がカギ るデバイスの高性能化に貢献すること

�構造材��ン�ー 向� �� E-mail： MUKAI.Toshiji@nims.go.jp
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渦状偏析組織による耐熱チタン合金の特性向上

Advanced heat-resistant Ti alloys with vortically segregated microstructure

Key words: Ti2AlNb Intermetallic Alloy, Segregation, Room Temperature Ductility

 耐熱チタン合金を航空機エンジンに広範囲に適用すれば軽量化・高効率化が期待できる。

 我々はTi2AlNb金属間化合物基耐熱チタン合金にMo、Feを添加し、高温強度の向上を
研究の
狙い

達成したが、Nb, Mo等の合金元素の偏析、室温引張特性の向上が課題であった。
狙い

材料中の元素偏析を逆利用した、新たな加工熱処理法によるTi2AlNb基耐熱チタン合金で

渦状のVGS（Van Gogh’s Sky）組織の形成

機械的性質（特に室温引張特性）の向上

研究の
ポイント

合金組成：Ti-25Al-14Nb-2Mo-1Fe (mol%)

加工熱処理：

1000℃で鍛造（67mmΦ→40mm角）

偏析を利用した渦状VGS組織の形成 VGS組織による室温引張特性の向上

機械的性質（特に室温引張特性）の向上

室温��特性に�ぼ�VGS組織の��

均一組織1000℃で鍛造（67mmΦ 40mm角）

1000℃で溝ロール圧延（40mm角→11.8mm角）

1000℃で1時間保持後毎秒0.03Kの速度で冷却

���た渦状VGS組織

破断伸びの大幅な向上
（ほぼ0％→6％）

組織

VGS組織

マトリックスのB2
相中に第二相

VGS組織と合金元素（Nb, Mo)偏析との対応
SEM像 EPMAマップ(Nb) EPMAマップ(Mo)

��破断後の���破断�の��

相中に第二相
（α2相）が渦状
に分散

均一組織材 VGS組織材

SEM像 EPMAマップ(Nb) EPMAマップ(Mo)

α2相の分散とNb, Moの少ない領域が対応

Ti2AlNb金属間化合物基耐熱チタン合金の高温特性と

室温特性の両立を目指した加工熱処理。

溝ロール圧延による渦状VGS組織の形成。

VGS組織は合金元素（Mo, Nb)の偏析に起因。

まとめ

VGS組織による材料特性向上機構の解明

VGS組織の定量的評価・最適化

他の合金系への適用（チタン系、鉄系）

将来の夢

���リッ�材料�ンター �� � E-mail： EMURA.Satoshi@nims.go.jp

VGS組織は合金元素（Mo, Nb)の偏析に起因。

VGS組織による室温破断伸びの向上。 偏析を利用した金属組織造り込み手法の一般化
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低摩擦金属酸化物コーティング
Low-friction coatings of metal oxidesLow friction coatings of metal oxides

Key words: Tribology, Coating, Metal oxide

環境エネルギー問題が取り立たされる中、エンジンやタービンなど様々な熱機関の駆動

部の低摩擦化を推進することで省エネルギー・低CO2化を実現することが必要である。

現在使用されている有害な鉛や鉱物を含んだ低摩擦材料から 環境負荷の少ない身近な

研究の
狙い 現在使用されている有害な鉛や鉱物を含んだ低摩擦材料から、環境負荷の少ない身近な

材料を用いた低摩擦材料への転換が必要である。

狙い

非常に身近な材料である金属酸化物（酸化亜鉛、酸化銅）は、これまで摩擦係数が大きく

て低摩擦材料としては不向きであった。

ナノレベルで材料の結晶配向性・組織構造を制御・複合化することにより金属酸化物の低

研究の
ポイント

コンビナトリアルスパッタによる膜の構造制御 金属酸化物コーティング膜の低摩擦化

摩擦化に成功した。

��動で成膜�よ�膜�性��を実現
��Oコーティング膜の��摩擦�性

コンビナトリアルスパッタコーティング�� �動摩擦・���性��機構部

摩擦測定機構

光学特性測定
機構

��（JIS-SUS304��の� ZnOコ�テ�ン�(���� ZnOコ�テ�ン�（���

��O膜の荷�����動摩擦�性
（O2/Ar：60％ → �に（002�、（113�配向 → ��な低摩擦特性�

O2/Ar 100%     80%    60%    40%   20%    0%

ヘキサデカン分子

パルミチン酸 0.001 wt％ パルミチン酸 0. 1 wt％ パルミチン酸 1 wt％

酸化亜鉛（��O）コーティング膜の結晶配向性・構造制御が��

コーティングレ���� �ン�ル 性�の�なるコーティング膜の様�

（酸���を��て��した酸化亜鉛コーティング膜の�）

パルミチン酸分子

酸化亜鉛（��O）コ ティング膜の結晶配向性・構造制御が��

��O膜の低摩擦����������の�用）

�大�� ���� ������ン� �パル��ン酸���

コンビナトリアルスパッタ成膜法を用いて金属酸化物の結

晶配向性・構造制御に成功。

身近な金属酸化物の低摩擦化を実現。

まとめ

圧電効果を増感させるためのナノ構造制御ならびに複合

材料化を行い、さらなる低摩擦材料の開発を行う。

軸受材料などへの応用と駆動システムの高効率化。

将来の夢

材料��性�ンタ� ���� E-mail： GOTO.Masahiro@nims.go.jp
�� �、����

圧電効果を初めて低摩擦材料研究に導入。 上記による低炭素社会実現に貢献。

�����研究は�研� ��研究�（ 2�2������）の�成を��て実�されました。
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真珠層のバイオミメティックスコンセプトから
得られたマルチスケールハイブリッド複合材料

Hierarchical structured hybrid materials inspired by nacre

真珠層の組織・構造・機械的性質（強度／じん性を含む）をマルチスケール（ナノ～ミリメー

トルオーダー）に把握する。軽量構造材料である炭素繊維強化高分子系複合材料の組
研究の
狙い

Hierarchical structured hybrid materials inspired by nacre
Key words: hybrid material, hierarchical structure, biomimetics

織・構造に模写（適用）し、新たな機能・特性を生むハイブリッド複合材料を得る。
狙い

真珠層のナノ～ミクロンの階層構造による変形・破壊機構や有機相の役割の重要性を明

らかにした。ナノ径を有する粒子とミクロン径からなる炭素繊維を用い、破壊後も荷重を負

担するフェイルセーフ機能を有するマルチスケールハイブリッド複合材料を実現した。

研究の
ポイント

階層構造効果による高靭化機構 マルチスケールハイブリッド複合材料の開発

担するフェイルセ フ機能を有するマルチスケ ルハイブリッド複合材料を実現した。

ビ

真珠層の積層構造よりさらに微小な領域で働く
高靭化機構（階層構造効果）を提唱

階層構造を炭素繊維強化高分子複合材料に導
入、マルチスケールハイブリッド複合材料を開発

ブ ド 造真珠層表面のビッカース圧痕下の階層的変形挙動

Pile up
Pile up

(a) 真珠層の表面のビッカース圧痕、(b)-(d) 
圧痕下の変形の様子。
圧痕の周付近では積層プレート間の剥離と
滑り（b）によって圧痕からの亀裂進展が抑

制されている。圧痕直下ではプレート自身
の変形も観察された（c）。変形したプレート
内（d）では有機相（白矢印）でブリッジングさ

れたナノグレイン（黒矢印）の再配列が生じ
ており、プレート内部での変形機構の存在
が証明された。

(a) (b)

(c) (d)

マルチスケールハイブリッド複合材料の階層構造���

変形・破壊挙動

亀裂��

�面剥離

100nm 10nm1m

プル��ト

ナノグレインの
再配列有機

ブリッジング

有機
ブリッジング

100m 10m 1m

 ナノ～ミクロンの階層構造による変形破壊機構

 粘弾性挙動を示す有機相によるナノ高靭化機構

 ナノ～ミクロンマルチスケールハイブリッド複合材料の実現

 構造物の安全性を確保する材料レベルでのフェイルセーフ

まとめ

 様々な高性能ナノ複合材料、高分子およびセラミックス基
複合材料の変形・破壊機構の解明や工業的に実用化で
きる力学モデルの構築

 新たなコンセプトのハイブリッド材料や複合材料の開発と
材料実用化への提案

将来の夢

 構造物の安全性を確保する材料レベルでのフェイルセ フ
機能（破壊後も荷重を負担する機能）の実現

材料実用化への提案

 軽量材料の利点を活かし、環境・エネルギー問題に貢献

ハイブリッド材料セン�ー 内��� E-mail： NAITO.Kimiyoshi@nims.go.jp
���� E-mail： KAKISAWA.Hideki@nims.go.jp
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超強加工によるバルク金属間化合物の
ナノ組織化・高機能化

Nanostructure Formation in Bulk Intermetallics by Severe Plastic DeformationNanostructure Formation in Bulk Intermetallics by Severe Plastic Deformation
Key words: high-pressure torsion, amorphous, nanocrystalline materials

近年、金属系材料の組織制御法として、強加工による組織極微細化が注目を浴びている。

しかし、この手法を脆性材料である金属間化合物に適用した例は希である。本研究では高
研究の
狙い

圧ねじり（HPT)加工法などで金属間化合物を超強加工し、その組織と特性を調べた。
狙い

• HPT加工により、TiNi、ZrCu等で加工誘起非晶質相の形成が見られた。

• TiNi系形状記憶合金の非晶質/ナノ結晶ハイブリッド線材では、加工によりヤング率を
制御する事が可能となる。

研究の
ポイント

高圧ねじり加工によるNi3Alのナノ組織化 TiNi系形状記憶合金における
加工誘起非晶質化とヤング率制御

• ナノスケールのバイモーダル組織形成により機械的特性が大幅に向上した。

～5GPa
サンプル高圧ねじり加工法

（High Pressure Torsion)
�����で�料形状を���

冷間線引
（Cold Drawing) サンプル

�ン�ル

に�大な����を��可能

coarse
(L1 d d)

粒径約50 nmの等軸粒と幅100 nmの
プレートからなるバイモーダル組織形成

プレート境界に幅数nmの擬双晶形成

A

  r/t 2rN/t
r : サンプル半径； t � サンプル厚
N :回転数

g)
（線材）

ダイス

非晶質/ナノ結晶の繊維状ハイブリッド組織形成

X

70％冷間線引後の
TiNi線材（0.3mm)

A: 非晶質�; X: ナノ結晶�（B2）������
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CDによる
加工誘起
非晶質化

ヤング率
制御

HPTなどの超強加工によりバルク状態で種々の金属間化合

物のナノ組織化が可能

ナノスケールのバイモーダル組織により機械的特性が大幅

に改善（例：Ni3Al）

まとめ

加工誘起非晶質化，ナノ組織形成の機構解明

非晶質／ナノ結晶線材の高弾性率化と次世代低侵襲医療

デバイス（ステント etc.)への応用展開

磁性材料，熱電材料などの機能性金属間化合物への応用

将来の夢

��������材料���� �����Octav Ciuca E-mail： TSUCHIYA.Koichi@nims.go.jp

加工誘起非晶質化を利用した弾性率制御が可能（例：TiNi）
性材料，熱電材料 機能性 属間 物 用
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無機材料および金属材料データベース
Inorganic Material and Metallic Material Databasesg

Key words: Crystal structure, Structural materials, Web database

無機材料データベース(AtomWork) は既存材料の各種データや新しい物質の探索、シミュ

レーションなどに利用できます。金属材料データベース(Kinzoku) はパワープラント、化学
研究の
狙い

プラントおよび輸送機器などの寿命予測や事故解析の標準参照データとして利用できます。
狙い

AtomWork は Pauling file の二元系物質データに三元系物質の結晶構造、状態図および

X線回析データを追加しました。 Kinzokuは圧力容器材料DB,  基盤原子力材料DB およ

び構造材料データシートのデータを統合して和文で検索できる機能を追加しました

研究の
ポイント

AtomWork は�機材料の状態図、結晶構造、X 線
回�、��に�するデータを��したデータベースで
す。��の��ー�����を�いて、状態図、結

無機材料データベース(AtomWork) 金属材料データベース(Kinzoku) 

び構造材料データシートのデータを統合して和文で検索できる機能を追加しました。

Kinzoku は構造���材料の��、���数、��

���、��、��、����、��ー���、��ー�
����および�����������ています。

晶構造、���の�����を実現しました。 JIS ����、ASTM ����、材料�および�材

�状な���検索で�ます。http://crystdb.nims.go.jp/
http://metallicmaterials.nims.go.jp/

材料検索画� 材料検索画� 高Cr鋼の引張強さ

まとめ

 すべてのデータベースを統合して高速検索機能の実現

 画期的な新材料創生への貢献 (Materials Informatics)

将来の夢

結晶構造�X線回析三��状態図 高Cr鋼のクリープ破断強さ 低合金鋼のギガサイクル疲労

 AtomWorkは結晶構造、状態図、X線回析データを追加しました。

 Kinzokuは三つのデータベースを統合しました。

データベースス�ー��� ���� E-mail： YAMAZAKI.Masayoshi@nims.go.jp
� 一� E-mail： XU.Yibin@nims.go.jp

 画期的な新材料創生への貢献 (Materials Informatics)

 データ量およびユーザ人数で世界一になる。

 Kinzokuは三つのデ タベ スを統合しました。

 検索機能を使い易くしました。
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New “NIMS 物質・材料データベース（MatNavi）”
New “NIMS Materials Database (MatNavi)”( )

Key words: materials database, physical property, chemical structure

NIMS物質・材料データベース(MatNavi) は原子・分子のレベルから、結晶、材料さらに構造

部材などの基盤情報をインターネットによって発信することにより、新材料の開発、材料の
研究の
狙い

最適な使用、最適な材料の選択に役立つ情報を提供している。
狙い

サーバーの更新にともない、オープンソース(Linux, PostgreSQL, など) を全面的に採用し、

サーバーを13台から4台に統合して低コスト化を実現した。また、無機材料DB、金属材料DB

の追加 シングルサインオンの導入を行い ユーザビリティーを向上させた

研究の
ポイント

New “NIMS 物質・材料データベース（MatNavi）�

の追加、シングルサインオンの導入を行い、ユ ザビリティ を向上させた。

データベースと 検索システム

��物性
◆ 高分子データベース (PoLyInfo)
◆ 無機材料データベース (AtomWork)

算デアプリケーション
検索システム
MatNavi Search ◆ 電子構造計算データベース (CompES)

◆ 中性子反応データベース (NeuTran)
◆ 界面熱伝達率データベース (ITC)
◆ 拡散データベース (Kakusan)
◆ 超伝導材料データベース (SuperCon)

�ンジ�アリン�
◆ 金属材料データベース (Kinzoku)
◆ CCT 線図データベース (CCTD)
◆ 材料リスク情報プラットフォーム (MRiP)

ユーザー登録

外部機関との連携

アプリケーションシステム
◆ 複合材料熱物性予測システム (CompoTherm)
◆ 高分子物性推算システム
◆ 金属偏析予測システム (SurfSeg)
◆ 溶接熱履歴シミュレーション

NIMS 構造材料データシート�ンラ�ン
◆ クリープデータシート (CDS)
◆ 疲労データシート (FDS)
◆ 腐食データシート (CoDS)

NIMSからの
材料情報

新しくなったNIMS 物質・材料データベース
(MatNavi)のトップページ �2010年7月1公開]

http://mits.nims.go.jp/

◆ 腐食データシート (CoDS)
◆ 宇宙関連材料強度データシート (SDS)
◆ 金属組織データベース (Kinso)

1 200 000

1,400,000

1,600,000

現在公開しているデータベースとアプリケーション

材料情報

(MatNavi)のトップ ジ �2010年7月1公開]

登録ユーザー数： 48,126人

(国内：33,939人 海外：14,187人)

141カ国、 16,730機関 0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

2010年4月 7月5月 6月

1,000,000アクセス

ア
ク

セ
ス

数

データベースステーション �� � E-mail： KUWAJIMA.Isao@nims.go.jp
MatNavi�関�る�合��： E-mail： mits@ayamegusa.nims.go.jp

MatNaviのアクセス数の推移

2010年4月 7月5月 6月

MatNaviの登録ユーザー数 (2010/7/31現在)
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40年クリープ変形の軌跡 -その学術的・工学的意義-
Record of 40 years Creep Deformation - Academic and Engineering Significance -

Key words: power plant, long-term creep, creep equation

日本の基幹電源である火力・原子力発電プラントの安全性・信頼性を担保するためには、

高温・応力下で使用されるプラント部材の時間に伴う形状の変化(クリープ変形)を的確に研究の
狙い

把握し、破壊に至るまでの過程を予測する必要があります。
狙い

運転時間が20年～30年の経年プラントに相当する試験条件下で、耐熱材料の時間依存

変形(クリープ)を実験的に計測し、ひずみと時間の関係を定式化した。これにより、数十年

に及ぶプラント部材の変形の様子を的確に予測することが可能となる

研究の
ポイント

超長時間クリープ試験の実施 定式化と部材余寿命の高精度予測

に及ぶプラント部材の変形の様子を的確に予測することが可能となる。

tat b  i
tbta  )]exp(1[i

tbta  )1ln(i
�種構成式

�時間クリープ�験

：�種構成式を��

いず�の構成式も実験
��を�����してい
るよ�に見�る。

tdtcbta  )]exp(1[)]exp(1[i

るよ�に見�る。

超長時間クリープ�験

：����のみ�実験
��を�������る��を�������る
����明。

���的��：遷移クリープ
構成式を��

���的��：設計値の高
精度化����の高精度
予測

40年クリープ変形の様子を実験的に解明

超長時間クリープ変形遷移域のひずみ変化を定式化

定式化した構成式による高精度ひずみ変化予測

他材種にお も遷移クリ プを定式化

まとめ

破壊に至るクリープ変形の全プロセスの定式化

実機劣化材のひずみ推定

高温機器の許容値決定プロセスへの採用

次世代高速炉や先進 SCプ ト 設計 応用

将来の夢

�ー��ートス�ー��ン �� �� E-mail： SAWADA.Kota@nims.go.jp       
�� �� E-mail: KIMURA.Kazuhiro@nims.go.jp        

他材種においても遷移クリープを定式化 次世代高速炉や先進USCプラントの設計への応用
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第一原理状態図計算とその応用
Ab initio phase diagrams and its applications

Key words: カルファド法、準安定相平衡、規則‐不規則変態

状態図からは新規材料開発、プロセス最適化のための有益な知見が得られます。現在、

熱力学計算の精度向上と計算手法の汎用化が課題となっており、我々は第一原理手法を

態 算 高精度 熱 学デ 構築を進 す

研究の
狙い

用いた状態図計算の高精度化、熱力学データベースの構築を進めています。
狙

第一原理計算により準安定相の熱力学量を推定することで、実用材料などの多元系材料

における自由エネルギーの予測精度が向上し、それにより得られた熱力学データベース

による析出・相変態挙動の予測、熱力学特性予測の精度が向上しました。

研究の
ポイント

C 

B 
A 

A

複雑な金属間化合物の第一原理計算 リチウムイオン電池 正極材料の相平衡

 STHG confref 
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ijklm
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第一原理計算
により生成エン
タルピーを推定

Reを含むNi基耐熱合金では、Re系
のTCP (Topologically Close Packed)
相の析出による脆化が問題

After Yokokawa et al.（超耐熱センター）

実験できる範囲

放電時
LiCoO2 CoO2

実験では状態図全
体が分かっていない
が、断片的には多く
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カルファド法による熱力学解析から自由エ
ネルギーを決定し状態図を計算

実験データ（規
則度など）

いろいろな規則構造
カルファド法：その他の熱力学量（ギブスエネル
ギー、エンタルピー、比熱、規則構造など）や実
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ど）を総合して自由エネルギーを決める

が、断片的には多く
の研究成果がある。
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計算結果 実験結果

10W合金Fe-11.96Ni-8.99Co-10.06W (10W)
７００℃、１０００ｈクリープ材

熱力学データベースを用いた化合物 カルファド法で得られた自由エネルギから計算した

使用温度での析出・強度予測が重要

After Muneki et al.
（新構造材料センター、広報室）

マルエージ鋼における析出予測

第一原理計算による準安定相の熱力学量の推定

Li-ion電池における相平衡

Re系シグマ相の自由エネルギーの高精度化

まとめ

１００元系熱力学データベース構築

TCP相、準結晶相の析出予測

磁気変態モデルの高度化

将来の夢

5Mo 5W 10W
0

5Mo 5W 10W
熱力学デ タベ スを用いた化合物
相の析出予測

カル ァド法で得られた自由 ネルギ ら計算した
状態図と充放電曲線（実験値が再現できている）

本研究はNIMS-Toyota次世代自

動車材料センターにおいて得られ
た成果です。

Re系シグマ相の自由エネルギ の高精度化

複雑な化合物相の析出挙動の熱力学計算による予測

磁気変態モデルの高度化

データベースの低温域（室温以下）への拡張

計算�学センター �� �一 E-mail： abe.taichi@nims.go.jp
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積層金属膜の偏析シミュレーションソフト
Simulation Software for predicting segregation in 

layered metal filmslayered metal films
Key words: 積層膜、拡散、表面偏析

●独自開発した理論に基づき、ユーザーが各自必要とする金属材料に対して、簡単に

偏析（＝表面に下層の金属が濃縮）するかどうかの予測結果

を知ることができるソフトを開発。
研究の
狙い

 
B Bを知ることができるソフトを開発。

●偏析を利用した金属材料の機能向上に有用。

狙い

●接合・耐食などの機能性コーティングや、電子デバイス・液晶などの電極材料において、

積層金属膜を利用して性能を上げるためのツールを提供する。

●拡散バリアを必要とする材料において バリア材の適否を判断するツ ルを提供する

研究の
ポイント

A 

B ?

A

B

ソフトの使い方 適用例

●拡散バリアを必要とする材料において、バリア材の適否を判断するツールを提供する。

NIMS物質・材料データベース MatNavi から 金属偏析予測
システム (http://surfseg.nims.go.jp/SurfSeg/) へ
ソフトを走らせると周期表が出て元素が選択できる

● 電極材料の仕事関数制御 偏析したCu

周期表から、膜・基板それぞれの元素を選び

-0.30

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

 

 

仕
事

関
数

の
変

化
量

 (
eV

) Cu
Ti膜

Cuの偏析により
仕事関数が低下

Calculateをクリックすると結果が図示

0 1 2 3 4 5 6
-0.35

Cu 表面濃度 (at%)

● 拡散バリア材の適否
Nbは一見、TiとCuの間の

拡散バリアとしてよさそうだ
が、(d)と(c)がおこるために、
実はNbは使えない

積層金属膜において下層金属の表面への偏析をシミュ

レートするソフト（51元素×51元素の組み合わせに対応）

仕事関数制御（デバイスの電極材料） 拡散バリア材検討

まとめ

界面偏析のシミュレーションも可能にする

酸化物との界面などへも適応範囲を広げる

将来の夢

51元素×51元素の組み合わせに対応

���材料�ンター �� �� E-mail： YOSHITAKE.Michiko@nims.go.jp

仕事関数制御（デバイスの電極材料）・拡散バリア材検討

への適応例を例示
以上を通して、デバイス・太陽電池・触媒の高性能化へ寄

与する
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ユニット分子の体積変化により生じる
弾性相互作用の性質

Non trivial properties of elastic interactions induced by volume change of unit moleculesNon-trivial properties of elastic interactions induced by volume change of unit molecules
Key words: elastic interaction, structural change, long-range interaction

結晶のユニット分子の体積変化や構造変化が引き起こす弾性相互作用の性質の解明。

弾性相互作用を利用したナノデバイス実現のための基礎研究。研究の
狙い

光誘起相スイッチング（転移）のメカニズム解明およびナノフォトメモリーの基礎研究。
狙い

結晶のユニット分子の体積変化や構造変化 ---- 格子ひずみ ----長距離相互作用。

この弾性力による相互作用は磁性体などの短距離相互作用と異なる特徴を持つ。

弾性力の性質解明と新奇デバイスへの理論的基礎を確立する

研究の
ポイント

弾性相互作用による核生成・ドメイン形成

弾性力の性質解明と新奇デバイスへの理論的基礎を確立する。

5

10

15

V
(x

)

LS HS

Spin crossover systems

e*g
t
e*g3d6

ナノ磁性体（短距離相互作用）の核生成過程

ナノ弾性系の新奇な性質

0

5

-0.4 0 0.4 0.8 1.2 1.6
x

(a)

LS

Fe( cis -stpy) 4(NCBPh 3)2

t2g
Low Spin

t2gFeII

S=2
High Spin

ユニット分子の状態変化および体積変化のモデル化

ナノ弾性体（長距離相互作用）の核生成過程

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

xav

fhs

無限系
（バルク）

一様変化
（ドメイン無）

Multi-nucleation

0

0 0.5 1 1.5 2
T / 200K

有限系

ド 構造

系の大きさに依らない臨界核（比率）

強い準安定性（大きなヒステリシス）

光によるlow spin (LS)相とhigh spin 
(HS)相のスイッチング(概念図）。

ナノ系光スイッチングへの展開

0.6

0.8

1

x
av

f
HS

(b)

ドメイン構造

短距離相互作用の磁性体とは異なる特徴

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

0 50 100 150 200 250

q

T(K)
T

max
T

0

(左図）理論計算による
光誘起ヒステリシス（低温）と
温度誘起ヒステリシス（高温）。
緑線は光照射下、青線は無照射。
縦軸はHSの割合、横軸は温度。

0

0.2

0.4

0 0.5 1 1.5 2

HS

T / 200K

弾性相互作用がもたらす実効的な長距離相互作用の諸

性質の解明。

ナノ弾性体システムにおける核生成、ドメイン形成ダイナ

ミクスの機構は、ナノ磁性体等と著しい相違。

まとめ

弾性体の新しい理論構築。（マルテンサイト、ヤンテラー

転移等も包括）

フォトンモード利用のナノ記録デバイスの実現。

 理論・計算による新奇機能性物質の設計と提案

将来の夢

計算���ン�ー ���理 E-mail：nishino.masamichi@nims.go.jp

光誘起転移機構・ナノ系光スイッチング実現の基礎研究。

 理論 計算による新奇機能性物質の設計と提案。
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共焦点電子顕微鏡によるナノ材料の3D観察
3D imaging of nanomaterials by 

scanning confocal electron microscopy (SCEM)

触媒微粒子担持材料や量子効果発現のため様々な形態のナノ材料の開発が進んでおり、

高分解能での３D観察技術が求められている。立体像や輪切り像を電子顕微鏡で実現す

が 究

研究の
狙い

scanning confocal electron microscopy (SCEM)
Key words: 3D imaging, confocal electron microscopy, nanomaterials

るための技術を開発することが本研究の狙いである。
狙い

共焦点電子顕微鏡技術を開発し、

1) 透過型電子顕微鏡像によるナノ材料の形態の３D立体構築に初めて成功した。

2) ナノ材料の任意の位置での断層像を得られることを実証した。

研究の
ポイント

TEM-CT

��の��像��の�構成

SCEM

共焦点�像に�る

3D電子顕微鏡法技術 �ー�ンナノコイルの3D�構成

３Ｄイメージングの概要とナノ材料の形態イメージング

ラン�ン
��

構�

��の��像��の�構成 共焦点�像に�る
深さ分解能の��

Optical sectioning断層像

�ー�ンナノ��体�Ptナノ�子
TEM HAADF SCEM-XZ

3D構�
Op c sec o g断層像

JEM-2100F(Cs=1.0m) 円環暗視野(ADF)SCEM

円環��

50nm

SCEM-XY

Annular aperture

ピン�ール

��シ��コ�シ�ル�子

Z=0nmZ=-50nm Z=+50nm

共焦点電子顕微鏡法を開発した。

要素技術・・・試料3D走査システムの開発

円環暗視野共焦点光学系の開発

任意の位置における断層像取得を実証した

まとめ

深さ分解能10nm以下の実現

ガス中・液中の試料の高分解能観察

バイオ系試料の高コントラスト観察

将来の夢

ン� ル

任意の位置における断層像取得を実証した。

ナノ材料の3D立体構築に成功した。

ナノ���ン�ー ���� E-mail： TAKEGUCHI.Masaki@nims.go.jp
��������子�*下��� (*�����学)
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放射光を利用したZnO薄膜の極性判定
Determination of the polarity of ZnO thin film by SR

安価で資源的に豊富なＺｎＯは高効率な発光素子、透明電極、熱線反射ガラスへの応用

が期待されている。そのためには作製した薄膜の極性を判定・制御する必要がある。
研究の
狙い

p y y

Key words: ZnO, Polarity, Synchrotron radiation (SR), SPring-8

が期待されている。そのためには作製した薄膜の極性を判定 制御する必要がある。狙い

ガラスなど非晶質材料の上に作製された多結晶ＺｎＯ薄膜について、放射光施設SPring-8

における硬X線光電子分光法で価電子帯を測定をすることにより、その極性を非破壊で判

定することができた

研究の
ポイント

Experimental

SPring-8 NIMS専用ビームライン BL15XU
放射光励起の硬X線光電子分光 放射光を利用したZnO薄膜の極性判定

定することができた。

Zn極性⾯ Zn原⼦

分
極

ZnO：ウルツアイト構造 従来の極性判定法
・CAICISS ・CBED

ビ ムラインのX線光学系

SPring-8全景

Simulated

100 nm

O極性⾯

O原⼦

自
発

分

硬X線光電⼦分光による極性判定
・非破壊

・ZnOの特性は極性⾯により異なる。
⇒極性判定・極性制御は重要

⾼品質な単結晶・エピタキシャル
膜のみ極性判定可能

サンプル

イオン
源

2 keV He+

検出器

ビームラインのX線光学系

XPSアナライザー

Zn極性⾯

・耐酸性に優れている
・窒素（アクセプター）

の取込効率が良い

ZnO薄膜

O極性⾯

基板

非破壊
・多結晶膜でも判定可能ピークの有無で

極性判定が可能!!

試料表⾯の汚染層や変質層の
影響を低減した観察が可能

ZnO薄膜の極性を
明瞭に観察するこ
とが可能

・6 keVの光電⼦を分光することが可能
⇒ 最大観察深さ：15〜20 nm

O極性⾯

・成⻑しやすい
・酸に容易に溶解

Al添加の有無で極性の
選択成⻑が可能

とが可能

・⾼いエネルギー分解能
最⾼エネルギー分解能：AuのFermi端の実測値で60 meV

・その他の仕様
試料上でのX線ビームサイズ：縦40μｍ、横70μｍ
試料温度：20Kまでの低温測定が可能
試料に電圧を印加しながらの実験が可能

大きな観察深さを持つ放射光・硬X線光電子分光による

ZnOの価電子帯の観察。

硬X線光電子分光によるZnO薄膜の極性判定。

ガラス基板上のZ O薄膜の極性制御

まとめ

酸性雨に強い熱線反射ガラスの実現。

周期的極性反転構造作製による高調波発生素子。

安価で高効率な発光素子の実現。

将来の夢

ガラス基板上のZnO薄膜の極性制御。

光���ン�� 安� � E-mail： ADACHI.Yutaka@nims.go.jp
�����ス����ン ���� E-mail： YOSHIKAWA.Hideki@nims.go.jp
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ナノワイヤー引っ張り試験器
Tensile Testing System for NanowireTensile Testing System for Nanowire

Key words: Nanowire, Tension Tester, Desktop SEM 

● μｍ径以下のナノワイヤー等微小構造材料の信頼性の確立には強度データが不可欠。

● ナノワイヤーはその微小なサイズゆえに従来、機械強度の測定は困難であった。
研究の
狙い

● ナノワイヤー対応の試験システムを開発しナノワイヤーの引っ張り強度測定をめざす。
狙い

● ナノワイヤー引っ張り強度測定治具の開発とデスクトップSEM内へのインストール。

● ナノ・マイクロワイヤーの操作および固定方法の確立と引っ張り強度の測定。

● レ ザ 光を用いて高分子系ナノワイヤ （数nm 〜 数百nm径）の簡便作製

研究の
ポイント

ナノワイヤーの創製と強度測定治具の開発 ナノワイヤーの固定操作と引っ張り強度測定

● レーザー光を用いて高分子系ナノワイヤー（数nm 〜 数百nm径）の簡便作製。

TypeⅠ

Siナノワイヤー

TypeⅠSUS304ステンレス鋼
マイクロワイヤー

レー�ー���によ高分子系

ナノワイヤー�直径150�m�成長

接着剤を������を用い�ナノ･マイクロワイヤーの固定

TypeⅡ

Siナノワイヤ

TypeⅢ

高分子ナノワイヤーの創製

ナノ･マイクロワイヤーの測定治具への固定手法の確立
ナノピンセットによ�試料の固定

Siナノワイヤー
Siナノワイヤー

基板に接着剤を用いて直接固定

デスクトップSEM搭載用強度測定用小型治具の開発

1:試料台 2：引張り力用ピエゾ素子 3：応力計測用ピエゾ素子 4：基板 5：手動位置調
整ツマミ 6：ピエゾ取り付けボルト 7：測定台 8：真空導入機取り付けボルト 9：スプリ
ング 10：Ｏリング 11：変位測定用プローブ 12：中空プローブシャフト 13：変位基準面

静電容量式 非接触変位測定器
変位センサー：アキュメジャー
測定プローブ分解能：0.0050μm、
測定レンジ：50μm、電極径：1.53mm

微小材料の引っ張り強度測定と破断箇所
μm

G
Pa

ナノ・マイクロワイヤー強度測定治具の開発。

ナノ・マイクロワイヤー1本毎の操作・固定手法の確立

SUS304鋼マイクロワイヤー、およびSi系ナノワイヤーの

引っ張り強度測定と破断面のその場SEM観察に成功。

まとめ

無機・有機系等全ての微小材料について強度測定。

微小材料の強度測定手法の簡素化・簡便化・高効率化。

マイクロ・ナノ材料の強度物性の系統的なデータベースの

構築と微小材料信頼性の確立。

将来の夢

微 材料 引 張り強度測定 破断箇所

材料信頼性センター �� �� E-mail： TOSA.Masahiro@nims.go.jp
�� �、�� 真�、�� �、�� �

引っ張り強度測定と破断面のその場SEM観察に成功。

高分子系ナノワイヤーの簡便作製に成功。

構築と微小材料信頼性の確立。

次世代マイクロ・ナノマシンの高性能化・高精度化に貢献。
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強磁場下での表面スピン分析手法の開発
Surface spin-polarization measurement under high magnetic fields

表面・界面第一層の状態分析と制御は、先端材料研究における重要な課題です。本研究

では、強磁場下で表面第一層のスピンを計測できる装置を開発し、磁性材料表面のスピ
研究の
狙い

p p g g

Key words: surface, spin, high magnetic field

ン設計、不対電子をもつ表面活性種や欠陥の挙動解明を目指します。
狙い

表面敏感なスピン偏極準安定Heビーム法と超伝導マグネットを組み合わせ、最表面電子

スピン偏極を5テスラ強磁場下で計測できる装置を開発しました。酸化物ハーフメタル最

表面スピン偏極計測と制御、表面や吸着常磁性分子由来のスピン計測に成功しました。

研究の
ポイント

表面スピン偏極計測と制御、表面や吸着常磁性分子由来のスピン計測に成功しました。

偏極準安定原子ビームは無磁場下の電子分光測定に使わ
れてきましたが、我々は試料電流法を独自に考案し、本ビー
ムを磁場下の計測に利用することに初めて成功しました 本

表面・界面のスピン偏極は磁気抵抗比やスピン注入効率を
支配しますが、一般に結晶内部より大きく低下します。我々
は 酸化物ハ フメタルであるF O 表面スピン偏極が 最表

強磁場下で最表面スピン偏極計測を実現 酸化物ハーフメタル最表面スピン偏極回復現象

ムを磁場下の計測に利用することに初めて成功しました。本
装置は、強磁性表面のみならず、自発磁化を持たない材料
の表面不対電子計測にも利用できます。

は、酸化物ハーフメタルであるFe3O4表面スピン偏極が、最表
面の水素終端により劇的に改善する現象を発見しました。

Drastic increase 
in P(EF)

+ H

面内磁化膜最表面(上)、垂直 in P(EF)

水素終端前後のFe3O4(100)最表面スピン偏極と
表面電子状態計算による解釈

磁化膜最表面(下)の磁化曲線

強磁場(0-5T)、低温(15 K)、超高真空(1x10-8Pa)条件下で

の最表面スピン偏極計測の実現

表面修飾による酸化物ハーフメタル最表面スピン偏極回

復現象の発見

まとめ

表面・界面スピン偏極設計への利用と材料開発への貢献

表面不対電子計測(ダングリングボンド、欠陥、常磁性吸

着分子等)と表面反応研究への展開

強磁場下での偏極・配向分子ビーム散乱実験への発展

将来の夢

強磁場下での偏極 配向分子ビ ム散乱実験 の発展

�子ビーム�ンター �� 光� E-mail： KURAHASHI.Mitsunori@nims.go.jp
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短波長ﾚｰｻﾞｰ補助3DAPの開発と応用
Development and application of ultraviolet laser assisted 

3D atom probe tomography

金属材料に加えて半導体・絶縁体材料のナノ領域の原子分布を可視化するために、レー

ザーパルスにより電界蒸発をアシストするレーザー補助広角３次元アトムプローブを開発
研究の
狙い

3D atom probe tomography
Key words: ceramics, semiconductor, femotosecond laser

し、無機材料全般の汎用的なナノ組織解析法として確立。
狙い

短波長レーザー（343nm）を使うことによって、これまで不可能と考えられていたバルク絶

縁体試料の３次元アトムプローブ解析に成功。更に、レーザー照射の繰り返し周波数を

100kHzに高速化することで、1パルスでの蒸発確率を抑え、試料破壊頻度の低下も達成。

研究の
ポイント

UVレーザー補助3DAPの開発 バルク絶縁体の３Ｄ原子マッピング

100kHzに高速化することで、1パルスでの蒸発確率を抑え、試料破壊頻度の低下も達成。

高電圧を印加した針状試料先端に、レーザーパルス（１００
ｋＨｚ）を照射し、イオン化した表面原子の飛行時間測定、

測定原理
安定化ジルコニア－スピネルナノコンポジット材料に適用し、
世界で初めてバルク絶縁体の３D原子マップを取得し、粒内
・粒界の組成値を得ることに成功。

ｋＨｚ）を照射し、イオン化した表面原子の飛行時間測定、
位置測定を継続し、3次元的な原子マッピングを達成。

装置概要
1．針状試料に高電圧を印加し、試料先端に高電界を形成。

2．赤外フェムト秒レーザーパルスの波長を紫外光に変換
した後、試料先端に照射し、電界蒸発を誘起。

測定試料 質量スペクトル

フェムト秒パルス
レーザー

(400fs,波長1030nm)

Delay line 検出�
冷凍機
(～20K)

イオン

高電圧
DC voltage

高真空

針状試料

3．位置敏感型検出器により位置の同定と、飛行時間測定
から質量／電荷を測定。

測定試料 質量スペクトル

波長変更ユニット PCで３次元原子
マップへ再構成

VoltageStart

Stop Position

343nm515nm1030nm

レンズ

偏光板

1/2λ 位相差板

フォトン
ディテクター

原理図と装置外観

レーザーの波長が短いほど物質中での吸収率も高く半導

体・絶縁体でもイオン化が可能。

固体酸化物形燃料電池材料、Ｌｉイオン2次電池材料、半

まとめ

試料破壊頻度の更なる低下。

検出効率、空間分解能、質量分解能の向上。

定量性の更なる向上で、機能性物質・材料の特性向上に

将来の夢

各元素の３D原子マップ 組成プロファイル

導体デバイス等の解析にも成功。
定量性の更なる向上で、機能性物質 材料の特性向上に

貢献。

�性材料�ンター ��� �� E-mail： OHKUBO.Tadakatsu@nims.go.jp
＊Yimeng Chen、＊�� ��、�� �� �＊�波� �����



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20） —130—

11
材
料
評
価
技
術

NMR高感度化のための新技術開発
New technologies for higher sensitivity NMR spectrometersNew technologies for higher sensitivity NMR spectrometers

Key words: NMR, high field magnet, high-Tc superconductor

重要な超伝導応用機器であるＮＭＲ分析装置では、検出感度向上が求められている。

感度向上を目指した二つの画期的なＮＭＲ技術を、ＮＩＭＳを核とする産学独連携により、
研究の
狙い

世界で初めて開発した。
狙い

● 高感度が期待できるソレノイド方式極低温冷却ＮＭＲプローブ、及び、それを成立させ

るためのスプリット方式のＮＭＲ用超伝導磁石の開発。

● 高温超伝導（ＨＴＳ）コイルにおいて、磁場の空間均一度や時間安定度の技術的困難を
研究の
ポイント

ソレノイド型ＮＭＲプローブ
（NIMS、日立製作所、茨城大、愛媛大、鹿児島大）

ＨＴＳ-ＮＭＲ
（NIMS、神戸製鋼所、理研、日本電子）

高磁場化に��高感度を実現
従来の超伝導磁石では、高磁場化は限界（1GHz）

高磁場化が可能な イ には技術的困難

克服、ＨＴＳ磁石を用いて高分解能ＮＭＲ分析が可能であることを実証。

������向上で高感度を実現

高磁場化が可能なＨＴＳコイルには技術的困難

→ 磁場の空間均一度や時間安定度が不十分

ソレノイド巻線と超高安定電源で技術的困難を克服 → 

HTS コイルを�い、従来型��に����のない�ータを��

磁場を強くせずとも感度向上を実現する技術を開発。

ＨＴＳマグネット技術の開発で、従来の低温超伝導材料で

まとめ

１ＧＨｚ超級のＮＭＲシステム。

高感度ＮＭＲの幅広い分野での活躍

将来の夢

（独）科学技術振興機構【先端計測分析技術・機器開発】で開発

超伝導材料センター 北口 仁 E-mail： KITAGUCHI.Hitoshi@nims.go.jp
超伝導材料センター 高温線材グループ 北口 仁 （ソレノイド型ＮＭＲプローブ）、マグネット開発グループ 木吉 司 （HTS-NMR）

は実現できない強磁場への道を開拓。 （生命科学、創薬・医療、材料科学、・・・）
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機能性無機材料のための強磁場ＮＭＲの開発

High-Field NMR for Functional Inorganic Materialg g

Key words: NMR, High Field, Inorganic Material

核磁気共鳴法（ＮＭＲ）による機能性無機材料の研究は、通常の磁場では十分な分解能を

得ることが困難であるため、あまり行われていません。NIMSが有する強磁場磁石を用いる
研究の
狙い

ことによって、ＮＭＲで分析可能な実用材料の種類を飛躍的に増やすことが出来ます。
狙い

超伝導磁石と常伝導磁石を組み合わせたハイブリッド磁石は超伝導磁石だけでは発生す

ることが困難な２５Ｔを超える磁場を発生することができます。ハイブリッド磁石を用いた強

磁場ＮＭＲ測定を実現するために磁石やＮＭＲ機器の高性能化を行なっています

研究の
ポイント

四極子核（Ｉ ＞1/2）を含む機能性材料が視野に！

強磁場ＮＭＲの利点 磁石の高精度化と機器開発

磁場ＮＭＲ測定を実現するために磁石やＮＭＲ機器の高性能化を行なっています。

磁場の揺らぎを補正する電子回路とコイル群
ガラス (Al, B, Ca) 触媒; ゼオライト (Al, Na, Si) ゴム (S)

従来の磁場では
青の双極子核が対象

強磁場を用いると

ＦＥＴドロッパーを用いた

常伝導磁石電源の改良

ＮＩＭＳの４０Ｔ級ハイブリッド磁石へ適用

超伝導磁石より高い磁場でのＮＭＲ測定を実現

強磁場を用いると
赤の四極子核も可能に

標準試料 耐火物
K Shimoda et al : Chem Lett 36 (2007) 834

超伝導磁石より高い磁場でのＮＭＲ測定を実現へ

 ハイブリッド磁石の性能評価・改良

 ＮＭＲ装置開発

 標準試料の測定

極子核 高分解能 測定 実現に目処

まとめ

 機能性無機材料のＮＭＲによる構造解析

 触媒などの機能発現機構の解明

将来の夢

K.Shimoda et al.: Chem. Lett. 36 (2007) 834.K.Hashi et al.: Chem. Lett. 36 (2007) 884.

���測���ー ���� E-mail： HASHI.Kenjiro@nims.go.jp
強磁場�用ス�ー��� ������������������野��

 四極子核の高分解能ＮＭＲ測定の実現に目処
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原子炉構造材料の照射下挙動
In-Beam Irradiation Behaviors for Nuclear Reactor Materials

●原子炉構造材料の信頼性評価技術向上を目的とした、既存原子炉では実施困難な

照射下材料試験データの取得研究の
狙い

In Beam Irradiation Behaviors for Nuclear Reactor Materials

Key words: Cyclotron Accelerator, In-Situ Irradiation Effects, Simulation Study

●サイクロトロン加速器を用いた軽イオン照射下「その場」試験技術の確立
狙い

●照射下クリープや照射下疲労など、軽イオン照射下で発生する特異な材料挙動の

検出とメカニズムの解明

●原子炉の炉内環境を想定した 複合的環境下（照射＋水素）における材料挙動の解明

研究の
ポイント

軽イオン照射下での特異な材料挙動 照射下疲労における水素の影響

●原子炉の炉内環境を想定した、複合的環境下（照射＋水素）における材料挙動の解明

� 照射下「その場」材料試験��の開発

温度

照射チャンバー

NIMSサイクロトロン � �合的照射環�の��

E   = 40 eV  2μA/cm
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ディグ�ー�ー���

コントローラー
フィード
バック

ヒーター

フランジプレート

照射下クリープ／疲労試験機

軽イオン
ビーム 循環ポンプへ

Heガス
ジェット

試料
照射施���

照射チャンバー

� 加速粒子
（軽イオン）

�子 ： � Me�
： 1� Me�

��子 ： 10 Me�
�He ： �� Me�
�He     ： �0 Me�

� 高濃度水素�照射下疲労
SEMによる疲労破面観察
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高濃度水素で
多数のディンプル生成

σσ

転位すべり面
イオンビーム

転位壁

点欠陥クラスター

転位すべり後

照射下で格子間原子密度増大

静止応力下における格子間原子の
選択的吸収

照射下で連続的な点欠陥集合体の生成

点欠陥集合体と転位との継続的な相互作用

疲労サイクル数,  N

空孔との結合

拡散
再結合

不純物
分子

転位との結合 粒界

析出物
介在物水素

水素による空孔集合体生成／成長促進

⇒ 局所的延性破壊による寿命減少

照射下疲労に対する水素影響を確認

サイクロトロン加速器を用いた「その場」材料試験の実施

照射後とは本質的に異なる照射下挙動（照射下クリープ、

照射下疲労）の検出

点欠陥と転位との相互作用に基づく照射下効果メカニズム

まとめ

信頼性、耐久性に優れた原子炉材料の開発

照射下「その場」試験技術の高度化による、照射下応力

腐食割れ試験技術や照射下モニタリングシステムの開発

計算科学に基づく照射下挙動予測手法の確立

将来の夢

点欠陥と転位との相互作用に基 く照射下効果メカ ズム

照射下疲労における水素影響の確認

計算科学に基 く照射下挙動予測手法の確立

宇宙用材料開発や機能材料開発への応用

環��������材料�����／原子力材料�����
�� �� E-mail： MURASE.Yoshiharu@nims.go.jp



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20）—133—

11
材
料
評
価
技
術

先進構造/機能材料のテラヘルツ波による
高分解能非破壊評価技術の開発

High Resolution Non Destructive Evaluation of Advanced Structural / Functional materials by THz waveHigh Resolution Non-Destructive Evaluation of Advanced Structural / Functional materials by THz wave

Key words: テラヘルツ波, 近接場, 非破壊評価

繊維強化プラスチック複合材料や積層コーティング材料など、高度に複雑化した構造材料

や機能材料、それら部材の安全性・信頼性を確保するには、より簡便で分解能の高い非

破壊評価法 開発が必 波技術 応 展開は大きな 能性をも

研究の
狙い 破壊評価法の開発が必要。テラヘルツ波技術の応用展開は大きな可能性をもつ。狙い

● プラスチック複合材料やコーティング材料のテラヘルツ波応答と材料組織相関解明

● 高分解能化実現のための近接場微小アパーチャ開発

● 損傷・劣化部の非接触イメージング技術の開発

研究の
ポイント

材料組織とテラヘルツ波応答の相関解明 近接場微小アパーチャの開発

● 損傷・劣化部の非接触イメージング技術の開発

  

テラヘルツ時間領域分光システム プラスチック複合材料の誘電特性

材料分析や電磁波シールド材への応用

6 105
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Wavenumber, cm-1

I i t 101 kP

サブ波長微小アレイ テラヘルツ透過スペクトラム

波長以下の微小構造との相互作用

耐熱コ ティング材の組織とTHz帯域での誘電特性

200 m 300 m 

0

1 105

2 105

3 105

4 105

5 105
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Si substrate
Array on Si
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耐熱コーティング材の組織とTHz帯域での誘電特性

Sample B   (vp=0.253) C (vp=0.177)

D (vp=0.169) E  (vp=0.091) G  (vp=0.003)

50 m200 m

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

50 m

50 m50 m50 m

不良品の検出、高温焼結のモニタリングなどへの応用

80 0

100.0

Across Air->Si->Al->Array->Al->Si->Air at 0.81THz
Across Air->Si->Al->Array->Al->Si->Air at 1.85THz

Air Air

Array

Defects

Air

Frequency, THz

○ 非常に狭帯域かつシャープなバンド
パスフィルタとして作用

○ Si基材のみの場合に対して、1.45倍
の驚くべき透過率

○ フィルタ特性は入射光の偏光に依
存しない

○ アレイ構造による共振、クローバー

共振周波数と非共振周波数での
透過率プロファイル

耐熱コーティング材のテラヘルツイメージング

表面反射強度分布 界面反射強度分布

界面剥離や劣化の可視化、寿命予測へ

マッピングシステム

試料
模式図

耐熱コーティング基材

表面き裂

界面剥離
0.5 mm
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○ アレイ構造による共振、ク バ

状構造による光増強、基材による
ファブリペロー干渉を利用

● 高分解能THzイメージング
● 高感度THz分光

チューナブル
THzフィルター

テラヘルツ波の材料非破壊評価への適用

プラスチック複合材料、コーティングの応答特性評価

サブ波長微小アパーチャアレイバンドパスフィルタ開発

テラヘルツイメージング技術開発による損傷可視化

まとめ

超微小アパーチャを利用した超高感度テラヘルツ非破壊

評価技術の実用化

材料自体が損傷を検知するスマート性と、高強度高機能

を兼ね備えた超スマート材料の実現

将来の夢

��������材料���� �非破壊評価�������� �� � E-mail： WATANABE.makoto@nims.go.jp
Dmitry Bulgarevich, �� ��, �� �, �波 光�

テラヘルツイメージング技術開発による損傷可視化
超小型手のひらサイズテラヘルツ分光システムの実現
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NIMSから材料創製へ技術支援！
NIMS technical supports for materials processing ! pp p g

溶解・塑性加工技術の提供

金属材料研究において、特殊な研究素材の入手や製作には困難が伴うものです。そこで、

NIMSでは材料研究のために、溶解技術 ＆ 塑性加工技術などを外部へ提供して、我が国
研究への
支援

の金属材料研究の発展を促進させる公的機関としての役割を果たしています。
支援

【素材溶製技術による組成制御】 ＋ 【素材加工技術による組織制御】

（純金属の溶解・各種合金溶製） ＋ （鍛造圧延加工・熱処理加工）

＝ 新精錬プロセス開発 新合金材料開発 新加工プロセス開発 新特性材料開発

共用設備
連動した技術

＝ 新精錬プロセス開発、新合金材料開発、新加工プロセス開発、新特性材料開発

溶解 Melting 
真空または不活性ガス・大気など雰囲気溶
解や特殊溶解の相談に対応します。

鍛造 Forging

室温から1300℃ま
で加工が可能です。

試験片サイズを選
ばない、職人の手
による きめ細か

超清浄浮揚溶解

鉄鋼ならびに特殊鋼から非鉄系材料まで
各種合金の溶製（金属鋳型）。

加圧式ESR溶解装置

研究目的に合わせて
適切な形状に成形

Fe  Ti  Al  Mg  Mn

による、きめ細か
な鍛造が可能。

【CCLM原理図】
300tf油圧鍛造機

＊1～3kg （鉄換算）
＊10～20kg
高周波真空溶解炉

SiC 加熱炉

特殊鋳型（水冷銅）等は、要相談。20㎏インゴット（半割）

適切な形状に成形Ni  Co  Cu  Ag系合金

�ロール圧延 Caliber-roll rolling

Titanium ： 1670℃

圧延 Rolling

圧延経験を活かし、
大型圧延機の技術協熱間2段

圧延データ測定可能
 圧延荷重
 ロール速度
 圧延トルク
 圧延温度（放射）

2008サイエンスに掲載された
1800MPa級超高強度ボルトの

大型圧延機の技術協
力や研究目的にあわ
せた装置の改良にも
支援しています。

熱間2段
圧延機

冷間4段圧延機

純金属の溶解 （高融点金属や活性な金属も可能、Nb:2470℃、Ti:1668℃、etc.）

特殊合金の溶製 （溶解量：1kg～20kg (Fe) 、ご希望の合金組成にて溶解）

熱間鍛造、熱間圧延 （板状、角棒状）、スエージング加工（丸棒状）

ご相談ください！・・・「研究の、はばを広げる、支援かな！」 契約形態

1800MPa級超高強度ボルトの
開発に貢献しています。

技術相談：→ 研究サンプル製作等

業務実施：→貴社のアイデアをNIMSの
設備と技術力で検証

300tfせん断付与圧延機

（相談��） 材料�製支援ス�ー��ン �� � E-mail：matman@nims.go.jp

熱間鍛造、熱間圧延 （板状、角棒状）、スエ ジング加工（丸棒状）

冷間圧延、温間圧延もご相談ください！
共同研究：→NIMSの研究基盤技術と

貴社の研究開発力の融合
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ガラス工作による研究支援
Research supports through the glass workResearch supports through the glass work

最先端の研究を「ものづくり」の観点から技術支援する部署でガラス工作を行っています。

研究に欠かせないガラス機器、装置の設計・製作や、各種試料の真空封入、精密研磨、概要

研究開発の推進に関わる技術的支援

技術相談、素材の供給、共用設備の維持管理などの作業を通じ研究支援を行っています。

ガラス工作室で保有する代表的な設備としては、ガラス旋盤、真空排気装置、ガラス用平

面研削機、内面外面円筒研磨機、超音波加工機等です。当グループはこれらの器機を駆

使し 依頼者の要望にあったガラス器具を製作しています

ポイント

装置の設計製作 製作法を考え作製した一例

使し、依頼者の要望にあったガラス器具を製作しています。

装置の作製にあたっては、依頼者との綿密な打ち合わ

せにより、使いやすさを重視しました。 硝子旋盤、電気炉、ボール盤、平面研磨機などの機器を使用し、

石英デシケーター専用の治具を作り作製しました。

高速精密切断機に切削工具を

取り付け、ミゾ堀を行いました。

実験の用途に合わせて、依頼者と綿密な打ち合わせの上、使い勝手を調整しながら改良を重ねて作製しています。

研究内容の漏洩を心配することなく研究が行われます。

依頼者の要望に合うよう様々な製法を考え作製しています。

ご相談下さい

�相談������製�������� �� �� E-mail：kawasaki.masahiko@nims.go.jp

技術相談、見学などのお問合せは下記担当者にご連絡下さい。
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白色LED、ディスプレイで用いられる
サイアロン蛍光体

Sialon Phosphor for White LED and DisplaySialon Phosphor for White LED and Display
Key words: Phosphor, LED, Backlight

LEDと蛍光体から構成される白色LEDの高性能化

ディスプレイの高性能化
研究の
狙い

蛍光体の特性向上が必要

狙い

構造材料であるサイアロンを母体とした新概念の蛍光体の提案

青色励起が可能で、耐久性、温度特性に優れた高性能の蛍光体

結晶構造を変えることで 青 緑 黄 赤などの多様な発光が可能

研究の
ポイント

サイアロン蛍光体 LED照明

結晶構造を変えることで、青、緑、黄、赤などの多様な発光が可能

サイアロン(Si-Al-O-N)結晶中にEuやCeなどの発光
イオンを取り込むことにより、様々な色の蛍光体を開

青色LEDとサイアロン蛍光体を用いて、演色性の高
いLED照明を開発しました。

発しました。これらの蛍光体は、青色、近紫外ＬＥＤの
光で励起可能であり、白色ＬＥＤ用途に適しています。

白色ＬＥＤの構造

LED LED
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.]
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サイアロン結晶と開発した蛍光体 電球と同等の演色性様々な色のＬＥＤ照明
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構造材料であるサイアロンを母体とする新概念を提案

開発したサイアロン蛍光体の特徴

• 耐久性と温度特性に優れる

• 青色励起が可能

まとめ

自動車用LEDヘッドライト

すべての照明をLED照明へ

高演色性LEDバックライトテレビ

将来の夢

���ラ�ック��ン�� ���� E-mail： hirosaki.naoto@nims.go.jp
���、����

• 青色励起が可能

• NIMSが基本特許を所有
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白色LED、ディスプレイで用いられる
サイアロン蛍光体

Sialon Phosphor for White LED and Display

広色域バックライト 各種サイアロン蛍光体

Key words: Phosphor, LED, Backlight

Sialon Phosphor for White LED and Display

開発したサイアロン蛍光体は高温での発光強度低下
が抑制されます。

度

青色LEDと赤緑蛍光体を用いて、RGB光成分を持つ
広色域バックライトを開発しました。

度
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相 既存酸化物
蛍光体YAG:Ce

黄色、橙色サイアロン蛍光体
Cam/2Si12-m-nAlm+nOnN16-n:Eu

青色サイアロン蛍光体
LaAl(Si6-zAlz)N10-zOz:Ce

電子線励起用（FED）蛍光体

液晶バックライト用LED（NTSC比91％）

電子線励起用でも既存蛍光体に較べて長寿命の蛍
光体を開発しました。

赤色サイアロン蛍光体
CaAlSiN3:Eu
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100
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) 

青色サイアロン蛍光体
AlN:Eu,Si
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���ラ�ック��ン�� 広��� E-mail： hirosaki.naoto@nims.go.jp
���、����
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CO2削減に役立つ超耐熱材料

- 高性能Ni基超合金・EQコーティング -
High Temperature Materials for Reduction in CO EmissionHigh Temperature Materials for Reduction in CO2 Emission

Key words: Ni-base SC superalloy, coating, gas turbine

超高効率複合発電、高効率コジェネレーション、次世代ジェットエンジンなどに適用するた

めの高性能Ni基超合金及び新コーティング材を開発・実用化することにより、熱効率の向研究の
狙い

上、大幅な燃料消費低減、CO2排出量削減を目指します。
狙い

合金の微細組織制御により、1100℃を超える耐用温度を持つNi基単結晶超合金の開発

に成功しました。また新しい耐酸化コーティングを用いた遮熱コーティングシステムの開発

により、基材超合金の超寿命化が可能となりました。

研究の
ポイント

高性能ニッケル(Ni)基単結晶超合金の開発 EQコーティングの開発

により、基材超合金の超寿命化が可能となりました。

界面転位網の微細化による強化 基材超合金と熱力学的に平衡する
新しい耐酸化コーティングシステム

高温で長時間使用しても、ボ
ンドコートと基材の間で相互
拡散が起こらないため、基材
の機械的強度が劣化しない。

世界最高性能のNi基超合金を開発

実用化によるCO2削減、燃費低減

高効率ガスタービン 電/熱比の高い
中小型ガスタービン

中・大型ジェットエンジン

高性能Ni基超合金
/EQコーティング

合金組成を最適化し、白金族元素添加による組織安定化、

γ/γ’界面転位網の微細化を行い、世界最高の耐用温

度を誇るNi基単結晶超合金を開発した。

熱力学的平衡相を用いて、基材強度を低下させない超寿

まとめ

 2012年までに英・ロールスロイス社エンジンへの実用化。

 2015年を目途に1700℃級発電タービンへの適用。

理論的な材料設計手法の確立。

コンピュータシミュレーション手法によるバーチャル・ジェッ

将来の夢

超耐熱材料�ンター ���� E-mail： HARADA.Hiroshi@nims.go.jp
����、����、小���

命コーティングシステムを開発した。
コンピュータシミュレーション手法によるバーチャル・ジェッ

トエンジン及びタービンシステムの確立。



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20）—139—

12
大
型
展
示

CO2削減に役立つ超耐熱材料

- Ni-Co基超合金 -
The Development of the Ni Co base Disk Superalloys for reduction in CO emissionThe Development of the Ni-Co base Disk Superalloys for reduction in CO2 emission

Key words: Superalloy, Turbine Disk, Ni-Co-Base Superlloys

● 超高効率複合発電、次世代ジェットエンジンなどの先進技術に途を開く、高性能な

タービンディスク用Ni-Co基超合金の開発・実用化を目指し研究を行っています。
研究の
狙い

● 超合金の高機能化で燃焼効率を改善し、抜本的なCO2削減（低炭素社会）を目指します。
狙い

研究の
ポイント

1700℃級発電ガスタービンや次世代ジェットエンジンに適用可能な超合金；

●725C級 鋳鍛造(C&W) Ni-Co基超合金（TMW合金）

●750C級 粉末冶金(P/M) Ni-Co基超合金（TMP合金）

高温ク プ強度 き裂伝播特性 低サイク 疲労特性を改善する材料設計指針 確立の高温クリープ強度、き裂伝播特性、低サイクル疲労特性を改善する材料設計指針の確立。

開発目標と合金設計コンセプト 開発超合金の鍛造性と機械的特性

開発目標：鋳鍛造、粉末冶金材とも
に世界最高の耐用温度を目指す

TMW合金の鍛造性：トン級トリプルメルト材と
実機スケールパンケーキディスクの鍛造に成功！

トリプルメルト ビレ ト鍛造 パンケ キ鍛造 タ ビンディスク

燃焼ガス
1600℃以上

ブレード

TMW合金の機械的特性：鋳鍛造材として世界最高の
耐用温度であることを確認！！

トリプルメルト ビレット鍛造 パンケーキ鍛造

1.7トン

Φ430×65mm
1.7トン

タービンディスク

（産独連帯）
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粉末冶金ディスク

650℃以上

合金設計指針：
強度と鍛造性を両立する画期的アイデア

耐用温度であることを確認！！

既存合金U720Liより58℃以上向上

600
1940 1960 1980 2000 2020

Astrology
Rene41

耐
用
温

合金開発年/Year

鋳鍛造ディスク

低サイクル特性向上き裂伝播速度低下

Ni基超合金 と Co基超合金の融合！！

革新的な合金設計コンセプトを提案。

トン級ビレット及び実機スケールディスクの鍛造に成功。

特性評価(既存のＵ720Ｌに比べ、耐用温度を58℃以上改善)。

材料の高機能化により、燃焼温度の上昇・ディスク冷却空気の
低減が 能 な タ ビ 熱効率を 的 高 が

まとめ

強化機構の解明により、合金設計の新指針を確立し、

革新的な特性改善を達成。

粉末プロセス(P/M)においても世界最高の超合金を開発。

実用化へ、国産ディスク用超合金初の実機搭載を実現。

将来の夢

低減が可能となり、タービンの熱効率を飛躍的に高めることが
できる。これら成果は、我が国のCO2削減に大きく貢献します。

ＣＯ2の更なる削減を実現し、低炭素社会の創生に貢献。

超耐熱材料センター � �� E-mail： GU.Yuefeng@nims.go.jp
����、����、���、����、����、����、���＊ 、���＊ 、���明＊ （＊������ル��会社�
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材料開発のための新しいパラダイム

ー マテリアル・ナノアーキテクトニクス ーテリアル ナ ア キテクト ク

独立行政法人物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点（MANA)

文部科学省の世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラムでは、世界から
第一線の研究者が集う、高い水準と優れた研究環境を誇る「世界に見える
研究拠点」の形成を目指します。NIMSは、2007年に東京大学・京都大学・

MANA拠点長 青野 正和

研究拠点」の形成を目指します。NIMSは、2007年に東京大学 京都大学
大阪大学・東北大学と並んで採択され、MANAを発足させました。
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職 � �� 外国籍 ��

主任研究者（PI) 28 9 1

�ー��ト���������リア�������ト

シ��� �����イ�チ
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主任研究者（PI) 28 9 1
MANA研究者 44 7 5
独立研究者 14 3 1

ICYS-MANA研究員 16 10 1
MANAリサーチアソシエイト 63 56 19

大学院生 26 22 6
事務・技術職員 35 1 21

合計

MANA ア�トリーチチー� E-mail： mana@nims.go.jp

合計 226 108 54

（外国籍者比率： 56.%）



　第10回NIMSフォーラム（2010.10.20）—141—

13
拠
点
概
要
紹
介

環境エネルギー問題の解決に向けた
ナノ材料科学環境拠点の挑戦

Challenges towards the Solution of Environment & Energy ProblemsChallenges towards the Solution of Environment & Energy Problems

太陽から地球に降り注ぐ莫大な光エネルギーを電気や燃料に高効率で変換し、さらに

貯蔵・利用する材料技術の確立を目指して、最先端のナノテクノロジーを用いて、産業

界 他の研究機関と連携して集中拠点を形成して取り組んでいます

研究の
狙い

独立行政法人 物質・材料研究機構 ナノ材料科学環境拠点

界、他の研究機関と連携して集中拠点を形成して取り組んでいます。狙い

文部科学省の「ナノテクノロジーを活用した環境技術開発プログラム」でNIMSの提案が2009年

度に唯一採択され、ナノ材料科学環境拠点(ICNSEE)を設置しました。計算科学手法と高度な

その場解析技術を駆使して表面・界面の構造と、電荷移動や触媒反応などの現象を理解し、

研究の
ポイント

Key words: 表面・界面現象、ナノ材料科学、理論計算、その場解析

ナノ材料科学環境拠点の研究テーマ 他機関（大学、産業界）との連携の推進

制御する技術を確立して、新材料の設計思想を提示し、ブレイクスルーを達成します。

計算科学技術
先端的計測技術

ナノ材料科学環境拠点オープン��事業

NIMSの研究施設（共同利用施設等）を用いて、プロジェクトの枠
組みの中で外部研究者が短期間（１ヶ月程度）研究を行う制度。

太陽電池
二次電池

「表面・界面現象の理解と制御」を
通じて、太陽光から出発する
エネルギーフローの共通課題を解決

組みの中で外部研究者が短期間（１ヶ月程度）研究を行う制度。
大学、企業の研究者を対象とし、2010年より事業開始。

電気

光触媒

太陽電池

燃料電池

高効率、安全、長寿命

つくばイノ�ー��ン�リーナ（�Ｉ�）への参画

計算原理�用による研究成� －第一原理解�－

世界水準の先端ナノテク研究設備、人材が集まっている
研究学園都市つくばの地で、産官学が連携し、研究拠点
を形成する構想です。

水素燃料

リチウム二次電池の有望な
正極材料である、オリビン酸
中のLiイオンの拡散過程を
明らかにした。

LiFePO4（オリビン酸）

色素増感太陽電池におけるTiO2表面へのN3色素
分子吸着に関して、複数の準安定構造を見出した。

第 原 解�

ＮＩＭＳ、そしてナノ
材料科学環境拠点も
ナノグリーン分野の
中核メンバーとして
参画します。

太陽光発のエネルギーフローの問題を解決する材料技術

表面界面の構造とそこで生じる現象の理解と制御

理論計算と実験観察の密な連携

産学独の人と情報が集まる研究拠点の構築

まとめ

平成24年度からは新研究棟（並木地区）で研究開始予定。

共用設備の充実

産学独の研究者が集中

する真の集中拠点へ

将来の夢

複数 構

ナノ材料科学環境拠点 大野�� E-mail： OHNO.Takahisa@nims.go.jp

産学独の人と情報が集まる研究拠点の構築

異分野融合による新たな萌芽の創出

する真の集中拠点へ

Under one roof
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低炭素化材料設計・創製ハブ拠点

独立行政法人物質・材料研究機構 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点

はじめに

低炭素社会実現には、「再生可能（創）エネルギー」および「省エネルギー」を高効率に
達成できる革新的な物質・材料の開発が不可欠となります。物質・材料研究機構では、
低炭素化研究ネットワークのサテライト拠点、更には日本中の研究者の低炭素研究を

ネットワーク内部・外部からの支援・連携要請に対して、物質・材料の設計指針を導き
出し、飛躍的に性能を向上させる仕組みを構築していきます。

現在の
課 題

低炭素化研究ネットワ クのサテライト拠点、更には日本中の研究者の低炭素研究を
支援するため、最先端の物質・材料創製の装置群を集中的に整備し、材料設計・創製
ハブ拠点を構築します。

拠点概要

○ 物質の構造・性質を精緻に制御して創製できる物質・材料合成装置・加工装置とオンサイト
で特性評価および設計が可能な装置群を整備

○ あらゆる材料の供給・解析に必要な人的（研究者群）・物的（装置群）支援が可能

○ 最先端装置を整備、共用化を促進し、ネットワーク外部との連携・支援も促進

材料
��

��

�ロ��

��

�� ����

微
細
加
工

NIMSハブ拠点 ��ハブ拠点

まとめ 将来計画

図１．低炭素化材料設計・創製ハブ拠点の概要 図２．研究開発フローと３ハブ拠点との関係

NIMSハブ拠点
���・材料創製�

��ハブ拠点
�微細加工�

��ハブ拠点
�計�・���

���の��・材料創製の����������

����ー���・����の��・��要����
������材料創製・����

創製・加工・��・素�化・計�・��の���研究
���・�������の����

まとめ

��������������設����

����ー���������：��研究���

�����研究���

����������の��

将来計画

低炭素化材料設計・創製ハブ拠点 ���� E-mail： low.carbon@nims.go.jp

����ー�の���ー���ー� ����の��・��
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最先端ナノテクノロジー研究施設等の
共用化と高度技術支援サービスの提供共用化 高度技術支援サ 提供

独立行政法人物質・材料研究機構 ＮＩＭＳ国際ナノテクノロジーネットワーク拠点

産学官のナノテクノロジー研究者に、

最先端のナノテクノロジー施設・設備を
超微細��
物質合成

創る

最先端のナノテクノロジ 施設 設備を

利用する機会を提供し、イノベーション

につながる研究成果の創出に寄与します＊

*文部科学省先端研究施設共用イノベーション創出事業ナノテクノロジー・ネットワークの一環

ナノ計測 ��

観る
測る

「創る」「観る」「測る」の総合的かつ、
迅速性のある支援によるイノベーションの創出

無機、有機、金属、半導体、生体を含めた融合
的な開発支援による先端融合技術の創出

先端融合分野における人材の育成

多様な物質・材料対応ナノファウンドリーに

よる超微細加工

研究施設・設備 利用成果事例

ナノ計測・��

極���計測

測る

素材からプロトタイプ作製まで 連のナノプロセスを備えた

マルチフェロイックス固体電子材料のナノ構造観察
【JST-ERATO十倉MFプロジェクトとの共同研究】

らせんスピン構造をもつ高感度磁気センサー材料Fe Co Siが素材からプロトタイプ作製まで一連のナノプロセスを備えた

実験室と有機・バイオ系材料を扱う実験室の併設による、

異分野融合研究に対応した支援を提供。

らせんスピン構造をもつ高感度磁気センサ 材料Fe0.5Co0.5Siが、
磁場で渦巻状のスピン超構造（スキルミオン；Skyrmions）を持つ
ことを、極低温ローレンツ電顕法で可視化（Nature誌に掲載）

超高精細電子線描画装置

世界最高水準の 特徴的な3台の

超高圧電子顕微鏡による
ナノ計測・分析

有機・バイオ系実験室
NIMS-Leica

バイオイメージングラボ

Vortex Skirmion lattice 

930MHz固体NMRにより葉緑素の超分子構造を解明
【関西学院大学、日本電子との共同研究】

葉緑素（色素増感太世界最高水準の、特徴的な3台の

電顕を中心に、試料作製から解析

まで専門スタッフによる支援を提供。

ｲｵﾝ注入その場観察
超高圧電子顕微鏡

葉緑素（色素増感太
陽電池の候補物質）
の一種であるバクテリ
オクロロフィル c を
Mg-NMR信号で観察。
5配位Mgと６配位Mg
が共存していることを
世界で初めて観察し、

利用形態は、共同研究型、自立支援型、装置

利用型など

サービス概要

930MHz固体高分解

世界最高レベルの強磁場施設
による極限環境計測

固体高分解能計測用930MHz-NMRを

含む5台のNMR等が整備された、強磁

場施設を使った支援を提供。

6種類提案されていた

積層構造を一種類に
特定することに成功。

NIMS������������������� ��室 �� ��� �-mai�� nsnet�nims.go.��
�e���0�9-�59-����

利用型など

利用料は、1,000円／1日（成果公開の場合）～

930MHz固体高分解
能NMRマグネット
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つくばイノベーションアリーナ
産学官連携ナノテク融合拠点の構築産学官連携ナノテク融合拠点の構築

物質・材料研究機構、 産業技術総合研究所、筑波大学、日本経済団体連合会

●物材機構、産総研、筑波大学が中核となり、産業界との連携の下、世界的ナノテク

研究拠点を構築

●文部科学省・経済産業省が連携して 2008年度より強力に推進
はじめに

●文部科学省・経済産業省が連携して、2008年度より強力に推進

●産学独に開かれた融合拠点として、ナノテクの産業化と人材育成を一体的に推進

ⅰ）世界的な価値創造： 共通基盤インフラにより、世界的な新事業を創出することを目指す。

ⅱ）Under One Roof： 産学官それぞれの研究者・研究体が、組織の壁を越えて結集・融

合する場を提供する。

ⅲ）自⽴ 好循環

拠点
構築の
狙い

研究内容 （つくばイノベーションアリーナ ウェブページURL: ����:�����-��������）

ⅲ）自⽴・好循環： 共通基盤インフラは、国際的に優位性のある利用価値を国内外に

提供する。

ⅳ）Win - Win 連携網：国内外にネットワークを広げ、連携力を強化して、価値を創造する。

ⅴ）次世代⼈材育成： 教育(次世代人材育成)機能を産学官連携により充実する。

狙い

コア研究領域
中核３機関が強みを有するナノテク領域において、

蓄積された研究基盤インフラを活かした６つのコア

研究領域を設定。産学官の力を結集した拠点研究

開発を加速的に推進。

●ナノ��クト��ク� ●カー�ンナノ��ーブ●ナノ��クト��ク� ●カ �ンナノ�� ブ

●�ワー��クト��ク� ●ナノ�リーン

● �-�E�� ●ナノ材料���価

コアインフラ
物材機構、産総研に整備・蓄積されてきた高度で貴

重な研究インフラを、広く産学官の共用設備として

開放。筑波大学等と連携して、先端ナノテク研究イ

ンフラを活用した次世代人材育成・大学院機能を付

設。

●ナノテク共用�設 ●ナノテク大学院連携

●ナノ��イ�実�・�価フ�ン�リー

※ ピンク⾊のハッチはNIMSの主担当領域を⽰す

つくばイノベーションアリーナ事�� E-mail： tia-nano_info@ml.tia-nano.jp
問い合わせ先： 物質・材料研究機構 TEL: 029-859-2000、 産業技術総合研究所 TEL: 029-862-6123、 筑波大学 TEL: 029-853-5910

NIMSナノテクノロジー融合センター 産総研スーパークリーンルーム 筑波大学大学院キャンパス
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