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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。

NIMSは平成 23年 4月から第三期中期計画を開始しました。第三期では、第一期と第二期の 10年間で培っ

た科学技術力を社会のためにどう役立てるかに挑戦しています。

第 11回目となる今回の NIMSフォーラムでは、「明日をつくる材料イノベーション、ここに集結」をテーマに、

NIMSが掲げる「社会ニーズに応える物質・材料研究」の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き企画しています。

オーラルセッションでは、今期から新たにスタートした第 3期中期計画におけるNIMSの姿、4つの研究

部門と 1センター、また国内外の様々な研究機関のハブとなる研究拠点についてご紹介するほか、NIMSの

GREEN分野からの 2つの成果講演と 1件の招待講演を行います。

またポスターセッションでは、約 60 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、

その中から今後の発展が期待される 10 件について研究トピックスのミニ講演を設け、研究者との直接対話に

よる情報交換と、それを通した成果の普及に努めます。

昨年発表された「国民との科学・技術対話の推進（基本取り組み方針）」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。この機会に世界を先導するNIMSの研究を直接

手に取り、NIMS 研究者との対話の中から将来の実用化の芽となる、またブレークスルーになり得る可能性を

秘めた物質・材料研究に出会っていただければ幸いです。
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プログラム

オーラルセッション 研究トピックスミニ講演

09:30-10:00 受付

10:00-10:15 開会挨拶

10:15-10:25 来賓挨拶

10:25-10:35 新しい研究組織の紹介 (10min)

10:35-11:05 環境・エネルギー材料部門紹介 (30min)

10:35-10:50 メタマテリアルによる
超薄型線形光学素子 岩長  祐伸 先端フォトニクス材料Ｕ

プラズモニクスＧ

10:50-11:05

高誘電体ナノシート
ナノの 積み木 細工で
高機能電子素子をつ
くる

長田  実 MANA マテリアル

11:05-11:35 ナノスケール材料部門（MANA) 紹介 (30min)

11:05-11:20
ウォームスプレー法に
よる高機能コーティン
グの創製

黒田  聖治 先進高温材料Ｕ

11:20-11:35
RE 系酸化物高温超伝
導コイルによる 24 テ
スラの発生

松本  真治 超伝導線材Ｕ
マグネット開発Ｇ

11:35-12:05 先端的共通技術部門紹介 (30min)

11:35-11:50

“ 従来材料比 100 倍：
セシウム閉じ込 め 材
料の開発に成功 ”
- 放 射 能 汚 染 防止に 
道 -

阿部  英樹 環境再生材料Ｕ

11:50-12:05

イオンの局所的な移
動を利用したナノイオ
ニクスデバイス
- 原子スイッチ -

寺部  一弥 MANA 原子エレクトロ
ニクス U

12:05-13:20 昼食、ポスターコアタイム (75min)

13:20-13:35 元素戦略材料センター紹介 (15min)

13:35-14:05 中核機能部門紹介 (30min)
13:35-13:50

フラーレンとセラミッ
クスとの複合化の試
み

宮澤  薫一 先端材料プロセスＵ
フラーレン工学Ｇ

13:50-14:05 機能性カゴ状ホウ素
化合物の理論的探索 速水  渉 理論計算科学Ｕ

材料特性理論Ｇ

14:05-14:20 国際ナノテクノロジー・ネットワーク拠点
紹介 (15min) 14:05-14:20 膜 型 表 面 応 力 セ ン

サー 吉川  元起 MANA ICYS

14:20-14:35 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点紹介
(15min) 14:20-14:35 再生医療用多孔質材

料 陳  国平 MANA 生体組織再生
材料 U

14:35-15:05 coffee break(30min)、ポスターコアタイム

15:05-15:20 ナノ材料科学環境拠点(GREEN) 紹介 (15min)

15:20-15:50 特別講演 (30min)

15:50-16:10 GREEN 成果講演 1(20min)

16:10-16:30 GREEN 成果講演 2(20min)

16:30-16:45 NIMS の外部連携 (15min)

16:45-17:50 ポスターコアタイム (65min)

17:50-18:00 閉会挨拶（ポスター会場）

招待講演 野辺  継男  様  （日産自動車株式会社）
スマートグリッド・スマートコミュニティと電気自動車

GREEN 研究
成果講演１

全固体リチウム電池
- 自己形成コア‐シェル構造による高出力化 -
高田  和典（環境・エネルギー材料部門　電池材料ユニット長）

GREEN 研究
成果講演２

固液界面構造の高分解能その場計測
‐高効率エネルギー変換の基盤として
魚崎  浩平（MANA −ナノグリーン分野　ナノ界面ユニット長）
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ポスター目次

№ カテゴリ 発表タイトル 発表者 頁

1

1. 環境材料

チタン酸固化体によるセシウム閉じ込め 阿部 英樹 15

2 環境再生材料の理論設計 梅澤 直人 16

3 ジオマテリアルによる放射能汚染水処理 山田 裕久 17

4
High-ordered Mesoporous Captors for Decontamination of Radioactive I2 
and Sr from Water

Sherif El-Safty 18

5

2. ナノチューブ・ナノケージ

新機能をもつカゴ状ホウ素化合物の理論的探索 速水　 渉 19

6 炭素系材料の極限環境物性 竹端 寛治 / 高増　 正 20

7 フラーレンとセラミックスとの複合化 宮澤 薫一 21

8

3. センサー・ナノデバイス

高温用の高速応答温度センサー 今野 武志 22

9 歪みを可視化するコロイド結晶ラバーシート 不動寺 浩 23

10 光をサブ波長空間で操作する超薄型光学素子 岩長 祐伸 24

11 気液界面移動により構築される金属ナノアレイ 中尾 秀信 25

12 配向制御による有機トランジスタの高性能化 坂本 謙二 26

13 ナノスケール光源の集積化  - 高効率光センサーなどに応用へ - 三木 一司 27

14

4.  精密計測・ 
ナノスケール計測

先端的電子顕微鏡による材料評価 木本 浩司 28

15 有機分子に誘起される電子スピン偏極 山内　 泰 29

16
高感度，高分解能オージェ深さ方向分析法の開発と極薄膜多層構造の分
析への応用

荻原 俊弥 30

17 シリカドープしたウスタイトの溶融状態を含む高温域でのその場観察 石川 信博 31

18 放射光施設 SPring-8 を用いた材料解析 坂田 修身 32

19

5. 新エネルギー材料

高効率色素増感太陽電池 韓　 礼元 33

20 Li 伝導を阻害する固体電解質中の面欠陥の高分解能観察 三石 和貴 / 大西　 剛 34

21 光エネルギー変換過程における固 / 液界面反応・構造ダイナミクスの追跡 野口 秀典　 35

22 水素を作る金属一体型 Ni₃Al プレート触媒 出村 雅彦 / 許　 　亜 36

23 廃熱から発電する環境にやさしいケイ化物熱電材料 磯田 幸宏 37

24

6. 超伝導材料

STM-SQUID ハイブリッド磁気顕微鏡 立木　 実 38

25 ナノサイズ領域の容量・抵抗を測定するには？ 平田 和人 39

26 固有ジョセフソン接合の THz 波発振の最適化 野々村 禎彦 40

27 RE 系酸化物高温超伝導コイルによる 24 テスラの発生 松本 真治 41

28 高磁界マグネットに有望な鉄系超伝導線材 熊倉 浩明 42

29
7. 磁性材料

次世代超高密度磁気記録材料 宝野 和博 43

30 マルチスケール組織解析によるネオジム磁石の保磁力機構解明と向上 大久保 忠勝 44

31

8. 元素戦略・レアメタル代替

レアアースに倣う有機材料設計 小林 由佳 45

32 β型チタン合金における希少元素代替のためのヘテロ構造制御 江村　 聡 46

33 希少元素機能代替のためのベータ型チタン合金オメガ相の３D 形態観察 土谷 浩一 47

34
9. 構造材料・表面

次世代高性能トライボロジー材料 土佐 正弘 48

35 ウォームスプレー法による高機能コーティングの創製 黒田 聖治 49

36

10. 構造材料

TiNi 合金の強加工アモルファス化の MD シミュレーション 下野 昌人 50

37 Zero Thermal Expansion Lattice Structures Christopher Mercer 51

38 ハイブリッド材料用セル構造金属材料 岸本　 哲 52

39

11. 大型構造材料

高効率発電プラント用構造材料のクリープ損傷評価 田淵 正明 53

40 軽水炉構造材料の疲労破壊における水素・ヘリウム複合効果 村瀬 義治 54

41 液体燃料ロケット燃焼器の超音波探傷の計算機シミュレーション 山脇　 寿 55

42 先進高温材料 御手洗 容子 56

43 長周期地震動にも対応できる建築用高性能ダンパーの材料技術 中村 照美 / 澤口 孝宏 57

44
12.  材料評価・データー 

シート・データーベース
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45 12.  材料評価・データー 
シート・データーベース
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48 材料創製・加工ステーションの技術とハブ展開 鳥塚　史郎 62

49 強磁場共用ステーションにおけるマグネットシステムの整備 二森　茂樹 63

50
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

平原 奎治郎 64

51 低炭素研究ネットワーク 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点 小出 康夫 65

52

14. MANA 研究成果

グラフェン原子膜電子素子 塚越  一仁 66

53 イオンの局所的な移動を利用したナノイオ二クスデバイス - 原子スイッチ - 寺部 一弥 67

54 次世代トランジスタへ向けたメタルゲート材料の開発 生田目 俊秀 68

55 次世代半導体ナノ構造太陽電池 深田 直樹 69

56 超高感度新センサー (MSS) - 医療・環境・セキュリティーなどに応用可能 - 吉川 元起 70

57 高誘電体ナノシート 長田　 実 71

58 燃料電池の耐久性向上を目指した還元型酸化チタンの合成 冨中 悟史 72

59 注入と成型が可能な本当の骨に代わる人工骨 菊池 正紀 73

60 未来の医療に役立つ ” スマート ” バイオマテリアル 荏原 充宏 74

61 再生医療用多孔質材料 陳　 国平 75



オーラルセッション
特 別 講 演
GREEN 研究成果
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　低炭素社会と経済成長の両立をめざして、近年、スマートグリッド、スマートコミュニティに関する議論が盛んになっ

ている。再生可能エネルギーの導入や効率的なエネルギーの需供給を制御する IT、またエネルギー利用状況をモニ

ターする機器など、電力から IT産業を網羅するスマートグリッドの普及は、スマートコミュニティと言われる新しい

社会や街づくりの手段として注目されている。

　スマートグリッドはイーサネットのような双方向の電力ネットワークを地域で構築したものである。このネットワーク

の中には太陽光発電や風力発電、蓄電池などの発電、蓄電設備が必要になる。このような未来のスマートネットワー

クの中で、電気自動車は第一に蓄電池としての応用が期待されている。しかし、それだけにとどまらず、車に搭載さ

れたネットワーク型のカーナビゲーションシステムは目的地に早く、効率的に到達する道を示し、高効率で移動する

車の情報は、全体としてエネルギーを効率的に使うことにも貢献する。また、災害時には電気自動車は情報を入手す

る手段として、あるいは電源としての役割も果たす。このように見ていくと、電気自動車はもはや単なる移動手段で

はなく、社会の一部であり、移動する情報機器、移動する電源としての役割をもつ。

　未来の社会と電気自動車の役割は今後どう変化するか、あるいはこのような社会を実現するための課題はなにか

をご紹介し、みなさんと来たるべきスマートコミュニティに関して考えてみたいとおもいます。

特別講演

スマートグリッド・スマートコミュニティと電気自動車
－今後のクルマ社会と環境・エネルギーのあり方について考える－

野辺 継男 氏
日産自動車株式会社

ビークル・インフォメーションテクノロジー事業本部
プログラム・ダイレクター
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1．はじめに
　リチウムイオン電池はこれまで携帯電話やノートパソ

コンの電源として高度情報化社会の発展を支えてきた

デバイスであり、さらに将来においてはエネルギーの高

効率利用を助ける電気自動車用や、再生可能エネルギー

の導入を可能とするスマートグリッドにおけるエネル

ギー貯蔵素子としての役割も期待されている。電解質

に可燃性の有機溶媒を使用するリチウムイオン電池に

とって、安全性の確保は避けて通ることのできない課

題であるが、このように電池の大型化をともなう新しい

用途においては、可燃性電解質量の増加や電池温度の

上昇につながる放熱性の悪化のために、この課題はま

すます深刻なものとなる。電解質に不燃性の固体電解

質を用いる電池の全固体化はこの課題の抜本的な解決

法として目されてきたが、また同時に電池の出力性能を

低下させるものでもあった。

　このような出力性能の低下は液体に比べてイオンが

移動しにくい固体電解質を使う点にあったが、現在で

は液体電解質と同等のイオン伝導性を有するいくつかの

硫化物も開発されている。しかしながら、全固体リチ

ウム電池の出力性能を実用的な水準まで高めるために

は高いイオン伝導度のみでは不十分であった。我々は

硫化物固体電解質を用いた全固体リチウム電池の出力

律速段階が正極活物質であるLiCoO2と硫化物固体電

解質の界面にあることを明らかとし、図 1に示したよう

に LiCoO2粒子の表面を酸化物固体電解質の一種であ

るLi4Ti5O12で被覆することで LiCoO2と硫化物固体電

解質の接触時の高抵抗層形成を抑制することに成功し

た 1）。

　この被覆層により、全固体リチウムイオン電池の出力

性能は劇的に向上し、液体の有機溶媒電解質を用いた

市販リチウムイオン電池に匹敵するまでになった。本研

究ではさらにこのように表面を被覆した LiCoO2と同等

の出力性能を有する正極材料の探索を行い、LiCoO2

におけるAl置換がこの効果を有すること 2）を見出した。

2．研究成果の内容 
　セラミックの焼成時には少量元素が粒界や表面に偏

析する現象がしばしばみられる．このような表面偏析

を利用すると、界面抵抗を低減する被覆層として作用

する層を粒子表面に形成することが可能であると考えら

れる。LiCoO2の場合、Coの一部をAlで置換した

LiAl xCo1－ xO2の組成物を合成することができ、Coの

すべてをAlで置換した a-LiAlO2もLiCoO2と同じ結

晶構造をもつが，Alの置換量 xに対する格子定数の

変化には不連続な領域が認められる。このことは、Al

置換体では結晶にひずみが生じており、このひずみを

解消するために Alが粒子表面に偏析する可能性を示

唆するものと考えられる。

　このようにしてAlの表面偏析層が形成されるのなら

ば、それは電子伝導性の低い層であろうから、界面抵

抗低減に効果的であった Li4Ti5O12被覆層と同様の作

用をもつものと期待される。実際に LiAlxCo1－ xO2の高

率放電性能を調べたところ、図 2に示したように

LiCoO2における 5C放電（電池を1/5時間で完全に放

電する電流値）時の放電容量はきわめて小さなもので

あったのに対し、x = 0.08の試料では同じ電流値におい

ても 80 mAh·g－1の放電容量が観測され、表面被覆を

施した試料とほぼ同等の出力性能を有することが明ら

かとなった。

全固体リチウム電池
－自己形成コア－シェル構造による高出力化－

高田 和典
環境・エネルギー材料部門　電池材料ユニット長

takada.kazunori○nims.go.jp
 
 
 

Fig. 1 TEM image of a LiCoO2 particle 
coated with Li4Ti5O12.  
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　図 3には LiAl xCo1－ xO2粒子におけるCoとAlの分

布状態を二次イオン質量分析（SIMS）により調べた結果

を示したが、粒子表面においてCo濃度の減少とAl濃

度の増加が認められ、粒子表面にAlの濃化層が形成

されることで、この出力性能の向上がもたらされたもの

と考えられた。

Fig. 2 Discharge curves of the LiAlxCo1－ xO2.  

Fig. 3 Elemental mappings of LiAl0.08Co0.92O2 particles 

taken by two-dimensional SIMS.  

3．本研究の位置づけと今後の展開
　現在のリチウムイオン電池のほとんどは、正極活物

質に LiCoO2を採用している。Coが希少で高価な元素

であることから、リチウムイオン電池の誕生とほとんど

時を同じくして LiNiO2や LiMn2O4などの代替材料の

提案が行われた。しかしながらLiNiO2は充電時の熱

安定性、LiMn2O4は保存特性や充放電の繰り返し特

性に難のあるものであった。これらの問題を解決する

ために電極活物質における元素置換効果が調べられ、

これらの性能を向上させるさまざまな元素が見つけられ

てきたが、置換元素による性能向上機構は明らかとなっ

たとは言い難いものであった。

　本研究における全固体リチウム電池の出力性能向上

現象は、バルクに施した元素置換が粒子の表面状態を

変化させることで電池性能を大きく向上させたことを示

すものであり、これまで明らかにされることのなかった

元素置換効果の機構解明にもつながるものと期待され

る。

4．おわりに
　図 1で示した表面被覆層の電子顕微鏡像やこの被覆

層形成にともなう出力性能の向上を見ると、いかにもナ

ノテクノロジーがリチウム電池を全固体化する上での大

きな障害を取り除いたかのように映る。確かに、全固

体リチウム電池の実現への大きな足掛かりとなったこと

は事実であるが、このような精緻な構造は元来不安定

なものであり、この被覆層の場合、被覆層形成時の熱

処理温度が少し高いだけで、被覆層とLiCoO2との間

で起こる相互拡散により構造や機能が失われる。また、

被覆層形成プロセスにかかる工数やコスト、さらにその

ために高価な材料であるなど、産業的に展開していく上

では不都合な点もいくつか散見される技術でもあった。

　本研究では、ナノテクノロジーが明らかにした高出力

界面構造を、正極材料合成時に少量のアルミニウム化

合物を加えるという産業的にも利用しやすいきわめて簡

便な方法で実現したものである。このようにナノテクノロ

ジーは、物の理を明らかとし、機能発現を実証する通

過点を示すものであり、本当の目標は時としてその向こ

う側にあるべきなのかもしれない。

参考文献

1） N. Ohta, K. Takada, L. Q. Zhang, R. Z. Ma, 

M. Osada and T. Sasaki: Adv. Mater. 18 （2006） 

2226.  

2） X. X. Xu, K. Takada, K. Watanabe, I. Sakaguchi, 

K. Akatsuka, B. T. Hang, T. Ohnishi and T. Sasaki: 

Chem Mater. 23 （2011） 3798.  
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1．はじめに
　電池、燃料電池、色素増感太陽電池など多くのエネ

ルギー変換プロセスには固液界面での電子移動過程が

含まれている。電池の出力（W）は電圧と電流の積で与

えられ、起電力（電流 0の時の電圧）は反応が決まれ

ば一義的に熱力学的に決定される（DG=-nfE）が、電流

を取り出したときの電圧は多くの要因で決まり、電池の

出力をあげることは、電圧のロスなくいかに電流を取り

出せるか、つまり電極反応速度の向上にかかっている。

電極反応は固液界面での多電子・多段階反応であり、

反応速度の向上には機構の理解とそれに基づく電極お

よび界面構造の合理的設計・創製が不可欠である。電

極反応においては見かけ上は反応種ではない溶媒やイ

オンが反応過程に関与していることも考慮する必要があ

る。例えば、燃料電池の酸素還元反応においては図 1

に示すように水やアニオンの吸着が反応を阻害する。固

液界面エネルギー変換過程の高効率化、長寿命化に

は電極反応の機構解明が不可欠であり、そのためには

表面の構造・電子状態、反応物・中間体・生成物に加

えて溶媒やイオンの構造を高い空間・時間分解能で、

反応が実際に起こっている溶液中での決定・追跡が必

要である。原子レベルの構造決定で強力な武器である

電子顕微鏡など電子線プローブを用いる手法は溶液中

の固体表面解析には適用できない。われわれは固液界

面の幾何・電子・分子構造をその場決定可能な走査プ

ローブ顕微鏡、放射光を用いる表面 X線散乱・X線

吸収微細構造、非線形分光法など表 1に示す手法を

開発し、種々の電極表面反応の機構解明に提供してき

た。本講演ではこれらの手法を用いた電気化学モデル

反応の原子レベルでの解析例と電池、燃料電池など実

デバイスへの展開について紹介する。

2．研究成果の内容 
（a） 金単結晶表面へのパラジウムの電気化学的原

子層エピタキシャル成長

　金属表面に異種金属を1層析出させることで、反応

性を大きく変化させることが可能であり、構造を制御し

た異種金属の析出は非常に重要である。ここでは Au

（111）およびAu（100）表面上への Pd層の電気化学的

析出について成長過程とその構造、基板の表面構造、

表面吸着種が析出層の成長様式に及ぼす影響につい

て in situ STM、QCM、シンクロトロン放射光を利用し

た表面 X線散乱法（SXS）などを用いて詳細に検討し

た結果を紹介する。in situ STMにより反応物である

固液界面構造の高分解能その場計測
－高効率エネルギー変換の基盤として－

魚崎 浩平
MANA －ナノグリーン分野　ナノ界面ユニット長

UOSAKI.Kohei○nims.go.jp

 

図 1．吸着イオン、水による酸素還元の阻害

 

表 1．固液界面に適用可能な手法

（表中のカラーは得られる情報（幾何構造（緑）、電子構造（黄）、
分子構造（青）、その他の量（赤）を示している。）
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PdCl4
2-錯体が、Au（111）基板と析出した Pd層上に 

（√7x√7）R19.1°構造で吸着していることを示し、また

Pdが layer-by-layerでエピタキシャルに成長する様子を

その場観察することに成功した。さらに、SXS法を用

いて構造を三次元的に決定し、Au（111）面では第 1層

目の Pd原子が下地 Au（111）表面の 3点ホローサイトの

うち fccサイトに析出するいわゆる pseudo-morphic構

造をとり、数層目にはバルクの Pdの原子間距離と等し

くなることを示した。このような超薄膜はギ酸酸化や酸

素還元に対して特異な触媒活性を示した。

（b） 金属ナノ粒子電極触媒の構造と電子構造

　電極触媒特性を理解する上で電子構造に関する情報

が不可欠であるが、溶液中で測定することは非常に難

しいが、X線吸収分光を用いることで Ptの酸素還元

の電極触媒活性が CeO2実現添加で向上する原因を明

らかにした。測定は図 3のようなセル配置で行った。

図 4は炭素に担持した Pt（赤）と Pt-CeO2（青）の電流、

白金の酸化数を反映するwhite line強度および、Ce3+

とCe4+強度の電位依存性であるが、炭素担持 Ptに比

して Pt-CeO2では白金の酸化が抑制され、その原因が

Ce3+の Ce4+への酸化によるという、後者の高い触媒

活性を理解する上で重要な知見が得られた。

3．本研究の位置づけと今後の展開
　以上の他、白金単結晶電極の溶液及び Nafionとの

界面での電位に依存した幾何構造や、半導体表面分

子層の表面あるいは内部に固定した金属錯体触媒のそ

の場幾何・電子構造、さらに光触媒や電極表面の水の

分子構造の決定などについて紹介し、界面エネルギー

変換過程に伴う界面幾何・電子・分子構造のその場追

跡において世界トップクラスの実績があることを示す。

今後は主としてモデル系についてこれまでに開発した手

法を実際のデバイスに適用していく。

4．おわりに
　以上、固液界面エネルギー変換過程の高効率化の基

盤として、電極 /溶液界面幾何・電子・分子構造のそ

の場高分解能決定について紹介した。

参考文献

1） M. Takahasi et al., J. Phys. - Condensed Mat., 22 

（2010） No. 474002.

2） T. Kondo et al., Electrochim. Acta, 55 （2010） 8302.

3） T. Masuda et al., Adv. Mater., in press （2011）.

 

図 2．Au（111）基板上への Pd析出のモデル

 

図 3．電気化学 XAFS測定用セルの配置
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チタン酸固化体によるセシウム閉じ込め
Immobilization of Cesium in a Nano-porous Titanate

環境・����ー材料部� 環境��材料���� ����材料��ー�

�部 �� E-mail： ABE.Hideki○nims.go.jp

Key words: 放射性セシウム、高濃度閉じ込め、チタン酸固化体

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

研究の
ポイント

環境に拡散した放射性元素を回収し、隔離処分する技術の確立が急務となっています。

本研究は、放射性セシウムを閉じ込め、安全に隔離処分するための新しい技術を提供

します。

酸化モリブデン融液にセシウムと酸化チタンを溶かし、電気分解することにより、高濃度

のセシウムをチタン酸固化体内部に閉じ込めることに成功しました。チタン酸固化体は、

優れた耐熱・耐腐食性によって、セシウムを長期・安定的に閉じ込めます。

放射汚染除去 ＝ 回収・濃縮×安定閉じ込め・隔離処分

高濃度セシウム安定閉じ込め材料：チタン酸固化体
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セシウムを閉じ込めたチタン酸固化体（左）。固化体内部の原子は秩序正しく整列する（右）。

チタン酸固化体の結晶構造。酸化チタンナノチューブがセシウム原子をしっかりと包み込む。

チタン酸固化体のセシウム閉じ込め効果。特殊な二量体構造がセシウムの溶出を抑制する。

化学的・熱的に安定なチタン酸固化体内部にセシウムを

高濃度閉じ込め（１ｃｃあたり汚染水100 ｔ分）する新技術を

開発しました。

チタン酸固化体は、従来材料と比較して100倍以上の

セシウム閉じ込め効果を発揮します。

セシウム回収・濃縮技術との連携により、拡散した放射性

セシウムを、環境から完全に除去します。

1	

環
境
材
料
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環境再生材料の理論設計
Theoretical Design for Environmental Remediation Materials

���エネルギー材料�� ����材料��ット 触媒��材料�ループ

�� �� E-mail： UMEZAWA.Naoto○nims.go.jp

Key words: Photocatalysis, Ag3PO4, reactive facet, assembled nanocrystals

環境浄化材料として知られる光触媒の活性を大幅に向上させる事で、水の光分解を高効

率で実現できる材料の開発を目指す。理論的な考察に基づいて新たな材料を設計するこ

とで開発にかかる時間とコストを削減する。

表面エネルギーの計算から高活性表面を予測できる。

面方位を最適化する事で活性の向上が期待できる。

ナノ粒子を凝集するだけで光吸収スペクトルを調整できる。

凝集ナノ粒子の形成によって可視光吸収を増幅すること

で光触媒活性を改善できる。

まとめ Summary

計算から見積もられたAg3PO4の（１１０）面と（１００）

面の表面エネルギーはそれぞれ1.31J/m2及び

1.12J/m2です。このことから（１１０）面の方が不安定、

つまり活性が高いことが予測されます。この活性の

違いは 実際に実験でも確かめられました。

Rhombic dodecahedron (110)            Cube (100)

Ag3PO4の高活性表面 Highly reactive facet of Ag3PO4 凝集ナノ粒子によるバンドギャップ制御

リン酸銀の弱点である還元力を他の材料で補うことで水

の完全分解を実現する。

表面エネルギーの計算から様々な材料の高活性表面を

予測する。

凝集ナノ粒子の形成によって更なる高活性材料の開発を

目指す。

将来の夢 Future Development & Outcome

表面接触によるカチオン結合の増加がバンドギャッ

プ減少の起源であることが理論計算から理解された。

研究の
狙い

強力な光酸化力を有するAg3PO4の面方位を最適化することで活性の向上に成功した。

今後、還元力の高い材料と組み合わせる事で水の完全分解を目指す。また、CdS、TiO2

などのナノ粒子を凝集することで光吸収スペクトルの制御が可能である事を見出した。

研究の
ポイント

Y. Bi et al., J. Am. Chem. Soc. 133, 6490 (2011)

H. Tong et al., Energy Environ. Sci., 4, 1684 (2011)

H. Tong et al., Chem. Commun. 47, 4219 (2011)

1	

環
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料
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ジオマテリアルによる放射能汚染水処理
Remediation of radioactive water pollution by Geomaterials

環境・��ル�ー材料�� 環境��材料��ット ジオ機能材料グループ

�� ��� �� ��� ���� E-mail： YAMADA.Hirohisa○nims.go.jp                          

Key words: Geomaterial, Remediation, Radioactive

福島第1原子力発電所の事故に伴い放出された放射性核種により、環境が広範囲に放射

能汚染された。この環境中の放射性物質の汚染除去を実現するために、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を利用した除去・回収技術の開発を目指す。

福島第1原子力発電所の事故による放射性物質の除染

セシウムを選択的に吸着する機能の発現

非毒性・環境に優しい材料に注目

自然に学んだジオマテリアルの創製

まとめ Summary

セシウムを吸着・除去する新プロジェクト セシウムを吸着・除去するジオマテリアル

広範囲で多様な放射性汚染の解決

多量の放射性廃棄物の処理

環境にやさしいジオマテリアルの開発

安心・安全で持続的な社会の実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

大量に環境中に飛散しているにもかかわらず、半減期が長く、経時による減少が見込めな

い放射性セシウムを主たる対象として、選択的吸着機能を有するジオマテリアル（粘土鉱

物系材料およびナノポーラス材料）を利用した回収・除去技術を開発する。

研究の
ポイント

総合科学技術会議主導の「放射性物質による
環境影響への対策基盤の確立」プロジェクト

��を��ジオマテリアル

ポルックス石(Pollucite) リチア雲母(Lepidolite)

ゼオライトグループの鉱物 雲母グループの鉱物

(K, Cs)(Li,Al)3(Si,Al)4O10(F,OH)2(Cs,Na)AlSi2O6・nH2O

��ポーラス材料
ゼオライト（�ル��イト）

����物
（シ��ルトマ�イト）

���イ�����鉱物
（ス�ク�イト）

������物
（�イ�ロ�ル�イト）
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High-ordered Mesoporous Captors for 
Decontamination of Radioactive I2 and Sr

from Water

���������� ����������

Sherif A. El-Safty E-mail： sherif.elsafty○nims.go.jp

Key words: Decontamination, Radioactive, Nanomaterials, Optical captor

The newly-developed nano-captors are based on the utilization of highly ordered mesoporous silica
monoliths (HOM) as carriers. These HOM carriers have extremely large number of unique nanopores on
the surface and high surface area and pore volumes. In the development of nano-captors, a dense
coating of adsorbent compounds was achieved inside the HOM nanopores. Here, we used mesoporous
monoliths to design of optical captor for simple removal, high-speed, and detection of radioactive Sr & I2.

 Development of optical HOM-Captor

 Selective and sensitive removal of radioactive I2
 Simple Analysis and detection in environments

 Rapid response visualization of radioactive elements 

まとめ Summary

Design of optical nanocaptor for radioactive Capture Assay of removal of STRONTUIUM

将来の夢 Future Development & Outcome

Introduction

Current Issue
&

Challenges

* Cage, cylindrical pores
* Uniform pore size ~20 nm 

Properties of HOM monoliths

* Large pore volume (2 cm3/g)

Sample Spiked Amount of other metals                   
(ppm)

Amount of I2
(ppm)

Amount of  I2 uptake by 
HOM-TK captor (ppm)

Cation
interfere  

(1) 4.0ppm K+, (2) 4ppm Li+,
(3) 5.0ppm Ca2+, (4) 4.0ppm Mg2+,
(5) 4.0ppm Na+, (6) 4.0ppm Al3+,
(7) 4.0ppm Cu2+, (8) 3.5ppm Ni2+,
(9) 4.5ppm Mn2+, (10) 4.0 ppm Zn2+,
(11) 4.0ppm Co2+, (12) 4.0ppm Cd2+,
(13) 4.0ppm Pb2+, (14) 3.5ppm Sr2+,
(15) 4.0ppm Bi3+, (16) 4.0ppm Mo6+

2 ppm 1.94 ± 0.2

Anion interfere 

(1) SDS, (2) CTAB, (3) tartrate,
(4) citrate, (5) oxalate, (6) chloride ,
(7) acetate, (8) sulfate, (9) nitrate,
(10) carbonate

2 ppm 1.95 ± 0.2

To achieve the capture assays, key components should be considered:To Fabricate optical nanocaptor, we control two stages in Laboratory:

As shown in the Table, the uptake of I2 was achieved from 
competitive matrices using HOM-TK Captor.

* Cage, cylindrical pores
* Uniform pore size ~20 nm * Surface area (1200 m2/g)

Properties of HOM monoliths

* Large pore volume (2 cm3/g)

HOM Monoliths

1 cm

20 nm20 nm

Cubic Fm3mCubic Pm3n

Scheme 1. Instant, direct synthesis of ordered mesoporous membranes with excellent physical parameters

O2N

N

N

OH

OH

I I
I I

O2N

N

N

OH

OH

I2

DSNPD = (N,N-Bis(salicylidene) 
N,N-disalicylidene

-4-nitro-phenylenedene

DSNPD-captor I2-DSNPD-captor

Ultra-trace decontamination of iodine from water using solid HOM-Captor

Concentration-color-transition profile for 
HOM-captor-Sr. With increasing 
concentrations of Sr at pH 11.0, the color 
and spectral absorbance also increased.

Selective 
extraction 

state

Reversibility
state

HOM Nano-captor

Radio 
actives

Na+

Sr2+

Mg2+

Sr(II)-captor

Sr-element

Selective removal of low concentration  (1 ppb or 1 µg/L) of radioactive elements. 
The HOM nano-captors can separate the radioactive elements by simple processing. 

The capturing material can be repeatedly recycled  (Scheme 1).
Significantly, the color of the HOM nano-capture material changes when the radio-

elements are adsorbed. 
It is possible not only to capture the elements effectively but also to be used to detect 

radioactive elements by visualization.

Sr-collection

Selective capture Assay of radioactive elements

 A growing demand to improved decontamination of radioactive
elements in Fukushima Area using nanotechnology for simple removal
and detection.

 Enables Selective Removal from Polluted Water Containing 
Chlorine and Minerals; High Expectations for Use in 
Nuclear Power Plant Treatment.

 Concentrating collection of radio-elements for decreasing 
capacity, and managing more these elements effectively.
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新機能をもつカゴ状ホウ素化合物の理論的探索
Theoretical Search for Cage-like Borides with New Functions

��的������ 理論計算�学��ット 材料特性理論�ループ

�� � E-mail： HAYAMI.Wataru○nims.go.jp

Key words: Boron, Cage-like Borides, Theory

ホウ素はカゴ状の構造をもつユニークな物質である。その構造中の隙間に様々な原子を

挿入することにより、新しい機能をもつ材料ができると期待される。どのような原子が入り

どのような性質を与えるか、理論的に計算、予測し実験に指針を与える。

カゴ状構造のホウ素内に様々な原子を挿入し新たな性質

をもたせることができる。

リチウム原子を挿入した場合金属的になり超伝導になる。

リチウムとリンなどを同時に挿入し、バンドギャップの狭い

半導体にすることができる。

まとめ Summary

正20面体のカゴ状構造 構造中の隙間に原子を挿入

カゴ状ホウ素化合物で新たな超伝導、強磁性、熱電変換

材料を創製する。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

研究の
ポイント

１．リチウム原子がホウ素の中に入り、半導体から金属に転換することが明らかになった。

このことは後に実験で確認され、超伝導にもなることが発見された。

２．リチウムとリン原子などが同時に入り、バンドギャップの狭い半導体ができることが明

らかになった。現在実験が試みられている。

ホウ素の構造 （α-菱面体晶型）

ホウ素原子

特徴
１．ホウ素原子の正20面体のカゴ状構造
２．数種類の隙間(格子間サイト）

格子間サイト

隙間に様々な原子を挿入したときのエネルギーを計算。
（密度汎関数法による*）

研究の課題
これらの隙間に他の原子は入り得るか？
入った場合全体でどのような性質をもつか？
理論的に計算、予測する。

* 物質内の電子の状態を量
子力学的に計算する標準的な
方法の一つ。

安定

(a
)

(c)

<111>

リチウム原子の運動の様子(温度1400K）

このサイトでリチウム
原子は最も安定

リチウムとリンを同時に入
れたときの電子密度分布

リチウム原子は電子をリン側に
与えほとんどイオン化している。
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炭素系材料の極限環境物性
Physics of carbon materials in extreme conditions

��的共����� ������物性��ット ナノ物性グルー�

�� ��、 高� � E-mail： TAKEHANA.Kanji○nims.go.jp

Key words: カーボンナノチューブ、グラフェン、強磁場

近年注目されているカーボンナノチューブ、グラフェン、グラファイトといった炭素系材料は、

その電子物性においても多くの興味深い性質を示すことが知られている。強磁場、極低温

といった極限環境を用いてこうした電子物性の特徴を明らかにする。

強磁場、低温の極限環境を用いて、炭素系材料の電子物

性の重要な情報を得ることに成功した。

カーボンナノチューブの磁気異方性を明らかにした。

グラフェンの運動量ーエネルギー関係を明確にした。

まとめ Summary

形状や方向によって、電子の性質が大きくことなる。

－金属性ナノチューブが持つ帯磁率の大きな異方性が明らかに－

カーボンナノチューブでは、電子の磁気的異方性がその形状によって
異なる。強磁場下で各形状の光吸収を測定することで、電子の持つ磁
気的性質を明らかにした。

近年注目されている炭素系材料 グラフェン薄膜の強磁場サイクロトロン共鳴

炭素系材料の電子物性の特殊性を用いた電子デバイス

開発

特に、グラフェン等では、量子性が高いことを利用した量

子計算デバイスへの応用

将来の夢 Future Development & Outcome

グラフェンの中の電子の持つ運動量とエネルギーの関係は、まるで光

のような特殊な関係になっている。

磁場中で形成されるランダウ準位間の光学的な遷移ーサイクロトロン

共鳴ーを用いるとこの特殊な関係が明らかになる。また、グラフェン薄

膜を載せる基板の種類によって関係が異なるのがはじめて観測された。

研究の
狙い

強磁場、極低温を利用した極限環境測定を用いると、他の手法では難しい電子物性の詳

細解明が行える。本研究では、カーボンナノチューブやグラフェンといった新しい材料の性

質の一端を解明することができた。こうした基礎研究の先に、あらたな電子デバイスへの

応用可能性が拓ける。

研究の
ポイント

1.20

1.15

1.10

1.05

1.00

4000350030002500200015001000

Wavenumber (cm

B = 15 T

B = 14 T

B = 13 T

B = 12 T

B = 11 T

B = 10 T
B = 9 T

B = 8 T

B = 7 T

B = 6 T

B = 5.5 T

B = 5 T

T = 1.7 K

図１：強磁場直線偏光吸収(上)、直線偏光２色性
（下）

図２：金属（赤）、半導体（青）ナノチューブの磁場中
配向度と理論フィッティング

nn √

１次元： カーボンナノチューブ

２次元： グラフェン

０次元： フラーレン

カーボンナノチューブの強磁場分光測定
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フラーレンとセラミックスとの複合化
Fabrication of  fullerene-ceramic composites

��的����部� ���料プロセス�ニット フラーレン工��ループ

�� �一、加���、���大�� �、���太 E-mail： MIYAZAWA.Kunicih○nims.go.jp

Key words: fullerene, fullerene tube, ceramics, composites

フラーレンは炭素原子のみから成る分子であるのに対して、セラミックスは酸化物、窒化

物、炭化物のように、複数元素からなる化合物です。フラーレンとセラミックスは、構造と

性質が大きく異なっています。そこで、両者を複合化することによって、従来に無い機能を

備えた物質やデバイスを作製することができると期待されます。

陽極酸化多孔質アルミナ膜を用いた隔膜液－液界面析

出法によって、垂直配向C60フラーレンマイクロチューブを

合成することができる。

垂直配向フラーレンマイクロチューブの外径と内径は、

C60飽和トルエン溶液へのIPAの注入速度に依存して変化

することが判明した。

まとめ Summary

隔膜液－液界面析出法による垂直配向
フラーレンマイクロチューブの合成
Synthesis of vertically grown fullerene microtubes on 
a porous alumina substrate 

垂直配向フラーレンマイクロチューブと
多孔質アルミナ膜との接合界面の観察
Observation of the longitudinal cross-section of C60
microtubes vertically grown on AAO membranes

規則的に垂直配向したフラーレンマイクロチューブ、フ

ラーレンナノウィスカー、フラーレンナノチューブの作製

各種の垂直配向フラーレン一次元結晶を用いたフォトニッ

ク結晶、センサ、太陽電池、燃料電池、トランジスタ、レー

ザー、ディスプレー、超伝導素子、触媒他、電子、環境、エ

ネルギーへの幅広い応用

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

アルミナの多孔質基盤に、カーボン60(C60)から成るマイクロチューブ（フラーレンマイクロ

チューブ）を成長させます。フラーレンマイクロチューブとアルミナ膜とが、どのように接合

しているのかについての詳細は明らかでありません。そこで、集束イオンビーム法(FIB)に

よって、断面構造を作製し、接合構造と成長メカニズムの解明に迫ります。

研究の
ポイント

陽極酸化多孔質アルミナ
膜(AAO膜）を介した液－液
界面析出法によって、フラー
レンマイクロチューブを林立
成長させました。C60飽和ト
ルエン溶液に、イソプロピル
アルコール(IPA)をゆっくり注
入すると、C60マイクロチュー
ブが、アルミナ膜上に垂直
に成長します。

多孔質アルミナ基盤上に垂直配向成長したC60マイクロチューブ
の走査電子顕微鏡像。(a)側面像、(b)平面像

(a) (b)

集束イオンビーム加工装置(FIB)を用いて、ガリウム
(Ga)イオンビームにより、縦断面を作り、C60マイクロ
チューブとAAO膜との接合界面を観察しました。

C60マイクロチュー
ブの縦断面SEM像

左○印部分の拡大像

アルミナナノチューブと
連続してC60ナノチュー
ブが形成されており、
C60ナノチューブが、多
数、束状に集まって、
C60マイクロチューブを
形成していることが判
明しました。
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超高温用の高速応答温度センサー
Fine thermocouples for high temperature

先端�����部� 先端�料プ�セス�ニ�ト 電�・放電プ�セスグ�ープ

�� �� E-mail： KONNO.Takeshi○nims.go.jp

Key words: 高電圧放電、微小溶融接合、極細熱電対

超高温用熱電対は酸化されやすい素材のため、不活性ガス雰囲気の密閉容器中や真空

下で溶接して作られています。また、極細線の溶接は難しいため、太い素線が使われてい

ます。もし極細線を大気中で溶接して熱電対が作製できたら、作製法が簡単になり、しか

も高感度で応答速度の速いセンサーになります。

開放大気下でW-Re極細熱電対の作製に成功しました。

特別な容器を使わない溶接で、易酸化性の高融点金属
細線を溶接することができました。

小惑星イトカワの試料の希ガス分析に利用されました。

まとめ Summary

開放大気下で、不活性ガスを流しながら放電するだ

けで、金属光沢が残る酸化のない溶接ができました。

上部の金属針に高電圧を印加すると、放電による

プラズマが発生し、素線の先端が白熱して一瞬にし

て溶融して一体化します。また放電を止めると小さい

ので一瞬にして冷却されます。

高電圧放電による微小溶融接合 極細熱電対のSEM画像

微小熱電対の実用化

装置および操作方法の改良による接合手法の自動化

絶縁コーティング処理を施した使いやすい被覆熱電対

各種熱分析装置への組み込み

さらなる細線化による応答性向上

将来の夢 Future Development & Outcome

下の写真は実際に作製した極細熱電対のSEM画

像で、左は超高温用W-Re熱電対、右は先行研究で

実施したK熱電対で、いずれも線径は50mです。

熱電対の線径を細くし、測温接点を小さくすることで、

応答性・測定感度ともに良好となります。例えば、K熱

電対の場合は、ドライヤーで温風を送ると、700～
1000deg./分の応答速度が得られました。これは、線

径0.65mmの熱電対の30倍以上になります。

研究の
狙い

2種類のタングステン－レニウム極細線(50m)同士を逆Vの字型（∧）に突き合わせて、

上部に設置した金属針との間にパルス状の高電圧を印加すると、放電エネルギーにより

極細線同士が溶融接合し、測温接点が非常に小さな極細熱電対となりました。大気中で

接合部に不活性ガスを噴射するだけなのに、接合した極細線は酸化されていません。

研究の
ポイント

0.2mm

本研究の成果は、探査機「はやぶさ」が持ち帰った微粒子
試料の希ガス分析に測温センサーとして利用されました。

また、高電圧放電を使って大気中で、高融点金属の１つ
であるタングステン合金線を接合できたということは、熱電
対の作製だけでなく、易酸化で接合が困難な、タングステ
ン、レニウム、モリブデン等、他の高融点金属やその合金
細線の接合にも応用できます。
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歪みを可視化するコロイド結晶ラバーシート
Elastic colloidal crystal sheet to visualize strain

��的共�技術部� ��フ�ト�クス材���ット 応用フ�ト�ック材�グループ

��� � E-mail： FUDOUZI.Hiroshi○nims.go.jp

Key words: Structural Color, Strain Imaging, Photonic Crystal

コロイド微粒子を自己集積によって規則配列させるとオパール薄膜が形成されます。このボ

トムアップ型の微粒子ナノテクノロジーを利用し、環境応答型の新材料を開発しています。

この新材料のシーズとして、弾性変形によって構造色が変化するフォトニックラバーシート

や歪みゲージのように金属材料の塑性変形を可視化する新技術の確立を目指します。

�用��から��集�を�用した�粒子���ク�ロ

ジーでス�ート材�と��る高機�材�を開発しました。

可視光のブラッグ回折により構造色が発色します。

フ�ト�ックラバーシート：弾性変形で構造色が変色します。

構造色歪みゲージ：塑性変形の歪みを可視化します。

まとめ Summary

フォトニックラバーシート Photonic rubber sheet 構造色歪みゲージ Structural color strain gauge

材���が変形量に応�て変色する高次機�を�して�り、

応���する光学���ーへの応用が期�できます。

可視光��で歪みを構造色として��に可視化できます。

���構造�の���化���等の��ージで��た塑

性変形を�コストで��に��する新技術が期�できます。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

フォトニックラバーシートとして数十cm2のゴムシートに柔軟なオパール薄膜を形成するこ

とができます。また、構造色歪みゲージについては基材のPETシート表面にオパール薄膜

を形成しました。その結果、任意の試験片への貼り付けによる塑性変形の可視化が可能

です。

研究の
ポイント

構造色歪みゲージは広島大学、土木研究所との３機

関による分野融合の共同研究として推進しています。

柔軟なオパール薄膜が母材のゴムシート上に形成。
白色光をブラッグ回折するため構造色が発色します。

参考情報：特開2006-28202, 特開2009-229945

オパール薄膜（PETシート）

を貼り付けた純アルミの試
験片を引張り試験機で引き
延ばしました。塑性変形が
くびれ部に集中したことが
構造色変化から明瞭です。

反射型ファイバープローブ
方式の分光器でそれぞれ
の局所的なスペクトルが測
定できます。初期状態から
のピークシフト量は歪み量
と関係しています。

変形部を中心に１ミリピッ
チで測定した反射ピークの
等高線を示しています。塑
性変形の２次元分布を可
視化しました。この新技術
（構造色歪みゲージ）の応
用研究を進めています。

１軸伸張による構造色変化（粒子配列面の周期ｄの
収縮）と伸張率とブラッグ回折ピークの関係。弾性変
化により構造色を赤から緑へ可逆的に変色します。

引き伸ばした状態

(無負荷)初期状態
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超薄型偏光子（厚み 250 nm；波長1650 nm）

３層構造：上下層が相補的

電子顕微鏡写真

光をサブ波長空間で操作する超薄型光学素子
Ultra-Thin Optical Devices for Subwavelength Light Manipulation

先�的共����� 先���ト�クス�����ト プラズモ�クス�ル�プ、���さきが�

�長 �� E-mail： IWANAGA.Masanobu○nims.go.jp

Key words: Subwavelength Optics, Metamaterial, Plasmonics

光の操作を波長よりも小さいサブ波長空間で行うことができれば、あらゆる光学素子、機

器の極小化が可能になり、省電力化、高機能化につながります。本研究では、その基礎と

なる基本的な光学素子をメタマテリアルを用いて系統的に実現することを目指します。

サブ波長の薄さで基本的な光学素子を網羅的に設計。

超薄型偏光子ではプリズム偏光子以上の性能も見出した。

偏光子に位相制御を加えることで円二色性素子を構成。

サブ波長空間で所望の光波操作できることを示した。

まとめ Summary

光波（平面波）は のように表現できる。

電場（の大きさ）と位相の相関図式：

課題：現象に対応するメタマテリアル（サブ波長構造）

を如何に見出すか？

はじめに Introduction 最先端研究トピックスII Adv. Research Topics II

極小光学機器に超薄型光学素子を実装すること。

高機能な極小光学機器を用いた先進的な光の利用。

とくに、光のみによる極低電力 100GHz 演算。

サブ波長構造による波面操作、超解像などの実現。

将来の夢 Future Development & Outcome

円二色性素子（厚み 750 nm；波長855 nm）

円偏光の向きにより選択性が発現

研究の
狙い

光波には電場ベクトルの大きさと位相という２つの因子があり、それらを独立または同時に

操作することによって、所望の光波操作が実現できます。今回、偏光子、波長板、円二色

性素子などの基本的な光学素子を網羅的に超薄型化できることを明らかにしました。

研究の
ポイント

eff,x

eff,y

exp(2 / )
exp(2 / )

x

y

E in z
E in z

 
 

 
 
 

電場位相

偏光子
波長板 円二色性

素子

屈折率：正０負 非等方性 共鳴増強

直交回転子

現象

光学素子

最先端研究トピックスI Adv. Research Topics I
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大きな透過率の比 ：
Ty/Tx=1.5x103

（局在プラズモン共鳴に
よる異方性の発現）

市販のプリズム偏光子
に匹敵する性能で、
厚みは10万分の1

透過スペクトル

RHC LHC

RHC LHC
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透過スペクトル

円二色性度円二色性度が1に近い、ほぼ理想
的な素子の設計に成功。
映像パネルの高鮮度化等に有用。

二酸化
ケイ素

銀
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気液界面移動により構築される金属ナノアレイ
Metal Nanoarrays Fabricated via Interface Movement 

�����技術部� �子�ーム�ニット イ�ン�ームグループ

中� �� E-mail： NAKAO.hidenobu○nims.go.jp

Key words: plasmon, metal nanparticles, evaporation-induced assembly

金や銀などの金属ナノ粒子の整列配置（金属ナノアレイ）は光の回折限界下のナノスケー

ルに光のエネルギーを閉じ込めることができ、ナノ領域での光の制御と応用を可能とする。

したがって、迅速かつ低コストで金属ナノアレイを基板表面の特定の位置・方向に高集積

化する技術の開発が重要である。

再現性の良い金属ナノアレイの作製技術を開発した。

作製された金属ナノアレイ上において強いプラズモンカッ

プリングが観察された。

転写印刷により金属ナノアレイのパターニングや集積化

が可能であった。

まとめ Summary

溶媒蒸発により生じる界面移動とDNAの自己集合を利用し

て金属ナノ粒子の一次元アレイを簡単に作製する技術を

開発した。

金属ナノアレイ作製技術開発 金属ナノアレイの転写印刷

センシング部位としての金属ナノアレイの応用

ナノスケール光導波路の実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

本研究において 特別な機械装置を使用せずに、基板表面に多数の金属ナノアレイを構

築する技術を開発した。PDMS表面に構築された金属ナノアレイは他の基板表面への転写

印刷することができ、金属ナノアレイのパターニングや集積化が可能である。

研究の
ポイント

15〫

スライドガラスに固定
されたPDMSシート
(2×8 mm)

8 Lエタノール中に2 Lの
DNA/金ナノ粒子水溶液を
加える

溶媒蒸発方向に沿って
金ナノアレイが生成される

8 L エタノール 溶媒蒸発

500 m

20 m

500 nm

500 nm

-2 10-9

-1 10-9

0

1 10-9

2 10-9

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

C
ur
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nt

 / 
A

Voltage / V

DNAナノアレイ

金ナノアレイ
50 m

微小電極

微小電極パターン上への金ナノアレイの転写印刷

50 m100 m

1st TP

2nd  TP

PDMS表面に作製された金ナノアレイの暗視野光学顕微鏡

写真とSEM写真

金ナノアレイの転写印刷

50 m

1 2 3 4

2 m

1 m

Nanomushroom200 nm

DNA nanofiber

2 m

10 m

銀ナノ粒子アレイ

10 m

金ナノマッシュルーム・アレイ
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配向制御による有機トランジスタの高性能化
Improvement of organic transistor performance by alignment 

control of semiconductor molecules

�����技術�� 高分子�����ト 界面機能����

�� �� E-mail： SAKAMOTO.Kenji○nims.go.jp

Key words: organic field-effect transistors, photo-induced alignment

有機エレクトロニクスは、大面積、軽量、フレキシブル、低コストといった特徴を
有し、フレキシブル・ディスプレイ、情報タグ、スマートカード、各種センサへの
応用が期待されている。本研究では、有機エレクトロニクスの中心的な素子である
電界効果トランジスタ（FET）の高性能化、特性のばらつき抑制技術として有機半
導体分子の配向制御に注目している。

PEN、F8T2 の分子配向制御に成功し、面内配向効果によ

る電界効果移動度の増強を実証した。

F8T2-FETの移動度としては最高値に匹敵する。

光で配向処理を行うため、同一基板上の複数のトランジスタ

に対して最適な方向に分子を配向させることが可能である。

まとめ Summary

PENの光配向制御とそのFET特性 F8T2の光配向制御とそのFET特性

有機トランジスタの高性能化技術としての実用化

有機トランジスタ集積回路における素子特性のバラツキ

抑制技術としての実用化

高性能・高機能性有機薄膜作製技術としての展開

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

液晶ディスプレイへの応用を目指して開発した光配向膜（アゾベンゼンを骨格構造
に含むポリイミド：Azo-PI）を用いて、ペンタセン（PEN：低分子有機半導体）、
フルオレンビチオフェン・コポリマー（F8T2:高分子有機半導体）の配向制御に
成功し、デバイス基板面内のキャリア伝導に異方性を示す有機トランジスタを作製
した。また、分子配向効果によるキャリア移動度の増強を確認した。

研究の
ポイント

Azo-PI 鎖

Drain
PEN (30 nm)

Source

n-Si(100): Gate
Azo-PI (1.6 nm)

PEN-FET素子構造 Azo-PIとPENの分子配向の関係

直線偏光（LP-L）

PEN分子

iso



//

電界効果移動度の異方性

Isd//

Isd

面内配向効果による移動度の増強

6, 11 J/cm2 の時： > iso > //

• 11 J/cm2以上の光照射量で、移動度が減少
• 移動度の更なる改善が必要

問題点

Parylene (2.05 m)

F8T2 
(73 nm)Source Drain

Gate (30 nm)

Quartz glass
Azo-PI (11 nm)

F8T2-FET素子構造

PEN:

チャネル部の偏光顕微鏡像

F8T2:

伝達特性の方向依存性

F8T2 || Id F8T2  Id

Mobility 0.016 0.002

Vth (V) -37 -33
On/off > 107 > 107

iso = 0.004 cm2V-1s-1

c.f. non-aligned F8T2-FET

//  > iso > 

• 面内配向効果による移動度の増強
• F8T2-FETの移動度としては最高値に匹敵

• 他の高移動度高分子半導体への展開

今後の課題
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ナノスケール光源の集積化
-高効率光センサーなどに応用へ-

Large-area Au nanoparticle 2D arrays as plasmon-resonant optics

��的共通���� 高分子�料���ト 界面���ループ

三� �� E-mail： MIKI.Kazushi○nims.go.jp

Key words: 近接場、ナノ粒子、プラズモニクス

近接場光は回折限界を超える分解能を可能とし、50nm程度の分解能を持つ近接場光顕

微鏡の原理となったナノテクノロジーです。原理的には点光源ですが、集積化によって大

面積光源を実現し、エネルギー・環境、IT系のデバイスへの応用を目指します。

１平方ｃｍの大面積近接場光源の開発に成功し、環境、

エネルギー、IT系のデバイスが目指せるようになった。

光源は三角格子状で集積した構造を持ち、600-1100nm
で波長可変できる。

二光子吸収発光が実現できるほど、光源は輝度が高い。

まとめ Summary

大面積近接場光源 近接場光源特性

光センサーや太陽電池など、環境、エネルギー、IT系の

への応用。

サイエンスとしても、近接場光と他領域の境界領域の開

拓及び飛躍的発展への貢献。

光化学反応を利用した化学合成リアクターの実現。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

・１兆個のナノメートルスケールの点光源を、１平方センチメートルの面積の基板上
に集積する事で、大面積近接場光源の作製に成功。

・光波長は600nm – 1100nmの間で調整可能。
・大面積近接場光源は、基板との間に化学結合を設けて、機械的強度を確保。

研究の
ポイント

大面積近接場光源の概念図。 近接場光はナノ粒子近傍
に半径程度浸み出す光。10nmの粒子の場合、１兆個集積
すれば１平方ｃｍの大面積光源が実現できる。
.

作製手法の概念図。 （上）基盤となる自己組織化法。
（�）開発した新手法で、表面修飾した金ナノ粒子を利用し
た自己組織化法に、電気泳動、溶媒蒸発を組み合わせた
手法により大面積基板上へ金ナノ粒子を集積化すること
に成功。

���作製光源（金ナノ粒子２次元配列）の構造評価（走査電
子顕微鏡像）と����光学特性（局在表面プラズモン共鳴の
光吸収スペクトル）。 配列が三角格子状に並び、近接場
光源が600-1100nmの範囲で波長調整できる事が分かる。

２光子吸収発光のデモンストレーショ
ン。 ガラス上及び近接場光源上に
色素塗布した試料の、光照射前（�）、
紫外光照射時（�）、可視－近赤外光
照射時（�）の発光状況。

通常２光子吸収発光はレーザ光のよ
うな強力な光源を用いないと見る事
ができないが、可視－近赤外光照射
時でも、２光子吸収発光過程により、
紫外光吸収発光が実現していること
が分かる。ガラス上に色素塗布をし
たものでは、 ２光子吸収発光は生じ
ない（�）。

a

b

c

large-area near-field 
light source

near-field optical 
properties
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先端電子顕微鏡による材料評価
Material characterization using advanced electron microscopy

��������� ���構造・物��ニ�ト 電��微����� �び 電��微�ス����ン

�� ��、 �� ��、 �� �� E-mail： KIMOTO.Koji○nims.go.jp

Key words: 透過電子顕微鏡, 材料評価

新物質研究やデバイス特性評価のためには、材料の微細構造を評価する必要があります。

透過電子顕微鏡は微細構造を評価する手法ですが、原子配列まで高感度に計測するた

めには、電子顕微鏡の基本性能に加え、分析位置精度や安定度向上が欠かせません。

加速電圧300kVにおいて、60pm 0.15eV, 80ｋVにおいて

100pmおよび0.08eVの分解能を実現した。

各種酸化物の微細構造評価へ適用した。

まとめ Summary

単原子分析電子顕微鏡の概要 酸化物等の計測例

環境関連材料（Li電池正極材料・触媒等）への適用。

スピントロニクス関連材料の磁区構造観察への応用。

新しいTEMその場観察手法の開発。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

超先端計測装置のための環境を整備し、球面収差補正装置およびモノクロメーターを備

えた透過電子顕微鏡「単原子分析電子顕微鏡」を立ち上げました。空間分解能0.1nm以

下、エネルギー分解能0.2eV以下を実現しました。今後、環境関連材料やナノ材料へ広く

適用していきます。

研究の
ポイント

装置の概要
・球面収差補正による空間分

解能の向上: 60pm。
・モノクロメーターによるエネル

ギー分解能の向上: 0.2eV。
・分析位置精度向上：位置ドリ

フト量 0.2nm/min。

�置室の概要
・操作室・顕微鏡室・機械室の

分離によるリモート操作。
・パネル式空調・アクティブ除

振・電源ノイズフィルターによ
る安定度の向上。

装置の外観写真

球面収差補正装置による空間分解能向上の一例 試料： TmFeO3

78 pm

066

[211]

61 pm

73 pm

78 pm

空間分解能 約60pmの実現
走査透過電子顕微鏡による環状暗視野像
試料：単結晶Si 加速電圧： 300ｋV

エネルギー分解能
0.2eVの実現
加速電圧： 300ｋV

球面収差補正前 球面収差補正後

電子エネルギー損失分光法による元素マッピングの一例 試料： TmFeO3

Bi系高温超伝
導材料の微細
構造の観察例

環状暗視野像

結晶粒界

Bi原子層

CuO原子層

環状暗視野像 Fe分布像 O分布像

80pm

結晶構造

Fe
Tm

O

80pm

0.16eV
(FWHM)
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有機分子に誘起される電子スピン偏極
Spin-polarization induced in organic molecules

��的������ 極�計測ユニット スピン計測グルー�
�内 � E-mail： YAMAUCHI.Yasushi○nims.go.jp

Key words: organic spintronics, SPMDS, DFT

有機分子はスピン軌道相互作用が小さくスピン緩和距離、時間ともに長いため、スピン素

子を実現できる優れた材料です。スピン素子として動作の鍵となる、有機分子と強磁性体

電極との界面の電子構造、特に分子に誘起されるスピンの解明を目指しています。

最表面のスピン偏極計測法を確立

ベンゼン分子の磁性体に隣接する原子だけではなく、３番

目の原子にまでスピンが誘起されていることから、芳香族

環が比較的長距離までスピン偏極する可能性を示唆

SPMDSによるベンゼン分子層のスピン計測 密度汎函数法（DFT）による第一原理計算

芳香族分子あるいはＣ60、グラフェンなどの大型のπ電子

ネットワーク構造が、電荷型素子材料のみならず、スピン

素子材料としても有力

表面・界面スピン偏極設計への利用とスピン素子材料開

発に寄与

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

強磁性体表面を有機分子で極薄く被覆し、分子内に誘起されるスピン偏極の様子を調べ

ます。スピン偏極は、最表面に敏感なスピン偏極準安定脱励起分光法（SPMDS)を用いて

測定し、スピンを考慮した電子状態の第一原理計算に基づいて解析を行います。

研究の
ポイント

熱速度の低速He準安定原子ビームをノズル・スキマー放電
で生成し、光ポンピング法によってスピン偏極します。低速
の原子は、表面原子から２～３Åで反射されながら脱励起し
て最外原子層の電子状態を反映した２次電子を放出します。
２次電子エネルギー分布(c)のピークはベンゼンの分子軌道

に対応します。(c)のスピン差を和で規格化したスピン非対称
率(d)では、（ｃ）のピークと谷で極性が反転しています。この

暴露量(8L)では、ベンゼン分子の分子面が鉄表面に斜めか
垂直になっていることが知られています。ベンゼン分子の分
子面内方向にスピン偏極が広がっている可能性があります。

ベンゼン分子が、傾斜（ａ）あるいは直立（ｂ）に吸着する場合
には、基板の鉄原子に接するＣ４だけでなく反対側のＣ２、Ｃ
１、Ｃ６も含め全軌道がスピン偏極し、なおかつ軌道のピーク
間では逆極性の偏極を示しています。分子が、平行に２層吸
着するモデルに対する計算結果には、分子間の相互作用が
弱いため最外分子層に明瞭なスピン偏極がありません。

モデル：Ｆｅ（１００）７層スラブ、３ｘ３ユニット、片面吸着
コード：ＶＡＳＰ ＧＧＡ 分子と２原子層まで最適化

鉄表面に吸着したベンゼン
分子の全軌道にスピン偏極
（ 85K、残留磁化）
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高感度，高分解能オージェ深さ方向分析法の開発と

極薄膜多層構造の分析への応用
Development of a high sensitivity and high depth resolution Auger 
depth profiling analysis.  Application to the ultra thin film analysis

���能�� 分析��ス�ー��ン
����、���� 、���学�学��学��� ����

E-mail： OGIWARA.Toshiya○nims.go.jp

Key words: 高感度，高分解能，オージェ深さ方向分析，極薄膜

社会ニーズに対応した先端材料計測技術の開発

＊極薄膜多層構造の深さ方向組成分布の評価：厚さ数nmの極薄膜数層から構成される

実用材料の深さ方向組成分布を評価するための計測法を確立する。

高傾斜試料ホルダーを使用した極低角度入射オージェ分析により、単原子層を検出
できる実用的な計測技術を開発した。
この技術を応用し、極薄膜で構成されるデバイスの深さ方向組成分布を正確に求める
ことが可能になった。

研究の
狙い

研究の
ポイント

電子銃
分光器

イオン銃
Ion: 83

85 holder

83

85

85 0.5 keV
Ar+

10 keV
30 nA
electron

85 holder

55

85
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30 nA
electron

GaAs/AlAs多層膜の深さ方向分析
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The high resolution of 1.7 nm was achieved. 

計測法の原理

極低角度入射電子・イオンを用いた超高深さ分解能オージェ分析法の開発と極薄膜多層構造分析への応用

深さ分解能のイオン入射角依存性

オージェピーク強度の電子線入射角依存性

イオン入射角を変えて測定したGaAs/AlAs多層膜の
オージェデプスプロファイル

傾斜ホルダー

0°
Sample

電子銃

89°

電子銃

電子線入射角を変えて測定したSiウエハー表面のオージェスペクトル

85°高傾斜試料ホルダーの作製

電子およびイオンの両方を極低角度で入射可能な
85°高傾斜試料ホルダーの作製

Si/Geデルタドープ積層膜の深さ方向分析
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極薄膜多層構造の深さ方向分析

3DAP 3DAPデプスプロファイル デプスプロファイル

● 極低角度電子・イオン入射オージェ深さ方向分析法を開発した。

● GaAs/AlAs多層膜の深さ方向分析を行い、深さ分解能1.7nm
（Al-LVV）を達成した。

● 実用材料（極薄膜多層構造）の深さ方向分析を行った結果、
積層構造を十分に評価できることがわかった。

● デルタドープ層の定量分析。

● 選択スパッタリングを起こす材料の本計測法による評価。

● 本計測法による深さ方向化学状態分析の検討。

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome
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ウスタイト(FeO)は鉄鉱石から鉄に至る間の中間生成物

の一つで最も組成が鉄に近い酸化鉄である。これに鉄鉱

石中の代表的不純物であるシリ�（SiO2)を約３％含有させ

た試料に、還元剤として石炭とほぼ同組成の炭素を接触さ

せた試料で鉄のできる過程の再現を試みた。

ウスタイトは実験室内で生成しており、ごく少量のシリコ

ン（１％未満）を含む母相とシリコンを十数％含む析出相に

分かれている。

通常のTEM試料は およそ直径3mmの円盤状であるが、

本研究では1辺5μm程度、厚さ0.1μm程度で 体積比で通常

の試料の1�分の1以下となる。 試料を極小化することで

液体となってもホルダーからの脱落を防ぐことができる。

シリカドープしたウスタイトの溶融条件を含む
高温域での挙動その場観察

In-situ TEM Analysis of the Silica Doped Wustite beyond the Melting Point

��的�通技術部� 表�面���物����ト 電子顕微鏡�ルー�

石� �� E-mail： ISHIKAWA.Nobuhiro○nims.go.jp

Key words: 融解、シリカ、ウスタイト

透過型電子顕微鏡(TEM)はナノレベルの現象を動的に解析できる装置で、これを用いて

鉱石から金属を作る過程を解析してきたが、その仕様の制約上これまで固体しか扱えな

かった。より高温でさらに融解する条件での解析が必要な材料も多いのでこれを可能にす

る技術開発を目指した。

極小サイズでは 試料は融解してもほぼ元の形で元の場所

に留まるので長時間観察が可能である。

鉄が析出した。これは塩が水に溶けるような単なる溶解と

異なり分解を伴う化学反応である。また、ウスタイトが融解

した時点で鉄も溶解したが最初に析出した温度での再析出

は認められなかった。

まとめ Summary

最先端研究トピックス I 最先端研究トピックス II

液体同士の化学反応その場解析の実現

ナノレベルでの反応速度制御技術の実現

核燃料などのような超高融点材料(～3000℃)の溶融現

象の解析技術の実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

鉄は鉄鉱石を石炭で還元して作るがその課程の大半は液体になる融点以上の温度で反

応を起こしている。TEMでは試料が溶けるとTEM内を汚染することや試料が電子線の通り

道から外れることなどが問題となる。試料が融解しても試料自身の粘性、表面張力等で元

の場所にとどまるようなホルダーで解析を行った。

研究の
ポイント

炭素

析出相
母相

600℃での炭素とウスタイト（析出相と母相両方写っている）

の反応、写真は約5秒間隔でコマ撮りしたもの。母相は容易

に炭素と反応したが析出相は表面のごく一部が反応しただ

け。この温度では試料は溶けていない。 母相

試料

試料を乗せた加熱ホルダーの光学顕微鏡写真。黒い丸が

穴で直径数μm、ここを電子線が透過する。試料はこれと

ほぼ同じ大きさにしてある。

900℃での経過観察。左の写真中の黒点は鉄が析出した物。

鉄はウスタイト内部から析出して炭素層に向かって動いたた

め、ウスタイトが還元されたのではなく、分解析出した結果

であることが判明した。中央の写真では試料が融解し、鉄も

小さな析出物は再びウスタイト中に溶け込んでしまった。右

の写真は再び冷却し850℃になったところで、試料も凝固し

て干渉縞が現れたが鉄の再析出は�こらなかった。
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放射光施設SPring-8を用いた材料解析
Materials analysis at SPring-8 SR beamline

��機能部� �用�ームステー��ン

�� �� E-mail： SAKATA.Osami○nims.go.jp

新規機能物質を創製するためには、バンド分散を正確に知る必要がある。

また、結晶構造、格子定数、原子配列構造、電子密度分布を精密に解析する必要がある。

高輝度硬X線の角度分解光電子分光による固体のバンド

分散測定

高輝度放射光を用いた粉末回折測定の自動化

まとめ Summary

金属や半導体の真のバンド分散の測定 粉末回折測定の自動化

第１原理計算とあわせて結晶の精密構造解析、および

バンド分散の構造解析を可能にし、新規機能性材料の

創製に役立てる。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

金属や半導体についてSPring-8のNIMSビームラインにおける硬X線の角度分解光電子分
光測定により、バンド分散が得られた。

原子配列構造を解析するための粉末回折計において、試料の自動交換と自動測定を可
能にした。

研究の
ポイント

高輝度硬X線励起の角度分解光電子分光

低温（30K）による熱振動の低減

固体内部のバンド分散測定に成功

A.X. Gray et al, Nature Materials, online publication dated 
14 August 2011, doi:10.1038/nmat3089

室温(300 K)での測定では
バンド分散が観測できず。

低温(30 K)での測定では
バンド分散が観測できた。

実験結果からバックグラ
ウンドを除去した結果と
理論計算(緑色)と比較。

→ よく一致

検出器は、イメージングプレート

や1次元Ｘ線検出器MYTHENを

使用し、ステップスキャンで回折

データを測定する。

サンプルバンク(a), サンプル交換機(b) ,サンプルセンタリング機構(c).

自動化したBL15XU粉末回折計の全体写真.

試料交換とセンタリングの機構は

SPring-8, BL19B2用に開発され

たものと同様の機構を採用した。

タングステンの硬X線角度分解光電子分光の実験結果と理論計算.

BL15XU粉末回折計の主な性能
試料数 100 [個]
2θ測定範囲 0-90 [°]
最小2θ刻み 0.003 [°]
試料-検出器間距離 955 [mm]
���測定��
1フレーム露光時間 4-300 [秒/刻み]

回折データ収集方法
1次あるいは2次検出器による、2θの
一定間隔で移動しての多数回露光

イメージングプレートモード
フレーム間隔 20 [°]
フレーム数 3-4 [回]

1次元検出器モード
フレーム間隔 3.5 [°]
フレーム数 20 [回]

Key words: Electronic structure, Hard X-ray angle-resolved photoemission, Upgrade of powder diffractometer
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本成果は
独⽴⾏政法⼈ 科学技術振興機構(JST)
戦略的創造研究推進事業(CREST)
研究領域「太陽光を利⽤した独創的クリーンエネルギー⽣成技術の創出」
研究課題「⾊素増感太陽電池におけるデバイス物性に関する研究」プロジェクトによるものです。

高効率色素増感太陽電池
High Efficient Dye-sensitized Solar cell

���エネルギー材料�� 太陽�発電材料���ト
� �� E-mail： apvc○nims.go.jp

Key words: 色素増感太陽電池,エネルギー変換効率,増感促進剤

これまでの添加剤の概念においてVOCを増加させることが

できましたが、JSCは減少していました。

増感促進剤を色素増感太陽電池に導入しました。 JSCと

VOC を同時に向上させることができました。

世界最高効率の11.4％を記録しました。

まとめ Summary

増感促進剤の新概念を導入 世界最高効率を達成

増感促進剤の界面への影響を明確化します（機構解明）。

適正な分子骨格と電子状態を量子化学的計算手法により

設計し新たな増感促進剤の開発を行います。

色素増感太陽電池のエネルギー変換効率を向上し、電池

の火力発電並みのコスト（7円/kWh）を実現します。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

研究の
ポイント

添加剤= 4-tert butylpyridine

TiO2/⾊素/電解液界⾯

増感促進剤の導入

TiO2
色素 I-

e-e-

I3-X
e-

増感促進剤の効果
正電⼦移動は促進
→光電流(JSC)増加
逆電⼦移動抑制
→開放電圧(VOC)増加

添加剤の効果
利点
逆電⼦移動抑制→開放電圧(VOC)増加
⽋点
正電⼦移動も抑制してしまう。
→光電流(JSC)減少

増感促進剤の設計指針
・⾊素の吸収領域を補完
・表⾯吸着による逆電⼦移動防⽌

TiO2
色素

I-
e-e-

光

I3-

逆電⼦移動e-

正電⼦移動

X

X

これまでの概念(添加剤)

新概念

独⽴⾏政法⼈ 産業技術総合研究所（AIST）
国際的な標準試験機関（太陽電池の公認評価機関）の１つ

11.4%を達成

VOCとJSCを同時に向上しました。

地球規模での環境・エネルギー問題に加え、今年3月に起きた東日本大震災に伴う、
原発事故をきっかけに、クリーンで、再生可能なエネルギーのひとつである太陽光発
電が注目を集めています。しかしその発電コストが高いという課題があります。

高いエネルギー変換効率を有し、低いコストで製造可能な次世代太陽電池を創出

太陽電池の飛躍的な普及

色素増感太陽電池構造

特長
低コスト

デザイン性（カラー化、フレキシブル化）

課題
発電機構の解明

高効率化

研究内容
新規材料の開発 例)色素や酸化物半導体開発

新規セル構造創出
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La2/3‐xLixTiO3（LLTO）固体電解質はその高い伝導率から全固体Li電
池のKey材料と考えられている。

構造はLa rich層とpoor層が交互に並んだ構造をしており、第一原
理計算など多くの計算からLa poor層をLiが伝導していると考えら
れている。

本研究ではパルスレーザー堆積法（PLD）によって作製した（111）
配向した結晶性La0.55 Li0.33TiO3薄膜に対し、高分解能走査透過
暗視野法（HAADF-STEM）観察とエネルギー損失分光法（EELS）
による測定を行った。

Li伝導を阻害する固体電解質中の面欠陥の

高分解能観察
TEM observation on defects in Li conducting material

���能�� ��材料������ (GREEN)
������� � E-mail： MITSUISHI.Kazutaka○nims.go.jp

Key words: TEM, Li battery, planner defects

リチウムイオン電池は、高いエネルギー密度と高電圧によって携帯用途から電力貯蔵用

途まで幅広い利用が期待されており、その安全性向上のため全固体化の研究が進められ

ている。本研究では電子顕微鏡（TEM)による観察から、粒界や欠陥などの界面がイオン

伝導へ与える影響を明らかにする。

全固体Li二次電池のKey材料である、LaLiTiOに対して、

電子顕微鏡観察を行い、特徴的な板状欠陥の存在が観

察された。また、EELS観察から、欠陥付近でLaが濃化し、

オーダーした構造になっている事が確認された。

このような欠陥はLi原子の流れを阻害すると考えられ、欠

陥を抑制することによって伝導度の向上が期待さる。

まとめ Summary

La2/3‐xLixTiO3（LLTO）固体電解質�の欠陥 EELSによる欠陥の分析

今後、第一原理計算や実際の伝導度測定と組み合わせ

ることで、より直接的に欠陥と伝導度の関係を解明してい

く。

ホログラフィーなど他の電顕手法との組み合わせによって、

材料界面や粒界の影響を広範に評価し、Li系二次電池の

性能向上に貢献する。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

成長条件を制御して作製した固体電解質のランタンリチウムタイタネートに対してTEM観

察を行ったところ、La原子が規則的に配列した特徴的な面欠陥が観察された。 Li原子は

La原子が疎な層を流れるため、このような欠陥はLi原子の流れを阻害すると考えられ、こ

の欠陥を抑制することによってLiの伝導度が向上する事が期待される。

研究の
ポイント

＜－La rich

＜－La rich

＜－La poor

1 nm

LaTiO

La0.55Li0.33TiO3
M Nakayama et. al, 
J.Ceramic.Soc.Jp,117(2009)pp.91-916.

高分解能STEM観察とEELSによる元素マッピングから欠陥
付近でLaが濃化し、１倍周期になっている事が確認された。

HAADF-STEM観察に

よって、多くの特徴的
な{110}面上の欠陥が
観察された。

STEM‐EELS Mapping
RGB  R(La)G(Ti)B(O)

過去の文献からこのようなLa層
はLi伝導に対して障壁として働く
と考えられる。
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光エネルギー変換過程における固／液界面
反応・構造ダイナミクスの追跡

In situ characterization of interfacial structure and dynamics of 
photoenergy conversion processes at solid/liquid interfaces

��機��� ��材料������ (GREEN) ��界面レー�ー計��ルー�

����、���� E-mail： NOGUCHI.Hidenori○nims.go.jp

Key words: solid/liquid interface, nonlinear spectroscopy, ultrafast spectroscopy 

太陽光は安価でクリーンなエネルギー源として注目されているが、その有効利用技術の
開発には、光エネルギー変換過程の理解・制御が重要となる。本研究は、界面選択的な
分光法により、固／液界面を反応場とした光エネルギー変換過程の界面構造およびダイ
ナミクスを分子レベルで明らかにし、詳細な機構解明を目指すことを目的としている。

界面選択的な振動分光法である和周波発生（SFG）分光

法を固/液界面へ適用することで、バルクの水の影響を受

けることなく界面水の構造を決定することに成功した。

光励起にともなう、キャリアの再結合過程やエネルギー緩

和過程をリアルタイムで追跡することに成功した。

まとめ Summary

非線形分光法による界面水の構造評価 超高速分光法による光誘起反応ダイナミクスの追跡

固／液界面の電子構造、分子構造、さらには反応の素過

程に関する情報を「その場」で得る新規手法の開発。

光エネルギー変換の素過程を分子レベルで明らかにし、

反応機構を詳細に解明することで、高効率化へ向けた材

料設計の指針を得る。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

固／溶液界面プロセスの理解は、溶液層の存在が大きな障害となり超高真空を使った研
究に比べ不明瞭な点が多く存在する。光を利用する非線形光学効果をベースとした分光
法は、界面分子・電子構造および界面の動的挙動をその場で調べることが可能である。こ
の手法により光エネルギー変換反応の高効率化へ向けた材料設計指針の確立を目指す。

研究の
ポイント
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水素を作る金属一体型Ni3Alプレート触媒
Ni3Al plate catalysts for producing hydrogen

�����ル�ー材料�� 水素�用材料�ニット ��触媒材料�ループ

�� ��、� � E-mail： DEMURA.Masahiko○nims.go.jp

Key words: 冷間圧延、熱処理、メタノール分解・メタン水蒸気改質

エネルギー媒体として水素の重要性が高まっており、小型で高効率な水素製造装置が求

められている。我々は、小型反応装置の実現を目指して、触媒と容器をかねた金属一体

型のプレート触媒の開発に取り組んだ。

加工性に富んだNi3Alプレートの製造方法を確立した。

Ni3Alハニカムリアクターの試作に成功した。

Ni3Alプレートが高い水素製造触媒活性を持つことを発見

した。

まとめ Summary

Ni3Alは粒界が脆く、加工性に乏しい。我々は、一

方向凝固法で脆い粒界を排除し、冷間圧延でプ

レートを作製した。さらに、圧延後に、適切な熱処

理を施すことで、結晶方位がそろい、加工性に富ん

だプレートを開発することに成功した（図1）。

加工性に富んだNi3Alプレートの製造 Ni3Alプレートの触媒活性

水素製造用のNi3Alマイクロリアクターを開発する。

より加工性が高く、より安価に製造できる方法を提案する。

将来の夢 Future Development & Outcome

耐熱材料として研究されてきたNi3Alの触媒特性

は、これまで明らかではなかった。我々は、初めて、

Ni3Alがメタノール分解やメタン水蒸気改質反応に

対する触媒活性を有することを発見した。

研究の
狙い

水素製造反応に対する触媒活性と容器材としての耐熱性の両者が期待できる材料として、

Ni3Alに着目した。まず、加工性に富んだNi3Alプレートを製造する技術を確立し、さらに製

造したNi3Alプレートが高い触媒活性を持つことを実証した。

研究の
ポイント

図1 Ni3Alプレー

トの引張延性と

結晶方位マップ。

1273K熱処理材

は、結晶方位が

そろい、引張延

性が高い。

図2 Ni3Alハニカムリアクター。Ni3Al

プレートを波打ち加工し、レーザー

溶接で固定しながら、巻き取ること

で作製した。小型水素製造装置の

モデル。

50 nm

Epoxy

Ni

Ni3Al

図2 Ni3Alプレート触媒のメタノール分解に対する触媒

活性。723Kから高い活性を示す（純Ni箔に比べて高

い）。反応中にAlが選択酸化し、Ni微粒子が形成され

る（挿入図）。このNi微粒子が、活性をになっていると

考えている。
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廃熱から発電する環境にやさしいケイ化物熱電材料
Eco-friendly silicide thermoelectric materials generated 
by utilizing waste heat

環境�エネルギー材料�� 電�材料��ッ� エ�エネルギー�ルー�

���� E-mail： ISODA.Yukihiro○nims.go.jp

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重要である。

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

の高性能化と作製プロセスの開発が必要。

 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

の適正化

固溶体効果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）

 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

研究の
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熱電特性の向上

研究の
ポイント

熱電性能Z=α2/(ρκ)
向上の条件

1. 温度��℃�た�の熱�
電力(ゼーベック係数)を
大�く

2. 電�抵抗率を��く
3. 熱伝導率を��く
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まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome
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STM-SQUIDハイブリッド磁気顕微鏡
STM-SQUID hybrid magnetic microscope

����ネル�ー材料�� 超伝導�性��ット �ルテックスダイ��クス�ループ

�� � E-mail： TACHIKI.Minoru○nims.go.jp

Key words: 磁気測定、走査プローブ顕微鏡、磁性材料

磁気記録媒体やMRAM等の磁気デバイスの発達により、微細領域からの磁気信号をより

定量的に評価する必要性が高まっており、本研究では超高感度磁気センサである超伝導

量子干渉素子SQUIDを用いた磁気顕微鏡を開発し、磁性材料、超伝導材料、電子デバイ

スなどの評価に役立てることを目指しています。

 µmオーダーの微小領域の磁気像を測定。

磁気信号を直接測定することが可能。

STMによる表面形状像との同時測定が可能。

既存の走査型プローブ顕微鏡と組み合わせて使用するこ

とが可能。

まとめ Summary

STM-SQUIDハイブリッド磁気顕微鏡の原理 ＳＱＵＩＤ実装例 及び 測定例

より多種の磁性材料、磁気デバイスの微細磁気評価。

超伝導材料の微細磁気的評価。

スピン偏極STMや走査トンネル分光(STS)との同時測定

による磁気評価の多機能化。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

従来のSQUID磁気顕微鏡は空間分解能を十μm以下にすることが難しく、プローブの破損

頻度も高くなるため、ミクロンレベルの磁気試料を測定することは困難でした。そこで、走

査トンネル顕微鏡(STM)と融合させたSTM-SQUID磁気顕微鏡を開発することによって、よ

り高い空間分解能を達成しました。

研究の
ポイント

トンネル��による表面形状の測定

トンネル��

磁気信号

SQUIDによる磁気信号の測定

SQUID磁気センサ

磁��イ�
(�ー�ロイ)

10-15 10-12 10-9 10-6 10-3

脳磁界 心磁界 都市雑音 地磁気

ホールセンサ

フラックスゲート

SQUID

テスラ

�����とサンプルの�� ���

��分�能の��

磁�分�能の��

����の��性

�フ�ー�バックによる表面トラッ�ン�が��

��のSQUIDプローブ顕微鏡の���

超伝導����デバイス(SQUID)

����������イブ�ッ�磁気顕微鏡の��

既存の����ステ��の���

���������測定� ��ー�デ�スク�

���������測定� �����測定：������

5µm

STM表面形状像 SQUID磁気像

STM表面形状像 SQUID磁気像

測定�ッ�

SQUIDセンサ
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ナノサイズ領域の容量・抵抗を測定するには ？
How can we measure capacitance and resistivity 

in nano-size samples ?

��・�����材料�� 超伝導������ ����クス�イナ�クス����

�� �� E-mail： HIRATA.Kazuto○nims.go.jp

Key words: microwave, STM, capacitance

ナノサイズ材料評価の一環として、ナノ領域の物理特性（電気抵抗、容量、比熱等）を測定

する必要性が高まっており、これまで四端子走査トンネル顕微鏡（STM)等の開発が行わ

れてきています。本研究では様々な材料にマイクロ波を照射し、その吸収・反射を空間的

にマッピングし、ナノ領域の容量・抵抗を測定することを目指しています。

マイクロ波STM装置の開発

100nm以下の微小領域の容量・抵抗像を測定

STMによる表面形状像の同時測定が可能

高抵抗から低抵抗材料まで測定が可能

まとめ Summary

マイクロ波STM装置の開発 マイクロ波STM測定例

入射周波数の高安定化に伴うQ値の改善による容量・抵
抗精度の向上

空間分解能の向上（数十ｎｍ以下）

超伝導材料の局所マイクロ波吸収とTc測定

局所（ナノ領域）電子スピン共鳴の実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

STMの探針からマイクロ波（数～２０GHｚ）を試料表面に照射し、反射してきたマイクロ波の

強度、周波数変化を読み取ることでナノ領域の容量・抵抗を測定することができます。本

研究ではこの装置を開発し、低抵抗材料においても抵抗・容量と同時に、STMによる表面

形状像を空間的に百ｎｍ以下の精度でマッピングすることが可能となりました。

研究の
ポイント

マイクロ波���測定�

���2��2����2O���化�高�超伝導�表面���化領域�

容量空間マ�� 抵抗空間マ��

マイクロ波���の測定��

AFMイ��� STMイ���

STM����

�射周波数��� f
共鳴周波数�値� w

マイクロ波���測定�
��O������
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固有ジョセフソン接合のTHz波発振の最適化
Numerical optimization of THz wave emission from IJJ

��的共����� 理�������ット ��形�モデリンググループ

��� �� E-mail： nonomura.yoshihiko○nims.go.jp

Key words: THz wave emission, intrinsic Josephson junction, surface impedance

0.3〜3THz領域の電磁波は生体分子と共鳴するため、医療・薬品開発・非破壊測定等の

幅広い応用が期待される。このTHz波は高温超伝導物質の結晶構造を用いて発振できる

ことが近年実証されており、数理モデルを用いた数値計算によって発振性能を評価した。

固有ジョセフソン接合のTHz波発振性能を数値的に評価した。

電流と表面インピーダンスZの値が発振状態を決定する。

磁場がかかっていない場合、発振を最適化するZがある。

発振の磁場依存性は、発振を最適化するZを境に変化した。

まとめ Summary

固有ジョセフソン接合を用いたTHz波発振の模式図

磁場がかかっていない場合の動的相図と発振状態

モデリング：無磁場状態下 発信強度の磁場依存性

表面インピーダンス＝試料表面での電場と磁場の比は、

現状では試料の厚さや表面状態で決まっているが、この

値を自由に変化させる方法を開発する。 → デバイス応用

結合した振子が共鳴して強い発振を起こす数理モデル

→ この結果を非線形ネットワーク全般に拡張する。

将来の夢 Future Development & Outcome

零磁場での発振最適化：基本発振モードではZ≈50

発振強度最大値の面内磁場依存性〜実験との比較

・Z=30：ピーク２個、立ち上がりと動的相転移は別物

・Z=70：ピーク１個、立ち上がりと動的相転移が一致

・Z=50：２種類のピークが混在し両者の中間の振舞

研究の
狙い

磁場がかかっていない場合、発振状態は表面インピーダンスZの値で特徴付けられ、発振

性能を最大にする値が決まる。そこに磁場をかけた場合、発振の磁場依存性の実験結果

が数値的に再現され、磁場なしで発振性能が最大になるZの値で磁場依存性が変化する。

研究の
ポイント

リカップリング
均一超伝導位相 非整合キンク２個

πキンク
１個

πキンク
２個

πキンク
３個

πキンク
４個
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RE系酸化物高温超伝導コイルによる
24テスラの発生

Generation of 24 T using a REBCO insert coil

���エネル�ー材��� 超伝導線材�ニット マグネット開発グループ
�本 ��、�� � E-mail： MATSUMOTO.Shinji○nims.go.jp

JASTEC 大� ��、�� �� �研 前� ��� ��大� �� ��、中� ��� JEOL RESONANCE �� ��

Key words: GdBCO conductor, superconducting magnet

RE系酸化物高温超伝導線材のコイル化技術を確立し、 コイルを実用機に応用することが

本研究の狙いです。14 T（テスラ；10,000 ガウス） RE系酸化物高温超伝導NMRマグネッ

トの開発が目標です。本研究の一部は、科学技術振興機構研究成果展開事業「戦略的イ

ノベーション創出推進プログラム」（S-イノベ）の支援によって行われました。

RE-Ba-Cu-O線材のレイヤー巻コイル製作技術の開発

GdBCOコイルの高電磁応力中での高い性能を確認

超伝導（GdBCO, Nb3Sn, Nb-Ti）コイルのみの構成で、

24 Tの磁場発生に成功（運転温度：4.2 K）

GdBCOコイルの実機への利用へ大きく前進

まとめ Summary

レイヤー巻コイル製作 24 Tの磁場発生

14 T（600 MHz）高温超伝導ＮＭＲマグネット

30 T（1.3 GHz）NMRマグネット

（高温超伝導コイルを利用）

50 Tハイブリッドマグネット

（超伝導コイル＋水冷銅コイル）

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

テープ形状をした、薄いRE系酸化物高温超伝導線材のコイル化技術の確立がこの研究

のポイントです。NMRマグネットで要求される、レイヤー巻線によるコイル製作に成功し、

磁場中でのコイルの高い性能を証明し、超伝導コイルのみの構成で24 Tの磁場発生に成

功しました。 RE系酸化物高温超伝導コイルの実機への応用に大きく前進しました。

研究の
ポイント

超伝導コイル GdBCO Nb3Sn Nb-Ti
超伝導線材 GdBaCuO Nb3Sn Nb-Ti
コイル内径 [mm] 50.3 135.2 330.3
コイル外径 [mm] 112.8 318.4 516.8 
コイル長 [mm] 88.3 440.0 710.0 
運転電流 [A] 321 241.1 241.1 
発生中心磁場 [T] 6.8 8.2 9.0 

表１ 24 Tマグネットの構成

図８ 24 Tの磁場発生の瞬間

図６ GdBCOコイル

コイル中心に
設置したホー
ル素子が24 T
の発生を示し
ています。

図７ Nb3Sn、Nb-Ti、
GdBCO各コイルの
構成

出典株式会社フジクラR&DパンフレットP.19

出典 Applied Superconductivity Center
National High Magnetic Field Laboratory

図１ 主な超伝導線材のエンジニアリング
臨界電流密度

ハステロイ®基板（100μm厚）

中間層

超伝導層 銀層

安定化銅（ 50~100μm厚）

図３ Gd-Ba-Cu-O線材の構成
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YBCO Insert Tape (B|| Tape Plane)

YBCO Insert Tape (B Tape Plane)
MgB2 19Fil 24% Fill (HyperTech)

2212 OI-ST 28% Ceramic Filaments
NbTi LHC Production 38%SC (4.2 K) 

Nb3Sn RRP Internal Sn (OI-ST)
Nb3Sn High Sn Bronze Cu:Non-Cu 0.3

YBCO B|| Tape Plane

YBCO B Tape Plane

2212

RRP Nb3Sn

Bronze
Nb3SnMgB2

Nb-Ti
SuperPower 
tape used in 
record 
breaking 
NHMFL insert 
coil 2007

18+1 
MgB2/Nb/Cu/Monel 
Courtesy M. Tomsic, 
2007

427 filament strand 
with Ag alloy outer 
sheath tested at 
NHMFL

Maximal JE for 
entire LHC NbTi 
strand production 
(–) CERN-
T. Boutboul '07,  
and (- -) <5 T 
data from 
Boutboul et al. 
MT-19, IEEE-
TASC’06)

Complied from 
ASC'02 and 
ICMC'03
papers (J. 
Parrell OI-ST)

4543 filament High 
Sn Bronze-
16wt.%Sn-0.3wt%Ti 
(Miyazaki-MT18-
IEEE’04)

RE系酸化物高温超伝導線材
高磁場中での高い臨界電流
密度
高い耐電磁力特性
（許容フープストレス～1GPa）

これらの特徴は大きな魅力です

図２ Gd-Ba-Cu-O線材

図５ 超伝導マグネットの進歩

図４ テープ状線材の巻線方法
左図：パンケーキ巻線
右図：レイヤー巻線

NMRマグネット製作で不可欠な

レイヤー巻線方法でのコイル製
作に成功し、本研究の成果につ
ながりました。

Nb3Sn、Nb-Tiコ
イルが発生する
磁場中にGdBCO
コイルを設置しま
した。磁場中で、
GdBCOコイルは

単独で運転され
ました。
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高磁界マグネットに有望な鉄系超伝導線材
Promising iron-based superconducting wires for high-field 

magnet applications

����ネル�ー材��� 超伝導線材��ット 高温線材グループ

���明 E-mail： KUMAKURA.Hiroaki○nims.go.jp

Key words: 上部臨界磁界, 臨界電流密度, 組織制御

新しい鉄系超伝導材料は、超伝導転移温度が従来の実用超伝導材料よりも高く、かつ臨

界磁界が高いので、高磁界マグネットなどの応用に有望と考えられる。そこで本研究では、

高磁界応用に使える高性能鉄系超伝導線材を開発することを目的とする。

Ex situ PIT法により単芯線材の試作に成功

超伝導体粉末の製法の工夫や銀添加により、超伝導体

結晶粒の結合を改善

鉄系超伝導線材としては、世界最高の臨界電流密度を達

成

まとめ Summary

鉄系超伝導線材作製と特性

線材の微細組織と臨界電流特性との関係の解明

上記の知見に基づく、高磁界で実用レベルの臨界電流密

度を有する線材の開発

本高性能線材を使用した世界最高磁界を発生する超伝

導マグネットの建設

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

超伝導体の粉末を金属管に充填して加工、熱処理を行う Ｅx situ Powder-In-Tube(PIT)
法で線材化を推進した。超伝導体粉末を作製する製法の工夫や銀添加により、超伝導体

結晶粒の結合性を改善し、鉄系線材としては世界最高の臨界電流密度を達成した。

研究の
ポイント

Nb-Ti ワイヤ
104

105

106

102

103

0 5 10 15

臨
界

電
流

密
度

, J
c(A

/c
m

2 )

4.2 K

10
20 25

Nb3Sn ワイヤ

Ex-situ PITワイヤ
(Ba,K)Fe2As2+Ag 

磁界, μ0H (T)

PIT MgB2ワイヤ

0.5 mm 100 μm

Ag
Void

122  phase

アーク溶接

SUS管

線材加工 �� �結

(850℃,3-30時間)
Agパイプ
外径： 6mm
内径：4mm

アーク溶接

SUS管

粉末
��

(1100℃,5分)
BN ﾙﾂﾎﾞ

Ba = 0.6X1.1
K = 0.4X1.2

FeAs = 2
Ag = 0.5

�� 溶解

ﾊﾞﾙｸ前駆体

溝
ロール

2 mm径

ｽｳｪｰｼﾞﾝｸﾞ

線材の作製

線材の����

銀シース

超伝導コア

線材の臨界電流特性

液体ヘリウム温度(4.2K)における臨界電流密度Jc
の比較。Nb-TiワイヤとNb3Snワイヤは実用化され
ている線材。
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次世代超高密度磁気記録材料
Materials for ultrahigh density magnetic recording

Key words: high density magnetic recording, heat assisted magnetic recording, read head

データストレージに消費される大量の電力を削減するために、ハードディスクドライ
ブ(HDD)の記録密度を飛躍的に高める技術が要求されている。現行の垂直磁気記録方
式では 1 Tbit/in2が限界と言われているが、この次に実用化されると予想される2-4 
Tbit/in2級熱アシスト磁気記録方式に対応できる垂直磁気記録媒体ならびに再生ヘッ
ド用磁気センサーの開発を目指す。

FePt系合金媒体で熱アシスト磁気記録再生可能な媒体

構造を実現。熱アシスト磁気記録で550 Gbit/in2を達成。

HDDメーカーによる追試確認。

新合金Co2Fe(Ge0.5Ga0.5)を用いたCPP-GMRで世界最

高のMR比を実現、ヘッド可能性期待が高まる。

 IDEMA, Advanced Storage Technology Consortium 
(ASTC)により課題採択。

FePt系熱アシスト磁気記録媒体のTEM像と磁化曲
線。熱アシスト磁気記録パターンとしては最高の550 
Gbit/in2を達成。L. Zhang et al. JAP 109, 07B703 
(2011) 

本媒体が世界の熱アシスト磁気記録媒体のベンチ

マークとなり、HDDメーカーにより、追試、比較されて

いる

FePt系熱アシスト磁気記録媒体 ホイスラー合金垂直電流巨大磁気抵抗素子

FePt系熱アシスト磁気記録媒体のさらなる媒体構造なら

びにプロセス性の改良によるHDDへの実用化。

室温MR比50%以上のCPP-GMRの達成と、リードセン

サーへの応用。

研究の
狙い

結晶粒径約6 nmでサイズ分散の小さいFePtAg-Cナノ粒子分散型垂直磁化膜の創製に成
功し、熱アシスト磁気記録としては最高の550 Gbit/in2を達成。独自開発した高スピン分極
強磁性ホイスラー合金Co2Fe(Ge0.5Ga0.5) を用いて電流垂直型巨大磁気抵抗(CPP-
GMR)素子を作製し、室温42%、低温130%の世界最高値の磁気抵抗(MR)比を達成。

研究の
ポイント

新開発Co2Fe(Ge0.5Ga0.5)ホイスラー合金を用いた
CPP-GMRで、MR比室温42%、低温130%の世界最
高値を達成。Y. K. Takahashi et al. APL 98, 152501 
(2011)

300K MR = 41.7 %
RA = 9.5 m・m2

10K MR = 129.1 %
RA = 26.4 m・m2

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome

��・����ー���� 磁性����ット

����、 高���� E-mail：kazuhiro.hono○nims.go.jp
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Dyフリーで世界最高の保磁力を有する微細粒焼結磁石の組織を解析

微細結晶粒焼結磁石の組織と磁性

Nd12.4Pr2.2B6.1Cu0.1Al0.6Co1.0Fe77.6

熱処理試料粒界近傍のHRTEM像
と3DAP解析結果

0.8 kOe 1.0 kOe 1.4 kOe

1.6 kOe 1.9 kOe1.5 kOe

焼結後熱処理試料のローレンツTEM像

焼結まま 焼結後熱処理試料

焼結後の熱処理に
よってHcが向上

この原因を理解す
るためにマルチス
ケール解析を実施

熱処理試料では、粒界相が厚く変化

厚い粒界相（赤矢印）では、磁気
的結合が分断

磁場印加によってNd2Fe14B粒
内では容易に磁区が移動する
が、粒界へのピニングも確認

薄い粒界相（上）では、Fe濃度は70at.%程度
厚い粒界相（下）では、Fe濃度が40at.%程度
まで減少

SEM像

after Y. Une, M. Sagawa,
Intermetallics Co., LTD.

・Heジェットミルと低酸素雰囲気下のプレスレス焼
結法で作製した微細結晶粒焼結磁石でも、酸化の
影響が抑えられたことで、従来の焼結法と同様の
組織が達成されていることを確認

・薄い粒界相は磁気結合を分断していないが、ピニ
ング効果はあることを確認

焼結磁石粒界相の組織と磁性

MgO
Mo

Mo
Nd-Fe-B-Cu

20nm

50nm
10nm

after T. Shima,
Tohoku Gakuin

Nd11.7Pr2.8Fe76.8B6.0Al0.5Cu0.1O2.1 (at. %)
(BH)max: 50 MGOe class as-sintered

annealed

~22nm

Nd+Pr

Cu

3DAPによって得られた粒界組成でNdFeBCu薄膜を作成したところ、
軟磁性であることを確認 → 粒界で交換結合は分断されていない

Nd   29.9 at.%
Fe   65.8 at.%
B     23.1 at.%
Cu   31.2 at.%

粒界相組成の薄膜の作製とその特性

焼結まま 焼結後熱処理試料

熱処理試料では、粒界相が形成

SEM像

HRTEM像

粒界相無し

幅約5nmの非晶質構造
の粒界相が存在

焼結後熱処理試料粒界近傍の3DAP解析結果

成膜された非晶質のNdFeB薄膜のEFTEM像

軟磁性
（強磁性、
低保磁力）

マルチスケール組織解析による
ネオジム磁石の保磁力機構解明と向上

Multiscale structure analysis of Nd-Fe-B permanent magnet

��・�ネル�ー材料�� 磁性材料�ニット ��組織解析グループ
大久保 ��、Hossein Sepehri-Amin、�����、�� 和�

E-mail： OHKUBO.Tadakatsup○nims.go.jp

Key words: Dy free magnet, Coercivity enhancement, Rare earth element

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含有ネオジム焼結磁石が使われているが、

資源的制約からDyフリー磁石の特性向上が強く求められている。

焼結後熱処理によって粒界相が形成、あるいは、厚くなる

ことで保磁力が向上

粒界相が軟磁性を示し交換結合が完全に分断されない

場合でも、ピニング効果により保磁力が向上

保磁力向上には、均一な粒界相の形成と、その磁性元素

濃度を減らすことが重要

まとめ

Dyフリー永久磁石の更なる特性向上と応用範囲の拡大

組織解析によって保磁力発現機構を解明し、理想的な組

織を有する磁石材料を創製

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

研究の
狙い

焼結磁石粒界相の組成を定量的に測定し、従来、非磁性と信じられてきた粒界相が、軟

磁性特性を示すことを明らかにした。また、Dyフリーで世界最高の保磁力を達成した微細

粒焼結磁石の組織を、マルチスケールで解析し、保磁力向上の要因を示した。

研究の
ポイント

マイクロマグネティクス計算による磁化過程の検討

1 μm磁石の計算
磁化曲線

(a)消磁状態の磁区構造と、(b)
磁化が飽和する前の磁区構造

微細結晶粒になると、単磁区化した粒子粒界への磁壁
ピニング効果により、磁化反転が遅れて進行するため、
初磁化曲線が２段階になる
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キャリアドープ物質 TTFCOO-NH4
+: ラ��ルスピン�������を有する�一の��性有機物

T���� 1:  結晶化溶媒によるドープ量制御
ES�によるドープ量の定量

レアアースに倣う有機材料設計

����通���� 高分子材料���� 有機材料グループ [ 内閣府 NEXT プログラム ]
�� �� E-mail： KOBAYASHI.Yuka○nims.go.jp

Key words: レアアース、有機材料、電子状態

レアアース（希土類元素）はグリーンイノベーションを推進する上で極めて重要

設計自由度の高い有機物でレアアースの優れた特性を擬似的に再現できないか？

簡便な合成法•自在なドープ量制御法の確立

近赤外領域の強い吸収帯：ドープ量に依存

物性を決定するFermi準位の高い状態密度

高い熱電効果•高い磁化率

まとめ Summary

結晶化溶媒によるドープ量制御 バンド構造 �� 熱起電力と磁化率

レアアースを凌ぐ物性値を獲得する有機材料の設計

稀少元素の代替

自然エネルギー変換や情報通信分野への応用

日本発•世界で活躍する新材料への成長

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

結晶化溶媒をかえるだけでドープ量制御が可能な伝導性有機物の合成に成功

典型元素のみでレアアースのようなFermi準位近傍の高い状態密度を再現

有機物としてはトップクラスの高い熱電効果と高い磁化率を実現

研究の
ポイント

T���� 2: 第一原理計算によるバンド構造

T���� 3: 熱起電力と磁化率
1��ドープ量の�合

熱起電力 2�0 �/� �300��

磁化率 1 � 10-4 ���/��� (300�)

[JPSJ, 79, 053701(2019)]

各種溶媒を
用いて結晶
化後、ろ過。

標準物質を
用いてESRに

よる電子スピ
ンの定量

CH3CN (37%)
EtOH (19%)
CHCl3 (18%)

AcOEt (27%)
Acetone (10%)

1,4-Dioxane (38%)
Toluene (25%)

Et2O (27%)
THF (15%)

CH3CN
EtOH
CHCl3

AcOEt
Acetone

1,4-Dioxane
Toluene

Et2O
THF

��吸収ス���ル

近赤外領域に強い吸収帯

[JACS,113,9995(2009)]

Fermi準位近�の状態密度とバンド分� Fermi��状の変化

PW91 �換�����
���ン�ャル, ��� cutoff: 600 eV, VASP program package
Rigid band shift法によ�Fermi準位を決定

Y

X

[PCT/JP2009/ 52440]

[ 内閣府 NEXT プログラム ]

Design of Organic Materials inspired by Rare Earth

8	

元
素
戦
略
・	

レ
ア
メ
タ
ル
代
替



－ 46 －第11回NIMSフォーラム（2011.10.26）

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

偏析を利用したヘテロ構造造り込み手法の一般化

希少元素フリーのユビキタスチタン合金への適用

型チタン合金における希少元素代替のためのヘテロ構造制御

Control of heterogeneous structure in  Titanium alloys
for replacement of rare metal

Key words: Ti-Mo alloys, Segregation, Room Temperature Ductility

溝ロール圧延による渦状偏析組織（VGS組織）の形成

VGS組織に対応して相の安定度が局所的に変化

→強化相（相）のヘテロ析出

ヘテロ構造による室温破断伸びの大幅な向上

まとめ Summary

合金組成：Ti-12Mo (mass%)

加工熱処理：

1000℃で鍛造（67mmΦ→40mm角）

650℃で溝ロール圧延（40mm角→11.8mm角）

800℃で1時間溶体化処理後水冷

（比較材：高温で加工熱処理を行い偏析を低減（均一組織））

ＶＧＳ組織と形成法 機械的特性への影響

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

材料中の元素偏析を利用した型Ti-Mo合金のヘテロ構造制御

新たな加工熱処理法による渦状のVan Gogh’s Sky（VGS）偏析組織の形成

強化相（相）のヘテロ分散析出による室温引張強度と延性の両立

研究の
ポイント

元素��材料�ンター 構造材料ユ�ット 組織���ループ

�� � E-mail：

軽量高強度の型チタン合金は航空機等の輸送機器の軽量化・高効率化に不可欠である。

 型チタン合金には高価で希少な合金元素が多く含まれており、こうした希少元素に

たよらずに機械的特性を向上させる手法の確立が急務である。

���たVGS組織

破断伸びの大幅な向上
(約4％→約20%）

Ti-12Mo
250℃, 1時間時効材

時効処理材の室温��特性に��すVGS組織の��

圧延方向ビッカース硬さ分布
350 410

時効処理材の硬さ分布に��すVGS組織の��

Ti-12Mo 250℃, 1時間時効材

(a) (b) 硬さの低い部分（図(a)の青い
部分とMo量の多い部分（図(b)
の白い部分）が一致

Moが多い部分は相が安定な
ため相が析出しにくい

相の分散状態を偏析組織に
よって制御できる

SEM写真（反射電子像）

圧延方向と垂直な面のSEM（走査
型電子顕微鏡）写真（反射電子像）

同一視野のMoの分布状態
（EDSマップ）

加工熱処理による渦状偏析組織（VGS組織）の形成

Mo量が多い
部分と少ない
部分との差が
2%以上

Mo量が多い
部分と少ない
部分との差が
1%以下

マトリックスの金属組織（粒径100 m程度の単相組織）と無関係
に渦状の偏析組織（VGS組織）が存在する

SEM写真（反射電子像） 同一視野のMoの分布状態（EDSマップ）

100 m100 m100 m
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希少元素機能代替のためのベータ型チタン合金
オメガ相の３D形態観察

3D Observation of  Phase in -Ti Alloys for Replacement of Rare Metal Elements

ベータ型チタン合金は比強度が高く、生体適合生や耐食性も高いため、輸送機器、医療

デバイス用の材料として注目されている。しかし希少元素を多く含有するため、特性を維

持しながらも希少元素の使用量を減量する必要がある。本研究では強度向上に有効なオ

メガ相の分布、形態を3次元的に観察する手法を確立した。

直交配置型FIB-SEMを用いてTi-15Mo合金における微細

な等温オメガ相粒子を、 TEM，3DAP等の他の顕微法より

も遙かに広い視野で3次元観察する技術を確立した。

まとめ Summary

直交配置型FIB-SEMの特徴

Ti-15Mo合金におけるオメガ相粒子の観察

TEM，小角散乱等の他の手法との比較

オメガ相の析出機構の詳細な解明

オメガ相の分布制御によりベータ型チタン合金の脱レアメ

タル化を実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

直交配置型FIB/SEMによるシリアル・セクショニング観察により、Ti-Mo合金のオメガ相粒

子の形態や分布状況を従来の観察手法よりも遙かに広い視野で3次元観察する事に成功

した。さらに得られた画像からオメガ相粒子のサイズ分布などの組織パラメータを求める

事ができた。

研究の
ポイント

����

���

��

��� ���

���
�� � 2 mm

���

��

����

��配置型
���型�

直交配置型

直交配置型��配置型

ベータ型チタン合金におけるオメガ相

200 nm

 ���た�等温��により��
 微細���1� ��� か����に析出
 ���な�ータ����い
 ���化に��
 �����オメガ���

�����������������
���������

�����、か��ー������に�直に��する

�とで�い��分解�と�明な��ン����の��ア
ル������ン�観察を実現

723 � 180 �� �50��) ����

100 �m 100 �m
������������ ���� 3������

������������
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��� �73 �

723 �

����
����m���19�9)�����������

���� ����
��m3) ��� ������

V��� ��m3)
������

d��� ��m)
����

Vf

�73 �� 900 �� 782x593
x518 23�2 3��18 35�0 0�3�

723 �� 180 �� 700x700
x512 1�88 72502 ���2 0��3

Key words: omega () phase, Ti-Mo, FIB-SEM

元������ンター 構������� �����ルー�

���� E-mail： tsuchiya.koichi○nims.go.jp
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次世代高性能トライボロジー材料
Innovative Tribomaterials

Key words: Tribology, Oxide, Coatings

低炭素社会実現に向けたハイテクノロジー開発が期待される今日、動力機械のモーター

回転系・ピストン系摺動部の低摩擦化を図ることで省エネルギー化を推進することが重要

であり、環境負荷の少ない資源豊富な材料を用いた低摩擦材料の開発が不可欠である。

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

身近な材料である酸化物（酸化亜鉛、酸化銅等）は、従来は摩擦係数(μ)が大きくて低摩
擦材料としては不向きであったが、ナノレベルで材料の結晶配向性・構造を高精度に制御
することによって酸化物の低摩擦化に成功し、通常のオイル使用環境下から超高温の極
限環境まで幅広く対応できる次世代高性能トライボロジー材料として期待されている。

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 金属系酸化物コーティング膜の低摩擦化

��動で成膜�よ�膜�性��を実現

摩擦測定機構

光学特性測定
機構

O2/Ar            100%     80%    60%    40%   20%    0%

パルミチン酸分子

���コーティング膜の��摩擦�性

���膜の荷重���摺動摩擦�性(�2���成膜がμ��)

酸化亜鉛（���）コーティング
膜の結晶配向性・��構造
の高精度制御(������)

���膜の低摩擦�����(����の�用）

コーティングレ�ピ�� �ン�ル

性�の�なるコーティング膜の��

（酸素��を��て��した酸化亜鉛コーティング膜の�）

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

コンビナトリアルスパッタコーティングシステムを用いて金属

系酸化物の結晶配向性・構造の高精度制御に成功

身近で豊富な金属の酸化物の超低摩擦化を実現

圧電効果現象を初めて低摩擦材料研究に展開

圧電効果を増幅させるためのナノ構造制御ならびに複合

材料化による、さらなる低摩擦化

軸受材料などへの実機応用と駆動システムの高効率化

上記による省エネ化を通じて低炭素社会実現に貢献

���� ナノエ��ト���ス材料��ット*1 ��・エネル�ー材料�� ��高�材料��ット*2

�� ��*1、�� �*2、���*2、����*2、����*2 ������������� ����������
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ウォームスプレー法による高機能コーティングの創製
Development of Novel Coatings by Warm Spray Deposition

��・エ�ル�ー材料�� ��高温材料��ット コーティンググループ

����*� �� �� �� � *E-mail： KURODA.Seiji○nims.go.jp

Key words: Surface & Interface Science, Warm Spray Deposition, Solid Particle Impact Bonding

● 超音速での固体粒子衝突を利用した新しいコーティングプロセスは、従来不可能で

あった原粉末特性を維持した厚膜形成が可能である

● 優れた母材保護機能による長寿命化（省資源化）、軽量基材の使用促進・省エネル

ギー化（ＣＯ2削減）などへの大きな貢献が期待される

フレーム温度制御と固体粒子衝突を利用した新コーティ

ングプロセス開発。

原粉末の組織維持や、成膜時の劣化抑制。

超硬WC-Co皮膜において、表面粗さと硬さの著しい改善

を達成。

まとめ Summary

大気下、超微粒子の超音速スプレープロセスの開発。

バルク材より優れた特性を有する厚膜。

流体力学、熱力学、構造解析連成による完璧な成膜プロ

セスのシミュレーション。

コーティングによりあらゆる材料を保護・高度化。

将来の夢 Future Development & Outcome

● 固体粒子衝突による密着メカニズムの解明

● 皮膜中の未接合部の除去

● 最適成膜条件の指針を得る

原粉末の組織維持や、劣化反応の抑制ができる !!
・ ナノ組織維持 （特性向上）
・ 酸化反応抑制 （高純度）
・ 非晶質や準安定相維持 （新機能発現）

チタン

表面粗さと硬さの著しい改善 !!

超高分子量
ポリエチレン

ナノコンポジット

固相のまま衝突・成膜

金属ガラス

従来不可能だったコーティングを実現 !!

ウォームスプレー法 高機能コーティングの創製

原料粉末投入前にフレーム温度制御

5 m

5 m

劣化を抑えた緻密で硬い超硬コーティング

研究の
狙い

研究の
ポイント
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TiNi合金の強加工アモルファス化のMDシミュレーション
MD Simulation of Formation of Amorphous Ti-Ni Alloys

by Severe Plastic Deformation

��的�通���� ��計算����ッ� 組織形成モ��ン��ループ

�� �� E-mail： SHIMONO.Masato○nims.go.jp

Key words: MD simulation, Severe plastic deformation, Amorphous alloy

原子の並び方を変えることで生み出されるアモルファス合金およびナノ結晶合金は従来

材料と全く異なる特性を示すため新材料として注目されている。従来材料を強加工するこ

とでそれらの新規材料を作成する過程をシミュレーションにより解析・予測し、新材料開発

の合理化を図る。

TiNi合金が強加工によりアモルファス化する過程をMDシ

ミュレーションで再現し、実験と整合的な結果を得た。

MDシミュレーションで材料のナノ組織形成予測が可能で

あり、新材料開発にとって強力なツールとなり得ることを

示した。

まとめ Summary

MDシミュレーションとは MDシミュレーションと実験結果の整合性

どんな合金をどんな条件で加工すればアモルファスにな

るのかを実験せずにシミュレーションで予測し、かつ加工

後の材料特性(硬さなど)をも予測出来るようになる。

合金に限らずセラミックス・有機系など他の材料の組織予

測も可能にする。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

形状記憶合金に用いられるTiNi合金を対象とし、強加工の下でアモルファス化・ナノ結晶

化する過程についてMDシミュレーションを実施して実験と整合的な結果を得た。この結果

により、シミュレーションで組織変化を予測して実際の材料作成の現場へとフィードバック

する可能性が拓かれた。

研究の
ポイント

原子の並び方が違うだけで材料の特性は大きく変わる！

硬いノッチ

TiNi (B2)合金

押出し
加工
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強加工プロセスによる組織制御

圧延 ECAP法

硬さ・弾力・電気特性が劇的に変化！

コンピューター中に仮想的に原子を配し、
その動きを一つずつ計算して追跡する

⇒ 新しい材料の可能性
普通の材料

結晶 ナノ結晶 アモルファス

どんな組織が出来るかやってみないと分からない

⇒ シミュレーションで予測出来ないか？

アモルファス

ナノ結晶
▲ シミュレーション
● 実験 （土谷ら）

実験結果とよい一致！

アモル
ファスが
多い

ノッチ幅がより狭い場合

押出し組織の変化： 幅50%

実験との比較
結晶/アモルファス2相組織

いわゆる“仮想実験”！
減面率 1-d/d (%)

ア
モ
ル
フ
ァ
ス
化
率

押出しシミュレーションの模式図

ナノ結晶・アモルファス材料

MDシミュレーションとは？

シミュレーション結果
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Zero Thermal Expansion Lattice Structures

Environment and Energy Materials Div  Hybrid Materials Unit  Composite Materials Group
Christopher Mercer E-mail： MERCER.Christopher○nims.go.jp

Key words: zero thermal expansion, high stiffness, lightweight

In structural systems that are subjected to large temperature gradients, the strains 
associated with thermal expansion can result in structural failure by yielding, fatigue 
or fracture. The purpose of the research, therefore, is to design lattice structures that 
exhibit low thermal expansion, but also high stiffness and low weight. 

 Lattices structures were fabricated from two materials with 
widely differing coefficients of thermal expansion 

 Low CTE concept has been validated experimentally, and 
results are in good agreement with finite element simulations 

 Failure (under compression) occurs by yielding, rather than 
buckling

Summary

Design of zero thermal expansion lattice structures Measurement of thermal and mechanical properties

 Extension of concept to carbon fiber reinforced polymer 
(CFRP) lattice structures 

 Study of new space-filling lattice geometries 

 Optimization of joint design for maximum strength under 
static and dynamic loading conditions 

Future Development & Outcome

Purpose 
of 

research

Composite, bi-metallic lattice structures that exhibit low thermal expansion have 
been designed and fabricated. Predicted thermal expansion behavior has been 
verified experimentally. Additionally, the structures reveal robust yielding behavior 
when deformed under in-plane compression conditions. 

Abstract

Low temperature

High temperature

Nodes remain invariant

Image courtesy A. Bernard et al.

Low thermal expansion lattice 
forms outer layer of sandwich 
structure for skin of future 
hypersonic vehicles. 

The lattice consists of a framework composed of a low CTE material with
inserts made from a higher CTE material. As the lattice is heated, the higher 
CTE inserts expand more  and push against the lower CTE framework. This 
causes the latter to rotate (at the nodes), thereby counteracting the lengthwise 
expansion of the framework members. In this way, the nodes remain invariant. 

Thermal expansion can 
be controlled by varying
the skew angle, θ. Low, 
zero or even negative 
thermal expansion can 
be achieved. 

Experimentally measured coefficients of 
thermal expansion (CTE )values are 
indeed lower than that of Ti, and in very 
good agreement with finite element 
predictions. CTE is essentially constant 
with thermal cycling, suggesting that 
shakedown occurs within the first few 
cycles. 

Thermal Behavior

Mechanical Behavior

In-plane compression tests were conducted 
under displacement control (0.5 mm/min).
Undesirable out-of-plane buckling was 
prevented by sandwiching the lattice 
specimen between two 12.7 mm thick 
tempered glass plates, bolted to an 
aluminum frame. 

In-plane compression 
tests have shown robust 
yielding behavior for this 
geometry. 

(Research performed in collaboration with the University of California Santa Barbara)
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ハイブリッド材料用セル構造金属材料
Development of Metallic Cellular Materials

��・��ル�ー材料�� �イ�リッ�材料��ッ� ��材料�ループ

�� � E-mail： KISHIMOTO.Satoshi○nims.go.jp

Key words: セル構造材料，多機能材料，機能制御

● ハイブリッド材料を構成するための多機能を有する金属系構造材料を創製する

● 物理的・機械的性質を制御し、目的に合った性質の材料を創製する

● 性質・性能が傾斜機能化した材料を創製する

異なる材料（ポリマー、セラミックス、金属）を内包したセル

構造金属材料を作製する技術を開発した。

ポリマーを内包させると機械的性質が向上した。

セルサイズを傾斜機能化した材料を作製した。

まとめ Summary

セル構造金属材料作製技術 異なる材料の内包 及び セルサイズ傾斜化

熱膨張係数を厚さ方向に制御した材料の創製

高熱伝導・低熱膨張材料の創製

制振材料・衝撃吸収材料等の多機能材料の創製

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

● ポリマーやセラミックスをセル内に内包させたセル構造金属材料を作製

● セルサイズが変化するセル構造金属材料を作製

● 物理的性質を厚さ方向に変化させた材料が創製可能

研究の
ポイント

内包物質に金属を�ーテ�ン�し、��圧�圧�に�熱・

��し�作製する。

セル壁と内包物の性質が異なる材料が��る

内包させる材料の粒子

セル壁材料

�熱・
��

セル壁

内包物
セル構造材料

ポリマー

セル壁に穴のある
セル構造材料

ポンプ

大気圧

圧�を��る�とに��ポリマーを内包させる

減圧

セラミックスを内包する

ク�ーズ�セル構造金属材料
ポリマーを内包する

ク�ーズ�セル構造金属材料
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セルの大�さが�化するセル構造金属材料

セルサイズ 大小

��圧
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高効率発電プラント用構造材料のクリープ損傷評価

Creep Damage Evaluation in High-efficient Power Plant Materials

��・エネルギー材料部� 材料信頼性評価�ニ�ト高温材料�ループ

�� �明 E-mail： TABUCHI.Masaaki○nims.go.jp

Key words: USC thermal power plant, High-Cr steel, Creep damage

地球環境問題や燃料コストの観点から、火力発電プラントなどの高温機器の高効率化が

求められています。このため、高温機器部材の使用条件（温度、応力）はより過酷になって

おり、高温強度の向上や長時間耐久性の評価が重要な研究課題となっています。

先進耐熱材料の損傷・破壊のメカニズム解明

高温損傷・破壊の計算シミュレーションコードの開発

溶接部の損傷抑制技術の開発と次世代火力発電プラント

（A-USC）への応用

まとめ Summary

エネルギー問題や地球温暖化問題から、高効率な超々臨界圧（USC）

石炭火力発電プラントの安全性、信頼性は重要です。ボイラや配管に使

用される高クロム耐熱鋼は長期間（10年以上）使用されるので、長時間の

高温強度、損傷、破壊の予測が重要な研究課題となっています。

本研究では、9Cr系および12Cr系耐熱鋼とその溶接部材の長時間ク

リープ試験を実施し、組織変化と損傷の発生・成長を定量的に解明し、余

寿命診断の基盤となる知見を構築しました。また、高温多軸応力下での

空孔拡散、クリープボイドやき裂の発生・成長をシミュレートするオリジナ

ルな計算コードとデータベースの開発を行いました。

図１ 高クロム耐熱鋼の溶接部における損傷の発生・成長

図２ 9Cr耐熱鋼の溶接部のクリープ損傷分布

超々臨界圧（USC）用材料 A-USC用構造材料

先進火力発電プラントの高効率化に貢献する。

発電プラントの信頼性評価技術の高度化に貢献する。

将来の夢 Future Development & Outcome

約600℃で使用される高クロム耐熱鋼では、長時間使用中に溶接熱影

響部（HAZ）の細粒組織に発生するクリープ損傷（Type-IV損傷）による強

度低下が問題になっています。本研究では、高ボロン・低窒素とした9Cr

耐熱鋼（高B-9Cr鋼）では、溶接時のα-γ変態のメカニズムが従来鋼と

は異なるために細粒HAZ組織が形成されないこと、および粒界が強化さ

れることにより、Type-IV損傷が抑制できることを初めて見出しました。

現在、700℃級の次世代石炭火力発電プラント（A-USC）の開発が進め

られています。650～700℃の部位にはNi基合金が、650℃以下の部位に

は高クロム耐熱鋼が使用されます。NIMSで開発した高B-9Cr鋼は溶接部

のクリープ強度に優れるため、A-USCの候補材料となっており、長時間

強度やNi基合金との異材接合部強度の検証を行っています。

既存9Cr鋼母材 既存9Cr鋼HAZ 開発鋼母材 開発鋼HAZ

図３ 開発した高B-9Cr鋼の粒界組織

図４ 開発鋼（高B-9Cr鋼）と異材溶接部のクリープ強度

研究の
狙い

本研究では、先進火力発電プラント等で使用される高クロム耐熱鋼とその溶接構造部材

について、①高温損傷・破壊のメカニズムの解明と計算解析コードの開発、②高温損傷を

抑制する技術の開発と次世代プラントへの応用に取り組んでいます。

研究の
ポイント
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軽水炉構造材料の疲労破壊における
水素・ヘリウム複合効果

Combined Effects of H & He on Fatigue Behaviors of LWR Materials

環境・����ー材料�� 材料信頼性評価�ニット �環境�性グ�ープ

�� �� E-mail： MURASE.Yoshiharu○nims.go.jp

●軽水炉構造材料の信頼性評価技術向上のため、軽水炉の炉内環境を想定した

複合的環境下（放射線＋核変換ガス）における材料試験データの取得

●サイクロトロン加速器を用いたシミュレーション試験技術の高度化

加速器を用いた複合的環境の整備とシミュレーション試験

点欠陥と転位との相互作用に基づく照射下効果

照射下疲労における水素効果メカニズムの提案

材料中に蓄積されるヘリウムにより、軽水炉稼働温度での

照射下疲労における水素・ヘリウム複合効果の発現

照射下疲労挙動における水素効果（60℃） 水素・ヘリウム複合効果（300℃）

既存軽水炉構造材料の信頼性評価に資する照射下挙動

予測手法の開発

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

放射性廃棄物格納容器材料開発への応用

研究の
狙い

●軽水炉構造材料の照射下疲労における水素効果メカニズムの提案

●軽水炉構造材料中に蓄積される核変換ヘリウムにより、軽水炉稼働温度での

照射下疲労における水素・ヘリウム複合効果の発現

研究の
ポイント

Key words: Cyclotron Accelerator, In-Situ Irradiation Effects, Simulation Study

� 照射下「その場」材料試験��の開発

温度
コントローラー

照射チャンバー

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

NIMSサイクロトロン

照射�設��

照射チャンバー

� 加速粒子
（軽イオン）

�子 ： 4 MeV
： 17 MeV

��子 ： 10 MeV
3He ： 26 MeV
4He     ： 20 MeV

� 高濃度水素�照射下疲労（60℃）

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

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

� 軽水炉�機と��験複合照射環境の��

加圧水型 沸騰水型 水素(P17MeV) He（α20MeV）

軽水炉 軽水炉 照射試験 照射試験

はじき出し損傷 ～1×10－８ ～1×10－９ ～5.0×10－７
1.8×10－６

（照射量； 0.25dpa）レート (dpa/s) (設計値; 数10 dpa) (設計値; 数dpa) (照射量; 0.08 dpa)

水素導入レート － －
7100 －

(appmH/dpa) (主に冷却水から侵入) (主に冷却水から侵入)

ヘリウム導入レート
6～8 6～8 －

4000

(appmHe/dpa) (予注入量；100 appm)

温度 (℃) ～300 ～300 300 300

20％冷間加工316鋼　416.9 ⇔ 183.6 MPa

疲労サイクル数,  N

ゲ
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ジ
伸

び
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m
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非照射 (H, dpa/s小)

照射下

(H, dpa/s大)
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寿命減少⇒水素効果

寿命伸長⇒照射下効果

� 高濃度水素

�照射下疲労（300℃）

309.9⇔136.4 MPa,

疲労サイクル数,   N

20％冷間加工316鋼

ゲ
ー

ジ
伸

び
 ( 
μ

m
 )

非照射
照射下

（H, dpa/s小）

（H, dpa/s大）
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0

20

40 309.9⇔136.4 MPa

疲労サイクル,   N

20％冷間加工316鋼

ゲ
ー

ジ
伸

び
 ( 
μ

m
 )

非照射 Heのみ
He＋照射下

（H, dpa/s大）

（H, dpa/s小）

0 10000 20000 30000

0

20

40

寿命増加⇒水素効果減少

� 高濃度水素�100appmHe

�照射下疲労（300℃）

寿命減少⇒水素・ヘリウム複合効果

拡散速度上昇に伴う
材料中水素濃度の低下

・Nf : 非照射＜(H, dpa/s小）＜(H, dpa/s大）

・照射下効果のみ現出、 水素効果消失

・Nf: 非照射< He+(H, dpa/s大,小）<Heのみ

・He予注入材について、照射下効果消失
水素・ヘリウム複合効果の発現

He-V集合体での材料中水素の安定保持

高��化軽水炉では、材料中の���ヘリウムの蓄積により、
材料挙動における水素・ヘリウム複合効果を��する���り

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome
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液体燃料ロケット燃焼器の超音波探傷の計算機シミュレーション
Computer simulation of ultrasonic testing for combustion 

chamber of liquid-fuel rocket

環�・��ル�ー材料部� 材料信頼性評価��ット 非破壊評価�ルー�
�� � E-mail： YAMAWAKI.Hisashi○nims.go.jp

本研究は、宇宙機の非破壊信頼性評価に関するJAXA・AIST・NIMSの三機関連携の一環として行われています。

Key words: ultrasonic testing, computer simulation

JAXAで開発中の再利用可能な液体燃料ロケットでは 健全性評価のための非破壊検査

技術の開発も進められている。 NIMSでは 過酷環境にさらされる燃焼器壁の減肉や亀裂

の超音波による評価法を 超音波伝播の計算機シミュレーションにより検討した。

3D・高精度・高速の超音波シミュレーション法の開発

パソコンで超音波探傷の実用的なシミュレーションを実現

ロケットの信頼性向上のための非破壊検査技術開発・改

良に役立つ知見・データの構築

再利用可能ロケットの開発・実用化への寄与

まとめ Summary

最先端研究トピックス Ｉ 最先端研究トピックス ＩＩ

より複雑な弾性異方性材料や複合材料への適用性向上

より広い分野の超音波応用非破壊検査手法への応用の

拡大と 信頼性評価への貢献

異なるシミュレーション技術との組み合わせによる より現

実に即した非破壊検査のシミュレーションの実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

NIMSで開発された 高速・高精度でシンプルな超音波伝播可視化の計算機シミュレーショ

ン法を用い 燃焼器壁を伝播し 欠陥等で反射・散乱される超音波の3次元可視化を可能と

した。 これにより実験では知ることが容易でない 欠陥周辺の超音波の挙動の解明や最

適な計測条件を調べることを可能とした。

研究の
ポイント

Differential image.

With slit.

Without slit.

Focusing TR.

Longitudinal 
wave.

With groove. No groove.
Differential 

image.

Calculation for measurement  of wall thickness using focusing U-TR.
Wall with groove.

Reflected wave. Reflected wave 
from groove.

3-D calculation for detection of sub-
surface cracks in the wall using surface 
wave propagating along grooves.

Visualization of surface waves reflected by sub-surface cracks.

Model specimen of inner wall 
of combustion chamber.

冷却溝内面に溝に沿って発生す
る亀裂の検出では、亀裂に直角
な方向に表面波を伝播させるこ
とが亀裂からの反射波を得やす
いが、同時に溝での反射・散乱
により表面波の減衰が顕著にな
る。そこで、溝に平行な方向に表
面波を長距離伝播させたときの
亀裂の検出可能性を3次元計算
で調べた。その結果、亀裂と溝
内面とで構成する角部で生じる、
表面波のモード変換により、新た
に亀裂面を伝播する表面波や、
亀裂面から広がる縦波・横波が
生じることを明らかにし、それを
表面で検出することで、亀裂の
検出が可能なことを示した。

差分法と2段階弾性波動方程式を基本に
NIMSで開発・改良した新しい超音波伝播計
算機シミュレーション法は、高速に3次元計算
ができ、その弾性体モデルは単純明快で、表
面波等の界面現象の再現性もよく、超音波を
用いた非破壊検査の再現シミュレーションに
有効な手法である。一方、再利用を目的とし
た液体燃料ロケットでは、極低温の液体燃料
と高温の燃焼ガスに曝される燃焼器の健全
性評価は重要である。燃焼器内壁の減肉や
亀裂の発生を、早期に検出するための非破
壊検査法の開発が必要であり、超音波探傷
法の検討にシミュレーションを活用した。

燃焼器の稼動・停止の熱応力履歴により、内壁の冷却溝内面から
亀裂が発生・成長する可能性があり、内表面に到達する以前の亀
裂を、内面を伝播する表面波により検出する方法を検討した。

計算の結果、表面
波の波長を内壁の
厚さと同等にするこ
とで、冷却溝からの
超音波散乱を低減
させながら、亀裂か
らの反射波により、
亀裂の検出、亀裂
深さの推定が可能
なことを示した。

Wall thickness

Cooling
grooveCrack

Surface wave

亀裂発生以前の、熱応力変形による燃焼器内壁厚さの減少の評
価のため、垂直縦波探触子による肉厚測定が検討されている。2次
元可視化計算により、集束探触子などを用いた厚さ測定の性能評
価を行い、表面凹凸がある場合の探触子の改良などに貢献した。
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従来BCC系耐熱鋼
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700℃

先進高温材料
Advanced High Temperature alloys

環境・����ー材料�� ��高温材料��ット ��機能�合材料��ープ

御手���、���、����、���� E-mail： MITARAI.yoko○nims.go.jp

Key words: Creep, high temperature strength, oxidation resistance

二酸化炭素排出量の削減や化石燃料の有効利用のために、効率のよい火力発電や

ジェットエンジンを開発する必要がある。これらを実現するためには高性能な高温材料開

発が必須であり、本研究では、高温材料の有効な強化機構の探索、耐環境特性の改良を

行い、次世代の高温材料開発及び設計指針を確立する。

耐熱鋼のクリープ寿命が従来より100倍アップ。

酸化物分散強化によりチタン合金の高温強度10%向上。

 850℃の高温変形後、歪み回復可能な高温形状記憶合

金を発見。

脆い相を形状制御し、チタンβ合金の延性が劇的に改善。

まとめ Summary

BCC系超耐熱鉄合金 Ferritic Heat Resistant Alloy 高温チタン合金 High Temperature Ti alloys

開発合金の発電プラント・航空機への実用化。

耐環境特性、高強度を兼ね備えた高温材料開発のため

の効果的な材料設計指針を、実験手法とシミュレーション

を駆使して確立。

開発合金および材料設計手法の普及。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

600から800℃で使用可能な耐熱鋼およびチタン基合金に着目した。耐熱鋼では、従来よ

りもCr濃度を高くすることにより耐酸化性を向上させ、金属間化合物による析出強化によ

りクリープ特性を改善した。チタン基合金に新規元素を添加し、酸化物分散により強度が

向上した。高温形状記憶合金として新しい化合物を見いだした。

研究の
ポイント

高温�ア�チタン合金の酸化物�化合物の分散強化に成功。

加工熱処理により脆いω相を板状

に析出させることに成功。その結果

β-チタン合金の延性を改善するこ

とに成功。

10m

�しい高温強化機�

金�間化合物の
��分散析出

寿命100倍

寿命100倍

NIMS��
耐熱材料���℃

NIMS��
耐熱材料���℃
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850℃で変形後、変態温度以

上に加熱することで回復する

化合物を発見。

高温形状記憶チタン合金

チタンβ合金

10μm

元素free 元素添加

10μm
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長周期地震動にも対応できる建築用高性能ダンパーの材料技術
Material technology of architectural anti-seismic damper for 

long-period earthquake ground motion

�������ン�ー 構造�����ト
���� （構造体��ルー�） E-mail：
���� （�����ルー�） E-mail：

Key words:長周期地震動、制震ダンパー、Fe-Mn-Si合金

東日本大震災では超高層ビルが大きく共振し激しく揺れる長周期地震動が生じた。繰り返

し大地震に曝されても性能を維持し、長周期地震動の制震ダンパーとして活用できる耐地

震用制震合金の材料技術を開発した。

応力誘起マルテンサイト変態とその逆変態により 地震エ

ネルギーを吸収し、長周期地震動の制震ダンパーとして

使用できるFe-Mn-Si系制震合金を開発した。

従来の極低降伏点鋼よりも疲労寿命が向上した。

まとめ Summary

構造物を地震から守る耐・制震技術 Fe-Mn-Si系合金を用いた制震ダンパーの特性

将来発生が懸念されている巨大地震に対し、安全・安心

な超高層建築が実現できる。

ダンパーは継続して使用できるので、地震後のメンテナン

スが不要となり、長期間の安全・安心が確保できる。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

形状記憶合金（Fe-Mn-Si系合金）を制震ダンパーとして活用する。母相（オーステナイト
相）は、 外力(地震）により応力誘起マルテンサイト変態する。変形によって生じたマルテ
ンサイト相は、逆向きの変形を付与することによって母相のオーステナイト相に復元する。
この応力誘起マルテンサイト変態とその逆変態の繰り返しによって地震のエネルギーを吸
収する。

研究の
ポイント
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��地震�に対する応力応�極低降伏点鋼を用いた
ダンパー

従来技術

極低降伏点鋼
（すべり変形）

制震ダンパーとは：地震エネルギーを吸収することで建物の揺れを
低減し主要構造体（柱・梁）を守る装置

Fe-Mn-Si系合金の制震メカニズム
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世界最長記録を更新した超長時間クリープ試験
The World’s Longest Creep Test

�境・����ー材��� 材�信頼性評価���ト

�� �� E-mail： KIMURA.Kazuhiro○nims.go.jp

Key words: creep test, long-term, life prediction

火力発電プラント等の高温機器の高性能（省エネ）化には高温化が有効だが、構造部材の

寿命は低下する。高温機器の信頼性を向上させるため、高温における長時間クリープ強度

特性を評価し、材質劣化機構の解明、余寿命予測技術の開発・高度化等を目指す。

40年を超える世界最長のクリープ試験データを取得

合計149冊のクリープデータシートを発行

クリープ寿命予測法「領域分割解析法」を提案

規格基準の見直しに反映し，信頼性向上に貢献

まとめ Summary

40年超の世界最長クリープ試験データを取得

(1) クリープ破断データ： 350,771.8 h （339,702 h）

(2) クリープ変形データ： 356,838 h （356,463 h）

括弧内は，確認されている従来の最長時間であり，

いずれもドイツで取得されたクリープ試験データ

世界最長試験データのクリープ曲線

世界最長試験時間で

クリープ破断した試験片

世界最長試験時間の

クリープ（中断）試験片

クリープ速度－時間曲線

世界最長クリープ試験データ 高温機器の信頼性向上に貢献

破壊に至るまでのクリープ変形挙動の定式化

100年クリープ変形特性の高精度予測

高温構造機器の飛躍的な信頼性向上

先進高温プラント技術の開発及び普及促進

将来の夢 Future Development & Outcome

クリープデータシート発行冊数（2011年9月末）

・ クリープ破断データ 137冊

・ クリープ変形データ 2冊

・ 微細組織写真集 10冊

クリープ寿命予測法「領域分割解析法」を提案

・ 高応力域と低応力域のクリープ強度を独立解析

・ 境界応力条件：0.2%耐力の1/2

・ 低応力域で強度及び延性が大きく低下

「領域分割解析法」の規格基準への反映(2005, 2007)

・ 許容応力の見直し ：17鋼種

・ 寿命評価式の策定 ：9鋼種(母材), 12鋼種(溶接継手)

領域分割解析法による評価 クリープ破断延性

研究の
狙い

1966年に開始したクリープデータシートプロジェクトでは，66材種の耐熱金属材料について

総計１万本を超えるクリープ試験を実施して世界最長のクリープ試験データを取得した。

これらの成果はクリープデータシートとして発信するとともに、設計基準（許容応力）の見直

しや構造部材の寿命評価ガイドライン等に反映され高温機器の信頼性向上に貢献した。

研究の
ポイント
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疲労強度の解明(NIMS疲労ﾃﾞｰﾀｼｰﾄ36年)
Study on fatigue strength

(NIMS fatigue data sheet at 36 years)

環境・��ルギー材料部� 材料���評価��ット 疲労���ルー�

�� 寿、�内�� E-mail： HIRUKAWA.Hisashi○nims.go.jp

Key words: Gigacycle fatigue, ultrasonic fatigue testing, internal fracture

・疲労データシートは国産材料の基準的疲労特性を提供する目的で、1975年に作成を開始した。

・材料は40種以上の鉄鋼材料と代表的な非鉄材料を対象とし、疲労特性は常温、高温及び溶接
継手に対して実施している。

・機械や構造物の保守・設計、材料開発、事故低減に役立てる。

疲労データシートは36年に亘り115冊発刊した。

最近では、ギガサイクル疲労の問題に取組んでいる。

超音波疲労試験機による加速試験は有効である。

内部破壊、平均荷重付与により、新たな知見が得られた。

通常試験機による3年間の試験データは世の中に皆無である。

最先端研究トピックスI：高強度鋼 最先端研究トピックスII：チタン合金

大気中以外の環境下での疲労データシート発刊

今までに網羅していない材料の疲労データシート発刊

使われてこそ材料、新材料の疲労データシート発刊

そして、材料の疲労試験を不要にするデータベースの構築

以上を通して、疲労による破損事故の減少

研究の
狙い

•表面破壊（通常の疲労）では疲労限度が存在し、静的強度と良い相関をもつ。

•高強度鋼では内部破壊が生じ、ギガサイクル疲労(疲労限度の消滅)が問題となる。

•そこで、最近ではこのギガサイクル疲労を取り上げている。

研究の
ポイント

���験結果

・硬化層は殆ど内部破壊。

・超音波疲労試験と通常の

・疲労試験の結果がよく一致。

・疲労限は不明瞭。

・コア部はすべて表面破壊。

・この場合も疲労限は不明瞭。

・内部破壊では大きな強度低下。

���験�法

・高周波焼き入れを念頭に、硬化層とコア部に分離。

・回転曲げ試験機(100Hz)で3年間。

・超音波試験機(20kHz)で1週間。

・これらのデータを比較。

・内部破壊起点は主に酸化物系

・介在物。

硬化層模擬試験片

内部破壊起点の代表例

1010(100億)回でも疲労限は不明瞭�

疲労試験結果

�タ�合�でも超音波疲労試験機は有効�
疲労限度線図(107回)コア部模擬試験片疲労限と引張強度の関係

���験�法

・超音波試験機(20kHz)で1010回。

・通常試験機(120Hz)で108回。

・両振りと平均荷重付与。

・内部破壊起点は主にファセット

・(組織自体)。 内部破壊起点の代表例

���験結果

・長寿命側では主に内部破壊。

・平均荷重付与でより顕著。

・超音波疲労試験と通常の

・疲労試験の結果がよく一致。

・疲労限が認められる。

・107回では従来手法で応力比

効果の評価可能。

・108回以上では危険側。

疲労限度線図(108, 1010回)
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まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome
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NIMS 物質・材料データベース （MatNavi）
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

の最適な使用、最適な材料の選択に役立つソリューションを支援している。

研究の
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台に統合して維持管理費を低減した。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

MatNaviトップページ

ユーザ登録

外部機関との連携

データベースと
アプリケーション

検索システム
MatNavi Search

http://mits.nims.go.jp/

登録ユーザー数： 58,488人

(国内：41,965人 海外：16,523人)

141カ国、 18,121機関

基礎物性
◆ ⾼分⼦データベース (PoLyInfo)
◆ 無機材料データベース (AtomWork)
◆ 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)

エンジニアリング
◆ 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)

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オンライン
◆ 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)
◆ 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)

MatNaviのアクセス数の推移

公開しているデータベースとアプリケーション

MatNaviの登録ユーザ数 (2011/7/31現在)

NIMSからの
材料情報

ア
ク
セ
ス
数

NIMS 物質・材料データベース （MatNavi）
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������ ����ス����� �� �� E-mail：
����： E-mail：
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高温制振合金開発への装置製作

���能部� ��創製�加工ス�ー��ン
檜原 高明 E-mail： nims.go.jp
�� � E-mail： nims.go.jp

Key words: 研究サポート，振動対策，制振合金，Mn-Cu合金

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。NIMS中核機

能部門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、金属

材料の発展を促進させる公的研究機関としての役割を果たしております。

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 （VIF溶解量：0.5kg～20kg (Fe) ご希望の合金組成にて溶製）

熱間鍛造、熱間圧延 （板状、角棒状）、スエージング加工（丸棒状）

冷間圧延、温間圧延も ご相談ください！

ご相談ください！・・・「研究の、はばを広げる、エンジニア！」装置開発による成果

サポート
体制

【自動車や機械などの振動・騒音問題】 ← 【制振材料（振動応力から材料の振動系に伝達され

た力学エネルギーを吸収する能力を有する）の適用が直接的対策である。】

制振材料の一つである双晶型合金（Mn-Cu基）の高温域への適用を目的とする凝固プロ
セス開発に向けた装置試作。

装置開発例

平成22年度 文部科学大臣表彰

創意工夫功労賞 （受賞者）檜原高明

「題名：制振合金溶製に関する鋳造装置の考案」

特許第4744420号 登録日H23.5.20
「高温制振マンガン基合金の製造方法」

既存鋳型を改造した
金型、水冷銅鋳型、
保温材鋳型を考案・
開発し鋳造実験を
行った結果、

相分離温度域の影響を受けない加熱部を備えた
冷却速度制御可能な温度制御鋳造装置が必要

����鋳型材質の
��

LB質：アルミナ系
GP質：ジルコニア系
GC質：シリカ系

3種類のセラミックス材質の冷却速度
変化の測定データ、インゴットの鋳肌
や引け巣等の外観観察の結果

����凝固速度と��
の��

水冷銅鋳型

保温材鋳型

特 �：�系���、�水�加熱鋳型を�用。 �水�の温度制御が
��、���ージで���の鋳造実験が可能��

3����水�温度制御鋳造装置の開発

GP質：ジルコニア系が�適

既存金型

Development of the equipment to explore high temperature damping alloys
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材料創製・加工ステーションの技術とハブ展開
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ ａｎｄ Ａｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ ａｎｄ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｓｔａｔｉｏｎ

中�機能部� 材料創製・加工ス�ーション

�� �� E-mail： TORIZUKA.Shiro○nims.go.jp

Key words: 材料創製，加工，支援

材料創製・加工ステーションは、材料創製（金属溶解、塑性加工）、加工（機器設計試作、

機械工作、硝子工作、観察用試料作製、溶接）という、一貫した材料創製・加工技術をもち、

さらに、日本唯一のオリジナルな装置や高度な技術も有し、機構の多くの研究者の研究支

援を行っています。また、外部機関への技術共用も行い、ハブ展開を目指しています。

材料創製（金属溶解、塑性加工）、試料作製、設計試作、

硝子工作、高エネルギー加工の分野で、高い技術を有し、

ＮＩＭＳ内の研究者の要望に応えている。

ＮＩＭＳのミッションでもある外部共用に関して、年間10件

以上の業務実施契約及び共同研究契約を受託している。

まとめ Summary

��技術の��

研究者の要望に応�て以�の技術を実施し�す。

��金属溶解を��

保有技術：高周波真空溶解、加圧ＥＳＲ溶解、浮揚溶解

金属種： 鉄、アルミニウム、

マグネシウム チタン 銅 他

成分コントロール可能

インゴットサイズ３－２０ｋｇ（鉄）

２�塑性加工を��

保有技術：鍛造、圧延、溝ロール圧延、スエージング、

インゴットの形状制御、

結晶粒径制御、集合組織制御、

熱間加工、温間加工、冷間加工

３�試料の切断研磨、組織観察、硬さ測定を��

保有技術：各種切断機、埋込、

手動研磨、自動研磨、電解研磨、

イオン研磨、顕微鏡観察、

硬さ測定

最先端研究トピックス Advanced Research Topics

材料創製技術、加工技術に関して日本の中心となり、日

本の材料基盤技術のハブを目指す。

日本のみならず、世界の研究者からの材料創製や加工に

関する高度な依頼に対応する。

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

材料創製・加工技術は、 簡単に実施できるものではありません。知識と経験に裏付けられ

た技術が必要です。当ステーションは ９名の定年制エンジニア、５名の非常勤職員と１名

の研究者（ステーション長）により運営されています。 各々が 長年の経験を有する優秀な

技術者であり、研究者と一体となって研究・技術開発を行っています。

研究の
ポイント

��機械工作、レーザ加工、機器設計試作を��

保有技術： 機械工作、レーザー加工、放電加工、

ＣＡＤ等

��硝子工作を��

保有技術：ガラス機器、装置の設計・製作、試料の

真空封入、ガス置換封入、精密研磨、硝子旋盤操作等

��溶接を��

保有技術： アーク溶接、電子ビーム溶接、

レーザー溶接

試作例：

マグネト

ロン

試作例：

超微小

引張試験

片

試作例

Ｐｔ３Ｔｉナノ粒子を作り出すため
の不活性雰囲気合成装置
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強磁場共用ステーションにおけるマグネットシステムの整備
Upgrading of hybrid magnet system in Tsukuba Magnet Laboratory

��機能�� �磁場�用ステーシ�ン

���� E-mail： NIMORI.Shigeki○nims.go.jp

Key words: High magnetic field , NMR, Hybrid magnet

ハイブリッドマグネット発生磁場の
高安定化

大型共用設備の高度化

→ 新規研究分野で活用

電源安定度 100ppm → 2ppm

MOS-FETドロッパー設置

主回路配線における巨大浮遊インダクタンスの改善

高周波フィルターの改善

まとめ Summary

電源安定化によるマグネットの性能向上

運転安定度の確保
水冷銅マグネット冷却システムの安定化

故障検知システムの追加
MCBのトリップによるシステム故障早期解決

使用電力ピークの抑制
システム制御によるピークカット機能

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

30テスラ超NMR測定

必要な磁場安定度＜3ppm

極低温実験の実現

高周波ノイズ抑制

研究の
ポイント
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��
リ�クトル

パッシブフィルター

���

改造後

�イリスタ
整��

新設
•�クティブフィルター
•�����

改造
•ブス�ー配線
•主回路水冷化

�����

�クティブフィルター

�イリスタ
整��

改造前

電源リップルを大�抑制

高周波��を大�にカット

�解能���に改善���NMRス�クトル

改造前

改造後

サ
ン
プ
ル
位
置
で
の
ノ
イ
ズ
強
度

15MW��電源主回路の機�の��配置

世界第２位の定常磁場を発生する
NIMSハイブリッドマグネット

MOS-FETドロッパー（新設）

電源調整用模擬抵抗（新設）

電
源
リ
ッ
プ
ル
強
度

15MW電源
の安定化

�クティブフィルター ���パッシブフィルター

��
リ�クトル

�イリスタ
整��

�イリスタ
整��

2m

13	

共
用
施
設
・	

研
究
イ
ン
フ
ラ



－ 64 －第11回NIMSフォーラム（2011.10.26）

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

中�機能�門 ��ナノテクノロジーネット�ーク�� ��室

�� ��� E-mail： nsnet○nims.go.jp Tel: 029-859-2777

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。

利用形態は、共同研究型、自立支援型、装置利用型など

利用料は、1,000円／1日（成果公開の場合）～

サービス概要

研究施設・設備

支援成果事例
超微細��
�質合成

ナノ��・��

���境��

創る

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

世界最高水準の特徴ある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

超高圧電子顕微鏡による
ナノ計測・分析

930MHz固体高分解
能NMRマグネット

世界最高レベルの強磁場施設に
よる極限環境計測

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。

固体高分解能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。

超高精細電子線描画装置 有機・バイオ系実験室
NIMS-Leica

バイオイメージングラボ

Study of SQUIDs with InAs self-assembled quantum dot junctions
a東理大, bＮＩＭＳ 石黒亮輔a, 金鮮美b, 神尾充弥a, 高柳英明a, b

図. (a）SQUIDの素子概要図。
(b) 作製した素子のSEM像。

InAs QDs Vsg2

Al Au
Al Au

VSD(+)

ISD (+)

VSD(-)

ISD(-)

VSG1

VSG2�nAs SA��s

GaAs 200 nm
AlGaAs 100 nm
Si-GaAs 200 nm
n+ GaAs substrate

VBG

InAs QDs Vsg2

Al Au
Al Au

VSD(+)

ISD (+)

VSD(-)

ISD(-)

VSG1

VSG2�nAs SA��s

GaAs 200 nm
AlGaAs 100 nm
Si-GaAs 200 nm
n+ GaAs substrate

VBG

J2
J1

本研究では、電子線描画装置、
レーザー露光装置、E-gun蒸
着装置、およびリフトオフ技術
を用いて量子ドット/超伝導接
合を作製し、QD-SQUIDを通
常の0-SQUID状態からから自
発的超伝導電流の流れるπ-
SQUID状態へ転移させること
に成功した。
（ 文 献 ） APPLIED PHYSICS
LETTERS 98, 063106 (2011).

Effects of Muscular Activities on Medaka Skeletal Muscle
aJAXA, b東大 寺田昌弘a,  葛野直樹b , 中尾玲子a, 尾田正二 a,b

宇宙飛行士に生じる筋萎縮メカニズムへのメダカモデル利用
の可能性を検討するため、筋活動変化によってメダカ骨格筋
がどのように変化するかを調べた。ダイセクションで切り分けた
遅筋と速筋でタンパク質発現に変化があることが検出できた。

図１ NIMS-Leicaバイオイメージ
ングラボのレーザーマイクロダイ
セクションシステム

図２ メダカ筋繊維のレーザーマイ
クロダイセクション（左：ダイセク
ション前、右：ダイセクション後）

Direct observation of the Skirmion Lattice by Lorentz TEM
a科学技術振興機構, bＮＩＭＳ 金子良夫a, 于秀珍a, 木本浩司b, 張偉珠b, 原徹b

図 FeGeにおける、温度T=260K、磁
場B=100 mTでのローレンツ電子顕微
鏡像を基づき、位相計測法により得
られたスキルミオン結晶のスピンテ
クスチャー。

ローレンツ電子顕微鏡を用いて、
らせん磁気秩序転移温度TN～
280KであるFeGeに着目し、室
温付近のスキルミオン相を見出
した。このスキルミオンのスピン
カイラリティーは、結晶構造のカ
イラリティーに決められ、双晶境
界付近で逆転していることがこ
の実空間観察によって分かった。

������に対する����化の��

超����子ドット�超����を用�������の研究

�ル�フ�ロイックス��電子材料のナノ構���

(a)

(b)
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低炭素研究ネットワーク 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点
Low-Carbon Research Network Japan

Center of Material Research for Low Carbon-Emission

中�機�部門 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点
小出�� E-mail： koide.yasuo○nims.go.jp （副拠点マネージャー）

E-mail： suzuki.katsumi○nims.go.jp （LCnet運営室長）木��

Key words: low-carbon, research network

• 全国１５のLCnetサテライト拠点における低炭素化に関わる独創的且つ先端的な研究を、

ナノ計測・評価ハブ拠点（東大）、微細加工・試作ハブ拠点（京大）と共に積極支援。

• 地球環境に調和したエネルギー創製技術や高効率省エネルギー技術の基盤となる革

新的物質・材料の研究開発を、LCnet内外の研究機関と協力しつつ推進。

 共用装置28点の立上げ・外部利用体制・ソフトを整備

 利用相談 → 利用申請 → 課題審査 → 研究支援

→ 利用報告 → 利用料金精算 のサイクルを確立

 オープンラボ、ホームページ、パンフレット等を通じて

広報・宣伝活動を展開。利用者は徐々に拡大中

まとめ

拠点の概要と運営について

 共用装置外部利用率の更なる向上

 LCnet による人的交流推進

 LCnet 間の研究協力による低炭素化革新技術の創出

 LCnet （ハブ拠点）の自立的運営

 人材育成体制の構築と推進

将来計画

プログラム
の狙い

東日本大地震の被災を乗り越えて6月からハブ拠点の本格運用をスタート。国内外の産

学研究機関から、計76件の利用申請を受け入れ（8月31日時点、NIMS内部利用を除く）、

積極的且つ迅速に研究支援を実施。

プログラム
進捗

 物質・材料創製、加工、評価、設計の各分野の先端装置計28点（図１）を、

研究ネットワーク内外の研究機関、研究者に広く開放し、専門家集団の積
極的サポートの下に、低炭素化に関わる先端研究を支援

 共用装置の利用手続きの簡素化を図ると共に、利用料金を最小限に設定

 18拠点のコーディネータ連絡会議を9月にスタートし情報交換、人的交流
の活発化など、低炭素研究ネットワーク拠点間の連携を強化

 24年4月には、NIMS並木地区の共用装置、利用者事務室、低炭素研究

ネットワーク運営室等を新環境棟（図２）に集結させ、利用者の利便性を
大幅に改善する予定

図２ 並木地区 新環境棟（24年3月完成予定）

図１ 低炭素化材料設計・創製ハブ拠点共用装置群
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グラフェン原子膜電子素子
Future electronics using graphene film

�����ー��クト�ク�研究�� (MANA) ��電子��クトロ�ク���ット

����、 Songlin Li、���� E-mail： TSUKAGOSHI.Kazuhito○nims.go.jp

Key words: atomic film, graphene, electronics

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。現在の３次元シリコンにてチャネル１０nmに達すると、リーク電流が抑制できなく
なります。現在のバルク半導体材料では実現できず、３次元エレクトロニクスから２次元への
パラダイムシフトを実現できる新材料を見つけ出さなければなりません。

原子薄膜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

高利得の実現に成功

原子薄膜“グラフェン” グラフェンロジック素子の基本動作

地上で最薄の電子材料を用いて電子素子の実現を目指し

ます。シリコンバルクでの電子素子開発の材料限界を超え

て、さらなる微細化と高機能化によって、私たちの社会の未

来を開きます。

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。

研究の
狙い

シリコンを超える移動度を有するグラフェンが次世代材料の候補です。その特性を活かした
素子を実現するために、基本ロジック素子を作製し、基本動作の検証を行いました。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

はじめに

・
・
・

���の��自��のフ�ー�な�に
���るグラフ��ト�を構成する�炭
素原子フ�ル��グラフェン�を用いて
電子素子を実現する研究を�めます。

炭素�けで構成さ�た原子膜で
電子素子を作る。

原子膜グラフェンを�った素子にて�めて�
�に成功した������に�する出��
�の応�。

素子の作り方

�ル��������で自��
成��膜を作り、高��ゲート
として�えるようになりました
�独自構造�。

�ンバー��性とゲ�ン��来��
と��して����の���。

グラフェン素子

�����

グラフェン素子の���
����

��シ���

Li, KT  NanoLetters, 2010
Li, KT ACSnano, 2011
Li, KT SMALL 2011

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome
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イオンの局所的な移動を利用したナノイオニクスデバイス

－ 原子スイッチ －

Nanoionics devices operated by the local ion migration - Atomic switch -

��ナノアーキ�クト�クス�究�� (MANA) 原子エレクトロニクスU ナノイオニクスデバイスG
�部 一� E-mail： TERABE.Kazuya○nims.go.jp

Key words: Atomic switch, Nanoionics device, Resistive switching

今後も電子情報デバイスが性能向上を続けて高度情報化社会への発展を可能にさせるた

めには、従来の半導体デバイスの更なる技術開発だけでなく、新たな原理で動作するナノ

デバイスの創製も大変に重要な課題である。我々は、イオンの移動を利用して動作するこ

とによって興味深い機能性を示す次世代ナノイオニクスデバイスの開発を目指している。

イオン伝導体内の局所的なイオン移動で動作するナノイオニ

クスデバイス(原子スイッチ）を開発した。

ユニークな多機能性を実現した。

（揮発/不揮発性のメモリ、学習、量子化伝導、抵抗スイッチ、整流作用など）

これら機能性の可逆的な制御も一つの素子で可能である。

まとめ Summary

局所的なイオン移動の制御で動作する素子
(概念、動作原理、制御法）

様々なユニークな機能性の発現
（スイッチ、量子化伝導、メモリ、学習など）

半導体デバイスでは得られない多機能性デバイスの開発

一個一個のイオンの移動を操作する技術の開発

個々のイオンで記憶や計算を行う究極的に微小なデバイス

生物の機能を兼ね備えたデバイスおよび機器の開発

新概念で動作する低消費型デバイスの開発

研究の
狙い

単純なデバイス構造[金属/固体電解質（イオン伝導体）/金属]において、外部からの電圧

印加によって生じる局所的な金属イオンや酸素イオンの移動と電気化学反応を利用する

ことによって、不揮発性/揮発性の電気抵抗スイッチ、メモリ作用、学習作用や整流作用

などのユニークな機能性の制御を可能にした。

研究の
ポイント

金属フィラメントの生成過程と電気抵抗スイッチ

将来の夢 Future Development & Outcome

電子伝導体

イオン伝導体
（固体電解質）

V
電子

V
イオン

電子ーイオン
混合伝導体

V
電子＋イオン

主な伝導種

エレクトロニクス分野
金属・半導体材料

電子情報素子、太陽電池等
(高速移動、質量移動少）

固体イオニクス分野
固体電解質材料

リチウム電池、燃料電池
キャパシタの隔膜、化学センサ等

(低速移動、質量移動大）

固体イオニクス分野
リチウム電池、燃料電池、

キャパシタの電極等
(一部、低速移動、質量移動大）

ナノ�クノロ�ー�の�合
（ナノイオニクスデバイスの��）

これまでの主な利用分野
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次世代トランジスタへ向けた

メタルゲート材料の開発
Development of metal gate materials for future MOS transistor

Key words: metal gate materials, Al or Y-doped TaC, MOS transistor

省エネルギーな社会を実現するためには、電気機器の主要部である超ＬＳＩの発熱量を抑

える必要がある。そのためには、高誘電率ゲート絶縁膜のＭＯＳトランジスタで要求されて

いる動作電圧の低電圧化へ向けて、新たなメタルゲート電極の開発が必須。

TaCゲート電極の仕事関数の制御 AlOx層形成によるダイポールの制御

研究の
狙い

HfO2ゲート絶縁膜の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、小さな仕

事関数のAlまたはY元素を添加した炭化タンタル((TaC)1-xAlxまたは(TaC)1-xYx)のゲート

電極を開発した。プロセス温度によって元素添加の効果が異なる現象を見出した。

研究の
ポイント

国����ー���ト��ス���� (MANA) ������ル�� ��エ��ト���ス材料��ット

����� E-mail： NABATAME.Toshihide○nims.go.jp

Si

HfO2ゲート���

�タルゲート電極
Ta

Y or Al
C

仕事関数

TaC 4.2 – 4.8 eV 0.068 nm (Ta)
Al      4.06-4.28 eV   0.057 nm
Y           3.1 eV         0.106 nm

イ�ン半�

目的：TaCへ小さな仕事関数のAl、Y添加による
フラットバンド電圧の制御

結果：Al、Y添加量の増大に伴って、フラットバンド
電圧が負方向へシフトする。

目的(TaC)1-xAlx電極からAl拡散で形成するAlOx
層ダイポールによるフラットバンド電圧の制御

負方向シフト

ＭＯＳ構造

ゲート電極材料の設計指針

結果：フラットバンド電圧のシフト方向は熱処理
温度で大きく異なる。

低温度（ゲートラスト） 高温度（ゲートファスト）

SiO2

Si

HfO2

Al
TaC Al

Al Al

 
���し

SiO2

Al

Si

HfO2

Al
TaC Al

Al

AlOx Al Al

� �

Al、Y添加

TaCの仕事関
数が変化

Al拡散

負シフト

AlOxダイポー
ル生成

正シフト

小さな仕事関数のAl、Y原子をTaCへ添加したMOSトラン

ジスタ用の新ゲート電極材料を開発。

フラットバンド電圧は、低温熱処理では電極の仕事関数

の変調で負方向へシフトし、高温熱処理ではAlOx層ダイ

ポールの形成で正方向へシフト。

半導体日本王国の復活。

科学的知見に基づいた高付加価値な多機能デバイスの

開発。

省エネルギーな低炭素社会の実現。
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まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome
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次世代半導体ナノ構造太陽電池
Ｎｅｘｔ-Generation Solar Cells using Semiconductor 

Nanostructures

��ナノ�ー��クト�クス���� ������ �機ナノ構造�����ト ���ナノ構造��グ�ー�

�� �� E-mail： FUKATA.Naoki○nims.go.jp

Key words: Silicon, Nanostructures, Solar cells

次世代の太陽電池材料として、Siナノ構造体を機能的に複合化し、Si材料の削減による低コ

スト化と変換効率向上を両立させた、これまでに無い新しい次世代Si太陽電池材料を開発し

グリーン・イノベーション推進に貢献する。

�イ����������Siナノ����の作製

Siナノ�イ�の�イ�・構造を��する技術を確立

Siナノ構造への����ー�ングの������の確立

ナノ構造��のpn��を�能にする�

Siナノ構造�を����太陽電池��の試作

まとめ Summary

��Siナノ結晶溶液の作製と太陽電池応用

成果：サイズ制御の確立と溶液への分散性の向上

課題：低いキャリア輸送の改善

��Siナノワイヤの形成制御

成果：サイズ・形状制御と不純物ドーピングに成功

課題：触媒の影響

Siナノ構造太陽電池材料の開発 新規太陽電池への応用

ナノ構造の機能化によるSi太陽電池の理論最大変換効

率の打破

グリーンイノベーション推進によるクリーン社会の実現

次世代高速・低消費トランジスタおよびLiイオン電池負極

材料の開発へも展開 （従来材料の10倍の高容量）

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

Siナノ結晶（光吸収）とSiナノワイヤ（キャリア輸送＆光吸収）のそれぞれの長所を生かした

新しい太陽電池用材料を作製する。

特に、Siナノワイヤの直径を成長軸方向にテーパー化させ、その内部にp-n接合を形成し

た特殊なナノワイヤを作製し、変換効率の向上を図る。

研究の
ポイント

図1. Siナノ結晶溶液の作製例とそれを利用した太陽電池セルの模式図. 

40nm

図2. Siナノワイヤの走査電子顕微鏡写真. 

��Siナノ構造太陽電池の��図と試作�
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課題：不純物汚染の低減、界面制御、変換効率の向上

成果：Siナノ構造を利用したセルを試作

図3. Siナノ結晶体を利用した太陽電池セルの概略図.

図4. Siナノ結晶体を利用した太陽電池セルの試作例. 
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次世代センサーに求められる基本性能について、

既存の技術・センサーと比較：

��
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測定�

����

時�

サ��

���

�ン�
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��
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��
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���
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LFA

超高感度新センサー（MSS）
－ 医療・環境・セキュリティーなどに応用可能 －

Highly sensitive new sensor (MSS) for our Future

�����ーキテ��ニ������ （MANA）

�川 �� E-mail： YOSHIKAWA.Genki○nims.go.jp

Key words: MSS, Bio-sensor, Gas-sensor

医療、環境、セキュリティーなど、今後世界的に益々重要となる各分野では、「特定分子の

超高感度検出」が、最重要課題のひとつである。だが高価で大型な装置では、パラダイム

シフトは起こせない。本研究では、次世代センサーに求められる高い基本性能を持ちなが

ら、いつでも・どこでも・だれでも使える新たなプラットフォームの確立を目指した。

新たな汎用センサー（MSS）の開発に成功

MSSは高い基本性能を有する

医療・環境・セキュリティーなど幅広い応用が可能

各用途に応じた受容体層の開発・最適化が今後の鍵

まとめ Summary

最先端センサー開発動向 Background of Sensors 開発に成功した新センサー New Sensor: MSS

 【医療】 体液中（血液・尿etc）指標分子・細菌の即時同定

 【環境】 大気・河川・土壌汚染物質のその場観測

 【セキュリティー】 爆薬（テロ・地雷etc）・麻薬・犯罪捜査

 【その他】 携帯実装型センサー、細胞モニター、世界平和

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

「高い基本性能を持ち、いつでも・どこでも・だれでも使えるセンサー」を、「膜型表面応力

センサー（Membrane-type Surface stress Sensor （MSS））」という形で、具現することに成

功した。今後、医療・環境・セキュリティーなどへの応用を展開し、各分野での世界標準の

確立を急ぎたい。産・学・官からの共同開発を大歓迎します。

研究の
ポイント
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�型��応�センサー
Membrane-type Surface stress Sensor (MSS) 

�高��
（�学�����を��）

高�������ン�
（気体分子�ら細菌��測定可能）

CMOS�ロセ�に�る大���
（����、�い�て）

�学���
（�型、��、血液��測定可能）

����リー
（�標�測定）

���ン��同時測定
（����������ン��）

リ��タ��測定 次世代センサーに求められる
���ての基本性能を有する
→ 各用途に応じた受容体層の

開発・最適化が今後の鍵

G. Yoshikawa, T. Akiyama, P. Vettiger, H. Rohrer, Patent Pending （�� 2010-118859）& PCT
G. Yoshikawa, T. Akiyama, S. Gautsch, P. Vettiger, H. Rohrer, Nano Letters 11, 1044 (2011) 

Highlighted in 子供の科学, 日刊工業新聞, 科学新聞, 化学工業日報, NHK (in autumn), etc.
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高誘電体ナノシート

High-k Dielectric Nanosheet

��ナノ�ー�テクト�クス���� (MANA) ソ�ト�����ト ソ�ト���ループ

�� 実 E-mail： osada.minoru○nims.go.jp

Key words: ナノシート，室温溶液プロセス，電子素子

高誘電体を使ったコンデンサは、一時的に電気を蓄える機能を持った電子部品で、携帯

電話、パソコンなど電子情報機器の中でバックアップ回路、フィルターなど様々な形で使

われている。近年の電子情報機器の目覚しい発展に伴い、コンデンサの需要も年々急速

に伸びており、小型で高性能のコンデンサの開発が重要となっている。

分子レベルの薄さの高誘電体ナノシートを発見

ビーカーのナノテクで高品位薄膜素子を作製

世界最高性能のコンデンサ素子を実現

まとめ Summary

ナノの積み木細工で世界最高性能の薄膜コンデンサ素子

超小型・大容量の積層コンデンサ、メモリの開発

携帯電話、パソコンへの応用

電子素子の低コスト、低環境負荷プロセスの実現

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

コンデンサの小型、高機能化の新しい手法として、従来のトップダウン手法とは逆転の発

想で、元々薄いナノサイズの高誘電体材料の探索を行い、従来の約１００分の１のサイズ

（１.５ｎｍ）で機能する新しい高誘電体ナノシートを発見した。さらに、ビーカーを使ったナノ

テクで世界最高性能のコンデンサ素子の作製に成功した。

研究の
ポイント
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燃料電池の耐久性向上を目指した還元型酸化チタンの合成

Synthesis of Reduced Titanium Oxide for Improving Fuel Cell Durability

��ナノアー����ニ������ ������ ナノ�面�ニ�� ナノ�面�ループ

�� �� E-mail： TOMINAKA.Satoshi○nims.go.jp

Key words: チタン酸化物，ナノ材料，低温還元，電極材料

高い耐食性とナノ構造を有する電極材料は燃料電池などの高性能化には欠かせません。

還元型チタン酸化物は炭素材料を凌ぐ電極材料として期待されていますが、ナノ構造化

が難しいという課題があります。そこで我々は多くの研究者が開発してきた二酸化チタン

のナノ材料の形を崩さずに還元型結晶構造へと変える手法を研究しています。

還元型チタン酸化物は導電性や可視光吸収という魅力的

な特性があるがナノ構造化が難しかった。

ルチル型TiO2を水素化物を用いて低温で還元処理し、ナ

ノ構造を維持したまま還元型酸化物の合成に成功した。

合成したナノ材料はTi2O3の結晶であり、表面は化学的に

安定なTiO2（自然酸化膜）であった。

まとめ Summary

燃料電池や太陽電池の高性能化には大きな表面積

と高い耐食性を有する電極材料が必要です。チタン

酸化物は広く使用されている炭素材料より化学的な

耐久性が高く、二酸化チタン（TiO2）より酸素が少ない

還元型チタン酸化物は高い導電性や可視光の吸収

特性を有することが知られています。

既存の合成ではTiO2の1000℃程度での還元処理

が用いられており、熱的な安定性の問題から粒子が

肥大化してしまいナノ構造を得るのが難しいのです。

そこで我々はTiO2のナノ構造体から、その形を崩さな

い低い温度で酸素を抜くというこれまでとは違うアプ

ローチを検討しています。

図１ TiO2ナノ粒子の水素化カルシウムを用いた低温での還元

TiO2ナノ粒子の低温での還元 ルチル型TiO2ナノ材料の還元反応

原子レベルでの反応メカニズムを解明

「なぜナノ構造が維持されたまま結晶性を有する還元型

酸化物が得られたか？」

導電性などの電極材料としての評価（高い耐久性を有す

る燃料電池などの電極材料として実証）

様々なナノ構造を維持したままの還元に挑戦

将来の夢 Future Development & Outcome

低温でも強い還元力を有する水素化カルシウムを用
いて、ルチル型の結晶構造を有するTiO2ナノ材料の
還元反応を検討しました。図１に示すようにナノ構造
が保持されたまま、Ti2O3の結晶が得られました。また、
化学的な耐久性にとって重要な表面状態はTiO2の自
然酸化膜で覆われており、内部の還元型酸化物が安
定に維持されていることが分かりました（図２）。

図２ X線光電子分光による表面分析

ナノ構造を有するTiO2を出発物質に使用し、高い電
子伝導性が期待できる還元型酸化物が安定に合成
できました。この結果をもとにチタン酸化物を社会に
幅広く役立つ材料として高機能化する合成手法の確
立を目指します。

研究の
狙い

熱でナノ構造が劣化しない低温において、水素化物を用いて二酸化チタンを還元する手

法を研究しています。出発物質の二酸化チタンの形状・サイズを維持したまま、結晶構造

のみを還元型チタン酸化物に変化させることに成功しました。この技術により燃料電池な

どの耐久性の向上へ繋がると期待できます。

研究の
ポイント
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注入と成型が可能な本当の骨に代わる人工骨
Injectable and formable artificial bone

��ナノア��テクト�クス���� (MANA) 生体機能材料���ト �イオ�ラ��クス�ル��

�� 正� E-mail：KIKUCHI.Masanori○nims.go.jp

Key words: hydroxyapatite/collagen nanocomposite, injectable, formability

近年、患者の負担を軽減するために、低侵襲手術に使用できる注入可能な人工骨材料が

求められています。また、骨は欠損部にぴったりと合った形状の材料を用いることで早い

治癒が期待できるため、ベッドサイドで成型可能な人工骨が求められています。

アルギン酸ナトリウムの粘度と粉液比の調製で用途に適

した粘稠性と成形性を制御できる。

カルシウムイオンによる修飾の有無で、24時間後の材料

の正常を固体〜パテ状に制御できる。

まとめ Summary

インジェクタブル材料の調製直後の様子です。

ある程度のまとまりはありますが、比較的さらさら

とした混合物になります。

薬さじなどで簡単に変形したり、材料をすくうことが

できるので、骨欠損部に注入も可能です。

右下の図は、粘り気を数値化するため、材料をガ

ラス板ではさんで一定の力をかけた後の材料の拡

がった面積です。

操作性の制御 Control of operability 硬化体性状の制御 Control of clump property

 自家骨に替わるインジェクタブル人工骨材料

 生化学因子を使用しない細胞機能の活性化

 生化学因子を効率的に賦与した材料の開発

 無機／有機ナノ複合材料の他分野展開

将来の夢 Future Development & Outcome

未処理の人工骨粉末を用いたインジェクタブル材

料は、湿度100％、37℃で24時間置いておくと、ゲ

ル状に固まり、指で押すと壊れます。

カルシウム吸着処理をした人工骨粉末を用いたイ

ンジェクタブル材料は、湿度100％、37℃で24時間

置いておくと、パテ状に固まり、指で押しても壊れ

ないで粘度のように塑性変形します。つまり、手術

の最中に骨欠損部に合わせて変形して、詰め込む

ことのできる材料と言えます。

研究の
狙い

生体親和性が高く、人工骨成分のカルシウムで粘性やゲル化を制御できるアルギン酸を

用いることで、骨とよく似たナノ構造と生体反応を示す水酸アパタイト／コラーゲン複合体

を、注入可能でかつ成形性に優れた人工骨材料に調製しました。

研究の
ポイント

人工骨粉末に対する

アルギン酸溶液の量

を減らしたり、溶液の

粘度を高くすることで、

広がりが小さく（粘り

気が高く）なり、操作

性が制御できます。
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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
“Smart” Biomaterials for the Future Medicine

国�ナノアー�テ�ト��ス���� (MANA) 生体機能材料���ト �合化生体材料�ルー�

���� E-mail： EBARA.Mitsuhiro○nims.go.jp

Key words: 環境応答性高分子、マテリアルセラピー、未来医療

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

●副作用を低減可能な薬物送達システムの開発が必要

まとめ Summary 将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

研究の
ポイント

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。

●細胞を用いずに組織の再生を促す生分解性材料開発

●患部のみで薬効を発揮するナノ粒子の開発

組織・臓器の機能を制御可能な材料 薬物の内包・放出を制御可能なナノ粒子

温度

25℃

37℃

40℃

粒径
200nm

100nm

0nm

室温で薬と混ぜる

薬

体温付近で体内を循環 加熱により薬物放出

�材料
���ポリ�ステルのポリカ�
ロラ�トン�PCL�

素材の弾性率を外部刺激で“ON-OFF”制御可能な
生分解性材料を開発し、細胞の機能制御を行った。

アメリカのFDAでも認
可されている汎用性の
高い生分解性高分子

分岐構造を有するPCLを化学的に架橋す
ることで、可逆的に結晶状態（弾性率）を
変化する生分解性材料の作製に成功

��性
温度に応答して弾性率が変化

結晶部位 アモルファス部位

温度↑

温度↓

親水・疎水性を外部刺激で“ON-OFF”制御可能な
ナノ粒子を開発し、薬物の内包・放出を行った。

�応用
室温で薬物を内包し、患部で
薬物を放出することが可能

�材料
温度応答性高分子のポリ（N-���ロピルア�
リルア��）

��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��な�合体
を�成

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

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

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

温度応答性
高分子

温度に応答して柔らかさを変化させる生分解材料の作

製に成功→構造力学的刺激で細胞機能を制御可能

温度に応答して薬物を内容・放出可能なナノ粒子の作

製に成功→副作用の少ない抗ガン剤治療への応用

材料のみによる根本治療の実現（マテリアルセラピー）

開発途上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

以上を通して、医療費の削減に貢献

心筋細胞の拍動数
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肝細胞の増殖
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～100 MPa

柔らかい
～0.1 MPa

�応用
弾性率変化を利用した細胞機
能の制御

近年、材料の構造力学的要因（弾性率
やトポロジーなど）が細胞機能（病気の
発症や癌の転移など）に深く関連してい
ることが明らかとなっている。 60 min0 min 30 min

～100 MPa ～0.1 MPa

基材の弾性率を低下させることで、筋芽細胞の伸
展面積が大幅に減少した。

弾性率の上昇に伴って心筋細胞の
拍動面積が減少した。

弾性率の減少に伴って肝細胞が増殖から
分化のフェーズに移行した。
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再生医療用多孔質材料
Porous scaffolds for tissue regeneration

��ナノ����クト�クス���� ������ ナノ�イ�分野 生体組織再生材料��ット

� �� ��m���� ������������○��m�������

Key words: porous scaffolds, biomaterials, tissue engineering

けがや病気などで失われた生体組織を再生する再生医療が注目されている。組織再生に

おいて多孔質材料は細胞の足場の役割を果たす。本研究では、形状安定性や生体親和

性の向上、空孔構造の制御など、再生医療用多孔質材料に関する課題の解決を試みる。

天然高分子多孔質材料に合成高分子骨格を導入し、形
状安定性を向上させた。

細胞ナノ微小環境をもつ超高生体親和性をもつ多孔質材
料を開発した。

氷微粒子により多孔質材料の空孔構造を制御することが
できた。

皮膚や軟骨などの組織再生に成功した。

まとめ Summary

天然高分子/合成高分子の複合多孔質材料 氷微粒子を空孔の鋳型に用いた多孔質材料

開発した多孔質材料の実用化

より複雑な構造をもつ組織、臓器の再生への挑戦

以上を通じて再生医療の実現に貢献

さらに、開発した技術の他分野への展開

将来の夢 Future Development & Outcome

研究の
狙い

天然高分子の多孔質材料に合成高分子の骨格を導入する技術を開発し、形状安定性を

高めた。細胞ナノ微小環境の導入により、きわめて高い生体親和性が得られた。また、空

孔の鋳型に氷微粒子を用いることで、空孔構造の制御に成功した。さらに、これらの多孔

質材料を用いて均一な皮膚組織、および軟骨組織を再生することに成功した。

研究の
ポイント

細胞ナノ微小環境を有する超生体親和性多孔質材料

スポンジ 複合スポンジ

複合メッシュメッシュ

天然高分子
のマイクロ
スポンジ

生体吸収性合成
高分子の骨格

再生軟骨

再生皮膚

100 µm 

100 µm 

ガラス板
氷微粒子

高分子水溶液

凍結

凍結乾燥、架橋

内部連通孔

漏斗状の表面空孔

氷微粒子の鋳型

漏斗状多孔質構造の形成

高分子水溶液の注入

表面撥水加工
した銅板

氷晶の成長

100 m

組織再生

均一な真皮組織
再生への応用

再生真皮の電顕像

組織再生複合化

従来の多孔質材料に比べ、高い細胞親和性と形状安定性

従来の多孔質材料に対し、細胞ナノ微小環境を模倣

きわめて高い生体親和性

従来の多孔質材料に対して、より均一な細胞分布を可能と
する空孔構造 均一な生体組織の再生

三次元
細胞培養

多孔質構造をもつ
高分子鋳型

脱細胞化

鋳型の除去

100 µm 

細胞ナノ微小環境

細胞

細胞由来のマ
トリックス産生

培養細胞由来
マトリックス材料

再生真皮の組織染色像
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