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2006−2010
NIMS 戦略の軌跡

第2期中期計画を振り返って

NIMS第2期中期計画が終わる。5年前、NIMSはどのような目標を掲げ、それを成し遂げてきたのか。
自らを検証することで、第3期へ、さらに研究をおしすすめていく。

2006年4月から5年間続いてきた、NIMSの第2期中期計画が、この3月をもって終了します。
第2期中期計画の目標は金属材料・無機材料など既存材料分野の充実に加え、環境・エネルギー、
情報通信、バイオなどの分野で新たな研究をすすめることでした。さらに材料開発の手法としてナノテク
ノロジーを重点的に使用し、
「ナノテクノロジーが拓く持続可能社会形成のための物質・材料研究」
を追求
しました。
研究領域は6領域を設定、各領域内のセンター、萌芽ラボ、基盤研究を担うステーションが一体となり、
多岐にわたる物質・材料研究を包括的におこなってきました。
また、世界をけん引する研究者を育成し、研究の国際化を推しすすめるため、国際ナノアーキテクトニ
クス研究拠点
（MANA）
を発足させ、多くの成果を挙げてきました。
さらに、日本が世界的な視野で物質・材料研究の優位性を確立するために、
「国際ナノテクノロジー
ネットワーク拠点」
、
「ナノ材料科学環境拠点
（GREEN）
」
、
「低炭素研究ネットワーク」
などを設立・運営
したこと、また
「つくばイノベーションアリーナ
（TIA）
」
に中心的機関として参画したことなどが重要な活動
でした。
研究成果の社会還元としては、ロールス・ロイス航空宇宙材料センター、NIMS -トヨタ次世代自動車
材料研究センター、NIMS-サンゴバン先端材料研究センターなどを筆頭に企業連携も多数実施しました。
それぞれの研究者に目を向けますと、材料科学分野における研究論文サイテーションランキング＊1では
世界第3位、国内では第1位に躍進。論文発表数と特許出願件数で研究者1人当たりの件数は国内第
1位にランク＊2され、企業連携、外部資金導入、特許収入においても上位にランクされるなど、特記すべき
結果を残しました。
第3期では、第2期に培った知見をいかし、国際社会にとって、また現代の日本にとって有益な研究
活動をさらに推しすすめていく所存です。これからのNIMSにご期待ください。
独立行政法人物質・材料研究機構 理事長

潮田 資勝

ナノスケール物質

情報通信材料研究

生体材料研究

ナノスケール新物質の
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NIMSのプロジェクト研究6領域
＊1 トムソン・ロイター社による
＊2 総合科学技術会議
（本会議）
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NIMS 2006 - 2010 戦略の軌跡
MANA（ナノシステム分野）

NIMS

ナノテクノロジー基盤領域
ナノテクノロジー基盤領域における研究開発

ナノテクノロジー
基盤領域

ナノテクノロジー基盤
萌芽ラボ

ナノテクノロジー基盤領域コーディネーター

ナノ計測センター

計算科学センター

藤田 大介

ナノテクノロジー
融合センター

量子ドットセンター
量子ビームセンター

第２期中期計画における位置づけ
ナノテクノロジーは21世紀の科学技術

ナノテクノロジー基盤領域における

アルの安全性や標準化が世界的に注目

プロジェクトでは有用な新機能をもつナノ

一原理オーダーN法の開発により世界最

研究の発展

されたことに伴い、2008年度より
「ナノ材

システムの実現を目指し、特に、原子スイッ

大規模の第一原理計算を実現しました

を支えるキーテクノロジーです。将来に亘っ

2006年の当領域発足当初は中期計

料の社会受容プロジェクト」
が新規に発足

チの集積による原子エレクトロニクスは実

て、環境、
エネルギー、
ライフサイエンス、情

画プロジェクト推進をミッションとする５セン

し、
ナノテクノロジー固有の課題であること

用的なナノシステムへと発展しました。
ナノ

量子ドットセンターでは、量子ドット、
フォト

ナノテクノロジー基盤領域における研究

報通信などの先端科学技術分野で世界

ターから構成されました。
プロジェクトは、
ナ

から本領域に設置されました。
さらに、
イン

計測センターでは、極限場SPM、高分解

ニック結晶、
ナノワイヤなどの設計・創製・

開発は、
５年間の中期計画を経て飛躍的

を先導するためには、革新的なナノテクノ

ノデバイス分野に革新をもたらす材料の構

フラ整備を担うナノテクノロジー融合セン

能透過電子顕微鏡、強磁場固体NMR、

評価技術を融合・高度化することにより、

な進歩を遂げ、数々の世界トップレベルの

ロジー基盤技術を保持する必要がありま

造を組織制御する技術、表面・表層・固体

ターならびに探索的研究を担うナノテクノ

表面表層精密電子分光、超高速時間分

新たなナノ構造の創製と機能性を追求しま

研究成果を挙げるまでに発展しました。我

す。NIMS第２期中期計画では、我が国の

内部にいたる超高分解能を有する計測・

ロジー基盤萌芽ラボが2009年度より発

解計測などを核として高度ナノ計測技術を

した。特に、液滴エピタキシー法により、内

が国のナノテクノロジーを活用した物質・

ナノテクノロジーを活用する物質・材料研

評価技術、ナノ構造で発現する機能・物

足しました。
このような変化を経て本領域

開発、特に、STEM-EELS高分解能化に

部応力や構造異方性、
欠陥密度の極めて

材料研究を推進する中核的拠点として整

究のイノベーションに資するため、
ナノテク

性の量子論的な解析と予測を可能とする

は、高度な基盤技術開発のみならず、萌芽

取り組み、原子識別イメージングに世界で

少ない量子ドットの作製に成功し
（図３）、

備されました。
また、本領域において開発

ノロジーの高度な共通基盤技術として、
ナ

シミュレーション技術、
ナノスケールの組織

的研究やナノ社会受容研究、
さらに高度

はじめて成功しました
（図１）
。

発光エネルギーの異方性の劇的な減少を

された基礎基盤技術をイノベーションとし

ノスケールでの創製や加工造形、計測・

や構造を実現するためのプロセス技術の

ナノテク研究支援まで包含したナノテクノ

計算科学センターでは、ナノ領域で新

達成しました
（図4）
。

て開花させていくためには、内外の研究機

分析、理論・計算などに関する技術を高度

開発を目的とし、優れた研究開発能力を有

ロジーに係る包括的な研究基盤として整

機能を有する次世代材料実現のための

化し、融合的に発展させるため、ナノテク

する５センター
（ナノシステム機能、
ナノ計

備されました。

理論基盤とデザインルールを構築し、新

制御、計測の飛躍的な向上のため、放射

り、社会ニーズを踏まえた融合研究を推進

ノロジー基盤領域を設置しました。本領域

測、計算科学、量子ドット、量子ビーム）
が

規物性機能の提案をおこないました。構

光、中性子、
イオンビーム、原子ビーム等を

する所存です。

は、ナノレベルの構造機能に着目し、従来

担当しました。MANA（国際ナノアーキテ

造、電子状態、物性・機能の相関を統合

総合的に開発・利用し、量子ビーム基盤

にない機能や現象を発現する物質・材料

クトニクス研究拠点）
の発足に伴い2007

次世代ナノテクノロジーでは、多数のナ

的に解析するため、第一原理計算、超大

技術の確立をおこないました。特に、中性

の設計と創製に向けて、
ナノテクノロジー

年度に組織変更がおこなわれましたが、
ナ

ノ構造をシステムとして組織化し、全体とし

規模解析、多物性・機能解析、強相関モ

子マルチスケール評価技術に関しては、

に係る先端的な共通基盤技術の開発を

ノシステム機能センターの担当プロジェク

て新機能を発現させる技術を開発するこ

デリング、
マルチスケール解析等の先端

次世代多目的パターンフィッティング・シス

推進しました。

トは本領域にて継続されました。
ナノマテリ

とが重要です。
ナノ機能組織化技術開発

ナノシミュレーション手法を開発。特に、第
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います。
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NIMS 2006 - 2010 戦略の軌跡
MANA（ナノマテリアル分野）

NIMS

ナノスケール物質領域
ナノスケール新物質の創製と組織制御に向けた取り組み

ナノスケール
物質領域

ナノスケール物質領域コーディネーター

ナノ有機センター
ナノセラミックスセンター

佐々木 高義

ナノスケール物質萌芽ラボ

20種類以上の新規ナノ物質の合成を達成

べた結果、
ナノスケールのサイズ、形状を

図１bは層状化合物を単層剥離するとい

例えば、
ナノシートは水溶液中に分散し

元規則格子が導入できることに着目し、
ガ

かになりました。
この技術は国内外の化学

本領域では無機から有機にわたる広範

反映した新規物性や増強された機能性が

うユニークなプロセスにより得られた厚さが

たコロイド溶液として得られますが、
その表

ラスやプラスチック上で機能性結晶薄膜

メーカーに実施許諾されて人工透析用フィ

数多く見いだされました。

わずか2nmのタンタル酸化物ナノシート

面に海に浮かぶ流氷のようにナノシートが

を配向成長させるという大きな発展性を秘

ルターとしての実用化が検討されています。

です。
このナノシートは機能性セラミックス

浮遊してくるというおもしろい現象を見いだ

めた応用も見つかりました。

の代表選手といえるペロブスカイト構造に

し、水面でナノシートを整列させ、
ガラスなど

関連した構造を持っており、
その組成、構

の基板上に転写する技術を開発しました。

ナノ物質の合成、
その集積化、

ど、基礎から実用化にいたるまで学術、応

複合化には無限の可能性

用の両面で多彩な成果が産み出されまし

な物質系において、
ナノメートルレンジのサ
イズ、形状を有する新規ナノスケール物質
を創製するとともに、
これらを様々に組織

合成したナノ物質の代表例を以下に紹
介します。

化・複合化することにより、次世代エレクト
ロニクス、環境、
エネルギー関連技術の発

窒化ホウ素ナノチューブ、

造を様々にデザインできるため、優れた誘

さらにこれを繰り返すことでちょうど積み木

展を担うシーズの創出を目指して研究をお

タンタル酸化物ナノシート

電性や光触媒性、蛍光特性を持った多く

細工のように多層膜を人工的に構築する

のナノシートが得られました。

プロセスを確立しました。

こないました。

図１aは本研究で開発したCVD法によ

ナノスケール物質の探索に関しては、

制御による透明な緻密焼結体の開発な

もう一つの例としては、亜鉛やカドミウム

た。本研究分野、すなわちナノ物質の合

の水溶液にアルカリを加えて合成される太

成、
その集積化、複合化には無限と言って

本技術を使って得られたチタンやニオブ

さ約2nmの水酸化物ナノストランドを球状

よい可能性があり、今後もさらなる発展、成

の酸化物ナノシート膜（図２）
は、厚さ5〜

の剛直なタンパク質と水溶液中で混ぜ合

果の創出につながっていくものと期待され

ナノスケール物質の持つ機能を効果的

20nmの極薄領域で、既存材料を大きく

わせて、複合化した後、
さらにタンパク質を

ます。

り合成した窒化ホウ素（BN）
ナノチューブ

我々独自の技術、工夫を加味した様々な

です。
リチウムやマグネシウムの酸化物を触

合成法を駆使して推進した結果、酸化物、

媒に用いることによりそれまで困難であった

窒化物、水酸化物、炭化物など多彩な物

高純度、大量合成
（１時間あたり数百mg）

に発揮させ、人間に役立つ実材料、
デバイ

上回る誘電性能を発揮するために、次世

化学的に架橋して丈夫な膜を合成しまし

質系においてナノチューブ、
ナノワイヤーな

が可能となりました。
この成果に基づきポリ

スとして活用するためには、
ナノ物質をナノ

代のコンデンサやトランジスタに欠かせな

た
（図３）
。

どの1次元ナノ物質、分子レベルの薄さの

マーとのナノコンポジッ
ト材料の開発がすす

レベルで精密に組織化、集積化したり、異

いhigh-k材料として有望視され、実用化を

この膜を酸処理すると、
ナノストランドが

2次元ナノシートなど、20種類以上の新規

められており、BNナノチューブの優れた熱

種物質と複合化することが必要です。本

目指して民間企業との共同研究に発展し

除去されてチャンネルとなることから、従来

ナノ物質の合成を達成しました。

伝導性や化学的安定性を活かした放熱基

領域でもソフト化学、
コロイド化学などを駆

ています。

の水処理膜の約1000倍のスピードで有

板への応用が期待されています。

使して様々な研究開発をすすめました。

そしてこれらの性質を様々な角度から調

その他、
セラミックスナノ粒子の界面の

積み木細工のようにナノ薄膜を構築する

さらにはこの手法により基板表面に2次

機化合物を分離・濃縮できることが明ら

ナノセラミックスはNIMS NOW 2010年11月号で特
集しています。

30nm

5 μm
図1a

06

高純度BNナノチューブ
（TEM像）
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1 μm
図1b タンタル酸化物ナノシート
（La2/3-xEuxTa2O7）のＡＦＭ像。
そのコロイド溶液は紫外光照射下で赤い蛍光を発する
（右）。

図2 ペロブスカイトナノシート
（Ca2Nb3O10）
３層膜（断面TEM像）。溶液プロセスによる
レイヤーバイレイヤー累積により構築。200を超える誘電率を発揮する。

図3 フェリチンの多孔質濾過膜（断面SEM像）
。
内部に径2nm前後のチャンネルを持つ。
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NIMS 2006 - 2010 戦略の軌跡
NIMS

情報通信材料研究領域
次世代情報通信機器部品の基礎的課題の多くを解決

情報通信
材料研究領域

半導体材料センター
光材料センター

情報通信材料研究領域コーディネーター

堀池

浩

磁性材料センター
情報通信材料研究萌芽ラボ

本領域の目標

光材料センター

した酸素空孔に電子が移動することで

ユビキタス社会の情報通信機器には、

安全・安心に向け大面積化を進めていま

をCFSA系により開発し、MR比が室温

株式会社と共同でハンドヘルド型を開発

発生することを解明しました
（図1-a）。
そ

セラミックスを基盤にした光学材料によ

す。
コロイドフォトニック結晶のバンド構造

43%、低温130%を達成し、次世代HDD

し、
また、h-BNはへき開面が超平坦なた

高集積化、高速化、
メモリ大容量化、低消

して、high-k膜中の空孔がゲートの材料

る、紫外から赤外の自在な光の生成を研

を利用し、蛍光材料と組み合わせた有機

ヘッドへの応用の可能性が浮上してきまし

め、世界中のグラフェン研究者の求めに

費電力化などが求められています。
その要

の種類による影響を電子線誘起電流法

究してきました。窒化ホウ素(h-BN)は金属

フレキシブルレーザが開発され、
その応用

た。
また、垂直磁化媒体ではL1 0 -FePt系

応じて供給され、
その研究を支えています。

求に対し、半導体、光、磁性の各種物質・

(EBIC)で評価し、high-k膜中の酸素空孔

融剤を用いたフラックス成長で作成し、電

としてのチューナブルレーザは優れた成果

で6nm以下の粒子で1.5nmのサイズ分

フッ化物結晶技術は株式会社トクヤマへ

材料を、(1)結晶構造や電子軌道に由来

の量は多結晶シリコンSi、金属シリサイド、

子励起により深紫外(215nm)の紫外線

です(図2)。

散の媒体で熱アシスト磁気記録を達成し、

移転され、大口経ＣａＦ２として商品化さ

1Tbit/in2の見通しを得ました。磁石ではレ

れました。
ワイドバンド半導体の酸化亜鉛

する物性を洞察し、(2)そのナノ構造体を

窒化物、炭化物金属の順で少ないことが

光源を開発しました。水晶板に圧力をかけ

独創的合成法により創製し、(3)種々の新

判明しました。

て生成したQPM(疑似位相整合素子)に

磁性材料センター

アアースであるジスプロシウム（Dy）
を用

ZnOは大型単結晶成長に成功し、三菱瓦

いずにNd-Fe-B系の界面ナノ制御により

斯化学株式会社から市販されています。
ト

規な観察・計測をナノレベルでおこない、
そ

そこで、仕事関数の制御ができ、微細加

より193nmへの波長変換に成功し、ArF

1Tbit/in 2を目指した超高密度磁気記

こで見出した新物性を、(4)ナノサイズで制

工性の優れた非晶質金属ゲートを開発し、

(193nm)レーザの固体化が期待されま

録、及び電気自動車（EV）用の高保持

保磁力を20kOeにまで高めることに成功

ヨタ自動車株式会社や日立金属株式会

御することにより新規な機能を発現させた

炭化タンタルTaCにイントリウムYを添加する

す。一方、強誘電体のLiNbO 3の恒久的

力磁石を開発してきました。特長的なこと

し、元素戦略の一翼を担うことができました

社と磁石、株式会社東芝とはMRAMで、

材料を開発し、(5)デバイス化する研究方

ことで非晶質構造を有し、
0.8eVのフラッ
トバ

なQPMによる広範囲な波長変換素子を

は、3次元原子プローブなどナノ観察手

（図3）
。

株式会社日立グローバルストレージテクノ

針を達成することが当初の目標でした。

ンド制御が可能で酸化ハフニウムHfO2上

開発し、医療から光波長多重通信などの

段を駆使してナノ構造を制御しているこ

でも安定な材料を見いだしました
（図1-b）
。
さ

応用が拡がり、深紫外線に対して透明な

とです。再生ヘッドでは、
まずトンネル磁気

らにhigh-k材料のシリコンSiへ酸化膜を生じ

BaMgF4強誘電体の大口径単結晶も開

抵抗(TMR)素子に着手し、
ホイスラー合

本領域は産業界との共同研究や成果

ない直接接合が求められ、
熱力学の観点か

発され、QPMにより277nmの紫外光へ

金のCo2FeSi0.5Al0.5(CFAS)系を開発

の移転を重要視し、ゲートスタックの成果

タックの課題はフェルミ・レベル・ピニング

らこの材料をコンビナトリアル手法で探索し、

の変換が達成されています。
コロイドフォト

し、MR比は400%以上に達しています。

はSelete株式会社を通じて国内の半導

(FLP)でした。筑波大学、Selete株式会

金属ゲートとの整合性もよいCeHfAlOx系

ニック結晶は応力で色が変わり、歪などの

一方、TMRでは抵抗値が高いため面直

体企業に移転されました。

社と連携し、FLPはhigh-k膜中に発生

high-k材料を見出しました
（図1-c）
。

応力箇所の可視化ができ、建造物などの

電流ー巨大磁気抵抗(CPP-GMR)素子

半導体材料センター
次 世 代 C M O S の 心 臓 部 のゲートス

ロジーズと垂直磁化媒体で、及びＮＥＣと
5年間の総括と成果

磁壁メモリの各分野で、共同研究が進行

h-BN深紫外線光源は双葉電子工業

しています。

半導体材料はNIMS NOW 2010年7・8月合併号、
磁性材料は同10月号で特集しています。

電子

(a)

FLPが起こる

(b) 初期磁粉

(a)

0.8

HfO2
SiO2
Si

酸素空孔（＋）
：
EBICで視覚化

Nd80Cu20を拡散した磁粉

0.7
0.6

1mm

0.5

(a)

仕事関数制御可能

0.4
初期磁粉

HfO2
SiO2

FLPがない
安定な界面

Si

TaC：Y

(c)

安定な界面
CeHfAlOx(ε＝28)
Si
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Siに
直接接合

図1 フェルミ・レベル・ピニン
グ(FLP)の発生機構とNIMSの
提案。(a)界面反応でSiとHfO 2
の酸素 が結合し、HfO 2 中に酸
素空孔(+)が生じ、出た電子は
Poly-Siに入り、クーロン引力
によりフェルミ順 位を固 定し、
P o l y - S iに電 圧を印 加しても
Si/SiO 2 の界面のチャンネル
を制御できなくなる。(b)TaC:Y
をゲート金属とするとFLPが起
こらない界面を生成で、0.8eV
の範囲で仕事関数を変えること
ができた。(c) HfO 2 の代わりに
CeHfAlOxを用いるとSiとの界
面に酸化膜が生じなく、Siに直接
に接合することができた。

475nm

450

502nm

500

546nm

550

Wavelength (nm)

図2 ソフトチューナブルレーザ
(a) 2枚のガラス基板の間にコレ
ステリック液晶オリゴマーを挟み、
95℃(左側)と85℃(右側)に加熱
する。
その後、
過冷却操作によって、
ガラス硬化したサンプルの写真で
ある。液晶のらせん長さが徐々に
20μm
変わり、
これがキヤビティ長が連続
的に変化した効果を発揮する。
(b) 図(a)の液晶のらせん長が徐々
に変わった部分の顕微反射スペク
トル
（上図）
とレーザー発振スペクト
ル（下図）である。測定箇所を移動
すると反射バンドは連続的にシフト
600 し、
それに伴ってレーザー発振の波
長もチューニングできる。

400nm
(c) Nd80Cu20を拡散した磁粉

0.2

50μm

反射率(au)

(b)

(b)

TaC：Y

エミッション強度(au)

非晶質

0.3

M/Mmax

PolySi ゲート

0.1
0.0
-20 -18 -16 -14 -12 -10 -8
H (kOe)

-6

-4

-2

0
400nm

図3 ジスプロシウムフリー ネオジム磁石
(a)磁化Mー保磁力Hの関係。(a,b)焼結磁石よりも約一桁微細な結晶粒径を持つ HDDR(（水素化-相分解-脱水
素-再結合）処理法で作製したNd-Fe-B磁粉に対して、(a,c)Nd-Cu合金を結晶粒界に沿って拡散させ、Dyを全く
使わずにHc˜20kOeを達成。右図で黒色部分がNdFe14B領域であり、白色部分がNd richからなる粒界層を示
この粒界層で囲まれて孤立化しているため、隣接の領域と
す。NdFe14B領域は磁場が印加されると磁化するが、
相互作用せず、全体として一方向の磁化が保持されるため、
保持力が向上する。
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NIMS 2006 - 2010 戦略の軌跡
MANA（ナノバイオ分野）

NIMS

生体材料研究領域
材料科学とバイオ技術を融合 医療産業育成に取り組む

生体材料
研究領域

生体材料センター

生体材料研究領域コーディネーター

青柳 隆夫

生体材料研究萌芽ラボ

本領域の目的と構成

総括と第3期中期計画に向けて

うな硬組織、皮膚や血管、内臓組織のよう

構造およびそれらの階層構造によって、
か

理想的な力学的強度を獲得することに成

な軟組織と様々であり、
それらを修復するた

らだができているのです。
すなわち、疾病の

功しています。
この成果に基づいて、
さらに

その他、
フェニルボロン酸を用いた新し

当領域では第2期5年間で製品に繋が

料 研 究 萌 芽ラボおよび 生 体 組 織 再 生

めに人工材料も多岐にわたっております。

修復を目的とした人工材料・バイオ材料の

コラーゲンとの複合化によって、無機系人

い動的界面ゲートを有するバイオトランジ

る成果も得られました。他の研究の成果も

材料プロジェクトより構成されています。

各グループはそれぞれの材料の特性を熟

設計構築には、
ナノテクノロジーの概念を

工材料の高機能化の研究も実を結びつ

スターの合成に成功。
さらに、同化合物を

それぞれ製品化につなげていきます。

NIMSの融合研究体制の特徴・強みを活

知した専門家集団であり、知識を結集して

導入し、
人間により近い緻密な構造を再現

つあります。

末端に有する自己組織化膜を調製し、
シ

かし、新しい生物機能性材料・医療デバイ

研究に取り組んでいます。

し、
それをさらに構造化することがたいへん

本領域は、生体材料センター、生体材

スの開発を精力的に推進する事を目的に

生体材料萌芽ラボでは、予病のための

研究を推進しております。

有効なのです。

簡便で的確な診断技術を集中的に研究

NIMSでは、
ご存じのように材料・デバ

しています。
また、生体組織再生プロジェク

イスを開発するために必要な高水準の研

トでは、NIMSの異分野融合によって生体

究設備（合成および評価装置、細胞培養

分子の配向制御に基づく組織再建用新

室や動物実験施設）
と高い技術ノウハウ

材料の研究に取り組んでいます。

研究成果
多くの研究成果の中で特徴的なものを
ご紹介します。

早期に製品化につなげる予定です。

アル酸の定量分析に成功しました。最近、

ルセラピー」
をテーマに研究を強力に推進

狭窄を効果的に防ぐ薬物放出型ステント

各種病態とシアル酸との関係が明らかに

していきます。
これは材料が主役となり積

の開発研究を継続的におこなっています。

されてきており、
シアル酸の簡便な定量法

極的に細胞機能をコントロールするもの

動脈硬化により血管が狭窄した場合、
ス

の開発は検査診断領域において大きな貢

で、NIMSの幅広い材料技術を結集してお

テントを用いて血管を拡張させますが、従

献をするものと期待されています。

こなう新しいバイオマテルアル研究です。

生体材料システム化グループでは、再

来のステントでは再狭窄（再び詰まること）

また、先端医療材料グループでは、分子

無機生体材料グループでは、配向連通

が問題となっていました。
そこでステント表

生物学および細胞生物学手法を駆使し

多孔質アパタイト人工骨に関する研究を

面に優れた密着性を有する生体由来材

たセンサー細胞の構築、応用に取り組ん

継続的にすすめてきており、2009年8月

料を固定化し、
そのマトリックスからタミバロ

でいます。
これは細胞が、
あるシグナルに応

20日、厚生労働省の薬事承認を取得しま

テンという薬剤を放出。血管内皮細胞の

答して蛍光タンパクを発現するものであり、

した。
これはクラレメディカル株式会社より

誘導、組織形成を促進することにより、健

抗ガン剤や毒性金属イオンの超微量なセ

人間のからだは最小単位が「細胞」
であ

として商品化され、販売が開
「リジェノス®」

常の血管の表面と見間違うほどの組織が

ンシングに応用できることがわかってきまし

り、細胞の集団とそれを支えるマトリックス

始されました。
この人工骨は、氷を鋳型にし

安定に形成されることを見出しました。長

た。量子ドットやナノ微粒子材料の毒性の

中核となる生体材料センターは８グルー

で
「組織」
が構築され、
それらが機能を発揮

て空孔形成しており、
さらにその空孔の配

期間にわたって再狭窄を抑制することが

評価に極めて有効な手段になると期待さ

プで構成されています。生体は骨や歯のよ

できる
「臓器」
となります。
極めて緻密なナノ

向をそろえることにより、人体の骨に近い

判明し、順調に動物実験が推移しており、

れています。

を蓄積しています。
その利点を活かしつつ、
材料科学における多くの知見とバイオ技

第2期中期計画における目標

術を積極的に融合させることで、外部医療

ナノテクノロジーを活用するバイオ材料

機関と協力しながら医学応用を図り、医療

の開発が目標です。

産業育成に取り組むことが本領域の目的
です。

当領域では、第3期に向けて
「マテリア

この研究を通じて社会貢献に努力してい
きます。

ナノバイオ生体材料はNIMS NOW 2009年６月号
で特集しています。

多孔体

氷柱の成長
冷凍乾燥
焼結
冷却板

血栓形成：なし
液体窒素

1mm
図1
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開発品人工骨リジェノス®の製造法と実際のマイクロＣＴ像

図2

血管内に留置されたステントの模式図

図3

開発された薬物溶出ステント留置後の血管表面
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NIMS 2006 - 2010 戦略の軌跡
MANA（ナノグリーン分野）

NIMS

環境・エネルギー材料領域
環境・エネルギー材料の高度化のための研究開発

環境・
エネルギー材料
領域

新構造材料センター

環境・エネルギー材料領域コーディネーター

超耐熱材料センター

次世代太陽電池センター

長井 寿

燃料電池材料センター

環境・エネルギー材料萌芽ラボ

超伝導材料センター
光触媒材料センター

材料ナノテクノロジーの基礎力を
社会ニーズにぶつける

働の燃料電池材料開発からはじめました。

は象徴的な成果を選んで紹介します。

まず材料基礎が大事ですが、部材化・シ

機のエンジンへの搭載が本格的に検討

性、高強度で高安全という複数の矛盾が

るクリーンエネルギー技術として期待されま

されています。将来的には数々の試験を経

壁になります。

す。特に、水を光分解して水素などを生成

この領域の思いは、NIMSの強みである

ステム化のために、作りこみ基盤技術も独

民間航空機ジェットエンジンへの搭載

て、
商用飛行に運用される予定です
（図１）
。

「材料基礎力を緊急な社会ニーズに適用

自研究に位置づけて、
その上に企業連携

Ni基単結晶超合金タービン翼

したい」
ということに尽きます。
より具体的に

を意識的に追求し、早期の実用化移行を

は、材料構造や様々な材料反応をナノレ

より確実にしました。

ベル制御によって、
より高機能、安全、安

化石資源は無限ではありません。
その高
効率な利用は資源節約に貢献し、同時に

ところが第２次中期計画の期間中に、

そこで当領域では、
まず鉄のナノ構造を

する機能は、植物の光合成に類似してい

基礎研究を土台に、
民間企業との密接な

制御し、高強度で破壊に強い素材開発と

るので人工光合成とも呼ばれています。代

連携で最終製品化にまでたどり着いた成

いうブレークスルーを実現しました。
さらに、

表的な光触媒である二酸化チタンは紫外

果です。

加工技術に優れた個性ある企業と連携

線応答のみで、
その弱点を克服できる可

し、
その素材をさらに改善しつつボルトの成

視光応答型光触媒の開発に取り組みまし
た。

燃焼による二酸化炭素の発生を抑制しま

定に作動し、資源・エネルギー利用をより

環境・エネルギー材料領域に対する期待

す。大型ジェットエンジンの燃料効率の向

超高強度で壊れにくい

形に成功しました
（図２）。従来法高強度ボ

高効率化する材料技術を見出し、
これらの

が加速度的に高まってきました。
そこで社

上も同じ目的でおこなっていますが、
それは

1800メガパスカル級ボルトの開発に成功

ルトは脆いのですが、開発された成形法の

リン酸銀の水分解による酸素発生試

社会貢献を確実にすすめることです。

会ニーズをいちはやく把握し、次世代太陽

燃焼温度を高めることで実現でき、
それに

世界の生産量の拡大は資源の持続可

ボルトは壊れ方がねばく、高い安全性を示

験では、可視光下での量子収率はおよそ

電池、
白金族金属、LED蛍光体、全固体

耐えうる合金が必要となります。

能性の脅威となっていきます。
したがってこ

します。
これらはわが国が資源有効利用度

90%と驚異的な値を示しています
（図３）。

世界一を誇れる基礎研究成果です。

端緒的ですが夢を拡大する貴重な基礎研

しっかりとした土台のある三分野である、
超耐熱超合金による部材化、
各種超伝導

リチウム二次電池、発電用熱電材料など

NIMSは世界最高性能を示す超耐熱

れからは生産量ではなく、資源の有効利用

の新しい分野の立ち上げなどを迅速にお

ニッケル基超合金をいくつも開発してい

度を競う時代になります。膨大な素材が必

こないました。

ますが、
そのひとつを大型ジェットエンジン

要な産業分野に共通されるニーズは、
あり

人工光合成の夢を開く

タービン翼に組み込むことに挑戦しました。

ふれた資源で作れる、軽量、安全、安価な

可視光応答型光触媒の開発に成功

究成果です。
メカニズム解明などを通じて、
可
能性を拡大する取り組みをすすめています。

物質の部材化、金属材料の高機能部材

それぞれの分野は所期目標に添う成果

化と、全く新しい挑戦となった二分野であ

にとどまらず、新しいアイデアも次々と生み

種々の材料評価試験に合格、
タービン翼

素材です。鉄で実現するには、合金元素

太陽光は地球のエネルギー源です。
これ

る、可視光域光触媒材料開発、中低温稼

だしていますが、紙幅の制限もあり、
ここで

鋳造に成功し、
ボーイング次世代型旅客

にむやみに頼らないこと、高強度で高成形

を直接利用する光触媒は化石燃料に代わ

超耐熱材料はNIMS NOW2009年10月号、超伝導
材料は同年9月号、光触媒材料は2008年3月号で
特集しています。

光吸収能（a.u）
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高まる期待と新しいシーズの成長
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波長（nm）

50mm
図1
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大型ジェットエンジン用単結晶タービン翼
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図2 壊れ方がねばく、
高い安全性を持つ新開発ボルト
上：開発した六角ボルト
（M12）
（引張強度=1848MPa）の壊れ方
下：従来法六角ボルト(M12)
（引張強度=1833MPa ）
の壊れ方

図3 可視光応答型光触媒
左：リン酸銀の粉末
右：Ag3PO4の光吸収能（左軸）
と酸素発生試験での見掛けの量子収率（右軸）の波長依存性
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NIMS 2006 - 2010 戦略の軌跡
NIMS

材料信頼性領域
「古くて新しい問題」
「解決に長時間を要する問題」
のクリアに向けて

材料信頼性センター

材料信頼性
領域

ハイブリッド材料センター

データシートステーション

材料信頼性領域コーディネーター

香川 豊

センサ材料センター

材料創製支援ステーション
材料信頼性萌芽ラボ

領域の目指したもの
材料の破損や破壊による事故を未然に

度の第2期中期計画の開始時に｢材料信

ロジェクトがおこなわれたことは特筆に値し

プ・疲労・応力腐食破壊などの時間依存

みに利用した、ハイブリッド材料の研究を

頼性領域｣を組織しました。

ます。
それとともに、
この分野の研究者を多

性の劣化機構を把握し、使用環境下で材

おこない、繊維強化プラスチックス、
セラ

く抱えているNIMSの独自性に富む研究

料の破損に至る時間を予測するための研

ミックスハイブリッド材料、
コーティングなど

活動であったといえるでしょう。

究開発がおこなわれました。

を中心に展開しました。
また、
ハイブリッド効

防ぎ、構造体の信頼性を保障し安全・安

この領域では、発足当時、3センターが

心を確保する問題は重要かつ継続性が

設けられ、
その後、2009年度にデータシー

必要な課題です。
しかし、材料技術としては

トステーションと材料創製支援ステーショ

この分野は既に完成されたものとの認識

ンが加わりました。

一方、
このような状況に反して、構造材

果を最大にするためには、強度と靭性の両

対象とした材料以外にも種々の材料系へ

ン、材料創製支援ステーション、材料信頼

形状を工夫し、低コストで簡便に腐食環境

立という難しい課題がありましたが、
その解

の展開が可能です。
この５年間に培われた

性萌芽ラボなどの新たな組織を導入したこ

下での材料の劣化を調べる研究は社会

決策としてマルチスケールの材料高強度•

知見は直接材料の研究に役立つものと、

センター間の相互関係及び

とは、
この５年間を経て、本領域のミッショ

インフラが老朽化することに対する警告や

高靭性化をバイオミメティックスの考え方

異種材料や異種分野への展開が可能な

領域の存在意義

ンが終了したとき、領域の研究分野が広

安全性を提供するという点から重要です

を参考にして提案しました
（図2）。

ものに分けることができます。

がり、次期プロジェクトにつながる新たな成

（図1）。CO 2 削減や省資源化のために、

第2期中期計画初期に材料信頼性領

ないばかりか、過去に社会インフラに使わ

域に設置された３センターは、構造材料を

れた材料の老朽化や、過酷な環境での使

安全安心に利用することを考え、

用などにより安全性が損なわれる件数は

①材料が壊れる前＝センサ材料センター

増す傾向にあり、材料信頼性領域の研究

②材料が壊れる時＝材料信頼性センター

ここでは、領域設立当時からの3セン

が欠かせないという状況になっています。
こ

③材料が壊れた後＝複合材料•コーティング

ターの成果の中から、代表的なものを選ん

それらの材料自体、及びその材料を使

のような現状を把握した当該分野の研究

センター
（後のハイブリッ
ド材料センター）

で説明します。
この他にも多くの成果が得

用した時の劣化判定の手法開発も重要

られているので、過去のNIMS NOWなど

な成果です。

という時間的経緯により分けました。

NIMSではこのような
「古くて新しい問

このように、構造材料の将来の利用技

題」
かつ「解決に長時間を要する問題」
に

術を考えつつ、材料が使われる状態での

対する解決策を用意するために、2006年

時間軸をパラメーターとして一つの大型プ

電極電位 (V vs. SCE)

信頼性領域の代表的な研究成果

を参照してください。

紙面の都合から３センターの研究しか紹

発電所などの高温プラントの高効率化が

化の検出は安全性に欠かせません。
セン

介できませんでしたが、得られた成果が広

求められ、
さらに次世代プラント用の材料

サ材料センターは、火炎が260nm以下の

範囲の材料技術の研究開発に役立つこ

では、使用環境がより過酷にならざるを得

波長領域においても、感知できるスペクト

とを望んでおります。

ない状況にあります。

ルが存在することを利用したセンサを開発
しました
（図3）。
この波長では太陽光下で
も火災を検知することが可能です。
これは従来からあるセンサとの併用でさら

ハイブリッド材料センターではフェイル

なる安全性確保に貢献できます。
センサ材

材料信頼性センターでは実用的な金属

セーフ機能を材料自体に組み込む手法と

料自体の研究開発だけでなく、
デバイス化

系構造材料の実用環境中におけるクリー

して、力学特性の異なる材料や界面を巧

を目指した研究を推進したことはこの分野

有機相の
変形特性
有機相の変形、
ブリッジング

すきま腐食あるいはSCC
の発生領域

プレート内の
ナノ構造
ナノグレインの
相対変位

材料信頼性はNIMS NOW2010年6月号で特集を
しています。

プレート間の相互作用
界面剥離と
亀裂偏向

-0.2

インターロッキング、
プルアウト

1μｍ
m

100n

SCC進展領域

-0.3

10nm
1nm

-0.4

0

図1 80℃、
NaCl水溶液中すきま付き304ステンレス鋼の応力腐
食割れ領域を求めた図。すきまから応力腐食割れが生ずると、
より温
和な環境でもき裂が進展しうることを、
世界ではじめて明らかにした。
腐食環境下での安全性確保に役立つ。

腐食なし
5

10

15

NaCl 濃度 (％)

14

果が得られる組織となったといえます。

構造材料自体の損傷の検出と環境劣

304鋼丸棒

-0.1

信頼性領域でおこなわれた各研究は、

試験片サイズや小さなすきま形成材の

料の破損による事故は依然としてなくなら

開発が必要になっていました。

今後の発展

また、最終的にデータシートステーショ

が強く、国際的にも研究開発従事者が減
少傾向にあります。

の将来の研究開発手法としても重要です。
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25

図2 将来のハイブリッド材料の力学特性向上に利用できるマルチスケール破壊
機構の解明。一つの大きさだけではなく、いろいろな大きさで働くメカニズムを一
つの材料に応用できる考え方である。この考え方の一部を利用した人工的なハイ
ブリッド材料も作製し、効果を検証した。

図3 ダイヤモンド深紫外線センサの外観。センサ材料からデバイス
まで一貫した研究開発の成果である。
このセンサを用いることにより、
材料が置かれている環境での危険性を検知し、
構造体の安全•安心を
保証する使い方が可能である。
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NIMS NEWS

「グラフェン国際ワークショップ2011」、
「Workshop on Dirac Electron Systems 2011」
を開催
1月17日・18日の2日間、NIMS主催、

ル物理学賞受賞：写真上）、
カーボン研究で

ク電子系やトポロジカル絶縁体など をテーマ

東京工業大学、筑波大学協力による
「グラ

世界的に著名なミルドレッド・
ドレッセルハウ

とした熱い議論が、
日本の若手研究者を中心

フェン国際ワークショップ2011 (Graphene

ス教授（米マサチューセッツ工科大学）、
グ

に繰り広げられました。

Workshop in Tsukuba 2011)」
が茨城県

ラフェンの化学的応用を研究しているクラウ

約70人の研究者

つくば市のオークラフロンティアホテルつくば

ス・ミューレン教授（独マックス・プランク研究

による議 論にはノボ

にて開催されました。

所）
ら5名がおこないました。
その後、我が国

セロフ教 授も参 加 。

の本分野での第一線の研究者が、最新の

NIMS内外の研究者

した次世代エレクトロニクスへの応用や、巨

研究結果15件を発表。質疑応答でも活発

と交流しました。

大芳香族分子の新機能発現のためのプ

なやり取りがおこなわれました。

グラフェンには電子の超高移動度を利用

ラットフォーム応用など、近年注目が集まって

続く1月19日には、NIMS並木地区におい

います。今回の会議では選択的、大面積、無

て、 Workshop on Dirac Electron Sys-

欠陥のグラフェン膜の成長法の探索と応用

tems 2011（MANA後援）
が開催されまし

展開が200名以上の参加者のもとに議論さ

た。
この会議では特に、
グラフェンを中心とし

れました。

た物理分野での最先端研究について議論

基調講演はコンスタンチン・ノボセロフ教
授（英マンチェスター大学、2010年ノーベ

されました。
グラフェンや有機伝導体におけるディラッ

ドレッセルハウス教授、
ノボセロフ教授と参加者たち

「光触媒と環境再生材料2011」
と
「第4回日中先進光触媒材料シンポジウム」
を開催
１月１７日〜19日、NIMSの光触媒材料セ

回日中先進光触媒材料シンポジウム」
をサテ

シンポジウムには、
中国25名、
国内25名が

ンターはNIMS国際シンポジウム
「光触媒と環

ライ
ト会議として、
南京大学エコマテリアル再

参加し、
活発な意見交換がおこなわれました。

境再生材料2011」
を、
つくば市のNIMS構内

生可能エネルギー研究センターの協力を得

で開催しました。会議では、環境浄化や環境

て、
裏磐梯猫魔ホテルで開催しました。

再生など、
持続的な社会の構築を目指した光

このシンポジウムは、
日本科学技術振興

触媒材料や触媒科学、
ポーラス材料とそれら

機構（JST）
と中国科学技術部国際協力局

の理論的な探究を柱とした5課題のシンポジ

（MOST）
が共同で推進している戦略的国際

ウムがおこなわれました。参加者は120余名

科学技術協力推進事業
「環境低負荷型浄化

にのぼり、
熱心な議論がおこなわれました。

技術及び太陽光利用水素製造技術に関わ

このシンポジウムに引き続き、1月20日〜

る高機能光触媒材料の研究
（平成19年度〜

22日には光触媒材料にテーマを絞った
「第４

22年度）
」
の最終年度を締めくくるものです。

光触媒と環境再生材料2011の参加者集合写真

玄葉光一郎国家戦略担当大臣がＮＩＭＳをご視察
1月29日、玄葉光一郎 国家戦略担当大

ジェッ
トエンジンのタービンブレード用材料を開

臣・宇宙開発担当大臣・内閣府特命担当大

発しているロールス・ロイス航空宇宙材料研

臣がNIMSに来訪し、
千現地区と並木地区を

究センターを訪れました。

ご視察されました。

その後、
並木地区においてMANAファウン

潮田理事長によるNIMSの概要説明の

ドリをご視察。視察後の意見交換会では、
日

後、玄葉大臣は、
レアアースの中でも特に希

本は科学技術のレベルが高いが、更なる発

少であるジスプロシウム不要のネオジム磁石

展には教育の充実が重要である、
などの議論

を開発した磁性材料センターと、航空機用

がなされました。

タービンブレード材料の航空機エンジンへの
実用化について説明を受ける玄葉大臣

つくば市と小型家電製品の回収と金属再生に関する協力等の協定締結
2月3日、
NIMSとつくば市は
「携帯電話など
の小型家電製品の回収と金属再生に関す

こなっていきます。
具体的にはNIMSの技術を活用し、
携帯電

る協力等の協定」
を締結しました。
これにより、

話などからレアメタルなどを回収しやすくするた

NIMSとつくば市はリサイクル事業について相

めの解体技術を提供することや、
日本ではじめ

互に協力し推進していきます。特に小型家電

て携帯電話に含まれるタングステンの回収に

製品の回収や選別、
金属再生の促進などに

とりくむことなどを予定しています。
また、
民間企

関し、
NIMSからの技術的アドバイスや、市民

業との技術提携を図りながら金属再生事業

啓発活動への助言、専門家の派遣などをお

の効果的な体制を確立します。
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