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奥村展三文部科学副大臣と神本美恵子政務官がNIMSをご視察1

金属酸化物とポリマーナノ複合材料に関する国際ワークショップをブダペストで開催2

　平成23年9月29日、NIMSと天津大学（本部：
中国天津市）は5年間の「連携センターに関する
契約」を締結しました。昨年10月、NIMSと天津大
学は「光機能材料の研究開発および環境・エネル
ギー分野への応用」に関するMOUを締結し、研
究連携をしてきました。
　新しいこの契約により、天津大学からは施設

の提供、双方からは人材を派遣し、天津大学構
内に「NIMS－天津大学連携研究センター」を設
立し、最新の材料科学技術によるより広範な分
野での環境・エネルギー用先端機能性材料の開
発を目指していっそうの協力促進を計ることとな
りました。
　本センターはNIMSが海外機関に設置するは

じめての本格的な
連携研究センター
であり、今後のモ
デルとなるもので
す。NIMSにとって、
近年発展の著しい中国における重要な情報源や
交流の窓口になるものと期待されます。

NIMSと天津大学「連携センターに関する契約」を締結3

　平成23年10月12日、奥村展三文部科学副大臣
と神本美恵子政務官がNIMSの並木・千現地区を
視察されました。
　潮田理事長によるNIMS概要説明と青野拠点
長の国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
（MANA）概要説明の後、奥村副大臣と神本政務
官はサイアロン蛍光体のLED照明への応用例や

放射性物質の閉じ込め材料の開発研究成果など
の説明を受けられました。その後、クリープ試験
装置、航空機のジェットエンジンのタービンブ
レード用ニッケル合金、およびレアアースであるジ
スプロシウムを使わないハイブリッド自動車用ネ
オジム磁石研究開発を視察されました。
　神本政務官は、40年以上おこなわれたクリープ

試験のテレビニュース（今年2月）が印象深かった
と述べられました。

　平成23年9月19日～21日の三日間、ハンガ
リーの首都ブダペストにおいて“金属酸化物とポ
リマーナノ複合材料に関する国際ワークショップ
（Workshop on Metal Oxide / Polymer Nanocom-

posite and Application）”が開催されました。
　本会議はJSPSの二国間共同研究事業の一環
としてハンガリー応用物理・物質科学研究所と
NIMSナノエレクトロニクス材料ユニットの共催
で開かれ、両機関と共同研究を実施している東
北大学、ブダペスト工科・経済大学、ヨハネス・ケ

プラー大学（オーストリア・リンツ）およびライプ
ニッツ高分子研究所（ドイツ・ドレスデン）からも
参加があり、総勢26名の研究者が集結しました。
　会議は、Prof. Bársony（ハンガリー応用物理・
物質科学研究所所長）の基調講演にはじまり、
続いてProf. Sariciftci（ヨハネス・ケプラー大
学）の有機太陽電池の開発指針について講演が
ありました。その他、各国の若手研究員から金属
酸化物－有機ナノ複合材料の基礎物性解析か
ら材料合成、さらにはデバイス応用まで幅広く議

論がなされました。
　NIMSからはZnOの半導体としての機能、有機
材料との界面物性、有機半導体の界面形成機構
など主に材料の基礎物性について報告しました。
　ワークショップは今後のさらなる共同研究を
継続することを確認しつつ幕が閉じられました。

古紙配合率100%再生紙を
使用しています
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　平成23年10月から、NIMSイブニングセミナーを東京・竹橋で開催します
（共催：社団法人日本工学会、協賛：財団法人総合工学振興会）。 本セミナー
では、NIMSの長井寿 中核機能部門 部門長がオーガナイザーとなり、元素
戦略、ナノ物質、計算科学などの最前線を紹介。講演する研究者が、より高度
な技術者教育に積極的に関わり、かつ受講者との双方向コミュニケーション

NIMSイブニングセミナーのご案内

>> http://www.nims.go.jp/publicity/evening-seminar/

がより円滑におこなわれるよう企画しました。本セミナーは、（社）日本工学
会の物質・材料基礎 ECEプログラムとして認定され、一定の条件をクリアー
した受講者には技術力向上教育（Engineering Capacity Enhancement）
プログラム認定証が発行されます。 参加方法・詳細は、

　平成23年10月18日、NIMSとつくばイノベー
ションアリーナ（TIA-nano）のコア研究領域の一
つ「ナノグリーン（ナノテクノロジーを活用した環
境技術研究）」は、東京・学術総合センター 一橋
記念講堂において、ワークショップ「TIA-nano 
ナノグリーン領域が提案する、新しい産業界との
連携」を開催しました。
　今回のワークショップは、ナノグリーン領域が
2012年4月に開設を予定している会員制による

グローバル・オープン・イノベーションの「場」につ
いて、運営方針、連携の仕組み、技術開発テーマ
などを企業に説明し、意見集約を目的として開催
されたものです。
　260余名の参加者を集めたワークショップでは、
主催者代表の潮田理事長の挨拶で幕を開け、
TIA-nanoの岸輝雄運営最高会議議長による概
略講演や、ナノグリーン領域の運営方針、技術開
発テーマ、研究インフラについて発表がされました。

　ワークショップの後半では、ナノテクノロジービ
ジネス推進協議会（NBCI）の塚本建次副会長
（昭和電工株式会社 取締役（CTO））が、オープ
ン・イノベーション
への期待について
講演された後、パネ
ルディスカションを
おこない、活発な討
論がなされました。

TIA-nano ナノグリーンワークショップ「TIA-nano ナノグリーンが提案する、新しい産業界との連携」開催4
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  ハイブリッド材料力学特性評価ツール

マルチスケール力学特性
評価解析
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ

田中義久

　材料に外力（熱および力）が働いた場合、巨
視的には均一変形であっても微視的には大
きなひずみが集中・蓄積して破壊が生じる可
能性があります。このため微視的なひずみ集
中と巨視的ひずみとの関連性を調べることが
信頼性評価技術に重要となります。これまで
の変形計測技術は、ひずみゲージや変位計な
どを利用した接触法、モアレやスペックルなど
の非接触干渉法、透過型電子顕微鏡下でのナ
ノひずみ計測法があり、最近ではElectron 
Back-scattered diffraction （EBSD）法を
利用した金属結晶のひずみ計測技術などが
提案されていますが、それぞれ異なる試料
スケールで計測評価をおこなうために、ナノ～
ミリスケールまでの統一的な変形やひずみを

計測できませんでした。ここではスケールの
異なるパターンを組み合わせたマルチスケー
ルパターンを開発して、複雑な階層構造を持
つ材料に外力が作用した場合のマルチスケー
ル変形・ひずみ計測技術を紹介します。
　ナノ～ミリスケールの階層構造を持つ材料
の一例として、炭素繊維強化プラスチック複
合材料（CFRP）の繊維配向を変えた積層材
料に曲げ負荷が作用した場合のマルチスケー
ル変形・ひずみを計測した例を図に示しま
す。これは電界放射型電子顕微鏡内でその
場3点曲げ試験をおこなった場合の巨視的
変形挙動と、直径5ミクロンのカーボン繊維

周囲の局所せん断ひずみを計測したもので
す。圧子中の曲げ変形挙動、積層界面せん断
滑り変形、微視領域での局所ナノ変形やひず
み分布などが見られます。
　このマルチスケール計測技術は、熱ひずみ
や残留応力の測定にも応用可能で、多層界面
構造を持つ材料の損傷機構解明や、半導体
デバイスや生体材料などの界面力学機構解
明など信頼性工学への寄与が期待されます。

たなか よしひさ　博士（工学）1999年東京大学大学院工
学研究科博士課程修了、1989年金属材料技術研究所研究
員を経て、現在に至る。

図　CFRP曲げ試験における巨視的変位分布（左）、 四角領域のせん断ひずみ分布（右）

  ハイブリッド材料熱的特性評価ツール

界面熱抵抗の測定と
シミュレーション
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ　

徐 一斌

　ハイブリッド材料の中には、多くの界面が
存在しています。その中で熱が伝達する時に
は、熱を運ぶフォノンと電子がそれらの界面
で反射、あるいは散乱され、熱抵抗が生じま
す。そうした界面熱抵抗は、材料全体の熱伝
導率を大きく左右する可能性があるので、熱
伝導特性の制御には重要な要素となります。
　しかし、界面熱抵抗は、素材の結晶構造や
特性だけでなく、界面の接合状態等、様々な
要素に依存するため、その値を正確に見積も
るのは困難です。
　そこで私たちは界面熱抵抗
の値を正確に把握し、また、そ
れに影響を及ぼす材料および
構造要素を解明するために、薄
膜/薄膜、或いは薄膜/基板の
界面熱抵抗を高精度に測定可
能な周波数領域サーモリフレク
タンス法を開発しました（図１）。

　交流電流または周期性発振レーザ印加に
より薄膜に周波数ωの温度変化を起こし、薄
膜から界面を越えて変化が基板に伝搬しま
す。薄膜表面の温度変化は、プローブレーザ
の反射率の変化により検出します。その振幅
と位相は、薄膜と基板の熱伝導率と比熱、お
よび界面熱抵抗に依存するので、薄膜と基板
の熱物性値がわかれば、界面熱抵抗を求める
ことができるのです。
　この方法で測定したAu薄膜と単結晶サ
ファイア(a-Al2O3)基板間の界面熱抵抗と
Au粒子サイズの関係を図2に示します。図
中の直線は、フォノン散乱モデルを利用して
計算されたAu/サファイア界面熱抵抗の理
論値です。Auの結晶粒子が大きい(200nm)
場合、界面熱抵抗の測定値と理論値が一致
します。Au粒子サイズがフォノン平均自由行

程(約70nm)以下となった場合には、界面熱
抵抗が粒子サイズの減少に伴い、増加するこ
とがわかります。粒子サイズ50nmの試料
は、唯一、焼鈍処理が施され、X線回折でAu
とAlの化合物であるAu2Alが検出されたも
のです。この結果から、化学接合により界面
熱抵抗が低減したことがわかります。
　この測定手法は様々なハイブリッド材料に
応用することができるために、将来ハイブ
リッド材料の有効な技術ツールとして役立て
ることができます。さらに、電子デバイスや
LEDなどのデバイスの放熱設計への応用も
期待されます。

しゅう いーびん　博士（工学）、博士（情報学）。1994年中
国科学院上海硅酸塩研究所博士課程工学研究科材料学専
攻修了、1995年名古屋工業技術研究所博士研究員、2002
年NIMS材料基盤情報ステーション研究員、2007年主幹
研究員、2011年より現職。

図１　薄膜と基板間の界面熱抵抗を測定する試料系と測定原理

図2　Au薄膜と単結晶サファイア基板
間の界面熱抵抗とAu粒子サイズの関係
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ハイブリッド材料とは
　ハイブリッド材料という言葉は、複合材
料、多孔質材料、積層材料などを総称したも
のとして使われています。その中で、本プロ
ジェクトの対象となるのは構造材料を中心
としたハイブリッド材料となります。
　プロジェクトの大きな特徴は「原子レベル
から構造体にまでわたるマルチスケール組
織」と「材料自体の特性と形を利用する工夫」
を材料研究に取り込んだことにあります。
　ハイブリッド材料のもとになる基礎・基盤
技術としては、「異なる特性を持つ材料の組
み合わせ」「異なる材料を組み合わせるため
の界面」「組み合わせたために生じる残留応
力」などが考えられます。

要求特性からハイブリッドな材料を
導き出す方法論＝ツールの構築
　ハイブリッド材料は多様な材料を一つの
材料にすることから、その特性は多様性を
持つようになります。そのため、研究開発対
象は実際の使用環境により大きく異なるこ
とになります。
　例えば、実際の構造材料としての応用を
考えた場合には、航空機と自動車では使用
環境も異なるため、組み合わせて使用する
材料が異なることはもちろん、接着や接合
の部分への要求される特性も異なるものに
なります。

　しかし、反対に材料に要求される特性が
定まった時には、「どのような材料を、どのよ
うに組み合わせ、ある一つの材料として成り
立たせるか」という方法論が導き出されま
す。その方法論自体は使用環境に左右され
ないはずです。
　本プロジェクトでは、そのような方法論を
「技術ツール」として考えました。そして、で
きるだけ汎用性を持たせるため、研究開発
対象を近未来の軽量移動体に使われる材
料と想定し、各技術の構築をしています。
　具体的には、近未来の軽量移動体にハイ
ブリッド材料を使うことを想定し、そうした
場合の問題点とともに重要な技術を洗い出
します。それらをプロジェクトメンバーの専
門性をもって解決することで、材料の種類に
寄らない技術ツールの構築実現を目指して
います。

研究目的とツールボックス
　そこで、特に ①材料の種類によらず、利
用できる技術であること ②ハイブリッド材
料ユーザーの意見を反映していること ③基
礎・基盤技術として研究要素を含んでいるこ
と、に留意し、各メンバーのテーマ設定をお
こないました。
　その結果、ハイブリッド材料を使用する
際に必ず必要な問題として、「異種材料との
接合・接着・界面力学特性評価」「界面を含

む熱的特性評価」「金属材料の熱膨張係数
を形と材料の組み合わせで低減する方法」
「軽量多孔質材料等、将来のハイブリッド材
料に役立つと考えられる新規材料開発」を
掲げ、それぞれの研究項目としました。さら
に、既存技術の延長ではない将来における
新たな接着・接合技術として「ソフト接合プ
ロセス」「生物の持つ特性を基にした接合機
構」などの研究にも取り組んでいます。
　また、ハイブリッド材料の特徴を最大限
いかした技術利用の提案のため、マルチス
ケールディメンションをもとにした研究や、
既存技術を近未来技術へとブレークスルー
させる新コンセプトの提案まで、幅広い時
間軸を持った研究を推進する予定です。
　本プロジェクトは特定材料の研究とは異
なり、明確な材料特性をターゲットにしてい
ないことに特徴があります。そのかわり、ハ
イブリッド材料を利用する技術者が、部材
開発を速やかにおこなうことができるよう
なツールボックス（道具箱）をつくることを目
標としているのです。
　本プロジェクトで得られる成果が、材料の
基礎・基盤技術としてひろく利用されること
を期待しています。

図　ハイブリッド材料の技術ツールとツールボックスのイメージ

かがわ ゆたか　工学博士。1976年早稲田大学理工学部
卒業。早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了、
NIMSフェロー、ハイブリッド材料ユニット ユニット長、東京
大学先端科学技術研究センター教授。
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NIMSフェロー　
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  ハイブリッド材料力学特性評価ツール

マルチスケール力学特性
評価解析
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ

田中義久

　材料に外力（熱および力）が働いた場合、巨
視的には均一変形であっても微視的には大
きなひずみが集中・蓄積して破壊が生じる可
能性があります。このため微視的なひずみ集
中と巨視的ひずみとの関連性を調べることが
信頼性評価技術に重要となります。これまで
の変形計測技術は、ひずみゲージや変位計な
どを利用した接触法、モアレやスペックルなど
の非接触干渉法、透過型電子顕微鏡下でのナ
ノひずみ計測法があり、最近ではElectron 
Back-scattered diffraction （EBSD）法を
利用した金属結晶のひずみ計測技術などが
提案されていますが、それぞれ異なる試料
スケールで計測評価をおこなうために、ナノ～
ミリスケールまでの統一的な変形やひずみを

計測できませんでした。ここではスケールの
異なるパターンを組み合わせたマルチスケー
ルパターンを開発して、複雑な階層構造を持
つ材料に外力が作用した場合のマルチスケー
ル変形・ひずみ計測技術を紹介します。
　ナノ～ミリスケールの階層構造を持つ材料
の一例として、炭素繊維強化プラスチック複
合材料（CFRP）の繊維配向を変えた積層材
料に曲げ負荷が作用した場合のマルチスケー
ル変形・ひずみを計測した例を図に示しま
す。これは電界放射型電子顕微鏡内でその
場3点曲げ試験をおこなった場合の巨視的
変形挙動と、直径5ミクロンのカーボン繊維

周囲の局所せん断ひずみを計測したもので
す。圧子中の曲げ変形挙動、積層界面せん断
滑り変形、微視領域での局所ナノ変形やひず
み分布などが見られます。
　このマルチスケール計測技術は、熱ひずみ
や残留応力の測定にも応用可能で、多層界面
構造を持つ材料の損傷機構解明や、半導体
デバイスや生体材料などの界面力学機構解
明など信頼性工学への寄与が期待されます。

たなか よしひさ　博士（工学）1999年東京大学大学院工
学研究科博士課程修了、1989年金属材料技術研究所研究
員を経て、現在に至る。

図　CFRP曲げ試験における巨視的変位分布（左）、 四角領域のせん断ひずみ分布（右）

  ハイブリッド材料熱的特性評価ツール

界面熱抵抗の測定と
シミュレーション
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ　

徐 一斌

　ハイブリッド材料の中には、多くの界面が
存在しています。その中で熱が伝達する時に
は、熱を運ぶフォノンと電子がそれらの界面
で反射、あるいは散乱され、熱抵抗が生じま
す。そうした界面熱抵抗は、材料全体の熱伝
導率を大きく左右する可能性があるので、熱
伝導特性の制御には重要な要素となります。
　しかし、界面熱抵抗は、素材の結晶構造や
特性だけでなく、界面の接合状態等、様々な
要素に依存するため、その値を正確に見積も
るのは困難です。
　そこで私たちは界面熱抵抗
の値を正確に把握し、また、そ
れに影響を及ぼす材料および
構造要素を解明するために、薄
膜/薄膜、或いは薄膜/基板の
界面熱抵抗を高精度に測定可
能な周波数領域サーモリフレク
タンス法を開発しました（図１）。

　交流電流または周期性発振レーザ印加に
より薄膜に周波数ωの温度変化を起こし、薄
膜から界面を越えて変化が基板に伝搬しま
す。薄膜表面の温度変化は、プローブレーザ
の反射率の変化により検出します。その振幅
と位相は、薄膜と基板の熱伝導率と比熱、お
よび界面熱抵抗に依存するので、薄膜と基板
の熱物性値がわかれば、界面熱抵抗を求める
ことができるのです。
　この方法で測定したAu薄膜と単結晶サ
ファイア(a-Al2O3)基板間の界面熱抵抗と
Au粒子サイズの関係を図2に示します。図
中の直線は、フォノン散乱モデルを利用して
計算されたAu/サファイア界面熱抵抗の理
論値です。Auの結晶粒子が大きい(200nm)
場合、界面熱抵抗の測定値と理論値が一致
します。Au粒子サイズがフォノン平均自由行

程(約70nm)以下となった場合には、界面熱
抵抗が粒子サイズの減少に伴い、増加するこ
とがわかります。粒子サイズ50nmの試料
は、唯一、焼鈍処理が施され、X線回折でAu
とAlの化合物であるAu2Alが検出されたも
のです。この結果から、化学接合により界面
熱抵抗が低減したことがわかります。
　この測定手法は様々なハイブリッド材料に
応用することができるために、将来ハイブ
リッド材料の有効な技術ツールとして役立て
ることができます。さらに、電子デバイスや
LEDなどのデバイスの放熱設計への応用も
期待されます。

しゅう いーびん　博士（工学）、博士（情報学）。1994年中
国科学院上海硅酸塩研究所博士課程工学研究科材料学専
攻修了、1995年名古屋工業技術研究所博士研究員、2002
年NIMS材料基盤情報ステーション研究員、2007年主幹
研究員、2011年より現職。

図１　薄膜と基板間の界面熱抵抗を測定する試料系と測定原理

図2　Au薄膜と単結晶サファイア基板
間の界面熱抵抗とAu粒子サイズの関係

-0.025

-0.020

-0.015

-0.009

-0.004

0.002

0.007

0.012

0.018

0.023

0.029

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
(µm)

2.0x10-8

3.0x10-8

4.0x10-8

5.0x10-8

6.0x10-8

7.0x10-8

8.0x10-8

界
面
熱
抵
抗
， 
ｍ
2 K
W
-1

0 50 100 150 200

粒子サイズ, nm

測定値
フォノン散乱モデルによる計算値

アニール後の試料、Au2AI
が生成されている

技術のツールボックス

技術要素を解決するための各ツール

新材料 接合・締結

耐熱軽量材料

界面特性評価

軽量材料 未来材料

ハイブリッド材料を
使いたいなそれなら○○という

材料が必要だね

これが
使えそうだ！

NIMS ユーザー

ここに使えそうな
技術ツールがあるぞ

ハイブリッド材料とは
　ハイブリッド材料という言葉は、複合材
料、多孔質材料、積層材料などを総称したも
のとして使われています。その中で、本プロ
ジェクトの対象となるのは構造材料を中心
としたハイブリッド材料となります。
　プロジェクトの大きな特徴は「原子レベル
から構造体にまでわたるマルチスケール組
織」と「材料自体の特性と形を利用する工夫」
を材料研究に取り込んだことにあります。
　ハイブリッド材料のもとになる基礎・基盤
技術としては、「異なる特性を持つ材料の組
み合わせ」「異なる材料を組み合わせるため
の界面」「組み合わせたために生じる残留応
力」などが考えられます。

要求特性からハイブリッドな材料を
導き出す方法論＝ツールの構築
　ハイブリッド材料は多様な材料を一つの
材料にすることから、その特性は多様性を
持つようになります。そのため、研究開発対
象は実際の使用環境により大きく異なるこ
とになります。
　例えば、実際の構造材料としての応用を
考えた場合には、航空機と自動車では使用
環境も異なるため、組み合わせて使用する
材料が異なることはもちろん、接着や接合
の部分への要求される特性も異なるものに
なります。

　しかし、反対に材料に要求される特性が
定まった時には、「どのような材料を、どのよ
うに組み合わせ、ある一つの材料として成り
立たせるか」という方法論が導き出されま
す。その方法論自体は使用環境に左右され
ないはずです。
　本プロジェクトでは、そのような方法論を
「技術ツール」として考えました。そして、で
きるだけ汎用性を持たせるため、研究開発
対象を近未来の軽量移動体に使われる材
料と想定し、各技術の構築をしています。
　具体的には、近未来の軽量移動体にハイ
ブリッド材料を使うことを想定し、そうした
場合の問題点とともに重要な技術を洗い出
します。それらをプロジェクトメンバーの専
門性をもって解決することで、材料の種類に
寄らない技術ツールの構築実現を目指して
います。

研究目的とツールボックス
　そこで、特に ①材料の種類によらず、利
用できる技術であること ②ハイブリッド材
料ユーザーの意見を反映していること ③基
礎・基盤技術として研究要素を含んでいるこ
と、に留意し、各メンバーのテーマ設定をお
こないました。
　その結果、ハイブリッド材料を使用する
際に必ず必要な問題として、「異種材料との
接合・接着・界面力学特性評価」「界面を含

む熱的特性評価」「金属材料の熱膨張係数
を形と材料の組み合わせで低減する方法」
「軽量多孔質材料等、将来のハイブリッド材
料に役立つと考えられる新規材料開発」を
掲げ、それぞれの研究項目としました。さら
に、既存技術の延長ではない将来における
新たな接着・接合技術として「ソフト接合プ
ロセス」「生物の持つ特性を基にした接合機
構」などの研究にも取り組んでいます。
　また、ハイブリッド材料の特徴を最大限
いかした技術利用の提案のため、マルチス
ケールディメンションをもとにした研究や、
既存技術を近未来技術へとブレークスルー
させる新コンセプトの提案まで、幅広い時
間軸を持った研究を推進する予定です。
　本プロジェクトは特定材料の研究とは異
なり、明確な材料特性をターゲットにしてい
ないことに特徴があります。そのかわり、ハ
イブリッド材料を利用する技術者が、部材
開発を速やかにおこなうことができるよう
なツールボックス（道具箱）をつくることを目
標としているのです。
　本プロジェクトで得られる成果が、材料の
基礎・基盤技術としてひろく利用されること
を期待しています。

図　ハイブリッド材料の技術ツールとツールボックスのイメージ

かがわ ゆたか　工学博士。1976年早稲田大学理工学部
卒業。早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了、
NIMSフェロー、ハイブリッド材料ユニット ユニット長、東京
大学先端科学技術研究センター教授。
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香川 豊

ハイブリッド材料と実用化のための開発ツールの必要性

加熱モード1：
電流加熱

基板

薄膜

界面

加熱モード2：
周期性レーザ加熱

Thermo-reflectance法
により表面温度測定



  軽量ハイブリッド材料素材開発ツール

軽量・低熱膨張の
ハイブリッド格子構造
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ

Christopher Mercer

　構造材料は、その使用中に大きな温度勾
配にさらされることが多々あります。すると
温度勾配による熱膨張の違いのため、構造材
料には大きな力がかかることになります。代
表的な例として、将来実用化を目指す極超音
速機の表層材料などは、飛行速度がマッハ3
を超えると摩擦熱で表面温度が数百度にも
なります。それにより生じる温度勾配によって
中の部品などに非常に大きな力が加わり、場
合によっては破損に至るケースもあります。
　そこで、私たちは熱膨張を制御できる、
２つの異種材料からなるハイブリッド格子
構造を設計・作製する研究をしています。図
はその一例です。チタンなどの熱膨張率の
低い材料でできた枠にアルミニウムなどの

熱膨張率の高い材料を三角形に挿入した格
子構造になっています。これが加熱される
と、挿入された材料が枠の材料よりも膨張し
て枠組を内側から押し、枠をノード（結節
点）で回転させます。すると各枠組の縦方向
の熱膨張が抑止され、ノードはそのままの
位置にとどまります。その結果、熱膨張率は
ゼロ、あるいは非常に低くなるのです。
　この理論は、枠にTi-6Al-4V、内にAl 
7075-T6という2種の金属からなる格子構造
で実証され、有限要素法での数値シミュレー
ション結果と非常によく一致しました。次の段
階としては、この構想をカーボンとグラスファ

イバー強化プラスチックにも適用したいと考え
ています。格子形状に対してのファイバーの
配向を制御することで、熱膨張特性を精密に
制御できるようになります。
　また、格子構造は低熱膨張特性を示すと
ともに、高い強度や剛性などの機械的特性
を有し、さらに軽量であることから、航空宇
宙関連への適用も検討されています。

クリストファー・マーサー　Ph.D. 英国ロールス・ロイス社に
技術者として所属したのち、1996年にオハイオ州立大学材
料工学科博士課程終了。Ph.D.取得後、同大学、マサチュー
セッツ工科大学、プリンストン大学およびカリフォルニア大
学・サンタバーバラ校で研究をおこなう。2008年NIMS主
任研究員。現在に至る。
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図　低熱膨張格子構造の模式図

  ハイブリッド化新規機能付与ツール

ポーラス金属材料を用いた
材料特性制御
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ　

岸本 哲

　ポーラス金属とはスポンジのように微細
な空間を高い空孔率で有する材料です。こ
のポーラス金属材料は、金属を発泡させた
り、多数の中空の金属球を固めたり、金属
粉をスポンジ状に焼き固めたり、もともと
間のあるスポンジ上のポリマーに金属をメッ
キしたりして作製します。
　ポーラス金属はこの特徴的形状から、体
積の割に軽量であり、加えて衝撃を吸収す

ることができるため、例えば自動車のボン
ネットとエンジンとの間のスペーサーに用い
て、事故時の人間（特に頭蓋骨）への衝撃を
和らげる材料に応用する試みもおこなわれ
ています。
　このポーラス金属材料のセル（空孔）内に
ポーラス金属とは異なる材料（ポリマー、金
属、セラミックスなど）を内包させる技術を
開発し、またセルの大きさを厚さ方向に段
階的に変えて作製する技術も開発しました。
ポリマーを内包させる場合は、セルが互いに
つながっているポーラス金属にポリマーを含
浸させて作製します。また、金属やセラミッ
クスを内包させる場合にはその粒子に金属
をコーティングして焼結し、金属同士を接合
します（図1）。さらに、異なる直径の粒子に

金属をコーティングし大きさの順に厚さ方向
に並べて焼結すると、セルの大きさ（直径）
が順に変化するポーラス金属も作製できま
す （図2） 。
　これらのポーラス金属のセルの中にポリ
マーやセラミックスを内包させると剛性や強
度は向上し、さらにセルの大きさやセル壁
の厚さを変えると弾性率や熱膨張係数や熱
伝導率などの物性値を制御することができ
ます。このようにしてハイブリッド材料作製
のための最適な物性を有する材料を作製す
る研究をおこなっています。

きしもと さとし　博士（工学）。1984年金属材料技術研究
所入所。1993年同主任研究官、2001年NIMS材料研究
所主席研究員を経て 2009年から現職。

図1　セル構造金属材料の走査型電子顕微鏡写真。(a)：ポリマー（ポリウレタン）を内包する
セル構造金属（ステンレス)材料。 (b)：セラミックス（シリコンカーバイド）を内包するセル構造
金属（Ni-P合金）材料

図2　セルの大きさが順に変化するポーラス金属（Ni-P合金）
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田中義久

　大きな比剛性と比強度を持つ炭素繊維強
化高分子系複合材料（ＣＦＲP）や炭素繊維強
化SiCマトリックス複合材料をはじめとする、
軽量で優れた力学特性を持つ複合材料の用
途が広がっています。この材料は、材料自体
としては30年以上の歴史を持つものですが、
構造部材としての用途は今後拡大していくこ
とが予想されます。
　これらの複合材料を部材として適用すると
きには、複合材料同士あるいは複合材料と金

属などの異種材料の接着や接合技術は欠か
せません。古くから接着や接合技術はノウハ
ウが必要な分野であり、対象とする材料の組
み合わせが異なると全く異なる結果が得られ
ることが普通でした。本研究では、異種材料
の接着・接合界面のはく離の問題を定量的に
評価・解析する手法、はく離を非破壊で検出
する手法の確立を目指しています。
　図は層間剥離と呼ばれる繊維織物を積層
した繊維強化複合材料の、積層間のはく離
を熱伝導の変化を測定することにより、はく
離の有無を検出した結果例です。黄色い部
分や赤い部分では複合材料中ではく離が生
じていることがわかります。
　このように、複合材料表面にパルス状の白
色光を照射したときに材料の表面で生じる温
度の時間的変化を精度よく測定することによ
り、表面からは見えないはく離の有無を検出
することができます。同時にはく離現象につ
いて力学解析をおこない、はく離の生じる界

面での、はく離に必要なエネルギー解放率を
求める事ができます。こうした測定技術は非
接触非破壊検査として、また、解析技術は材
料の特性評価に役立ち、ノウハウによらない
特性値を利用した界面の設計に役立ちます。

かがわ ゆたか　  プロフィールはＰ4を参照。
たなか よしひさ　プロフィールはＰ5を参照。

図　 繊維強化複合材料中に生じた層間剥離の
部分を検出した例

図１　   アルミニウム合金／
GFRP／ CFRPハイブリッド
材料　ハイブリッド化で耐衝
撃および耐疲労特性が飛躍
的に向上すると期待される
が、構成材料間の熱膨張係
数差とFRPの低い層間せん
断特性からハイブリッド材料
が層間剥離破壊した例

図2　接合界面形状の変化例（アルミニウム合金表面の光学顕微鏡写真と光学顕微鏡による３次元像）
接合界面に凹凸を形成し、界面破壊抵抗およびFRPの層間せん断特性を制御する試み
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低熱膨張係数 (例Ti) 高熱膨張係数 (例 Al)
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内藤公喜

　繊維強化高分子系複合材料（FRP: fiber 
reinforced polymer matrix composites）
は材料の力学特性を重量（密度）あたりに換
算した高比強度および高比剛性に優れてい
ます。しかし、複合材料の破断歪が小さいこ
と（金属材料では数十％であるのに対して
数％程度）、層間せん断強度や破壊靱性が小
さいことなどの欠点もあります。 例えば石な
どの異物が材料表面に落ちただけで層間剥
離やき裂が容易に発生し、耐衝撃性の向上
は未解決の課題です。また、複合材料が突
発的に破壊する性質は、安全面で大きな課

題となります。
　これらの課題を解決することを目的とし
て、 FRPと金属をハイブリッド化した繊維
強化金属積層材料（FML： fiber metal 
laminate）が開発されています。 FMLはFRP
の欠点を補うだけでなく、優れた疲労特性を
持つFRPが金属のき裂進展を抑制するなど、
両方の材料の弱点を克服しています。
　FMLのうち、ガラス繊維強化高分子系複
合材料とアルミニウム合金をハイブリッド化
したものはすでに実用化されています。
　一方、FRPと金属のハイブリッド化におけ
る課題は製造時の残留応力の制御にありま
す。 図１はアルミニウム合金、ガラス繊維強
化高分子系複合材料（GFRP： glass fiber 
reinforced polymer matrix composites）
および炭素繊維強化高分子系複合材料
（CFRP： carbon fiber reinforced polymer 
matrix composites）をハイブリッド化した

FMLの特徴的な破壊挙動の例となります。
構成材料間の熱膨張係数差とFRPの低い
層間せん断特性から層間剥離破壊が生じて
います。
　本研究では、次世代の電気自動車用の軽
量構造ボディーをターゲットとして材料設計
技術開発をすすめており、FMLの接合界面
形状を２次元あるいは３次元で変化させ、界
面破壊抵抗およびFRPの層間せん断特性の
制御を可能にしています（図２）。また、本ハ
イブリッド材料の破壊挙動を様々な評価技
術を用いて、実験的および解析的に明らか
にしています。これにより、耐衝撃および耐
疲労特性に優れた軽量高信頼性ハイブリッ
ド材料のハイブリッド化材料設計技術を実
現します。
ないとう きみよし　博士（工学）。1998年3月 同志社大
学工学部博士後期課程修了、三菱電機株式会社鎌倉製作
所相模工場技術課を経て、2005年2月からNIMSに勤務
し、現在に至る。
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  軽量ハイブリッド材料素材開発ツール
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ハイブリッド格子構造
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ

Christopher Mercer

　構造材料は、その使用中に大きな温度勾
配にさらされることが多々あります。すると
温度勾配による熱膨張の違いのため、構造材
料には大きな力がかかることになります。代
表的な例として、将来実用化を目指す極超音
速機の表層材料などは、飛行速度がマッハ3
を超えると摩擦熱で表面温度が数百度にも
なります。それにより生じる温度勾配によって
中の部品などに非常に大きな力が加わり、場
合によっては破損に至るケースもあります。
　そこで、私たちは熱膨張を制御できる、
２つの異種材料からなるハイブリッド格子
構造を設計・作製する研究をしています。図
はその一例です。チタンなどの熱膨張率の
低い材料でできた枠にアルミニウムなどの

熱膨張率の高い材料を三角形に挿入した格
子構造になっています。これが加熱される
と、挿入された材料が枠の材料よりも膨張し
て枠組を内側から押し、枠をノード（結節
点）で回転させます。すると各枠組の縦方向
の熱膨張が抑止され、ノードはそのままの
位置にとどまります。その結果、熱膨張率は
ゼロ、あるいは非常に低くなるのです。
　この理論は、枠にTi-6Al-4V、内にAl 
7075-T6という2種の金属からなる格子構造
で実証され、有限要素法での数値シミュレー
ション結果と非常によく一致しました。次の段
階としては、この構想をカーボンとグラスファ

イバー強化プラスチックにも適用したいと考え
ています。格子形状に対してのファイバーの
配向を制御することで、熱膨張特性を精密に
制御できるようになります。
　また、格子構造は低熱膨張特性を示すと
ともに、高い強度や剛性などの機械的特性
を有し、さらに軽量であることから、航空宇
宙関連への適用も検討されています。

クリストファー・マーサー　Ph.D. 英国ロールス・ロイス社に
技術者として所属したのち、1996年にオハイオ州立大学材
料工学科博士課程終了。Ph.D.取得後、同大学、マサチュー
セッツ工科大学、プリンストン大学およびカリフォルニア大
学・サンタバーバラ校で研究をおこなう。2008年NIMS主
任研究員。現在に至る。
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図　低熱膨張格子構造の模式図
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岸本 哲

　ポーラス金属とはスポンジのように微細
な空間を高い空孔率で有する材料です。こ
のポーラス金属材料は、金属を発泡させた
り、多数の中空の金属球を固めたり、金属
粉をスポンジ状に焼き固めたり、もともと
間のあるスポンジ上のポリマーに金属をメッ
キしたりして作製します。
　ポーラス金属はこの特徴的形状から、体
積の割に軽量であり、加えて衝撃を吸収す

ることができるため、例えば自動車のボン
ネットとエンジンとの間のスペーサーに用い
て、事故時の人間（特に頭蓋骨）への衝撃を
和らげる材料に応用する試みもおこなわれ
ています。
　このポーラス金属材料のセル（空孔）内に
ポーラス金属とは異なる材料（ポリマー、金
属、セラミックスなど）を内包させる技術を
開発し、またセルの大きさを厚さ方向に段
階的に変えて作製する技術も開発しました。
ポリマーを内包させる場合は、セルが互いに
つながっているポーラス金属にポリマーを含
浸させて作製します。また、金属やセラミッ
クスを内包させる場合にはその粒子に金属
をコーティングして焼結し、金属同士を接合
します（図1）。さらに、異なる直径の粒子に

金属をコーティングし大きさの順に厚さ方向
に並べて焼結すると、セルの大きさ（直径）
が順に変化するポーラス金属も作製できま
す （図2） 。
　これらのポーラス金属のセルの中にポリ
マーやセラミックスを内包させると剛性や強
度は向上し、さらにセルの大きさやセル壁
の厚さを変えると弾性率や熱膨張係数や熱
伝導率などの物性値を制御することができ
ます。このようにしてハイブリッド材料作製
のための最適な物性を有する材料を作製す
る研究をおこなっています。

きしもと さとし　博士（工学）。1984年金属材料技術研究
所入所。1993年同主任研究官、2001年NIMS材料研究
所主席研究員を経て 2009年から現職。

図1　セル構造金属材料の走査型電子顕微鏡写真。(a)：ポリマー（ポリウレタン）を内包する
セル構造金属（ステンレス)材料。 (b)：セラミックス（シリコンカーバイド）を内包するセル構造
金属（Ni-P合金）材料

図2　セルの大きさが順に変化するポーラス金属（Ni-P合金）
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田中義久

　大きな比剛性と比強度を持つ炭素繊維強
化高分子系複合材料（ＣＦＲP）や炭素繊維強
化SiCマトリックス複合材料をはじめとする、
軽量で優れた力学特性を持つ複合材料の用
途が広がっています。この材料は、材料自体
としては30年以上の歴史を持つものですが、
構造部材としての用途は今後拡大していくこ
とが予想されます。
　これらの複合材料を部材として適用すると
きには、複合材料同士あるいは複合材料と金

属などの異種材料の接着や接合技術は欠か
せません。古くから接着や接合技術はノウハ
ウが必要な分野であり、対象とする材料の組
み合わせが異なると全く異なる結果が得られ
ることが普通でした。本研究では、異種材料
の接着・接合界面のはく離の問題を定量的に
評価・解析する手法、はく離を非破壊で検出
する手法の確立を目指しています。
　図は層間剥離と呼ばれる繊維織物を積層
した繊維強化複合材料の、積層間のはく離
を熱伝導の変化を測定することにより、はく
離の有無を検出した結果例です。黄色い部
分や赤い部分では複合材料中ではく離が生
じていることがわかります。
　このように、複合材料表面にパルス状の白
色光を照射したときに材料の表面で生じる温
度の時間的変化を精度よく測定することによ
り、表面からは見えないはく離の有無を検出
することができます。同時にはく離現象につ
いて力学解析をおこない、はく離の生じる界

面での、はく離に必要なエネルギー解放率を
求める事ができます。こうした測定技術は非
接触非破壊検査として、また、解析技術は材
料の特性評価に役立ち、ノウハウによらない
特性値を利用した界面の設計に役立ちます。

かがわ ゆたか　  プロフィールはＰ4を参照。
たなか よしひさ　プロフィールはＰ5を参照。

図　 繊維強化複合材料中に生じた層間剥離の
部分を検出した例

図１　   アルミニウム合金／
GFRP／ CFRPハイブリッド
材料　ハイブリッド化で耐衝
撃および耐疲労特性が飛躍
的に向上すると期待される
が、構成材料間の熱膨張係
数差とFRPの低い層間せん
断特性からハイブリッド材料
が層間剥離破壊した例

図2　接合界面形状の変化例（アルミニウム合金表面の光学顕微鏡写真と光学顕微鏡による３次元像）
接合界面に凹凸を形成し、界面破壊抵抗およびFRPの層間せん断特性を制御する試み
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内藤公喜

　繊維強化高分子系複合材料（FRP: fiber 
reinforced polymer matrix composites）
は材料の力学特性を重量（密度）あたりに換
算した高比強度および高比剛性に優れてい
ます。しかし、複合材料の破断歪が小さいこ
と（金属材料では数十％であるのに対して
数％程度）、層間せん断強度や破壊靱性が小
さいことなどの欠点もあります。 例えば石な
どの異物が材料表面に落ちただけで層間剥
離やき裂が容易に発生し、耐衝撃性の向上
は未解決の課題です。また、複合材料が突
発的に破壊する性質は、安全面で大きな課

題となります。
　これらの課題を解決することを目的とし
て、 FRPと金属をハイブリッド化した繊維
強化金属積層材料（FML： fiber metal 
laminate）が開発されています。 FMLはFRP
の欠点を補うだけでなく、優れた疲労特性を
持つFRPが金属のき裂進展を抑制するなど、
両方の材料の弱点を克服しています。
　FMLのうち、ガラス繊維強化高分子系複
合材料とアルミニウム合金をハイブリッド化
したものはすでに実用化されています。
　一方、FRPと金属のハイブリッド化におけ
る課題は製造時の残留応力の制御にありま
す。 図１はアルミニウム合金、ガラス繊維強
化高分子系複合材料（GFRP： glass fiber 
reinforced polymer matrix composites）
および炭素繊維強化高分子系複合材料
（CFRP： carbon fiber reinforced polymer 
matrix composites）をハイブリッド化した

FMLの特徴的な破壊挙動の例となります。
構成材料間の熱膨張係数差とFRPの低い
層間せん断特性から層間剥離破壊が生じて
います。
　本研究では、次世代の電気自動車用の軽
量構造ボディーをターゲットとして材料設計
技術開発をすすめており、FMLの接合界面
形状を２次元あるいは３次元で変化させ、界
面破壊抵抗およびFRPの層間せん断特性の
制御を可能にしています（図２）。また、本ハ
イブリッド材料の破壊挙動を様々な評価技
術を用いて、実験的および解析的に明らか
にしています。これにより、耐衝撃および耐
疲労特性に優れた軽量高信頼性ハイブリッ
ド材料のハイブリッド化材料設計技術を実
現します。
ないとう きみよし　博士（工学）。1998年3月 同志社大
学工学部博士後期課程修了、三菱電機株式会社鎌倉製作
所相模工場技術課を経て、2005年2月からNIMSに勤務
し、現在に至る。

アルミニウム合金
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  ネットシェープ軽量・耐熱材料プロセスツール

ハイブリッド
セラミックス材料
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ

郭 樹啓

　セラミックス材料の持つ「脆さ」を、強度
を持つセラミックス系の繊維を複合化（ハイ
ブリッド化）することで克服できることはよ
く知られています。この複合化の効果は、過
去20年以上の間、数多くの材料で証明され
てきました。しかし、実験だけでなく、実用
的な材料にするためには、短時
間・低コスト・高信頼性、これら3
つを併せ持つ製造技術の確立が
不可欠でした。
　近年、繊維強化セラミックスの
中でも、炭素短繊維を炭化ケイ素
(SiC)中に分散させた炭素繊維強
化SiCマトリックス複合(ハイブ
リッド)材料が、高速鉄道用のブ
レーキディスクや自動車用材料な
ど、過酷環境下での耐摩耗材料と

して期待されています。この材料を実用化
するためには、やはり省エネルギーかつ高速
での製造技術確立が欠かせません。
　本研究で開発した新しい製造法では、ま
ず炭素短繊維、炭素粉末、SiC粉末の混合体
に高分子材料を混合し、最終製品の形状に
極めて近い材料をつくります（図1）。次に、
この材料を不活性雰囲気中で高温に加熱
し、高分子材料を炭化させ、炭素繊維、炭素
およびSiCからなる予備繊維成形体としま
す。この予備繊維成形体に溶融状態のSiを
含浸し、Siと予備成形体中の炭素を反応さ
せ、炭素繊維とSiCのハイブリッド材料を生

成します。
　このハイブリッド材料はセラミックス単体
と同様までの強い強度を得ることはできま
せんが、図2のように釘を打っても割れなく
なります。この特性は、炭素繊維とSiCのハ
イブリッド化によって材料中にミクロな破壊
を累積させる機構を付与させたためです。

ぐぉ しゅちー　博士（工学）。東京大学大学院工学系研究
科博士課程修了。東京大学生産技術研究所研究機関研究
員、JSPSフェロー、NEDOフェローを経て2005年4月よ
り現職。

08 NIMS NOW  2011 November NIMS NOW  2011 November 09

To
o

lb
ox fo

r the Future
S

p
e

c
ia

l F
e

a
tu

re

To
o

lb
ox fo

r the Future
S

p
e

c
ia

l F
e

a
tu

re

  ハイブリッドセラミックス設計ツール

軽量で割れないセラミックス
組織の設計方法
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット 
ユニット長　

香川 豊

　炭素繊維強化SiCマトリックス複合（ハイ
ブリッド）材料は軽量・耐熱セラミックス材料
であり、SiCの割れやすさを改善した材料とし
て、航空・宇宙分野から自動車などの広範囲
な応用分野を持つ材料として期待されていま
す。この材料のプロセス技術開発と並んで、
使用時の環境を考慮した力学特性を理解す
ることが重要となっています。
　このハイブリッド材料の大きな特徴として、
材料中にミクロな破壊を累積させることによ
り機能を発現させる機構があります。こうし
た力学機能を最大限に発現させるためには、
材料中の微細組織の不均一性を上手に利用
し、材料の破壊を防止する機構をうまく働か
せることが必要となります。そこで私たちは
材料組織の不均一性がミクロ破壊に及ぼす

機構を調べたり、破壊を防止する機構を理論
的に最適化することをおこなっています。
　材料中に生じるミクロ破壊現象をもとに、
材料中に蓄積された損傷量を知り、損傷量と
材料の安全性との関連性を理解することは、
材料の信頼性確保の点から重要です。図1に
示したモデルは不均一組織を理論的に解析
するために用いている「モザイクモデル」で
す。このモデルに構成相それぞれの特性と構
成相関の界面力学特性を組み込むことによ
り、目的とする特性を得るための複合化組織
を得ることができます。
　このような理論的考察は、同じような性質
を示すハイブリッド材料全般に適用可能です。
例えば、脆性的な破壊挙動を示すセラミックス
材料でも最適な複合化組織やハイブリッド構
造を導入することにより、金属材料と同じよう
に取り扱うことのできる新しい機能を持った
構造材料として広く役立つ材料となりえます。
特に、組み合わせ方が無限にあるハイブリッド
材料では、つくってから調べるのではなく、
予測してつくる（図2）という考え方が開発の
スピードアップに役立つものといえます。

かがわ ゆたか　プロフィールはＰ4を参照。

図1　繊維強化セラミックス複合材料の力学特性を解析す
るために用いるモザイクモデル

図2　発生したマイクロクラックから不安定なクラックが進
展する条件。材料に加わる圧縮応力、マイクロクラックの圧
縮軸に対する角度、クラック面の摩擦係数の関係の一例

  未来異種材料接合プロセスツール

低温大気圧架橋接合手法による
低環境負荷な有機・無機材料の
ハイブリッド化
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
インターコネクト・デザイングループ

重藤暁津

　マイクロエレクトロニクスの世界では、有
機・生体親和性材料と従来の電子回路基板
を高度に統合し、人間の五感に匹敵するよう
な高機能で小型なデバイスを創製しようとい
う研究開発が近年加速しています。そのよう
なデバイスを構築するためには、半導体、ガラ
ス系材料、ポリマー、樹脂、金属などの様々な
材料が同一平面上に表出した平坦な層構造

を3次元的に接続する必要があります（図
1）。しかし、有機材料の耐熱性や諸材料間
の熱膨張の不一致、生体親和性への対応を
考えると積層過程はなるべく低温・大気圧、
かつ低毒性な条件下で実行されなければな
りません。さらに、プロセスの高スループット
化を見据えると、個別工程で製作された材料
をアセンブリ（接合）で接続することが望ま
しいと考えられます。
　異なる材料表面に低温大気圧で一括して
十分な接合性を与えるためには、架橋性薄
膜の形成が不可欠です。同時に、金属表面
間で導電性を確保する必要もあるため、皮
膜の化学的構造と物理的（主に表面）形状は
簡易なパラメータを用いて一意に制御できる
ことが求められます。

　異種材料に架橋性を発現させられる物質
は今までにも数多く提案されていますが、本
研究では最も低環境負荷な物質の一つで、
かつ実プロセスへの適用が容易な“水”に着
目し、水分子が清浄表面に吸脱着する挙動
と、生成する化合物の構造を制御することを
試みてきました。
　現在までにCuなどの金属電極、ガラス系
材料、ポリイミドなどのポリマー基板の同種
異種を問わない接合がこの水分子を使用し
た単一接合プロセスで実現されています
（図2）。

しげとう あきつ　2005年 東京大学大学院工学系研究科
精密機械工学専攻 修了（工学博士）。その後、同大 先端科
学技術研究センターリサーチフェロー、同大 助教を経て
2007年9月から現職。

図１　電子デバイス開発における有機／無機混載積層化への要求　Graph source from: IMEC HP

図2　材料洗浄表面に対する水分子の吸着を適用した架橋層接合手法を
用いて150℃・大気圧・一括プロセスで得られたCu、SiO2、ポリイミドの同
種／異種接合界面の透過電子顕微鏡蔵

図2　落葉のように自発的に剥離する界面を開発
図１　接着と剥離のメカニズムを解明し技術に応用

図2　円盤状ハイブリッドセラミックス材料の応力
－変位曲線

図1　省エネ・高速ネットシェープ製造プロセスの概略図

  未来材料間界面構造設計ツール

自然から学ぶ可逆的な
接合・接着技術
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
インターコネクト・デザイングループ  グループリーダー

細田奈麻絵

　接合・接着技術は、常に新しい素材の開発
とともに発展してきました。現在では、接合・
接着技術は「２つの物質をくっつける」とい
う役割だけでなく、電気伝導性・熱伝導性・
光学的性質・振動性など接合部に機能を持
たせた技術が開発されています。
　また、次世代の接合技術は、循環型のもの
づくりを支える技術として新たに接合・接着
／剥離の制御及びリサイクル性、最先端技術
を支える技術として接合界面の超高機能化
の開発が要求されます。

　わたしたちのグループでは、これらの要求
に対応した新しい接合技術の開発をおこ
なっています。ここでは、接合・接着／剥離
を制御する技術開発についてご紹介します。
　接合と剥離は、使用時は強く、しかし剥が
れやすいという、本来全く逆の現象の制御を
意味します。実は、自然界にはこのような現
象の制御をうまくおこなっている生物がいま
す。ハムシ、ハエトリグモ、ヤモリなど表面を
３次元に移動する生物は接着・剥離に優れた
足を進化させているのです（図1）。私たちは
このような小動物の足のしくみを研究するこ
とで、ナノ・マイクロ・マクロサイズの接着・剥
離を制御する技術開発をおこなっています。
　また、秋になると自然に葉を落とす植物

の落葉のしくみも接着・剥離の制御である、
ということができます。落葉は葉柄のとこ
ろに離層という、剥がすしくみを持った層を
芽がでるときから持っていて、剥がすタイミ
ングを知らせる信号が来ると、この部分が
成長し自己剥離を起こします。この落葉の
しくみを接合技術に取り入れる研究もおこ
なっています（図2）。
　わたしたちは、これらの研究成果を循環型
のものづくりを支える技術として、更に発展
させ役立てたいと考えています。

ほそだ なおえ　Stuttgart大学（理学博士）、東京大学先
端研・助手、東京大学精密機械・助教授、その後現職。（併任
暦：Learning from Nature Clusterマネージャー、筑波
大学・准教授、芝浦工業大学・客員准教授、新潟大学・非常
勤講師、Max-Planck研究所・客員研究員）
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セラミックス材料
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
複合材料グループ

郭 樹啓

　セラミックス材料の持つ「脆さ」を、強度
を持つセラミックス系の繊維を複合化（ハイ
ブリッド化）することで克服できることはよ
く知られています。この複合化の効果は、過
去20年以上の間、数多くの材料で証明され
てきました。しかし、実験だけでなく、実用
的な材料にするためには、短時
間・低コスト・高信頼性、これら3
つを併せ持つ製造技術の確立が
不可欠でした。
　近年、繊維強化セラミックスの
中でも、炭素短繊維を炭化ケイ素
(SiC)中に分散させた炭素繊維強
化SiCマトリックス複合(ハイブ
リッド)材料が、高速鉄道用のブ
レーキディスクや自動車用材料な
ど、過酷環境下での耐摩耗材料と

して期待されています。この材料を実用化
するためには、やはり省エネルギーかつ高速
での製造技術確立が欠かせません。
　本研究で開発した新しい製造法では、ま
ず炭素短繊維、炭素粉末、SiC粉末の混合体
に高分子材料を混合し、最終製品の形状に
極めて近い材料をつくります（図1）。次に、
この材料を不活性雰囲気中で高温に加熱
し、高分子材料を炭化させ、炭素繊維、炭素
およびSiCからなる予備繊維成形体としま
す。この予備繊維成形体に溶融状態のSiを
含浸し、Siと予備成形体中の炭素を反応さ
せ、炭素繊維とSiCのハイブリッド材料を生

成します。
　このハイブリッド材料はセラミックス単体
と同様までの強い強度を得ることはできま
せんが、図2のように釘を打っても割れなく
なります。この特性は、炭素繊維とSiCのハ
イブリッド化によって材料中にミクロな破壊
を累積させる機構を付与させたためです。

ぐぉ しゅちー　博士（工学）。東京大学大学院工学系研究
科博士課程修了。東京大学生産技術研究所研究機関研究
員、JSPSフェロー、NEDOフェローを経て2005年4月よ
り現職。
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  ハイブリッドセラミックス設計ツール

軽量で割れないセラミックス
組織の設計方法
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット 
ユニット長　

香川 豊

　炭素繊維強化SiCマトリックス複合（ハイ
ブリッド）材料は軽量・耐熱セラミックス材料
であり、SiCの割れやすさを改善した材料とし
て、航空・宇宙分野から自動車などの広範囲
な応用分野を持つ材料として期待されていま
す。この材料のプロセス技術開発と並んで、
使用時の環境を考慮した力学特性を理解す
ることが重要となっています。
　このハイブリッド材料の大きな特徴として、
材料中にミクロな破壊を累積させることによ
り機能を発現させる機構があります。こうし
た力学機能を最大限に発現させるためには、
材料中の微細組織の不均一性を上手に利用
し、材料の破壊を防止する機構をうまく働か
せることが必要となります。そこで私たちは
材料組織の不均一性がミクロ破壊に及ぼす

機構を調べたり、破壊を防止する機構を理論
的に最適化することをおこなっています。
　材料中に生じるミクロ破壊現象をもとに、
材料中に蓄積された損傷量を知り、損傷量と
材料の安全性との関連性を理解することは、
材料の信頼性確保の点から重要です。図1に
示したモデルは不均一組織を理論的に解析
するために用いている「モザイクモデル」で
す。このモデルに構成相それぞれの特性と構
成相関の界面力学特性を組み込むことによ
り、目的とする特性を得るための複合化組織
を得ることができます。
　このような理論的考察は、同じような性質
を示すハイブリッド材料全般に適用可能です。
例えば、脆性的な破壊挙動を示すセラミックス
材料でも最適な複合化組織やハイブリッド構
造を導入することにより、金属材料と同じよう
に取り扱うことのできる新しい機能を持った
構造材料として広く役立つ材料となりえます。
特に、組み合わせ方が無限にあるハイブリッド
材料では、つくってから調べるのではなく、
予測してつくる（図2）という考え方が開発の
スピードアップに役立つものといえます。

かがわ ゆたか　プロフィールはＰ4を参照。

図1　繊維強化セラミックス複合材料の力学特性を解析す
るために用いるモザイクモデル

図2　発生したマイクロクラックから不安定なクラックが進
展する条件。材料に加わる圧縮応力、マイクロクラックの圧
縮軸に対する角度、クラック面の摩擦係数の関係の一例

  未来異種材料接合プロセスツール

低温大気圧架橋接合手法による
低環境負荷な有機・無機材料の
ハイブリッド化
環境・エネルギー材料部門 ハイブリッド材料ユニット
インターコネクト・デザイングループ

重藤暁津

　マイクロエレクトロニクスの世界では、有
機・生体親和性材料と従来の電子回路基板
を高度に統合し、人間の五感に匹敵するよう
な高機能で小型なデバイスを創製しようとい
う研究開発が近年加速しています。そのよう
なデバイスを構築するためには、半導体、ガラ
ス系材料、ポリマー、樹脂、金属などの様々な
材料が同一平面上に表出した平坦な層構造

を3次元的に接続する必要があります（図
1）。しかし、有機材料の耐熱性や諸材料間
の熱膨張の不一致、生体親和性への対応を
考えると積層過程はなるべく低温・大気圧、
かつ低毒性な条件下で実行されなければな
りません。さらに、プロセスの高スループット
化を見据えると、個別工程で製作された材料
をアセンブリ（接合）で接続することが望ま
しいと考えられます。
　異なる材料表面に低温大気圧で一括して
十分な接合性を与えるためには、架橋性薄
膜の形成が不可欠です。同時に、金属表面
間で導電性を確保する必要もあるため、皮
膜の化学的構造と物理的（主に表面）形状は
簡易なパラメータを用いて一意に制御できる
ことが求められます。

　異種材料に架橋性を発現させられる物質
は今までにも数多く提案されていますが、本
研究では最も低環境負荷な物質の一つで、
かつ実プロセスへの適用が容易な“水”に着
目し、水分子が清浄表面に吸脱着する挙動
と、生成する化合物の構造を制御することを
試みてきました。
　現在までにCuなどの金属電極、ガラス系
材料、ポリイミドなどのポリマー基板の同種
異種を問わない接合がこの水分子を使用し
た単一接合プロセスで実現されています
（図2）。

しげとう あきつ　2005年 東京大学大学院工学系研究科
精密機械工学専攻 修了（工学博士）。その後、同大 先端科
学技術研究センターリサーチフェロー、同大 助教を経て
2007年9月から現職。

図１　電子デバイス開発における有機／無機混載積層化への要求　Graph source from: IMEC HP

図2　材料洗浄表面に対する水分子の吸着を適用した架橋層接合手法を
用いて150℃・大気圧・一括プロセスで得られたCu、SiO2、ポリイミドの同
種／異種接合界面の透過電子顕微鏡蔵

図2　落葉のように自発的に剥離する界面を開発
図１　接着と剥離のメカニズムを解明し技術に応用

図2　円盤状ハイブリッドセラミックス材料の応力
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　接合・接着技術は、常に新しい素材の開発
とともに発展してきました。現在では、接合・
接着技術は「２つの物質をくっつける」とい
う役割だけでなく、電気伝導性・熱伝導性・
光学的性質・振動性など接合部に機能を持
たせた技術が開発されています。
　また、次世代の接合技術は、循環型のもの
づくりを支える技術として新たに接合・接着
／剥離の制御及びリサイクル性、最先端技術
を支える技術として接合界面の超高機能化
の開発が要求されます。

　わたしたちのグループでは、これらの要求
に対応した新しい接合技術の開発をおこ
なっています。ここでは、接合・接着／剥離
を制御する技術開発についてご紹介します。
　接合と剥離は、使用時は強く、しかし剥が
れやすいという、本来全く逆の現象の制御を
意味します。実は、自然界にはこのような現
象の制御をうまくおこなっている生物がいま
す。ハムシ、ハエトリグモ、ヤモリなど表面を
３次元に移動する生物は接着・剥離に優れた
足を進化させているのです（図1）。私たちは
このような小動物の足のしくみを研究するこ
とで、ナノ・マイクロ・マクロサイズの接着・剥
離を制御する技術開発をおこなっています。
　また、秋になると自然に葉を落とす植物

の落葉のしくみも接着・剥離の制御である、
ということができます。落葉は葉柄のとこ
ろに離層という、剥がすしくみを持った層を
芽がでるときから持っていて、剥がすタイミ
ングを知らせる信号が来ると、この部分が
成長し自己剥離を起こします。この落葉の
しくみを接合技術に取り入れる研究もおこ
なっています（図2）。
　わたしたちは、これらの研究成果を循環型
のものづくりを支える技術として、更に発展
させ役立てたいと考えています。
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低炭素社会に必須なナノ材料
　燃料電池はCO2排出の削減に重要なエ
ネルギーデバイスであり、その高性能化を目
指し高機能材料の開発が世界中で活発にお
こなわれています。燃料電池の発電効率を
上げるには、電極上で起こる化学物質から
電気を取り出す反応を促進させるため、大き
な表面積を有する電極材料が必要となり、
そのためにナノ材料の開発は欠かせないも
のです。
　例えば1cm3の電極材料を1nm3の小片
へ分割した場合、表面積は1000万倍になり
ますので、ナノサイズ化は非常に効果的な手
法と言えます（図1）。
　燃料電池の電極材料として我々は、化学
的な耐久性が高いチタン酸化物に着目して
研究をおこなっています。チタン酸化物は、
二酸化チタン（TiO2）が最も安定であり、燃
料電池の電極材料として用いられている炭
素材料に比べて耐久性の向上が期待できま
すが、通常は電気を通しません。TiO2より
酸素が少ない還元型チタン酸化物は高い
導電性を有する材料で、表面は化学的に耐
久性の高いTiO2で覆われるため、炭素材料
の問題を解決する電極材料への応用が魅力

的な材料なのです。
　この還元型のチタン酸化物の合成には、
通常1000℃程度でTiO2を還元する処理が
用いられています。我々の研究対象である
二酸化チタン（ルチル型）の融点は1800℃
以上なので1000℃の還元反応にも安定と
考えられますが、実際にはナノサイズのTiO2
は還元反応中に粒子が成長してしまいナノ
粒子を得るのが難しいのです。物質の融点
はナノサイズになると大きく低下することが
知られています。また、30nmのTiO2粒子は
465℃で15日程度の加熱で倍のサイズに
成長すると報告されています。この様にナノ
サイズ化するためには物質の熱的な安定性
を深く理解する必要があります。

形を崩さず酸素原子を抜く
　そこで我々はTiO2のナノ粒子から、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。まずは、低温でも強い還元力を有す
る水素化カルシウムをTiO2ナノ粒子と混
ぜ、従来法よりも600℃以上も低い350℃
での還元反応を検討しました。図2に示す
ようにナノ構造が保持されつつも、可視光の

吸収が認められる材料の合成に成功してい
ます。このことは、還元により導電性が期待
できる還元型へ変化したことを意味してい
ます。詳細なメカニズムについては現在も
調査中ですが、部分的に酸素が抜けながら
も安定な結晶構造が存在し、徐々に結晶構
造が変化することで結晶性を維持したまま
還元反応がすすむことをつきとめています。
　我々の手法のメリットは、多くの研究者が
検討してきたナノサイズのTiO2を出発物質
に用いて、ナノサイズの還元型チタン酸化物
が合成できることです。つまり塩化チタン
などの原料から還元型チタン酸化物を合成
する特別な手法の検討が必要なく、これま
でTiO2で培われてきた技術、例えばTiO2ナ
ノワイヤなどへの適用により還元型チタン
酸化物のナノワイヤの合成が期待できるの
です。それにより表面積のメリットのみなら
ず、導電性にも優れた電極が形成できます。
これら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
目指すため、現在はさらに原子レベルから
反応メカニズムや電子状態の解析に取り組
んでいるところです。

短時間で高温の疲労試験が可能に
　ジェットエンジンやガスタービンのタービ
ンブレード（タービン翼）では運転中に高速
振動が生じます。高速振動の周波数は数
kHz（１秒間に数千回）であるため、疲労の
サイクル数は10日程度でギガサイクル（109

回）を超えます。しかし、通常の疲労試験の
周波数は10Hz（一秒間に10回）程度である
ため、従来の技術ではこのような高速振動
によるギガサイクル疲労を十分に評価する
ことはできませんでした。
　今回の研究では周波数が20kHz（１秒間
に２万回）という超音波疲労試験技術を適
用しました。超音波疲労試験は縦振動の共
振現象を利用した軸力疲労試験（試験片が
伸び縮みする）の一種ですが、ギガサイクル
域までの疲労試験を迅速におこなうことが
できるだけでなく、周波数が実機のそれに
近いというメリットもありました。
　ただし、通常は常温で行われる超音波疲
労試験をタービン翼などを想定した高温で
おこなうことは容易ではなく、単に加熱装置
を取り付ければよいというものではありま

せんでした。超音波疲労試験は共振現象を
利用しますが、ヤング率（材料定数）が温度
の影響を受けるため、温度を高くすると共振
状態が変化するという問題があるためです。
　今回の装置開発研究は、市販の超音波疲
労試験装置をベースに種々の改造を加えて
いくことですすめました。図1は開発した装
置の写真です。高周波加熱器と各種のセン
サー類を追加し、改良が必要な部品類は独
自に設計・作製し、応力計算をおこなうため
のソフトウェアも新規に作成しました。開発
過程は試行錯誤の繰り返しでしたが、その
結果、各パラメータを高温条件下でも精度よ
く制御できる装置の開発に成功しました。
この装置を用いて試験できる温度の範囲
は、おおよそ500 ～1500℃です。

開発装置に高い信頼性
　この装置を用いて試験をおこなった結果
が図2と図3です。図2はボイラー用の耐熱
鋼を用いて650℃でおこなった試験結果、
図3はタービンブレード材を用いて1000℃
でおこなった試験結果です。

　ボイラー材の試験は装置の問題点を洗い
出すための予備試験です。通常の疲労試験
結果（1－800Hz、周波数効果は無い）とよ
く一致する結果が得られ、信頼性の高い結
果が得られることが確認できました。
　真のターゲットであるタービンブレード
材でも、通常の疲労試験結果（10Hzのみ、
周波数効果は不明）とよく一致する結果が
得られました。この結果は、1000℃という
過酷な条件でも妥当な結果が得られること
を示しています。
　これらの結果を見てもわかるように、
1000℃でも試験可能な信頼性の高い高温
用超音波疲労試験装置の開発に成功しまし
た。

高温・高速ギガサイクル疲労試験装置の開発に成功

とみなか さとし（右）　博士（工学）。2009年早稲田大学理工学研究科修了。2010年NIMS入所（MANA研究者）。物理化学・電気
化学を専門に燃料電池などのナノマテリアルの研究およびナノデバイスの開発に従事。
つじもと よしひろ（左）　博士（理学）。2009年京都大学大学院理学研究科修了。学術振興会特別研究員を経て、2010年より国際
ナノアーキテクト二クス研究拠点MANAの若手国際研究センター ICYSに所属。遷移金属酸化物を中心とした新機能材料の開発に
従事。
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ふるや よしゆき　博士（工学）。九州大学大学院工学研究科博士課程修了（機械工学専攻）。2000年金属材料技術研究所に入所、
2001年NIMS研究員、2005年同主任研究員、2006年米国ローレンス・バークレイ国立研究所客員研究員、2010年より現職。入所し
て以降、一貫して疲労の研究に従事している。ギガサイクル疲労が主な研究テーマであるが、疲労データシートの作成や事故調査等の
業務にも従事している。力学が専門であるが、学位論文のテーマが分子動力学（計算）であった背景があり、計算から実験までの幅広い
研究経験を持つ。

高機能ナノ材料の新たな合成法
低温還元によるナノサイズを保持したチタン酸化物の還元

Research Highlights

図1　開発した装置の写真。赤字は独自に開発したもの。制御用PCのソフトは独自開発。また、変位センサーと温度セン
サーの測定法も独自に開発。 図1　ナノ材料の表面積 図2　TiO2ナノ粒子（左）と低温還元法により合成した還元型チタン酸化物（右）の透過型電子顕微鏡像

図2　ボイラー用の耐熱鋼を用いて650℃でおこなった
試験結果。開発した装置による結果は比較データ（文献値）
とよく一致している。

図3　タービンブレード材を用いて1000℃でおこなった
試験結果。開発した装置による結果は比較データ（文献値）
とよく一致している。
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低炭素社会に必須なナノ材料
　燃料電池はCO2排出の削減に重要なエ
ネルギーデバイスであり、その高性能化を目
指し高機能材料の開発が世界中で活発にお
こなわれています。燃料電池の発電効率を
上げるには、電極上で起こる化学物質から
電気を取り出す反応を促進させるため、大き
な表面積を有する電極材料が必要となり、
そのためにナノ材料の開発は欠かせないも
のです。
　例えば1cm3の電極材料を1nm3の小片
へ分割した場合、表面積は1000万倍になり
ますので、ナノサイズ化は非常に効果的な手
法と言えます（図1）。
　燃料電池の電極材料として我々は、化学
的な耐久性が高いチタン酸化物に着目して
研究をおこなっています。チタン酸化物は、
二酸化チタン（TiO2）が最も安定であり、燃
料電池の電極材料として用いられている炭
素材料に比べて耐久性の向上が期待できま
すが、通常は電気を通しません。TiO2より
酸素が少ない還元型チタン酸化物は高い
導電性を有する材料で、表面は化学的に耐
久性の高いTiO2で覆われるため、炭素材料
の問題を解決する電極材料への応用が魅力

的な材料なのです。
　この還元型のチタン酸化物の合成には、
通常1000℃程度でTiO2を還元する処理が
用いられています。我々の研究対象である
二酸化チタン（ルチル型）の融点は1800℃
以上なので1000℃の還元反応にも安定と
考えられますが、実際にはナノサイズのTiO2
は還元反応中に粒子が成長してしまいナノ
粒子を得るのが難しいのです。物質の融点
はナノサイズになると大きく低下することが
知られています。また、30nmのTiO2粒子は
465℃で15日程度の加熱で倍のサイズに
成長すると報告されています。この様にナノ
サイズ化するためには物質の熱的な安定性
を深く理解する必要があります。

形を崩さず酸素原子を抜く
　そこで我々はTiO2のナノ粒子から、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。まずは、低温でも強い還元力を有す
る水素化カルシウムをTiO2ナノ粒子と混
ぜ、従来法よりも600℃以上も低い350℃
での還元反応を検討しました。図2に示す
ようにナノ構造が保持されつつも、可視光の

吸収が認められる材料の合成に成功してい
ます。このことは、還元により導電性が期待
できる還元型へ変化したことを意味してい
ます。詳細なメカニズムについては現在も
調査中ですが、部分的に酸素が抜けながら
も安定な結晶構造が存在し、徐々に結晶構
造が変化することで結晶性を維持したまま
還元反応がすすむことをつきとめています。
　我々の手法のメリットは、多くの研究者が
検討してきたナノサイズのTiO2を出発物質
に用いて、ナノサイズの還元型チタン酸化物
が合成できることです。つまり塩化チタン
などの原料から還元型チタン酸化物を合成
する特別な手法の検討が必要なく、これま
でTiO2で培われてきた技術、例えばTiO2ナ
ノワイヤなどへの適用により還元型チタン
酸化物のナノワイヤの合成が期待できるの
です。それにより表面積のメリットのみなら
ず、導電性にも優れた電極が形成できます。
これら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
目指すため、現在はさらに原子レベルから
反応メカニズムや電子状態の解析に取り組
んでいるところです。

短時間で高温の疲労試験が可能に
　ジェットエンジンやガスタービンのタービ
ンブレード（タービン翼）では運転中に高速
振動が生じます。高速振動の周波数は数
kHz（１秒間に数千回）であるため、疲労の
サイクル数は10日程度でギガサイクル（109

回）を超えます。しかし、通常の疲労試験の
周波数は10Hz（一秒間に10回）程度である
ため、従来の技術ではこのような高速振動
によるギガサイクル疲労を十分に評価する
ことはできませんでした。
　今回の研究では周波数が20kHz（１秒間
に２万回）という超音波疲労試験技術を適
用しました。超音波疲労試験は縦振動の共
振現象を利用した軸力疲労試験（試験片が
伸び縮みする）の一種ですが、ギガサイクル
域までの疲労試験を迅速におこなうことが
できるだけでなく、周波数が実機のそれに
近いというメリットもありました。
　ただし、通常は常温で行われる超音波疲
労試験をタービン翼などを想定した高温で
おこなうことは容易ではなく、単に加熱装置
を取り付ければよいというものではありま

せんでした。超音波疲労試験は共振現象を
利用しますが、ヤング率（材料定数）が温度
の影響を受けるため、温度を高くすると共振
状態が変化するという問題があるためです。
　今回の装置開発研究は、市販の超音波疲
労試験装置をベースに種々の改造を加えて
いくことですすめました。図1は開発した装
置の写真です。高周波加熱器と各種のセン
サー類を追加し、改良が必要な部品類は独
自に設計・作製し、応力計算をおこなうため
のソフトウェアも新規に作成しました。開発
過程は試行錯誤の繰り返しでしたが、その
結果、各パラメータを高温条件下でも精度よ
く制御できる装置の開発に成功しました。
この装置を用いて試験できる温度の範囲
は、おおよそ500 ～1500℃です。

開発装置に高い信頼性
　この装置を用いて試験をおこなった結果
が図2と図3です。図2はボイラー用の耐熱
鋼を用いて650℃でおこなった試験結果、
図3はタービンブレード材を用いて1000℃
でおこなった試験結果です。

　ボイラー材の試験は装置の問題点を洗い
出すための予備試験です。通常の疲労試験
結果（1－800Hz、周波数効果は無い）とよ
く一致する結果が得られ、信頼性の高い結
果が得られることが確認できました。
　真のターゲットであるタービンブレード
材でも、通常の疲労試験結果（10Hzのみ、
周波数効果は不明）とよく一致する結果が
得られました。この結果は、1000℃という
過酷な条件でも妥当な結果が得られること
を示しています。
　これらの結果を見てもわかるように、
1000℃でも試験可能な信頼性の高い高温
用超音波疲労試験装置の開発に成功しまし
た。

高温・高速ギガサイクル疲労試験装置の開発に成功
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て以降、一貫して疲労の研究に従事している。ギガサイクル疲労が主な研究テーマであるが、疲労データシートの作成や事故調査等の
業務にも従事している。力学が専門であるが、学位論文のテーマが分子動力学（計算）であった背景があり、計算から実験までの幅広い
研究経験を持つ。

高機能ナノ材料の新たな合成法
低温還元によるナノサイズを保持したチタン酸化物の還元

Research Highlights

図1　開発した装置の写真。赤字は独自に開発したもの。制御用PCのソフトは独自開発。また、変位センサーと温度セン
サーの測定法も独自に開発。 図1　ナノ材料の表面積 図2　TiO2ナノ粒子（左）と低温還元法により合成した還元型チタン酸化物（右）の透過型電子顕微鏡像

図2　ボイラー用の耐熱鋼を用いて650℃でおこなった
試験結果。開発した装置による結果は比較データ（文献値）
とよく一致している。

図3　タービンブレード材を用いて1000℃でおこなった
試験結果。開発した装置による結果は比較データ（文献値）
とよく一致している。
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奥村展三文部科学副大臣と神本美恵子政務官がNIMSをご視察1

金属酸化物とポリマーナノ複合材料に関する国際ワークショップをブダペストで開催2

　平成23年9月29日、NIMSと天津大学（本部：
中国天津市）は5年間の「連携センターに関する
契約」を締結しました。昨年10月、NIMSと天津大
学は「光機能材料の研究開発および環境・エネル
ギー分野への応用」に関するMOUを締結し、研
究連携をしてきました。
　新しいこの契約により、天津大学からは施設

の提供、双方からは人材を派遣し、天津大学構
内に「NIMS－天津大学連携研究センター」を設
立し、最新の材料科学技術によるより広範な分
野での環境・エネルギー用先端機能性材料の開
発を目指していっそうの協力促進を計ることとな
りました。
　本センターはNIMSが海外機関に設置するは

じめての本格的な
連携研究センター
であり、今後のモ
デルとなるもので
す。NIMSにとって、
近年発展の著しい中国における重要な情報源や
交流の窓口になるものと期待されます。

NIMSと天津大学「連携センターに関する契約」を締結3

　平成23年10月12日、奥村展三文部科学副大臣
と神本美恵子政務官がNIMSの並木・千現地区を
視察されました。
　潮田理事長によるNIMS概要説明と青野拠点
長の国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
（MANA）概要説明の後、奥村副大臣と神本政務
官はサイアロン蛍光体のLED照明への応用例や

放射性物質の閉じ込め材料の開発研究成果など
の説明を受けられました。その後、クリープ試験
装置、航空機のジェットエンジンのタービンブ
レード用ニッケル合金、およびレアアースであるジ
スプロシウムを使わないハイブリッド自動車用ネ
オジム磁石研究開発を視察されました。
　神本政務官は、40年以上おこなわれたクリープ

試験のテレビニュース（今年2月）が印象深かった
と述べられました。

　平成23年9月19日～21日の三日間、ハンガ
リーの首都ブダペストにおいて“金属酸化物とポ
リマーナノ複合材料に関する国際ワークショップ
（Workshop on Metal Oxide / Polymer Nanocom-

posite and Application）”が開催されました。
　本会議はJSPSの二国間共同研究事業の一環
としてハンガリー応用物理・物質科学研究所と
NIMSナノエレクトロニクス材料ユニットの共催
で開かれ、両機関と共同研究を実施している東
北大学、ブダペスト工科・経済大学、ヨハネス・ケ

プラー大学（オーストリア・リンツ）およびライプ
ニッツ高分子研究所（ドイツ・ドレスデン）からも
参加があり、総勢26名の研究者が集結しました。
　会議は、Prof. Bársony（ハンガリー応用物理・
物質科学研究所所長）の基調講演にはじまり、
続いてProf. Sariciftci（ヨハネス・ケプラー大
学）の有機太陽電池の開発指針について講演が
ありました。その他、各国の若手研究員から金属
酸化物－有機ナノ複合材料の基礎物性解析か
ら材料合成、さらにはデバイス応用まで幅広く議

論がなされました。
　NIMSからはZnOの半導体としての機能、有機
材料との界面物性、有機半導体の界面形成機構
など主に材料の基礎物性について報告しました。
　ワークショップは今後のさらなる共同研究を
継続することを確認しつつ幕が閉じられました。
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　平成23年10月から、NIMSイブニングセミナーを東京・竹橋で開催します
（共催：社団法人日本工学会、協賛：財団法人総合工学振興会）。 本セミナー
では、NIMSの長井寿 中核機能部門 部門長がオーガナイザーとなり、元素
戦略、ナノ物質、計算科学などの最前線を紹介。講演する研究者が、より高度
な技術者教育に積極的に関わり、かつ受講者との双方向コミュニケーション

NIMSイブニングセミナーのご案内

>> http://www.nims.go.jp/publicity/evening-seminar/

がより円滑におこなわれるよう企画しました。本セミナーは、（社）日本工学
会の物質・材料基礎 ECE プログラムとして認定され、一定の条件をクリアー
した受講者には技術力向上教育（Engineering Capacity Enhancement）
プログラム認定証が発行されます。 参加方法・詳細は、

　平成23年10月18日、NIMSとつくばイノベー
ションアリーナ（TIA-nano）のコア研究領域の一
つ「ナノグリーン（ナノテクノロジーを活用した環
境技術研究）」は、東京・学術総合センター 一橋
記念講堂において、ワークショップ「TIA-nano 
ナノグリーン領域が提案する、新しい産業界との
連携」を開催しました。
　今回のワークショップは、ナノグリーン領域が
2012年4月に開設を予定している会員制による

グローバル・オープン・イノベーションの「場」につ
いて、運営方針、連携の仕組み、技術開発テーマ
などを企業に説明し、意見集約を目的として開催
されたものです。
　260余名の参加者を集めたワークショップでは、
主催者代表の潮田理事長の挨拶で幕を開け、
TIA-nanoの岸輝雄運営最高会議議長による概
略講演や、ナノグリーン領域の運営方針、技術開
発テーマ、研究インフラについて発表がされました。

　ワークショップの後半では、ナノテクノロジービ
ジネス推進協議会（NBCI）の塚本建次副会長
（昭和電工株式会社 取締役（CTO））が、オープ
ン・イノベーション
への期待について
講演された後、パネ
ルディスカションを
おこない、活発な討
論がなされました。

TIA-nano ナノグリーンワークショップ「TIA-nano ナノグリーンが提案する、新しい産業界との連携」開催4
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