


NIMSは、もの（物質）と材料の研究所です。
自分のまわりを見てください。
机、椅子、鉛筆、壁、屋根、車、自転車、靴、服、窓ガラス、コンピューター。
これら、人間の生活をかたちづくるためのさまざまなものは、なにからできているでしょうか？
鉄やプラスチック、木、鉛筆なら木と黒鉛。
100円玉は銅とニッケルで、10円玉は銅と少量のスズでできています。
コンピューターはメモリやICというごく小さな電気スイッチの集まりが必要ですが、
それらもたとえばシリコンなどでできています。

それにはすべて理由があります。例えば、電気の通り具合。
電化製品は、電気をよく通すものでなければいけません。
100円玉はさびにくくなければいけませんし、
橋は重いものに耐えるほど強いものでなければいけません。

ものをつくるとき、何でつくるのが一番いいのか。
紙で橋はつくれないように、それぞれ何でつくるのが一番いいのかは、非常に重要です。
材料にはそれぞれ特性があり、それにあわせてものはつくられているのです。

それだけではありません。もともとの素材を巧みに組み合わせることで、
より特性をアップさせることもできるのです。
よりさびに強い金属、より電気を通す電線、より軽いもの、より小さいもの。
そうした新しい特性を持ったものをつくりだす。
より新しいものをつくりだすことで、人の暮らしをよりよくしていく。

それがNIMSの研究です。

これってなにでできてるの？！
モノからわたしたちのくらしをかんがえる。





灯りをともす、ものを動かす、そのほかにも電気はわたしたちの生活の中に多く使われています。
新しい材料を開発すれば、同じことをより少ない電気ですることができます。
また、同じエネルギーからより多くの電気をつくりだすことも、
今まで難しかった、大量の電気をコンパクトにためることもできるようになるでしょう。

太陽光発電
太陽光を使って電気をつくる太陽光発電、その発電をするものを
太陽電池といいます。 太陽電池にはいろいろな種類のものが
あります。今一番多く使われているものは、シリコンという材料を
使ったシリコン型太陽電池です。シリコン型太陽電池は値段が高いので、新しい材料やそれを使った
やり方で、より安く、より多くの太陽電池をつくることをめざしています。発電するための光をより強く
吸収する色素増感太陽電池、有機材料を使う有機薄膜太陽電池、量子ドットと呼ばれるしくみで幅
広い範囲の光を吸収して発電する量子ドット太陽電池などが、NIMSで研究されています。それぞれ、
より発電の効率をあげることを目指しています。

熱から直接電気をつくる
発電所では、きわめて高い熱をつくりだし、水蒸気をおこしてター
ビンを回し、電気をつくります。タービンを回した熱は放熱され、
冷えていきます。その放熱される熱と、外の空気との温度差を
利用して、もう一度電気をつくりだすのが廃熱利用
発電です。こうして同じエネルギーからより
多くの電気をつくりだす工夫を
研究しています。

　  
「原子」ってなに？
　私たちのまわりにあるものはすべて（私たちも含め）、原子が集まってできて
います。物質の最小単位と言っていいでしょう。直径は種類によって違いますが、
だいたい100億分の1m（0.1nm）くらいです。
　この原子も、プラスの電気の性質をもつ原子核と、その周りを超高速で飛び

まわっているマイナスの電気をもつ電子という、さらに小さいもので構成されて
います。原子核はさらに、陽子と中性子という2つの粒子からできています。 原子
は、陽子がいくつあるかでその種類が決まります。また、中性子の数は、原子に
よってまちまちで、例えば水素原子には、０個のもの、１個のもの、２個のもの、
の三種類があります。中性子はいくつでも原子の種類は変わりません。

原子 Atom

燃料電池
これは電池というよりも、まるで小さな
発電所です。家庭や車などで使える
小型の発電機に、水素などの燃料を
入れ、発電し続けるものです。その水素
の純度などが課題となっており、その
ための水素製造法などをNIMSでは
研究しています。

太陽光発電のパネル

温度差で微弱な電流を
起こす熱電素子

水素燃料電池を
搭載した燃料電池車

電気をつくる
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蓄電池
電気はつくる（発電）よりも、ためる（蓄電）ほうがずっと難しい
ことは、あまり知られていません。今までは、昼に使われる最大の電力に
合わせた大規模な発電所が必要でした。電気をうまく、長い期間ためておく
ことができれば、夜発電した電気を昼に使うことも簡単になるでしょう。
NIMSでは安全で信頼できる大型の電池の開発にも取り組んでいます。

超伝導
超伝導という言葉を聞いたことがありますか。電気は発電所から電線を
通って家におくられます。その電線を通る時、電気は少しずつなくなってい
きます（送電ロス、といいます）。しかし、この超伝導の材料でできた電線
では、電気がなくならずにそのままおくられるのです。 こうした、電気抵抗が
ゼロになることを「超伝導」といいます。 この超伝導はほかにもさまざまな
使われ方が考えられます。 この超伝導、なぜ起こるのかが実はよくわかって
いない部分が多くあります。 また、超伝導にするには、今のところ、－130℃
より低い温度でしか起こりません。

磁石と電気
家の中をみてみましょう。換気扇、扇風機、洗濯機、
クーラー、掃除機、最近では電気自動車など、多くの
ものの中には、それを動かす大小さまざまなモーターが
入っています。モーターの中には磁石がはいっていて、
電気の力で回ります。より性能のいい磁石を使うと、
電気の使用量は少なくてすみます。できればすべての
モーターの磁石の性能をあげればいいのですが、いい
性能の磁石は価格が高く、あまり大量には使われてい
ません。そこで、安く、強力な磁石の研究開発をしてい
ます。

　原子がいくつか集まって、ひとつのユニットになったものを分子と
呼びます。水（H2O）や酸素（O2）なども分子のひとつです。つまり、
電子や陽子のような粒子が集まったものが原子、原子が集まった
ものが分子、ということができます。

　   原子核は　      陽子と中性子 からできている。
　   電子　　マイナスの電荷を帯びた粒子。
　   陽子　　プラスの電荷を帯びた粒子。
　   中性子　電気的には中性の粒子。
　　　　　　陽子同士が反発しないようひきつけている。

より高性能になる
リチウムイオン二次電池

高温超伝導ケーブル
（写真提供：住友電気工業株式会社）

ハイブリッド、電気自動車用の
モーターに使われている磁性材料

電気をためる

電気を効率よくつかう
でん  き

でん  き

こう  りつ

ちょうでんどう

じしゃく

ちくでん ち

でん き



水をきれいにする、太陽の光を使う、地球の石（鉱物）を利用する。
地球環境に関する材料と、私たちの生活に関する材料を紹介します。

生活と環境生活と環境

安心できる生活
水をきれいにするパウダー
蛇口をひねればきれいでおいしい水が出てくる、日本では当たり
前のことも、他の国ではそうではありません。たとえば、バングラ
デシュというアジアの国では、水の中に有毒なヒ素という物質が

混じっていることがあり、この国では大きな問題になっ
ています。NIMSで開発されたパウダーは、

水に特定の物質が入っているか
どうかを、色でわかるように
し、さらにその特定物質を捕ま
える役割をします。

ろ過してきれいにする
汚れた水からきれいな水をとりだすに
は、フィルターも有効です。NIMSはこ
のフィルターも研究開発しています。そ
れもただのフィルターではありません。
フィルターの穴が１ナノメートルと、と
ても小さいのです。しかも、酸などにも
負けず、ろ過されるスピードも速く、比
較的おおきなサイズのフィルターです。
これは、ダイヤモンドのように固いこと
からダイヤモンド状カーボンと呼ばれ
ています。さまざまなものが混じった
水だけでなく、油のようなものの分離
にもつかえる優れモノです。

生体材料
人工の骨や血管になる材料。ま
た、薬を膜などに包んで途中で吸
収・分解されないようにして、直接
体内の患部に届けるドラッグデリ
バリーシステムの材料。NIMSは
そのナノテクノロジーの技術と材
料をつくる技術で生体に関する
新しい材料もつくっています。

高機能な光触媒
光が当たるだけで他のものの
化学反応を助ける働きをする
ものを光触媒といいます。壁に塗ると
汚れが分解されるなどの製品が既にあり
ますが、これらは紫外光と呼ばれる、目に見えない光線にしか反
応せず、つかいみちが限られていました。そこで開発されたのが、
人の目に見える光（可視光）にも反応する新しい光触媒です。さら
に、反応効率もアップ。 これらは今までよりも、よりよい有害物質
の除去につかうことができます。

NIMSで開発された
ヒ素を吸着させるパウダー

伸縮可能な人工骨材料

可視光光触媒の
リン酸銀みず こう きのう ひかりしょくばい
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「元素周期表」ってどんなもの？ 
　「元素」は、原子の種類のことで、陽子の数で決まります。この
陽子の数を「原子番号」ともいいます。元素周期表は、原則的に、
左上から原子番号の順に並ぶようにつくられています。 現在
までに発見されている118の元素を並べたものが一般的です。
　周期表上で元素はその原子の電子配置（原子核の周りを飛ん
でいる電子のその軌道）に従って並べられ、似た性質の元素が
規則的に出現します。1869年にロシアの化学者ドミトリ・メン
デレーエフさんによって最初に提案され、その後新しい元素や
理論の発見にともない、改良されて現在の形になっています。

元素周期表 Periodic table

有害物質の除去
例えば車の排気ガス。工場の廃液や廃棄物。ものをつくるとき、人が
暮らすとき、地球環境を汚染していることを知っていますか。それは
人に対してだけでなく、すべてのいきものに害を与えてしまいます。
触媒やフィルター、さらにはナノテクノロジーを駆使して、汚染されて
しまった環境をもう一度きれいにする研究がすすめられています。

素材の使い方をかんがえる  ー  元素戦略
ものを作るときの材料は何もないところから出てくるわけでは
ありません。それはどこから来るのでしょう。そう、地球からで
す。あらゆるものは地球からきているといってもいいでしょう。
地球はただ一つなので、いくらでもものがあるわけではありま
せん。豊富にあると思われている鉄なども、使いきってしまうと
なくなるものなのです。同じ金属でもあまり量がなかったり、
取れなかったりするもっと珍しいものもあります。すべての
ものは限りあるのです。NIMSでは、資源ごとの残存量や利用の
され方、リサイクル、それが世界の人々にどのように影響するか
を研究しています。
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解体された携帯電話。
ここから貴重な金属が取り出せる

土、空気、水から有害物質を取り除いてきれいにする

環境をまもる
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量子コンピューター
電気や光のもとになる電子や光子は、力や衝突で運動が変わ
る「粒子」の性質を持っています。通常のコンピューターでは電
気などの力でその動きを変化させ、計算をおこないます。ところ
が電子や光子をとても小さな箱などに閉じ込めると、「波」の性
質を示す「量子」という状態になり、箱の大きさや並び方、他の「量
子」との干渉などでその動きを変えることができるようになり
ます。この性質を利用するのが「量子コンピューター」です。波
の性質を持つ量子は、いくつもの量子を重ねて一つにすること
ができます。これを利用すると、オンかオフかどちらか一方だけ
をつかうこれまでの計算とはちがい、たくさんの計算を同時に

行うことができるのです。そ
うすると、今のコンピューター
よりもずっと速く計算ができ
るといわれています。 量子コ
ンピューターはまだまだ研究
段階で、実際にできるのは数
十年後だといわれています
が、そのための理論、素材な
どを研究しています。

現代は、ユビキタス（いつでもどこでも）コンピューティングといわれるように、
どこにでもコンピューターがあるようになりました。
日々新しいコンピューターができ、新しいコンピューターの材料もできています。

エレクトロニクスエレクトロニクス

原子スイッチ
半導体よりもさらに小さなIC（集積回路）をつくるには
どうすればよいでしょうか。NIMSの研究者は、一辺の長さ
がわずか10ナノメートルという、非常に小さなスイッチを
つくることに成功しました。原子数個分が動作するので、
名づけられたのが「アトム（原子）スイッチ」。 この極小の
回路を使うと、消費電力の大幅な節約や、記憶するコン
ピューター、今までになかったコンピューターの開発などが
できるようになります。

パワー半導体
コンピューターやスイッチにつかわれる半導体、これをダイ
ヤモンドでできないかを研究しています。 もっとも多く
使われている半導体材料であるシリコンとくらべ、ダイヤ
モンドは高電圧に耐える特性を持っています（ワイドバン
ドギャップ特性、といいます）。そのため、モーターなど大き
なパワーをつかうところでは、消費電力を少なくすること
ができます。さらに、ダイヤモンドには熱を逃がしやすく、
高温でこわれにくいという利点もあります。ダイヤモンド
は非常に硬いため、加工が非常に難しいとされてきまし
たが、実験では回路を作ることに成功し、実現への道筋を
つけています。NIMSでは、
ダイヤモンドをはじめ、
サファイアなどの宝石、
結晶の特性をいか
した材料研究も
おこなっています。 

原子スイッチの模式図

新しいコンピューター 小さなコンピューター
りょうし

のうがた

 げんし

はんどうたい

あたら ちい



「量子」ってなに？
　物質は分子から成り、その分子は原子が集まってできていて、
さらにその原子は原子核と電子でできていて、原子核は陽子と中性子
という粒子でできている、という話をしました。
　これらの原子や分子、電子、素粒子といった非常に小さな単位にな
ると、「粒子」という性質以外に、なんと「波」としての動きも示すよう
になってくるのです。このような2つの性質を持つ状態を「量子」と
呼び、粒子のように位置や運動量を同時に正確に測定することが
できなくなります。この波の動きをあらわすのが、「量子力学」です。
（ちなみに、普通の物体の位置や運動量をあらわすのは「ニュートン
力学」または「古典力学」と言います）。
　量子は物理量のいちばん小さな単位となっています。たとえば、
こうした量子のエネルギーは0から連続した値ではなく、と中がない
とびとびの値になっています。昔から知られている量子としては、
「光子」があります。 光というのは光子という粒子としての性質と
電磁波という波の性質の両方を持ち合わせています。この量子は、
ドイツの物理学者マックス・プランクさんが1900年に見つけました。

量子 Quantum

半導体
普通のパソコンやタブレットPC、スマートフォンなどをはじめ、現在のコンピューターの中に
入っている記憶する部分（メモリIC）や演算する部分（ロジックIC）は、どちらも半導体でできた
スイッチの集合体です。半導体とは、条件により電気を通したり通さなくなったりする素材で、
シリコンが現在主に使われています。おおよそ３～５センチメートル角の一つの半導体チップ
には、1000万以上のスイッチ（回路）があります。 ひとつの回路の大きさは40ナノメートル
ほどで、さらにどんどん小さくなっています。これほど小さくなると、今までとは違った問題が
いろいろと出てきます。例えば、薄くなりすぎて、電流がとまらず、漏れてしまい、うまくスイッチ
が働かないなどです。こうした問題をいかに解決するか、より新材料への期待がかかります。
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制震ダンパー

地震の揺れに強い建物にする
大きなビルから一戸建ての家まで、大きな地震がきたとき、
たてものが揺れにどう耐えるのか、NIMSでは様々な角度
から研究してきました。材料はどのように壊れて消耗する
のか（金属疲労）、腐食はどのようにすすむのか、 壊れに
くい材料はなにか・・・。そうした研究結果を、震災対応の
現場に生かそうとしています。建物のすじかいに入れ、
揺れを吸収するダンパーといわれるものの、最適な
材料と使用法などを研究しています。

家、ビル、橋、車など、大きなものは、鉄骨や大きなボルトなどの材料でできています。
このような大きなものは、壊れ方も違えば、作り方も違います。

大きなものをつくる大きなものをつくる
おお

ナノテクノロジー nanotechnology

「ナノテクノロジー」ってなに？
　「ナノ（ギリシャ語で「小さい人」）」とは、「10億分の１」を意味する言葉です。１ナノメートル（nm）は、10億分の
１mになります。１nmは、髪の毛の太さの約１万分の１の長さです。原子の大きさは0.1nmから0.3nmほどです。
　材料をナノのサイズまで小さくすると、化学反応が起きやすくなったり、電気的性質が変わったり、強度が
上がったりと、材料の性質が変わることがあります。それを利用する技術をナノテクノロジーと呼びます。

壊れにくい材料
ものが壊れるとき、壊れ方にもいろいろあります。一本の棒に力を加えて
いくと、いつしか「ポキッ」と折れてしまうものもあれば、ぐにゃりと曲がって
しまうものもあります。鉄骨をつなげるボルトでは、どちらがいいでしょう
か。いきなり折れてしまうより、曲がっても折れないほうがまだ安全です。も
ちろん、力に対して強くないといけません。こうした超高強度の鋼が、壊れに
くい建物には必要です。

大きなものをなおす
鉄橋など、大きな鉄骨と鉄骨を組み合わせるとき、どうし
てもその組み合わせたところは弱くなります。また、一度
こわれた時の補修も難しく、時間もかかります。そこで、
高い信頼性をもちつつ、いままでよりもスピーディに補
修できる溶接の技術と特別なボルトを開発しています。

超高強度で衝撃に強い超微細結晶粒鋼

地震に強く

こわ

おお

ざいりょう

じ しん ゆ つよ たてもの

じ   しん つよ



材料信頼性・評価
同じ金属でも、種類が違ったり、合金のように金
属を混ぜ合わせたものの比率が違ったりすると、
壊れ方や壊れるまでやさびるまでの年月が変わ
ります。また、その材料が街中の家の中で使われ
るのか、海の近くの家の外で使われるのかでも大
きく変わります。そこで、一つ一つの材料の強さや、
つかわれる環境の違いを一つ一つ調べ、どのよう
な場所にどのような材料が使われるのが最適な
のかを研究しています。こうした研究はJAXAの
ロケット開発にも役立っています。

クリープ
金属も高い温度で力がかかり続けると、くたびれて
しまい、壊れることがあります。 「クリープ」とは、
そのように長時間、高温においた金属がいつ頃、
どのように壊れるかを調べる試験です。 例えば、
火力発電所に使われている金属の壁は、非常に高い
温度と圧力に長時間さらされ続けます。 そこで、
金属にある程度の力をかけ、そのまま長い時間を
かけてこわれ方を調べています。これにより、どの
材料を使えば、何時間は元のまま、 疲労せずに使う
ことができるか、いつ頃修理が必要かがわかります。 
この試験は何万時間もかけていて、 NIMSにある
一番長いクリープ試験は2011年2月に14,853日、 
時間にして356,463時間（約40年8ヶ月）を超えま
した。

ハイブリッド材料
ガラスの繊維をプラスチックの中に入れ、強度を高めたFRP（繊維強化プラスチック）という
材料があります。このように二つ以上の材料を組み合わせて、ある特性を持たせた材料を
ハイブリッド材料といいます。ここで大事なのは、材料を作ってからその使いどころを考える
のではないことです。そんなことをすれば、数限りない種類の材料ができてしまい、反対に
どう使っていいのかわからなくなることでしょう。一つ一つの材料をよく研究した上で、どの
ような材料を目指すのか（例えば、車に使う頑丈で軽い材料、だとか）を考え、どれとどれを
組み合わせるとうまくいくのかを計算して求めていく手法が、実用可能なハイブリッド材料の
開発手法です。

疲労破壊した部品のミクロ破面観察で
見つかった疲労破壊のあと

NIMSで行われていたクリープの試験場

ものの壊れ方

材料の特性をいかす

こわ かた

ざいりょうしんらいせい　ひょうか

ざい りょう とく   せい

ざいりょう

10μm



NanoGREEN/WPI-MANA棟全景

シンポジウムの様子

潮田拠点長より、最優秀先進賞の増田卓也NIMS特別研究員
へ拠点賞を授与

竣工記念式典の様子
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文部科学省元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞実施機関に
NIMS「元素戦略磁性材料研究拠点」を採択

　平成24年7月5日、NIMSにあたらしくできた
総合研究棟の竣工記念式典が開催されました。
　竣工記念式典は、NIMS潮田資勝理事長の挨
拶ではじまり、来賓の市原健一つくば市市長、文
部科学省森本浩一大臣官房審議官らから、祝辞
とともに、融合研究のさらなる推進や革新的な研
究成果への期待、激励の言葉をいただきました。
　新しい総合研究棟はナノ材料科学環境拠点
（GREEN）などが入る「NanoGREEN棟」と、
MANAが入る「WPI-MANA」棟の2つの研究棟
で構成されています。式典の参加者は総合研究
棟の概要について説明を受けた後、視察をおこ
ないました。
　NanoGREEN棟では、ナノ材料科学環境拠点
（GREEN）が太陽光起源のエネルギーフロー共通
課題のための表面・界面現象の理解と制御の研
究をおこないます。また、同棟には低炭素化研究

ネットワーク『低炭素化材料設計・創製ハブ拠点』
もあり、研究支援のさらなる充実が期待されます。
　一方のWPI-MANA棟では、国際ナノアーキ
テクトニクス研究拠点（MANA）が、世界トップ
レベルのナノアーキテクトニクス研究を担い、同
時に国際研究交流を促進します。視察ではナノ
システム分野原子エレクトロニクスユニットとナ
ノマテリアル分野ソフト化学ユニットのラボで
脳型素子とナノシート開発の研究について説明
がおこなわれました。
　なおこの総合研究棟は、太陽光発電、蓄電池、
非常用発電機、商用電力という4つの電源を用い
た、分散型エネルギーシステムの実運用として国
内初となるマイクログリッド（=スマートグリッ
ド）を採用しており、消費電力の削減や、停電時
の無瞬断給電を可能としています。

NanoGREEN/WPI-MANA棟が新たに完成
環境・エネルギー技術と革新的材料開発のための総合研究棟が誕生

　文部科学省は、元素戦略プロジェクト＜研究
拠点形成型＞における拠点実施機関として、
NIMSが連携機関と共同で応募した「元素戦略
磁性材料研究拠点」を採択することを決定しま
した。
　元素戦略磁性材料研究拠点は、理論・計測解
析・材料創製の3分野を融合させて、新規磁石材
料の理論探索をすすめると同時に、既存磁石材
料の高性能化技術を研究し、希少元素によらな
い大量生産可能な次世代磁石材料を実験室規

模で創製し、産業界での開発研究に必要とされ
る基礎学理と技術基盤を構築することを目的と
しています。同時に、将来の磁性機能材料研究
開発の継続的な発展に寄与する人材の育成も目
指します。
　この研究拠点では、メカニズム解明に根差し
た新規高性能磁石材料の創出を目指し、代表研
究者（廣澤 哲：NIMS元素戦略磁性材料研究拠
点長）の下に、新規物質探索の決め手となる理論
や計算科学の分野を担当する電子論グループ、

特性発現機構解明に欠かせない微細領域の組
織解析の分野を担当する解析評価グループ、高
度な組織制御技術を駆使し研究成果の工業化
に不可欠な材料創製分野を担当する材料創製
グループの3グループを設置し、NIMS、東京大学
（理学系研究科、物性研究所）、名古屋工業大学、
大阪大学、京都大学、東北大学、産業総合研究
所、高エネルギー加速器研究機構、高輝度光科
学研究センターの9機関が連携して、共同研究
を推進します。

第4回 ナノ材料科学環境拠点シンポジウム開催

　平成24年6月26日（火）、並木地区において
「第4回 ナノ材料科学環境拠点シンポジウム」を
開催しました。本シンポジウムでは、114名の参
加者のもと、文部科学省ナノテクノロジー・材料
開発推進室の永井雅則室長、東京大学大学院／
GREENプログラムディレクターの橋本和仁
教授の挨拶に続き、GREEN拠点賞の授与式を
おこないました。
　講演は、GREEN副拠点長Prof. Schlapbach
からスタートして、太陽光利用に関係する6名の
招待講演者から最新の研究発表を、GREENか
らは太陽光利用分野のグループリーダー（3名）
による研究の方向性について、新グループのリー
ダー（1名）及び研究者（1名）から新グループの研

究についてそれぞれ発表をおこないました。また
43件のポスター発表により、GREENでの研究
進捗の報告や今後の展開について発表がありま
した。招待講演者による最新の研究内容発表を
通じて、光エネルギー変換効率向上のため、光
励起、電荷分離、電荷輸送等、非常に多くの課題
を示され、今後の太陽光利用に関する研究方針
について議論を深めることができました。
　また、今年度より、若手研究者奨励を目的に、
ナノ材料科学環境拠点（GREEN)拠点賞を設け、
授与式がおこなわれました。
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