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ここは、ものの研究所です。

地球上の、いえ、宇宙までふくめた、すべてのものです。

というと、なんだか気宇壮大な気がするのですが、

そうではなく、

これを読んでいるあなたの足元から続いているのです。

これを読んでいるあなたの足元には建物の床があるでしょうか。

それとも道路があるでしょうか。

椅子に座っているでしょうか。

バスに乗っているでしょうか。

そのどれもが、なんらかの、ものでできています。

この冊子だって、冊子を印刷しているインクだって、

それを持っているあなただって、ものでできています。

それらの多くを研究しているのが、ここなのです。

しかも、その研究は、ノーベル賞まで続く研究かもしれません。

わたしたちが毎日ここでしている研究や、

サイエンスとは、そういうものなのです。

ごあいさつ



3

和周波発生分光システム
レーザー光を用いた和周波発生
（SFG）は固体や液体の界面（液体や
固体が他の液体、固体、気体と接し
ている境界）でのみ生じる現象で、
これを調べることで固体や液体の内
部ではなく、界面にある原子や分子
の電子状態や構造、分子の振動など
を調べることが可能になる。

NIMSで行われている物質・材料の基礎研究。
とはいっても、なかなかイメージできないのではないだろうか。
研究室の扉をあけるとそこには、造形美を放つ装置と、
真摯に向き合う研究者がいた。

Uncovered
ベールを脱ぐNIMSの研究

Sum Frequency
Generation
Spectroscopy 
System
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SPring-8
NIMS高輝度放射光ステーション
兵庫県播磨にあるSPring-8。その中にある
NIMS高輝度放射光ステーションのビームラ
インでは、光速近くまで加速された電子か
ら生じる、放射光と呼ばれる特殊なX線源
を使い、物質の電子状態や結晶構造、原子
配列構造までも知ることができる。

The synchrotron
X-ray station of 
NIMS at SPring-8
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クリープ試験機
弱い力でも高温で長時間かけ続け
ると材料は壊れてしまう。このク
リープ現象を調べるために金属を
一定の温度と負荷の下で長時間
にわたり引っ張り続け、切れるま
でのひずみを記録する試験を行っ
ている。NIMSでの最長クリープ
試験の試験期間は40年を超える。

Creep
Test Facility
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超高真空温度可変走査型トンネル顕微鏡
物質表面の原子配列や電子状態を観察できる走査型
トンネル顕微鏡（STM）を、非常に高い真空に置き、
試料温度を変えられるようにした。極低温や高温環
境での物理現象や化学反応を、浮遊ガス分子などの
影響を受けない精密な測定で調べている。

VT-UHV-STM 
(Variable Temperature Ultra High Vacuum
Scanning Tunneling Microscopy)
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被毒耐性金属間化合物触媒の研究
自動車の排気ガスを清浄化する触媒には高
価な貴金属が使われており、またガスに含ま
れる成分によって次第に触媒の性能が低下
する。NIMSでは、金属間化合物を用いるこ
とで貴金属を使用せず、しかも耐久性に優れ
る触媒の実現を目指している。

電子顕微鏡内
その場力学解析装置
試料に力を加えながら、ナノスケールの組織
を観察できる透過型電子顕微鏡。「力が加わ
っていく」時に材料の組織がどのように変化
するのかを直接観察できるもので、材料が
変形するきっかけとなる素過程の解明を行う。

Schlenk Line

TEM in-situ
Mechanical 
Characterization 
System
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TEM in-situ
Mechanical 
Characterization 
System

20T　超伝導マグネット・希釈冷凍機
液体ヘリウムよりも低い温度をつくる希釈冷凍機と、
20テスラという非常に強い磁場を発生させる超伝導
電磁石。極低温や強い磁場中で起こる特異な物理
現象や、超伝導材料、磁性材料の研究に用いられる。

20T Superconducting Magnet /
Top Loading Dilution Refrigerator
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固体高分解能ＮＭＲ用超伝導磁石
NIMS桜地区にある、世界最強レベルの磁場をつく
りだす超伝導電磁石。この磁石を用いた核磁気共
鳴 (NMR)分析では無機固体材料や有機分子の結
合・立体構造をより精密に調べることができる。

930 MHz  High Resolution 
Solid-state NMR system
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収差補正装置付電子顕微鏡
電子顕微鏡に生じる収差を、様々なレンズの組
み合わせと補正プログラムを用いて校正すること
で、より高解像度での観測が可能になる。この
収差補正装置付電子顕微鏡では世界最高レベル
の高解像度で、原子ひとつひとつの振る舞いを
観測できる。

Aberration Corrected
Transmission Electron 
Microscope
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パルスレーザー堆積装置
薄い膜状の材料をつくる（成膜）装置。真
空中に置いた原料に、高エネルギーのパル
スレーザーを照射し、瞬時に蒸発させる。
気化した材料は化学反応しながら基板の上
に薄膜として堆積する。新しい電池（全固
体リチウム電池）用をはじめとする新材料
の合成に役立てられている。

Pulsed Laser
Deposition System
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私たちの生活にとって、電気は何よ

りも大切なエネルギーです。もし

電気がなかったら、夜はまっ暗、昼間で

も光の入らない部屋などは薄暗くて、快

適な暮らしなどできません。冬は暖房に

困るでしょうし、暑い夏も冷房を効かす

ことができません。新幹線や地下鉄も走

らなくなりますし、パソコンも動かせなく

なります。テレビもダメ、冷蔵庫や洗濯

機もダメ、もう、どうしていいかわから

なくなってしまうのではないでしょうか。

この電気。電力会社が一生懸命つくっ

て私たちのもとへ必要な分だけ送ってく

れているので、便利な社会が成り立って

いるのです。スイッチひとつでいつでも

電気を使うことのできる生活を、私たち

は決して捨てることはできないでしょう。

しかし、電気というエネルギーには、

二つの問題点があります。ひとつは、電

気は使うときにつくらないといけない、

つまり、貯めておくことができないとい

うことです。だから、みんながたくさん

電気を使うときには、たくさんの電気を

つくらなければなりませんし、夜のよう

に電気をあまり使わないときには、つく

る量も少なくするのです。

もうひとつは、遠くへ運ぶのが難しい

という点です。電線で運ぶのですが、長

い距離を運ぶと熱になって逃げてしまう

ので、日本のような島国では、外国から

買ってくるということができません。電

池を使うにも、限界があります。

電気を蓄える、電気を遠くへ運ぶ……。

こういった夢の技術を実現することはで

きないか、人類は長い間、このことを考

え続けてきました。

1911 年、オランダのカメリン・オンネ

スは、水銀を非常に低い温度に冷やした

ときに不思議な現象が現れるのを発見し、

これを超伝導と名づけました。物質が超

伝導になると、電気を全く抵抗なく通し、

磁石に対して強い反撥を示すのです。

こうした超伝導になった物質を利用す

れば、電気を大量に蓄えることも、電気

を遠くまで送ることも、理屈の上では可

能になるのです。ただ、残念なことに、

超伝導にするには、物質を極めて低い

温度にまで冷やしてやらなければなり

ません。水銀が超伝導になったのは、

－ 269℃、とてつもなく低い温度なの

です。

もっと高い温度で超伝導になる物質

はないのか、科学者は懸命に探しまし

た。1986 年にはセラミック系の酸化物

が－ 243℃で超伝導になることが発見

され、その後競争がヒートアップしま

したが、今でも－ 113℃ぐらいまでし

か見つかっていません。

室温での超伝導、
実現への夢

もしかすると、この自然界には常温で

超伝導になる物質はないのかもしれない。

そう考える人たちもたくさんいます。で

も、私たちには、科学と技術という強力

な武器があるのです。

最近のナノテクノロジーは、原子や分

子の構造の分野にまで触手を伸ばし、原

子や分子の結びつきや相互の関係を人工

的に操作して、あたらしい物質をつくり

あげる技術まで手にするようになりまし

た。一方、原子や分子のどんな構造が、

どんな物性を示すか、という研究も大い

に進んでいます。この二つの考え方を結

びつければ、常温（室温）で超伝導を表

す物質を人工的に創造することも不可能

ではありません。

室温超伝導物質の出現、こうした夢が

現実になれば、私たちのエネルギー問題

は一挙に解決してしまうかもしれません。

えとりあきお：1934 年生まれ。
科学ジャーナリスト。東京大学教養
学部卒業後、日本教育テレビ（現テ
レビ朝日）、テレビ東京でプロデュー
サー・ディレクターとして主に科学
番組の制作に携わったのち、『日経
サイエンス』編集長に。日経サイエ
ンス取締役、三田出版株式会社専務
取締役、東京大学先端科学技術研究
センター客員教授、日本科学技術振
興財団理事等を歴任。

文・えとりあきお
題字・イラスト：ヨシタケシンスケ

❶
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NIMSの論文を
読んでみよう

アメリカの科学情報誌「Science」は 1880年に創刊された、世界

で権威のある、伝統ある学術雑誌だ。そこに 2012年、NIMSか

らの論文が掲載された。こうした NIMSの研究は、一見するとと

ても敷居の高い、難しいものに見えるかもしれない。けれども、ゆっ

くりと読み解いていくと、もっと面白い、魅力ある、社会と深く結

びついた研究だということがわかるはずだ。

1 有 機 溶 媒：溶 媒とは、固 体、液 体、
気体を溶かす液体の総称であり、ア
ルコールなどの有機 物の場合、特に
有機溶媒と呼ぶ。

2 多孔性カーボン膜：カーボン膜は主に
炭素でできている非常に薄い膜のこ
と。多孔性とはとても細かな穴が開い
ていること。穴の直径は約1ナノメー
トル。

3 高分子材料：非常に多くの分子が連結
してひとつの巨大分子を形作っている

使われるのがディーゼル 燃 料（油 ）。
エンジンの効率がガソリンエンジンよ
り高いとされている。ただし、軽 油
の中には硫黄が含まれ、その硫黄が
排気ガスなど、環境負荷を与えたり、
燃焼して硫黄酸化物となり、エンジン
内部を痛めたりする。ディーゼルエン
ジンのそうした硫黄をできる限り少な
くしたものが超低硫黄ディーゼル燃料

（油）。
7 オイルサンド：カナダやベネズエラな

ものを高分子と呼ぶ。高分子材料は、
その特性を利用したゴムやプラスチッ
クなどの材料のこと。

4 分離機能材料：材料のうち、非常に
細かい貫通孔をもった薄い膜を用いて、
二つ以上の溶け合った液体を分ける
ことができるもの。

5 ナノメートル：長さの単位。10-9メー
トル、10 億分の1メートル。

6 超低硫黄ディーゼル 燃料：燃料に軽
油を使用しているディーゼル自動車に

どに分布している極めて粘性の高い
鉱物油分を含む砂岩のこと。埋蔵量
は、通常の石油の約２倍とされる。石
油価格の高騰とともに、オイルサンド
の生産量が拡大している。アメリカで
使われる石油の最大の供給源は、カ
ナダのオイルサンドとなっている。原
油の抽出には、タール状鉱物油分を
含む砂をアルカリ性の温水で処理す
る必要があり、大量の汚染水が生じ
る。現在、多くの汚染 水は幾つか　

オイルを浄化できる
超高性能ろ過フィルターを開発
─ ナノ細孔中の高速粘性透過を世界に先駆けて実証 ─

先端的共通技術部門高分子材料ユニットの研究者らは、有機溶媒
1）に耐性のある極薄の多孔性カーボン膜 2）を開発し、従来のろ過フィ

ルターと比較して、不純物の除去速度を約 3 桁向上させることに成

功した。

概要
先端的共通技術部門高分子材料 3）ユニット（一ノ瀬泉ユニット長）

の分離機能材料 4）グループの研究者らは、中核機能部門電子顕微鏡

ステーションとの共同で、直径約 1 ナノメートル 5）の細孔をもつ極

薄の多孔性カーボン膜を開発することに成功した。

耐有機溶媒性のろ過フィルターは、超低硫黄ディーセル燃料 6）の

製造、オイルサンド 7）開発における排水処理プロセス、化学工業に

おける溶媒の再利用などに、期待がかけられている。しかしながら、

従来のろ過フィルターは、酸・アルカリ、加熱などにより劣化しやすく、

細孔径が１ナノメートル程度のフィルターでは、水以外の溶媒を透過

させることが困難であった。

今回の研究では、高強度のカーボン膜を形成させることで、約 35

ナノメートルの薄さでも優れた力学的強度を有するろ過フィルターを

作製することに成功した。カーボン膜の内部には、直径約 1 ナノメー

トルの流路 8）が無数に形成されており、有機溶媒を超高速で透過さ

せることができる。オイルの 1 成分であるヘキサン 9）の透過速度は、

230L/h·m2·bar10）を超えており、不純物のモデル物質として用いた

アゾベンゼン 11）（分子量 12）：182.2）の阻止率は 90% 以上であった。

この処理速度は、同等の性能の市販のフィルターと比較して、約 3

桁大きい。

有機溶媒が配管 13）中を流れる場合、その速度は溶媒の粘度に反比

例して増大する。即ち、粘度が低い有機溶媒ほど配管中を速く流れる。

今回の研究では、直径 1 ナノメートルという極小の流路においても、

このような粘性透過 14）が確認されることがわかった。分子スケール

の流れが、粘性という巨視的な物性と関連していることは、驚くべき

事実である。

研究の背景
世界規模での水不足 15）が深刻になるにつれて、水処理技術への期

待が高まっている。日本のメーカーが製造している水処理膜 16）は、

海水淡水化や廃水処理に幅広く利用されており、その性能はトップク

ラスであり、世界シェアも大きい。しかしながら、既存の膜にも欠点

がある。例えば、膜を形成しているポリマー（高分子）は、酸やアル

カリ、化学薬品の影響により、徐々に分解してしまう。また、多くの

高分子膜は、高温に加熱すると軟化し、有機溶媒によっては溶解し

てしまう。高分子膜の内部に数ナノメートルの流路を形成する技術も、

現状では十分に確立されていないのである。

耐有機溶媒性のセラミックス膜では、直径 1 ナノメートル程度の

細孔をもつ水処理膜が製造されているが、このような膜を薄く均質に

製膜するには限界があり、流束 17）が著しく小さい。また、現状の膜
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の処理工程を経て再利用されている
が、そのコストは大きく、将来の環境
破壊も懸念されている。

8 流 路：流れ込む経 路。この場合、多
孔性の穴。

9 ヘキサン：CH3（CH2）4CH3 で表され
る直鎖状の炭化水素。灯油のような
臭いがする。灯油、ガソリンに多く含
まれる。

10 230 L/h･m2･bar：barは圧 力の単位。
ほぼ1気圧とおなじ。（1気圧=1.01325 

では、有機溶媒を高速で透過させることができない。一方、カーボン

膜は、ガスや水蒸気の分離膜として古くから研究されているが、有機

溶媒の高速透過が実現できていない。その実現には、力学的強度が

大きな極薄のカーボン膜に、溶媒分子よりも大きな貫通孔を形成さ

せる必要があるが、これが従来の製膜法では非常に困難であった。

成果の内容
今回の研究では、高強度コーティングに用いられるダイヤモンド

状カーボン（DLC, diamond-like carbon）18）の製造方法（プラズマ

CVD 法 19））を応用することで、開孔径が大きなアルミナ 20）基板の上に、

厚さ 35 ナノメートルの高強度カーボン膜を自立膜として形成させた

（図１、図２）。また、製膜過程での基板温度を制御することで、カー

ボン膜の内部に約 1 ナノメートルの複数の流路を形成させることに成

功し、有機溶媒の高速透過を実現させた（図３）。

高性能ろ過フィルターの製造方法は、以下の通りである。まず、ア

ノード酸化 21）により形成された多孔性アルミナ膜 22）（開孔径：200

ナノメートル）の上に、ナノストランド 23）と呼ばれる極細の無機ファ

イバー 24）を濾過し、アルミナ膜の表面を均一に覆う。これに、アセ

チレン等のガスを原料として、プラズマ蒸着によりダイヤモンド状

カーボン（DLC）膜を形成させ、酸で処理することで、犠牲層 25）と

して利用したナノストランド層を除去する。このような方法により、

ヤング率 26）が 170 ギガパスカル 27）（ダイヤモンドの約 7 分の 1 程度）

の高強度カーボン膜が得られる。

カーボン膜には、直径約 1 ナノメートルの多数の貫通孔が形成さ

れており、減圧ろ過 28）によりアゾベンゼン（分子量：182.2、平均

分子サイズ：0.69 ナノメートル）を 94.4％、プロトポルフィリン 29）（分

12 分子量：1分子の質量を表す物理量（原
子量の総和）。

13 配管：この場合、水道管などの液体
を通すための管のこと。

14 粘性透過：粘り気のある液体として膜
を透過したという意味。

15 世界規模での水不足：地 球上にある
水の 98 パーセントは海水で、淡水は
2 パーセント。しかも、氷山などの利
用できない水も多あり、多くは飲料な
どに適していない。世界中で は 8 億

8400万人が「安全な飲料水」を利用
できないといわれている。（2008 年、
ユニセフ、世界保健機関による）

16 水処理膜：汚染された水（液体）を、
飲料水などきれいな水にろ過処理す
るもの。一般に多孔性の薄膜が利用
される。

17 流 束：単位面積当たりの流れの速さ
を表す。水だけでなく、電気の流れる
量なども流束と呼ばれる。

18 ダイヤモンド 状 カーボン（DLC）：炭

bar）。液体に1気 圧の圧力をかけた
とき、1平方メートルの断面積を1時
間あたり230リットルの液体が流れる
という意味。

11 アゾベンゼン：赤色の有機化合物で、
分子量（182.2）は、トルエンの約 2倍。

素でできており、ダイヤモンドのよう
に、超硬質なもの。非晶質で、表面
が滑らかであり、優れた潤滑性をもち、
様々な材料に応用されている。例え
ば、お茶などを入れるペットボトルの
内 側 に は、 プ ラズ マCVDに よって
DLC被膜が形成されており、長期間
の品質保持が実現している。

19 プラズマCVD 法：CVDとは化学的気
相成長法のこと。プラズマCVD は原
料となるガスの成分を、プラズマを利

用して分解・反応させ、物質を膜状に
たい積させる物質合成方法。ダイヤモ
ンド状カーボン（DLC）のコーティン
グは、一般にプラズマCVDによって
行われる。

20 アルミナ：アルミナは酸化アルミニウ
ム。アルミナでは、多孔性のシートを
製造する技術が確立されており、ろ
過フィルターとして利用されている。

21 アノード酸化：主にアルミニウム、ニ
オブ、タンタルなどの金属を電解液中

図２　多孔性アルミナ膜の上に形成され
たカーボン膜の断面の走査電子顕微鏡像。

でアノード（陽極）として通電し、表
面を酸化する処理方法のこと。アル
ミニウムでは「アルマイト処理」など
と呼ばれ、アルミニウム表面に多孔性
の酸化皮膜を形成する。

22 多孔性アルミナ膜：アノード酸化によ
って形成された多孔性アルミナ膜は、
垂直な貫通孔が形成されており、ろ
過性能に優れた基板となる。

23 ナノストランド：銅や亜鉛、カドミウ
ムなどの硝酸塩の希薄な水溶液にア

ルカリを加えることで形成される極細
のナノファイバー。ナノストランドの直
径は、約 2 ナノメートルであり、長さ
は数10 マイクロメートルに及ぶ。そ
の表面は、著しく正に荷電しており、
水に高度に分散して存在する。フィル
ターでろ過すると、ナノファイバーか
らなる均質なシートが得られる。

24 無 機ファイバー：繊 維（ファイバー）
のうち、シリカ、アルミナなどでつく
られた、無機物質のナノファイバーの

図１　高性能ろ過フィルターの模式図。 有機溶媒（トルエン）は、35 ナノメートルの薄
さのカーボン膜（DLC layer）を高速で透過するが、不純物のモデル物質（アゾベンゼン）
は、膜により阻止される。このカーボン膜は、ナノ多孔性のダイヤモンド状カーボン（DLC, 
diamond-like carbon）からなる。

35-nm-thick
DLC layer

Al2O3 substrate

Fast Viscous Permeation of Organic Solvents

図３　トルエン分子は、高強度カーボン
膜の内部に形成された極細の流路を透過
する。

アゾベンゼンは
透過できない

トルエンは
透過する
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子幅：1.47 ナノメートル）を 100％取り除くことができる。有機溶媒

の透過速度は、ヘキサンで 239L/h·m2·bar となる（図４）。また、ろ

過フィルターの耐圧性は、20 気圧まで確認されており、圧力に比例

して透過速度が大きくなることが実証されている。

高強度カーボン膜は、10 ナノメートルまで薄膜化することができ

る。この場合、細孔サイズは 3 ナノメートル程度になるが、ヘキサン

の透過速度は 1800L/h·m2·bar を超える。これらの値は、市販の有機

溶媒用のろ過フィルターと比較して約 3 桁大きく、世界最高性能を

達成している。

波及効果と今後の展開
今回の高性能ろ過フィルターは、有機溶媒を高速透過させる画期

的なものであり、化学工業における製品（塗料、機能性ポリマー、医

薬品など）の分離、触媒等が混入した有機溶媒のリサイクルなどに

応用できる。オイルサンドからの原油の抽出では、既存のフィルター

の耐性が低いために、オイルを含んだ排水を処理することができない。

しかしながら、耐有機溶媒性のろ過フィルターでは、オイルを含む水

溶液から微粒子（コロイド状 30）の粘土など）を除去することが可能

となり、水の有効利用に貢献する。また、万が一、有害物質が地表

水に混入した場合にも、汚染水の一次処理 31）に利用できるであろう。

一方、都市部の環境汚染の低減のために、超低硫黄ディーゼルオイ

ルへの要求が高まっているが、硫黄の含有量を 10ppm 以下にするに

は、水素化処理 32）やゼオライトによる吸着処理 33）などが行われて

いる。今回の高性能ろ過フィルターでは、分子状の硫黄化合物（主

にジメチルベンゾチオフェン 34））を除去できる可能性があり、クリー

ンな超低硫黄ディーゼル燃料の製造に貢献するかもしれない。

プラズマ CVD による高強度カーボン膜の製造は、広く産業界に普

及している。CVD 法の大面積化は容易であり、実用化の妨げにはな

らない。一方、高強度カーボン膜を形成するための基板には、カーボ

ン膜と同様な耐溶媒性と力学的性質が求められる。現状では、アノー

ド酸化により製造された多孔性アルミナ膜を基板として用いている

が、大面積のろ過フィルターを製造し、それをモジュール化するには

限界がある。今後は、基板として炭素繊維シート 35）などの最先端の

素材を利用することで、高性能ろ過フィルターの量産化が実現し、様々

な用途に利用されていくであろう。

こと。
25 犠牲層：特定の形状を作製するため

に、後の工程で除去されることを前
提にしてつくられた層。

26 ヤング率：引っ張り（または圧縮）に
対する材料の剛性の程度を示す。縦
弾性係数とも呼ばれ、等方性材料の
場合は、下記の式で表される。[ヤン
グ率：Ｅ] = [応力：σ] / [ひずみ：ε]

27 ギガパスカル：パスカルは圧 力の単
位。1Pa は1平方メートルの面積に１

[N]ニュートンの力がかかるときの圧
力をさす。1バールは100 キロパスカ
ル。ヤング率の単位もPaであり、ヤ
ング 率が170Paならば、断 面 積1平
方ミリ、長さ1ミリの棒 を 0.1パーセ
ントひずませるために約17キログラ
ムの力が必要になる。10 ギガパスカ
ルはダイヤモンドが形成される圧力。

28 減 圧ろ過：ろ過 速 度をあげるために
濾過フィルターの下を減圧し、上の大
気圧を相対的に大きくするろ過方法。

29 プロトポルフィリン：一般に、プロト
ポルフィリン IX を指す。プロトポルフ
ィリンの鉄錯体は、血液中の酸素の
運搬に関与している。

除いた後は、吸着剤や他の分離膜を
組み合わせて、水の浄 化プロセスが
完成できる。

32 水素化処理：水素を利用して化合 物
を精製する方法。灯油・軽油・重油な
どに水素化処理をおこない、硫黄を
取り除くことができる。

33 ゼオライトによる吸着処理：ゼオライ
トは天然鉱物である沸石のこと。結
晶中に分子サイズの空隙を持ち、ここ
に様々な分子を取り込むことができる。

図中のヘキサンの流束は、382.2 L/ h·m2であるが、実測値は半分の191.1 L/ h·m2で
あり、1気圧（1.0 bar）の圧力差に換算すると、239 L/ h·m2·barとなる。 

論文：S. Karan, S. Samitsu, X. Peng, K. Kurashima, I. Ichinose “Ultrafast Viscous 
Permeation of Organic Solvents Through Diamond-Like Carbon Nanosheets” 
DOI: 10.1126/Science.1212101
今回の成果は、JST-CREST ｢ナノ界面技術の基盤構築｣ 研究領域（研究総括：新海 征治）
の研究課題 ｢界面ナノ細孔での液体の巨視的物性の解明｣（研究代表者：一ノ瀬 泉）にお
いて得られた。

図4　有機溶媒の粘度と透過速度
の関係。粘度が小さなヘキサン
（No.1）は、ろ過フィルターを高速
で透過する。粘度が大きなブタノー
ル（No.10）は、透過速度が小さい。
赤と青のラインは、異なる原料を
用いて製造したカーボン膜におけ
る実験結果を示している。なお、
図中の流束は、基板の開孔率
（50%）を考慮した値であり、実際
に観察される流束は、その半分の
値になる。（流束は、0.8barの減
圧下で測定） 

このような分子の取り込みを吸着とい
う。

34 ジ メ チ ル ベ ン ゾ チ オ フ ェ ン：
dimethyldibenzothiophene。 有 機
化合物のひとつ。2個のベンゼン環が
チオフェン環を中心に辺を共有して縮
合した構造を持つ、三環系の複素環
式化合物。

35 炭素繊維シート：文字通り、炭素繊維
でできたシートのことで、その組成に
より軽かったり、通常のシートより強

靭だったり、さびない、腐らないなど
の機能を持たせたもの。これを基板
として今回のろ過膜を組み合わせるこ
とで様々な環境での利用が想定でき
る。

30 コロイド状：溶質（液体に溶けている
成分）が非常に微小な粒子として分散
している状態。たとえば牛乳は水の
中に乳脂質が会合し、小さな微粒子
となって分散している。

31 汚染水の一次 処理：オイル成分を含
む汚染水の処理は厄介であるが、含
まれるコロイド状の物質（ナノ粒子状
の粘土）を除去できると、その処理
が容易になる。耐有機溶媒性のろ過
フィルターでコロイド状の物質を取り

流
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も のをつくるとき、私たちはその使

いみちを考えて材料を選びます。

丈夫な建築物や鉄道、橋などを造るとき

にはなによりも強い材料を選びます。精

密な機械をつくるときには、加工しやす

い材料、自動車や飛行機をつくるには頑

丈な材料で、しかもできるだけ軽いもの

をと考えます。

最近では材料自身にさまざまな機能を

持たせて使うようになっています。必要

に応じて形を変えられる材料、周囲の環

境によって性質の変わる材料、そして、

ナノテクノロジーの進歩は材料の世界に

大きな変化をもたらし、これまで自然界

になかったような新しい材料を、原子や

分子の組み合わせを変えたり、それぞれ

の結びつきを変化させることによって作

り出しています。ひとつの小さな結晶を、

穴を開けたり、形を変えたりすることに

よって、全く新しい機能を持った物質に

変えるという、マジックまがいのこともし

ばしばおこなわれるようになっています。

絵の具などに使う青い顔料、プルシア

ンブルーをご存知でしょうか。1704 年に

ベルリンで偶然につくられ、日本では伊

藤若冲がはじめて使ったといわれる、こ

のきれいな顔料が、セシウムの吸着剤と

して注目されています。

まず、プルシアンブルーの結晶の粒の

大きさはおよそ 190 ナノメートルで、も

ちろん目には見えない小さなサイズです。

この結晶を水に溶かし、ポリビニルピロ

リドンという高分子化合物を入れ、その

後、酸を入れます。

先に入れたポリビニルピロリドンの分

子はプルシアンブルーの表面に吸着し、

そのとても小さな吸着箇所は酸に溶かさ

れることはありません。一方、正四面体

の粒子には、1 ナノメートル以下の極め

て小さな穴があって、そこから酸が粒子

の内部に入り込みます。内部へ入った酸

は、粒子を中心部から溶かしていって、

粒子の中は空洞になります。最後に水で

酸を洗い流すと、「ナノポーラス・プルシ

アンブルー」ができあがります。

こうしてつくられたプルシアンブルー

は、粒子の大きさは変化がありませんが、

電子顕微鏡で観察してみると、結晶に無

数のナノサイズの孔があいていることが

わかりました。

表面積は 1 グラムあたり 330 平方メー

トル以上の値を示し、これまで知られて

いるプルシアンブルーの中で最も大きな

ものです。また、それぞれの粒子は結晶

の状態を保っていました。大きな表面積

のおかげで、この結晶が、セシウムの吸

着率を劇的に高めたことはいうまでもあ

セシウムを吸着する！
ナノ物質

りません。

このように、金属などの結晶に細かい

孔を開けることによって新しい機能を持

たせる研究がナノテクノロジーの世界で

今さかんにおこなわれています。

多孔性物質（メソポーラスまたはナノ

ポーラス）といわれていますが、こうし

た物質は触媒の働きを高めるためにはと

ても役立ちます。孔がまったくないと外

の表面しか反応に使えません。しかし、

そこに無数に孔をあけると、内部にも反

応に使える表面積をたくさんかせぐこと

ができます。NIMS の研究では、1 グラム

の白金のサイコロに 100 平方メートルも

の表面積を持たせることができました。

物質を多孔質にすることは、レアメタ

ルなど稀少で高価な材料をできるだけ効

率よく活用するのに有効な手段です。

文・えとりあきお
題字・イラスト：ヨシタケシンスケ

❷
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身のまわりにあるものでも、
見方を変えればアートになる。
例えば、
何十倍にも拡大するだけでも。

change
your
viewpoint
─and there is an art

TiO2ナノチューブ配列
陽極酸化処理でチタン箔の表面に自然
に形成されたチューブ状二酸化チタンの
配列。一部を彩色した走査型電子顕微
鏡（SEM）画像。

NIMS Gallery 開花
シリコン基板上に成長したゲルマニ
ウムナノワイヤをとらえた走査型電
子顕微鏡（SEM）画像。
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ナノの迷路？
ナノの光プローブ（近接場光学顕微
鏡）で描いた絵。メモリ材料として
注目を集めている酸化物強誘電体
（Bi4Ti3O12）の単結晶を使った。紫
外線をあてると構造変化するユニー
クな性質を使うと、光で絵を描くこ
とができ、ナノの迷路をつくること
ができる。
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ナノのウニ（右下）
ウニのような形をした新種の結晶
集合体。酸化亜鉛（ZnO）ロッド
結晶が集合体を形成する際、極性
と呼ばれる酸化亜鉛の特性に基づ
き、このような形になる。

カーボンナノフジツボ（左下）
フジツボのように見えるカーボン
の粒。一つ一つのフジツボを拡大
すると、直径200ナノメートルの
ビーズのようなカーボンの粒が集
まっているのがわかる。

夕焼けの小径
食品添加物とマグネシウムからで
きた水酸アパタイトの結晶。こち
らは弱アルカリ性。

マスクメロン
直径2ミリメートルの発泡スチロー
ル粒子に金属をコーティングし、粒
子を除去した後、コーティングした
金属の内側を見たもの。マスクメロ
ンの表面のような筋が皮（コーティ
ングした金属）の内側にある。

Zn3P2ナノトランペット
硫化亜鉛（ZnS）とリン化ガリウム
（GaP）の熱化学合成により、ナノ
ワイヤの先端にできた中空円錐でト
ランペット 形 状 のリン 化 亜 鉛
（Zn3P2）ナノ単結晶構造の走査型
電子顕微鏡（SEM）画像。

銀（Ag）のナノワイヤ
メタン（CH4）を炭素源とした化学気
相合成法（CVD）によって、炭素球
体の表面にできた銀（Ag）ナノワイ
ヤ集合体の造形。
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3.11擾
じょう

乱
ら ん

と静寂
カーボンナノチューブを電子顕微鏡で
観察したもの。カーボンナノチューブ
を平行成長させ、ナノ配線応用を目
指す。通常は青い写真のようにまっす
ぐに成長するが、3.11の震災の日に
合成していた黄の試料は震災を象徴
するかのごとく大きく乱れた。



私たちの世界は、すべて 92 個の元

素の組み合わせでできています。

地球も、宇宙も、そして私たちのからだも、

酸素や炭素や窒素といった元素が複雑に

結びつきあって成り立っているのです

92 個の元素は、どれも中心に原子核が

あって、その周りをいくつかの電子が回っ

ているという構造になっていて、原子核

の重さの違いと、電子の数の違いによっ

て、種類が分かれています。

メンデレーエフというロシアの科学者

は、1869 年、その頃知られていた 63 種

類の元素を（1）原子量の順（軽いもの

から重いものへ）に並べ、（2）酸素や塩

素と結びついてできる物質の性質が周期

的に変化する法則（これを周期律といい

ます）を見いだし、性質が似た元素が同

じ列にくるような周期表をつくりました。

その表の中には空欄があって、当時知ら

れていなかった元素の性質を予言したの

です。はじめはメンデレーエフの周期表

は注目されなかったのですが、1875 年に

ガリウムが、1886 年にゲルマニウムが発

見され、それらの性質がメンデレーエフ

の予言の通りであったため、世界的に信

頼されるようになりました。現在では周

期表は、化学や物理学の基本となってい

て、すべての人びとが利用しています。

あたらしい周期表を見ると、93 番から

113 番までの元素が書き込まれています

が、これらは自然界にはなく、人工的に

つくられた元素でその存在時間がとても

短いものが多いのです。

さて、私たちの世界には、どんな元素

が多いのでしょうか。宇宙全体をみると、

そのほとんどは水素でできています。71

パーセントが水素、そして次に軽いヘリ

ウムが 27 パーセントで、残り 2 パーセ

ントがほかの元素です。

私たちの住んでいる地球の表面（地殻

元素を並べてみたら
どうなった

といいます）はどうでしょうか。約半分

は酸素、そして 4 分の一がケイ素です。

アルミニウム、鉄、カルシウムなどが比

較的多い元素です。それでは私たちのか

らだは……65 パーセントが酸素、炭素が

18 パーセント、水素が 10 パーセントに

なります。

炭素は私たちの周りで大きな役割を果

たしているので、元素の重さを表す基準

などに使われています。

鉄は私たちが最も便利な材料として

使ってきた金属です。金属は、鉱山から

鉱石を掘り出し、それを精錬して材料に

するのですが、鉄鉱石から鉄を取り出す

場合、1 キログラムの鉄をつくるのに鉱

石などが約 8 キログラム必要です。これ

はほかの金属と比べると、極めて高い効

率であることがわかります。銅では 1 キ

ログラムに 360 キログラム、ゲルマニウ

ムだと 32 トン、金ではなんと 1100 トン

になります。

鉱石から金属を採り出すためには、こ

れだけ多くの量を動かさなくてはならな

いのです。

最近レアメタルという言葉を良く聞き

ます。精密機械や電子部品、自動車など

を効率よく動かすために必要な金属です。

ふつうの金属でもそうですが、特にレア

メタルは採掘できる場所が限られていて、

日本はすべて輸入に頼らなければなりま

せん。そのため、どの国でもその確保に

懸命になっています。米国ではキーマテ

リアルといって 16 種類の元素を指定して

います。EU は 25 の元素をクリティカル

マテリアルに指定しました。日本は 31 鉱

種 46 元素を重要レアメタルにしていま

す。92 種類の元素が、私たちのすべてを

つくりあげていることに注目し、資源の

有効活用をみんなで考えたいものです。

文・えとりあきお
題字・イラスト：ヨシタケシンスケ

❸
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元素図鑑　宇宙は 92この元素でできている
エイドリアン・ディングル著　池内恵訳
国立科学博物館　若林文高　監修
主婦の友社　1,800円＋税

この本は絵本の体裁でできている。けれども、保育園
の子供たちむけというよりも、中学生や高校生が眺め
て楽しい、ビジュアルに寄った大人の絵本、と考えた
ほうがいい。なにしろこの本は、元素を 92 個として（92
より大きい元素は自然界には存在しないと仮定して）、
地球上だけでなく宇宙全体を説明しようとしている壮
大な絵本なのだから。地球上にあって、人がつくりだ
したもの、たとえば電池。これは亜鉛と二酸化マンガ
ン、電解質には水酸化カリウム（アルカリ電池の場合）
でできている。人がつくってはいない、たとえば溶岩
はケイ素、酸素、マグネシウム、炭素、水素、イオウ、
塩素、窒素、フッ素、鉄でできている。そして、宇宙だ。
ほうき星は何でできているか知っている？　答えは、こ
の本の中にある。この本を読むと、すべてのものが元
素からできていることが、手にとるようにわかる。元素
表を暗誦して覚えるのではなく、ものを元素に分解す
ることで理解することの楽しさを教えてくれる。

これが物理学だ！
マサチューセッツ工科大学「感動」講義
ウォルター・ルーウィン著
東江一紀訳
文芸春秋　1,800円＋税

原題は「FOR THE LOVE OF PHYSICS」。この教授の
講義録は強烈な印象を読者に残す。その理由は、大き
く二つあり、一つはたてる問いの面白さ、もうひとつは
体を張った証明だ。「1970 年に MIT で講義をし始め
たとき、わたしは自身の性格もあって、どうせわかって
もらえない細かな説明より、美しさやわくわく感のほう
を重要視した。（略）手の届く範囲にありながらこれま
で考えもしなかったものを、目に見えるものにした（本
書 P.385）」とある。それをこの教授は見事に実践し
た。だって、だれがビッグバンがどんな音をしたのか考
える？　気球に実際に乗って宇宙からの X 線を測定し
ようとする？　授業の演壇の上で、天井からぶら下がっ

た錘（おもり）に自ら乗って、振り子の周期を確
認させる？　そうした驚きで満載だ。この

本は、物理学に詳しくなくても、十分
楽しく読むことができる。それは翻
訳のすばらしさもあるけれど、なに

より読者の五感に訴えかけてくるから
だ。物理学を、体全体を使って体感できる、

非常に貴重な講義録だ。

庭にくる鳥
朝永振一郎著
みすず書房　2,500円＋税

トモナガさんは、一般にはとっても偉い人だと認識さ
れている。何がどう偉いのかというと、よくわからない
けど、ノーベル物理学賞を 1965 年に受賞したから、
ということになっている。（ちょっと説明すると、ファイ
ンマン、シュウィンガーとともに「量子電磁力学の分野
における基礎研究と、素粒子物理についての深い結論」
において受賞した。）でも、この本には難解な数式も
なければ論文もない。ここには偉い人もいない。ちょっ
とした日常の暮らしの「不思議」を面白がる人がいる
だけだ。たとえば鏡はなぜ左右が逆で、上下はそのま
まなのだろう？　左右が逆になるのではなく、前と後ろ
が逆になるのではないだろうか？　こうした、ちょっと
した不思議を目いっぱい不思議がり、なぜだろうと考
え続けている。そして、その力は、科学に新しい意味
をもたらす、という。鏡について考えるように、科学と
は、生活がよくなるとか、経済には結びつかないもの。
人間が幸福にも、不幸にもなりはしない。いわば、子
供のように不思議がる、それをただ掘り下げているだ
けなんだよ、といっている。

地球マテリアルブック
デザイン×科学のダイアローグ
発行 : 日本科学未来館　企画、制作 : 日本科学未来
館、東京藝術大学美術学部デザイン科
無料　（動作環境 : iPad / iPad 2）

iPad でみることのできるこの「地球マテリアルブック」。
東京・お台場にあるサイエンスミュージアム「日本科学
未来館」の 2010 年に行われたプロジェクト、「デザイ
ン×科学　地球マテリアル会議」を元に、新しい編集
を加えたものだ。地球上のすべてのマテリアル（材料、
物質）は一つの元素でできているものか、複数の元素
による化合物か、化合物が仕組みや機能を持った生命
体か、この 3 つでできており、代表的な「金属」「プラ
スチック」「木」の三つに焦点を当て、モノはどのよう
に生まれ、どのように自然に還元されていくのかを紹
介している。シンプルで美しいデザインにより、「読む」
というよりはパラリパラリと「みて」いく感覚だ。ここ

でひねりがきいているのは、この会議に携わり、実
際に iPad をデザインしているデザイナー

の存在だ。デザイナーとは、ものづく
りの最前線にいて、つくられるモノ（＝

製品）が使う人や社会にとってどのようにあ
るべきか、常に考えている人々だ。デザイナーが

製品そのものではなくて、その製品を構成している材
料、マテリアルについて考えたとき、彼らはそれをどの
ようにこれからの製品作りに反映していくのか、彼らの
発言も、このアプリには収録されている。これも本ア
プリの見所のひとつだ。

読めばもっと科学の世界が面白くなる
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One More Thing
NIMSをもっと知るために……。

NIMS NOW
年に 10 回発行されている NIMS の広報誌。
NIMSで行われている最先端の研究記事をわ
かりやすく特集して掲載。そのほか、著名な科
学者や NIMSの旬な研究者へのインタビュー、
NIMSのイベント報告、外部機関との連携など、
一読すればいまNIMSで何が起こっているかが
わかります！　国内の民間企業・大学・研究機関・
各省庁・個人の方に無料でお届けしています。ま
た、英語版『NIMS NOW International』は
世界 73カ国に送付しています。

材料の不思議
私たちがふだんなにげなく接している身近な材
料。それらがどのようにできているか、どのよ
うに使われているか、いま何が問題なのか……。
原子のことからナノテクノロジーまで、小学生か
らでも理解できるように簡単にわかりやすく解説
した1冊。平成 16年～17年に常陽新聞の「ふ
しぎを追って」に連載されたコラムをまとめたも
のです。理系じゃない大人の方にもおすすめです。

NIMS ホームページ
http://www.nims.go.jp/

物質・材料研究情報の総合サイト。NIMSの膨
大な研究内容・研究者の情報や、新材料開発の
ヒントとなるであろう世界最大級の物質・材料
データベース『MatNavi』など、材料研究・開
発に携わる国内外の人々に大変有益となる情報
が満載。そのほか、NIMSの成り立ち、研究領
域や各センターの概要、最新研究成果がわかる
プレスリリース、イベント情報など NIMSのすべ
てがわかるサイトです。

STAM
NIMSの刊行する国際的な材料科学専門の英文論
文誌『Science and Technology of Advanced 
Materials』。2012年、トムソンロイター社によ
る国際ジャーナルの評価指数 IF（インパクトファ
クター）で 3.513を達成し、材料科学分野にお
けるジャーナルランキングでも 231誌中 36位。
創刊 10 年を過ぎ、世界の材料科学研究に強い
影響を与える論文誌に成長しています。


