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ナノ濾過膜の実用化

機能性材料研究拠点 副拠点長

一ノ瀬 泉
ICHINOSE.Izumi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ichinose_izumi

Keywords: 多孔性カーボン膜、有機溶媒耐性

非在来型の石油資源あるいは天然ガスの開発では、環境保全や生産コストの低減、回収増進のため

の分離技術の高度化が求められています。我々は、資源開発における革新的な分離プロセスを設計

するために、耐熱性やオイル耐性に優れた多孔性カーボンのナノ濾過膜を開発しています。

・ S. Karan, S. Samitsu, X. Peng, K. Kurashima, I. Ichinose, Science, 335 (2012) 444-447.

・ 特許第5527662号 (平成26年4月25日登録)

・ 特許第6202450号 (平成29年9月8日登録)

 オイルを含んだ石油随伴水を浄化するための有機溶

媒耐性ナノ濾過膜

 多孔性カーボン膜のモジュール化と社会実装に向け

た実用性能の評価

これまでの研究から、サブナノメートルの貫通孔をもつ極薄のカーボン膜を製造することに成功し、水中

の有機色素や多価イオンを効率よく除去することが可能となっています。今後は、実用レベルの分離

膜モジュールを製造し、資源開発における汚染水の再利用などへの応用を目指しています。

顔
写真

 連続キャスティング装置による大面積かつ有機溶媒

耐性の高分子支持膜の製造と高品質化

 ロールツーロール方式による多孔性硬質カーボン膜

の連続成膜技術

プラズマＣＶＤ法により、膜厚が数10ナノメートルの極薄の多孔性
カーボン膜を製造し、水中の多価イオンや有機分子（ビタミンな
ど）を高速かつ効率的に分離できることを確認した。

⾼性能ナノ濾過膜の⼤⾯積化

多孔性カーボン膜は、ヘキサン中のジベンゾ
チオフェンを100％除去でき、-80kPaの減圧
下の濾過速度は100L/m2h以上となる。エタ
ノール中のアゾベンゼンでは、99％の除去が
達成されている。トルエンに対する耐久性の
向上は、今後の課題である。

連続キャスティング装置により、幅50cmで長さ200mの
基材（不織布）のロールに硬質カーボン膜の支持膜（限
外濾過膜、UF膜）が作製されている。これに多孔性カー
ボンを蒸着することで、ナノ濾過膜が得られる。

azobenzene toluene

多孔性カーボン膜
連続キャスティング装置
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電子を操る・イオンを操る、そして材料を操る
Keywords: 電子部品・結晶・界面・欠陥・ドーピング

機能性材料研究拠点 拠点長

大橋 直樹
OHASHI.Naoki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/index.html

我が国の材料・部品産業の強みを活かし、さらなる展開を遂げるには、これまでにまして精緻に制御

された界面・欠陥構造の理解と設計、さらにその生産を可能とするプロセスの取得が必要である。し

かし、未だ、界面や欠陥の振る舞いの制御、そして、理屈と現実のブツの間のギャップは埋め切れて

いないと考えるのが実情であると感じる。

とりあえず、へんてこなこと、わからないことがあったら、それを損得抜きにピュアな探究心を持って深

掘りし、次の飯の種を探す。そうしているうちに、思いもよらない新しい技術が生まれる。そんな、夢み

たいなことを現実の空間の中で実現できたら、と思いながら研究開発を進めています。

・J. Phys. Lett. 107[17] (2015) 171604  [DOI:10.1063/1.4934842] 
・J. Eu. Appl. Phys. 119 (2016) 225704  [DOI:10.1063/1.4953387]
・Applro. Ceram. Soc.   [DOI:10.1016/j.jeurceramsoc.2016.06.031]

 理論計算と分光測定による物質の電子状態の解明

 理論計算と計測による物質の反応経路の解明

 新規の合成ルートの開拓と物質の素材化

 高い電気特性・光学特性を有し、かつ、比較的低コスト

での製造が可能な機能性材料の実現。特に、脆さと硬

さの様な、二つの特性のトレードオフを解消するような

新たな機能性材料の創出

始状態 :[3H]Sn+Hi 終状態 :[4H]Sn
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電子論による、原子レベル
からの反応経路解析や物
性予測

新規合成ルートの開拓

計測と計算のマッチング

物質の振る舞い、元素の振る
舞いを電子論的に捉え、物
質・材料の化学組成・構造・特
性の間の相関を明らかにしつ
つ、新たな特性の発現や新た

な合成ルートの開拓を目指す。
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低次元有機超伝導体における新奇量子物性

顔
写真

”-Ga塩の磁場が伝導層に平行な方位での温度-磁場相図。
高磁場領域でFFLO相が安定化する。FFLOは本実験から求
められた空間変調する秩序変数の波長

Keywords: 超伝導、層状構造、有機伝導体、低温強磁場

機能性材料研究拠点 副拠点長

宇治 進也
UJI.Shinya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html

 近年、有機合成技術の発展により様々な有機超伝導体が合成されている。

 新規の量子機能を持つ有機伝導体が望まれている。

 新奇超伝導はその主要な量子機能である。

 超伝導体の相図の決定

 FFLO相、ｐ波超伝導などの新奇超伝導相発現とメカニズム解明

 新規量子機能発現

Uji et al. Phys. Rev. B 95, 165133 (2017)
Uji et al. Phys. Rev. B 97, 024505 (2018)
固体物理 49 (2014) 71-82

 超伝導相図の決定

 新しい超伝導秩序相の発見

 新奇のボルテックダイナミクスの発見

 新規量子機能デバイスの提案

 量子ビットの作製

β’’-(BEDT-TTF)4[(H3O)X(C2O4)3]Y,  
X=Ga, Fe, Y=C6H5NO2

Conducting 
layer

”系有機層状超伝導体の結晶構造

Fe塩とGa塩の層間抵抗の温度
変化。超伝導転移直前まで、抵
抗は大きく増大する。伝導層間
はインコヒーレント伝導となって
いる。

FFLO phase

SC phase

Fulde‐Ferrell‐Larkin‐Ovchinnikov(FFLO)
超伝導相での空間変調する秩序変数

(r)=cos(qr) 

qFFLO /2 

・
・
・

高温超伝導線材の高性能化と応用開発

北口 仁
KITAGUCHI.Hitoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-tc-superconductor/

Keywords: 応用超伝導、高温超伝導線材、材料科学、超伝導マグネット

 電気抵抗ゼロで大電流を流すことの出来る超伝導技術は、省エネ技術として期待

 超伝導マグネットは、制御性と安定性を有する強磁場を大空間に発生させる、唯一の技術

 高温超伝導の利用は、応用機器のコンパクト化、高効率化、高性能化への道を拓く

・ G. Nishijima, H. Kitaguchi, and K. Takeda, IEEE Trans. Appl. Supercond., 28 (2018) 4300405.

・ H. Kitaguchi, Chapter 1.3 in “Research, fabrication and applications of Bi2223 HTS wires” (Ed. K. Sato) World Scientific 
Publishing Co. Pte. Ltd., ISBN 978-981-4749-25-1, pp.29-38.

・ Y. Miyoshi, G. Nishijima, H. Kitaguchi and X. Chaud, Supercond. Sci. Technol. 28 (2015) 075013.

 30T超級高磁場マグネット（NMR、研究用）

 液体ヘリウムを必要としないマグネット（MRI用等）

 液体窒素冷却送電ケーブル（主として直流用）

 線材の最も重要な性能である臨界電流（電気抵抗ゼロで流すことのできる電流の上限）向上

 高温超伝導線材・機器のためのマグネット技術の開発

 材料そのものの高度化＋材料を使いこなす技術で応用機器の発展につなげる

顔
写真

 高温超伝導線材の接続技術の確立

 高温超伝導線材の臨界電流密度特性の向上

 高温超伝導線材のためのマグネット技術の確立

高温超伝導線材

一例）ビスマス系高温超伝導線材
断面（4.3mm幅、厚さ0.23mm）

高温超伝導応用機器の発展

応用機器開発のための線材特性評価

温度依存性 磁場中特性 耐応力性

機能性材料研究拠点 副拠点長 
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低次元有機超伝導体における新奇量子物性

顔
写真

”-Ga塩の磁場が伝導層に平行な方位での温度-磁場相図。
高磁場領域でFFLO相が安定化する。FFLOは本実験から求
められた空間変調する秩序変数の波長

Keywords: 超伝導、層状構造、有機伝導体、低温強磁場

機能性材料研究拠点 副拠点長

宇治 進也
UJI.Shinya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html
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Uji et al. Phys. Rev. B 95, 165133 (2017)
Uji et al. Phys. Rev. B 97, 024505 (2018)
固体物理 49 (2014) 71-82
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FFLO phase

SC phase

Fulde‐Ferrell‐Larkin‐Ovchinnikov(FFLO)
超伝導相での空間変調する秩序変数

(r)=cos(qr) 

qFFLO /2 

・
・
・

高温超伝導線材の高性能化と応用開発

北口 仁
KITAGUCHI.Hitoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-tc-superconductor/

Keywords: 応用超伝導、高温超伝導線材、材料科学、超伝導マグネット
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機能性材料研究拠点 副拠点長 
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医療応用のための材料の生体適合性・機能性評価

顔
写真

塑性加工による組織制御材の細胞適合性評価
静水圧押出加工を繰り返し（T6 およびT10 )、結晶粒を微細化した工業用純Ti材について、細胞適合性ならびにタ

ンパク質吸着挙動を調べた。その結果、押出加工により細胞活性が増加すること、また細胞接着・増殖挙動の鍵とな
る材料表面へのタンパク質吸着挙動が変化することが判明した。このことから、塑性加工による内部組織制御により、
細胞適合性制御が可能となる可能性が示唆された。

Keywords: バイオマテリアル、タンパク質吸着、細胞増殖阻害、生体内分解性

機能性材料研究拠点 上席研究員

山本 玲子
YAMAMOTO.Akiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamamoto_akiko

 培養細胞を用いることにより、簡便に材料の生体

適合性・機能性評価が可能

 タンパク質吸着挙動解析により、材料表面の細胞

適合性制御機構の解明に寄与

 医療応用を目指した材料開発に貢献

 医療用金属材料への生体機能性の付与
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 A. Witecka et al. Colloids Surf B:Biointerfaces150(2017)288-296..
 B. Wysocki, et al. Int. J. Mol. Sci. 19(2018)1619.
 D. Kubacka et al. Applied Surf. Sci. (2018) in printing.

医療分野では多種多様な材料が求められている。材料を体内埋入デバイスとして用いるためには、

まず材料の生体安全性や機能性を確認する必要がある。また、生体内における材料の耐食性・分

解特性を調べる必要がある。

従来の動物を用いた安全性試験は、種差やコスト、さらに動物愛護の観点から問題があった。人体

内の状況を反映させたin vitro（試験管内）での簡易な試験法が開発されれば、新規医用デバイス

の開発において有用である。

PZTを凌駕する非鉛圧電材料の開発
Keywords: 圧電材料、非鉛圧電材料、環境材料

機能性材料研究拠点 上席研究員

任 暁兵
REN.Xiaobing@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ren_xiaobing?locale=ja

圧電材料は機械エネルギーと電気エネルギーの変換を背負う大変重要な物質群であり、先端技術

から汎用技術まで広く応用されている。半世紀来、圧電の応用を支えているのは優れた圧電特性を

持つ鉛圧電材料PZTである。

しかし、近年は環境問題で鉛圧電材料PZTは厳しく規制されつつあり、PZTに匹敵する高性能の非

鉛圧電材料の開発は世界的に喫緊の課題となっている。しかし、ハイエンドPZT材に匹敵する非鉛

圧電材料は未だ開発されていない。

・W.F. Liu and X.B. Ren, Physical Review Letters, 2009
・Ke, X. Q.; Wang, D.; Ren, X.; et al. Physical Review B, 88, 2013
・Zhang, Le; Zhang, Ming; Wang, Liang; et al. Applied Physics Letters, 105, 2014 

 世界最高水準の非鉛圧電材料

 合成・製造・安定性に優れる

 公開特許４件

 高性能の非鉛圧電材料への進化

（高圧電特性、高キュリー特性を兼ね備える）

 センサー及びアクチュエーターなどへの幅広い応用
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細胞適合性制御が可能となる可能性が示唆された。
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機能性材料研究拠点 上席研究員
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YAMAMOTO.Akiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamamoto_akiko
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従来の動物を用いた安全性試験は、種差やコスト、さらに動物愛護の観点から問題があった。人体

内の状況を反映させたin vitro（試験管内）での簡易な試験法が開発されれば、新規医用デバイス

の開発において有用である。

PZTを凌駕する非鉛圧電材料の開発
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圧電材料は機械エネルギーと電気エネルギーの変換を背負う大変重要な物質群であり、先端技術

から汎用技術まで広く応用されている。半世紀来、圧電の応用を支えているのは優れた圧電特性を

持つ鉛圧電材料PZTである。

しかし、近年は環境問題で鉛圧電材料PZTは厳しく規制されつつあり、PZTに匹敵する高性能の非

鉛圧電材料の開発は世界的に喫緊の課題となっている。しかし、ハイエンドPZT材に匹敵する非鉛
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・W.F. Liu and X.B. Ren, Physical Review Letters, 2009
・Ke, X. Q.; Wang, D.; Ren, X.; et al. Physical Review B, 88, 2013
・Zhang, Le; Zhang, Ming; Wang, Liang; et al. Applied Physics Letters, 105, 2014 
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 The environment protection, recognition, preservation of hazards and pathogens.
 Fuel cells-based electrode powering EVs with high power densities and zero emissions.
 Hierarchy nano-architectures for high capacitance, long-term stability and

reproducibility of energy storage devices

 Environmental Remediation  (nano for simple removal/detection of radioactive & toxins)
 Petrochemical catalysts and natural gas production
 Energy Storage, Fuel cell & Capacitors
 Simple extraction based nano-captor technique of REE metals

Sherif El-Safty
Managing Researcher, Research Center for Functional Materials
Sherif.ELSAFTY@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sherif_elsafty

 Developed optical & electrochemical sensors
 Selective and sensitive removal materials of 

radioactive isotopes 
 Petrochemical catalysts and natural gas 
 Fuel cell and energy storage & capacitors

Fabrication of thermal/ stable
nanocatalytic composites leads
to biodiesel production for
transportation with features
• High product yield >> 80%
• Cost-effective production
• Long-term reusability

 

 El-Safty, et al. Scientific Reports 2016, 6, 24330
 El-Safty et al. Scientific Reports, 2018, 8, 3740
 El-Safty et al. Chemical Communications, 2014, 50, 1356

Design, low-cost, Pt-free electrodes based on
homogeneous organic/inorganic catalyst for alcohol
electro-oxidation reaction (AOR), compared to
conventional (Pt/C) electrodes. Our design offers superior
current oxidation density, low onset potential & charge
transfer capacitance, long-term stability & reproducibility,
and low cost energy production.

Our portable sensor enabled highly
sensitive and selective recognition
of glucose from diabetic blood

Our developed Technology Providing: i)
Sensor kits; ii) Tea bags; iii) Pellets; iv)
Masks ; and v) Nano-filter for
• Visual and early warning for toxic &

radioactive
• Safe drinking water
• Hand-safe Pocket filter

Glucose sensor for diabetic blood

Nanocatalyst biodiesel production

Fuel cells for  sustainable energy

Real water purification in house kits

 Scale-up 10-inch 3 electrode-catalyst 
porotypes

 Materials for sensor kits; ii) Tea bags; iii) 
pellets; iv) masks ; and v) Nano-filter

 Biodiesel production catalysts
 Selective extractor for REE 

Keywords: Nanoscale, fuel cell, biocaptors, sensors, capacitors, catalysts

Hierarchical meso-structures for environment 
cleanup  system & energy storage  機能性を持つＳｉ化合物の探索

 半導体シリサイドの合成・物性評価

Keyword : シリサイド、エネルギー変換材料、超伝導

機能性材料研究拠点 上席研究員

今井 基晴
IMAI.Motoharu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imai_motoharu

持続可能な社会発展のために、枯渇する化石燃料に代わり、太陽光や廃熱などの再生可能エネル

ギーを利用して発電することが必要である。このための高効率エネルギー変換材料を、埋蔵量が豊

富な元素（ユビキタス元素）からなる化合物で創製することが望まれている。

地殻存在率２位の元素であるSiの化合物は、これらの条件を満たす物質として有望視されている。

太陽電池材料、熱電変換材料として必要な物性を示すSi化合物（シリサイド）の発見およびその物

性の詳細な研究を行う。また、物質探索の一環として新超伝導物質探索を行う。

・M. Imai et al., Acta Mater. 148, 492 (2018).
・M. Imai et al., Phys. Rev. B 91, 014513 (2015); Supercond. Sci.Technol. 26, 075001 (2013).
・S. Ibuka et al., J. Phys.: Condens. Matter 28, 165702 (2016).

 BaSi2において、Ba原子のSr原子への置換が結晶

構造、バンドギャップを含む電子状態に及ぼす影響

を明らかにした

 新超伝導122型Sb化合物SrPt2Sb2、BaPt2Sb2の発見

 シリサイド太陽電池・熱電変換素子

 Siベース発光・受光素子

Zintl相太陽電池材料BaSi2における元素置換効果
・Sr原子は優先的
にA1サイトを占有

・バンドギャップは減少
・伝導帯端の部分電
荷密度分布（電子
状態）が変化

Ba原子はA1、A2サイト
を占有

 新超伝導物質探索

超伝導122型Sb化合物（鉄系超伝導類縁物質） SrPt2Sb2、 BaPt2Sb2の発見

電気抵抗率、磁化、比熱の温度変化

超伝導転移温度(TC)の決定
SrPt2Sb2: TC = 2.1 K
BaPt2Sb2: TC = 1.8 K
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cleanup  system & energy storage  機能性を持つＳｉ化合物の探索

 半導体シリサイドの合成・物性評価

Keyword : シリサイド、エネルギー変換材料、超伝導

機能性材料研究拠点 上席研究員

今井 基晴
IMAI.Motoharu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imai_motoharu

持続可能な社会発展のために、枯渇する化石燃料に代わり、太陽光や廃熱などの再生可能エネル

ギーを利用して発電することが必要である。このための高効率エネルギー変換材料を、埋蔵量が豊

富な元素（ユビキタス元素）からなる化合物で創製することが望まれている。

地殻存在率２位の元素であるSiの化合物は、これらの条件を満たす物質として有望視されている。

太陽電池材料、熱電変換材料として必要な物性を示すSi化合物（シリサイド）の発見およびその物

性の詳細な研究を行う。また、物質探索の一環として新超伝導物質探索を行う。

・M. Imai et al., Acta Mater. 148, 492 (2018).
・M. Imai et al., Phys. Rev. B 91, 014513 (2015); Supercond. Sci.Technol. 26, 075001 (2013).
・S. Ibuka et al., J. Phys.: Condens. Matter 28, 165702 (2016).

 BaSi2において、Ba原子のSr原子への置換が結晶

構造、バンドギャップを含む電子状態に及ぼす影響

を明らかにした

 新超伝導122型Sb化合物SrPt2Sb2、BaPt2Sb2の発見

 シリサイド太陽電池・熱電変換素子

 Siベース発光・受光素子

Zintl相太陽電池材料BaSi2における元素置換効果
・Sr原子は優先的
にA1サイトを占有

・バンドギャップは減少
・伝導帯端の部分電
荷密度分布（電子
状態）が変化

Ba原子はA1、A2サイト
を占有

 新超伝導物質探索

超伝導122型Sb化合物（鉄系超伝導類縁物質） SrPt2Sb2、 BaPt2Sb2の発見

電気抵抗率、磁化、比熱の温度変化

超伝導転移温度(TC)の決定
SrPt2Sb2: TC = 2.1 K
BaPt2Sb2: TC = 1.8 K
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光ディラックコーンの実証研究

フォトニック結晶（PhC）や周期配列したメタマテリアルでは，波数空間の原点（Γ点）に等方的で直線的な光の分
散関係（光ディラックコーン）を実現できます（K. Sakoda, Opt. Express, 2012）。光ディラックコーンを用いると実
効的な屈折率をゼロにすることができ，透明マントや任意形状のレンズ，無損失屈曲導波路などが実現できるので，
新しい微小光学回路の形成原理として注目されています。同じ手法を用いて，半導体中の電子の有効質量をゼロ
にすることも可能であることから，新原理に基づく高易動度・低損失電子デバイスの開発も期待されます（Yao &
Sakoda, J. Phys. Soc. Jpn., 2017）。

Keywords: フォトニック結晶，メタマテリアル，微小共振器，量子ドット，ポラリトンナノファイバー

機能性材料研究拠点 特命研究員

迫田 和彰
SAKODA.Kazuaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakoda_kazuaki?locale=ja

輻射場を設計・制御することで物質の光学的性質が改変できることの発見は，現代光学の大きな成

果の一つです。ナノテクノロジーを用いた各種の微細加工技術によって，光波領域のデバイス作製

が可能になりました。高性能な発光素子，光計測，光通信，光情報処理などの分野で革新的な技

術開発が進んでいます。

フォトニック結晶，メタマテリアル，微小共振器，ナノファイバーなどを利用して輻射場制御を実現し

ます。また，量子ドットなどの半導体ナノ構造を利用した，先進的光源の開発を進めています。NIMS

の実験グループが行う材料・デバイス開発をサポートするための定量的な理論解析を実施するとと

もに，新しい光学現象を予測する萌芽研究にも取り組んでいます。

・N. N. Schlenskaya, Y. Yao, T. Mano, T. Kuroda, K. Sakoda et al., Chem. Mater. 29, 579 (2017).
・H. Takeda, K. Sakoda, Opt. Express 25, 9986 (2017).
・R. B. Vasiliev, Y. Yao, K. Sakoda et al., Phys. Rev. B 95, 165414 (2017).

 中赤外光ディラックコーンの実証

 ZnOナノファイバーによる低曲げ損失光導波の考案

 II-VI族半導体ナノ結晶の電子状態の理論解析

 励起子アハラノフ・ボーム効果を達成する試料の考案

 フォトニック結晶による面発光量子カスケードレーザー

 ポラリトンナノファイバーによる低曲げ損失光導波路

 微小共振器を利用した高効率非古典光子源

 ゼロ有効質量による高易動度電子デバイス

(a) (b)

(c)

図1 (a) PhCを作り込んだSOI基板。
(b) 上面と，(c) 側面のSEM像。 図2 反射ピークとモード周波数の比較

NIMSの実験研究者と共同で光ディラックコーンの実証研究を進めていま
す。図1は，ナノテクノロジー融合ステーションの池田直樹氏に電子線リソグ
ラフィで作製していただいた，SOI基板上のフォトニック結晶で，試料構造の
異なる7つのPhCが1枚の基板上に作製されています。図２は，機能性材料
研究拠点の黒田隆氏に，顕微分光の手法で測定していただいた７つのPhC
の反射スペクトルで，反射ピークとΓ点の固有モードに期待される周波数の
比較から，光ディラックコーンの形成が確認できました。

この他にも，ZnOナノファイバー
による低曲げ損失光導波路の考
案や，化学合成で作製するII-VI
族半導体ナノ結晶の電子状態の
解析（モスクワ大学との共同研
究），励起子アハラノフ・ボーム効
果を実現するナノ構造の考案な
どを達成しました。また，微小共
振器による非古典光発生や非線
形光学効果の効率化の研究など
を行っています。

窒化ホウ素をめぐる新しい応用展開

良質のバルク結晶
 六⽅晶窒化ホウ素のバルク結晶成⻑―⾼温⾼圧

下における温度差法
⼤型基板の育成が困難

 ⾼圧から常圧に戻す過程で結晶に歪み導⼊の可
能性ー＞積層⽋陥の制御が困難？

 熱CVD法によるホモエピタキシャル成⻑により
積層⽋陥の制御と将来的な⼤⾯積積層技術の確
⽴を⽬指す

Keywords: 窒化ホウ素、発光材料、2 次元層状化合物、原子層科学

電気・電子分野 電子セラミックスグループ

渡邊 賢司
WATANABE.Kenji.AML@nims.go.jp｜http://www.nims.go.jp/research/group/electroceramics/index.html

 六方晶窒化ホウ素はグラファイトと類似の結晶構造を持つ絶縁体であり、グラフェン同様に剥離法

にて膜厚を制御した原子層を得ることができます。 この材料はグラフェンの絶縁材料として利用する

ことにより多種多様な2次元系物理現象が明らかにされています。

 六方晶窒化ホウ素は強く結合した原子層が積層することによりなる層状化合物ですが、積層欠陥

が出来やすく、それによりバンド端のエキシトン状態が大きく変化すると考えられています。この物性

を理解するために我々は熱CVD成長法を用いて積層状態の制御を試みています。

・渡邊賢司、谷口尚、AAAS、サイエンス誌に載った日本人研究者 2015、“クラフェンに電子のささやき回廊モードを生成し 、
プローブする”、(2016) , p.33
谷口尚、渡邊賢司、OYO BUTURI、“脚光を浴びる高純度hBN”、82巻 12号、(2013)、 p.1060-1061

 高純度六方晶窒化ホウ素はグラフェンなどの原子
層デバイスの絶縁層として応用可能

 積層欠陥を制御した結晶成長は難しいがホモエピ
タキシャル成長は可能

 将来的には大面積化も視野に入れた結晶成長技
術の開発を目指す

 新しい原子層デバイスのための絶縁材料

 紫外線高輝度発光材料

 非線形光学材料

低温成⻑
劈開⾯に異常成⻑しているhBN

⾼温成⻑
劈開⾯にホモエピタキシャ
ル成⻑しているhBN

気相成⻑装置
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光ディラックコーンの実証研究

フォトニック結晶（PhC）や周期配列したメタマテリアルでは，波数空間の原点（Γ点）に等方的で直線的な光の分
散関係（光ディラックコーン）を実現できます（K. Sakoda, Opt. Express, 2012）。光ディラックコーンを用いると実
効的な屈折率をゼロにすることができ，透明マントや任意形状のレンズ，無損失屈曲導波路などが実現できるので，
新しい微小光学回路の形成原理として注目されています。同じ手法を用いて，半導体中の電子の有効質量をゼロ
にすることも可能であることから，新原理に基づく高易動度・低損失電子デバイスの開発も期待されます（Yao &
Sakoda, J. Phys. Soc. Jpn., 2017）。

Keywords: フォトニック結晶，メタマテリアル，微小共振器，量子ドット，ポラリトンナノファイバー

機能性材料研究拠点 特命研究員

迫田 和彰
SAKODA.Kazuaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakoda_kazuaki?locale=ja

輻射場を設計・制御することで物質の光学的性質が改変できることの発見は，現代光学の大きな成

果の一つです。ナノテクノロジーを用いた各種の微細加工技術によって，光波領域のデバイス作製

が可能になりました。高性能な発光素子，光計測，光通信，光情報処理などの分野で革新的な技

術開発が進んでいます。

フォトニック結晶，メタマテリアル，微小共振器，ナノファイバーなどを利用して輻射場制御を実現し

ます。また，量子ドットなどの半導体ナノ構造を利用した，先進的光源の開発を進めています。NIMS

の実験グループが行う材料・デバイス開発をサポートするための定量的な理論解析を実施するとと

もに，新しい光学現象を予測する萌芽研究にも取り組んでいます。

・N. N. Schlenskaya, Y. Yao, T. Mano, T. Kuroda, K. Sakoda et al., Chem. Mater. 29, 579 (2017).
・H. Takeda, K. Sakoda, Opt. Express 25, 9986 (2017).
・R. B. Vasiliev, Y. Yao, K. Sakoda et al., Phys. Rev. B 95, 165414 (2017).

 中赤外光ディラックコーンの実証

 ZnOナノファイバーによる低曲げ損失光導波の考案

 II-VI族半導体ナノ結晶の電子状態の理論解析

 励起子アハラノフ・ボーム効果を達成する試料の考案

 フォトニック結晶による面発光量子カスケードレーザー

 ポラリトンナノファイバーによる低曲げ損失光導波路

 微小共振器を利用した高効率非古典光子源

 ゼロ有効質量による高易動度電子デバイス

(a) (b)

(c)

図1 (a) PhCを作り込んだSOI基板。
(b) 上面と，(c) 側面のSEM像。 図2 反射ピークとモード周波数の比較

NIMSの実験研究者と共同で光ディラックコーンの実証研究を進めていま
す。図1は，ナノテクノロジー融合ステーションの池田直樹氏に電子線リソグ
ラフィで作製していただいた，SOI基板上のフォトニック結晶で，試料構造の
異なる7つのPhCが1枚の基板上に作製されています。図２は，機能性材料
研究拠点の黒田隆氏に，顕微分光の手法で測定していただいた７つのPhC
の反射スペクトルで，反射ピークとΓ点の固有モードに期待される周波数の
比較から，光ディラックコーンの形成が確認できました。

この他にも，ZnOナノファイバー
による低曲げ損失光導波路の考
案や，化学合成で作製するII-VI
族半導体ナノ結晶の電子状態の
解析（モスクワ大学との共同研
究），励起子アハラノフ・ボーム効
果を実現するナノ構造の考案な
どを達成しました。また，微小共
振器による非古典光発生や非線
形光学効果の効率化の研究など
を行っています。

窒化ホウ素をめぐる新しい応用展開

良質のバルク結晶
 六⽅晶窒化ホウ素のバルク結晶成⻑―⾼温⾼圧

下における温度差法
⼤型基板の育成が困難

 ⾼圧から常圧に戻す過程で結晶に歪み導⼊の可
能性ー＞積層⽋陥の制御が困難？

 熱CVD法によるホモエピタキシャル成⻑により
積層⽋陥の制御と将来的な⼤⾯積積層技術の確
⽴を⽬指す

Keywords: 窒化ホウ素、発光材料、2 次元層状化合物、原子層科学

電気・電子分野 電子セラミックスグループ

渡邊 賢司
WATANABE.Kenji.AML@nims.go.jp｜http://www.nims.go.jp/research/group/electroceramics/index.html

 六方晶窒化ホウ素はグラファイトと類似の結晶構造を持つ絶縁体であり、グラフェン同様に剥離法

にて膜厚を制御した原子層を得ることができます。 この材料はグラフェンの絶縁材料として利用する

ことにより多種多様な2次元系物理現象が明らかにされています。

 六方晶窒化ホウ素は強く結合した原子層が積層することによりなる層状化合物ですが、積層欠陥

が出来やすく、それによりバンド端のエキシトン状態が大きく変化すると考えられています。この物性

を理解するために我々は熱CVD成長法を用いて積層状態の制御を試みています。

・渡邊賢司、谷口尚、AAAS、サイエンス誌に載った日本人研究者 2015、“クラフェンに電子のささやき回廊モードを生成し 、
プローブする”、(2016) , p.33
谷口尚、渡邊賢司、OYO BUTURI、“脚光を浴びる高純度hBN”、82巻 12号、(2013)、 p.1060-1061

 高純度六方晶窒化ホウ素はグラフェンなどの原子
層デバイスの絶縁層として応用可能

 積層欠陥を制御した結晶成長は難しいがホモエピ
タキシャル成長は可能

 将来的には大面積化も視野に入れた結晶成長技
術の開発を目指す

 新しい原子層デバイスのための絶縁材料

 紫外線高輝度発光材料

 非線形光学材料

低温成⻑
劈開⾯に異常成⻑しているhBN

⾼温成⻑
劈開⾯にホモエピタキシャ
ル成⻑しているhBN

気相成⻑装置
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酸化物半導体ガスセンサの表面構造と

ガスセンシング特性

〇 極性制御ZnOエピタキシャル薄膜の作製

Keywords: 酸化亜鉛、極性、エピタキシャル薄膜

電気・電子分野 電子セラミックスグループ

安達 裕
ADACHI.Yutaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/electroceramics/index.html

 酸化物半導体ガスセンサはヘルスモニタリング・環境モニタリングへの応用が期待できる。

 そのためには 酸化物半導体ガスセンサの高感度化、ガス選択制の向上、低消費電力化が課題。

 従来は、組成制御・粒径制御などによりセンサ特性の改善が試みられてきた。

 本研究では酸化物半導体の表面結晶構造に着目。

 酸化物半導体表面の構造とガスセンシング特性の関係を明らかにし、ガスセンシング機構を推察。

 酸化物半導体表面構造の制御により、センサ特性の高度化を目指す。

・Yutaka Adachi et al. “Gas sensing properties of polarity-controlled epitaxial ZnO films” submitted to Sens. Actuators. B.

・Yutaka Adachi et al. “Gas sensing properties of c-axis-oriented Al-incorporated ZnO films epitaxially grown on (1120) 
sapphire substrates using pulsed laser deposition” J. Ceram. Soc. Jpn. 124 (2016) 668-672. 

 Zn原子で終端された結晶面はエタノールガス選択

性に優れていることが明らかになった。

 表面構造制御はセンサ特性向上に有用であること

が明らかになった。

 表面構造制御によるガス選択性の更なる向上。

 半導体ガスセンサの更なる高感度化。

 MEMS技術適用による小型化・低消費電力化。

〇 ガスセンシング特性
ＺｎＯ薄膜のc(+)面およびc(-)面におけるエタ

ノールと水素ガスセンシング特性を評価した結果、
最表面がZn原子で終端された表面を持つ薄膜
(ｃ(＋)面）は、O原子で終端された表面を持つ薄
膜(c(-)面)よりも、エタノールガス選択性に優れて
いることが明らかになった。

・ZnOはｎ型酸化物半導体。

・最表面がZn原子のみで
終端されたc(+)面と、O原
子のみで終端されたc(-)
面がある。

・最表面を構成する原子
の違いは、センサ特性の
違いをもたらすはず。

・c(+)面及びc(-)面が最
表面となるエピキシャル薄
膜を作製。

・薄膜の組成、微細構造
はほぼ同じサンプルを比
較。

XRD profiles and AFM images

エタノールに対する応答は
水素に対する応答の2倍

エタノールと水素対する
応答は同じ

低圧誘導結合プラズマCVDによるナノクリスタル
ダイヤモンドの合成

顔
写真

Keywords: ナノクリスタルダイヤモンド、低圧誘導結合プラズマ、CVD

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

岡田 勝行
OKADA.Katsuyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/okada_katsuyuki

プラズマCVDにより合成されるダイヤモンド薄膜において、 nmオーダーに制御された超微小結晶を精

緻に合成し、3次元構造化することにより、超平坦性、超硬度性、超潤滑性、また新たな化学的、電気

的特性の発現が期待されています。

低圧誘導結合プラズマCVDによるナノクリスタルエンジニアリングを確立し、優れたトライボロジー特性

（超平坦性、超硬度性、超潤滑性）を有する、 nmオーダーに制御された超微小結晶のナノクリスタル

ダイヤモンド薄膜の合成を目指します。

K. Okada et al., J. Appl. Phys. 93, 3120-3122 (2003).

K. Okada, Sci. Technol. Advan. Mater. 8, 624-634(2007).

岡田勝行,ケミカルエンジニアリング,55, 929-933(2010).

 低圧誘導結合プラズマCVDによるナノクリスタルダイ
ヤモンド粒子の合成

 結晶粒界のsp2／sp3結合の構造評価

 nmオーダーで制御された結晶表面の超平滑性・超
潤滑性（ゼロ摩擦係数）による省エネルギー化

 量子サイズ効果の発現による紫外発光材料

低圧誘導結合プラズマCVDによる
ナノクリスタルエンジニアリングの確⽴

ナノクリスタルダイヤモンド粒⼦の結晶
粒界にsp2結合が約1nmの幅で局在してい
ることを確認
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酸化物半導体ガスセンサの表面構造と

ガスセンシング特性

〇 極性制御ZnOエピタキシャル薄膜の作製

Keywords: 酸化亜鉛、極性、エピタキシャル薄膜

電気・電子分野 電子セラミックスグループ

安達 裕
ADACHI.Yutaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/electroceramics/index.html

 酸化物半導体ガスセンサはヘルスモニタリング・環境モニタリングへの応用が期待できる。

 そのためには 酸化物半導体ガスセンサの高感度化、ガス選択制の向上、低消費電力化が課題。

 従来は、組成制御・粒径制御などによりセンサ特性の改善が試みられてきた。

 本研究では酸化物半導体の表面結晶構造に着目。

 酸化物半導体表面の構造とガスセンシング特性の関係を明らかにし、ガスセンシング機構を推察。

 酸化物半導体表面構造の制御により、センサ特性の高度化を目指す。

・Yutaka Adachi et al. “Gas sensing properties of polarity-controlled epitaxial ZnO films” submitted to Sens. Actuators. B.

・Yutaka Adachi et al. “Gas sensing properties of c-axis-oriented Al-incorporated ZnO films epitaxially grown on (1120) 
sapphire substrates using pulsed laser deposition” J. Ceram. Soc. Jpn. 124 (2016) 668-672. 

 Zn原子で終端された結晶面はエタノールガス選択

性に優れていることが明らかになった。

 表面構造制御はセンサ特性向上に有用であること

が明らかになった。

 表面構造制御によるガス選択性の更なる向上。

 半導体ガスセンサの更なる高感度化。

 MEMS技術適用による小型化・低消費電力化。

〇 ガスセンシング特性
ＺｎＯ薄膜のc(+)面およびc(-)面におけるエタ

ノールと水素ガスセンシング特性を評価した結果、
最表面がZn原子で終端された表面を持つ薄膜
(ｃ(＋)面）は、O原子で終端された表面を持つ薄
膜(c(-)面)よりも、エタノールガス選択性に優れて
いることが明らかになった。

・ZnOはｎ型酸化物半導体。

・最表面がZn原子のみで
終端されたc(+)面と、O原
子のみで終端されたc(-)
面がある。

・最表面を構成する原子
の違いは、センサ特性の
違いをもたらすはず。

・c(+)面及びc(-)面が最
表面となるエピキシャル薄
膜を作製。

・薄膜の組成、微細構造
はほぼ同じサンプルを比
較。

XRD profiles and AFM images

エタノールに対する応答は
水素に対する応答の2倍

エタノールと水素対する
応答は同じ

低圧誘導結合プラズマCVDによるナノクリスタル
ダイヤモンドの合成

顔
写真

Keywords: ナノクリスタルダイヤモンド、低圧誘導結合プラズマ、CVD

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

岡田 勝行
OKADA.Katsuyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/okada_katsuyuki

プラズマCVDにより合成されるダイヤモンド薄膜において、 nmオーダーに制御された超微小結晶を精

緻に合成し、3次元構造化することにより、超平坦性、超硬度性、超潤滑性、また新たな化学的、電気

的特性の発現が期待されています。

低圧誘導結合プラズマCVDによるナノクリスタルエンジニアリングを確立し、優れたトライボロジー特性

（超平坦性、超硬度性、超潤滑性）を有する、 nmオーダーに制御された超微小結晶のナノクリスタル

ダイヤモンド薄膜の合成を目指します。

K. Okada et al., J. Appl. Phys. 93, 3120-3122 (2003).

K. Okada, Sci. Technol. Advan. Mater. 8, 624-634(2007).

岡田勝行,ケミカルエンジニアリング,55, 929-933(2010).

 低圧誘導結合プラズマCVDによるナノクリスタルダイ
ヤモンド粒子の合成

 結晶粒界のsp2／sp3結合の構造評価

 nmオーダーで制御された結晶表面の超平滑性・超
潤滑性（ゼロ摩擦係数）による省エネルギー化

 量子サイズ効果の発現による紫外発光材料

低圧誘導結合プラズマCVDによる
ナノクリスタルエンジニアリングの確⽴

ナノクリスタルダイヤモンド粒⼦の結晶
粒界にsp2結合が約1nmの幅で局在してい
ることを確認
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酸窒化物粉末封止用ガラス材料の開発

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

瀬川 浩代
SEGAWA.Hiroyo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/segawa_hiroyo

Keywords: 低融点ガラス、蛍光体粉末用、誘電体粉末用

 酸窒化物粉末は単体での焼結、緻密化が非常に難しい。

 酸窒化物材料は融点が高く、焼結温度も高い。

 耐熱材料や高発光、高誘電特性を有する材料として注目が集まっている。

・H. Segawa, N. Hirosaki, Ceramics International 44 (2018) 4783–4788.
・T. Li, H. Segawa, N. Ohashi, Ceramics International 44 (2018) 13004–13010.
・H. Segawa, Y. Cho, T. Sekiguchi, N. Hirosaki, K. Deguchi, S. Ohki, T. Shimizu, J. Euro. Ceram. Soc., 38 (2018) 735-741.

 高輝度LEDへの応用

 Ni電極用誘電体材料の焼結への応用

 酸窒化物誘電体の焼結助剤への展開

 低融点ガラスを添加することで、助剤として比較的低温で緻密な焼結体を作製する。

 蛍光体封止用：SiAlON蛍光体を封止するためのガラス組成を探索する。

 誘電体封止用：チタン酸バリウムを低融点で焼結できかつ誘電率の高いガラス組成を探索する。

 蛍光体分散における一部黒色化と蛍光体劣化

 ガラスの耐候性改善

 より高密度、高誘電率焼結体の作製

青色LED

PiG

蛍光体分散ガラス(PiG)をリモートフォスファー（左図）に
よってLEDとしての応用可能。溶融法では簡便にPiGを
作製可能（中図）。焼結法でもガラス組成をホウケイ酸
塩ガラスを用いることで黄色及び緑色蛍光体のPiGを作
製（右図）。

蛍光体封止用
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3 5 10 2015

1cm

‐SiAlON(%)

‐SiAlON(%)

誘電体封止用
xBaO-yB2O3-zBi2O3 (mol%)を⽤いたBaTiO3の焼結
ガラス組成： Gabc: a=x/10, b=y/10, c=z/10
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G442を使用す
ると二次相なく
緻密化し、
800℃焼結でも
誘電率400以上
となる。

岩塩型窒化物半導体の
光・電子デバイスへの応用

元素の地殻存在度

Keywords: 窒化物、岩塩型構造、薄膜

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

大垣 武
OGAKI.Takeshi＠nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/electroceramics/index.html

 GaN系半導体の実用化に伴い窒化物半導体が注目

 多くの遷移金属窒化物は岩塩型の結晶構造が安定

 ScNはGaAsに匹敵する高い電子移動度を有すると期待

 新しい窒化物半導体材料の探索

 高品質ScN薄膜の合成と物性制御

 岩塩型窒化物のヘテロエピタキシャル成長の検討

・T. Ohgaki et al., J. Cryst. Growth 476 (2017) 12-16.

・T. Ohgaki et al., J. Appl. Phys. 114 (2013) 093704.

・T. Ohgaki et al., Sens. Actuator B-Chem. 150 (2010) 99-104.

 MBE法によるScN単結晶薄膜の作製

 岩塩型窒化物のヘテロエピタキシャル成長の解明

 ScN薄膜の物性解明と物性制御

 高品質エピタキシャル薄膜の作製

 ドーピングによる物性制御

 非化学量論的組成の制御

窒素ラジカルを利用したMBE装置の概略図

ScNとサファイアr面の原子配列。(a)サファイアr面
表面、(b)サファイアr面断面。

代表的な半導体とScNの移動度とキャリア濃度
の関係。青丸が本研究のデータ
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酸窒化物粉末封止用ガラス材料の開発

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

瀬川 浩代
SEGAWA.Hiroyo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/segawa_hiroyo

Keywords: 低融点ガラス、蛍光体粉末用、誘電体粉末用

 酸窒化物粉末は単体での焼結、緻密化が非常に難しい。

 酸窒化物材料は融点が高く、焼結温度も高い。

 耐熱材料や高発光、高誘電特性を有する材料として注目が集まっている。

・H. Segawa, N. Hirosaki, Ceramics International 44 (2018) 4783–4788.
・T. Li, H. Segawa, N. Ohashi, Ceramics International 44 (2018) 13004–13010.
・H. Segawa, Y. Cho, T. Sekiguchi, N. Hirosaki, K. Deguchi, S. Ohki, T. Shimizu, J. Euro. Ceram. Soc., 38 (2018) 735-741.

 高輝度LEDへの応用

 Ni電極用誘電体材料の焼結への応用

 酸窒化物誘電体の焼結助剤への展開

 低融点ガラスを添加することで、助剤として比較的低温で緻密な焼結体を作製する。

 蛍光体封止用：SiAlON蛍光体を封止するためのガラス組成を探索する。

 誘電体封止用：チタン酸バリウムを低融点で焼結できかつ誘電率の高いガラス組成を探索する。

 蛍光体分散における一部黒色化と蛍光体劣化

 ガラスの耐候性改善

 より高密度、高誘電率焼結体の作製

青色LED

PiG

蛍光体分散ガラス(PiG)をリモートフォスファー（左図）に
よってLEDとしての応用可能。溶融法では簡便にPiGを
作製可能（中図）。焼結法でもガラス組成をホウケイ酸
塩ガラスを用いることで黄色及び緑色蛍光体のPiGを作
製（右図）。

蛍光体封止用
3 5 7 10 20 3015 25

1cm
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1cm

‐SiAlON(%)

‐SiAlON(%)

誘電体封止用
xBaO-yB2O3-zBi2O3 (mol%)を⽤いたBaTiO3の焼結
ガラス組成： Gabc: a=x/10, b=y/10, c=z/10
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G442を使用す
ると二次相なく
緻密化し、
800℃焼結でも
誘電率400以上
となる。

岩塩型窒化物半導体の
光・電子デバイスへの応用

元素の地殻存在度

Keywords: 窒化物、岩塩型構造、薄膜

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

大垣 武
OGAKI.Takeshi＠nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/electroceramics/index.html

 GaN系半導体の実用化に伴い窒化物半導体が注目

 多くの遷移金属窒化物は岩塩型の結晶構造が安定

 ScNはGaAsに匹敵する高い電子移動度を有すると期待

 新しい窒化物半導体材料の探索

 高品質ScN薄膜の合成と物性制御

 岩塩型窒化物のヘテロエピタキシャル成長の検討

・T. Ohgaki et al., J. Cryst. Growth 476 (2017) 12-16.

・T. Ohgaki et al., J. Appl. Phys. 114 (2013) 093704.

・T. Ohgaki et al., Sens. Actuator B-Chem. 150 (2010) 99-104.

 MBE法によるScN単結晶薄膜の作製

 岩塩型窒化物のヘテロエピタキシャル成長の解明

 ScN薄膜の物性解明と物性制御

 高品質エピタキシャル薄膜の作製

 ドーピングによる物性制御

 非化学量論的組成の制御

窒素ラジカルを利用したMBE装置の概略図

ScNとサファイアr面の原子配列。(a)サファイアr面
表面、(b)サファイアr面断面。

代表的な半導体とScNの移動度とキャリア濃度
の関係。青丸が本研究のデータ
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酸化物界面構造の機能創出
Keywords: 酸化物半導体、表面・界面、欠陥制御、スペクトロスコピー

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

大澤 健男
OHSAWA.Takeo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohsawa_takeo

多彩な機能を有する酸化物材料を原子レベルで接合させ，これまでにない新しい物性を創出する

ことは，省エネルギー・創エネルギー社会の実現に向けて重要となっています．高効率な酸化物デ

バイスの実現を目指して，ペロブスカイト型酸化物（主にSrTiO3やBaTiO3）や極性酸化物半導体ZnO

ヘテロ構造が注目されています.

優れた接合界面を形成するためには，原子レベルで構造や組成を制御することが求められていま

す．さらに，酸化物半導体では，イオン結合性の欠陥が容易に形成され，特性を阻害することが知

られています．これらを克服する手法を見出し，新奇な酸化物デバイスを開発します．

• T. Ohsawa et al. Appl. Phys. Lett. 110, 011604 (2017).
• T. Ohsawa et al. Appl. Phys. Lett. 108, 161603 (2016).
• T. Ohsawa et al. ACS Nano 9, 8766-8772 (2015).

 酸化物薄膜界面・ドメイン境界の電子状態計測

 電子分光による極性酸化物半導体の極性判定

 極性制御による電子輸送特性の解明

 高品質ヘテロ接合化による多彩な物性の開拓

 実用デバイス創成に向けた新しい原理の構築

 酸化物中の精緻な欠陥制御基盤技術の創出

極性酸化物半導体の作製と電子輸送制御薄膜界面構造の作製と電子状態計測

LaAlO3/SrTiO3ヘテロ接合の作製と電子構造解析

BaTiO3のドメイン境界での
局所電子状態計測

光電子分光を用いた極性判定

極性依存する電子輸送特性

同位体元素の可視化と材料研究への応用

合成している酸化物は、SnO2, Ga2O3, In2O3,やBaTiO3 等の相対密度98%以上のセラミックスである。これら酸
化物へのドナー／アクセプター添加と酸素欠陥、水素に関する研究を行っている。

Keywords: 安定同位体、セラミックス、拡散

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

坂口 勲
SAKAGUCHI.Isao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakaguchi_isao

 酸化物には構成元素席に欠陥（空孔）が含まれる。

 欠陥の動きは合成やデバイス寿命に影響していると考えられている。

 欠陥利用して動く元素の経路を同位体を使って可視化し理解を深める。

 安定同位体を利用して添加物の効果を観察。

 動く経路や速さを評価。

 合成条件から最適化を図る。

・ I. Sakaguchi et al., J. Appl. Phys. Jpn., 51 101801 (2012). 

・ M. Hashiguchi et al., J. Ceram Soc. Jpn, 122 421 (2014)

 元素の移動経路の可視化では同位体利用が有効。

 添加物は元素の動きに大きな影響を与える。

 添加濃度により元素の相互作用が異なる。

 ドナー／アクセプター添加で均一な分布を作り出す。

 目的に応じた添加物濃度と均一性を見いだす。

 デバイス寿命に応じた元素の移動経路を見いだす。

ZnとSbの分布
少ない場合；
Znは粒界、Sbは均一

多い場合；
Zn, Sbとも同じ分布
Zn-Sbの相互作用を示唆

添加物相互作用

Sample A
ZnO (0.6), Sb2O5 (0.2)
Sample B
ZnO (0.6), Sb2O5 (2.0)
(mol.%)

添加物相互作用の可視化（SnO2）

軽元素拡散経路の
定量と可視化

BaTiO3中の18O拡散BaTiO3中の1Hの定量分析法 Zn添加SnO2中の2Hの分布
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酸化物界面構造の機能創出
Keywords: 酸化物半導体、表面・界面、欠陥制御、スペクトロスコピー

電気・電子機能分野 電子セラミックスグループ

大澤 健男
OHSAWA.Takeo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohsawa_takeo

多彩な機能を有する酸化物材料を原子レベルで接合させ，これまでにない新しい物性を創出する

ことは，省エネルギー・創エネルギー社会の実現に向けて重要となっています．高効率な酸化物デ

バイスの実現を目指して，ペロブスカイト型酸化物（主にSrTiO3やBaTiO3）や極性酸化物半導体ZnO

ヘテロ構造が注目されています.

優れた接合界面を形成するためには，原子レベルで構造や組成を制御することが求められていま

す．さらに，酸化物半導体では，イオン結合性の欠陥が容易に形成され，特性を阻害することが知

られています．これらを克服する手法を見出し，新奇な酸化物デバイスを開発します．

• T. Ohsawa et al. Appl. Phys. Lett. 110, 011604 (2017).
• T. Ohsawa et al. Appl. Phys. Lett. 108, 161603 (2016).
• T. Ohsawa et al. ACS Nano 9, 8766-8772 (2015).

 酸化物薄膜界面・ドメイン境界の電子状態計測

 電子分光による極性酸化物半導体の極性判定

 極性制御による電子輸送特性の解明

 高品質ヘテロ接合化による多彩な物性の開拓

 実用デバイス創成に向けた新しい原理の構築

 酸化物中の精緻な欠陥制御基盤技術の創出

極性酸化物半導体の作製と電子輸送制御薄膜界面構造の作製と電子状態計測

LaAlO3/SrTiO3ヘテロ接合の作製と電子構造解析

BaTiO3のドメイン境界での
局所電子状態計測

光電子分光を用いた極性判定

極性依存する電子輸送特性

同位体元素の可視化と材料研究への応用

合成している酸化物は、SnO2, Ga2O3, In2O3,やBaTiO3 等の相対密度98%以上のセラミックスである。これら酸
化物へのドナー／アクセプター添加と酸素欠陥、水素に関する研究を行っている。

Keywords: 安定同位体、セラミックス、拡散

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

坂口 勲
SAKAGUCHI.Isao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakaguchi_isao

 酸化物には構成元素席に欠陥（空孔）が含まれる。

 欠陥の動きは合成やデバイス寿命に影響していると考えられている。

 欠陥利用して動く元素の経路を同位体を使って可視化し理解を深める。

 安定同位体を利用して添加物の効果を観察。

 動く経路や速さを評価。

 合成条件から最適化を図る。

・ I. Sakaguchi et al., J. Appl. Phys. Jpn., 51 101801 (2012). 

・ M. Hashiguchi et al., J. Ceram Soc. Jpn, 122 421 (2014)

 元素の移動経路の可視化では同位体利用が有効。

 添加物は元素の動きに大きな影響を与える。

 添加濃度により元素の相互作用が異なる。

 ドナー／アクセプター添加で均一な分布を作り出す。

 目的に応じた添加物濃度と均一性を見いだす。

 デバイス寿命に応じた元素の移動経路を見いだす。

ZnとSbの分布
少ない場合；
Znは粒界、Sbは均一

多い場合；
Zn, Sbとも同じ分布
Zn-Sbの相互作用を示唆

添加物相互作用

Sample A
ZnO (0.6), Sb2O5 (0.2)
Sample B
ZnO (0.6), Sb2O5 (2.0)
(mol.%)

添加物相互作用の可視化（SnO2）

軽元素拡散経路の
定量と可視化

BaTiO3中の18O拡散BaTiO3中の1Hの定量分析法 Zn添加SnO2中の2Hの分布
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イオンビームによる表面・界面の分析と創製

顔
写真

Keywords: イオンビーム、表面・界面、スピン

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

鈴木 拓

表面・界面ではその低次元性に起因して特有の状態が発現しており、その解明は物性研究の主要

課題の一つです。とりわけ、表界面の数原子層（最表面）の原子配置、電子状態、スピン状態の分

析・解明は、触媒やセンサー等の表面物性を応用する様々な技術開発で重要です。

従来の手法では困難であった分析を可能にするために、イオンビーム技術の高度化に取り組んでい

ます。例えば、分子-表面化学反応機構の解明とガスセンサ開発への応用や、スピン偏極イオン

ビームの開発とスピン素子材料開発への応用などに取り組んでいます。

・ 鈴木拓、酒井治、“偏極4He+イオンビームによるスピン依存イオン散乱とその応用”表面科学38（2017）164.
・ T. T. Suzuki, O. Sakai. “Spin-orbit coupling and surface magnetism coexisting in spin-dependent low-energy He + -ion 

surface scattering“ PHYSICAL REVIEW B. 95 (2017) 155437.
・ T. T. Suzuki, Isao Sakaguchi. “Analysis of trace n-alkane in air by cryogenic-temperature programmed desorption” 

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A. 35 (2017) 041401.

イオンビームによる表面・界面分析の高度化

 原子位置やスピン分極

 分子と表面の化学反応

 軽元素（ex. Li）のイメージング

 元素選別表面スピン分析装置

 ヘリウムイオン顕微鏡用飛行時間分析システム

 表面化学応答材料

SUZUKI.Taku@nims.go.jp ｜　https://samurai.nims.go.jp/profiles/suzuki_taku 

高感度半導体ガスセンサの開発

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

齋藤 紀子
SAITO.Noriko@nimsgo.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/index.html

Keywords: ガスセンサ、粉体合成、溶液プロセス

 環境や健康への関心の高さ

 空気質モニタリングや呼気ガス健康診断への要望

 モバイル機器へのセンサ搭載の需要拡大

• Noriko Saito, Ken Watanabe, Hajime Haneda, Isao Sakaguchi, Kengo Shimanoe. “Highly Sensitive Ethanol Gas Sensor 
Using Pyramid-Shaped ZnO Particles with (0001) Basal Plane”. J. Phys. Chem. C. 122 [13] (2018) 7353-7360. 

• Noriko Saito, Kenji Matsumoto, Ken Watanabe, et al, “Microscopic and Isotope Tracer Study on the Growth of Spherical 
ZnO Particles in Water-Ethylene Glycol Solvent” Cryst. Growth Des. 15[6] (2015) 2609-2619. 

 ppbレベルの希薄ガス検出

 呼気健康診断・ウェルネスセンサ

 VOCガスセンサ

 結晶面やナノ構造を利用した高感度化

 ガス選択性向上のための触媒探索

 小型化、省電力化

ガスセンサ材料のレセプタ粉体として、ピラミッ
ド型酸化亜鉛を溶液プロセスによって合成

(0001)

{1‐10‐1}

1 ppm

5 ppm

50 ppm

エタノールガス中での電気抵抗の変化（320℃）

 高感度・高選択性、酸化物半導体ガスセンサ

 酸化物半導体粒子の結晶面、形状、サイズ制御

 1 ppm以下の希薄ガスの検知のための高感度レセプタ粒子の開発

酸化亜鉛粒子を用いたエタノールガス（50ppm）へのセンサ感度（抵抗比）。
ピラミッド粒子の活性結晶面の効果で、他の粒子に比べて高い感度が得られた。
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イオンビームによる表面・界面の分析と創製

顔
写真

Keywords: イオンビーム、表面・界面、スピン

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

鈴木 拓

表面・界面ではその低次元性に起因して特有の状態が発現しており、その解明は物性研究の主要

課題の一つです。とりわけ、表界面の数原子層（最表面）の原子配置、電子状態、スピン状態の分

析・解明は、触媒やセンサー等の表面物性を応用する様々な技術開発で重要です。

従来の手法では困難であった分析を可能にするために、イオンビーム技術の高度化に取り組んでい

ます。例えば、分子-表面化学反応機構の解明とガスセンサ開発への応用や、スピン偏極イオン

ビームの開発とスピン素子材料開発への応用などに取り組んでいます。

・ 鈴木拓、酒井治、“偏極4He+イオンビームによるスピン依存イオン散乱とその応用”表面科学38（2017）164.
・ T. T. Suzuki, O. Sakai. “Spin-orbit coupling and surface magnetism coexisting in spin-dependent low-energy He + -ion 

surface scattering“ PHYSICAL REVIEW B. 95 (2017) 155437.
・ T. T. Suzuki, Isao Sakaguchi. “Analysis of trace n-alkane in air by cryogenic-temperature programmed desorption” 

JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A. 35 (2017) 041401.

イオンビームによる表面・界面分析の高度化

 原子位置やスピン分極

 分子と表面の化学反応

 軽元素（ex. Li）のイメージング

 元素選別表面スピン分析装置

 ヘリウムイオン顕微鏡用飛行時間分析システム

 表面化学応答材料

SUZUKI.Taku@nims.go.jp ｜　https://samurai.nims.go.jp/profiles/suzuki_taku 

高感度半導体ガスセンサの開発

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

齋藤 紀子
SAITO.Noriko@nimsgo.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/index.html

Keywords: ガスセンサ、粉体合成、溶液プロセス

 環境や健康への関心の高さ

 空気質モニタリングや呼気ガス健康診断への要望

 モバイル機器へのセンサ搭載の需要拡大

• Noriko Saito, Ken Watanabe, Hajime Haneda, Isao Sakaguchi, Kengo Shimanoe. “Highly Sensitive Ethanol Gas Sensor 
Using Pyramid-Shaped ZnO Particles with (0001) Basal Plane”. J. Phys. Chem. C. 122 [13] (2018) 7353-7360. 

• Noriko Saito, Kenji Matsumoto, Ken Watanabe, et al, “Microscopic and Isotope Tracer Study on the Growth of Spherical 
ZnO Particles in Water-Ethylene Glycol Solvent” Cryst. Growth Des. 15[6] (2015) 2609-2619. 

 ppbレベルの希薄ガス検出

 呼気健康診断・ウェルネスセンサ

 VOCガスセンサ

 結晶面やナノ構造を利用した高感度化

 ガス選択性向上のための触媒探索

 小型化、省電力化

ガスセンサ材料のレセプタ粉体として、ピラミッ
ド型酸化亜鉛を溶液プロセスによって合成

(0001)

{1‐10‐1}

1 ppm

5 ppm

50 ppm

エタノールガス中での電気抵抗の変化（320℃）

 高感度・高選択性、酸化物半導体ガスセンサ

 酸化物半導体粒子の結晶面、形状、サイズ制御

 1 ppm以下の希薄ガスの検知のための高感度レセプタ粒子の開発

酸化亜鉛粒子を用いたエタノールガス（50ppm）へのセンサ感度（抵抗比）。
ピラミッド粒子の活性結晶面の効果で、他の粒子に比べて高い感度が得られた。
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層状ホモロガス化合物の電子材料化への過程

ホモロガス相のm=1であるInGaZnO4は、ITO膜に代わる材料として注目されている。

Keywords: 層状ホモロガス化合物、合成、解析

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

中村 真佐樹
NAKAMURA.Masaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakamura_masaki

 当研究所で発見されたRM2O4(R=Y等, M=Fe, Ga等)化合物は、三角格子に遷移金属原子や希

土類原子が配置する層状化合物である。長い間磁性、電気伝導性などが調べられてきた。

 RM2O4(R=Y等, M=Fe, Ga等)化合物から派生的に発見されたInMO3(ZnO)m(M:Fe, Ga, Al, m:自然

数)は、InMO3層にZnO層が挟みこまれた構造をしており、電子材料であるZnOまでホモロガス相を飛

び飛びに形成している。多数のホモロガス相が存在する事を用いて多数の機能材料を合成、構造と

機能の関係を調べる。

・M. Nakamura et al., J. Solid State. Chem., 86 (1990) 16.

・李春飛 他 固体物理 35 (2000) 23.

・ N. Kimizuka edited Physics and Technology of crystalline oxide semiconductor CAAC-IGZO (2017) Wiley.

 層状化合物InMO3(ZnO)m (M=Fe,Ga等)は、多種の元

素を配置できる層状化合物である。

 ホモロガス化合物InMO3(ZnO)mは、ZnOとの間に多数

の化合物を形成することができる。

 構造と機能の関係をより詳しく探索することにより、

透明電極以外への応用を探る。

図１ 結晶構造RMO3(ZnO)m (R=Lu,M=Fe)  図２ 1350 ℃におけるIn2O3‐
Ga2ZnO4‐ZnO系の相平衡状態図

1350  C

次世代半導体ダイヤモンドデバイス基礎研究

Keywords: 薄膜、半導体、pn接合、ダイヤモンド

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

小泉 聡
KOIZUMI.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/koizumi_satoshi?locale=ja

ダイヤモンドはワイドギャップ半導体材料として深紫外線オプトエレクトロニクス、パワーデバイス等へ

の応用が期待されています。NIMSダイヤモンド研究グループは1980年代にダイヤモンド気相成長技

術を、1990年代にn型半導体化技術を確立し、さらに21世紀に入りpn接合の形成に成功しました。

全て世界初の技術であり、日本が誇る世界的研究成果です。

ダイヤモンドの5.5eVという大きなバンドギャップ、その表面が持つ負性電子親和力という特異な性質

が様々な特性を生み出す可能性を持っています。ドーピング制御、成長制御の不完全さからこの性

質を生かした応用が困難でした。シリコン並みの不純物制御、結晶完全性制御技術の確立を目指

し、「使える」ダイヤモンド材料化を目指します。

・”Power Electronics Device Applications of Diamond Semiconductors”, edited by S. Koizumi, H. Umezawa, J. Pernot, M. 
Suzuki, (Woodhead Publishing/Elsevier, UK, 2018) ISBN 978-0-08-102183-5

・ I-N. Lin, S. Koizumi, et.al.,” Diamond electron emission” MRS Bulletin 39 (6), 533-541 (2014).
・小泉 聡、“n 型ダイヤモンドの創成とバンドエンジニアリング” （第6章第1節、pp.267~282）、ポストシリコン半導体、（株式会社

エヌ・ティー・エス、東京、2013）ISBN 978-4-86469-059-1

 n型ドーピングの高度化により種々のダイヤモンド

デバイス形成に成功

 究極のセンサー、パワーデバイス実現を目指して

半導体ダイヤモンド気相成長技術を探求

 権利化特許：7件

 極限環境半導体センサ（高温環境、放射線）

 種々の環境下で利用できる電子源

 パワーエレクトロニクス応用
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層状ホモロガス化合物の電子材料化への過程

ホモロガス相のm=1であるInGaZnO4は、ITO膜に代わる材料として注目されている。

Keywords: 層状ホモロガス化合物、合成、解析

電気・電子機能分野 セラミックス表面・界面グループ

中村 真佐樹
NAKAMURA.Masaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakamura_masaki

 当研究所で発見されたRM2O4(R=Y等, M=Fe, Ga等)化合物は、三角格子に遷移金属原子や希

土類原子が配置する層状化合物である。長い間磁性、電気伝導性などが調べられてきた。

 RM2O4(R=Y等, M=Fe, Ga等)化合物から派生的に発見されたInMO3(ZnO)m(M:Fe, Ga, Al, m:自然

数)は、InMO3層にZnO層が挟みこまれた構造をしており、電子材料であるZnOまでホモロガス相を飛

び飛びに形成している。多数のホモロガス相が存在する事を用いて多数の機能材料を合成、構造と

機能の関係を調べる。

・M. Nakamura et al., J. Solid State. Chem., 86 (1990) 16.

・李春飛 他 固体物理 35 (2000) 23.

・ N. Kimizuka edited Physics and Technology of crystalline oxide semiconductor CAAC-IGZO (2017) Wiley.

 層状化合物InMO3(ZnO)m (M=Fe,Ga等)は、多種の元

素を配置できる層状化合物である。

 ホモロガス化合物InMO3(ZnO)mは、ZnOとの間に多数

の化合物を形成することができる。

 構造と機能の関係をより詳しく探索することにより、

透明電極以外への応用を探る。

図１ 結晶構造RMO3(ZnO)m (R=Lu,M=Fe)  図２ 1350 ℃におけるIn2O3‐
Ga2ZnO4‐ZnO系の相平衡状態図

1350  C

次世代半導体ダイヤモンドデバイス基礎研究

Keywords: 薄膜、半導体、pn接合、ダイヤモンド

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

小泉 聡
KOIZUMI.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/koizumi_satoshi?locale=ja

ダイヤモンドはワイドギャップ半導体材料として深紫外線オプトエレクトロニクス、パワーデバイス等へ

の応用が期待されています。NIMSダイヤモンド研究グループは1980年代にダイヤモンド気相成長技

術を、1990年代にn型半導体化技術を確立し、さらに21世紀に入りpn接合の形成に成功しました。

全て世界初の技術であり、日本が誇る世界的研究成果です。

ダイヤモンドの5.5eVという大きなバンドギャップ、その表面が持つ負性電子親和力という特異な性質

が様々な特性を生み出す可能性を持っています。ドーピング制御、成長制御の不完全さからこの性

質を生かした応用が困難でした。シリコン並みの不純物制御、結晶完全性制御技術の確立を目指

し、「使える」ダイヤモンド材料化を目指します。

・”Power Electronics Device Applications of Diamond Semiconductors”, edited by S. Koizumi, H. Umezawa, J. Pernot, M. 
Suzuki, (Woodhead Publishing/Elsevier, UK, 2018) ISBN 978-0-08-102183-5

・ I-N. Lin, S. Koizumi, et.al.,” Diamond electron emission” MRS Bulletin 39 (6), 533-541 (2014).
・小泉 聡、“n 型ダイヤモンドの創成とバンドエンジニアリング” （第6章第1節、pp.267~282）、ポストシリコン半導体、（株式会社

エヌ・ティー・エス、東京、2013）ISBN 978-4-86469-059-1

 n型ドーピングの高度化により種々のダイヤモンド

デバイス形成に成功

 究極のセンサー、パワーデバイス実現を目指して

半導体ダイヤモンド気相成長技術を探求

 権利化特許：7件

 極限環境半導体センサ（高温環境、放射線）

 種々の環境下で利用できる電子源

 パワーエレクトロニクス応用
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III-V族窒化物薄膜成長と欠陥準位評価

Keywords: InxGa1-xN薄膜、表面酸化、界面制御、欠陥準位

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

角谷 正友
SUMIYA.Masatomo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/optical_sensor/sumiya_lab/

 MOCVD-GaN薄膜成長における低温バッファ層の本質は極性構造反転にあることを提示・実証

 極性構造を利用した機能創出とデバイス化：GaN光電面、擬位相整合素子、光触媒

 InGaN薄膜を活性層とした光電変換素子の開発

 InGaN薄膜2次元キャリア形成と電子状態（有効質量、価電子帯構造など）評価

 光熱偏向分光法によるギャップ内欠陥準位の評価

 高品質化したInGaNを活性層とした高効率光電変換素子、300V級トランジスタの開発

・M. Sumiya et al., Appl. Phys. Express 11 021002 (2018).

 III-V族窒化物材料用に欠陥準位評価装置を開発

 デバイスプロセスによって誘起される欠陥準位評価

 InGaN薄膜の高In組成化と高品質化

 InGaNの有効質量の確定

 InGaNギャップ内準位の低減

 光電変換デバイスと300V級スイッチングデバイ

ス特性の検証

図１ III-V族窒化物用に開発したギャップ内欠陥

準位を測定できる光熱偏向分光法（PDS)装置.
図2 XPSで測定した価電子帯構造（図中）とPDSで評価

したVBM・ギャップ内欠陥準位．SSPS（右軸）とも比較．

図3 PDSで評価したInGaNのVBMとギャップ内準位スペクトル．

図4 Mgイオン注入したGaNのPDSスペクトル．ア

ニールによる変化からp型化への指針となる。

超高純度ダイヤモンド結晶

Keywords: ダイヤモンド、薄膜成長、パワーデバイス、量子情報

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

寺地 徳之
TERAJI.Tokuyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/diamond/teraji/

大電力用パワーデバイスや室温動作可能な量子デバイスといった、従来の半導体では実現不可

能なデバイスを現実にするための究極の半導体材料。それがダイヤモンドである。

ダイヤモンドの優れた半導体性能を引き出すためには、ダイヤモンド結晶の高純度成長技術を確

立する必要がある。本研究では、最先端シリコンと同程度に高純度化されたダイヤモンド結晶の成

長と、半導体の基礎特性評価を行っている。

・T. Teraji et al., phys. stat. sol. (a) 212, 2365 (2015), Feature Article. 
・T. Teraji, J. Appl. Phys. 118, 115304 (2015).
・寺地徳之，応用物理85, 870-874 (2016).

 高純度化に適したダイヤモンド成長装置を開発した。

 超高純度(>10N) と低欠陥化に成功した。

 パワーデバイスや量子情報デバイスとしての応用の可

能性を現在、検証をしているところである。

 実用化への次のステップは、高純度・高品質結晶の大

面積化と高度ドーピング技術開発である。

NIMS製 超高純度ダイヤモンド薄膜成長装置

ダイヤモンド薄膜の
CVD成長の様子

CVDダイヤモンド自立結晶

ダイヤモンドデバイス
特性評価
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III-V族窒化物薄膜成長と欠陥準位評価

Keywords: InxGa1-xN薄膜、表面酸化、界面制御、欠陥準位

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

角谷 正友
SUMIYA.Masatomo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/optical_sensor/sumiya_lab/
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 光熱偏向分光法によるギャップ内欠陥準位の評価

 高品質化したInGaNを活性層とした高効率光電変換素子、300V級トランジスタの開発

・M. Sumiya et al., Appl. Phys. Express 11 021002 (2018).

 III-V族窒化物材料用に欠陥準位評価装置を開発

 デバイスプロセスによって誘起される欠陥準位評価

 InGaN薄膜の高In組成化と高品質化

 InGaNの有効質量の確定
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ス特性の検証
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準位を測定できる光熱偏向分光法（PDS)装置.
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寺地 徳之
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大電力用パワーデバイスや室温動作可能な量子デバイスといった、従来の半導体では実現不可

能なデバイスを現実にするための究極の半導体材料。それがダイヤモンドである。

ダイヤモンドの優れた半導体性能を引き出すためには、ダイヤモンド結晶の高純度成長技術を確

立する必要がある。本研究では、最先端シリコンと同程度に高純度化されたダイヤモンド結晶の成

長と、半導体の基礎特性評価を行っている。

・T. Teraji et al., phys. stat. sol. (a) 212, 2365 (2015), Feature Article. 
・T. Teraji, J. Appl. Phys. 118, 115304 (2015).
・寺地徳之，応用物理85, 870-874 (2016).

 高純度化に適したダイヤモンド成長装置を開発した。

 超高純度(>10N) と低欠陥化に成功した。

 パワーデバイスや量子情報デバイスとしての応用の可

能性を現在、検証をしているところである。

 実用化への次のステップは、高純度・高品質結晶の大

面積化と高度ドーピング技術開発である。

NIMS製 超高純度ダイヤモンド薄膜成長装置

ダイヤモンド薄膜の
CVD成長の様子

CVDダイヤモンド自立結晶

ダイヤモンドデバイス
特性評価
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集積化多機能ダイヤモンドMEMSセンサ

Keywords: MEMS、 多機能、集積化、センサ

電気・電子機能分野 ワイドギャプ半導体材料グループ

廖 梅勇
Meiyong.LIAO@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/meiyong_liao?locale=ja/

シリコンMEMSは固有の性能欠点を持ち、高品質化を制限し、信頼性も悪い

ダイヤモンドは、物質中で最高の機械性能を持つため、究極のMEMS材料として応用が期待

集積化、高性能、高信頼性を持つ多機能MEMSシステム形成が課題になる

集積化、高性能、高信頼性を持つ多機能MEMSセンサの開発

新原理集積化MEMSトランスデューサデバイスコンセプトの開発

 MEMS高品質化、高信頼性化

 高品質のダイヤモンドMEMS共振器が実証

 共振周波数の変化に基づいてセンシング

 集積化ためのダイヤモンド電子デバイスが開発

 高品質のダイヤモンド機械共振子の量

 ダイヤモンドMEMSの多機能化

 オンチップダイヤモンドMEMSの開発

 集積化高感度・高信頼性MEMS センサー

M. Y. Liao et al, Jap. J. Appl Phys. 56, 024101 (2017).
M.Y. Liao et al, Advanced Materials 22, 5393 (2010).
M.Y. Liao et al, Patent  No. US 8808560 B2 2014 .8.19 , USA.

ダイヤモンドMEMSに向け
るトランジスタ
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窒化物半導体を用いた水素センサの研究

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

色川 芳宏
IROKAWA.Yoshihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/irokawa_yoshihiro

Keywords: 窒化物半導体、水素、界面

水素が材料に及ぼす影響については古くから研究されており、例えば、鋼材の水素脆化や半導体

中ドーパントの不活性化等がよく知られている。

一方、半導体デバイスの動作特性も水素に影響されることが報告されており、その現象を利用した

水素センサの研究開発が行われている。

・Y. Irokawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 56, 128004 (2017).

・Y. Irokawa et al., Sensors 15, 14757 (2015).

・Y. Irokawa, ECS Electrochem. Lett. 3, B17 (2014).

 水素センサ

 半導体デバイスの信頼性等

水素と半導体デバイスの相互作用については、次のようなモデルが提案されている。PdやPt等の

電極金属に吸着した気相中の水素が乖離した後に、電極金属中を拡散して半導体界面に到達して

電気二重層を形成した結果、デバイスの電気的特性が変化する。しかしながら、このモデルでは説

明しにくい現象も報告されており、より厳密な相互作用機構の解析が求められている。

 提案するメカニズムの詳細な検討等

電極と半導体界面間に形成される電気二重層の存在を確認するために実験的・理論的手法の両面から取り組
んだ。図１にそれぞれ窒素および水素雰囲気中において、Pt-AlGaN/GaNショットキーダイオードをインピーダンス
測定した結果得られたナイキストプロットを示す。図１より、水素導入後においても、電気二重層の存在に伴うRC
成分を示す新たな半円が現れないことがわかる。また、図２に第一原理計算によって得られたPd-SiO2界面の面
内平均ポテンシャルの深さ方向分布を示す。図２より、水素吸着前後で面内平均ポテンシャルに大きな変化が
見られない。以上の結果より、界面において水素が電気二重層を形成することは考えにくい。次に、Pt-GaNショッ
トキーダイオードの電極と半導体界面に様々な絶縁膜を挿入して水素応答を調べた。その結果を表１に示す。表
１より、挿入する絶縁膜の種類によって、水素応答が大きく変化することがわかる。さらに、Pt-SiO2-GaNダイオー
ドの電流輸送機構を解析した結果、窒素中ではFowler-Nordheim tunnelingであったが、水素中ではPool-
Frenkel emissionに変化した。この結果より、水素による絶縁膜の物性変化が本質的であることが予想される。
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図 2．第一原理計算によって得られた

Pd-SiO2 界面の面内平均ポテンシャル

の深さ方向分布 

表１．様々な素子の水素に対する感度 
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集積化多機能ダイヤモンドMEMSセンサ

Keywords: MEMS、 多機能、集積化、センサ

電気・電子機能分野 ワイドギャプ半導体材料グループ

廖 梅勇
Meiyong.LIAO@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/meiyong_liao?locale=ja/

シリコンMEMSは固有の性能欠点を持ち、高品質化を制限し、信頼性も悪い

ダイヤモンドは、物質中で最高の機械性能を持つため、究極のMEMS材料として応用が期待

集積化、高性能、高信頼性を持つ多機能MEMSシステム形成が課題になる

集積化、高性能、高信頼性を持つ多機能MEMSセンサの開発

新原理集積化MEMSトランスデューサデバイスコンセプトの開発

 MEMS高品質化、高信頼性化

 高品質のダイヤモンドMEMS共振器が実証

 共振周波数の変化に基づいてセンシング

 集積化ためのダイヤモンド電子デバイスが開発

 高品質のダイヤモンド機械共振子の量

 ダイヤモンドMEMSの多機能化

 オンチップダイヤモンドMEMSの開発

 集積化高感度・高信頼性MEMS センサー

M. Y. Liao et al, Jap. J. Appl Phys. 56, 024101 (2017).
M.Y. Liao et al, Advanced Materials 22, 5393 (2010).
M.Y. Liao et al, Patent  No. US 8808560 B2 2014 .8.19 , USA.

ダイヤモンドMEMSに向け
るトランジスタ
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窒化物半導体を用いた水素センサの研究

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

色川 芳宏
IROKAWA.Yoshihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/irokawa_yoshihiro

Keywords: 窒化物半導体、水素、界面

水素が材料に及ぼす影響については古くから研究されており、例えば、鋼材の水素脆化や半導体

中ドーパントの不活性化等がよく知られている。

一方、半導体デバイスの動作特性も水素に影響されることが報告されており、その現象を利用した

水素センサの研究開発が行われている。

・Y. Irokawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 56, 128004 (2017).

・Y. Irokawa et al., Sensors 15, 14757 (2015).

・Y. Irokawa, ECS Electrochem. Lett. 3, B17 (2014).

 水素センサ

 半導体デバイスの信頼性等

水素と半導体デバイスの相互作用については、次のようなモデルが提案されている。PdやPt等の

電極金属に吸着した気相中の水素が乖離した後に、電極金属中を拡散して半導体界面に到達して

電気二重層を形成した結果、デバイスの電気的特性が変化する。しかしながら、このモデルでは説

明しにくい現象も報告されており、より厳密な相互作用機構の解析が求められている。

 提案するメカニズムの詳細な検討等

電極と半導体界面間に形成される電気二重層の存在を確認するために実験的・理論的手法の両面から取り組
んだ。図１にそれぞれ窒素および水素雰囲気中において、Pt-AlGaN/GaNショットキーダイオードをインピーダンス
測定した結果得られたナイキストプロットを示す。図１より、水素導入後においても、電気二重層の存在に伴うRC
成分を示す新たな半円が現れないことがわかる。また、図２に第一原理計算によって得られたPd-SiO2界面の面
内平均ポテンシャルの深さ方向分布を示す。図２より、水素吸着前後で面内平均ポテンシャルに大きな変化が
見られない。以上の結果より、界面において水素が電気二重層を形成することは考えにくい。次に、Pt-GaNショッ
トキーダイオードの電極と半導体界面に様々な絶縁膜を挿入して水素応答を調べた。その結果を表１に示す。表
１より、挿入する絶縁膜の種類によって、水素応答が大きく変化することがわかる。さらに、Pt-SiO2-GaNダイオー
ドの電流輸送機構を解析した結果、窒素中ではFowler-Nordheim tunnelingであったが、水素中ではPool-
Frenkel emissionに変化した。この結果より、水素による絶縁膜の物性変化が本質的であることが予想される。
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次世代半導体光・電子デバイスの開発
Keywords: III族窒化物半導体、ダイヤモンド、ヘテロエピタキシャル成長

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

井村 将隆

次世代半導体分野では、過酷な環境下で安定動作可能な光・電子デバイスの開発・実現が急務で

あり、材料・物質特性の観点から究極の半導体であるIII族窒化物半導体(BN、InN、GaN、AlN及びそ

の混晶)とダイヤモンド半導体を主材料とした結晶成長・デバイスプロセス・結晶構造解析の研究を

行なっています。

・M. Imura, et al., J. Appl. Phys. 121, 025702 (2017). 
・M. Imura, et al., J. Appl. Phys. 121, 095703 (2017). 
・M. Imura, et al., J. Appl. Phys. 123, 095701 (2018). 

 高出力・高感度発光受光デバイス

(紫外-可視-赤外カバー)

 高出力・高速・高耐圧・高温動作可能な

電子スイッチングデバイス

 実用化に要求されるデバイス性能への到達

 再現性、量産性、コスト削減

III族窒化物半導体とダイヤモンドは、物質特性が優れている反面、その結晶成長技術が非常に難し

く、室温での電子・正孔の伝導性制御が困難です(特にBN, InN, AlN)。また各材料を組み合わせて

デバイス動作をさせる際、ヘテロエピタキシーで多層構造を形成することが不可欠です。よって、結

晶成長を主とした技術革新を行うことが課題です。
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ダイヤモンド電界効果トランジスタ BAlGaN結晶成長と評価

InGaNの電子状態評価

IMURA.Masataka@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imura_masataka 

Ex situ法MgB2線材の開発

電気・電子機能分野 高温超伝導線材グループ

藤井 宏樹
FUJII.Hiroki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fujii_hiroki?locale=ja

Keywords: 低コスト、軽量、Magｌev、MRI

 偏在資源であるHeガス価格の高騰から、冷却コストが低い超伝導線材の開発が強く望まれる。

 Maglevやハイブリッド飛行機等への応用には、実用線材Nb–TiやNb3Snよりも軽量な線材が適する。

 MgB2は臨界温度(Tc)が高く、 軽量であり、上記要求を満たす材料である。

・H. Fujii, A. Ishitoya, S. Itoh, K. Ozawa and H. Kitaguchi: Cryogenics 82 (2017) 15.
・H. Fujii, A. Iwanade, S. Kawada and H. Kitaguchi: Cryogenics 89 (2018) 76.

 Maglevへの利用

 MRI稼働コストの低減

 冷凍機冷却による20K付近での利用

 均質性が高く、長尺化に有利、且つ超伝導コア層の密度が高いex situ法での線材開発を進める。

 加熱処理温度の低下によって、シース材として軽量なAlが使えるようにする。

 簡便なプロセスで作製コストの低減を図る。

 更なるJc特性の改善

 更なる加熱処理温度の低下

 Tc低下の抑制

想定される線材の
断面組織
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未処理及び処理粉末(処理条件A,B)を用いて作製したex situ法MgB2線材の
(a)磁化の温度依存性及び(b)加熱処理温度に対する10,12TでのJc値
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次世代半導体光・電子デバイスの開発
Keywords: III族窒化物半導体、ダイヤモンド、ヘテロエピタキシャル成長

電気・電子機能分野 ワイドギャップ半導体グループ

井村 将隆

次世代半導体分野では、過酷な環境下で安定動作可能な光・電子デバイスの開発・実現が急務で

あり、材料・物質特性の観点から究極の半導体であるIII族窒化物半導体(BN、InN、GaN、AlN及びそ

の混晶)とダイヤモンド半導体を主材料とした結晶成長・デバイスプロセス・結晶構造解析の研究を

行なっています。

・M. Imura, et al., J. Appl. Phys. 121, 025702 (2017). 
・M. Imura, et al., J. Appl. Phys. 121, 095703 (2017). 
・M. Imura, et al., J. Appl. Phys. 123, 095701 (2018). 

 高出力・高感度発光受光デバイス

(紫外-可視-赤外カバー)

 高出力・高速・高耐圧・高温動作可能な

電子スイッチングデバイス

 実用化に要求されるデバイス性能への到達

 再現性、量産性、コスト削減

III族窒化物半導体とダイヤモンドは、物質特性が優れている反面、その結晶成長技術が非常に難し

く、室温での電子・正孔の伝導性制御が困難です(特にBN, InN, AlN)。また各材料を組み合わせて

デバイス動作をさせる際、ヘテロエピタキシーで多層構造を形成することが不可欠です。よって、結

晶成長を主とした技術革新を行うことが課題です。
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Ex situ法MgB2線材の開発

電気・電子機能分野 高温超伝導線材グループ

藤井 宏樹
FUJII.Hiroki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fujii_hiroki?locale=ja

Keywords: 低コスト、軽量、Magｌev、MRI

 偏在資源であるHeガス価格の高騰から、冷却コストが低い超伝導線材の開発が強く望まれる。

 Maglevやハイブリッド飛行機等への応用には、実用線材Nb–TiやNb3Snよりも軽量な線材が適する。

 MgB2は臨界温度(Tc)が高く、 軽量であり、上記要求を満たす材料である。

・H. Fujii, A. Ishitoya, S. Itoh, K. Ozawa and H. Kitaguchi: Cryogenics 82 (2017) 15.
・H. Fujii, A. Iwanade, S. Kawada and H. Kitaguchi: Cryogenics 89 (2018) 76.

 Maglevへの利用

 MRI稼働コストの低減

 冷凍機冷却による20K付近での利用

 均質性が高く、長尺化に有利、且つ超伝導コア層の密度が高いex situ法での線材開発を進める。

 加熱処理温度の低下によって、シース材として軽量なAlが使えるようにする。

 簡便なプロセスで作製コストの低減を図る。

 更なるJc特性の改善

 更なる加熱処理温度の低下

 Tc低下の抑制

想定される線材の
断面組織

Fe

Fe

結晶粒間の強結合
によるJc特性の向上

加熱処理

機械的精製(清浄表面の創成)

ミリング処理未精製MgB2粉末

MgO

MgB2

金属管に
充填

線材形状に
加工

活性粉

作業雰囲気に留意した精製MgB2粉(付着MgO層を除去)を使用したex situ法線材の作製
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実用化に向けた高温超伝導線材応用のための研究

電気・電子機能分野 高温超伝導線材グループ

松本 明善
MATSUMOTO.Akiyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-tc-superconductor/

Keywords: 高温超伝導線材、Bi2223、MgB2

 環境・エネルギー問題を解決するために電気抵抗がゼロとなる超伝導体は電力ロスをなくすことが

出来る材料のひとつである。省エネルギー化のためには様々な電力機器に超伝導材料を使った線

材および応用に向けた要素技術を開発することが重要である。

・ A. Matsumoto et al., IEEE Trans. on Appl. Supercond. 28, 2018, 6200104. 
・ A. Matsumoto et al., IEEE Trans. on Appl. Supercond. 28, 2018, 6400504.
・ A. Matsumoto et al., Superconductor Science and Technology 27, 2014, 015002.

 MRIマグネットコイル用超伝導線材への展開

 電力ケーブル用超伝導線材応用技術への展開

 汎用小型マグネット応用技術への展開

超伝導線材を実用化のために必要なり臨界電流密度を向上させる線材開発

超伝導マグネット等へ応用が可能な簡便且つ信頼性の高い超伝導接続技術の開発

 簡便で信頼性の高い超伝導接合技術の開発

 超伝導接続電流の向上

 接続抵抗の低減
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MgB2線材作製および接続技術の開発MgB2線材作製および接続技術の開発

超伝導接続部の臨界電流密度超伝導接続部の臨界電流密度 超低抵抗の達成超低抵抗の達成

応用高温超伝導

低温強磁場応用（強磁場NMR）

Keywords: 高温超伝導、低温強磁場、高温低磁場

電気・電子機能分野 高温超伝導線材グループ

西島 元
NISHIJIMA.Gen@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishijima_gen

日本はヘリウムを輸入に頼っており、更にヘリウムは将来的に枯渇が懸念される

超伝導の強みである「抵抗ゼロ」を最大限に利用

材料科学研究に必要な極限環境としての強磁場を実現

 ヘリウムを全く使わない超伝導磁石の開発

液体窒素冷却NMR/MRI →高温超伝導の高温低磁場応用

最先端極限環境としての30テスラ級磁場発生 → 高温超伝導の低温強磁場応用

・G. Nishijima et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 30 (2018) 4300405 (4pp.) 

・G. Nishijima et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 26 (2016) 4303007 (7pp.) 

・G. Nishijima et al., Rev. Sci. Instrum., 84 (2013) 015113 (6pp.) 

 減圧液体窒素 (66ケルビン) で1.5テスラ (64.48 

MHz) 発生可能なREBCO超伝導磁石を開発

 ビスマス系最内層コイルを用いてNMR超伝導磁石最

高磁場の1020 MHz (24.0テスラ) 運転に成功

 液体ヘリウムも極低温冷凍機も使わない、液体窒素冷

却卓上NMR開発

 1000 MHzを超える無冷媒NMR超伝導磁石開発
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実用化に向けた高温超伝導線材応用のための研究

電気・電子機能分野 高温超伝導線材グループ

松本 明善
MATSUMOTO.Akiyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-tc-superconductor/

Keywords: 高温超伝導線材、Bi2223、MgB2

 環境・エネルギー問題を解決するために電気抵抗がゼロとなる超伝導体は電力ロスをなくすことが

出来る材料のひとつである。省エネルギー化のためには様々な電力機器に超伝導材料を使った線

材および応用に向けた要素技術を開発することが重要である。

・ A. Matsumoto et al., IEEE Trans. on Appl. Supercond. 28, 2018, 6200104. 
・ A. Matsumoto et al., IEEE Trans. on Appl. Supercond. 28, 2018, 6400504.
・ A. Matsumoto et al., Superconductor Science and Technology 27, 2014, 015002.

 MRIマグネットコイル用超伝導線材への展開

 電力ケーブル用超伝導線材応用技術への展開

 汎用小型マグネット応用技術への展開

超伝導線材を実用化のために必要なり臨界電流密度を向上させる線材開発

超伝導マグネット等へ応用が可能な簡便且つ信頼性の高い超伝導接続技術の開発

 簡便で信頼性の高い超伝導接合技術の開発

 超伝導接続電流の向上

 接続抵抗の低減
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MgB2線材作製および接続技術の開発MgB2線材作製および接続技術の開発

超伝導接続部の臨界電流密度超伝導接続部の臨界電流密度 超低抵抗の達成超低抵抗の達成

応用高温超伝導

低温強磁場応用（強磁場NMR）

Keywords: 高温超伝導、低温強磁場、高温低磁場

電気・電子機能分野 高温超伝導線材グループ

西島 元
NISHIJIMA.Gen@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishijima_gen

日本はヘリウムを輸入に頼っており、更にヘリウムは将来的に枯渇が懸念される

超伝導の強みである「抵抗ゼロ」を最大限に利用

材料科学研究に必要な極限環境としての強磁場を実現

 ヘリウムを全く使わない超伝導磁石の開発

液体窒素冷却NMR/MRI →高温超伝導の高温低磁場応用

最先端極限環境としての30テスラ級磁場発生 → 高温超伝導の低温強磁場応用

・G. Nishijima et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 30 (2018) 4300405 (4pp.) 

・G. Nishijima et al., IEEE Trans. Appl. Supercond., 26 (2016) 4303007 (7pp.) 

・G. Nishijima et al., Rev. Sci. Instrum., 84 (2013) 015113 (6pp.) 

 減圧液体窒素 (66ケルビン) で1.5テスラ (64.48 

MHz) 発生可能なREBCO超伝導磁石を開発

 ビスマス系最内層コイルを用いてNMR超伝導磁石最

高磁場の1020 MHz (24.0テスラ) 運転に成功

 液体ヘリウムも極低温冷凍機も使わない、液体窒素冷

却卓上NMR開発

 1000 MHzを超える無冷媒NMR超伝導磁石開発
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新しいフレキシブル化合物超伝導線材の開発

電気・電子機能分野 低温超伝導線材グループ

菊池 章弘
KIKUCHI.Akihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kikuchi_akihiro

Keywords: A15型化合物（Nb3Al, Nb3Sn）, 線材化プロセス, 高臨界電流密度化, 可とう性ケーブル

 現在の超伝導応用の主役はNbTi線材。可とう性のある合金で扱いやすいことが最大の理由。

 そのため、各種応用機器は、NbTiの性能（Tc=10K, Bc2@4.2K=10T）を超えることができない。

 NbTiのように可とう性があり、且つ、性能は2倍以上の新しい実用超伝導線材が求められる。

・菊池 章弘, “Nb3Al線材の研究開発を振り返る –新たな局面を迎えて”, 低温工学 53 (2018) p.p. 27-34

 SMES, MRI, NMR, 磁気浮上列車, 高エネルギー粒子

加速器, 核融合炉などの各種超伝導応用機器。

 広く応用されている既存NbTi導体と置き換える。

 リアクト&ワインド法による高磁場超伝導磁石の製造。

 A15型化合物はNbTi合金の約2倍のTcとBc2を有し、長尺多芯線材化技術も成熟している。

 特にNb3Alは外部ひずみによる性能劣化が小さく、リアクト＆ワインド法が期待されている。

 Nb3AlとNb3Snを主対象とし、高臨界電流密度化を実現するとともに、可とう性も同時に高めら

れる線材化技術と新しい低コスト高性能導体の開発を行う。

顔
写真

 臨界電流密度の向上

 数十～数百km長の超極細線製造技術の確立

 可とう撚り線の断面設計の最適化

外径0.1 mm以下の超極細線材ジェリーロール複合加工法

ブルックヘブン型平編み線（可とう撚り線） ※イメージ

100 m

超伝導でつなげる・出すー超伝導キーコンポーネント

電気・電子分野 低温超伝導線材グループ

伴野 信哉
BANNO.Nobuya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/

Keywords: 電磁石、超伝導接合、超伝導はんだ、超伝導線材、超伝導導体

 医療、新薬開発分野における超伝導磁石技術の重要性の増大（MRI、NMR等）

 発展途上国などでの液体冷媒フリーのMRI需要の見込み

 再生可能エネルギーや原子力に代わる核融合エネルギーの需要拡大に伴う超伝導技術の必要性

・N. Banno Microstructural study of brass matrix internal tin multifilamentary Nb3Sn superconductors, Physica C, 546 (2018) 55

・伴野信哉 テーマ解説 “次世代強磁場Nb3Al 超伝導線材の開発に向けて“, 低温工学, 47 (2012) 512

 共鳴周波数 1 GHz 超級永久電流運転NMR装置

 液体HeフリーMRI

 高エネルギー粒子加速器

 核融合炉マグネット

 “はんだ”によるレアアース系高温超伝導線材の“超伝導”接合→永久電流モードで“つなげる”

 世界最高レベルの強磁場用 Nb3Sn・Nb3Al 超伝導線材の開発→強磁場を“出す”

 レアアース系高温超伝導線材の新構造導体開発→エネルギーを超伝導で“流す”

 超伝導接合技術の実現

 組織制御の高度化による世界最高レベルのNb3Sn線

材の開発

 新構造レアアース系高温超伝導導体の長尺化

スタック・伸線による極細多芯加工（左）と、拡散反応
制御による高性能Nb3Sn超伝導線材の開発（右）。

磁場中での臨界電流密度性能（左、国内最高レベル）
と、電磁石への応用展開（右）。

国内最高レベル

強磁場を“出す” 高性能Nb3Sn超伝導線材“つなげる” 超伝導接合を目指して

超伝導はんだ接合部

REBCO高温
超伝導線材

超伝導はんだによるレアアース系超伝導線材接合。

超伝導接合試作試料（左）と、接合部組成マップ（右）。
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新しいフレキシブル化合物超伝導線材の開発

電気・電子機能分野 低温超伝導線材グループ

菊池 章弘
KIKUCHI.Akihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kikuchi_akihiro

Keywords: A15型化合物（Nb3Al, Nb3Sn）, 線材化プロセス, 高臨界電流密度化, 可とう性ケーブル

 現在の超伝導応用の主役はNbTi線材。可とう性のある合金で扱いやすいことが最大の理由。

 そのため、各種応用機器は、NbTiの性能（Tc=10K, Bc2@4.2K=10T）を超えることができない。

 NbTiのように可とう性があり、且つ、性能は2倍以上の新しい実用超伝導線材が求められる。

・菊池 章弘, “Nb3Al線材の研究開発を振り返る –新たな局面を迎えて”, 低温工学 53 (2018) p.p. 27-34

 SMES, MRI, NMR, 磁気浮上列車, 高エネルギー粒子

加速器, 核融合炉などの各種超伝導応用機器。

 広く応用されている既存NbTi導体と置き換える。

 リアクト&ワインド法による高磁場超伝導磁石の製造。

 A15型化合物はNbTi合金の約2倍のTcとBc2を有し、長尺多芯線材化技術も成熟している。

 特にNb3Alは外部ひずみによる性能劣化が小さく、リアクト＆ワインド法が期待されている。

 Nb3AlとNb3Snを主対象とし、高臨界電流密度化を実現するとともに、可とう性も同時に高めら

れる線材化技術と新しい低コスト高性能導体の開発を行う。

顔
写真

 臨界電流密度の向上

 数十～数百km長の超極細線製造技術の確立

 可とう撚り線の断面設計の最適化

外径0.1 mm以下の超極細線材ジェリーロール複合加工法

ブルックヘブン型平編み線（可とう撚り線） ※イメージ

100 m

超伝導でつなげる・出すー超伝導キーコンポーネント

電気・電子分野 低温超伝導線材グループ

伴野 信哉
BANNO.Nobuya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/

Keywords: 電磁石、超伝導接合、超伝導はんだ、超伝導線材、超伝導導体

 医療、新薬開発分野における超伝導磁石技術の重要性の増大（MRI、NMR等）

 発展途上国などでの液体冷媒フリーのMRI需要の見込み

 再生可能エネルギーや原子力に代わる核融合エネルギーの需要拡大に伴う超伝導技術の必要性

・N. Banno Microstructural study of brass matrix internal tin multifilamentary Nb3Sn superconductors, Physica C, 546 (2018) 55

・伴野信哉 テーマ解説 “次世代強磁場Nb3Al 超伝導線材の開発に向けて“, 低温工学, 47 (2012) 512

 共鳴周波数 1 GHz 超級永久電流運転NMR装置

 液体HeフリーMRI

 高エネルギー粒子加速器

 核融合炉マグネット

 “はんだ”によるレアアース系高温超伝導線材の“超伝導”接合→永久電流モードで“つなげる”

 世界最高レベルの強磁場用 Nb3Sn・Nb3Al 超伝導線材の開発→強磁場を“出す”

 レアアース系高温超伝導線材の新構造導体開発→エネルギーを超伝導で“流す”

 超伝導接合技術の実現

 組織制御の高度化による世界最高レベルのNb3Sn線

材の開発

 新構造レアアース系高温超伝導導体の長尺化

スタック・伸線による極細多芯加工（左）と、拡散反応
制御による高性能Nb3Sn超伝導線材の開発（右）。

磁場中での臨界電流密度性能（左、国内最高レベル）
と、電磁石への応用展開（右）。

国内最高レベル

強磁場を“出す” 高性能Nb3Sn超伝導線材“つなげる” 超伝導接合を目指して

超伝導はんだ接合部

REBCO高温
超伝導線材

超伝導はんだによるレアアース系超伝導線材接合。

超伝導接合試作試料（左）と、接合部組成マップ（右）。
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新しい機能性単結晶材料の開発

光機能分野 光学単結晶グループ

島村 清史
SHIMAMURA.Kiyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/oscg/index.html

Keywords: 結晶成長、結晶材料化学、光・電子応用

持続可能な社会、高度情報化社会、安全・安心な社会の構築、省エネルギー社会の実現のための

一つの材料系、キーマテリアルは単結晶材料であり、これらに対応する新しい単結晶材料の開発が

望まれています。

Ca3TaAl3Si2O14 Single Crystals : Crystal Growth & Design, 16 (2016) 2151-2156.
Ca3TaGa3-xAlxSi2O14 Single Crystals : Journal of Alloys and Compounds 687 (2016) 797-803.
Ca3TaGa3Si2O14 Single Crystals : Journal of the Ceramic Society of Japan 124 (2016) 523-527.

 燃焼圧センサーとして、エンジンなど、燃焼機関にお
ける省燃費化、排ガスクリーン化への貢献

 従来の圧電材料では達成できなかった、各種の高温
で利用できる圧電センサーへの応用

 新しい半導体、赤外光学応用材料の開拓

応用分野を問わず、社会や産業のニーズに最も適した新しい単結晶材料、およびそれらをベースに

した新しいデバイス、パッケージを提案、開発し、社会、技術の進歩に具体的に貢献していくことを狙

いとしています。

 燃焼圧センサーや高温センサーのプロトタイプの
製作と実機試験

 直径2インチの大型単結晶の育成

 赤外域における各種物性の評価とデバイス化

高温センサー用Ca3TaAl3Si2O14 (CTAS) 圧電体単結晶。

400℃におけるLTGAの抵抗率が約107Ω・cmで
あるのに対し、CTASは1011Ω・cmに迫る値を示す。

AgGaS2単結晶。赤外光学応用を目指した
新しい機能性単結晶の探索。

LPE法により成長したAlN薄膜。
大型・高品質化を目指す。
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Photo

波長変換デバイス・材料の研究
Keyword : 分極反転、擬似位相整合、非線形光学

光機能分野 光学単結晶グループ

栗村 直
KURIMURA.Sunao@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/fcg/kurimura

光は計測や通信などの分野で広く利用されている。しかしレーザー光は用いる材料によってほぼそ

の色（波長）が固定され、レーザー単体では自分の使用したい色が使えない。レーザー光の色を波長

変換で変えれば、好きな波長を出すことができ、用途にあわせた光源を使用することができる。

これまでは欲しい色（波長）毎に特殊なレーザー材料を開発する必要があり、効率も不足していまし

た。本研究では、微細な極性構造を制御する技術で、さまざまな波長に対応できる波長変換デバイ

スを実現し、同時に効率も改善することをめざします。また特殊な量子性をもたせた光子を実現する

独自のデバイスも研究し基礎物理である量子光学にも貢献致します。

• R. Kou, S. Kurimura et al., : Opt. Exp., vol. 19 (2011) p.11867.   (応用物理学会講演奨励賞）
• H. H. Lim, Kurimura et al : Opt. Exp., 22 (2014) p.369.             (APLS Presentation Award）
• 栗村直 : 「波長変換材料の進展」: レーザー研究, 39 (2011) p.319.  (レーザー学会論文賞）

 高出力緑ﾚｰｻﾞｰ用波長変換ﾓｼﾞｭｰﾙ

 水晶真空紫外波長変換ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 光通信用高効率導波路波長変換ﾓｼﾞｭｰﾙ

 ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾆｸｽ用導波路波長変換ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 超広帯域量子相関光子対発生ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 レーザーシアター/プロジェクションマッピング

 レーザー微細加工機

 眼科治療／微細加工用露光器用光源

 超高速光通信フィルター

 量子コヒーレンストモグラフィー用光源

波長変換デバイス
0.5 x 0.3mm

誘電体の極性制御技術を極めて、レーザーの波長変換デバイスを実現しています。広い波長域への変換を実現
できるので、ユーザーの希望する波長域に合わせこむことが可能です。ノイズの多い波長域から、ノイズの少ない
波長域に変換してS/N比をあげたり、光での超高速サンプリングにも利用されています。また量子光学用相関光
子対光源としても有望です。

応力印加双晶による
紫外波長変換デバイス
（最短波長193 nmに到達）

リッジ光導波路による
光通信用波長変換デバイス
（最高効率4600%/Wを達成）

高出力用
高排熱 波長変換モジュール
（単行連続発振の
世界最高出力緑色19 Wを達成）

5 µm

5 µm
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新しい機能性単結晶材料の開発

光機能分野 光学単結晶グループ

島村 清史
SHIMAMURA.Kiyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/oscg/index.html

Keywords: 結晶成長、結晶材料化学、光・電子応用

持続可能な社会、高度情報化社会、安全・安心な社会の構築、省エネルギー社会の実現のための

一つの材料系、キーマテリアルは単結晶材料であり、これらに対応する新しい単結晶材料の開発が

望まれています。

Ca3TaAl3Si2O14 Single Crystals : Crystal Growth & Design, 16 (2016) 2151-2156.
Ca3TaGa3-xAlxSi2O14 Single Crystals : Journal of Alloys and Compounds 687 (2016) 797-803.
Ca3TaGa3Si2O14 Single Crystals : Journal of the Ceramic Society of Japan 124 (2016) 523-527.

 燃焼圧センサーとして、エンジンなど、燃焼機関にお
ける省燃費化、排ガスクリーン化への貢献

 従来の圧電材料では達成できなかった、各種の高温
で利用できる圧電センサーへの応用

 新しい半導体、赤外光学応用材料の開拓

応用分野を問わず、社会や産業のニーズに最も適した新しい単結晶材料、およびそれらをベースに

した新しいデバイス、パッケージを提案、開発し、社会、技術の進歩に具体的に貢献していくことを狙

いとしています。

 燃焼圧センサーや高温センサーのプロトタイプの
製作と実機試験

 直径2インチの大型単結晶の育成

 赤外域における各種物性の評価とデバイス化

高温センサー用Ca3TaAl3Si2O14 (CTAS) 圧電体単結晶。

400℃におけるLTGAの抵抗率が約107Ω・cmで
あるのに対し、CTASは1011Ω・cmに迫る値を示す。

AgGaS2単結晶。赤外光学応用を目指した
新しい機能性単結晶の探索。

LPE法により成長したAlN薄膜。
大型・高品質化を目指す。
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波長変換デバイス・材料の研究
Keyword : 分極反転、擬似位相整合、非線形光学

光機能分野 光学単結晶グループ

栗村 直
KURIMURA.Sunao@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/fcg/kurimura

光は計測や通信などの分野で広く利用されている。しかしレーザー光は用いる材料によってほぼそ

の色（波長）が固定され、レーザー単体では自分の使用したい色が使えない。レーザー光の色を波長

変換で変えれば、好きな波長を出すことができ、用途にあわせた光源を使用することができる。

これまでは欲しい色（波長）毎に特殊なレーザー材料を開発する必要があり、効率も不足していまし

た。本研究では、微細な極性構造を制御する技術で、さまざまな波長に対応できる波長変換デバイ

スを実現し、同時に効率も改善することをめざします。また特殊な量子性をもたせた光子を実現する

独自のデバイスも研究し基礎物理である量子光学にも貢献致します。

• R. Kou, S. Kurimura et al., : Opt. Exp., vol. 19 (2011) p.11867.   (応用物理学会講演奨励賞）
• H. H. Lim, Kurimura et al : Opt. Exp., 22 (2014) p.369.             (APLS Presentation Award）
• 栗村直 : 「波長変換材料の進展」: レーザー研究, 39 (2011) p.319.  (レーザー学会論文賞）

 高出力緑ﾚｰｻﾞｰ用波長変換ﾓｼﾞｭｰﾙ

 水晶真空紫外波長変換ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 光通信用高効率導波路波長変換ﾓｼﾞｭｰﾙ

 ｼﾘｺﾝﾌｫﾄﾆｸｽ用導波路波長変換ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 超広帯域量子相関光子対発生ﾃﾞﾊﾞｲｽ

 レーザーシアター/プロジェクションマッピング

 レーザー微細加工機

 眼科治療／微細加工用露光器用光源

 超高速光通信フィルター

 量子コヒーレンストモグラフィー用光源

波長変換デバイス
0.5 x 0.3mm

誘電体の極性制御技術を極めて、レーザーの波長変換デバイスを実現しています。広い波長域への変換を実現
できるので、ユーザーの希望する波長域に合わせこむことが可能です。ノイズの多い波長域から、ノイズの少ない
波長域に変換してS/N比をあげたり、光での超高速サンプリングにも利用されています。また量子光学用相関光
子対光源としても有望です。

応力印加双晶による
紫外波長変換デバイス
（最短波長193 nmに到達）

リッジ光導波路による
光通信用波長変換デバイス
（最高効率4600%/Wを達成）

高出力用
高排熱 波長変換モジュール
（単行連続発振の
世界最高出力緑色19 Wを達成）

5 µm

5 µm
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硫化物単結晶の育成

顔
写真

育成に成功した硫化物単結晶の例

Keywords: 硫化物、単結晶、結晶成長

光機能分野 光学単結晶グループ

中村 優
NAKAMURA.Masaru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakamura_masaru

 近年、硫化物は様々な種類の応用材料として注目されている。

 その応用例としては、熱電材料、非線形光学材料、光導電材料、蛍光体材料、太陽電池材料、

赤外線センサー等、幅広い分野で応用が期待されている。

 材料の真の物性を調べるためには、単結晶が必要不可欠である。

 これまで単結晶化が行われていない硫化物の単結晶化を行い、その単結晶を用いて基本特性を

明らかにし、応用展開への道を示す。

・M. Nakamura, H. Nakamura, M. Imura, S. Otani, K. Shimamura, N. Ohashi, J. Alloys Compd. 591 (2014) 326.

・M. Nakamura, H. Nakamura, T. Ohsawa, M. Imura, K. Shimamura, N. Ohashi, J. Crystal Growth. 411 (2015)  1.

 SnS単結晶の育成に成功

 AgBiS2単結晶の育成に成功

 次世代太陽電池への応用

 熱電材料への応用

育成したSnS単結晶 育成に成功したAgBiS2単結晶

 Optical isolators are needed for laser machinery, marking, and high-power LDs. New novel 
Faraday rotators (FRs) are demanded for higher laser powers and shorter wavelengths.

 Ceramic powder phosphors (CPPs) are used for white lighting by excitation with blue 
LEDs/LDs. All-inorganic efficient phosphors are needed for high-brightness applications.

 Improvement of Tb-garnets for IR FRs and development of new UV-visible FRs.

 Development of new binder-free yellow-green single-crystal phosphors (SCPs) with high 
conversion efficiency and high thermal stability to realize high-brightness white LEDs/LDs.

Encarnaciόn García Víllora

VILLORA.Garcia@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/oscg/index_e.html

Keywords: UV-VIS-IR Faraday rotators, single-crystal phosphors

Oxide and fluoride single-crystals 
for optical isolators and 

high-brightness white light sources

 Tb-Sc-garnets are already incorporated into Yb-amplified 
fiber-lasers by Fujikura Ltd.

 CeF3 is implemented in commercial UV-VIS optical isolators. 
 SCPs are already utilized in high-brightness light-sources, 
 and further expansion is foreseen in next generations of 

projectors and headlights.
 Patents granted: JP5715271, JP5649202, etc.

While further development and optimization of Faraday 
rotators and phosphors is being carried out in NIMS, 
established crystals are already produced and 
commercialized by three companies:
 Fujikura Ltd.
 Tamura Corp. 
 E-Crystal Ltd.

 E. G. Víllora, et al., Appl. Phys. Lett. 99 (2011) 011111; doi:10.1063/1.3609245.
 E. G. Víllora, et al., J. Appl. Phys. 117 (2015) 233101; doi:10.1063/1.4922497.
 E. G. Víllora, et al., Proc. SPIE 976805 (2016); doi:10.1117/12.2212233.

Blue excited SCPs

GREEN SCP

YELLOW SCP

Ce:Y3Al5O12

50 100 150 200 250 300
0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

 

 

In
te

rn
al

 q
ua

nt
um

 e
ffi

ci
en

cy

Temperature (oC)

Single-crystal phosphors
      Ce:Y

3
Al

5
O

12

      Ce:Lu
3
Al

5
O

12

Ceramic powder phosphors
      Ce:Y

3
Al

5
O

12
-type

      Ce:Lu
3
Al

5
O

12
-type

Merits:
 High conversion efficiency
 High thermal stability
 High thermal conductivity
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 Flexible device configuration
 Suitable for high-brightness

SCP powders

Fig. 3. Large-size  yellow & green SCPs
=> SCPs and powders
=> powdered SCP plates

Fig. 4. Internal quantum efficiency of SCPs as a function 
of temperature in comparison with ceramic phosphors.

Terbium-Scandium-garnet

Merits:
 Outstanding Verdet constants
 Low insertion losses
 High attenuations
 High radiation resistances
 Large-size crystal growth
 Unique UV Faraday rotator

Fig. 2. Verdet constant dispersion and 
transmittance of UV-VIS Faraday rotator CeF3.

Ce:Lu3Al5O12

Fig. 1. Verdet constant dispersion of VIS-IR 
engineered Tb-garnet: 20% higher than TGG one.

UV optical isolators

TGG

CeF3
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硫化物単結晶の育成

顔
写真

育成に成功した硫化物単結晶の例

Keywords: 硫化物、単結晶、結晶成長

光機能分野 光学単結晶グループ

中村 優
NAKAMURA.Masaru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakamura_masaru

 近年、硫化物は様々な種類の応用材料として注目されている。

 その応用例としては、熱電材料、非線形光学材料、光導電材料、蛍光体材料、太陽電池材料、

赤外線センサー等、幅広い分野で応用が期待されている。

 材料の真の物性を調べるためには、単結晶が必要不可欠である。

 これまで単結晶化が行われていない硫化物の単結晶化を行い、その単結晶を用いて基本特性を

明らかにし、応用展開への道を示す。

・M. Nakamura, H. Nakamura, M. Imura, S. Otani, K. Shimamura, N. Ohashi, J. Alloys Compd. 591 (2014) 326.

・M. Nakamura, H. Nakamura, T. Ohsawa, M. Imura, K. Shimamura, N. Ohashi, J. Crystal Growth. 411 (2015)  1.

 SnS単結晶の育成に成功

 AgBiS2単結晶の育成に成功

 次世代太陽電池への応用

 熱電材料への応用

育成したSnS単結晶 育成に成功したAgBiS2単結晶

 Optical isolators are needed for laser machinery, marking, and high-power LDs. New novel 
Faraday rotators (FRs) are demanded for higher laser powers and shorter wavelengths.

 Ceramic powder phosphors (CPPs) are used for white lighting by excitation with blue 
LEDs/LDs. All-inorganic efficient phosphors are needed for high-brightness applications.

 Improvement of Tb-garnets for IR FRs and development of new UV-visible FRs.

 Development of new binder-free yellow-green single-crystal phosphors (SCPs) with high 
conversion efficiency and high thermal stability to realize high-brightness white LEDs/LDs.

Encarnaciόn García Víllora

VILLORA.Garcia@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/oscg/index_e.html

Keywords: UV-VIS-IR Faraday rotators, single-crystal phosphors

Oxide and fluoride single-crystals 
for optical isolators and 

high-brightness white light sources

 Tb-Sc-garnets are already incorporated into Yb-amplified 
fiber-lasers by Fujikura Ltd.

 CeF3 is implemented in commercial UV-VIS optical isolators. 
 SCPs are already utilized in high-brightness light-sources, 
 and further expansion is foreseen in next generations of 

projectors and headlights.
 Patents granted: JP5715271, JP5649202, etc.

While further development and optimization of Faraday 
rotators and phosphors is being carried out in NIMS, 
established crystals are already produced and 
commercialized by three companies:
 Fujikura Ltd.
 Tamura Corp. 
 E-Crystal Ltd.

 E. G. Víllora, et al., Appl. Phys. Lett. 99 (2011) 011111; doi:10.1063/1.3609245.
 E. G. Víllora, et al., J. Appl. Phys. 117 (2015) 233101; doi:10.1063/1.4922497.
 E. G. Víllora, et al., Proc. SPIE 976805 (2016); doi:10.1117/12.2212233.
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Fig. 3. Large-size  yellow & green SCPs
=> SCPs and powders
=> powdered SCP plates

Fig. 4. Internal quantum efficiency of SCPs as a function 
of temperature in comparison with ceramic phosphors.

Terbium-Scandium-garnet

Merits:
 Outstanding Verdet constants
 Low insertion losses
 High attenuations
 High radiation resistances
 Large-size crystal growth
 Unique UV Faraday rotator

Fig. 2. Verdet constant dispersion and 
transmittance of UV-VIS Faraday rotator CeF3.

Ce:Lu3Al5O12

Fig. 1. Verdet constant dispersion of VIS-IR 
engineered Tb-garnet: 20% higher than TGG one.

UV optical isolators

TGG
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HVPE法による高品質Ga2O3結晶の高速成長

光機能分野 光学単結晶グループ

大島 祐一
OSHIMA.Yuichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/oscg/index.html

Keywords: 酸化ガリウム、パワーデバイス、透明導電膜

Ga2O3はGaNを超える高性能パワーデバイスを実現し得るワイドバンドギャップ半導体(Eg = 4.5 -5.3 

eV)である。また、特に短波長領域でITOを代替する透明導電膜としても有望である。これらを実現

するために、Ga2O3の高速成膜技術が望まれる。

 GaNやSiCを超える高耐圧パワーデバイス

 -Ga2O3電流拡散層による高効率窒化物発光素子

GaN等の高品質・高速成膜で実績のあるHVPE法によるGa2O3の高速成膜に取り組んでいる。特に、

-Al2O3などとの混晶化により多機能デバイスを実現し得る-Ga2O3や、自発分極が期待される-
Ga2O3のエピタキシャル成長に重点を置いて研究を進めている。

顔
写真

 結晶欠陥低減技術の開発

 高品質エピ結晶の自立化技術の開発

(1) HVPE (Halide Vapor Phase
Epitaxy)法はCVDの一種で、例え
ばGaNの成長ではGaClxとNH3との
化学反応が用いられる。NH3のか
わりにO2を用いるとGa2O3が成長
するが、この化学反応はGaNのそ

れにくらべてかなり激しく、寄生反
応によりGa2O3の粉末を生じやす

い。しかし成長炉の構造や反応
条件の工夫それを抑制し、GaN
並の高速成長を実現した(図1)。

(2) ‐Ga2O3のHVPE成長は1000oC付
近で行うが、500oC程度の低温でサ
ファイア基板を用いると‐Ga2O3の単
結晶膜を成長できる(図2)。100 m/h
を超える高速成長も可能で、自立結
晶の作製も期待できる。

(3) 500oC程度の低温でGaNやAlNを
基板として用いると‐Ga2O3の単結
晶膜を成長できる(図3)。相は相
と同程度のEgを有し、特に短波長
LEDの電流拡散層への応用が期待
できる。

‐Ga2O3
‐Al2O3 ‐Ga2O3 GaN

[2] Y. Oshima et al, Appl. Phy. Express, Vol.8, (2015), 055501 

[3] Y. Oshima et al, J. Appl. Phys. Vol. 118, (2015), 085301

[1] 大島、日本結晶成長学会誌, Vol. 42 [2] (2015), 141~147

図1 (‐201)面‐Ga2O3の成長速度
の原料供給量依存性。[1]

図2 ‐Ga2O3膜の断面SEM像と
XRD pole figure. [2]

図3 ‐Ga2O3膜の断面SEM像と
XRD pole figure. [3]

サイアロン蛍光体

光機能分野 サイアロングループ

廣崎 尚登
HIROSAKI.Naoto@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hirosaki_naoto

Keywords: LED、固体照明、蛍光体、バックライト

白色LEDは、省エネ、長寿命、水銀フリーなどの環境に優しいデバイスであり、照明や液晶テレビの

バックライトに使われています。この用途では、様々な色の高効率蛍光体が求められています。

・R.-J. Xie and N. Hirosaki, “Silicon-based oxynitride and nitride phosphors for white LEDs --- a review,” Sci. Technol. Adv. 
Mater., 8, 588-600 (2007).

 本研究の室内照明の次に屋外照明や高解像度の

テレビへの応用が期待される

 特許80件

NIMSでは白色LED用途に、色再現性、耐久性、熱安定性を向上することを目的として、サイアロンを

母体とする蛍光体を開発しています。

 安価な量産プロセスの開発と発光効率の向上が課題

サイアロン結晶にEuやCeなどの光学活性なイオンを導入することにより、様々な色の蛍光体を開発することに成
功しました（図1）。これらの蛍光体は青色LEDで励起できることが特徴であり、白色LED用途に適しています（図2）。
また、CaAlSiN3:Eu赤色蛍光体とβ-サイアロン緑色蛍光体を用いたものは赤緑青の3色成分をバランス良く含む
ため液晶テレビのバックライト用途に適しています（図3）。

図1．サイアロンの結晶構造と
開発蛍光体

図2．白色LEDの構造と
様々な色温度のLED照明

図3．バックライト用LEDの
スペクトルと色再現性
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HVPE法による高品質Ga2O3結晶の高速成長

光機能分野 光学単結晶グループ

大島 祐一
OSHIMA.Yuichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/oscg/index.html

Keywords: 酸化ガリウム、パワーデバイス、透明導電膜

Ga2O3はGaNを超える高性能パワーデバイスを実現し得るワイドバンドギャップ半導体(Eg = 4.5 -5.3 

eV)である。また、特に短波長領域でITOを代替する透明導電膜としても有望である。これらを実現

するために、Ga2O3の高速成膜技術が望まれる。

 GaNやSiCを超える高耐圧パワーデバイス

 -Ga2O3電流拡散層による高効率窒化物発光素子

GaN等の高品質・高速成膜で実績のあるHVPE法によるGa2O3の高速成膜に取り組んでいる。特に、

-Al2O3などとの混晶化により多機能デバイスを実現し得る-Ga2O3や、自発分極が期待される-
Ga2O3のエピタキシャル成長に重点を置いて研究を進めている。

顔
写真

 結晶欠陥低減技術の開発

 高品質エピ結晶の自立化技術の開発

(1) HVPE (Halide Vapor Phase
Epitaxy)法はCVDの一種で、例え
ばGaNの成長ではGaClxとNH3との
化学反応が用いられる。NH3のか
わりにO2を用いるとGa2O3が成長
するが、この化学反応はGaNのそ

れにくらべてかなり激しく、寄生反
応によりGa2O3の粉末を生じやす

い。しかし成長炉の構造や反応
条件の工夫それを抑制し、GaN
並の高速成長を実現した(図1)。

(2) ‐Ga2O3のHVPE成長は1000oC付
近で行うが、500oC程度の低温でサ
ファイア基板を用いると‐Ga2O3の単
結晶膜を成長できる(図2)。100 m/h
を超える高速成長も可能で、自立結
晶の作製も期待できる。

(3) 500oC程度の低温でGaNやAlNを
基板として用いると‐Ga2O3の単結
晶膜を成長できる(図3)。相は相
と同程度のEgを有し、特に短波長
LEDの電流拡散層への応用が期待
できる。

‐Ga2O3
‐Al2O3 ‐Ga2O3 GaN

[2] Y. Oshima et al, Appl. Phy. Express, Vol.8, (2015), 055501 

[3] Y. Oshima et al, J. Appl. Phys. Vol. 118, (2015), 085301

[1] 大島、日本結晶成長学会誌, Vol. 42 [2] (2015), 141~147

図1 (‐201)面‐Ga2O3の成長速度
の原料供給量依存性。[1]

図2 ‐Ga2O3膜の断面SEM像と
XRD pole figure. [2]

図3 ‐Ga2O3膜の断面SEM像と
XRD pole figure. [3]

サイアロン蛍光体

光機能分野 サイアロングループ

廣崎 尚登
HIROSAKI.Naoto@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hirosaki_naoto

Keywords: LED、固体照明、蛍光体、バックライト

白色LEDは、省エネ、長寿命、水銀フリーなどの環境に優しいデバイスであり、照明や液晶テレビの

バックライトに使われています。この用途では、様々な色の高効率蛍光体が求められています。

・R.-J. Xie and N. Hirosaki, “Silicon-based oxynitride and nitride phosphors for white LEDs --- a review,” Sci. Technol. Adv. 
Mater., 8, 588-600 (2007).

 本研究の室内照明の次に屋外照明や高解像度の

テレビへの応用が期待される

 特許80件

NIMSでは白色LED用途に、色再現性、耐久性、熱安定性を向上することを目的として、サイアロンを

母体とする蛍光体を開発しています。

 安価な量産プロセスの開発と発光効率の向上が課題

サイアロン結晶にEuやCeなどの光学活性なイオンを導入することにより、様々な色の蛍光体を開発することに成
功しました（図1）。これらの蛍光体は青色LEDで励起できることが特徴であり、白色LED用途に適しています（図2）。
また、CaAlSiN3:Eu赤色蛍光体とβ-サイアロン緑色蛍光体を用いたものは赤緑青の3色成分をバランス良く含む
ため液晶テレビのバックライト用途に適しています（図3）。

図1．サイアロンの結晶構造と
開発蛍光体

図2．白色LEDの構造と
様々な色温度のLED照明

図3．バックライト用LEDの
スペクトルと色再現性
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光機能分野 サイアロングループ

武田 隆史
TAKEDA.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/index.html

蛍光体は白色LEDやデイスプレイなど様々な分野で使用。

大幅な性能向上には結晶構造の新しい新蛍光体が必要。

粉末合成では単一相合成が問題となり新蛍光体開発が困難。

 粉末単一相合成を必要としない新蛍光体開発。

 新蛍光体の結晶構造解析。

 蛍光体1粒子による発光特性評価。

 粒子1粒からの新蛍光体開発。

 詳細な結晶構造解析。

 蛍光体1粒子の各種発光特性評価。

 探索組成の展開。

 発光線幅、発光波長などの最適化。

 単結晶組成をもとにした粉末単一相の合成。

Ba(Eu)-Li-Al-Si-N系の粉末生成物

既知蛍光体を含め多様な相が含まれている。

１粒子解析で見出した新蛍光体Ba2LiSi7AlN12:Eu2+と

その結晶構造

１粒子採取

・Hirosaki et al., Chemistry of Materials, 26 (2014) 4280-4288.

・Takeda et al., Chemistry of Materials, 27 (2015) 5892-5898.

・武田他 : “材料開発の新手法’単粒子診断法’” 月刊化学 70(3) (2015) 29-33

新蛍光体Ba2LiSi7AlN12:Eu2+ 1粒子の発光スペクトル（左）、温度変化（中）、量子効率（右）

顕微分光により１粒子のみで各種の発光特性評価が可能。

FWHM

61nm iQE=79%

(405nm)

>400 nmの可視光照射下において
純水の量論分解に成功

固溶体形成による可視光応答化
を達成 (Eg=3.02-3.05 eV)

新規四元系ウルツァイト基窒化物
Zn1-xGe1-xGa2xN2を開発

一般照明に重要な深紅・肌色の演色性
を最適化(R9=75-95, R15=95-97)

希土類フッ化物のポスト合成付活
により精密な波長制御が可能

窒化物微粒子の合成と機能開拓

光機能分野 サイアロングループ

末廣 隆之
SUEHIRO.Takayuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/suehiro_takayuki

Keywords: 窒化物，微粒子，蛍光体，光触媒

 Si3N4、AlN、SiAlON等に代表される14族および13族元素からなる窒化物群は、これまでにエンジ

ニアリングセラミックス、高熱伝導性基板およびフィラーとして集中的な研究開発が行われてきまし

た。近年では白色LED用の蛍光体ホストとして欠かせない存在になっています。

・Suehiro et al., Industrial & Engineering Chemistry Research 53, 2713 (2014).

・Suehiro et al., Inorganic Chemistry 55, 2355 (2016). 

・Suehiro et al., The Journal of Physical Chemistry C 121, 27590 (2017).

 LED照明用蛍光体の量産プロセスへの応用

 創エネルギーを指向した窒化物系光触媒の開発

 GRNプロセスに関し、日本、アメリカ、中国、台湾、韓

国、ドイツにて製法特許を登録

 LED用蛍光体への応用を契機に、これまで殆ど確立していなかった窒化物の粉末・微粒子合成

技術の開発が重要となっています。本研究では、安価で安定な酸化物原料から多元系窒化物微

粒子の直接合成を行うプロセスを追究し、新機能の開拓を目指しています。

 企業との連携による、実用化に向けたコストアセスメント

 量産プロセスとしてのスケールアップ条件の確立

CaAlSiN3:Eu2+

ガス還元窒化法(GRN)による高輝度微粒子蛍光体の合成

Zn Ge

N Ga N

N

13/14族新規窒化物の合成と水素生成光触媒への応用

結晶性に優れた板状粒子の
CASN:Eu2+でEQE=72%を達成

400 500 600 700

In
te

ns
ity

Wavelength (nm)

CASN:1% Eu2+
CASN:2% Eu2+

Red phosphor used:
CCT=3500 K (0.405, 0.391)

(Sr,Ca)2Si5N8:Eu2+

300 400 500 600 700 800
0

0.5

1

N
or

m
al

iz
ed

 P
L 

in
te

ns
ity

Wavelength (nm)

CASN:1% Eu2+
CASN:2% Eu2+

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

25

Reaction time (h)

Am
ou

nt
 o

f g
as

es
 e

vo
lv

ed
 (

m
ol

)

H2

O2

200 300 400 500 600 700

Ab
so

rb
an

ce

Wavelength (nm)

x = 0

x = 0.33

x = 0.10
x = 0.20

x = 0.50

－ 38－

機
能
性
材
料



粒子１粒を用いた新蛍光体開発

顔
写真

Keywords: 新蛍光体、1粒子、構造解析、顕微分光

光機能分野 サイアロングループ

武田 隆史
TAKEDA.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/functional-materials/index.html

蛍光体は白色LEDやデイスプレイなど様々な分野で使用。

大幅な性能向上には結晶構造の新しい新蛍光体が必要。

粉末合成では単一相合成が問題となり新蛍光体開発が困難。

 粉末単一相合成を必要としない新蛍光体開発。

 新蛍光体の結晶構造解析。

 蛍光体1粒子による発光特性評価。

 粒子1粒からの新蛍光体開発。

 詳細な結晶構造解析。

 蛍光体1粒子の各種発光特性評価。
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 発光線幅、発光波長などの最適化。

 単結晶組成をもとにした粉末単一相の合成。

Ba(Eu)-Li-Al-Si-N系の粉末生成物

既知蛍光体を含め多様な相が含まれている。

１粒子解析で見出した新蛍光体Ba2LiSi7AlN12:Eu2+と
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１粒子採取
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新蛍光体Ba2LiSi7AlN12:Eu2+ 1粒子の発光スペクトル（左）、温度変化（中）、量子効率（右）

顕微分光により１粒子のみで各種の発光特性評価が可能。
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 Si3N4、AlN、SiAlON等に代表される14族および13族元素からなる窒化物群は、これまでにエンジ

ニアリングセラミックス、高熱伝導性基板およびフィラーとして集中的な研究開発が行われてきまし

た。近年では白色LED用の蛍光体ホストとして欠かせない存在になっています。

・Suehiro et al., Industrial & Engineering Chemistry Research 53, 2713 (2014).
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・Suehiro et al., The Journal of Physical Chemistry C 121, 27590 (2017).
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 創エネルギーを指向した窒化物系光触媒の開発

 GRNプロセスに関し、日本、アメリカ、中国、台湾、韓

国、ドイツにて製法特許を登録

 LED用蛍光体への応用を契機に、これまで殆ど確立していなかった窒化物の粉末・微粒子合成

技術の開発が重要となっています。本研究では、安価で安定な酸化物原料から多元系窒化物微

粒子の直接合成を行うプロセスを追究し、新機能の開拓を目指しています。

 企業との連携による、実用化に向けたコストアセスメント

 量産プロセスとしてのスケールアップ条件の確立
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歪み可視化シートによる構造材料の簡便検査

光機能分野 コロイド結晶材料グループ

不動寺 浩
FUDOUZI.Hiroshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fudouzi_hiroshi?locale=ja

Keywords: 歪み可視化、構造色、塑性変形、ひび割れ、コロイド結晶

高度成長期に大量のインフラ構造物を整備、今後、老朽化によるリスクが懸念。

 非専門家でも異常を容易に検知できるような低コストの簡便検査法のニーズ。

 コロイド結晶薄膜の構造色が変形で変色するシーズ技術を世界に先駆けて開発。

・Fudouzi, H, Sawada, T, Tanaka, Y, Ario, I, Hyakutake, T & Nishizaki, Proc. SPIE  8345, 83451S (2012). 

・Fudouzi, H, Tsuchiya, K, Todoroki, S, 他5名, Proc. SPIE 10168, 1016820 (2017).

・大屋貴生, 土谷浩一,不動寺 浩 他2名 コンクリート構造物の補修補強アップグレード論文報告集 17, 641-646（2017）

 インフラ構造物の簡易検査法

 構造体設計などで応力分布の計測

 歪み分布の定量評価法（歪みゲージ）

 シート製造法の企業への技術移転

 ボトムアップナノテクにより高品質コロイド結晶薄膜と機能性構造色材料を利用。

 構造物の変形やひび割れを目視によって簡単に視認できる新材料と実装技術の開発。

 土木分野の研究者と緊密な連携。耐候性を含む社会実装ニーズに合致した材料開発。

顔
写真

 量産プロセスによる低コスト製造技術の開発

 耐久性・信頼性の改良（屋外使用で最低５年）

 ユーザーと連携した社会実装の実証（実績）

 湾曲面実装時における歪み分布計測法の開発

A) コロイド結晶, B) シート, C) 金属

の塑性変形, D) モルタルのひび割れ
コンクリート壁⾯へのシート施⼯

⾼品質コロイド結晶の成膜プロセス(バッチ式) 暴露試験によるシートの耐候性評価

携帯端末による歪み可視化シートの画像解析

顔
写真

Keywords: 色抽出、リアルタイム解析、スマートフォン、タブレット端末

光機能分野 コロイド結晶材料グループ

轟 眞市
TODOROKI.Shin-ichi@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/todoroki_shin-ichi

 NIMSで開発された歪み可視化シート(発明者: 不動寺浩)は、貼布面に加わった歪みを肉眼で容易

に検知でき、構造物の経年劣化センサとしての利用が有望。

 劣化の判断を、限られた少数の専門家だけでなく、一般の人にも開放できるサポートツールが必要。

 肉眼による主観評価を、カメラ付き携帯端末による客観評価で裏付け。

 リアルタイム画像解析で、生じた歪み領域を強調表示。

 ロボットや車の自動運転技術で使われているコンピュータ・ビジョン・ライブラリを流用。

・H. Fudouzi et al, Proc. SPIE 1016820 (2017). https://doi.org/10.1117/12.2259822  

・百武壮 他、ひずみやひび割れを視覚化するシート材料を用いた計測システムの検討、土木学会学術講演会(2017)CS14-028 

・百武壮 他、オパール薄膜を用いた構造物のひび割れ可視化技術、第32回日本道路会議論文集 (2017) 2P03

 歪み可視化シートの評価ツールを携帯端末で実現。

 リアルタイム画像解析で変色部分を強調表示。

 オープンなライブラリの利用により複数OS上で動作。

 光源の変化に依存しない抽出アルゴリズムの開発。

 研究現場への試験導入とフィードバックによる改良。

 IoT技術の導入による遠隔モニタリング。

アルゴリズム 変色の有無を機械判定するには

クロマキー合成

を応用

RGB画素をHSV色空間に変換 → 頻度分布を計算

同系色が集中する無歪み領域を特定し、画像に残す

元画像 マスク

↑
歪み領域

アプリの開発 複数のOSへの対応

コンピュータ・ビジョン・ライブラリ

オープンソース

マルチプラットフォーム

携帯端末 パソコン ＋ USBカメラ

画像解析部を C++ で記述し、
各OSのアプリはそのコードを共有

↑
歪み領域

カラースケール変換にも対応
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 土木分野の研究者と緊密な連携。耐候性を含む社会実装ニーズに合致した材料開発。
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A) コロイド結晶, B) シート, C) 金属

の塑性変形, D) モルタルのひび割れ
コンクリート壁⾯へのシート施⼯

⾼品質コロイド結晶の成膜プロセス(バッチ式) 暴露試験によるシートの耐候性評価

携帯端末による歪み可視化シートの画像解析

顔
写真

Keywords: 色抽出、リアルタイム解析、スマートフォン、タブレット端末

光機能分野 コロイド結晶材料グループ

轟 眞市
TODOROKI.Shin-ichi@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/todoroki_shin-ichi

 NIMSで開発された歪み可視化シート(発明者: 不動寺浩)は、貼布面に加わった歪みを肉眼で容易

に検知でき、構造物の経年劣化センサとしての利用が有望。

 劣化の判断を、限られた少数の専門家だけでなく、一般の人にも開放できるサポートツールが必要。

 肉眼による主観評価を、カメラ付き携帯端末による客観評価で裏付け。

 リアルタイム画像解析で、生じた歪み領域を強調表示。

 ロボットや車の自動運転技術で使われているコンピュータ・ビジョン・ライブラリを流用。

・H. Fudouzi et al, Proc. SPIE 1016820 (2017). https://doi.org/10.1117/12.2259822  

・百武壮 他、ひずみやひび割れを視覚化するシート材料を用いた計測システムの検討、土木学会学術講演会(2017)CS14-028 

・百武壮 他、オパール薄膜を用いた構造物のひび割れ可視化技術、第32回日本道路会議論文集 (2017) 2P03

 歪み可視化シートの評価ツールを携帯端末で実現。

 リアルタイム画像解析で変色部分を強調表示。

 オープンなライブラリの利用により複数OS上で動作。

 光源の変化に依存しない抽出アルゴリズムの開発。

 研究現場への試験導入とフィードバックによる改良。

 IoT技術の導入による遠隔モニタリング。

アルゴリズム 変色の有無を機械判定するには

クロマキー合成

を応用

RGB画素をHSV色空間に変換 → 頻度分布を計算

同系色が集中する無歪み領域を特定し、画像に残す

元画像 マスク

↑
歪み領域

アプリの開発 複数のOSへの対応

コンピュータ・ビジョン・ライブラリ

オープンソース

マルチプラットフォーム

携帯端末 パソコン ＋ USBカメラ

画像解析部を C++ で記述し、
各OSのアプリはそのコードを共有

↑
歪み領域

カラースケール変換にも対応
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先端光・電子材料開発を目指した微細造形
Keywords: リソグラフィ、液晶、組織化、プラズモニクス、半導体

光機能分野 コロイド結晶材料グループ

久保 祥一
KUBO.Shoichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kubo_shoichi

 ナノサイズ化した金属や半導体はバルク状態とは異なる特徴的な物性を発現

 精密に設計した微細構造の作製による次世代光・電子材料への展開可能性

 実用化を図るため大面積・高スループットと精密さを兼ね備えた微細造形技術が必要

 リソグラフィ技術(トップダウン型)・組織化技術(ボトムアップ型)の両面から微細造形技術を開発

 貴金属・半導体ナノ材料の大面積にわたる構造形成

 先端光・電子材料につながる材料・構造の設計および開発

・T. Tomioka, S. Kubo, et al. Appl. Phys. Lett. 103, 071104 (2013).

・S. Kubo, et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 811-818 (2014). 

・T. Sodemura, S. Kubo, et al. Bull. Chem. Soc. Jpn. 90, 216-222 (2017)

 光学応用に資する面積でsub-100nmパターン造形

 汎用液晶配向技術により無機ナノロッドを一括配向

 異種材料の界面制御により高精度ナノ造形を実現

 所望の発現するプラズモニクス材料の設計・作製

 トランジスタのナノスケール集積構造への展開

 先進光・電子特性を発現する次世代デバイス開発

レジスト層

反応性単分子膜

高分子グラフト層

金属

パターン転写 エッチング

モールド（鋳型）

金属パターン

500 nm

ナノロッド分散液

スピン塗布
加熱処理

ナノインプリントリソグラフィによる金属微細加工

金属と高分子の接合

無機物と液晶のハイブリッド化

光学応用に資する大面積微細加工

可視光メタマテリアルへの展開

液晶材料とのハイブリッド化による
無機ナノロッドの一軸配向

200 nm

汎用の液晶配向技術でナノロッドを簡単に配列

トランジスタ・異方的光学材料等への展開

異種材料の
界面制御

高精度な
ナノ造形を実現

量子ドットを用いた量子光源の開発
Keywords: 半導体量子ドット、量子情報処理、量子暗号通信

光機能分野 ナノフォトニクスグループ

黒田 隆
KURODA.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/laser_kuroda

 ITの急速な進展と情報セキュリティの確保

 量子暗号通信は絶対の秘匿性を持つ通信技術。ただし伝送距離は数１０キロに限られていた

 遠距離伝送には「量子もつれ」を生む光源が必要

 単一の原子から「量子もつれ」を発生可能。しかし実用性に乏しい。

 原子の代わりに量子ドットを活用。汎用的な量子もつれ光源を目指す

 高い量子相関度・高輝度・高温動作（液体ヘリウム要らず）

・T. Kuroda et al., Phys. Rev. B 88, 041306(R) (2013).

・G. Sallen et al., Nature Commun. 5, 3268 (2014). 

・M. Manca et al., Appl. Phys. Lett. 112, 142103 (2018). 

 【現状】光励起で動作→【今後】電流動作へ

 【現状】可視波長域 →【今後】通信波長帯へ

 【現状】動作温度１０K→【今後】８０Kで液体窒素駆動

絶対の秘匿性を保証する量子暗号通信。

情報を運ぶのはひとつぶの光子。しかし、

伝送距離は数10kmに限られている

より遠くに伝送するには量子中継が必要

鍵となる開発要素が量子もつれ光子源

量子もつれ光子対は、偏光に相関がある

光子のペア。その相関は古典論の枠を超え、

いわゆるシュレディンガーの猫の状況。

孤立原子の蛍光２光子はもつれ相関を持つ。

量子ドットを用いる場合、ナノ界面の異方性がない

対称性の高い形状が必須。

ＮＩＭＳオリジナルの量子ドット成長法を用いて、

高対称な量子ドットを実現。

図：
量子中継の原理。
離れた場所での
情報復元が可能。

C2v

x ≠ y

C3v

x = y

図：従来の異方的量子ドットは、
もつれを出さないが、三角形状の
量子ドットはもつれを発生 図：我々の光子源と

報告値との比較。
卓越した性能を持つ

 固体ベース量子もつれ光源の開発に成功

 従来の量子ドット光源を凌駕する性能

 古典極限を越える強い量子相関
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先端光・電子材料開発を目指した微細造形
Keywords: リソグラフィ、液晶、組織化、プラズモニクス、半導体

光機能分野 コロイド結晶材料グループ

久保 祥一
KUBO.Shoichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kubo_shoichi

 ナノサイズ化した金属や半導体はバルク状態とは異なる特徴的な物性を発現

 精密に設計した微細構造の作製による次世代光・電子材料への展開可能性

 実用化を図るため大面積・高スループットと精密さを兼ね備えた微細造形技術が必要

 リソグラフィ技術(トップダウン型)・組織化技術(ボトムアップ型)の両面から微細造形技術を開発

 貴金属・半導体ナノ材料の大面積にわたる構造形成

 先端光・電子材料につながる材料・構造の設計および開発

・T. Tomioka, S. Kubo, et al. Appl. Phys. Lett. 103, 071104 (2013).

・S. Kubo, et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 6, 811-818 (2014). 

・T. Sodemura, S. Kubo, et al. Bull. Chem. Soc. Jpn. 90, 216-222 (2017)

 光学応用に資する面積でsub-100nmパターン造形

 汎用液晶配向技術により無機ナノロッドを一括配向

 異種材料の界面制御により高精度ナノ造形を実現

 所望の発現するプラズモニクス材料の設計・作製

 トランジスタのナノスケール集積構造への展開

 先進光・電子特性を発現する次世代デバイス開発

レジスト層

反応性単分子膜

高分子グラフト層

金属

パターン転写 エッチング

モールド（鋳型）

金属パターン

500 nm

ナノロッド分散液

スピン塗布
加熱処理

ナノインプリントリソグラフィによる金属微細加工

金属と高分子の接合

無機物と液晶のハイブリッド化

光学応用に資する大面積微細加工

可視光メタマテリアルへの展開

液晶材料とのハイブリッド化による
無機ナノロッドの一軸配向

200 nm

汎用の液晶配向技術でナノロッドを簡単に配列

トランジスタ・異方的光学材料等への展開

異種材料の
界面制御

高精度な
ナノ造形を実現

量子ドットを用いた量子光源の開発
Keywords: 半導体量子ドット、量子情報処理、量子暗号通信

光機能分野 ナノフォトニクスグループ

黒田 隆
KURODA.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/laser_kuroda

 ITの急速な進展と情報セキュリティの確保

 量子暗号通信は絶対の秘匿性を持つ通信技術。ただし伝送距離は数１０キロに限られていた

 遠距離伝送には「量子もつれ」を生む光源が必要

 単一の原子から「量子もつれ」を発生可能。しかし実用性に乏しい。

 原子の代わりに量子ドットを活用。汎用的な量子もつれ光源を目指す

 高い量子相関度・高輝度・高温動作（液体ヘリウム要らず）

・T. Kuroda et al., Phys. Rev. B 88, 041306(R) (2013).

・G. Sallen et al., Nature Commun. 5, 3268 (2014). 

・M. Manca et al., Appl. Phys. Lett. 112, 142103 (2018). 

 【現状】光励起で動作→【今後】電流動作へ

 【現状】可視波長域 →【今後】通信波長帯へ

 【現状】動作温度１０K→【今後】８０Kで液体窒素駆動

絶対の秘匿性を保証する量子暗号通信。

情報を運ぶのはひとつぶの光子。しかし、

伝送距離は数10kmに限られている

より遠くに伝送するには量子中継が必要

鍵となる開発要素が量子もつれ光子源

量子もつれ光子対は、偏光に相関がある

光子のペア。その相関は古典論の枠を超え、

いわゆるシュレディンガーの猫の状況。

孤立原子の蛍光２光子はもつれ相関を持つ。

量子ドットを用いる場合、ナノ界面の異方性がない

対称性の高い形状が必須。

ＮＩＭＳオリジナルの量子ドット成長法を用いて、

高対称な量子ドットを実現。

図：
量子中継の原理。
離れた場所での
情報復元が可能。

C2v

x ≠ y

C3v

x = y

図：従来の異方的量子ドットは、
もつれを出さないが、三角形状の
量子ドットはもつれを発生 図：我々の光子源と

報告値との比較。
卓越した性能を持つ

 固体ベース量子もつれ光源の開発に成功

 従来の量子ドット光源を凌駕する性能

 古典極限を越える強い量子相関
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有機ナノファイバーによるナノフォトニクス

顔
写真

Keywords: ナノフォトニクス、有機ナノファイバー、光導波路

光機能分野 ナノフォトニクスグループ

高澤 健
TKAZAWA.Ken@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takazawa_ken

光集積回路は電気集積回路を超える高速化・高効率化が可能なため、マイクロプロセッサや通信

機器への応用が期待されています。光集積回路の実現には光信号をナノからミクロンの領域で操

作・伝搬するナノフォトニクス技術の開発が不可欠です。

有機色素分子を自己組織化させて合成したナノファイバーが自身の蛍光を伝搬する現象を利用し

て、光をミクロンからナノスケールで自在に操作・伝搬する技術の開発、さらにそれを利用した極微

小光回路素子の開発を行います。

・Takazawa et al. Phys. Rev. Lett. 6, 067401 (2010)
・Takazawa et al. Adv. Funct. Mater. 23, 839 (2013)
・Takazawa et al. J. Phys. Chem. C 120, 1186 (2016)

・ 有機分子の自己組織化で、ナノスケール光導

波路を開発

・ ミクロンからナノスケールでの光操作が可能に

・ 様々な極微小光回路素子の製作に成功。

・ 高度に集積化した光回路内の光導波路、極微小

光学素子の材料として実用化を期待

液体窒素温度では太さ1μm以下の曲率で
折れ曲がった幅100nm以下のナノファイバー
中を光が伝搬する

ナノファイバーを操作して製作した極微⼩⼲渉計
位置Exc.を光励起すると位置Det.から信号が出⼒
出⼒信号には明瞭な⼲渉縞が現れる

トポロジカルフォトニクス

顔
写真

トポロジカルに非自明な相をもつフォトニック構造の例１。シ
リコン細線などからなるリング共振器を3次元的に配列して
できる。

Keywords: トポロジー、ナノフォトニクス、数値解析

光機能分野 ナノフォトニクスグループ

落合 哲行
OCHIAI.Tetsuyuki@nims.go.jp |   https://samurai.nims.go.jp/profiles/ochiai_tetsuyuki

トポロジカル絶縁体やワイル半金属などにおける電子系のトポロジカルな物理をフォトンの系に移植す

るという動きはトポロジカルフォトニクスとよばれ、近年急速に進展している。基礎物理のフロンティア

であることに加え、応用の観点からも重要なためである。

フォトニックナノ構造の精密な作成技術を背景に、3次元周期系における非自明なトポロジカル相の

発現を数値計算などでデザインし、フォトンの新たな物理の開拓や、構造の乱れに強い新規光伝搬

特性の実現を目指している。

・T. Ochiai, J. Phys.: Condens. Matter 28, 425501 (2016)

・T. Ochiai, J. Phys.: Condens. Matter 29, 045501 (2017)

・T. Ochiai, Phys. Rev. A 96, 043842 (2017) 

 トポロジカルフォトニクスの理論研究

 トポロジカルに非自明な相をもつ構造の提案

 数値計算による検証

 磁場や磁化のいらない光アイソレータ

 構造の乱れに強い光導波路

 マイクロ波から可視光まで

あるパラメータ領域では常にワイル点が生じ
る（例１）

トポロジカルに非自明な相をもつフォトニック構造の例２。ボ
タン状の物質を3次元的に配列。

パラメータを調整することでギャップレスの界
面状態が生じる（例２）
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有機ナノファイバーによるナノフォトニクス

顔
写真

Keywords: ナノフォトニクス、有機ナノファイバー、光導波路

光機能分野 ナノフォトニクスグループ

高澤 健
TKAZAWA.Ken@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takazawa_ken

光集積回路は電気集積回路を超える高速化・高効率化が可能なため、マイクロプロセッサや通信

機器への応用が期待されています。光集積回路の実現には光信号をナノからミクロンの領域で操

作・伝搬するナノフォトニクス技術の開発が不可欠です。

有機色素分子を自己組織化させて合成したナノファイバーが自身の蛍光を伝搬する現象を利用し

て、光をミクロンからナノスケールで自在に操作・伝搬する技術の開発、さらにそれを利用した極微

小光回路素子の開発を行います。

・Takazawa et al. Phys. Rev. Lett. 6, 067401 (2010)
・Takazawa et al. Adv. Funct. Mater. 23, 839 (2013)
・Takazawa et al. J. Phys. Chem. C 120, 1186 (2016)

・ 有機分子の自己組織化で、ナノスケール光導

波路を開発

・ ミクロンからナノスケールでの光操作が可能に

・ 様々な極微小光回路素子の製作に成功。

・ 高度に集積化した光回路内の光導波路、極微小

光学素子の材料として実用化を期待

液体窒素温度では太さ1μm以下の曲率で
折れ曲がった幅100nm以下のナノファイバー
中を光が伝搬する

ナノファイバーを操作して製作した極微⼩⼲渉計
位置Exc.を光励起すると位置Det.から信号が出⼒
出⼒信号には明瞭な⼲渉縞が現れる

トポロジカルフォトニクス

顔
写真

トポロジカルに非自明な相をもつフォトニック構造の例１。シ
リコン細線などからなるリング共振器を3次元的に配列して
できる。

Keywords: トポロジー、ナノフォトニクス、数値解析

光機能分野 ナノフォトニクスグループ

落合 哲行
OCHIAI.Tetsuyuki@nims.go.jp |   https://samurai.nims.go.jp/profiles/ochiai_tetsuyuki

トポロジカル絶縁体やワイル半金属などにおける電子系のトポロジカルな物理をフォトンの系に移植す

るという動きはトポロジカルフォトニクスとよばれ、近年急速に進展している。基礎物理のフロンティア

であることに加え、応用の観点からも重要なためである。

フォトニックナノ構造の精密な作成技術を背景に、3次元周期系における非自明なトポロジカル相の

発現を数値計算などでデザインし、フォトンの新たな物理の開拓や、構造の乱れに強い新規光伝搬

特性の実現を目指している。

・T. Ochiai, J. Phys.: Condens. Matter 28, 425501 (2016)

・T. Ochiai, J. Phys.: Condens. Matter 29, 045501 (2017)

・T. Ochiai, Phys. Rev. A 96, 043842 (2017) 

 トポロジカルフォトニクスの理論研究

 トポロジカルに非自明な相をもつ構造の提案

 数値計算による検証

 磁場や磁化のいらない光アイソレータ

 構造の乱れに強い光導波路

 マイクロ波から可視光まで

あるパラメータ領域では常にワイル点が生じ
る（例１）

トポロジカルに非自明な相をもつフォトニック構造の例２。ボ
タン状の物質を3次元的に配列。

パラメータを調整することでギャップレスの界
面状態が生じる（例２）

－ 45－

機
能
性
材
料



遷移金属ダイカルコゲナイドのMOCVD技術

光機能分野 エピタキシャルナノ構造グループ

佐久間 芳樹
SAKUMA.Yoshiki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/epitaxial-nanostructures/

Keywords: 遷移金属ダイカルコゲナイド, MoS2, WS2, ２次元層状物質, 単層膜, MOCVD

 次世代のナノエレクトロニクスやナノフォトニクスのための新たな半導体材料の探索

 厚さが僅か原子３個分しかない2次元層状物質の遷移金属ダイカルコゲナイド（TMDC)に注目

 柔軟性や透明性を生かした太陽電池やディスプレイ、低消費電力トランジスタ、高機能な光デバイス応用

・第77回応用物理学会秋季学術講演会(2016年9月）
・ ICMOVPE-XIX（June, 2018）

・第79回応用物理学会秋季学術講演会(2018年9月）

 MOSFETやTFETなど超低消費電力トランジスタ応用

 太陽電池やフレキシブル発光素子への適用

 巨大励起子効果の探索と光機能デバイスへの展開

 高均一化と大面積化に優位なMOCVD法に基づくTMDC成膜技術の開発

 面内や積層方向へのヘテロ接合、および量子ドットなど高度なナノ構造作製技術への展開

 新たな物性機能の発現とデバイス応用

 高均一かつ大面積の単層膜形成技術の確立

 Van der Waalsヘテロ成長技術の実現

 ドーピング制御やデバイスプロセス技術の開発

MOCVD法を使ってTMDCのスケーラブルな成膜技術を開発しました。本手法では、出発原料としてガス状のプリカーサ
が使用できるため、原料をガス切り替えバルブによってチャンバー内の反応領域に供給可能です。また、成膜温度や
圧力、キャリアガス種を変えて広範囲のプロセス条件を選択できます。このMOCVD技術を使って、SiO2基板上のMoS2

の核形成過程を制御することで、 2インチウエハ全面に結晶性の高い単層MoS2連続膜を形成することに成功しました。

図1 SiO2基板上の単層MoS2のSEM像： (a)連続膜と(b)成長核 図2 単層MoS2膜のPLおよび偏光ラマンスペクトル
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遷移金属ダイカルコゲナイド単層膜成長

Se処理GaAs(111)B表面上に成
長したMoSe2単層膜の模式図

Keywords: 遷移金属ダイカルコゲナイド、ファンデルワールスエピタキシー

光機能分野 エピタキシャルナノ構造グループ

大竹 晃浩
OHTAKE.Akihiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/epitaxial-nanostructures/

 新たな光機能材料としてMoSe2やWS2など遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDs)の単層膜が注目さ

れている。

 デバイス応用に向けて、 大面積かつ高品質なTMDs薄膜の作製手法の確立が急務である。

 分子線エピタキシー法によるMoSe2単層膜成長手法の確立

 化合物半導体表面のSe処理によるパッシベーションメカニズムの解明

 ファンデルワールスエピタキシー機構の解明

・A. Ohtake and Y. Sakuma, Crystal Growth & Design 17, 363 (2017).

・A. Ohtake, S. Goto, and J. Nakamura, Scientific Reports 8, 1220 (2018).

 Se処理GaAs(111)B表面に対して新たな構造モデルを

提唱し、その安定化メカニズムを明らかにした。

 MoSe2/Se-GaAs(111)Bファンデルワールスエピタキ

シーにおける表面、界面の挙動を明らかにした。

 TMDs成長に適した基板表面の作製

 成長条件最適化による島の大面積化

 TMDsヘテロ接合の作製

Se処理GaAs(111)B表面上に成
長したMoSe2単層膜のSTM像

Se処理GaAs(111)B表面のSTM像(a)。
(b)は拡大像、(c)はシミュレーション像

Se処理GaAs(111)B表面
に対して提唱した構造モデ
ル(Se/As終端モデル)。

Se処理GaAs(111)B表面に
のRHEEDロッキングカーブ
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ｎ型ＧａＡｓへの両面ノンアロイオーミック
コンタクト形成

結晶成長から基板反転転写を伴う光デバイス作製手順の模式図。（２）の過程で結晶成長時の表面側
ノンアロイオーミックコンタクトは従来技術で形成可能であるが、（５）の過程で、裏面側ノンアロ
イオーミックコンタクトを形成することは困難であった。

Keywords: 光デバイス、GaAs、オーミックコンタクト、赤外線検出器

光機能分野 エピタキシャルナノ構造グループ

間野 高明
MANO.Takaaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/mano_takaaki

 環境計測分野などにおける、赤外線検出器・光源などの半導体光デバイスの需要拡大

 金属-半導体-金属共振器構造を用いた、半導体光デバイスの高機能化

 金属-半導体界面における、電気的機能と光学的機能の両立

 メタ表面とGaAs系半導体光デバイスを融合するための要素技術の確立。

 基板転写を伴う半導体光デバイス作製に適した、オーミック性を有する急峻な金属-半導体界面

の実現。

・特許：特願2018-037337 半導体装置、半導体装置の製造方法、赤外線光電変換素子、赤外線検出素子、および赤外
線発光素子

・第65回応用物理学会春季学術講演会 18ｐ-P8-7、19a-C301-10

 n-GaAsの上下両面にノンアロイオーミックコンタクト

 ドーピング濃度と基板温度の最適化が鍵

 高感度メタ表面量子井戸赤外線検出器を実現

 接触抵抗率のさらなる低減

 同技術を使った高性能光デバイスの開発

最適化した裏面側コンタクト層構造の模式図とその
電流電圧特性。Siドーピング濃度と基板温度の最適
化により、基板反転転写後のノンアロイオーミック
コンタクト形成を実現。

室温：3.6 10‐3 2

77K ：1.5  10‐2 2

＠1 1019 3
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両⾯ノンアロイオーミックコンタクトを⽤いて作
製したメタ表⾯量⼦井⼾⾚外線検出器の模式図・
電⼦顕微鏡像と、その垂直⼊射光に対する分光感
度特性。急峻な界⾯のオーミックコンタクトの実
現により⾼感度特性を実現。

15nm-n-GaAs(31018/cm3)

28nm-n-GaAs(7.5～17.51018/cm3)

10nm-GaAs(undoped)

Al0.30Ga0.70As

20nm-GaAs(undoped)
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GaSbタイプⅡ量子ドットの光学特性
Keywords: 量子ドット, III-V半導体, 光学特性

川津 琢也
KAWAZU.Takuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawazu_takuya

 自己形成法により作製された10nm級量子ドットはレーザーや近赤外検出器などへの応用が期待

 デバイス応用では量子ドットの光学特性の制御が必要不可欠

 自己形成法では材料の性質を利用してドットを自然形成するため、精密な光学特性制御は課題

 通常のタイプⅠと呼ばれる量子ドットの光学特性は、ドットを形成した際にほぼ決定

 本研究のGaSbタイプⅡ量子ドットでは、作製した試料の後熱処理により、光学特性が大きく変化

 量子ドット形成後でも、精密な光学特性制御が可能

・T. Kawazu, T. Noda, Y. Sakuma, and H. Sakaki, AIP Advances, 6, 045312 (2016).
・T. Kawazu, T. Noda, Y. Sakuma, and H. Sakaki, Physica Status Solidi (c), 14, 1600109 (2017).

 液滴エピタキシー法を用いてGaSbタイプⅡ量子ドッ

トの作製に成功した。

 GaSbタイプⅡ量子ドットは、後熱処理を行うことによ

り、蛍光特性（発光エネルギー、強度）および光学

異方性が大きく変化することを示した。

 デバイスの安定供給に必要となる良質なGaSb

ドットの作製条件を確立する。

 高精度デバイスに必要となるGaSbドット光学特

性の精密な制御手法を確立する。

光機能分野 エピタキシャルナノ構造グループ
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GaSbタイプⅡ量子ドットの光学特性
Keywords: 量子ドット, III-V半導体, 光学特性

川津 琢也
KAWAZU.Takuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawazu_takuya

 自己形成法により作製された10nm級量子ドットはレーザーや近赤外検出器などへの応用が期待

 デバイス応用では量子ドットの光学特性の制御が必要不可欠

 自己形成法では材料の性質を利用してドットを自然形成するため、精密な光学特性制御は課題

 通常のタイプⅠと呼ばれる量子ドットの光学特性は、ドットを形成した際にほぼ決定

 本研究のGaSbタイプⅡ量子ドットでは、作製した試料の後熱処理により、光学特性が大きく変化

 量子ドット形成後でも、精密な光学特性制御が可能

・T. Kawazu, T. Noda, Y. Sakuma, and H. Sakaki, AIP Advances, 6, 045312 (2016).
・T. Kawazu, T. Noda, Y. Sakuma, and H. Sakaki, Physica Status Solidi (c), 14, 1600109 (2017).

 液滴エピタキシー法を用いてGaSbタイプⅡ量子ドッ

トの作製に成功した。

 GaSbタイプⅡ量子ドットは、後熱処理を行うことによ

り、蛍光特性（発光エネルギー、強度）および光学

異方性が大きく変化することを示した。

 デバイスの安定供給に必要となる良質なGaSb

ドットの作製条件を確立する。

 高精度デバイスに必要となるGaSbドット光学特

性の精密な制御手法を確立する。

光機能分野 エピタキシャルナノ構造グループ
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省電力CO2濃度計のためのメタ表面赤外光源

光機能分野 プラズモニクスグループ

宮崎 英樹
MIYAZAKI.Hideki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/miyazaki_hideki

Keywords: メタマテリアル、プラズモニクス、赤外分析、空気環境測定

 空気中の二酸化炭素（CO2）の濃度は、分子固有の波長の赤外吸収を利用して光学的に計測

 従来の赤外光源は測定に必要のない波長の光も大量に放射し、そのエネルギーは無駄になる

 携帯式濃度計の電池消費量の低減は困難

H. T. Miyazaki et al., Appl. Phys. Lett. 105, 121107 (2014).
H. T. Miyazaki et al., Sci. Technol. Adv. Mater. 16, 035005 (2015).
宮崎英樹, 岩長祐伸, "光放射メタ表面の創製と応用", レーザー研究 44, 10 (2016).

 電池消耗の少ない携帯式CO2濃度計

 誤報の起こらない家庭用光学式ガス警報器

 狙ったものだけを加熱できる赤外線ヒーター

 権利化された関連特許 ２件

 波長よりも小さなプラズモン共振器を配列したメタ表面を利用

 必要な波長の光だけを熱放射する、自然界には存在しない特性を持った表面を実現

 これをCO2濃度計の光源に応用し、携帯式濃度計を省電力化することを目指す

 高輝度化のための材料最適化

 熱伝導設計の最適化によるさらなる効率向上

 電圧印加により、虹色の領域からCO2濃度計測に必

要な波長4.26 mと3.95 mの赤外光を放射

 不要放射の抑制により、従来の光源よりも低電圧・

低電力で同じ強度の2波長を放射

 サブ波長構造で任意の放射特性を人工的に創出

→ メタマテリアルの一種 ―メタ表面― と見なせる

 ナノインプリント技術による低コストでの製造を実証

 信頼性の高いガス警報器の実現に重要

 加熱すると波長4.26 mと3.95 mの赤外光を共鳴的

に放射する長方形プラズモン共振器（光アンテナ）を

周期的に配列

 縦（青）・横（赤）交互配列により放射を無偏光化

 周期の最適化により2波長でほぼ完全黒体になる

 空中に保持したメンブレンヒータ上にメタ表面を形成

→ 通電により外周は室温のまま300℃まで加熱

 各部寸法の変更により他の気体種にも適用可能

概要 原理・構造

虹色の領域の走査電子顕微鏡像

3 m

1 m

平面像

波長 (m)

従来の赤外光源

放
射

強
度

（任
意

単
位

） 4.26

超高感度な光バイオセンシング

典型的な実験結果（右図）。
 蛍光増強効果のないシリコン基板

に対して、2000倍を超える強度増
強を見出した。

 界面改質によって、増強信号（蛍
光とラマン散乱）の選択可能性も
見出した。

Keywords: 蛍光検出、メタ表面、バイオマーカー

光機能分野 プラズモニクスグループ

岩長 祐伸
IWANAGA.Masanobu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanophoto/iwanaga

 蛍光検出法は生体分子を最も高い感度で検出することができる方法として知られている。

 しかしながら、大きな蛍光増強効果のあるセンサ基板は極めて少数しか報告されていなかった。

 また、従来の蛍光増強できるセンサは不均一な応答を示し、再現性を得ることが難しかった。

 蛍光増強効果の大きなメタ表面（人工設計されたナノ構造表面）を新規に開発する。

 その際、生体分子への特異性装飾可能な金の最表面を用いる。

 実験的に原理実証を行う。

・H. Kurosawa and M. Iwanaga, RSC Advances 7, 37076-37085 (2017).

・M. Iwanaga, B. Choi, H. T. Miyazaki, and Y. Sugimoto, Nanoscale 8, 11099-11107 (2016). 

・M. Iwanaga, Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications (Pan Stanford, Singapore, 2016).

 新規の完全光放射型メタ表面を考案、実現した。

 ナノインプリント法により、量産に対応した作製を行った。

 例外的に大きな蛍光増強効果を実験的に実証した。

 蛍光標識した生体分子の検出実例を積み上げる。

 社会的にも関心の高いバイオマーカーの蛍光検出を

行う。

（蛍光）

完全光放射型のメタ表面（模式図）。
３層積層構造からなり、トップとボトムが相補
的な構造となっているのが特徴である。

拡
大

メタ表面の写真。
UVナノインプリント法により、
1 cm 角の大面積なメタ
表面を作製した。

750 800 850 900 950 1000 1050 1100
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

t)

Wavelength (nm)

 C19-w/oSAM-50uM
 C19-10Car-50uMIncident 

laser

Signal enhancement 
2000-fold or more

FL
Raman (+ FL)

－ 50－

機
能
性
材
料



省電力CO2濃度計のためのメタ表面赤外光源

光機能分野 プラズモニクスグループ

宮崎 英樹
MIYAZAKI.Hideki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/miyazaki_hideki

Keywords: メタマテリアル、プラズモニクス、赤外分析、空気環境測定

 空気中の二酸化炭素（CO2）の濃度は、分子固有の波長の赤外吸収を利用して光学的に計測

 従来の赤外光源は測定に必要のない波長の光も大量に放射し、そのエネルギーは無駄になる

 携帯式濃度計の電池消費量の低減は困難

H. T. Miyazaki et al., Appl. Phys. Lett. 105, 121107 (2014).
H. T. Miyazaki et al., Sci. Technol. Adv. Mater. 16, 035005 (2015).
宮崎英樹, 岩長祐伸, "光放射メタ表面の創製と応用", レーザー研究 44, 10 (2016).

 電池消耗の少ない携帯式CO2濃度計

 誤報の起こらない家庭用光学式ガス警報器

 狙ったものだけを加熱できる赤外線ヒーター

 権利化された関連特許 ２件

 波長よりも小さなプラズモン共振器を配列したメタ表面を利用

 必要な波長の光だけを熱放射する、自然界には存在しない特性を持った表面を実現

 これをCO2濃度計の光源に応用し、携帯式濃度計を省電力化することを目指す

 高輝度化のための材料最適化

 熱伝導設計の最適化によるさらなる効率向上

 電圧印加により、虹色の領域からCO2濃度計測に必

要な波長4.26 mと3.95 mの赤外光を放射

 不要放射の抑制により、従来の光源よりも低電圧・

低電力で同じ強度の2波長を放射

 サブ波長構造で任意の放射特性を人工的に創出

→ メタマテリアルの一種 ―メタ表面― と見なせる

 ナノインプリント技術による低コストでの製造を実証

 信頼性の高いガス警報器の実現に重要

 加熱すると波長4.26 mと3.95 mの赤外光を共鳴的

に放射する長方形プラズモン共振器（光アンテナ）を

周期的に配列

 縦（青）・横（赤）交互配列により放射を無偏光化

 周期の最適化により2波長でほぼ完全黒体になる

 空中に保持したメンブレンヒータ上にメタ表面を形成

→ 通電により外周は室温のまま300℃まで加熱

 各部寸法の変更により他の気体種にも適用可能

概要 原理・構造

虹色の領域の走査電子顕微鏡像

3 m

1 m

平面像

波長 (m)

従来の赤外光源

放
射

強
度

（任
意

単
位

） 4.26

超高感度な光バイオセンシング

典型的な実験結果（右図）。
 蛍光増強効果のないシリコン基板

に対して、2000倍を超える強度増
強を見出した。

 界面改質によって、増強信号（蛍
光とラマン散乱）の選択可能性も
見出した。

Keywords: 蛍光検出、メタ表面、バイオマーカー

光機能分野 プラズモニクスグループ

岩長 祐伸
IWANAGA.Masanobu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanophoto/iwanaga

 蛍光検出法は生体分子を最も高い感度で検出することができる方法として知られている。

 しかしながら、大きな蛍光増強効果のあるセンサ基板は極めて少数しか報告されていなかった。

 また、従来の蛍光増強できるセンサは不均一な応答を示し、再現性を得ることが難しかった。

 蛍光増強効果の大きなメタ表面（人工設計されたナノ構造表面）を新規に開発する。

 その際、生体分子への特異性装飾可能な金の最表面を用いる。

 実験的に原理実証を行う。

・H. Kurosawa and M. Iwanaga, RSC Advances 7, 37076-37085 (2017).

・M. Iwanaga, B. Choi, H. T. Miyazaki, and Y. Sugimoto, Nanoscale 8, 11099-11107 (2016). 

・M. Iwanaga, Plasmonic Resonators: Fundamentals, Advances, and Applications (Pan Stanford, Singapore, 2016).

 新規の完全光放射型メタ表面を考案、実現した。

 ナノインプリント法により、量産に対応した作製を行った。

 例外的に大きな蛍光増強効果を実験的に実証した。

 蛍光標識した生体分子の検出実例を積み上げる。

 社会的にも関心の高いバイオマーカーの蛍光検出を

行う。

（蛍光）

完全光放射型のメタ表面（模式図）。
３層積層構造からなり、トップとボトムが相補
的な構造となっているのが特徴である。

拡
大

メタ表面の写真。
UVナノインプリント法により、
1 cm 角の大面積なメタ
表面を作製した。

750 800 850 900 950 1000 1050 1100
0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

In
te

ns
ity

 (a
rb

. u
ni

t)

Wavelength (nm)

 C19-w/oSAM-50uM
 C19-10Car-50uMIncident 

laser

Signal enhancement 
2000-fold or more

FL
Raman (+ FL)

－ 51－

機
能
性
材
料



超伝導体のフェルミオロジー

Keywords: フェルミ面、量子振動、強磁場、超低温、鉄系超伝導体

量子機能分野 量子輸送特性グループ

寺嶋 太一
TERASHIMA.Taichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html

高い温度で超伝導を示す物質は幅広い応用が考えられ、そのような物質を探す研究は世界中で

盛んに行われている。そういった探索の指針を得るには、既知の高温超伝導体の電子状態，超伝

導機構を知ることが不可欠である。

鉄系超伝導体を初めとする種々の超伝導体について、超低温（絶対温度0.03 K）、強磁場（20テ

スラ）を用いたドハースファンアルフェン効果などの量子振動の測定を行い、フェルミ面を観測し、電

子状態，超伝導機構解明に貢献する。

・T. Terashima et al., Phys. Rev. X 8, 011014 (2018).
・T. Terashima et al., Phys. Rev. B 93, 180503(R) (2016).
・T. Terashima et al., Phys. Rev. B 93, 094505 (2016).

 超低温、強磁場での量子振動測定

 フェルミ面の決定

 鉄系超伝導体の電子状態解明

 鉄系超伝導体の超伝導機構解明に貢献

 更なる高温超伝導探索指針への寄与

鉄系超伝導体FeSeの量子振動

鉄系超伝導体
11系
122系
1111系
112系 電子状態の決定、超伝導機構解明へ

鉄系超伝導体などの
精密量子振動測定

フェルミ面

モット転移と高温超伝導体の電子状態

顔
写真

金属中の電子は電荷とスピンを運ぶ自由電子として振舞うが、モット絶縁体では電荷とスピンの自由度が分離して
いる。モット転移の問題は、どのようにしてこの両者が移り変わるのかということである。銅酸化物の高温超伝導は、
そのような金属とモット絶縁体の中間的な領域で現れることから、モット転移近傍の電子状態の理解が高温超伝導
のメカニズム解明においても重要な役割を果たすと考えられている。この問題に関して、一次元系の厳密解を用い
た解析と二次元系の数値シミュレーションを行い、モット転移近傍の電子状態に対して明快な描像を与えることがで
きた[1—3]。

Keywords: モット転移、高温超伝導体、電子相関、理論、シミュレーション

量子機能分野 量子輸送特性グループ

河野 昌仙
KOHNO.Masanori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mana/members/personal/m_kohno/Japanese/menu/mhome.htm

モット転移（電子間相互作用によって起こる金属絶縁体転移）ではバンド描像が破綻する。

銅酸化物の高温超伝導はモット転移近傍で現れる。

モット転移近傍の電子状態に対する正確な理解が望まれている。

モット転移に対する新しい概念の構築

銅酸化物の高温超伝導メカニズムの解明

強相関電子系に特有な電子状態の生成・消滅機構の解明

[1] Masanori Kohno, Physical Review Letters, 108 (2012) 076401.
[2] Masanori Kohno, Physical Review Letters, 105 (2010) 106402.
[3] 河野昌仙, 日本物理学会誌, 71 (2016) 533—540.

 モット転移とは、電子の動きをスピンに保ったまま、

電荷自由度が凍結する転移であることを示した。

 高温超伝導体で観測されている様々な異常な振る

舞いをモット転移の観点から統一的に説明した。

 モット転移近傍の電子状態に対する新しい理解をも

とに、高温超伝導のメカニズム解明を目指す。

 高い超伝導転移温度をもつ新しい超伝導材料を開

発するための指針を示すことを目指す。

モット転移近傍の電子状態に関する理論研究[1,2]の結果、モット転移に近づく
につれて、電子の運動を表す分散関係（エネルギーと波数の関係）は、モット絶縁
体のスピン励起の分散関係をフェルミ波数だけずらしたものへと連続的に変化す
るが、電子の自由電子らしさを表すスペクトル強度はモット転移に向けて徐々に消
失することがわかった。このことは、モット転移に向けて、電子の動きをスピン自由
度に保ったまま、電荷の自由度が凍結することを意味し、これがモット転移の最も
顕著な特徴であると言える[1—3]。

このモット転移の描像により、銅酸化物
高温超伝導体で観測されている様々な
異常な振る舞いを、二次元系のモット転
移近傍の性質として、統一的に説明する
ことに成功した（右図）[1—3]。

二次元系の数値シミュレーション結果[1]
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超伝導体のフェルミオロジー
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顔
写真

金属中の電子は電荷とスピンを運ぶ自由電子として振舞うが、モット絶縁体では電荷とスピンの自由度が分離して
いる。モット転移の問題は、どのようにしてこの両者が移り変わるのかということである。銅酸化物の高温超伝導は、
そのような金属とモット絶縁体の中間的な領域で現れることから、モット転移近傍の電子状態の理解が高温超伝導
のメカニズム解明においても重要な役割を果たすと考えられている。この問題に関して、一次元系の厳密解を用い
た解析と二次元系の数値シミュレーションを行い、モット転移近傍の電子状態に対して明快な描像を与えることがで
きた[1—3]。

Keywords: モット転移、高温超伝導体、電子相関、理論、シミュレーション

量子機能分野 量子輸送特性グループ

河野 昌仙
KOHNO.Masanori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mana/members/personal/m_kohno/Japanese/menu/mhome.htm

モット転移（電子間相互作用によって起こる金属絶縁体転移）ではバンド描像が破綻する。

銅酸化物の高温超伝導はモット転移近傍で現れる。

モット転移近傍の電子状態に対する正確な理解が望まれている。

モット転移に対する新しい概念の構築

銅酸化物の高温超伝導メカニズムの解明

強相関電子系に特有な電子状態の生成・消滅機構の解明

[1] Masanori Kohno, Physical Review Letters, 108 (2012) 076401.
[2] Masanori Kohno, Physical Review Letters, 105 (2010) 106402.
[3] 河野昌仙, 日本物理学会誌, 71 (2016) 533—540.

 モット転移とは、電子の動きをスピンに保ったまま、

電荷自由度が凍結する転移であることを示した。

 高温超伝導体で観測されている様々な異常な振る

舞いをモット転移の観点から統一的に説明した。

 モット転移近傍の電子状態に対する新しい理解をも

とに、高温超伝導のメカニズム解明を目指す。

 高い超伝導転移温度をもつ新しい超伝導材料を開

発するための指針を示すことを目指す。

モット転移近傍の電子状態に関する理論研究[1,2]の結果、モット転移に近づく
につれて、電子の運動を表す分散関係（エネルギーと波数の関係）は、モット絶縁
体のスピン励起の分散関係をフェルミ波数だけずらしたものへと連続的に変化す
るが、電子の自由電子らしさを表すスペクトル強度はモット転移に向けて徐々に消
失することがわかった。このことは、モット転移に向けて、電子の動きをスピン自由
度に保ったまま、電荷の自由度が凍結することを意味し、これがモット転移の最も
顕著な特徴であると言える[1—3]。

このモット転移の描像により、銅酸化物
高温超伝導体で観測されている様々な
異常な振る舞いを、二次元系のモット転
移近傍の性質として、統一的に説明する
ことに成功した（右図）[1—3]。

二次元系の数値シミュレーション結果[1]
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量子多体物性の理論的研究

顔
写真

1) 磁性相におけるスピン磁化率の非自明な性質とその熱力学的関係式の発見（文献[1], [3]）。
2) 電子ドープ系銅酸化物高温超伝導体の電荷励起スペクトラムの計算：エネルギー空間におけるスペクトラム

の二面性の発見（文献[2]）、低エネルギー励起におけるクーロン相互作用の効果（文献[4]）、層状構造物質
特有のプラズモン励起（文献[7]）。

3) 鉄系超伝導体の超伝導機構：軌道ネマチック揺らぎによる超伝導ギャップ関数（文献[5]）。
4) スパイラル反強磁性秩序によるフェルミ面の再構成とホール数の減少（文献[6]）。
5) 二次元ハバード模型におけるd波超伝導と非整合スパイラル磁性との共存・競合。特に、Gossamer磁性という

新たな概念の提唱（文献[8]）。

Keywords: 電子相関、超伝導、磁性、電子ネマチック液晶

量子機能分野 量子輸送特性グループ

山瀬 博之
YAMASE.Hiroyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/yamase/jp

物質中にはアボガドロ数程の電子が含まれており、それらはクーロン力やスピン交換を介して相互作

用をしています。その結果、電子系に集団励起が生じ得ます。物質が超伝導や磁性といった様々な

特性を示すのは正にそのためです。したがって、これらの電子相関の理解が新たな物質概念の創出

に不可欠です。

電子相関効果という観点から新たな物質概念を創出することを目指しています。特に、銅酸化物や

鉄系の高温超伝導物質に関する実験データに着目して、超伝導と磁性の競合・協調、臨界現象、

電子ネマチック液晶という新しい量子状態の理論研究を行っています。

[1] H. Yamase and K. Kuboki, 固体物理 53 (7), 359 （2018）
[2] M. Bejas, H. Yamase, and A. Greco, Phys. Rev. B  96, 214513 (2017)
[3] K. Kuboki and H. Yamase, Phys. Rev. B 96, 064411 (2017)
[4] A. Greco, H. Yamase, and M. Bejas, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 034706 (2017)
[5] T. Agatsuma and H. Yamase, Phys. Rev. B 94, 214505 (2016)
[6] A. Eberlein, W. Metzner, S. Sachdev, and H. Yamase, Phys. Rev. Lett. 117, 187001 (2016)
[7] A. Greco, H. Yamase, and M. Bejas, Phys. Rev. B 94, 075139 (2016)
[8] H. Yamase, A. Eberlein, and W. Metzner, Phys. Rev. Lett. 116, 096402 (2016)

 磁性相におけるスピン磁化率の解析

 層状構造物質における電荷励起スペクトラムの解析

 軌道ネマチック揺らぎによる新奇高温超伝導機構

 超伝導と磁性の共存・競合と輸送現象の理論

 文献[1][3]はスピン磁化率の精密測定に重要

 文献[2][4][7]は層状構造物質の光学特性に重要

 文献[5]は新たな高温超伝導機構を示唆

 文献[6][8]は超伝導と磁性に対する新たな知見
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層状構造物質系での電荷励
起スペクトラム。横軸は面内波
数qで、縦軸は面内のホッピン
グ積分tでスケールしたエネル
ギーω。q=(0,0)近傍にみえる
分散がプラズモン励起で、
qz=0のものが通常の光学プラ
ズモン。qz=πのものが層状構
造物質特有のプラズモンで、そ
のギャップの大きさは面間の
ホッピングの大きさに比例する。
ω＜１.0t以下の連続スペクト
ラムは個別励起に対応する。

機能性酸化物の量子物性

浮遊帯域法にて初めて育成した、遍歴強磁
性体SrRuO3の純良単結晶。163ケルビンの
強磁性転移温度を示す。

Keywords: 酸化物、量子現象、高品質単結晶育成

量子機能分野 量子輸送特性グループ

菊川 直樹
KIKUGAWA.Naoki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html

 酸化物には、新奇な超伝導、磁性、導電性など、量子機能物性が見られます。

 これらの量子物性の本質は、物質中の電子間の多体効果です。

 多体効果の制御により、将来の機能性材料につながる可能性を秘めています。

高品質な単結晶を用い、新奇量子機能物性の本質・メカニズムの解明を目指しています。

量子現象が顕著となる低温・強磁場下での電子物性測定をおこない量子機能デバイスへの可能

性を探索しています。

・Kikugawa et al., Phys. Rev. B 93 184513 (2016).

・Kikugawa et al., Nat. Commun. 7 10903 (2016).

・Kikugawa et al., Cryst. Growth Des. 15 5573 (2015). 

 多様な量子機能酸化物の電子状態の研究

 低温・強磁場下での量子現象の実験研究

 高品質単結晶の育成

 本質的物性に基づく機能性材料への展望

 多体効果に起因する多様な量子現象のメカニズ

ム解明

3 mm

新しい超伝導相

層状ペロフスカイト構造を有する酸化物超伝導体
Sr2RuO4の面平行磁場下での磁場-温度の相図。
極めて高品質な試料にのみ、低温・高磁場下で
「弱い反磁性相」を見いだした．
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量子多体物性の理論的研究

顔
写真

1) 磁性相におけるスピン磁化率の非自明な性質とその熱力学的関係式の発見（文献[1], [3]）。
2) 電子ドープ系銅酸化物高温超伝導体の電荷励起スペクトラムの計算：エネルギー空間におけるスペクトラム

の二面性の発見（文献[2]）、低エネルギー励起におけるクーロン相互作用の効果（文献[4]）、層状構造物質
特有のプラズモン励起（文献[7]）。

3) 鉄系超伝導体の超伝導機構：軌道ネマチック揺らぎによる超伝導ギャップ関数（文献[5]）。
4) スパイラル反強磁性秩序によるフェルミ面の再構成とホール数の減少（文献[6]）。
5) 二次元ハバード模型におけるd波超伝導と非整合スパイラル磁性との共存・競合。特に、Gossamer磁性という

新たな概念の提唱（文献[8]）。

Keywords: 電子相関、超伝導、磁性、電子ネマチック液晶

量子機能分野 量子輸送特性グループ

山瀬 博之
YAMASE.Hiroyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/yamase/jp

物質中にはアボガドロ数程の電子が含まれており、それらはクーロン力やスピン交換を介して相互作

用をしています。その結果、電子系に集団励起が生じ得ます。物質が超伝導や磁性といった様々な

特性を示すのは正にそのためです。したがって、これらの電子相関の理解が新たな物質概念の創出

に不可欠です。

電子相関効果という観点から新たな物質概念を創出することを目指しています。特に、銅酸化物や

鉄系の高温超伝導物質に関する実験データに着目して、超伝導と磁性の競合・協調、臨界現象、

電子ネマチック液晶という新しい量子状態の理論研究を行っています。

[1] H. Yamase and K. Kuboki, 固体物理 53 (7), 359 （2018）
[2] M. Bejas, H. Yamase, and A. Greco, Phys. Rev. B  96, 214513 (2017)
[3] K. Kuboki and H. Yamase, Phys. Rev. B 96, 064411 (2017)
[4] A. Greco, H. Yamase, and M. Bejas, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 034706 (2017)
[5] T. Agatsuma and H. Yamase, Phys. Rev. B 94, 214505 (2016)
[6] A. Eberlein, W. Metzner, S. Sachdev, and H. Yamase, Phys. Rev. Lett. 117, 187001 (2016)
[7] A. Greco, H. Yamase, and M. Bejas, Phys. Rev. B 94, 075139 (2016)
[8] H. Yamase, A. Eberlein, and W. Metzner, Phys. Rev. Lett. 116, 096402 (2016)

 磁性相におけるスピン磁化率の解析

 層状構造物質における電荷励起スペクトラムの解析

 軌道ネマチック揺らぎによる新奇高温超伝導機構

 超伝導と磁性の共存・競合と輸送現象の理論

 文献[1][3]はスピン磁化率の精密測定に重要

 文献[2][4][7]は層状構造物質の光学特性に重要

 文献[5]は新たな高温超伝導機構を示唆

 文献[6][8]は超伝導と磁性に対する新たな知見
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層状構造物質系での電荷励
起スペクトラム。横軸は面内波
数qで、縦軸は面内のホッピン
グ積分tでスケールしたエネル
ギーω。q=(0,0)近傍にみえる
分散がプラズモン励起で、
qz=0のものが通常の光学プラ
ズモン。qz=πのものが層状構
造物質特有のプラズモンで、そ
のギャップの大きさは面間の
ホッピングの大きさに比例する。
ω＜１.0t以下の連続スペクト
ラムは個別励起に対応する。

機能性酸化物の量子物性

浮遊帯域法にて初めて育成した、遍歴強磁
性体SrRuO3の純良単結晶。163ケルビンの
強磁性転移温度を示す。

Keywords: 酸化物、量子現象、高品質単結晶育成

量子機能分野 量子輸送特性グループ

菊川 直樹
KIKUGAWA.Naoki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html

 酸化物には、新奇な超伝導、磁性、導電性など、量子機能物性が見られます。

 これらの量子物性の本質は、物質中の電子間の多体効果です。

 多体効果の制御により、将来の機能性材料につながる可能性を秘めています。

高品質な単結晶を用い、新奇量子機能物性の本質・メカニズムの解明を目指しています。

量子現象が顕著となる低温・強磁場下での電子物性測定をおこない量子機能デバイスへの可能

性を探索しています。

・Kikugawa et al., Phys. Rev. B 93 184513 (2016).

・Kikugawa et al., Nat. Commun. 7 10903 (2016).

・Kikugawa et al., Cryst. Growth Des. 15 5573 (2015). 

 多様な量子機能酸化物の電子状態の研究

 低温・強磁場下での量子現象の実験研究

 高品質単結晶の育成

 本質的物性に基づく機能性材料への展望

 多体効果に起因する多様な量子現象のメカニズ

ム解明

3 mm

新しい超伝導相

層状ペロフスカイト構造を有する酸化物超伝導体
Sr2RuO4の面平行磁場下での磁場-温度の相図。
極めて高品質な試料にのみ、低温・高磁場下で
「弱い反磁性相」を見いだした．
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分光研究による電子状態解析：

遠赤外から硬X線まで

鉄系超伝導体BaFe2(As,P)2の硬X線光電⼦分光測定＠SPring‐8 BL15XU
• Asサイトに対するPの置換で超伝導性の制御↔電⼦状態の変化の直接観測
• Ba5d5/2は構造の変調でほぼ説明可能
• Fe2p3/2はアニオン(As/P)との混成の変化が重要であることが判明
• アニオンの電⼦状態は組成にほとんど影響を受けないことが判明

Keywords: 電子状態、光電子分光、赤外分光、ラマン分光

量子機能分野 量子輸送特性グループ

津田 俊輔
TSUDA.Shunsuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html

 物質の探索の結果生み出されてくる多くの新物質は、超伝導等様々な物性を示す

 物性の発現にはしばしば電子状態が強く関与

 電子状態解析には様々な分光法が有効

 遠赤外から硬X線までの広いエネルギー範囲を用いた様々な分光法を駆使して電子状態の解析

を行うことで、多角的な視点から物性発現機構の解明につなげる

 そこから次の物質探索への指針を得る

・ S. Tsuda et al., Phys. Rev. B 87, 241107 (2013).

・ S. Tsuda et al., J. Phys. Soc. Jpn. Conf. Proc. 3, 013007 (2014).

・ S. Tsuda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 86, 053702 (2017).

 鉄系超伝導体BaFe2(As,P)2の硬X線光電子分

光測定を行った

 内殻のシフトには結晶構造と電子状態の由来の

両方が寄与していることが判明

 その他分光法の開発・整備が進行中

 低温強磁場高分解能ラマン分光・赤外分光測

定装置の開発と整備

 物性発現機構解明と新物質開発の橋渡し

782 781 780 779 778
Binding Energy (eV)

Ba 3d5/2

BaFe2(As1-xPx)2
 0
 0.07
 0.13
 0.24
 0.30
 0.38
 0.61

量子機能性材料の特性向上と新規開拓

・量子機能が顕著な新規遷移金属酸化物の開拓
・理論と実験を通した特性予測、発現機構の解明
・磁性半導体、スピントロニクス酸化物に特化した機能向上

Keyword : 量子磁性、スピン軌道相互作用、5d系酸化物、高圧合成

量子機能分野 量子物質創製グループ

山浦 一成
YAMAURA.Kazunari@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/quantum-solid-state

量子機能性材料では、バンド理論で金属的と予見されても、固体中の多様な相互作用の結果、絶
縁体となる場合がある。固体中の多様な相互作用をある程度まで任意に制御できると、新たな機能
性を引き出せる可能性がある。新機能性材料としての期待が高まっている。

我が国の産業界等からの期待が高まっている研究開発分野 （不揮発性メモリー、磁気センサ、微
小エネルギー変換など）に新材料シーズを提供することを目指して、特に、室温で動作する新機能
開拓に力点を置いている。ＮＩＭＳの高度な研究環境を活用して、所内外の共同研究者らと新物質
開拓・新機能開拓に取り組んでいる。

• Vale JG, et al. (2018) Evolution of the Magnetic Excitations in NaOsO3 through its Metal-Insulator Transition. Phys. Rev. 
Lett. 120(22):227203.

• Taylor AE, et al. (2017) Spin-Orbit Coupling Controlled J = 3/2 Electronic Ground State in 5d3 Oxides. Phys. Rev. Lett. 
118(20):207202.

• Li J, et al. (2017) Nematic superconducting state in iron pnictide superconductors. Nat. Commun. 8(1):1880.

 白金族元素など5d系酸化物の機能開拓

 史上最強のスピンーフォノン結合の達成

 ネマティック超伝導の研究の進展

 登録特許：1件

 磁気センサ材料

 不揮発性磁気メモリー

 酸化物磁気抵抗素子

(放射光X線回折など)
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分光研究による電子状態解析：

遠赤外から硬X線まで

鉄系超伝導体BaFe2(As,P)2の硬X線光電⼦分光測定＠SPring‐8 BL15XU
• Asサイトに対するPの置換で超伝導性の制御↔電⼦状態の変化の直接観測
• Ba5d5/2は構造の変調でほぼ説明可能
• Fe2p3/2はアニオン(As/P)との混成の変化が重要であることが判明
• アニオンの電⼦状態は組成にほとんど影響を受けないことが判明

Keywords: 電子状態、光電子分光、赤外分光、ラマン分光

量子機能分野 量子輸送特性グループ

津田 俊輔
TSUDA.Shunsuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nqt/index.html

 物質の探索の結果生み出されてくる多くの新物質は、超伝導等様々な物性を示す

 物性の発現にはしばしば電子状態が強く関与

 電子状態解析には様々な分光法が有効

 遠赤外から硬X線までの広いエネルギー範囲を用いた様々な分光法を駆使して電子状態の解析

を行うことで、多角的な視点から物性発現機構の解明につなげる

 そこから次の物質探索への指針を得る

・ S. Tsuda et al., Phys. Rev. B 87, 241107 (2013).

・ S. Tsuda et al., J. Phys. Soc. Jpn. Conf. Proc. 3, 013007 (2014).

・ S. Tsuda et al., J. Phys. Soc. Jpn. 86, 053702 (2017).

 鉄系超伝導体BaFe2(As,P)2の硬X線光電子分

光測定を行った

 内殻のシフトには結晶構造と電子状態の由来の

両方が寄与していることが判明

 その他分光法の開発・整備が進行中

 低温強磁場高分解能ラマン分光・赤外分光測

定装置の開発と整備

 物性発現機構解明と新物質開発の橋渡し

782 781 780 779 778
Binding Energy (eV)

Ba 3d5/2

BaFe2(As1-xPx)2
 0
 0.07
 0.13
 0.24
 0.30
 0.38
 0.61

量子機能性材料の特性向上と新規開拓

・量子機能が顕著な新規遷移金属酸化物の開拓
・理論と実験を通した特性予測、発現機構の解明
・磁性半導体、スピントロニクス酸化物に特化した機能向上

Keyword : 量子磁性、スピン軌道相互作用、5d系酸化物、高圧合成

量子機能分野 量子物質創製グループ

山浦 一成
YAMAURA.Kazunari@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/quantum-solid-state

量子機能性材料では、バンド理論で金属的と予見されても、固体中の多様な相互作用の結果、絶
縁体となる場合がある。固体中の多様な相互作用をある程度まで任意に制御できると、新たな機能
性を引き出せる可能性がある。新機能性材料としての期待が高まっている。

我が国の産業界等からの期待が高まっている研究開発分野 （不揮発性メモリー、磁気センサ、微
小エネルギー変換など）に新材料シーズを提供することを目指して、特に、室温で動作する新機能
開拓に力点を置いている。ＮＩＭＳの高度な研究環境を活用して、所内外の共同研究者らと新物質
開拓・新機能開拓に取り組んでいる。

• Vale JG, et al. (2018) Evolution of the Magnetic Excitations in NaOsO3 through its Metal-Insulator Transition. Phys. Rev. 
Lett. 120(22):227203.

• Taylor AE, et al. (2017) Spin-Orbit Coupling Controlled J = 3/2 Electronic Ground State in 5d3 Oxides. Phys. Rev. Lett. 
118(20):207202.

• Li J, et al. (2017) Nematic superconducting state in iron pnictide superconductors. Nat. Commun. 8(1):1880.

 白金族元素など5d系酸化物の機能開拓

 史上最強のスピンーフォノン結合の達成

 ネマティック超伝導の研究の進展

 登録特許：1件

 磁気センサ材料

 不揮発性磁気メモリー

 酸化物磁気抵抗素子

(放射光X線回折など)
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複合アニオン化アプローチによる
新機能材料の探索

• 新規混合アニオン化合物の合成
• 複数の非等価アニオンサイトをもつ層状構造を活用した
異種アニオンの秩序配列制御
• アニオンの秩序構造に起因する新規機能・物性の発現

Keywords: 無機固体物質，複合アニオン化合物，高圧合成，低温合成，フラックス法

量子機能分野 量子物質創製グループ

辻本 吉廣
TSUJIMOTO.Yoshihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tsujimoto_yoshihiro

酸化物，硫化物等は身の回りの電子機器，光学素子，電池材料に使用されており，今後の科学技

術の発展に向けてさらなる新規材料，機能物性の開発が求められている．近年，アニオン組成およ

び格子の自由度を活用した新物質探索が注目を集め，非従来型電子状態が多数報告されている．

物質の電子状態は金属イオンと配位子のアニオンからなる配位環境に強く依存する．本研究では，

高圧合成，低温合成，さらにはフラックス法による単結晶育成を用いることにより，新しい複合アニオ

ン化合物を開発し，新しい電気，磁気，光学物性の開拓を行う．

・Y. Kobayashi, Y. Tsujimoto, H. Kageyama, Anuu. Rev. Mater. Res. 48 (2018) 303.

・Y. Tsujimoto et al., Sci. Rep. 6 (2016) 36253.

・Y. Tsujimoto et al., Chem. Commun. 50 (2014) 5915.

 複合アニオン化による金属イオンの配位制御

 高圧法による単結晶育成と物性評価

 複合アニオンによって向上する低次元磁性

 得られた新物質の合成と物性評価に基づいて，

実用に堪える単結晶の育成，および機能・

物性のさらなる探索と向上を目指す．

⾼圧フラックス法による単結晶育成

圧⼒誘起スピン転移と局所構造変換

複合アニオンによる低次元性の向上

Search for ferroelectric-magnetic materials
Keywords: Memory elements, multiferroics, perovskites, high pressure 

Alexei Belik

Alexei.Belik@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/Alexei_BELIK-e.html

 Memory density and operation speed must be improved in memory elements 
 Waste heat must be reduced in a new generation of memory elements 
 One possibility is to use the so-called multiferroic materials in memory elements

 Search for new materials with magnetic and ferroelectric transition temperatures 
above room temperature 

 Search for materials with strong coupling between different order parameters to 
control magnetism by electric field and vise versa

 L. Zhang, Y. Matsushita, K. Yamaura, A. A. Belik, Inorg. Chem. 56 (2017) 5210-5218.
 A. A. Belik, Y. Matsushita, D. D. Khalyavin, Angew. Chem.: Int. Ed. 56 (2017) 10423–10427.
 A. A. Belik, Dalton Trans. 47 (2018) 3209-3217.

 Unusual structural phenomena were found in 
wide compositional ranges in quadruple 
perovskites

 A-site columnar-ordered A2A'A''B4O12 quadruple 
perovskites were identified

 A potentially huge subfamily of perovskite 
materials was revealed

 Nearly zero-thermal expansion materials found
 New research directions were identified in 

quadruple perovskites

 Quantum Materials Field / Quantum Solid State Materials Group
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複合アニオン化アプローチによる
新機能材料の探索

• 新規混合アニオン化合物の合成
• 複数の非等価アニオンサイトをもつ層状構造を活用した
異種アニオンの秩序配列制御
• アニオンの秩序構造に起因する新規機能・物性の発現

Keywords: 無機固体物質，複合アニオン化合物，高圧合成，低温合成，フラックス法

量子機能分野 量子物質創製グループ

辻本 吉廣
TSUJIMOTO.Yoshihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tsujimoto_yoshihiro

酸化物，硫化物等は身の回りの電子機器，光学素子，電池材料に使用されており，今後の科学技

術の発展に向けてさらなる新規材料，機能物性の開発が求められている．近年，アニオン組成およ

び格子の自由度を活用した新物質探索が注目を集め，非従来型電子状態が多数報告されている．

物質の電子状態は金属イオンと配位子のアニオンからなる配位環境に強く依存する．本研究では，

高圧合成，低温合成，さらにはフラックス法による単結晶育成を用いることにより，新しい複合アニオ

ン化合物を開発し，新しい電気，磁気，光学物性の開拓を行う．

・Y. Kobayashi, Y. Tsujimoto, H. Kageyama, Anuu. Rev. Mater. Res. 48 (2018) 303.

・Y. Tsujimoto et al., Sci. Rep. 6 (2016) 36253.

・Y. Tsujimoto et al., Chem. Commun. 50 (2014) 5915.

 複合アニオン化による金属イオンの配位制御

 高圧法による単結晶育成と物性評価

 複合アニオンによって向上する低次元磁性

 得られた新物質の合成と物性評価に基づいて，

実用に堪える単結晶の育成，および機能・

物性のさらなる探索と向上を目指す．

⾼圧フラックス法による単結晶育成

圧⼒誘起スピン転移と局所構造変換

複合アニオンによる低次元性の向上

Search for ferroelectric-magnetic materials
Keywords: Memory elements, multiferroics, perovskites, high pressure 

Alexei Belik

Alexei.Belik@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/Alexei_BELIK-e.html

 Memory density and operation speed must be improved in memory elements 
 Waste heat must be reduced in a new generation of memory elements 
 One possibility is to use the so-called multiferroic materials in memory elements

 Search for new materials with magnetic and ferroelectric transition temperatures 
above room temperature 

 Search for materials with strong coupling between different order parameters to 
control magnetism by electric field and vise versa

 L. Zhang, Y. Matsushita, K. Yamaura, A. A. Belik, Inorg. Chem. 56 (2017) 5210-5218.
 A. A. Belik, Y. Matsushita, D. D. Khalyavin, Angew. Chem.: Int. Ed. 56 (2017) 10423–10427.
 A. A. Belik, Dalton Trans. 47 (2018) 3209-3217.

 Unusual structural phenomena were found in 
wide compositional ranges in quadruple 
perovskites

 A-site columnar-ordered A2A'A''B4O12 quadruple 
perovskites were identified

 A potentially huge subfamily of perovskite 
materials was revealed

 Nearly zero-thermal expansion materials found
 New research directions were identified in 

quadruple perovskites

 Quantum Materials Field / Quantum Solid State Materials Group
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強相関超伝導物質

空間反転対称性の破れた新超伝導体SrAuSi3の発見と、その電子構造・超伝導状態の解明

Keywords: 強相関電子系、超伝導、スピン・軌道相互作用

量子機能分野 強相関物質グループ

磯部 雅朗
ISOBE.Masaaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/strong-correlated-materials/

 銅酸化物高温超伝導、鉄系超伝導における異常な超伝導状態の解明

 高性能新型超伝導体開発への期待

 強相関電子系物理の進展

 強相関電子に起因する強結合超伝導

 スピン・軌道相互作用が関わる特異な電子状態と擬スピン超伝導

 対称性の破れによるパリティ混合超伝導と高上部臨界磁場

・N. Barbero, P. K. Biswas, M. Isobe et al., Phys. Rev. B 97, 024501 (2018).

・M. Isobe, M. Arai, and N. Shirakawa, Phys. Rev. B 93, 054519 (2016).

・M. Isobe, H. Yoshida, K. Kimoto, M. Arai, and E. Takayama-Muromachi, Chem. Mater. 26, 2155 (2014).

 空間反転対称性の無い新超伝導体SrAuSi3の発見

 SrAuSi3の電子構造・超伝導状態の解明

 新型超伝導体の開発

 高温超伝導体の開発

 高上部臨界磁場超伝導体の開発

 超伝導電磁気効果の発現

第一原理バンド計算により求めたSrAuSi3のフェルミ面形状。

SrAuSi3の電子比熱の温度依存性。

SrAuSi3の横磁場 SR時間スペクトルと
磁場侵入長（ -2）の温度依存性。

SrAuSi3の結晶構造と電気抵抗の温度依存性。

Sr

Si

Au

Band-1 Band-2

X

Z



冷却で電荷秩序と体積膨張を示す物質

顔
写真

室温相 YbV4O8 低温相

P21/n 空間群(構造の対称性)不変 P21/n

均一 V3+とV4+の分布 電荷秩序

通常の常磁性 磁性 スピン一重項状態の可能性

縮小 単位格子の体積 膨張

Keywords: 電荷秩序、空間群不変の構造相転移

量子機能分野 強相関物質グループ

菅家 康
KANKE.Yasushi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kanke_yasushi

 温度、圧力、磁場、電場等の様々な”場”により性質が変わる(相転移)物質は、様々な分野で利

用されています。当機構で見出された物質が、 冷却により特異な相転移を示すことがわかってきま

した。

 この物質が示す相転移（空間群不変の電荷秩序転移、低温側で体積膨張） は稀な性質です。

圧力による電気伝導性の制御、磁場による電気伝導性、密度の制御等に応用できる可能性があり

ます。

・Friese, Kanke, Fitch, Morgenroth, Grzechnik, Acta Crystallogr. B64, (2008) 652-660.

・Friese, Kanke, Fitch, Grzechnik, Chem. Mater., 19 (2007) 4882-4889.

 空間群不変の構造相転移

 電荷秩序

 温度、圧力、磁場、電場等の様々な”場”による電気

伝導性の制御
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強相関超伝導物質

空間反転対称性の破れた新超伝導体SrAuSi3の発見と、その電子構造・超伝導状態の解明

Keywords: 強相関電子系、超伝導、スピン・軌道相互作用

量子機能分野 強相関物質グループ

磯部 雅朗
ISOBE.Masaaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/strong-correlated-materials/

 銅酸化物高温超伝導、鉄系超伝導における異常な超伝導状態の解明

 高性能新型超伝導体開発への期待

 強相関電子系物理の進展

 強相関電子に起因する強結合超伝導

 スピン・軌道相互作用が関わる特異な電子状態と擬スピン超伝導

 対称性の破れによるパリティ混合超伝導と高上部臨界磁場

・N. Barbero, P. K. Biswas, M. Isobe et al., Phys. Rev. B 97, 024501 (2018).

・M. Isobe, M. Arai, and N. Shirakawa, Phys. Rev. B 93, 054519 (2016).

・M. Isobe, H. Yoshida, K. Kimoto, M. Arai, and E. Takayama-Muromachi, Chem. Mater. 26, 2155 (2014).

 空間反転対称性の無い新超伝導体SrAuSi3の発見

 SrAuSi3の電子構造・超伝導状態の解明

 新型超伝導体の開発

 高温超伝導体の開発

 高上部臨界磁場超伝導体の開発

 超伝導電磁気効果の発現

第一原理バンド計算により求めたSrAuSi3のフェルミ面形状。

SrAuSi3の電子比熱の温度依存性。

SrAuSi3の横磁場 SR時間スペクトルと
磁場侵入長（ -2）の温度依存性。

SrAuSi3の結晶構造と電気抵抗の温度依存性。
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Band-1 Band-2
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冷却で電荷秩序と体積膨張を示す物質

顔
写真

室温相 YbV4O8 低温相

P21/n 空間群(構造の対称性)不変 P21/n

均一 V3+とV4+の分布 電荷秩序

通常の常磁性 磁性 スピン一重項状態の可能性

縮小 単位格子の体積 膨張

Keywords: 電荷秩序、空間群不変の構造相転移

量子機能分野 強相関物質グループ

菅家 康
KANKE.Yasushi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kanke_yasushi

 温度、圧力、磁場、電場等の様々な”場”により性質が変わる(相転移)物質は、様々な分野で利

用されています。当機構で見出された物質が、 冷却により特異な相転移を示すことがわかってきま

した。

 この物質が示す相転移（空間群不変の電荷秩序転移、低温側で体積膨張） は稀な性質です。

圧力による電気伝導性の制御、磁場による電気伝導性、密度の制御等に応用できる可能性があり

ます。

・Friese, Kanke, Fitch, Morgenroth, Grzechnik, Acta Crystallogr. B64, (2008) 652-660.

・Friese, Kanke, Fitch, Grzechnik, Chem. Mater., 19 (2007) 4882-4889.

 空間群不変の構造相転移

 電荷秩序

 温度、圧力、磁場、電場等の様々な”場”による電気

伝導性の制御
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Point defect tuning of microwave dielectric loss 
in Ba3MgTa2O9

Defect chemistry of functional materials
Microwave dielectrics, magnetoelectrics, catalysts

Taras Kolodiazhnyi
Quantum Materials Field / Strongly Correlated Materials Group 

 Electron and phonon transport in solids. Electron-phonon correlations, localization
 Multiferroics, magnetoelectrics and magnetic semiconductors
 The role of extrinsic and intrinsic point defects in the dielectric loss at microwave 

frequency 

 Understanding the role of the point defects in electron localization, phonon damping 
and photon absorption

 Development of materials suitable for 5G and 6G wireless communication networks 
and communication satellites

 T. Kolodiazhnyi et al., Unusual lattice evolution and magnetochemistry of Nb doped CeO2. Acta Materialia
113, 116 – 123 (2016).

 T. Kolodiazhnyi, et al, Effect of temperature and stoichiometry on the long-range 1:2 cation order in 
BaZn1/3Ta 2/3O3 . J. Eur. Ceram. Soc., 38, 1517 – 1523 (2018)

 Understanding of the origin of extrinsic dielectric 
loss in complex perovskite ceramics

 Understanding of electron localization process in 
ceria

 Discovery of novel magnetoelectrics

 Efficient use of material resources and  size 
reduction of microwave devices.

 Reduction of cost of the communication and 
exploration satellites 

 Efficient use of microwave frequency bands

Colossal magnetocapacitance in Ce2O3

KOLODIAZHNYI.taras@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kolodiazhnyi_taras?locale=en/ 

Cr(IV)酸化物の探索とその電子物性

← Cr(IV)O6⼋⾯体が辺共有の場合

酸素上にホール（⻘⾊⽮印）が⽣じて強磁性相関を
もたらす。

それまで知られていなかった効果。

Keywords: Cr(IV)酸化物、磁性、高圧合成

量子機能分野 強相関物質グループ

櫻井 裕也
SAKURAI.Hiroya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakurai_hiroya

 磁気テープ等に用いられるCrO2の強磁性の起源が不明

 t2g電子系における異常高原子価状態についての知見が不足

 Cr(IV)酸化物の物質例が極めて少ない

 C(IV)酸化物の合成法を開発する

 t2g電子系の異常高原子価状態について理解する

 Cr(IV)酸化物の結晶構造と電子物性の関係性を理解する

・M. Taguchi, et al., Unusual coexistence of negative and positive charge transfer in mixed valence NaxCa1-xCr2O4, Phys. 
Rev. B, 96 (2017) 245113.

・T. Ishiakwa, et al., Reversed crystal-field splitting and spin-orbital ordering in α-Sr2CrO4, J. Phys. Soc. Jpn., 86 
(2017) 033701.

・桜井裕也 ４価クロム酸化物の高圧合成とその電子物性 粉体及び粉末冶金 64 (2017) 163-172.

 高圧合成法はCr(IV)酸化物の合成に適する

 Cr(IV)O6八面体の結合様式により電子状態が異なる

 酸素上のホールが新たな強磁性相互作用をもたらす

 より簡易な方法で合成出来る物質の開発

 高い温度で異常を示す物質の開発

 高性能な強磁性体の開発

→ Cr(IV)O6⼋⾯体が頂点共有の場合

酸素上のホールはほとんど⽣じない。しかし異常⾼
原⼦価の効果により3d軌道の結晶場分裂の仕⽅が変
わる。

それにより軌道⾃由度が⽣じ構造相転移が起こる。
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Point defect tuning of microwave dielectric loss 
in Ba3MgTa2O9

Defect chemistry of functional materials
Microwave dielectrics, magnetoelectrics, catalysts

Taras Kolodiazhnyi
Quantum Materials Field / Strongly Correlated Materials Group 

 Electron and phonon transport in solids. Electron-phonon correlations, localization
 Multiferroics, magnetoelectrics and magnetic semiconductors
 The role of extrinsic and intrinsic point defects in the dielectric loss at microwave 

frequency 

 Understanding the role of the point defects in electron localization, phonon damping 
and photon absorption

 Development of materials suitable for 5G and 6G wireless communication networks 
and communication satellites

 T. Kolodiazhnyi et al., Unusual lattice evolution and magnetochemistry of Nb doped CeO2. Acta Materialia
113, 116 – 123 (2016).

 T. Kolodiazhnyi, et al, Effect of temperature and stoichiometry on the long-range 1:2 cation order in 
BaZn1/3Ta 2/3O3 . J. Eur. Ceram. Soc., 38, 1517 – 1523 (2018)

 Understanding of the origin of extrinsic dielectric 
loss in complex perovskite ceramics

 Understanding of electron localization process in 
ceria

 Discovery of novel magnetoelectrics

 Efficient use of material resources and  size 
reduction of microwave devices.

 Reduction of cost of the communication and 
exploration satellites 

 Efficient use of microwave frequency bands

Colossal magnetocapacitance in Ce2O3

KOLODIAZHNYI.taras@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kolodiazhnyi_taras?locale=en/ 

Cr(IV)酸化物の探索とその電子物性

← Cr(IV)O6⼋⾯体が辺共有の場合

酸素上にホール（⻘⾊⽮印）が⽣じて強磁性相関を
もたらす。

それまで知られていなかった効果。

Keywords: Cr(IV)酸化物、磁性、高圧合成

量子機能分野 強相関物質グループ

櫻井 裕也
SAKURAI.Hiroya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakurai_hiroya

 磁気テープ等に用いられるCrO2の強磁性の起源が不明

 t2g電子系における異常高原子価状態についての知見が不足

 Cr(IV)酸化物の物質例が極めて少ない

 C(IV)酸化物の合成法を開発する

 t2g電子系の異常高原子価状態について理解する

 Cr(IV)酸化物の結晶構造と電子物性の関係性を理解する

・M. Taguchi, et al., Unusual coexistence of negative and positive charge transfer in mixed valence NaxCa1-xCr2O4, Phys. 
Rev. B, 96 (2017) 245113.

・T. Ishiakwa, et al., Reversed crystal-field splitting and spin-orbital ordering in α-Sr2CrO4, J. Phys. Soc. Jpn., 86 
(2017) 033701.

・桜井裕也 ４価クロム酸化物の高圧合成とその電子物性 粉体及び粉末冶金 64 (2017) 163-172.

 高圧合成法はCr(IV)酸化物の合成に適する

 Cr(IV)O6八面体の結合様式により電子状態が異なる

 酸素上のホールが新たな強磁性相互作用をもたらす

 より簡易な方法で合成出来る物質の開発

 高い温度で異常を示す物質の開発

 高性能な強磁性体の開発

→ Cr(IV)O6⼋⾯体が頂点共有の場合

酸素上のホールはほとんど⽣じない。しかし異常⾼
原⼦価の効果により3d軌道の結晶場分裂の仕⽅が変
わる。

それにより軌道⾃由度が⽣じ構造相転移が起こる。
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新奇な遷移金属酸化物の探索と結晶育成

改良したフラックス法により、良質で平坦な結晶面を持つ
Pr1-xLaxAlO3単結晶の育成に成功しました。
これらの結晶を用いた比熱や高分解能X線散乱実験から、
構造相転移の振る舞いを明らかにしました。

他に、溶液引き上げ法や化学輸送法などにより、遷移金
属酸化物の単結晶育成開発、およびそれらの精密な物
性測定を行っています。

フラックス法の入門書を出版しました。

Keywords: 遷移金属酸化物、フラックス結晶育成、電子・磁気物性

量子機能分野 強相関物質グループ

橘 信
TACHIBANA.Makoto@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tachibana_makoto

新しい電子デバイスを開発するためには、新奇な物質や物性を探索して良質な単結晶を育成する

ことが重要であると考えられます。遷移金属酸化物には超伝導体、強誘電体、磁性体といったもの

がありますが、さらに新しい性質を示すものが期待されます。

新しい物質を探索するには、超高圧下や特殊な雰囲気中での合成が重要になります。また、物質の

性質を精密に調べるには、良質で大型の単結晶を育成することが重要であります。

・ M. Tachibana, Beginner’s Guide to Flux Crystal Growth, NIMS Monographs, Springer (2017) 130 pages.

・ 橘 信、宝石学会誌 33 (2018) 13-19. 

・ A. M. Hallas et al, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 187201-1-6.

 特殊な条件下における遷移金属酸化物の合成

 良質単結晶の育成

 精密な電子・磁気物性および構造変化の測定

 新規な物性を基にした電子素子開発への展開

 遷移金属酸化物の超純良単結晶の開発と製品化

走査SQUID顕微鏡による電流の直接測定

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

有沢 俊一
ARISAWA.Shunichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/arisawa_shunichi

Keywords: Scanning, SQUID microscopy

超伝導体中に生じる磁束量子は電流との相互作用を持つ。本研究では走査SQUID顕微鏡を用い

て磁束量子の観察を行う場合において、局所的な電流分布を磁束量子と同時に観測できる手法を

示す。

 量子化された磁束と電流の同時測定など。

 特許第5476584号 電流の方向と密度の測定方法、

表示方法及び測定表示装置 1件

超伝導薄膜内での電流ベクトルを、ごく近傍のみの測定にて走査SQUID顕微鏡内で同時測定を可

能とする。これにより磁束整流作用の直接観察に結び付けるほか、同様の手法は他の磁気観測法

を用いても応用可能である。

 空間分解能、感度、温度、磁場等の範囲がことなる

観察対象への適用。

膜面内を流れる電流ベクトル分布を磁気信号により測定するには、一般的には測定したい部分を含む試料の広い

範囲を計測し、逆フーリエ変換を行うことにより推定することが可能です。

超伝導体内では磁束がΦ0=h/2e=2.07×10-15T・m単位に量子化されます。走査SQUID顕微鏡を用いるとこの

磁束量子1つ1つを直接観察することが可能です。電流と磁束量子の相互作用を直接観察することは、磁束量子デ

バイスの開発においても、線材開発においても重要です。しかし、磁束量子との同時測定を行うに当たっては、磁束

量子の測定の走査範囲と膜全体の走査範囲のスケールが大きく異なるため、同一装置での同時測定は困難です。

本手法では、微小な非導電性の領域を設け、もしくは元々存在する非導電性領域を利用し、本研究は、穴の周

囲を走査SQUID顕微鏡で観測することにより、逆フーリエ変換を用いることなく、ピンポイントでの計測が可能です。これ

により、低磁場領域での電流分布観測と磁束量子の同時観測が可能となります。

特に超伝導体中の結晶粒界での挙動観察に有効なため、こ

れを利用して、磁束整流作用の直接観察の研究に用いていま

す。

円形以外の非導電性の領域においても、周辺の狭い領域の

磁気信号の観察と計算を組み合わせることにより、測定可能で

す。また、スルーホール等の元からある構造の局所領域評価に

も適用可能で、また他の磁気観測にも適用可能であり、様々な

空間スケールでの応用が可能です。

• 走査SQUID顕微鏡による酸化物超伝導薄膜中の磁束・電流・欠陥の同時評価。電気学会誌E。Vol. 133, No. 10 pp. 
312-313.

• “Direct Observation of Local Shielding Currents in Superconducting Thin Films under Low Magnetic Field by 
Scanning Superconducting Quantum Interference Device Microscopy” Jpn. J. Appl. Phys. 51 (2012) 095804. 
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新奇な遷移金属酸化物の探索と結晶育成

改良したフラックス法により、良質で平坦な結晶面を持つ
Pr1-xLaxAlO3単結晶の育成に成功しました。
これらの結晶を用いた比熱や高分解能X線散乱実験から、
構造相転移の振る舞いを明らかにしました。

他に、溶液引き上げ法や化学輸送法などにより、遷移金
属酸化物の単結晶育成開発、およびそれらの精密な物
性測定を行っています。

フラックス法の入門書を出版しました。

Keywords: 遷移金属酸化物、フラックス結晶育成、電子・磁気物性

量子機能分野 強相関物質グループ

橘 信
TACHIBANA.Makoto@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tachibana_makoto

新しい電子デバイスを開発するためには、新奇な物質や物性を探索して良質な単結晶を育成する

ことが重要であると考えられます。遷移金属酸化物には超伝導体、強誘電体、磁性体といったもの

がありますが、さらに新しい性質を示すものが期待されます。

新しい物質を探索するには、超高圧下や特殊な雰囲気中での合成が重要になります。また、物質の

性質を精密に調べるには、良質で大型の単結晶を育成することが重要であります。

・ M. Tachibana, Beginner’s Guide to Flux Crystal Growth, NIMS Monographs, Springer (2017) 130 pages.

・ 橘 信、宝石学会誌 33 (2018) 13-19. 

・ A. M. Hallas et al, Phys. Rev. Lett. 119 (2017) 187201-1-6.

 特殊な条件下における遷移金属酸化物の合成

 良質単結晶の育成

 精密な電子・磁気物性および構造変化の測定

 新規な物性を基にした電子素子開発への展開

 遷移金属酸化物の超純良単結晶の開発と製品化

走査SQUID顕微鏡による電流の直接測定

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

有沢 俊一
ARISAWA.Shunichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/arisawa_shunichi

Keywords: Scanning, SQUID microscopy

超伝導体中に生じる磁束量子は電流との相互作用を持つ。本研究では走査SQUID顕微鏡を用い

て磁束量子の観察を行う場合において、局所的な電流分布を磁束量子と同時に観測できる手法を

示す。

 量子化された磁束と電流の同時測定など。

 特許第5476584号 電流の方向と密度の測定方法、

表示方法及び測定表示装置 1件

超伝導薄膜内での電流ベクトルを、ごく近傍のみの測定にて走査SQUID顕微鏡内で同時測定を可

能とする。これにより磁束整流作用の直接観察に結び付けるほか、同様の手法は他の磁気観測法

を用いても応用可能である。

 空間分解能、感度、温度、磁場等の範囲がことなる

観察対象への適用。

膜面内を流れる電流ベクトル分布を磁気信号により測定するには、一般的には測定したい部分を含む試料の広い

範囲を計測し、逆フーリエ変換を行うことにより推定することが可能です。

超伝導体内では磁束がΦ0=h/2e=2.07×10-15T・m単位に量子化されます。走査SQUID顕微鏡を用いるとこの

磁束量子1つ1つを直接観察することが可能です。電流と磁束量子の相互作用を直接観察することは、磁束量子デ

バイスの開発においても、線材開発においても重要です。しかし、磁束量子との同時測定を行うに当たっては、磁束

量子の測定の走査範囲と膜全体の走査範囲のスケールが大きく異なるため、同一装置での同時測定は困難です。

本手法では、微小な非導電性の領域を設け、もしくは元々存在する非導電性領域を利用し、本研究は、穴の周

囲を走査SQUID顕微鏡で観測することにより、逆フーリエ変換を用いることなく、ピンポイントでの計測が可能です。これ

により、低磁場領域での電流分布観測と磁束量子の同時観測が可能となります。

特に超伝導体中の結晶粒界での挙動観察に有効なため、こ

れを利用して、磁束整流作用の直接観察の研究に用いていま

す。

円形以外の非導電性の領域においても、周辺の狭い領域の

磁気信号の観察と計算を組み合わせることにより、測定可能で

す。また、スルーホール等の元からある構造の局所領域評価に

も適用可能で、また他の磁気観測にも適用可能であり、様々な

空間スケールでの応用が可能です。

• 走査SQUID顕微鏡による酸化物超伝導薄膜中の磁束・電流・欠陥の同時評価。電気学会誌E。Vol. 133, No. 10 pp. 
312-313.

• “Direct Observation of Local Shielding Currents in Superconducting Thin Films under Low Magnetic Field by 
Scanning Superconducting Quantum Interference Device Microscopy” Jpn. J. Appl. Phys. 51 (2012) 095804. 
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シームレス高温超伝導ループを用いた磁束伝達回路

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

小森 和範
KOMORI.Kazunori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/komori_kazunori

Keywords: 高温超伝導体、シームレス構造、超伝導磁束トランス

物体への透過性に優れる低周波磁気信号は生体観測や探傷検査などに有用

超伝導ループ線は、微弱な静磁場や超低周波の磁気信号を集束・伝達するデバイスとして機能

銅酸化物高温超伝導体ではループ線構造構築に必要な線材端面の超伝導接合が困難

 非破壊磁気診断のための静磁場・極低周波磁場計測

 既存磁気センサを高感度化する磁束収束コイル

 極低周波磁場検出に向けた非整合磁気結合アンテナ

 低磁場発生用超伝導電磁石

RE-123系の高温超伝導材料(HTS)を用いた77K動作超伝導磁束トランスの構築

「切り紙」手法により、線材端面の接合を回避し、ループ線全域で77Kにおける超伝導接続を維持

市販線材を基にメートル級の内径を持つマルチターンコイルを構築。グラジオメータ―構造に展開

 多巻コイル構造作製のための作業工程の機械化

 超伝導スイッチを含む電流制御回路の併設

 インダクタンスマッチングによる磁束伝達効率の向上

 HTSループ線上へのHTS-SQUID素子の直接搭載

・特許取得済み [特許登録第6083725号]

・電気学会論文誌E （センサ・マイクロマシン部門誌）, Vol. 138, 
No. 10, pp.449 (2018); DOI: 10.1541/ieejsmas.138.449

市販線材の利用市販線材の利用
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STM-SQUID磁気顕微鏡の開発

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

立木 実
TACHIKI.Minoru@nims.go.jp |  http://www.nims.go.jp/research/group/superconductor-quantum-phase/

Keywords: 高温超伝導体、超伝導量子干渉素子、磁気顕微鏡、トンネル顕微鏡

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り、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

微鏡の開発に期待がもたれています。

・IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 23 (2013) 1601804.

・Physics Procedia, 36 (2012) 300-305.

・IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 21 (2011) 420-423. 

 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。

 STM、STSとの同時測定による超伝導材料、磁性材料

などの磁気評価の多機能化。

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。走査トンネル顕微鏡とハイブ

リッド動作させることで、プローブ損傷をさせることなく高分解能を達成しました。

 磁気プローブからSQUIDへの信号伝達効率の改良。

 非伝導性試料への対応。

 SQUID顕微鏡ヘッド・クライオスタットのさらなる小型軽

量化。

Tunneling
current  ON

( 0.1 nA )
Magnetic signal

Lift

Tunneling
current OFF

Magnetic signal

Sapphire 
rod
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STM‐SQUID磁気顕微鏡の動作原理

STM‐SQUID磁気顕微鏡のセンサー部模式図

開発したSTM‐SQUID磁気顕微鏡ヘッド

ニッケル微細パターンのSTMおよび
SQUID磁気顕微鏡イメージ
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シームレス高温超伝導ループを用いた磁束伝達回路

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

小森 和範
KOMORI.Kazunori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/komori_kazunori

Keywords: 高温超伝導体、シームレス構造、超伝導磁束トランス

物体への透過性に優れる低周波磁気信号は生体観測や探傷検査などに有用

超伝導ループ線は、微弱な静磁場や超低周波の磁気信号を集束・伝達するデバイスとして機能

銅酸化物高温超伝導体ではループ線構造構築に必要な線材端面の超伝導接合が困難

 非破壊磁気診断のための静磁場・極低周波磁場計測

 既存磁気センサを高感度化する磁束収束コイル

 極低周波磁場検出に向けた非整合磁気結合アンテナ

 低磁場発生用超伝導電磁石

RE-123系の高温超伝導材料(HTS)を用いた77K動作超伝導磁束トランスの構築

「切り紙」手法により、線材端面の接合を回避し、ループ線全域で77Kにおける超伝導接続を維持

市販線材を基にメートル級の内径を持つマルチターンコイルを構築。グラジオメータ―構造に展開

 多巻コイル構造作製のための作業工程の機械化

 超伝導スイッチを含む電流制御回路の併設

 インダクタンスマッチングによる磁束伝達効率の向上

 HTSループ線上へのHTS-SQUID素子の直接搭載

・特許取得済み [特許登録第6083725号]

・電気学会論文誌E （センサ・マイクロマシン部門誌）, Vol. 138, 
No. 10, pp.449 (2018); DOI: 10.1541/ieejsmas.138.449

市販線材の利用市販線材の利用
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STM-SQUID磁気顕微鏡の開発

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

立木 実
TACHIKI.Minoru@nims.go.jp |  http://www.nims.go.jp/research/group/superconductor-quantum-phase/

Keywords: 高温超伝導体、超伝導量子干渉素子、磁気顕微鏡、トンネル顕微鏡

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り、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

微鏡の開発に期待がもたれています。

・IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 23 (2013) 1601804.

・Physics Procedia, 36 (2012) 300-305.

・IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, 21 (2011) 420-423. 

 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。

 STM、STSとの同時測定による超伝導材料、磁性材料

などの磁気評価の多機能化。

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。走査トンネル顕微鏡とハイブ

リッド動作させることで、プローブ損傷をさせることなく高分解能を達成しました。

 磁気プローブからSQUIDへの信号伝達効率の改良。

 非伝導性試料への対応。

 SQUID顕微鏡ヘッド・クライオスタットのさらなる小型軽

量化。
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ニッケル微細パターンのSTMおよび
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ナノ構造による高温超伝導体の機能化
Keywords: 高温超伝導体、ナノ構造、渦糸量子（ボルテックス）

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

大井 修一
OOI.Shuuichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ooi_shuuichi

超伝導体中の量子化された磁場（渦糸量子）の振る舞いを理解し制御することは、超伝導体の線

材応用（ピン止めの最適化）や磁気センサー等のデバイス応用上重要である。また、学究的には高

温超伝導体のもつ特異な超伝導状態（渦糸液体、d波超伝導、固有ジョセフソン接合構造など ）に

おけるひも状物質の物理として興味を持たれている。

従来超伝導体中への人工的に制御したピン止め中心の導入は、微細加工技術の発展に伴い研

究が進んだが、より高い温度で使用できる高温超伝導体においては、高品質薄膜作製がネックとな

りナノ構造を持つ系での本質的な物性研究が進んでいない。本研究では、単結晶を用いた薄膜作

製と低ダメージ微細加工により、渦糸量子物性を明らかにし、機能化を図る。

・ S. Ooi, T. Mochiku, M. Tachiki, and K. Hirata, Phys. Rev. Lett. 114, 087001 (2015).
・ S. Ooi, T. Mochiku, M. Tachiki, and K. Hirata, Physics Procedia 81, 85-88 (2016).
・ S. Ooi, T. Mochiku, M. Tachiki, and K. Hirata, Journal of Physics: Conference Series. 871, 012019 (2017).

 微小高温超伝導体単結晶で、単一渦糸量子の侵
入と渦糸格子融解現象の同時観測を可能とし、渦
糸配置の整合性による結晶融解温度の振動現象を
見出した。

 全Bi2212単一渦糸メモリを試作した。

 酸化物高温超伝導体において、微細加工（数nm～
数10nm）を追求することで、単一の超伝導渦糸量
子の制御を中心として、高温超伝導体に内在する
新奇な物性の発現を目指す。

銅酸化物⾼温超伝導体の独特な超伝導状態（渦⽷液体、固有ジョセフソン接合、d波超伝導など）

• 高品質単結晶薄膜
• 低ダメージナノ加工

⾼温超伝導体の新機能探索

例1. 固有ジョセフソン接合への単⼀渦⽷侵⼊と渦⽷格⼦融解転移

5 m

微⼩結晶中に閉じ込
められた渦⽷数に応
じた渦⽷結晶の融解
温度の振動

IJJs
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例2. 単⼀渦⽷制御（メモリ動作）
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強磁場を用いたセラミックスの微構造制御

機能性粉体・セラミックス分野 セラミックスプロセッシンググループ

鈴木 達
SUZUKI.Tohru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/suzuki_tohru

Keywords: 微粒子、分散、焼結、結晶配向、透光性、電気伝導

 物質における異方性の利用による材料の特性向上

 冷凍機の発達などによる超伝導マグネットの利便性向上

 各種焼成プロセスなどのセラミックス作製方法の発達

・T. Ashikaga, B-N Kim, H. Kiyono, T. S. Suzuki*, J. Euro. Ceram. Soc., 38, 2735-2741 (2018).
・T. S. Suzuki, Y. Suzuki, et al, J. Am. Ceram. Soc., 99 [6] 1852–1854 (2016).
・H. Yamada, T. S. Suzuki, et al, APL Materials, 1, 4, 042110-1-042110-5, (2013).

 圧電体、透光性材料、電池電極と電解質、イオン伝

導体、アルミナ、SiC、AlN、ZnOなどへの適用が可能

 高分子を含めた種々のマトリックスへのセラミックス

フィラー、短繊維などの一方向分散

 強磁場を用いたセラミックスの結晶配向による微構造制御

 放電プラズマ焼結などを用いた微構造制御

 熱伝導、電気伝導、圧電特性、透光性などの様々な機能特性の制御

顔
写真

 必要となる磁場強度の低減。

 連続プロセスへの拡張。

セラミックス粒子をスラリー中に分散し、成形中に磁場を印加す
ることで配向制御を行うプロセス。

物質の結晶構造が非対称であることを配向原理に用いるため
に、各種セラミックスに適用可能であり、汎用性が高いことを実証。

結晶配向によるアルミナの透光性向上 形状異方性粒子と磁場を用いた多軸配向制御

20m
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010001
3軸配向制御MgTi2O5
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ナノ構造による高温超伝導体の機能化
Keywords: 高温超伝導体、ナノ構造、渦糸量子（ボルテックス）

量子機能分野 超伝導位相エンジニアリンググループ

大井 修一
OOI.Shuuichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ooi_shuuichi

超伝導体中の量子化された磁場（渦糸量子）の振る舞いを理解し制御することは、超伝導体の線

材応用（ピン止めの最適化）や磁気センサー等のデバイス応用上重要である。また、学究的には高

温超伝導体のもつ特異な超伝導状態（渦糸液体、d波超伝導、固有ジョセフソン接合構造など ）に

おけるひも状物質の物理として興味を持たれている。

従来超伝導体中への人工的に制御したピン止め中心の導入は、微細加工技術の発展に伴い研

究が進んだが、より高い温度で使用できる高温超伝導体においては、高品質薄膜作製がネックとな

りナノ構造を持つ系での本質的な物性研究が進んでいない。本研究では、単結晶を用いた薄膜作

製と低ダメージ微細加工により、渦糸量子物性を明らかにし、機能化を図る。

・ S. Ooi, T. Mochiku, M. Tachiki, and K. Hirata, Phys. Rev. Lett. 114, 087001 (2015).
・ S. Ooi, T. Mochiku, M. Tachiki, and K. Hirata, Physics Procedia 81, 85-88 (2016).
・ S. Ooi, T. Mochiku, M. Tachiki, and K. Hirata, Journal of Physics: Conference Series. 871, 012019 (2017).

 微小高温超伝導体単結晶で、単一渦糸量子の侵
入と渦糸格子融解現象の同時観測を可能とし、渦
糸配置の整合性による結晶融解温度の振動現象を
見出した。

 全Bi2212単一渦糸メモリを試作した。

 酸化物高温超伝導体において、微細加工（数nm～
数10nm）を追求することで、単一の超伝導渦糸量
子の制御を中心として、高温超伝導体に内在する
新奇な物性の発現を目指す。

銅酸化物⾼温超伝導体の独特な超伝導状態（渦⽷液体、固有ジョセフソン接合、d波超伝導など）

• 高品質単結晶薄膜
• 低ダメージナノ加工

⾼温超伝導体の新機能探索

例1. 固有ジョセフソン接合への単⼀渦⽷侵⼊と渦⽷格⼦融解転移

5 m

微⼩結晶中に閉じ込
められた渦⽷数に応
じた渦⽷結晶の融解
温度の振動

IJJs

Iprobe

Icontrol

例2. 単⼀渦⽷制御（メモリ動作）
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強磁場を用いたセラミックスの微構造制御

機能性粉体・セラミックス分野 セラミックスプロセッシンググループ

鈴木 達
SUZUKI.Tohru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/suzuki_tohru

Keywords: 微粒子、分散、焼結、結晶配向、透光性、電気伝導

 物質における異方性の利用による材料の特性向上

 冷凍機の発達などによる超伝導マグネットの利便性向上

 各種焼成プロセスなどのセラミックス作製方法の発達

・T. Ashikaga, B-N Kim, H. Kiyono, T. S. Suzuki*, J. Euro. Ceram. Soc., 38, 2735-2741 (2018).
・T. S. Suzuki, Y. Suzuki, et al, J. Am. Ceram. Soc., 99 [6] 1852–1854 (2016).
・H. Yamada, T. S. Suzuki, et al, APL Materials, 1, 4, 042110-1-042110-5, (2013).

 圧電体、透光性材料、電池電極と電解質、イオン伝

導体、アルミナ、SiC、AlN、ZnOなどへの適用が可能

 高分子を含めた種々のマトリックスへのセラミックス

フィラー、短繊維などの一方向分散

 強磁場を用いたセラミックスの結晶配向による微構造制御

 放電プラズマ焼結などを用いた微構造制御

 熱伝導、電気伝導、圧電特性、透光性などの様々な機能特性の制御

顔
写真

 必要となる磁場強度の低減。

 連続プロセスへの拡張。

セラミックス粒子をスラリー中に分散し、成形中に磁場を印加す
ることで配向制御を行うプロセス。

物質の結晶構造が非対称であることを配向原理に用いるため
に、各種セラミックスに適用可能であり、汎用性が高いことを実証。

結晶配向によるアルミナの透光性向上 形状異方性粒子と磁場を用いた多軸配向制御
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電気化学インピーダンス統合解析ソフトの開発

機能性粉体・セラミックス分野 セラミックスプロセッシンググループ

小林 清
KOBAYASHI.Kiyoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_kiyoshi

Keywords: インピーダンス，統合解析ソフト，自動解析

 電気化学インピーダンス解析における解析モデルの曖昧さ

 様々な解析法が複数のソフトウェアに分散（解析法ごとに異なるソフトウェア）

 新規機能実装の遅れ

・K. Kobayashi, Y. Sakka, T.S. Suzuki, J. Ceram. Soc. Jpn., 124, 943-949 (2016)

・K. Kobayashi, T. S. Suzuki, J. Phys. Soc. Jpn., 87, 043004 (2018)

・K. Kobayashi, T. S. Suzuki, J. Phys. Soc. Jpn., in press

 電気化学インピーダンス全般（電池，キャパシター）

 様々なスペクトルでの解析実績の積み上げ

 スペクトル機械学習解析点の展開

 高機能GUI実装による経験則パラメータ利用の排除：物理解釈が可能なモデル構築

 様々な解析法を1つのソフトに統合化

 新機能開発のベースプラットフォームソフトウェア

顔
写真

 本ソフトウェアの普及活動

 解析結果の計算化学へのフィードバック

 高級言語を用いた独立ソフトウェア化

主要機能

グラフィック表示機能
・全スペクトル情報の並列表示
・部分スペクトル自動表示
・部分スペクトル強調表示機能

モデル構築支援機能
・GUI型モデル構築支援機能

スペクトル・フィッティング
・複素非線形最小自乗法（LM法）

KK変換テスト
・従来法，経験則法，Z-HIT法

自動解析機能
・独自の簡易人工知能アルゴリズムを実装

その他
・ノイズ重畳データのマスク機能

緩和時間分布解析
・独自の離散緩和時間分布解析
・連続緩和時間解析

逆フーリエ変換法
境界拘束付きElastic Net正則化法

Ultra-high temperature ceramic by EСAST
Keywords: UHTC, ECAST,  ultra-hard, tough, ultra-strong

Oleg Vasylkiv
Functional Powder & Advanced Ceramics Field / Ceramics Processing Group
Oleg.VASYLKIV@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/oleg_vasylkiv

Ultra-high temperature (UHTC) bulk non-oxide and oxide ceramic show excellent properties
controlled by composition, grains and by grain boundaries. They are composites where grains
and boundaries are the ‘components’. The concept of ‘multilevel design’ from nano to macro
levels and concept ‘composite within a composite’ are emerging.

Engineering of bulk B13C2, B6O, B4C–TiB2, TiB2–B, B4C–TaB2, B6O-B4C, TiB2–NbC, ZrB2–TaB2,
NbB2 composites with unique structure, strength, hardness and toughness by combining the
merits of powder synthesis, Electric Current Activated Processing Techniques (ECAST) and of
processing strategies of establishing morpho-structural and compositional features, for
fabrication of multi-functional UHTC.

Strength of ECASTed B6O–MeB2 or B13C2 -MeB2
remained unchanged up to 1600 °C. Formation of
composite provides additional strengthening/
toughening. Strengths of ECASTed eutectic
composites stay unchanged or grow to GPa value
until 2000 °C, indicating its plastic behavior.

Establishing B13C2–(Ti,Ta(Nb))B2–(B/SiC) ceramics with
“cage”-like casket structure. Step by step formation
of unique structure to high-temperature plasticity.
Optimizing B and Ti diffusion into TaC to form
(Ta,Ti)CxB1-x. and analysis the Ta and/or Nb diffusion
to TiB2 and TiB2 partial dissolution in (Ti,Ta)B2 and
(Ta,Ti)CxB1-x during ECAST.

Ultra-hard boron-suboxide (B6O) star-shaped powder and bulk 
ceramic by reaction-driven ECAST

Elastic B13C2 -TiB2(-B/SiC) ultra-high 
temperature ceramic with ‘cage’- like 
casket structure exhibits high-temperature 
plasticity and GPa flexural strength.

• O. Vasylkiv, et al., Scripta Mater., 121 [8] 32-36 (2016).
• D. Demirskyi, O. Vasylkiv, et al., J. Am. Ceram. Soc. 100 [11] 5295-5305 (2017).
• D. Demirskyi, O. Vasylkiv J. Euro. Ceram. Soc. 37 [8] 3009–3014 (2017).
• D. Demirskyi, O. Vasylkiv, et al., J. Euro. Ceram. Soc., 37 [1] 393-397 (2017). 
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電気化学インピーダンス統合解析ソフトの開発

機能性粉体・セラミックス分野 セラミックスプロセッシンググループ

小林 清
KOBAYASHI.Kiyoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_kiyoshi

Keywords: インピーダンス，統合解析ソフト，自動解析

 電気化学インピーダンス解析における解析モデルの曖昧さ

 様々な解析法が複数のソフトウェアに分散（解析法ごとに異なるソフトウェア）

 新規機能実装の遅れ

・K. Kobayashi, Y. Sakka, T.S. Suzuki, J. Ceram. Soc. Jpn., 124, 943-949 (2016)

・K. Kobayashi, T. S. Suzuki, J. Phys. Soc. Jpn., 87, 043004 (2018)

・K. Kobayashi, T. S. Suzuki, J. Phys. Soc. Jpn., in press

 電気化学インピーダンス全般（電池，キャパシター）

 様々なスペクトルでの解析実績の積み上げ

 スペクトル機械学習解析点の展開

 高機能GUI実装による経験則パラメータ利用の排除：物理解釈が可能なモデル構築

 様々な解析法を1つのソフトに統合化

 新機能開発のベースプラットフォームソフトウェア

顔
写真

 本ソフトウェアの普及活動

 解析結果の計算化学へのフィードバック

 高級言語を用いた独立ソフトウェア化

主要機能

グラフィック表示機能
・全スペクトル情報の並列表示
・部分スペクトル自動表示
・部分スペクトル強調表示機能

モデル構築支援機能
・GUI型モデル構築支援機能

スペクトル・フィッティング
・複素非線形最小自乗法（LM法）

KK変換テスト
・従来法，経験則法，Z-HIT法

自動解析機能
・独自の簡易人工知能アルゴリズムを実装

その他
・ノイズ重畳データのマスク機能

緩和時間分布解析
・独自の離散緩和時間分布解析
・連続緩和時間解析

逆フーリエ変換法
境界拘束付きElastic Net正則化法

Ultra-high temperature ceramic by EСAST
Keywords: UHTC, ECAST,  ultra-hard, tough, ultra-strong

Oleg Vasylkiv
Functional Powder & Advanced Ceramics Field / Ceramics Processing Group
Oleg.VASYLKIV@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/oleg_vasylkiv

Ultra-high temperature (UHTC) bulk non-oxide and oxide ceramic show excellent properties
controlled by composition, grains and by grain boundaries. They are composites where grains
and boundaries are the ‘components’. The concept of ‘multilevel design’ from nano to macro
levels and concept ‘composite within a composite’ are emerging.

Engineering of bulk B13C2, B6O, B4C–TiB2, TiB2–B, B4C–TaB2, B6O-B4C, TiB2–NbC, ZrB2–TaB2,
NbB2 composites with unique structure, strength, hardness and toughness by combining the
merits of powder synthesis, Electric Current Activated Processing Techniques (ECAST) and of
processing strategies of establishing morpho-structural and compositional features, for
fabrication of multi-functional UHTC.

Strength of ECASTed B6O–MeB2 or B13C2 -MeB2
remained unchanged up to 1600 °C. Formation of
composite provides additional strengthening/
toughening. Strengths of ECASTed eutectic
composites stay unchanged or grow to GPa value
until 2000 °C, indicating its plastic behavior.

Establishing B13C2–(Ti,Ta(Nb))B2–(B/SiC) ceramics with
“cage”-like casket structure. Step by step formation
of unique structure to high-temperature plasticity.
Optimizing B and Ti diffusion into TaC to form
(Ta,Ti)CxB1-x. and analysis the Ta and/or Nb diffusion
to TiB2 and TiB2 partial dissolution in (Ti,Ta)B2 and
(Ta,Ti)CxB1-x during ECAST.

Ultra-hard boron-suboxide (B6O) star-shaped powder and bulk 
ceramic by reaction-driven ECAST

Elastic B13C2 -TiB2(-B/SiC) ultra-high 
temperature ceramic with ‘cage’- like 
casket structure exhibits high-temperature 
plasticity and GPa flexural strength.

• O. Vasylkiv, et al., Scripta Mater., 121 [8] 32-36 (2016).
• D. Demirskyi, O. Vasylkiv, et al., J. Am. Ceram. Soc. 100 [11] 5295-5305 (2017).
• D. Demirskyi, O. Vasylkiv J. Euro. Ceram. Soc. 37 [8] 3009–3014 (2017).
• D. Demirskyi, O. Vasylkiv, et al., J. Euro. Ceram. Soc., 37 [1] 393-397 (2017). 
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Carbon nanostructure composites
Keywords: Carbon nanotubes, graphene, structural/functional composites

Mehdi Estili
Functional Powder and Advanced Ceramics Field / Ceramics Processing Group
ESTILI.Mehdi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/estili_mehdi

Carbon nanostructures such as CNTs and graphene possess extraordinary mechanical 
and transport properties. They could be used as a reinforcement to realize novel 
structural/functional composites for various applications. However, their uniform 
dispersion within matrix materials is a great challenge. 

We aim to fabricate and characterize well-dispersed carbon nanostructure–reinforced 
composite materials with different matrixes (ceramics, metals, polymers), by using 
colloidal processing and spark plasma sintering. 

 Processing of novel well-dispersed carbon 
nanostructure–reinforced composites for 
structural functional applications

 Studying the direct reinforcing mechanism of 
carbon nanostructures in the composites

 Multifunctional CNT-concentrated composites
 Functionally graded carbon nanostructure 

composites
 Strain tolerant, thermal-shock resistant ceramic 

composites

・M. Estili et al., Advanced Materials (2012), 24, 4322
・M. Estili and Y. Sakka., Sci. Tech. Adv. Mater. (2014), 15, 064902
・M. Estili and A. Khademhosseini et al., Nanoscale (2015), 7, 6436

Introducing a processing method to fabricate 
well-dispersed CNT–ceramic matrix composites

Simultaneously tough, strong and strain-tolerant CNT-
concentrated alumina composites with record-breaking 

electrical conductivities (~5,000 S/m)

Processing of biocompatible graphene–hydrogel 
composites with improved properties for biomedical 

applications, using water-dispersible graphene

Processing of well-dispersed, aligned CNT–
aluminum matrix composites 

with improved strength and maintained ductility

透明異方性セラミックスの開発

顔
写真

異⽅性アパタイトを低温焼結(850˚C)
→ 組織微細化による透明度向上

Keywords: アルミナ、アパタイト、微細組織、通電加圧焼結

機能性粉体・セラミックス分野 外場制御焼結グループ

金 炳男
Kim.Byung-Nam@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/field-assisted-sintering

レーザーなどの光学材料としては立方晶セラミックスが使われており、複屈折性を示す異方性セラ

ミックスは透明化が難しく、ほとんど使われていない。優れた光学特性を示す異方性単結晶を対象

として、その多結晶セラミックスの透明化を図る。

 透明アルミナ、透明アパタイトの低温焼結による組織微細化

 成形モールド、通電方式、加熱スケジュールの制御による通電焼結手法の改良・開発

 レーザー用新規異方性セラミックスの開発

・“Dynamic grain growth during low-temperature spark plasma sintering of alumina”   Scripta Mater. 80(2014) 29.

・“Low-temperature spark plasma sintering of alumina by using SiC molding set”       J. Ceram. Soc. Jpn. 124(2016) 1141.

・“Spark plasma sintering of highly transparent hydroxyapatite ceramics”          J. Jpn. Soc. Powder Metall. 64(2017) 547.

 新規導電性SiCモールドを用いた低温焼結

 高透明アパタイトセラミックスの焼結

 低温（動的）粒成長挙動の機構解明

 希土類添加透明アパタイトセラミックスの開発

 焼結組織の微細・均質化手法の開発

新規異⽅性レーザーセラミックス
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Carbon nanostructure composites
Keywords: Carbon nanotubes, graphene, structural/functional composites

Mehdi Estili
Functional Powder and Advanced Ceramics Field / Ceramics Processing Group
ESTILI.Mehdi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/estili_mehdi

Carbon nanostructures such as CNTs and graphene possess extraordinary mechanical 
and transport properties. They could be used as a reinforcement to realize novel 
structural/functional composites for various applications. However, their uniform 
dispersion within matrix materials is a great challenge. 

We aim to fabricate and characterize well-dispersed carbon nanostructure–reinforced 
composite materials with different matrixes (ceramics, metals, polymers), by using 
colloidal processing and spark plasma sintering. 

 Processing of novel well-dispersed carbon 
nanostructure–reinforced composites for 
structural functional applications

 Studying the direct reinforcing mechanism of 
carbon nanostructures in the composites

 Multifunctional CNT-concentrated composites
 Functionally graded carbon nanostructure 

composites
 Strain tolerant, thermal-shock resistant ceramic 

composites

・M. Estili et al., Advanced Materials (2012), 24, 4322
・M. Estili and Y. Sakka., Sci. Tech. Adv. Mater. (2014), 15, 064902
・M. Estili and A. Khademhosseini et al., Nanoscale (2015), 7, 6436

Introducing a processing method to fabricate 
well-dispersed CNT–ceramic matrix composites

Simultaneously tough, strong and strain-tolerant CNT-
concentrated alumina composites with record-breaking 

electrical conductivities (~5,000 S/m)

Processing of biocompatible graphene–hydrogel 
composites with improved properties for biomedical 

applications, using water-dispersible graphene

Processing of well-dispersed, aligned CNT–
aluminum matrix composites 

with improved strength and maintained ductility

透明異方性セラミックスの開発

顔
写真

異⽅性アパタイトを低温焼結(850˚C)
→ 組織微細化による透明度向上

Keywords: アルミナ、アパタイト、微細組織、通電加圧焼結

機能性粉体・セラミックス分野 外場制御焼結グループ

金 炳男
Kim.Byung-Nam@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/field-assisted-sintering

レーザーなどの光学材料としては立方晶セラミックスが使われており、複屈折性を示す異方性セラ

ミックスは透明化が難しく、ほとんど使われていない。優れた光学特性を示す異方性単結晶を対象

として、その多結晶セラミックスの透明化を図る。

 透明アルミナ、透明アパタイトの低温焼結による組織微細化

 成形モールド、通電方式、加熱スケジュールの制御による通電焼結手法の改良・開発

 レーザー用新規異方性セラミックスの開発

・“Dynamic grain growth during low-temperature spark plasma sintering of alumina”   Scripta Mater. 80(2014) 29.

・“Low-temperature spark plasma sintering of alumina by using SiC molding set”       J. Ceram. Soc. Jpn. 124(2016) 1141.

・“Spark plasma sintering of highly transparent hydroxyapatite ceramics”          J. Jpn. Soc. Powder Metall. 64(2017) 547.

 新規導電性SiCモールドを用いた低温焼結

 高透明アパタイトセラミックスの焼結

 低温（動的）粒成長挙動の機構解明

 希土類添加透明アパタイトセラミックスの開発

 焼結組織の微細・均質化手法の開発

新規異⽅性レーザーセラミックス
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外場効果を活用した多機能セラミックスの創製

機能性紛体・セラミックス分野 外場制御焼結グループ

森田 孝治
ＭＯＲＩＴＡ.Koji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/morita_koji

Keywords: 放電プラズマ焼結（ＳＰＳ），透光性、機械的特性、通電効果

 実用化に向け、ナノ組織を制御した高・多機能セラミックスの創製

 外場を効果的に活用した新規創製技術の確立

 機能の発現原理、および外場効果の支配因子解明に基づく、新規な材料・合成手法の提案

・K. Morita, et al., Spark-Plasma-Sintering (SPS) Condition Optimization for Producing Transparent MgAl2O4 Spinel 
Polycrystal, J. Am. Ceram. Soc., 92[6] (2009) 1208–1216.

・森田孝治、放電プラズマ焼結（SPS）装置を用いた透光性セラミックスの創製、金属学会報まてりあ、53[1] (2014) 3-10.

 機械特性を兼備えた透明セラミックス光学材料

 外場効果の活用による、低温・短時間の新規低エネ

ルギー合成技術

 様々な光機能を有する光学材料への展開

 機能特性と機械的特性を兼備えた、新規セラミックス材料の提案

 既存の手法では達成できない、外場制御による新たなもの創り技術への期待

 理論に裏打されたセラミックス材料の設計指針および新規合成手法の構築

 通電効果の活性化に向けた支配因子の解明

 光学および機械的特性を両立するためのナノ組織

制御技術の実現

 原料の高品質化に向けた合成技術

「通電」を利用した放電プラズマ焼結（SPS）法の模式図：
焼結の促進が期待できる。

通電焼結の最適化による組織細粒化により、
透光性（上）と力学特性（下）を同時に改善。

可視から赤外の広帯域において、優れた透光性達成。 変形中の通電による、変形挙動変化：通電
効果の有効活用で、焼結性と可塑性を促進。

セラミックスの低温・高速加工技術

機能性粉体・セラミックス分野 外場制御焼結グループ

吉田 英弘
YOSHIDA.Hidehiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshida_hidehiro

Keywords: 構造セラミックス 超塑性加工

 高強度構造セラミックス多結晶体は脆性であり 塑性加工が困難

 構造セラミックスを高温で塑性加工する既存技術では 操業温度が高温・歪速度が遅かった

 添加物等による材料の高温軟化に依らず 低温且つ短時間で塑性加工を容易にする必要

・F. Wakai et al., Acta Mater., 50 (2002) 1177.

・H. Yoshida, Y. Sasaki, Scripta Mater., 146 (2018) 173.

 応用分野：ファインセラミックスの塑性加工

 複合材料を含むセラミックス多結晶体に適用可能

 圧縮・曲げにも対応可

 電場の働きを利用した 高強度構造セラミックスの塑性加工装置開発

 電場下での酸化物構造セラミックスの塑性変形挙動の検証

顔
写真

 大型部材への適用

 複雑形状への加工

 加工精度の検討

セラミックスは 臨界値以上の温度・電場下で原子拡散
自己促進状態となる
1000ºC以下の低温においても 低い応力で従来の10倍

以上の速度で塑性加工が可能になる
（特願2016-226977）

電場効果：
変形応力の低減と
延性の向上

• 正方晶ZrO2多結晶体（TZP）焼結体に直流電場を印加すると 炉内温度
1000ºC以下でも公称ひずみ100%以上の引張り変形が可能

• TZP通常焼結品で 超塑性金属材料と同等の条件（従来技術によるTZPの
変形と比較して500ºC低温・20倍の高速）で 150%以上の引張り伸び

F. Wakai (2002)

電場印加

原子拡散自己促進状態に遷移
⇒  粒界すべりによる塑性変形が

低温・高速で促進

セラミック試験片
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外場効果を活用した多機能セラミックスの創製

機能性紛体・セラミックス分野 外場制御焼結グループ

森田 孝治
ＭＯＲＩＴＡ.Koji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/morita_koji

Keywords: 放電プラズマ焼結（ＳＰＳ），透光性、機械的特性、通電効果

 実用化に向け、ナノ組織を制御した高・多機能セラミックスの創製

 外場を効果的に活用した新規創製技術の確立

 機能の発現原理、および外場効果の支配因子解明に基づく、新規な材料・合成手法の提案

・K. Morita, et al., Spark-Plasma-Sintering (SPS) Condition Optimization for Producing Transparent MgAl2O4 Spinel 
Polycrystal, J. Am. Ceram. Soc., 92[6] (2009) 1208–1216.

・森田孝治、放電プラズマ焼結（SPS）装置を用いた透光性セラミックスの創製、金属学会報まてりあ、53[1] (2014) 3-10.

 機械特性を兼備えた透明セラミックス光学材料

 外場効果の活用による、低温・短時間の新規低エネ

ルギー合成技術

 様々な光機能を有する光学材料への展開

 機能特性と機械的特性を兼備えた、新規セラミックス材料の提案

 既存の手法では達成できない、外場制御による新たなもの創り技術への期待

 理論に裏打されたセラミックス材料の設計指針および新規合成手法の構築

 通電効果の活性化に向けた支配因子の解明

 光学および機械的特性を両立するためのナノ組織

制御技術の実現

 原料の高品質化に向けた合成技術

「通電」を利用した放電プラズマ焼結（SPS）法の模式図：
焼結の促進が期待できる。

通電焼結の最適化による組織細粒化により、
透光性（上）と力学特性（下）を同時に改善。

可視から赤外の広帯域において、優れた透光性達成。 変形中の通電による、変形挙動変化：通電
効果の有効活用で、焼結性と可塑性を促進。

セラミックスの低温・高速加工技術

機能性粉体・セラミックス分野 外場制御焼結グループ

吉田 英弘
YOSHIDA.Hidehiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshida_hidehiro

Keywords: 構造セラミックス 超塑性加工

 高強度構造セラミックス多結晶体は脆性であり 塑性加工が困難

 構造セラミックスを高温で塑性加工する既存技術では 操業温度が高温・歪速度が遅かった

 添加物等による材料の高温軟化に依らず 低温且つ短時間で塑性加工を容易にする必要

・F. Wakai et al., Acta Mater., 50 (2002) 1177.

・H. Yoshida, Y. Sasaki, Scripta Mater., 146 (2018) 173.

 応用分野：ファインセラミックスの塑性加工

 複合材料を含むセラミックス多結晶体に適用可能

 圧縮・曲げにも対応可

 電場の働きを利用した 高強度構造セラミックスの塑性加工装置開発

 電場下での酸化物構造セラミックスの塑性変形挙動の検証

顔
写真

 大型部材への適用

 複雑形状への加工

 加工精度の検討

セラミックスは 臨界値以上の温度・電場下で原子拡散
自己促進状態となる
1000ºC以下の低温においても 低い応力で従来の10倍

以上の速度で塑性加工が可能になる
（特願2016-226977）

電場効果：
変形応力の低減と
延性の向上

• 正方晶ZrO2多結晶体（TZP）焼結体に直流電場を印加すると 炉内温度
1000ºC以下でも公称ひずみ100%以上の引張り変形が可能

• TZP通常焼結品で 超塑性金属材料と同等の条件（従来技術によるTZPの
変形と比較して500ºC低温・20倍の高速）で 150%以上の引張り伸び

F. Wakai (2002)

電場印加

原子拡散自己促進状態に遷移
⇒  粒界すべりによる塑性変形が

低温・高速で促進

セラミック試験片
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Optically functional ceramic materials
Keywords: Phosphor, transparent ceramics, powder technology, optical functionality

Ji-Guang Li
Functional Powder and Advanced Ceramics Field / Field Assisted Sintering Group
LI.Jiguang@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/li_jiguang

 Phosphors and transparent ceramics are being widely used for LED lighting, solid 
lasers, and scintillators 

 YAG and Y2O3 based ceramics are well known, but there are still strong needs in the 
development of new materials and better fabrication technologies.

 Development of GdAG-based solid solutions as efficient phosphors
 Fabrication of single-crystal-like (Y,Gd)2O3:RE (RE=Eu, Tb etc) transparent ceramics 

via advanced powder processing and vacuum sintering;
 Seeking enhanced luminescence with the energy transfer from Gd3+ to the activator 

 J.-G. Li, Y. Sakka, Science and Technology of Advanced Materials, 2015, 16, 014902.
 B. Lu, J.-G. Li, Y. Sakka, et al., Journal of the American Ceramic  Society, 2015, 98[5], 1413-1422.
 B. Lu, J.-G. Li, Y. Sakka, et al., Journal of the American Ceramic  Society, 2015, 98[8], 2480-2487.

 GdAG-based new phosphors
 Advanced processing technologies for highly   

sinterable oxide powders
 Single-crystal like transparent ceramics
 Excellent luminescent performances

 Phosphors for scintillation and LED lighting
 Ceramic scintillators for X-CT etc.
 High temperature window, IR window, and 

solid laser materials

(Gd,M)AG:RE phosphors (M：for lattice (Y,Gd)2O3:Eu transparent ceramics sintered at 1700ºC 
stabilization); Synthesis: 1150-1500ºC for 4h (1mm thick; in-line transmittance ~81%)

電気泳動堆積法によるセラミックス膜形成

機能性粉体・セラミックス分野 微粒子工学グループ

打越 哲郎
UCHIKOSHI.Tetsuo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/fpe/

Keywords: スラリー、電気泳動、コロイドサスペンション、製膜・積層

 低コストなセラミックスコーティングプロセスへのニーズ

 機能セラミックスの積層コンポジット創製技術への期待

 新奇な機能材料の成膜プロセスとしての期待

・打越哲郎, 鈴木達, セラミックス 45[2], 88  (2010).

・C. Zhang, T. Uchikoshi et al., ECS J. Solid State Sci. Tech., 3[11] R195 (2014).

・T. K. N.. Nguyen, T. Uchikoshi et al.,  J. The Electrochemical Soc., 164, 412-418 (2017).

 セラミックス厚膜コーティング

 積層コンポジット、分離膜

 新しい機能膜の形成

 熱処理不要で膜密着性の高い粒子堆積膜の形成技術の確立

 膜厚制御の容易な非対称膜の創製と機能特性の実証

 金属原子クラスターなど、膜形成の困難な材料への適用

 膜密着性の向上、無機バインダーの開発

 層厚の制御された積層体の作製

 膜形成メカニズムの解明と膜質の向上

12Tの強磁中でEPD法により作製されたサイアロン蛍光
体膜の蛍光特性。強磁場EPD法は、結晶配向セラミッ
クス膜の作製が可能なプロセスで、材料の機能特性の
向上に優れた威力を発揮します

酸化物イオン－電子混合伝導体の多孔質支持体
上に形成された、同じ混合伝導体の薄い緻密膜か
らなる酸素分離用セラミックメンブラン。それぞれの
層はEPDにより形成されています。逐次EPD法は、
膜厚の制御された積層体の作製に特に有効です。

Ti箔上にコーティングされたZrO2膜。熱処理なしでも
下地と良好な膜密着ですが、熱処理により基材が変
形しても、コーティング膜に剥離、ひび割れは一切あり
ません。

After heating 
900oC  1hAs‐deposited

リガンドで安定化されたMo6原
子クラスターの骨格構造と、ITO
ガラス上に形成された膜厚1m
の透明膜。Mo6原子クラスター
は、紫外線と近赤外線の良好
な吸収特性を有します。従来法
では膜形成の困難な材料にも、
適用可能なプロセスです。
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無機有機ハイブリッド微結晶

Keywords: 水熱場、in-situ表面修飾、ナノ結晶

機能性粉体・セラミックス分野 微粒子工学グループ

名嘉 節
NAKA.Takashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/naka_takashi

あらゆるモノづくりの素材として用いられている「粒子」は、サイズ変化や表面界面の改質にともなうユ

ニークな機能発現を的確に用いる（制御する）ことが、新しい材料開発の際のキーポイントになっている。

超臨界水熱場を用い金属酸化物ナノ結晶ばかりではなく、その表面に有機分子を化学修飾した有
機-無機複合ナノ結晶（複合ナノ結晶）を合成する技術を開発する。この複合ナノ粒子間の相互作
用や独自の反応性を利用した新しい材料を創製する。

・M. Taguchi et al., “Synthesis of monocarboxylic acid-modified CeO2 nanoparticles using supercritical water”, RSC 
Advances, 4, 49605 (2014).

・M. Taguchi et al., “CeO2 nanocatalysts for the chemical recycling of polycarbonate” Catalysis Communications, 84, 
93-97 (2016).

 酸化物ナノ結晶の連続合成プロセスの開発

 微結晶の形態および表面制御

 多孔質材料や基板上への積層化等への展開

 触媒・機能性顔料

 電磁遮蔽材料

 研磨剤

高次構造化と新
機能発現

微結晶の積層
化・配向制御

多孔質材料への
展開

• in-situ表面修飾によるセリア微結晶の表面制御・溶媒中への分散制御

• 新規連続プロセスの開発への展開が可能

磁場を利用した物質挙動の非接触制御
Keywords: 高磁場、磁気力、弱磁性物質、非接触制御、可視化

機能性粉体・セラミックス分野 微粒子工学グループ

廣田 憲之
HIROTA.Noriyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hirota_noriyuki

 10 T程度の磁場を利用すると弱磁性を示す物質にも顕著な力学的効果を非接触で与えられる

 水や水溶液、有機物質やガラス・プラスチックなど多くの物質の磁気的挙動制御が可能に

 物質の位置移動の制御や分離・分析、組織・構造の制御などが可能に

 高磁場下における現象のその場観察とシミュレーションによる物質挙動の理解

 物質の磁気的性質を利用した分離・分析への応用

 磁場を利用した物質挙動の非接触制御による新規プロセスへの展開

・N. Hirota, T. Ando, T. Takano, H. Okada, J. Magn. Magn. Mater.,427 (2017) 296-299. 

・A. Nakamura, J. Ohtsuka, T. Kashiwagi, N. Numoto, N. Hirota, T. Ode, H. Okada, K. Nagata, M. Kiyohara, E. Suzuki, A. Kita, 
H. Wada, M. Tanokura., SCIENTIFIC REPORTS. 6 (2016) 22127-1-22127-8

・Y. Wang, N. Hirota, H. Okada, Y. Sakka, Bul. Chem. Soc. Jpn., 88, (2015) 1404-1409.

 高磁場を利用すると物質挙動の非接触制御が実現

 重力効果の制御、材料の組織制御、磁気的性質に

基づく分離・分析など、磁場ならではの用途

 メカニズムの理解と最適化

 新しい材料創製プロセスの場・手法としての応用

 生体物質等の新規分析法・分離パラメータとして

の利用

 磁気分離による低炭素化・環境浄化への利用

B

4.9 T4.9 T

磁場を利用した自己組織的構造形

成

高磁場により誘起される磁気モーメン

トのため、弱磁性物質であっても粒子

間に斥力相互作用が生じ、原子・分

子が結晶を構成するように、自己組

織的に構造を形成する。

図は直径1 mmの金粒子で形成され

た三角格子構造

高磁場中における物質挙動のその

場観察を実現する可視化装置群

最大13 Tの高磁場中で利用可能

な共焦点レーザースキャン顕微鏡

(上図)や、磁場中シュリーレン光学

系、マイクロフローセル用観測装置

など、ユニークな観察装置を多数

開発・保有しており、熱対流や物質

の挙動のその場観察に活用してい

る。

磁性をパラメータとした物質の分離・

分析手法としての応用

高勾配磁気分離は圧損が小さく、磁

性フィルターの繰り返し使用が可能で

環境に優しい。粒子の分離挙動の解

析を通じて最適化を進めているほか、

二酸化炭素の低減への検討を行なっ

ている。

図は磁気フィルター上へ粒子が堆積

する過程のその場観察結果。
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 10 T程度の磁場を利用すると弱磁性を示す物質にも顕著な力学的効果を非接触で与えられる
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• T. Nakane et al., Dalton Ttrans. 44 (2015) 997-1008.
• S. Ishii, T. Nakane, T. Furusawa and T. Naka, Cryst. Res. Technol. 51 (2016) 324-332.
• 日本金属学会 奨励賞（2005年）

新機能創出を目指した酸化物の局在物性制御
Keywords: ナノ粒子、水熱合成、マイクロ波合成、酸化物磁性、超伝導

機能性粉体・セラミックス分野 微粒子工学グループ

中根 茂行
NAKANE.Takayuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakane_takayuki?locale=ja

 電子機器など、現代社会の様々な場所で利用されてる機能性材料は、さらなる小型化や高機能化を

実現するために、従来とは異なるメカニズムで同じ機能を発現する材料の創出が求められています。

 21世紀の科学技術は、便利さや快適さだけでなく、環境問題や資源問題などの社会課題との共存も

重要です。新材料創出では、こうした視点も重要となります。

 作製方法を工夫すれば、従来にはない特殊な構造の

物質を作ることができる。

 物質内の局所的な物性に注目すると、今まで報告され

ていない新たな現象を発見することができる。

 局所的な物性の顕在化によって、有用な新機能材料

を創出したい！

 より大きく！より特徴的に変化する（しない）材料を創出する

 実用に即した形状に加工できるようにする

 安全かつ安定的に生産・運用できることも重要

 低コスト化も大切

 新しい材料の創出では、近年研究が活性化したナノ粒子セラミックスや有機-無機ハイブリット材料の合

成・配列を目標に、原子レベルでの高度化に有利な化学的な合成技術の高度化研究を行っています。

 新しい材料を創出するためには、物質の電子構造を理解し、利用する材料設計も重要です。様々な材

料の局所的な物性に注目し、この局所的な物性を材料全体の機能として引き出そうと考えています。

 酸化チタンは、様々な分野で研究されている透明酸化物半導体

 様々な結晶構造の存在が確認されているが、幅広い分野で精力

的に研究されているのは、作製が容易なルチル型とアナターゼ型

ナノ結晶相の構造モデル

酸化チタンのナノ結晶相に関する研究
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✔ ナノサイズでしか存在できない“ナノ結晶相” の合成に成功︕
✔ 低温・短時間合成を実現して、2nm以下の⼩サイズ化に成功︕
✔ マイクロ波の電場成分と磁場成分を使い分けることで、⾊や磁性
が異なる、別々の電⼦状態に作り分けることに成功した︕

 スピネル型酸化物の磁性研究には長い歴史がある

 近年、わずかな作製方法の違いで、局所的に複雑な磁性現象

が起こることが予想され、新たな視点で再注目されている

 磁性体の磁化ヒステリシス現象は、磁気記録をはじめとする磁性

体応用研究の基礎物性として様々な分野で注目されている

スピネル型酸化物磁性体に関する研究

磁場 (T)

磁
化

(e
m

u/
g)

 

✔ スピネル酸化物内には、局所的に異なる磁気秩序があることに注
⽬し、その特徴を活かすことで、磁気ヒステリシスの中⼼が可逆的
かつ連続的に変化する現象を発⾒した︕

✔ この現象を、多層膜等ではなく単⼀物質で誘起したことが重要︕
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Keywords: 調光ガラス、電子広告、電気化学デバイス、フレキシブル、ストレッチャブル

 不揮発性の表示素子は、液晶ディスプレイなどと異なり、常時通電を必要としない

 調光ガラスは、車などの室内の空調にかかるエネルギーの省エネ化に貢献すると期待される

 メタロ超分子ポリマーが、優れたエレクトロクロミズムを示すことを見出した

・M. K. Bera, M Higuchi et al., Macromol. Rapid Commun., (2018) in press.

・M. Eguchi, M. Higuchi et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 35498–35503 (2017).

・C. Chakraborty, U. Rana, R. K. Pandey, S. Moriyama, M. Higuchi, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 13406-13414 (2017).

 調光ガラス（スマートウインドウ）

 不揮発性表示素子（デジタルサイネージ、電子値札）

 ウエアラブル表示デバイス

 ユニークなエレクトロクロミック特性を有するメタロ超分子ポリマーの開発

 メタロ超分子ポリマーのエレクトロクロミック特性を利用した電気化学デバイスの作製

 エレクトロクロミック型調光ガラス等の実用化研究

顔
写真

 耐久性と耐熱性の向上

 製造コストの低減

 大量生産プロセスの確立

メタロ超分子ポリマーは、金属イオンと有機モジュール

の錯形成により合成される（図１）。ポリマー内における

金属部位から有機部位への電荷移動吸収を、金属イ

オンの電気化学的酸化還元により制御することで、エ

レクトロクロミック特性が発現することを発見した（図２）。

図１ メタロ超分子ポリマーの生成

図２ エレクトロクロミック特性

我々は、メタロ超分子ポリマーのエレクトロクロミック特

性を生かした不揮発性の調光ガラス（スマートウインド

ウ）の開発に成功した。透明状態と着色状態のデバイ

スの写真とデバイス構造を図３に示す。

図３ メタロ超分子ポリマーを用いたスマートウインドウと、

そのデバイス構造
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新機能創出を目指した酸化物の局在物性制御
Keywords: ナノ粒子、水熱合成、マイクロ波合成、酸化物磁性、超伝導

機能性粉体・セラミックス分野 微粒子工学グループ

中根 茂行
NAKANE.Takayuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakane_takayuki?locale=ja
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２・３次元における電気・イオン伝導性材料

機能性分子・ポリマー分野 電子機能高分子グループ

池田 太一
IKEDA.Taichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ikeda_taichi

Keywords: 有機半導体、ナノシート、高分子電解質

溶液中で取り扱える2次元機能性材料はウェットプロセスによる有機電子デバイス作製に有利

高速充放電可能な蓄電デバイスが高度情報化社会に必要

高いイオン伝導度を示す高分子材料が電池材料・エレクトロクロミック材料に必要

 電子デバイス・アクチュエータへの応用

 N型半導体のナノシートの作成

 アニオン(負電荷)側鎖の高分子電解質作成

 エレクトロクロミック素子の電解質としての応用

 自己組織化により溶液中で2次元有機半導体結晶となるチオフェンナノシートを作成

 チオフェンナノシートとグラフェンの複合膜を使ったスーパーキャパシタの作成

 新規機能性高分子、グリシジルトリアゾリルポリマーを使った高分子電解質の開発

 ナノシート内キャリア移動度の改善 (～1 cm2/Vs)
 デバイス作製プロセスの開発

 イオン伝導度の改善 (～1×10−4 S/cm at 30 ºC)
 大量合成法の確立

課題１：チオフェンナノシート

シートのAFM像
シートの断面図 (厚さ3-5nm)
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課題２：グリシジルトリアゾリルポリマー

イオン伝導度の周波数依存性
（無加湿条件）

ポリマーの化学構造

 Y. Zheng, H.-J. Butt, T. Ikeda et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 4845.
 Z.-S. Wu, T. Ikeda, K. Mullen et al.  Adv. Mater. 2017, 29, 1602960. 
 T. Ikeda, S. Moriyama. J.-D. Kim J. Polym. Sci. Part A; Polym. Chem. 2016, 54, 2896.

血管新生能と湿潤組織接着性を示す
成長因子フリー多孔膜

バイオ機能分野 バイオポリマーグループ

田口 哲志
TAGUCHI.Tetsushi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/polymeric_biomaterials/

Keywords: 血管新生、組織接着性、多孔膜

 糖尿病による血流不足部位への血管新生には成長因子の徐放や細胞移植による研究が多数

 成長因子は高価であることに加え、活性が落ちやすい

 細胞移植は細胞のソースや安定供給などにおいて実用化までのハードルが高い

・Yoshizawa, K.; Mizuta, R.; Taguchi, T., Biomaterials 2015, 63, 14-23.
・Taguchi, T.; Mizuta, R.; Ito, T.; Yoshizawa, K.; Kajiyama, M., J Biomed Nanotechnol 2016, 12, 128-134.
・Mizuno, Y.; Mizuta, R.; Hashizume, M.; Taguchi, T., Biomater Sci 2017, 5, 982-989.

 創傷被覆材・シーリング材としての展開

 細胞移植用材料としての展開

 再生医療用足場材料としての展開

生体内に潜在的に含まれる内因性成長因子を用いた成長因子フリー血管新生促進材料の設計

貼付のみで患部に保持するための湿潤組織接着性の付与

治癒に伴い生体内で分解・吸収され、かつ、医療費低減効果を見据えた材料選択

 適用部位の治癒速度に調和した吸収速度の制御

 製造プロセスの簡素化

 医学部および企業との連携

得られた多孔膜をラット皮下に埋入すると、成長因子
従来の多孔膜（左）と比較して、開発した多孔膜（右）
には、約５倍の血管が形成されます。

開発した多孔膜を大腸組織に貼付すると、従来の多

孔膜（左）と比較して、開発した多孔膜（右）は、約３倍

の組織接着強度を示します。

材料のみで高い血管新生能を発現 高い軟組織接着性を実証
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 創傷被覆材・シーリング材としての展開

 細胞移植用材料としての展開

 再生医療用足場材料としての展開

生体内に潜在的に含まれる内因性成長因子を用いた成長因子フリー血管新生促進材料の設計

貼付のみで患部に保持するための湿潤組織接着性の付与

治癒に伴い生体内で分解・吸収され、かつ、医療費低減効果を見据えた材料選択

 適用部位の治癒速度に調和した吸収速度の制御

 製造プロセスの簡素化

 医学部および企業との連携

得られた多孔膜をラット皮下に埋入すると、成長因子
従来の多孔膜（左）と比較して、開発した多孔膜（右）
には、約５倍の血管が形成されます。

開発した多孔膜を大腸組織に貼付すると、従来の多

孔膜（左）と比較して、開発した多孔膜（右）は、約３倍

の組織接着強度を示します。

材料のみで高い血管新生能を発現 高い軟組織接着性を実証
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セルロースナノファイバーの医療材料への展開

バイオ機能分野 バイオポリマーグループ

西口 昭広
NISHIGUCHI.Akihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishiguchi_akihiro

Keywords: 低侵襲治療、ハイドロゲル、バイオポリマー

超高齢化社会の我が国においては、低侵襲医療を実現する医療器機の開発が必要

セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）は、超軽量・高強度化素材・低環境負荷資源として注目

非分解性であるＣＮＦは、医療材料としての応用例はなく、いまだ基礎研究の段階

 心筋梗塞治療

 脳動脈瘤塞栓療法

 人工骨としての利用

 細胞足場・薬剤デリバリー担体としての利用

生分解性CNFからなる機能性バイオマテリアルを開発

ナノファイバー構造を活かしたインジェクタブルゲルおよび人工骨開発への展開

組織再生を促進する生体親和性材料

 製造プロセスの最適化

 生体応答の理解と制御

 滅菌プロセスの確立

 デリバリーデバイスの設計
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水産廃棄物由来の人工骨材料

バイオ機能分野 バイオセラミックスグループ

菊池 正紀
KIKUCHI.Masanori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/bioceramics/index.html

Keywords: ウニ殻、Mg含有炭酸カルシウム、リン酸化、人工骨

 ウニの可食部は15％程度で、国内だけで8,500トンの殻は産業廃棄物として捨てられる。

 ウニ殻のバイオミネラルは二重連通気孔構造のマグネシウム含有炭酸カルシウム。

 廃棄物処理を解決するためにウニ殻からの機能性材料の開発が強く求められている。

・Manchinasetty NVL, Oshima S, Kikuchi M. Preparation of flexible bone tissue scaffolds utilizing sea urchin test and 
collagen. Jounral of Materials Science: Materials in Medicine 2017; 28(11):184-1- 184-12.

・他2報の論文を執筆中

 安価でかつ、変形可能な骨補填材

 歯科などにおける充填材

 整形外科における注入可能な顆粒型人工骨

 世界各国における宗教的忌避のない生物由来人工骨

 水産廃棄物を機能性材料にして循環型社会に貢献する。

 リン酸化により気孔構造を保ったまま二相性リン酸カルシウムを合成する。

 生体高分子を用いた多孔性人工骨材料とし、生体安全性を確認する。

 ウニ殻の効率的かつ環境ダメージを抑えた脱有機処

理方法の確立（企業と連携する必要あり）

 各種ウニ殻でのトレースエレメントの確認（毒性確認）

 国際展開におけるウニ殻の確保

• バイモーダルな気孔構造を持つ人工骨の骨再生機能向上が報告されている。

(Ca, Mg)CO3+ H3PO4 → (Ca, Mg)3(PO4)2 + Ca10(PO4)6(OH)2

ウニ殻から得られるMg含有炭酸カルシウムをリン酸化する⽅法ウニ殻から得られるMg含有炭酸カルシウムをリン酸化する⽅法

• 市販・研究中の材料は、作製までに大きなエネルギーを要し、壊れやすいという欠点を持つ。

• サンゴなどのバイオミネラルを利用する研究はあるが、例えばサンゴの採取は環境負荷が大きい。

 気孔形状をほぼ保ったままリン酸カルシウム化

ができる。

 得られたリン酸カルシウムは、上述の通り、Mg含

有リン酸三カルシウムと水酸アパタイトの二相性リン

酸カルシウム。

コラーゲンをバインダーにしてバイモーダル気孔を持ち、

壊れにくい複合体を作製できた。

細胞培養試験の結果、コラーゲンスポンジより高い細

胞増殖性、骨形成機能発現を持っていた。
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アパタイトを利用した放射性廃棄物の固定

顔
写真

ゼオライトの一種であるフォージャサイトに予めカルシウムイオンを導入しておき、
ヨウ素吸着後にリン酸アンモニウム溶液中で水熱処理を行うことによって表面にアパタイト層を生成

Keywords: アパタイトセラミックス、ヨウ素129、地層処分

バイオ機能分野 バイオセラミックスグループ

末次 寧
SUETSUGU.Yasushi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/bioceramics/

 核燃料再処理時の排出ガスに含まれるヨウ素129は、半減期が非常に長く、地層処分した場合に

人工・天然バリアに対する収着性が低いため、長期安定に固定化する新規技術が求められています。

ヨウ素をゼオライトなどの吸着剤に担持させ、化学的に安定で溶解性の低いアパタイトセラミックス

中に閉じ込める場合、ゼオライトとアパタイトの複合焼結性をいかに向上し、焼結処理時のヨウ素の

脱離をいかに抑制するかが課題となります。

・末次寧, セラミックス 46[9] (2011) 727-730
・ Y. Suetsugu, Journal of Nuclear Materials 454 (2014) 223–229

 ゼオライトのアパタイトコーティングによる、ゼオライト

とアパタイトの複合焼結性とヨウ素保持安定性の向上

 登録特許：1件

 ヨウ素129にとどまらない、他の元素の固定化技

術としての応用
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肝細胞の機能を向上させるナノバイオ材料

図 細胞外環境を模倣したナノ材料による肝細胞の活性化

肝細胞は多機能細胞であり創薬支援や再生医療に有用な細胞です。しかし、その機能は
一旦試験管内で培養すると著しく低下します。その原因の一つは細胞外環境の変化と考
えられます。生体内は厳密に制御されたナノ構造をしています。そこで、我々は生体内
ナノ構造を模倣したナノパターン材料を作製し、肝機能の向上させることに成功してい
ます。

バイオ材料分野 細胞機能化ナノバイオ材料グループ

谷口彰良
TANIGUCHI.Akiyoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/taniguchi_akiyoshi

肝細胞は多機能細胞であり創薬支援や再生医療に有用な細胞です。

しかし、その機能は一旦試験管内で培養すると著しく低下します。

 肝細胞の機能を向上できる培養方法が開発できれば創薬支援に利用できる。

生体内ナノ構造を模倣したナノパターン材料を作製。

肝機能の向上させる。

Abdellatef S., Tange R., Sato T., Ohi A., Nabatame T., Taniguchi A. Nanostructures control the hepatocellular responses to 
a cytotoxic agent “cisplatin”.  BioMed Res. Int., 295319 (2015)
Abdellatef S., Ohi A., Nabatame T., Taniguchi A. The effect of physical and chemical cues on hepatocellular function and 
morphology. Int. J. Mol. Sci. 15, 4299-4317; doi:10.3390/ijms15034299 (2014)
Abdellatef S., Ohi A., Nabatame T., Taniguchi, A. Induction of hepatocyte functional protein expression by submicron/ 
nano-patterning substrates to mimic in vivo structures. Biomat. Sci. 2, 330-338 (2014)

 細胞外の環境をナノテクノロジーで模倣することで肝細

胞の機能を向上できた。

 この培養系は薬物代謝などの創薬支援トゥールとして

期待できると考えられる。

High func ons  

Keywords: 創薬支援、肝細胞、ナノパターン
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胞の機能を向上できた。

 この培養系は薬物代謝などの創薬支援トゥールとして

期待できると考えられる。

High func ons  

Keywords: 創薬支援、肝細胞、ナノパターン
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細胞-材料間相互作用による生理活性機能制御

ナノ/マイクロパターンの凹凸基板による細胞接着力の
活性化が、細胞形態の時間依存性により変化すること
を明らかにした。

Keywords: ナノ粒子、細胞接着、生体材料

バイオ機能分野 細胞機能化ナノバイオ材料グループ

長沼 環
NAGANUMA.Tamaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/naganuma_tamaki

 生体組織工学における足場材料の表面設計

 細胞-材料間の界面相互作用の基礎的理解

 材料の表面特性による細胞の生理活性機能制御

 細胞接着や増殖を促進する特定因子の探索

 生体組織工学に関わる細胞-材料間相互作用のメカニズム解明

 生体治療応用に向けた酸化セリウムナノ粒子の疑似酵素活性の向上

・ T. Naganuma, Nano Research, 10 [1] 199-217, 2017.

 形状・面方位制御酸化セリウムナノ粒子の室温合成

 疑似SOD/カタラーゼ活性の向上

 ナノ/マイクロパターン形状基板による細胞接着力

活性と細胞形態との相関性理解

 生体治療応用に向けた疑似酵素ナノ粒子の提案

 生体足場材料の形状設計

・ T. Naganuma, Nanoscale, 9 [35] 13171-13186, 2017.

疑似カタラーゼ活性 初期接着 中間期接着

球状細胞 伸展細胞

球状細胞 伸展細胞

疑似SOD活性

形状・面方位制御酸化セリウムナノ粒子の室温合成

異なる Ce3+及びCe4+イオン
濃度をもつ形状・面方位制御
酸化セリウムナノ粒子により、
疑似酵素活性（疑似SOD/
カタラーゼ活性）を向上させた。

ナノ/マイクロパターン形状基板による
細胞接着力(F)活性と細胞形態の時間依存性の相関性

診断・治療のためのバイオナノ分子の構築

バイオ機能分野 ナノメディシングループ

山崎 智彦
YAMAZAKI.Tomohiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/nanomedicine/

Keywords: ナノメディシン、オリゴヌクレオチド、ペプチド、蛋白質、アジュバンド、ポリマー

 天然に存在する生体分子の機能と作用機序を解明し、遺伝子・蛋白質工学的手法を組み合わ

せることにより、機能を向上させた新規生体分子(バイオナノ分子)を構築することができます。癌、感

染症や免疫疾患を診断・治療を行う新しいバイオナノ分子の開発を進めています。

 ヒト免疫を活性化もしくは抑制するバイオナノ分子の開発を進めています。ウィルスや微生物由来

の非メチル化一本鎖DNAならびにマラリア原虫由来のヘム結晶であるヘモゾインと自然免疫受容体

の一つであるトール様受容体9(TLR9)との相互作用を解明し、天然のリガンド分子よりも機能の優れ

た新規リガンド分子の開発を進め、治療薬への応用を目指しています。

・Hoshi K, Yamazaki T, Yoshikawa C, Tsugawa W, Ikebukuro K, Sode K. Synthesis of a hemin-containing copolymer as a novel 
immunostimulator that induces IFN-gamma production. International Journal of Nanomedicine, 13, pp4461-72(2018)

・特願2018-112204 「共重合体、免疫アジュバントおよび非ヒト動物を免疫する方法」

 ワクチンアジュバンドへの応用

 免疫活性化剤、抑制剤としての医療応用

 マラリア感染検出への応用

 実験動物を用いたアジュバンド効果の検証

 体内動態の検討

 分子レベルでの反応機構の解析

 医療機関ならびに企業との連携

ヘム結晶（ヘモゾイン）を模倣した免疫活性化ポリマーの開発

マラリア原虫由来のヘム結晶であるヘモゾインはIgG2の産出を誘導し、アレルギーの原因物質であるIgEの産
出を抑制します。本研究ではヘモゾインのヘム集合構造と免疫賦活能に着目し、免疫活性能を有するヘミン含
有ポリマーを開発した。ヘムとNIPAMから合成したポリマーは水溶性を示し、ヒト免疫細胞において抗体産出を
誘導するインターフェロンγ (IFN-γ)とインターロイキン6 (IL-6) を誘導することが示されました。ヘミン含有ポリ
マーはアジュバントの候補分子としてワクチン開発への応用が期待できます。
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細胞-材料間相互作用による生理活性機能制御

ナノ/マイクロパターンの凹凸基板による細胞接着力の
活性化が、細胞形態の時間依存性により変化すること
を明らかにした。

Keywords: ナノ粒子、細胞接着、生体材料

バイオ機能分野 細胞機能化ナノバイオ材料グループ

長沼 環
NAGANUMA.Tamaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/naganuma_tamaki

 生体組織工学における足場材料の表面設計

 細胞-材料間の界面相互作用の基礎的理解

 材料の表面特性による細胞の生理活性機能制御

 細胞接着や増殖を促進する特定因子の探索

 生体組織工学に関わる細胞-材料間相互作用のメカニズム解明

 生体治療応用に向けた酸化セリウムナノ粒子の疑似酵素活性の向上

・ T. Naganuma, Nano Research, 10 [1] 199-217, 2017.

 形状・面方位制御酸化セリウムナノ粒子の室温合成

 疑似SOD/カタラーゼ活性の向上

 ナノ/マイクロパターン形状基板による細胞接着力

活性と細胞形態との相関性理解

 生体治療応用に向けた疑似酵素ナノ粒子の提案

 生体足場材料の形状設計

・ T. Naganuma, Nanoscale, 9 [35] 13171-13186, 2017.

疑似カタラーゼ活性 初期接着 中間期接着

球状細胞 伸展細胞

球状細胞 伸展細胞

疑似SOD活性

形状・面方位制御酸化セリウムナノ粒子の室温合成

異なる Ce3+及びCe4+イオン
濃度をもつ形状・面方位制御
酸化セリウムナノ粒子により、
疑似酵素活性（疑似SOD/
カタラーゼ活性）を向上させた。

ナノ/マイクロパターン形状基板による
細胞接着力(F)活性と細胞形態の時間依存性の相関性
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 天然に存在する生体分子の機能と作用機序を解明し、遺伝子・蛋白質工学的手法を組み合わ

せることにより、機能を向上させた新規生体分子(バイオナノ分子)を構築することができます。癌、感

染症や免疫疾患を診断・治療を行う新しいバイオナノ分子の開発を進めています。

 ヒト免疫を活性化もしくは抑制するバイオナノ分子の開発を進めています。ウィルスや微生物由来

の非メチル化一本鎖DNAならびにマラリア原虫由来のヘム結晶であるヘモゾインと自然免疫受容体

の一つであるトール様受容体9(TLR9)との相互作用を解明し、天然のリガンド分子よりも機能の優れ

た新規リガンド分子の開発を進め、治療薬への応用を目指しています。

・Hoshi K, Yamazaki T, Yoshikawa C, Tsugawa W, Ikebukuro K, Sode K. Synthesis of a hemin-containing copolymer as a novel 
immunostimulator that induces IFN-gamma production. International Journal of Nanomedicine, 13, pp4461-72(2018)

・特願2018-112204 「共重合体、免疫アジュバントおよび非ヒト動物を免疫する方法」

 ワクチンアジュバンドへの応用

 免疫活性化剤、抑制剤としての医療応用

 マラリア感染検出への応用

 実験動物を用いたアジュバンド効果の検証

 体内動態の検討

 分子レベルでの反応機構の解析

 医療機関ならびに企業との連携

ヘム結晶（ヘモゾイン）を模倣した免疫活性化ポリマーの開発

マラリア原虫由来のヘム結晶であるヘモゾインはIgG2の産出を誘導し、アレルギーの原因物質であるIgEの産
出を抑制します。本研究ではヘモゾインのヘム集合構造と免疫賦活能に着目し、免疫活性能を有するヘミン含
有ポリマーを開発した。ヘムとNIPAMから合成したポリマーは水溶性を示し、ヒト免疫細胞において抗体産出を
誘導するインターフェロンγ (IFN-γ)とインターロイキン6 (IL-6) を誘導することが示されました。ヘミン含有ポリ
マーはアジュバントの候補分子としてワクチン開発への応用が期待できます。
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ナノバイオ材料による細胞制御と生体精密計測

細胞膜界面の分子反応の例として、免疫細胞
の活性化（右上図）に関わる因子を人工的に細
胞外の化学システムとして再構成。細胞膜界面
における分子反応と組織構造化をイメージング
により計測するシステムを構築した。

細胞の主要機能を担う細胞質の区画へ、外部
から物質を届けることは通常多くの制約がある。
我々は細胞外環境の制御により、サイズ材質に
依らず金属無機ナノ粒子を細胞質へ導入する
ことに成功した（右下図）。また細胞膜への高分
子導入法も開発した。

細胞と外部表面（材料や他の細胞）との結合を
流路上で光学的にリアルタイム計測する手法を
開発し、材料評価に活用している。

Keywords: 細胞膜 免疫 分子認識 生命情報 界面 イメージング バイオフォトニクス

バイオ機能分野 ナノメディシングループ

貝塚 芳久
KAIZUKA.Yoshihisa@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kaizuka_yoshihisa

 ナノスケール材料は分子・細胞レベルで生体を精密に制御できるポテンシャルがあるが、有用な

材料設計のためには、生体との界面の制御などの複合的な課題が存在する

材料と細胞の相互作用を含む複合的な生体システムの挙動を評価する手法は限定されるため、

新しい計測法の開発が必要である

 細胞の化学システムに取り込まれ新しい生命機能を創る材料（各種ナノ粒子、ポリマー）を開発

 細胞・材料の界面の分子反応をモデル化して計測する実験手法の開発

 細胞と外部表面（材料、他の細胞を含む）との結合を計測する手法の開発

・Kaizuka, Ura, Lyu, Chao, Henzie, and Nakao.. Langmuir (2016)  

・Ushiyama, Ono, Kataoka, taguchi, and Kaizuka. Langmuir (2015)

・Furlan, Minowa, Hanagata, Kataoka, and Kaizuka. J. Biol. Chem (2014) 

 細胞界面（細胞膜）の分子反応の計測系を構築

 細胞質・細胞膜への物質導入法を開発

 細胞と外部表面との結合計測法を開発

 細胞質内への分子導入条件の最適化

 細胞膜結合分子による界面制御法の開発

10 µm

単⼀細胞（⽩線）の細胞質内に導⼊された
⾦ナノ粒⼦

10 µm

単⼀免疫細胞（⽩線）の細胞膜での分⼦反
応（リン酸化）の進⾏（緑⾊蛍光ラベル）

再生医療のための高分子足場材料の開発

氷を利用することによって、表面開孔性と連通性に富んだ空孔、さらにマイクロパターン構造を有する高分子
多孔質足場材料を開発した。また、細胞成長因子やデキサメタゾンなどと複合化した複合足場材料を開発した。
これらの高分子足場材料は皮膚や軟骨、骨、筋肉などの組織再生及び疾患治療に応用可能である。

Keyword :足場材料、生体材料、生体模倣材料、複合材料、生体組織再生、がん治療

バイオ機能分野 生体組織再生材料グループ

陳 国平

大きな生体組織を再生するために、細胞の足場となる材料が必要。

細胞の増殖や分化などの機能を制御する材料技術は不可欠。

生体内の微小環境を模倣する生体親和性材料の設計と開発は重要。

足場材料の多孔質構造及び複合構造を制御し、幹細胞などの細胞の機能への影響を調べる。

生体組織を効率よく再生するための高分子足場材料を作製し、その効果を確かめる。

がん細胞の死滅効果と組織再生効果を兼ね備える複合足場材料を開発し、がん治療に応用する。

・Acta Biomaterialia. 67, 341-353 (2018).

・Tissue Engineering, Part C: Methods, 23, 367-376 (2017).

・Journal of Materials Chemistry B, 5, 245-253 (2017).

 生体組織再生の促進効果

 幹細胞の分化制御

 がん細胞の殺傷効果

 病態モデル組織の再構築

 再生医療用の足場材料

 手術支持材と創傷被覆材

 がん治療用材料

 病態モデル組織の再構築用材料

 

氷鋳型で作製したマイクロ溝
を有する足場材料

デキサメタゾンを導入した
コラーゲン複合足場材料

再生した骨組織

200 µm

高分子多孔質材料の空孔にナノ粒子（磁性酸化鉄ナノ粒子や金ナノ粒子など）を導入し、磁場や光などの
外部刺激でがん細胞を死滅させる複合多孔質材料を開発した。これらの複合多孔質材料はがん治療と組織
再生に応用可能である。

空孔表面の拡大像

ゼラチンと磁性
ナノ粒子との複
化多孔質材料

Guoping.CHEN@nims.go.jp  |  http://www.nims.go.jp/research/group/tissue-regeneration-materials/ 
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ナノバイオ材料による細胞制御と生体精密計測

細胞膜界面の分子反応の例として、免疫細胞
の活性化（右上図）に関わる因子を人工的に細
胞外の化学システムとして再構成。細胞膜界面
における分子反応と組織構造化をイメージング
により計測するシステムを構築した。

細胞の主要機能を担う細胞質の区画へ、外部
から物質を届けることは通常多くの制約がある。
我々は細胞外環境の制御により、サイズ材質に
依らず金属無機ナノ粒子を細胞質へ導入する
ことに成功した（右下図）。また細胞膜への高分
子導入法も開発した。

細胞と外部表面（材料や他の細胞）との結合を
流路上で光学的にリアルタイム計測する手法を
開発し、材料評価に活用している。
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 ナノスケール材料は分子・細胞レベルで生体を精密に制御できるポテンシャルがあるが、有用な

材料設計のためには、生体との界面の制御などの複合的な課題が存在する

材料と細胞の相互作用を含む複合的な生体システムの挙動を評価する手法は限定されるため、

新しい計測法の開発が必要である

 細胞の化学システムに取り込まれ新しい生命機能を創る材料（各種ナノ粒子、ポリマー）を開発

 細胞・材料の界面の分子反応をモデル化して計測する実験手法の開発

 細胞と外部表面（材料、他の細胞を含む）との結合を計測する手法の開発

・Kaizuka, Ura, Lyu, Chao, Henzie, and Nakao.. Langmuir (2016)  

・Ushiyama, Ono, Kataoka, taguchi, and Kaizuka. Langmuir (2015)

・Furlan, Minowa, Hanagata, Kataoka, and Kaizuka. J. Biol. Chem (2014) 

 細胞界面（細胞膜）の分子反応の計測系を構築

 細胞質・細胞膜への物質導入法を開発

 細胞と外部表面との結合計測法を開発

 細胞質内への分子導入条件の最適化

 細胞膜結合分子による界面制御法の開発

10 µm

単⼀細胞（⽩線）の細胞質内に導⼊された
⾦ナノ粒⼦

10 µm

単⼀免疫細胞（⽩線）の細胞膜での分⼦反
応（リン酸化）の進⾏（緑⾊蛍光ラベル）

再生医療のための高分子足場材料の開発

氷を利用することによって、表面開孔性と連通性に富んだ空孔、さらにマイクロパターン構造を有する高分子
多孔質足場材料を開発した。また、細胞成長因子やデキサメタゾンなどと複合化した複合足場材料を開発した。
これらの高分子足場材料は皮膚や軟骨、骨、筋肉などの組織再生及び疾患治療に応用可能である。

Keyword :足場材料、生体材料、生体模倣材料、複合材料、生体組織再生、がん治療
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大きな生体組織を再生するために、細胞の足場となる材料が必要。

細胞の増殖や分化などの機能を制御する材料技術は不可欠。

生体内の微小環境を模倣する生体親和性材料の設計と開発は重要。

足場材料の多孔質構造及び複合構造を制御し、幹細胞などの細胞の機能への影響を調べる。

生体組織を効率よく再生するための高分子足場材料を作製し、その効果を確かめる。

がん細胞の死滅効果と組織再生効果を兼ね備える複合足場材料を開発し、がん治療に応用する。

・Acta Biomaterialia. 67, 341-353 (2018).

・Tissue Engineering, Part C: Methods, 23, 367-376 (2017).

・Journal of Materials Chemistry B, 5, 245-253 (2017).

 生体組織再生の促進効果

 幹細胞の分化制御

 がん細胞の殺傷効果

 病態モデル組織の再構築

 再生医療用の足場材料

 手術支持材と創傷被覆材

 がん治療用材料

 病態モデル組織の再構築用材料

 

氷鋳型で作製したマイクロ溝
を有する足場材料

デキサメタゾンを導入した
コラーゲン複合足場材料

再生した骨組織

200 µm

高分子多孔質材料の空孔にナノ粒子（磁性酸化鉄ナノ粒子や金ナノ粒子など）を導入し、磁場や光などの
外部刺激でがん細胞を死滅させる複合多孔質材料を開発した。これらの複合多孔質材料はがん治療と組織
再生に応用可能である。

空孔表面の拡大像

ゼラチンと磁性
ナノ粒子との複
化多孔質材料

Guoping.CHEN@nims.go.jp  |  http://www.nims.go.jp/research/group/tissue-regeneration-materials/ 
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幹細胞機能制御のためのパターン化表面
Keywords: 再生医療、幹細胞、パターン化表面、光リソグラフィー

バイオ機能材料分野 生体組織再生材料グループ

川添 直輝
KAWAZOE.Naoki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/tissue-regeneration-materials/

 iPS細胞やES細胞、間葉系幹細胞といった幹細胞は再生医療の有望な細胞源として期待大。

目的の組織や臓器を再生するためには、幹細胞の接着・増殖・分化などの機能の制御が不可欠。

幹細胞の機能に影響する因子を明らかにすることが重要。

幹細胞の形状や伸展面積、細胞間相互作用による細胞機能への影響を調べる。

細胞培養で広く用いられているポリスチレン培養基板をベースに用いる。

光リソグラフィー法により、細胞の接着/非接着パターンをもつ表面を形成させる。

・Biomaterials, 133, 253 (2017)
・Sci Rep. 6, 13 (2016)

・Biomater. Sci., 4, 970 (2016)

 幹細胞の接着・伸展、形状を制御

 幹細胞の接着・伸展・形状と分化能との関係を解析

 幹細胞の伸展・形状と未分化能との関係を解析

 幹細胞研究のための培養基材

 ハイスループット幹細胞機能評価システムの実現

 ハイスループット創薬スクリーニングシステムの実現

アレイ状マイクロパターン

制御された細胞接着領域の面積

制御された細胞接着領域の形状

ハイスループット機能解析可能

細胞接着・伸展の細胞機能への影響が解析可能

細胞形状の細胞機能への影響が解析可能

細胞非接着高分子のグラフト化領域
（青色）

細胞培養ポリスチレン基板

細胞が接着できる領域（灰色)

材料の特徴 期待される用途

包晶凝固組織形成の研究
Keywords: 結晶成長、溶液、包晶

機能探索分野 マグネトエレクト リック結晶グループ

眞岩 幸治
MAIWA.Koji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/maiwa_koji

 包晶組織は普遍的な凝固組織の一つ。

 包晶系の二つの結晶相の凝固速度の違いにより、準安定な凝固組織が得られる場合がある。

 凝固条件と得られる凝固組織の関係を明らかにするこ必要がある。

 Sr(NO3)2-H2O系をモデル物質として用い、包晶凝固過程を直接観察する。

 二つの結晶相の核形成および成長速度を測定する。

 凝固カイネティクスが包晶組織形成に与える影響を明らかにする。

・K. MAIWA et al., Journal of the Japanese Association for Crystal Growth 40 (2013) 225-230

・K. MAIWA et al., Crystal Growth & Design 15 (2015) 4672-4675

 包晶組織形成に必要なカイネティクスの条件

核形成 安定相＜準安定相

成長速 安定相＞準安定相

 荒れた界面の結晶成長に適用可能か確認。
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幹細胞機能制御のためのパターン化表面
Keywords: 再生医療、幹細胞、パターン化表面、光リソグラフィー

バイオ機能材料分野 生体組織再生材料グループ

川添 直輝
KAWAZOE.Naoki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/tissue-regeneration-materials/

 iPS細胞やES細胞、間葉系幹細胞といった幹細胞は再生医療の有望な細胞源として期待大。

目的の組織や臓器を再生するためには、幹細胞の接着・増殖・分化などの機能の制御が不可欠。

幹細胞の機能に影響する因子を明らかにすることが重要。

幹細胞の形状や伸展面積、細胞間相互作用による細胞機能への影響を調べる。

細胞培養で広く用いられているポリスチレン培養基板をベースに用いる。

光リソグラフィー法により、細胞の接着/非接着パターンをもつ表面を形成させる。

・Biomaterials, 133, 253 (2017)
・Sci Rep. 6, 13 (2016)

・Biomater. Sci., 4, 970 (2016)

 幹細胞の接着・伸展、形状を制御

 幹細胞の接着・伸展・形状と分化能との関係を解析

 幹細胞の伸展・形状と未分化能との関係を解析

 幹細胞研究のための培養基材

 ハイスループット幹細胞機能評価システムの実現

 ハイスループット創薬スクリーニングシステムの実現

アレイ状マイクロパターン

制御された細胞接着領域の面積

制御された細胞接着領域の形状

ハイスループット機能解析可能

細胞接着・伸展の細胞機能への影響が解析可能

細胞形状の細胞機能への影響が解析可能

細胞非接着高分子のグラフト化領域
（青色）

細胞培養ポリスチレン基板

細胞が接着できる領域（灰色)

材料の特徴 期待される用途

包晶凝固組織形成の研究
Keywords: 結晶成長、溶液、包晶

機能探索分野 マグネトエレクト リック結晶グループ

眞岩 幸治
MAIWA.Koji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/maiwa_koji

 包晶組織は普遍的な凝固組織の一つ。

 包晶系の二つの結晶相の凝固速度の違いにより、準安定な凝固組織が得られる場合がある。

 凝固条件と得られる凝固組織の関係を明らかにするこ必要がある。

 Sr(NO3)2-H2O系をモデル物質として用い、包晶凝固過程を直接観察する。

 二つの結晶相の核形成および成長速度を測定する。

 凝固カイネティクスが包晶組織形成に与える影響を明らかにする。

・K. MAIWA et al., Journal of the Japanese Association for Crystal Growth 40 (2013) 225-230

・K. MAIWA et al., Crystal Growth & Design 15 (2015) 4672-4675

 包晶組織形成に必要なカイネティクスの条件

核形成 安定相＜準安定相

成長速 安定相＞準安定相

 荒れた界面の結晶成長に適用可能か確認。
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遷移金属窒化物合成と弾性率測定

高圧下X線回折実験による窒化タンタルの体積弾性率評価

Keywords: 遷移金属窒化物、ダイヤモンドアンビルセル、放射光X線回折実験

機能探索分野 超高圧グループ

遊佐 斉
YUSA.Hitoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yusa_hitoshi

 軽量難削構造材料の増加に伴う革新的切削材料開発の要請

 炭化物に比べ耐摩耗性に優れる遷移金属窒化物探索を指向

 放射光を利用した高圧下でのX線回折実験をおこない体積弾性率を精密決定

 高圧合成により様々な構造・価数を持つ遷移金属窒化物合成が可能

 高体積弾性率を持つ最適硬質結晶構造を特定する

 立方晶窒化ホウ素に匹敵するような遷移金属窒化物

が見いだされている。

 硬質物性に優れる結晶構造が特定されつつある。

 切削試験による耐摩耗性の評価

 焼結体粒径制御による性能向上

超硬質焼結体合成への指針

微視的な物性評価から

実用大の材料合成へ

 H. Yusa, F. Kawamura, T. Taniguchi et al., J. Appl. Phys., 115, 103520 (2014)
 F. Kawamura, H. Yusa, T. Taniguchi, J. Am. Ceram. Soc., 101, 949 (2017)

Photo

衝撃波による高圧物性研究と高機能化

Keywords: 衝撃圧縮 飛翔体衝突 衝撃誘起発光 発光特性制御 衝撃波

機能探索分野 超高圧グループ

小林 敬道
KOBAYASHI.Takamichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_takamichi

物質を衝撃圧縮処理することにより構造変化、微粒化、欠陥導入など、機能性物質の高機能化に
つながる変化を付与することができる。また、応力波の一種である衝撃波が物質中を伝搬する際に
観測される発光現象にも未解明の部分が多い。

衝撃圧縮法により物質を瞬間的に超高圧状態にすることができる。瞬間的であるためマクロには破
壊的な構造変化を伴う一方、ミクロには高硬度、高密度相への変換、欠陥導入など、物性を向上さ
せるための手段としての応用が可能である。

・Takamichi Kobayashi, Chem. Phys. Lett. 643 (2016) 43-46 

・Takamichi Kobayashi, Mech. Mater. 111 (2017) 15-20. 

・Fang Xu et al., ACS Nano 11 (2017) 8114-8121. 

 粉末蛍光体 (Ce:YAG)の衝撃波誘起発光の発見と

発光 メカニズムの解明

 粉末物質の特異な衝撃特性の発見

蛍光体など発光材料の高機能化

Sample

Metal capsule

⽕薬銃

⾶翔体

Hypervelocity

Impact

Max. impact velocity:  ～ 2.0km/s
Max. pressure:  ～ 50 GPa
Temperature:  up to several 1000 K
Duration of  high pressure:  ～ 1 μs

衝撃圧縮実験

主な実験⽅法：
1. 衝撃回収実験 (衝撃合成)
2. その場観察計測 （発光分光測定、粒⼦速度測定）
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遷移金属窒化物合成と弾性率測定

高圧下X線回折実験による窒化タンタルの体積弾性率評価

Keywords: 遷移金属窒化物、ダイヤモンドアンビルセル、放射光X線回折実験

機能探索分野 超高圧グループ

遊佐 斉
YUSA.Hitoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yusa_hitoshi

 軽量難削構造材料の増加に伴う革新的切削材料開発の要請

 炭化物に比べ耐摩耗性に優れる遷移金属窒化物探索を指向

 放射光を利用した高圧下でのX線回折実験をおこない体積弾性率を精密決定

 高圧合成により様々な構造・価数を持つ遷移金属窒化物合成が可能

 高体積弾性率を持つ最適硬質結晶構造を特定する

 立方晶窒化ホウ素に匹敵するような遷移金属窒化物

が見いだされている。

 硬質物性に優れる結晶構造が特定されつつある。

 切削試験による耐摩耗性の評価

 焼結体粒径制御による性能向上

超硬質焼結体合成への指針

微視的な物性評価から

実用大の材料合成へ

 H. Yusa, F. Kawamura, T. Taniguchi et al., J. Appl. Phys., 115, 103520 (2014)
 F. Kawamura, H. Yusa, T. Taniguchi, J. Am. Ceram. Soc., 101, 949 (2017)

Photo

衝撃波による高圧物性研究と高機能化

Keywords: 衝撃圧縮 飛翔体衝突 衝撃誘起発光 発光特性制御 衝撃波

機能探索分野 超高圧グループ

小林 敬道
KOBAYASHI.Takamichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_takamichi

物質を衝撃圧縮処理することにより構造変化、微粒化、欠陥導入など、機能性物質の高機能化に
つながる変化を付与することができる。また、応力波の一種である衝撃波が物質中を伝搬する際に
観測される発光現象にも未解明の部分が多い。

衝撃圧縮法により物質を瞬間的に超高圧状態にすることができる。瞬間的であるためマクロには破
壊的な構造変化を伴う一方、ミクロには高硬度、高密度相への変換、欠陥導入など、物性を向上さ
せるための手段としての応用が可能である。

・Takamichi Kobayashi, Chem. Phys. Lett. 643 (2016) 43-46 

・Takamichi Kobayashi, Mech. Mater. 111 (2017) 15-20. 

・Fang Xu et al., ACS Nano 11 (2017) 8114-8121. 

 粉末蛍光体 (Ce:YAG)の衝撃波誘起発光の発見と

発光 メカニズムの解明

 粉末物質の特異な衝撃特性の発見

蛍光体など発光材料の高機能化

Sample

Metal capsule

⽕薬銃

⾶翔体

Hypervelocity

Impact

Max. impact velocity:  ～ 2.0km/s
Max. pressure:  ～ 50 GPa
Temperature:  up to several 1000 K
Duration of  high pressure:  ～ 1 μs

衝撃圧縮実験

主な実験⽅法：
1. 衝撃回収実験 (衝撃合成)
2. その場観察計測 （発光分光測定、粒⼦速度測定）
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超高圧を用いた水素化物の構造物性研究
Keywords: 超高圧、水素化物、水素貯蔵、イオン伝導

機能探索分野 超高圧グループ

中野 智志
NAKANO.Satoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/high-pressure/

 水素エネルギー社会の実現に向けた水素および水素化物の基礎科学の進展の必要性。

 水素の電荷多様性（プロトンH+、中性水素H0、ヒドリドH-）に基づく物性の発見。

 水素の新たな物性を用いた新規機能性材料の創成への期待。

 高圧および高温高圧下における水素や水素化物の構造変化と物性の解明。

 髙水素密度を持つ新規水素化物の設計指針。

 プロトンやヒドリドに起因する新規機能性材料の創成。

・中野智志、他、第58回高圧討論会講演要旨集、P.25 (2017).
・ S. Nakano, H. Fujihisa, H. Yamawaki, T. Kikegawa, J. Phys. Chem. C, 119, 3911 (2015). 

 高温高圧Ｘ線回折により、アンモニアボランの30 
GPa, 300℃までの高温高圧相図を明らかにした。

 高圧中性子回折とDFT計算により、水素位置を含
む高圧相の詳細な構造を調べ、隣接分子間の二
水素結合の寄与を明らかにした。
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図1：高温高圧X線回折で得られたアンモニアボラン
NH3BH3の高温高圧相図と各相の構造。

図３:アンモニアボラン高圧相HP1の6GPaにおける
隣接分子の水素間距離。
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図２:アンモニアボラン高圧相HP1の1.3GPaにおける
高圧中性子回折パターン。

AP: Tetra. I4mm HP1: Ortho. Cmc21 HP2: Monocli. P21 (Z=2)

アンモニアボランNH3BH3の構造安定性・反応性と二水素結合の寄与の解明

 未解明の高温高圧相の構造を明らかにし、二水素
結合の寄与を含めた高密度化の原理を解明する。

 髙密度相の常温常圧回収を実現する。
 その場観察の高温高圧条件を拡大し、アンモニアボ

ラン単体での水素吸脱反応を見出す。

超高圧下での化学反応による新規窒化物合成

機能探索分野 超高圧グループ

川村 史朗
KAWAMURA.Fumio@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawamura_fumio

Keywords: 超高圧、複分解反応、遷移金属窒化物

 CFRP等の新構造材料の普及に伴う新規硬質材料の必要性。

 高圧下でのみ合成可能な新規窒化物半導体の存在予測。

 二次元層状物質探索の必要性。

・F. Kawamura et.al, Synthesis of rhenium nitride crystals with MoS2 structure, Appl. Phys. Lett. 100 (2012) 251910 

・F. Kawamura et.al, Synthesis of ZnSnN2 Crystals via a High-pressure Metathesis Reaction, Cryst. Res. Technol. 51 (2016) 220 

・F. Kawamura et.al, Synthesis of hexagonal phases of WN and W2.25N3 by high-pressure metathesis reaction , J. Am. Ceram. Soc. 101 (2018) 949

 ZnSnN2半導体のpn接合特性評価

 遷移金属窒化物二次元結晶のバリエーション化

 窒化物硬質材料の実用応用に向けた切削試験

 高圧下複分解反応を用いた新規窒化物硬質材料合成。

 高圧を用いた高品質窒化物半導体合成。

 高圧を用いた窒化物二次元層状物質の単結晶合成

顔
写真

 ZnSnN2半導体の電気特性の再現性向上

 遷移金属窒化物合成条件の理論的解釈

 窒化物硬質材料の最適焼結条件の選択

新規窒化物半導体：ZnSnN2
GaNのGaサイトをZn,Snで交互に置
き換えた構造
特徴：Bandgap：1〜2eVで可変
⇒光触媒,太陽電池材料として有
望
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⾼圧下で上記反応を⾏うことで理
論通りの⾼品質結晶合成に成功

600℃, 5万5000気圧以上でZnSnN2結晶
は合成可能⇒量産可能

次世代窒化物半導体開発

新規⼆次元結晶開発

⼆次元結晶
グラフェン, MoS2
etc.は次世代電⼦材
料として期待され
ている

⾼圧下で新規⼆次元結晶
を合成する
⇒ ReN2結晶合成に成功

CFRP等の難削材の普及に
伴い、炭化タングステン
に変わる次世代硬質材料
が必要

温度,圧⼒,試薬配合⽐等
の違いによる合成物の変
化を調査

新規硬質材

W‐N系

Ta‐N系

次世代窒化物硬質材料開発
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超高圧を用いた水素化物の構造物性研究
Keywords: 超高圧、水素化物、水素貯蔵、イオン伝導

機能探索分野 超高圧グループ

中野 智志
NAKANO.Satoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/high-pressure/

 水素エネルギー社会の実現に向けた水素および水素化物の基礎科学の進展の必要性。

 水素の電荷多様性（プロトンH+、中性水素H0、ヒドリドH-）に基づく物性の発見。

 水素の新たな物性を用いた新規機能性材料の創成への期待。

 高圧および高温高圧下における水素や水素化物の構造変化と物性の解明。

 髙水素密度を持つ新規水素化物の設計指針。

 プロトンやヒドリドに起因する新規機能性材料の創成。

・中野智志、他、第58回高圧討論会講演要旨集、P.25 (2017).
・ S. Nakano, H. Fujihisa, H. Yamawaki, T. Kikegawa, J. Phys. Chem. C, 119, 3911 (2015). 

 高温高圧Ｘ線回折により、アンモニアボランの30 
GPa, 300℃までの高温高圧相図を明らかにした。

 高圧中性子回折とDFT計算により、水素位置を含
む高圧相の詳細な構造を調べ、隣接分子間の二
水素結合の寄与を明らかにした。
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図1：高温高圧X線回折で得られたアンモニアボラン
NH3BH3の高温高圧相図と各相の構造。

図３:アンモニアボラン高圧相HP1の6GPaにおける
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アンモニアボランNH3BH3の構造安定性・反応性と二水素結合の寄与の解明

 未解明の高温高圧相の構造を明らかにし、二水素
結合の寄与を含めた高密度化の原理を解明する。

 髙密度相の常温常圧回収を実現する。
 その場観察の高温高圧条件を拡大し、アンモニアボ

ラン単体での水素吸脱反応を見出す。
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KAWAMURA.Fumio@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawamura_fumio
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 高圧下でのみ合成可能な新規窒化物半導体の存在予測。

 二次元層状物質探索の必要性。
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・F. Kawamura et.al, Synthesis of hexagonal phases of WN and W2.25N3 by high-pressure metathesis reaction , J. Am. Ceram. Soc. 101 (2018) 949
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 遷移金属窒化物二次元結晶のバリエーション化

 窒化物硬質材料の実用応用に向けた切削試験
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 高圧を用いた高品質窒化物半導体合成。

 高圧を用いた窒化物二次元層状物質の単結晶合成
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は合成可能⇒量産可能
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高圧合成ダイヤモンドへの元素ドーピング

炭酸塩触媒による高圧合成ダイヤモンドへのホウ素ドーピング

Keywords: 高圧合成、ダイヤモンド、元素ドーピング

機能探索分野 超高圧グループ

川嶋 哲也
KAWASHIMA.Tetsuya@nims.go.jp    | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawashima_tetsuya 

ダイヤモンドは元素ドーピングにより半導体から超伝導にいたる様々な機能性を発現

 金属触媒を用いた従来の高圧合成法では各種元素の高濃度ドープが困難

 非金属触媒を用いた高圧合成法によるダイヤモンド合成

 高圧合成ダイヤモンドへの目的元素の高濃度ドーピング

 ダイヤモンドの新規機能性の発現

・T. Kawashima et al., Physica C 460-462 (2007) 651-652.

・C. Bull, T. Kawashima et al., J. Solid State Chem. 179 (2006) 1762-1767.

 元素ドーピングによる新規機能性の発現

 ドーピング条件制御による機能特性の向上

 高圧合成法による新物質探索

 新規機能性材料の開発

 高Tc (室温超伝導)を有する新規超伝導材料の開発

 新規超硬質高密度材料の開発

炭酸塩触媒を用いたダイヤモンド高圧合成法(合成条件：7.7GPa, 1800〜2150℃)により、ダイヤモンド種結晶
[111]面上へのホウ素ドープダイヤモンド・ホモエピタキシャル成長を試み、厚さ3μm程度のホウ素ドープダイヤモン
ドの成長(ホウ素濃度：〜3×1021 cm-3)を確認しました。また、得られた試料は最大で10.3Kの超伝導転移温度
(Tc)を示しました。

10.4

10.2

10.0

9.8

9.6

9.4

9.2

9.0

T c (
K

)

22002100200019001800

reaction Temp. (˚C)

|| (10
-7 em

u/g)

0

1

2

3

4

5

6


Tc←

→

ダイヤモンド種結晶[111]面上に成長した
ホウ素ドープダイヤモンドのSEM像

ホウ素ドープダイヤモンドの合成温度と
Tcおよび体積分率(χ)の相関

Photo

高圧環境を利用した透明酸化物の機能開拓

ベルト型⾼圧装置の模式図

Keywords: 高圧合成、透明酸化物

機能探索分野 超高圧グループ

宮川 仁
MIYAKAWA.Masashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/miyakawa_masashi

 希少資源材料・毒性材料の代替材料の需要

 ありふれた材料における新機能性発現の期待

 未知の高圧相など未開拓領域の存在

 高圧力場を利用した物質の構造制御

 圧力-温度-組成をパラメータとした新物質探索

 高圧物質科学の進展と物質設計への応用

・M. Miyakawa, K. Kobayashi, T. Taniguchi, J. Am. Ceram. Soc., 100, 1285-1289 (2017).

・M. Miyakawa and T. Tanicuhi, Rev. Sci. Instrum. 86, 025101-1–025101-5 (2015). 

 高圧力場を利用した構造制御による機能性開拓

 高圧プロセスからの物質設計指針の構築

 高圧力技術の高度化

 希少資源材料・毒性材料の代替材料の開発

 軽量な透明硬質半導体の創製

 新規イオン導電体の発見

圧⼒発⽣の再現性向上(左)と均⼀な温度発⽣の実現(中央：
シミュレーション、右：実験結果)

格子定数:

包接イオンがH-へ置換されていく
ことで格子定数が減少

格子定数:

の格子定数:

H-が電子に置換され
格子定数が増加

C12A7‐S12A7系における電気伝導度評価(左)と
格⼦定数の組成依存性(右)

⾼圧下におけるC12A7結晶の還元処理
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高圧合成ダイヤモンドへの元素ドーピング

炭酸塩触媒による高圧合成ダイヤモンドへのホウ素ドーピング

Keywords: 高圧合成、ダイヤモンド、元素ドーピング

機能探索分野 超高圧グループ

川嶋 哲也
KAWASHIMA.Tetsuya@nims.go.jp    | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawashima_tetsuya 

ダイヤモンドは元素ドーピングにより半導体から超伝導にいたる様々な機能性を発現

 金属触媒を用いた従来の高圧合成法では各種元素の高濃度ドープが困難

 非金属触媒を用いた高圧合成法によるダイヤモンド合成

 高圧合成ダイヤモンドへの目的元素の高濃度ドーピング

 ダイヤモンドの新規機能性の発現

・T. Kawashima et al., Physica C 460-462 (2007) 651-652.

・C. Bull, T. Kawashima et al., J. Solid State Chem. 179 (2006) 1762-1767.

 元素ドーピングによる新規機能性の発現

 ドーピング条件制御による機能特性の向上

 高圧合成法による新物質探索

 新規機能性材料の開発

 高Tc (室温超伝導)を有する新規超伝導材料の開発

 新規超硬質高密度材料の開発

炭酸塩触媒を用いたダイヤモンド高圧合成法(合成条件：7.7GPa, 1800〜2150℃)により、ダイヤモンド種結晶
[111]面上へのホウ素ドープダイヤモンド・ホモエピタキシャル成長を試み、厚さ3μm程度のホウ素ドープダイヤモン
ドの成長(ホウ素濃度：〜3×1021 cm-3)を確認しました。また、得られた試料は最大で10.3Kの超伝導転移温度
(Tc)を示しました。

10.4

10.2

10.0

9.8

9.6

9.4

9.2

9.0

T c (
K

)

22002100200019001800

reaction Temp. (˚C)

|| (10
-7 em

u/g)

0

1

2

3

4

5

6


Tc←

→

ダイヤモンド種結晶[111]面上に成長した
ホウ素ドープダイヤモンドのSEM像

ホウ素ドープダイヤモンドの合成温度と
Tcおよび体積分率(χ)の相関

Photo

高圧環境を利用した透明酸化物の機能開拓

ベルト型⾼圧装置の模式図

Keywords: 高圧合成、透明酸化物
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 希少資源材料・毒性材料の代替材料の需要

 ありふれた材料における新機能性発現の期待

 未知の高圧相など未開拓領域の存在

 高圧力場を利用した物質の構造制御

 圧力-温度-組成をパラメータとした新物質探索

 高圧物質科学の進展と物質設計への応用

・M. Miyakawa, K. Kobayashi, T. Taniguchi, J. Am. Ceram. Soc., 100, 1285-1289 (2017).

・M. Miyakawa and T. Tanicuhi, Rev. Sci. Instrum. 86, 025101-1–025101-5 (2015). 

 高圧力場を利用した構造制御による機能性開拓

 高圧プロセスからの物質設計指針の構築

 高圧力技術の高度化

 希少資源材料・毒性材料の代替材料の開発

 軽量な透明硬質半導体の創製

 新規イオン導電体の発見

圧⼒発⽣の再現性向上(左)と均⼀な温度発⽣の実現(中央：
シミュレーション、右：実験結果)

格子定数:

包接イオンがH-へ置換されていく
ことで格子定数が減少

格子定数:

の格子定数:

H-が電子に置換され
格子定数が増加

C12A7‐S12A7系における電気伝導度評価(左)と
格⼦定数の組成依存性(右)

⾼圧下におけるC12A7結晶の還元処理
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新しいナノ炭素材料合成
Keywords: ナノカーボン, ダイヤモンド表面, 燃料電池, 触媒反応, 電極反応

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

安藤 寿浩
ANDO.Toshihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ando_toshihiro

我々のグループでは、これまで単結晶ダイヤモンド表面をはじめとする様々な炭素材料の表面にお

ける炭素原子の物理、化学的特性、特に表面反応性についての研究を進めてきた。それら表面炭

素の反応性の検討から、ダイヤモンド、グラファイト及び一次元繊維状炭素の合成を進めてきた。

成長する炭素材料の一次微細構造および、その集合体の二次構造を制御した新たな炭素系材料

の合成を目的に、表面での一原子・一分子レベルの反応性を理解し、反応場を制御することが可能

となる非平衡反応場の提案する。

1) M. Eguchi, A. Okubo, S. Yamamoto, M. Kikuchi, K. Uno, Y. Kobayashi, M. Nishitani-Gamo, 

and  T. Ando, Journal of Power Sources, 195, 5862 (2010).
2) M. Eguchi, K. Baba, T. Onuma, K. Yoshida, K. Iwasawa, Y. Kobayashi, M. Nishitani-Gamo, 

and T.Ando, Polymers, 4, 1645 (2012).

 JP Patent; 5245072, 5283031, 5283030, 

5418874, 5376197, 5245087, 5344210, 

5321880, 5321881, 5476883, 

 US Patent; 7608331, 8420043, 8557213, 

 GB Patent; 2430672, 2431504.

 マリモ状炭素はPEFC 触媒電極 として優れたパ

フォーマンスを収めており、積層カップ状構造の

ナノ炭素繊維は燃料電池反応の触媒サポートと

して適切であると考えられる。

ダイヤモンド表面にある種の金属原子を担持した状態における特異な接触反応性に注目し、その表面における各種
炭化水素系有機分子の接触分解反応の制御によって、微細構造、マクロな形態の異なる、各種低次元炭素材料
を合成できることを示した。表面と均一相（気相および液相）の反応性、反応速度の大きな差異によって、副生成物
（構造制御されていない生成物）の少ない各種炭素薄膜、炭素繊維の合成が可能となった。一例としては、繊維状
炭素の一次微細構造の制御によって、中空円筒状の炭素筒、カップ積層型の炭素繊維、コイン積層型の炭素繊維
が合成できる。また、それらの反応性と反応場を選ぶことによって、マクロな幾何学的形状の異なる炭素材料の生成
も可能となった。左写真は、ダイヤモンドを核としてその周りを直径１０ｎｍ程度の多数の曲線状炭素繊維が取り囲む
ように成長したマリモ状炭素である。右写真は、異なる条件下で同じく炭素繊維を成長させたものであるが、接触反
応条件を選ぶことにより、基板表面上に炭素繊維が、一本一本が直線状で高密度に成長し、全体としてブラシ状に
配向した材料が作成できる。これら、炭素系材料は、燃料電池触媒担体など化学電極、触媒担体としての利用が
進められている。

多機能ナノ結晶の開発とデバイス化

Ambipolar特性を示す多機能ナノ結晶の開発に成功

Keywords: 多機能、ナノ結晶、共結晶、トランジスタ、フラーレン

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

若原 孝次
WAKAHARA.Takatsugu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/wakahara_takatsugu

 機能性有機材料の高機能化、多機能化が必要。

 新しい有機材料の開発には、時間とコストがかかる有機合成が用いられている。

 結晶性の高い有機結晶は高機能化が可能。

 複雑な有機合成を用いない有機機能性材料の開発

 複数の異なる機能を有する分子からなる共結晶を合成することで多機能の発現

 多機能性ナノ結晶を用いた多機能デバイスの作製

・T. Wakahara, et al. J. Am. Chem. Soc., 134, 7204-7206 (2012).
・T. Wakahara and K. Miyazawa, ”Fullerene Hybrid Nanomaterials and Their Application in Photovoltaics” Fullerene 

Nanowhiskers (2nd edition) Edited by Kun‘ichi Miyazawa, et. al. Pan Stanford Publishing Pte Ltd., Chapter 15（2018)

 複雑な有機合成を用いない機能性材料の開発

 Ambipolar特性を示す多機能性ナノ結晶の合成

 多機能性ナノ結晶を用いたトランジスタの作製

 高性能化の検討

 光応答性、発光性などの発現

 光センサーや太陽電池への展開

n型半導体であるフラーレンとp型半導体であるポル
フィリンを用い、非常に簡便な液-液界面析出法に
より、多機能性ナノ結晶の合成に成功した。さらに合
成したナノ結晶を用いて、電界効果型トランジスタ
（FET)の作製を行ったところ、ambipolar型の特性を
示した。また、ambipolar型の特性の発現には結晶
構造が非常に重要であることを明らかにした。

図．多機能性ナノ結晶の顕微鏡像

図．多機能性ナノ結晶を用いて作成し
たAmbipolar有機トランジスタの特性

図．多機能性ナノ結晶の結晶構造
Ambipolar有機トランジスタ：１つのトランジスタ内で正孔輸
送、電子輸送の機能を両立させた非常に重要なデバイス。
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新しいナノ炭素材料合成
Keywords: ナノカーボン, ダイヤモンド表面, 燃料電池, 触媒反応, 電極反応

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

安藤 寿浩
ANDO.Toshihiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ando_toshihiro

我々のグループでは、これまで単結晶ダイヤモンド表面をはじめとする様々な炭素材料の表面にお

ける炭素原子の物理、化学的特性、特に表面反応性についての研究を進めてきた。それら表面炭

素の反応性の検討から、ダイヤモンド、グラファイト及び一次元繊維状炭素の合成を進めてきた。

成長する炭素材料の一次微細構造および、その集合体の二次構造を制御した新たな炭素系材料

の合成を目的に、表面での一原子・一分子レベルの反応性を理解し、反応場を制御することが可能

となる非平衡反応場の提案する。

1) M. Eguchi, A. Okubo, S. Yamamoto, M. Kikuchi, K. Uno, Y. Kobayashi, M. Nishitani-Gamo, 

and  T. Ando, Journal of Power Sources, 195, 5862 (2010).
2) M. Eguchi, K. Baba, T. Onuma, K. Yoshida, K. Iwasawa, Y. Kobayashi, M. Nishitani-Gamo, 

and T.Ando, Polymers, 4, 1645 (2012).

 JP Patent; 5245072, 5283031, 5283030, 

5418874, 5376197, 5245087, 5344210, 

5321880, 5321881, 5476883, 

 US Patent; 7608331, 8420043, 8557213, 

 GB Patent; 2430672, 2431504.

 マリモ状炭素はPEFC 触媒電極 として優れたパ

フォーマンスを収めており、積層カップ状構造の

ナノ炭素繊維は燃料電池反応の触媒サポートと

して適切であると考えられる。

ダイヤモンド表面にある種の金属原子を担持した状態における特異な接触反応性に注目し、その表面における各種
炭化水素系有機分子の接触分解反応の制御によって、微細構造、マクロな形態の異なる、各種低次元炭素材料
を合成できることを示した。表面と均一相（気相および液相）の反応性、反応速度の大きな差異によって、副生成物
（構造制御されていない生成物）の少ない各種炭素薄膜、炭素繊維の合成が可能となった。一例としては、繊維状
炭素の一次微細構造の制御によって、中空円筒状の炭素筒、カップ積層型の炭素繊維、コイン積層型の炭素繊維
が合成できる。また、それらの反応性と反応場を選ぶことによって、マクロな幾何学的形状の異なる炭素材料の生成
も可能となった。左写真は、ダイヤモンドを核としてその周りを直径１０ｎｍ程度の多数の曲線状炭素繊維が取り囲む
ように成長したマリモ状炭素である。右写真は、異なる条件下で同じく炭素繊維を成長させたものであるが、接触反
応条件を選ぶことにより、基板表面上に炭素繊維が、一本一本が直線状で高密度に成長し、全体としてブラシ状に
配向した材料が作成できる。これら、炭素系材料は、燃料電池触媒担体など化学電極、触媒担体としての利用が
進められている。

多機能ナノ結晶の開発とデバイス化

Ambipolar特性を示す多機能ナノ結晶の開発に成功

Keywords: 多機能、ナノ結晶、共結晶、トランジスタ、フラーレン

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

若原 孝次
WAKAHARA.Takatsugu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/wakahara_takatsugu

 機能性有機材料の高機能化、多機能化が必要。

 新しい有機材料の開発には、時間とコストがかかる有機合成が用いられている。

 結晶性の高い有機結晶は高機能化が可能。

 複雑な有機合成を用いない有機機能性材料の開発

 複数の異なる機能を有する分子からなる共結晶を合成することで多機能の発現

 多機能性ナノ結晶を用いた多機能デバイスの作製

・T. Wakahara, et al. J. Am. Chem. Soc., 134, 7204-7206 (2012).
・T. Wakahara and K. Miyazawa, ”Fullerene Hybrid Nanomaterials and Their Application in Photovoltaics” Fullerene 

Nanowhiskers (2nd edition) Edited by Kun‘ichi Miyazawa, et. al. Pan Stanford Publishing Pte Ltd., Chapter 15（2018)

 複雑な有機合成を用いない機能性材料の開発

 Ambipolar特性を示す多機能性ナノ結晶の合成

 多機能性ナノ結晶を用いたトランジスタの作製

 高性能化の検討

 光応答性、発光性などの発現

 光センサーや太陽電池への展開

n型半導体であるフラーレンとp型半導体であるポル
フィリンを用い、非常に簡便な液-液界面析出法に
より、多機能性ナノ結晶の合成に成功した。さらに合
成したナノ結晶を用いて、電界効果型トランジスタ
（FET)の作製を行ったところ、ambipolar型の特性を
示した。また、ambipolar型の特性の発現には結晶
構造が非常に重要であることを明らかにした。

図．多機能性ナノ結晶の顕微鏡像

図．多機能性ナノ結晶を用いて作成し
たAmbipolar有機トランジスタの特性

図．多機能性ナノ結晶の結晶構造
Ambipolar有機トランジスタ：１つのトランジスタ内で正孔輸
送、電子輸送の機能を両立させた非常に重要なデバイス。
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水熱反応による多孔質膜の合成

水酸化ナトリウム水溶液中での水熱反応
アルミニウムからベーマイト多孔体の合成 ⇒ 自立膜へ

Keywords: 多孔体、膜

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

下村 周一
SHIMOMURA.Shuichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shimomura_shuichi

環境汚染の原因となる物質などを除去するための浄化装置などに利用できる

新しい多孔体を開発することを目的とする。

水熱反応を利用して多孔体を合成する。

アルミニウムを基板にして自立膜の合成が可能。

細孔径の制御、多孔質膜の強度について改善を進める

・Structual Analysis of C60 Microtubes Vertically Grown on AAO Membranes. IUMRS. 2014

・Investigation of synthesis of aluminum silicate thin film. The Clay Science Society of Japan. 2001

 ベーマイトの多孔質自立膜の合成

 特許第4022623号

ベーマイト自立膜とその合成方法

 細孔径の制御

 複合化による機能性の付与

0 10 20 30 40 50 60 70 80

In
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ity

2 theta (degrees)

NaOH：0.1～0.8mol/l
Al板：10mm×10mm×0.5mm

温度：70～150℃, 時間：12～14ｈ

ＸＲＤ ＦＩＢ／ＳＥＭ

鉱物と有機物や無機物の相互作用

珪酸カルシウムを湿度80%の二酸化炭素ガス下で反
応を行ったXRDによるその場観察。200時間ほどでバ
テライト(CaCO3)の存在が明瞭になる。水酸化カルシ
ウムでも容易ににさんかたんそと反応する。ただし、
CaCO3はカルサイトである。

Keywords: mineral, organic material, inorganic material 

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

橋爪 秀夫
HASHIZUME.Hideo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hashizume_hideo

 地表にある鉱物の諸性質、特に触媒能を調べることとその利用

 粘土鉱物を触媒として利用した生体分子の反応

 酸化物や水酸化物を用いた水中のトリチウムの分離

 珪酸塩や水酸化物と二酸化炭素の反応

・橋爪秀夫、藤井和子、安藤寿浩、上原章寛、福谷哲 特願2018-43792

・橋爪秀夫、藤井和子、安藤寿浩、上原章寛、福谷哲 特願2016-135839

・橋爪秀夫 第135回無機マテリアル学会秋季大会（２０１７）、予稿集

 カオリナイト以外の火成岩でも可能

 酸化物から水酸化物合成でもTの分離可能

 鉱物の炭酸塩化の実験的その場観察の例

●無生物的な生体有機分子の合成

●原子力発電所の冷却水の浄化

●鉱物を用いた二酸化炭素除去
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カオリナイトを触媒に用い、アデニンとリボースの
反応させた。従来ではβアデノシンは合成され
ないが、カオリナイトを加える事によりβが合成
された。（温度：8０℃、蒸発乾固：20回。左図
は1H NMRの分析結果）
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水熱反応による多孔質膜の合成

水酸化ナトリウム水溶液中での水熱反応
アルミニウムからベーマイト多孔体の合成 ⇒ 自立膜へ

Keywords: 多孔体、膜

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

下村 周一
SHIMOMURA.Shuichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shimomura_shuichi

環境汚染の原因となる物質などを除去するための浄化装置などに利用できる

新しい多孔体を開発することを目的とする。

水熱反応を利用して多孔体を合成する。

アルミニウムを基板にして自立膜の合成が可能。

細孔径の制御、多孔質膜の強度について改善を進める

・Structual Analysis of C60 Microtubes Vertically Grown on AAO Membranes. IUMRS. 2014

・Investigation of synthesis of aluminum silicate thin film. The Clay Science Society of Japan. 2001

 ベーマイトの多孔質自立膜の合成

 特許第4022623号

ベーマイト自立膜とその合成方法

 細孔径の制御

 複合化による機能性の付与
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NaOH：0.1～0.8mol/l
Al板：10mm×10mm×0.5mm

温度：70～150℃, 時間：12～14ｈ

ＸＲＤ ＦＩＢ／ＳＥＭ

鉱物と有機物や無機物の相互作用

珪酸カルシウムを湿度80%の二酸化炭素ガス下で反
応を行ったXRDによるその場観察。200時間ほどでバ
テライト(CaCO3)の存在が明瞭になる。水酸化カルシ
ウムでも容易ににさんかたんそと反応する。ただし、
CaCO3はカルサイトである。

Keywords: mineral, organic material, inorganic material 

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

橋爪 秀夫
HASHIZUME.Hideo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hashizume_hideo

 地表にある鉱物の諸性質、特に触媒能を調べることとその利用

 粘土鉱物を触媒として利用した生体分子の反応

 酸化物や水酸化物を用いた水中のトリチウムの分離

 珪酸塩や水酸化物と二酸化炭素の反応

・橋爪秀夫、藤井和子、安藤寿浩、上原章寛、福谷哲 特願2018-43792

・橋爪秀夫、藤井和子、安藤寿浩、上原章寛、福谷哲 特願2016-135839

・橋爪秀夫 第135回無機マテリアル学会秋季大会（２０１７）、予稿集

 カオリナイト以外の火成岩でも可能

 酸化物から水酸化物合成でもTの分離可能

 鉱物の炭酸塩化の実験的その場観察の例

●無生物的な生体有機分子の合成

●原子力発電所の冷却水の浄化

●鉱物を用いた二酸化炭素除去
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反応させた。従来ではβアデノシンは合成され
ないが、カオリナイトを加える事によりβが合成
された。（温度：8０℃、蒸発乾固：20回。左図
は1H NMRの分析結果）
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水中のトリチウムイオンが減少した但し、Al(OH)3はイオン
交換をしない。
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無機-有機ハイブリッド材料のナノ構造と機能

新規機能性無機ー有機ハイブリッド材料をNIMS独⾃技術を応⽤して創成する研究を⾏っています。
機能の発現・最適化を⽬指し⼆次元状のナノ空間の構造の設計・制御を⽬指します。さらに、ナノ空
間の構造と発現される機能の関係の解明に挑みます。

Keywords: 無機-有機ハイブリッド材料、固体ナノ二次元空間、光応答性

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

藤井 和子
FUJII.Kazuko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fujii_kazuko

材料の機能は構造に強く依存します。目的の機能を発現するためのナノ構造の設計指針があれば

材料開発がスピーディーに行えると期待されます。設計指針確立のためには、ナノ構造と機能の関係

およびナノ構造と合成条件の関係を体系的に理解する必要があります。

ナノ空間の構造が制御された新規機能性無機-有機ハイブリッド材料の創成にNIMS独自技術を応

用して挑戦します。さらに、ナノ構造と機能、およびナノ構造と合成条件の関係を解明し設計指針確立

の一助となる知見の創出を目指します。

・Fujii, K. et al, J. Mater. Sci. 2017, DOI 10.1007/s10853-017-1305-1
・藤井 和子、 機能材料、2017, 37[7], 61-66
・Fujii, K. et al, Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, DOI: 10.1039/C6CP02363K

 光応答性・湿度応答性・熱応答性の新規無機

-有機ハイブリッド材料を創成

 固体ナノ二次元空間の構造制御を達成

 関連特許５件（特許6048960他）

 光・湿度・温度センサー、光波長変換素子、

光捕集素子、再生可能エネルギー利用デバイ

ス素子

⼆次元状のナノ空間の構造制御

40 30 20 10 0
Chemical Shift [ppm]

trans-gauche

 62.2 °C

 RT
trans

40 30 20 10 0
Chemical Shift /ppm

RT

trans-gauche 

trans  

 62.2 °C

solid

liquid

0.5 – 5 nm

20 – 500 nm

光応答性無機-有機ハイブリッド材料

無機-有機ハイブリッド材料の機能と構造変化

Luminous

機能性粘土材料の開発

機能探索分野 機能性粘土材料グループ

田村 堅志
TAMURA.Kenji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tamura_kenji

Keywords: : 機能性フィラー、高分子複合材料、吸着材料、フィルム

粘土鉱物は，安心，安全な物質であり、吸着性、隠蔽性、滑り性等ユニークな性質をもつ。

地球環境，生活環境における有害物質を選択的に分離・吸着技術。

“ありふれた”鉱物資源を“スマート”な機能性材料への変換・実用化のニーズがある。

・ Chem.Mater.,20(2008)2242:Appl.ClaySci.,126(2016)107: Appl.ClaySci., 155(2018)15.
・ Phys.Chem.Chem.Phys.,17(2015)18288: Chem.Lett.,45(2016)336

・Environ.Sci.Tech.,48(2014)5808:Chem. Lett., 45(2016) 1385:J. Environ. Radioactivity, 190–191(2018) 81. 

 ガスバリア分野，ノンハロゲン難燃分野，食品分野

 環境浄化技術，有害物質吸着・分離フィルター

 吸着材料のテイラーメード設計（物質選択性）

“ありふれた”鉱物資源を“スマート”な機能性材料に変換する。

粘土鉱物の表面・界面を制御して、新規なハイブリッド材料開発を目指す。

 二次元層間を利用した高度な選択性をもつ吸着材料の設計。

 各種物性の制御技術を確立

 環境に配慮した製造プロセスの検討

 易リサイクル技術の確立

アニオン吸着材料
（バラ状層状複水酸化物合成）

透水性

アニオン吸着性

リサイクル性

ポリマー

バリア性

難燃性

耐熱性

比剛性

雲母シート

ポリマー／粘土ハイブリッド材料
（フィルム，繊維） 界面ダイナミクス

表面改質

樹脂成形プロセス

剥離，分散

カチオン吸着材料
（球状粘土造粒）

花冠凝集体

ex)風化雲母等（Ｃｓ高選択性）

ポリマーの緩和

球状粘土粒子

粘土粒子
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無機-有機ハイブリッド材料のナノ構造と機能

新規機能性無機ー有機ハイブリッド材料をNIMS独⾃技術を応⽤して創成する研究を⾏っています。
機能の発現・最適化を⽬指し⼆次元状のナノ空間の構造の設計・制御を⽬指します。さらに、ナノ空
間の構造と発現される機能の関係の解明に挑みます。

Keywords: 無機-有機ハイブリッド材料、固体ナノ二次元空間、光応答性

機能探索分野 カーボン複合材料グループ

藤井 和子
FUJII.Kazuko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fujii_kazuko

材料の機能は構造に強く依存します。目的の機能を発現するためのナノ構造の設計指針があれば

材料開発がスピーディーに行えると期待されます。設計指針確立のためには、ナノ構造と機能の関係

およびナノ構造と合成条件の関係を体系的に理解する必要があります。

ナノ空間の構造が制御された新規機能性無機-有機ハイブリッド材料の創成にNIMS独自技術を応

用して挑戦します。さらに、ナノ構造と機能、およびナノ構造と合成条件の関係を解明し設計指針確立

の一助となる知見の創出を目指します。

・Fujii, K. et al, J. Mater. Sci. 2017, DOI 10.1007/s10853-017-1305-1
・藤井 和子、 機能材料、2017, 37[7], 61-66
・Fujii, K. et al, Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, DOI: 10.1039/C6CP02363K

 光応答性・湿度応答性・熱応答性の新規無機

-有機ハイブリッド材料を創成

 固体ナノ二次元空間の構造制御を達成

 関連特許５件（特許6048960他）

 光・湿度・温度センサー、光波長変換素子、

光捕集素子、再生可能エネルギー利用デバイ

ス素子

⼆次元状のナノ空間の構造制御

40 30 20 10 0
Chemical Shift [ppm]

trans-gauche

 62.2 °C

 RT
trans

40 30 20 10 0
Chemical Shift /ppm

RT

trans-gauche 

trans  

 62.2 °C

solid

liquid

0.5 – 5 nm

20 – 500 nm

光応答性無機-有機ハイブリッド材料

無機-有機ハイブリッド材料の機能と構造変化

Luminous

機能性粘土材料の開発

機能探索分野 機能性粘土材料グループ

田村 堅志
TAMURA.Kenji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tamura_kenji

Keywords: : 機能性フィラー、高分子複合材料、吸着材料、フィルム

粘土鉱物は，安心，安全な物質であり、吸着性、隠蔽性、滑り性等ユニークな性質をもつ。

地球環境，生活環境における有害物質を選択的に分離・吸着技術。

“ありふれた”鉱物資源を“スマート”な機能性材料への変換・実用化のニーズがある。

・ Chem.Mater.,20(2008)2242:Appl.ClaySci.,126(2016)107: Appl.ClaySci., 155(2018)15.
・ Phys.Chem.Chem.Phys.,17(2015)18288: Chem.Lett.,45(2016)336

・Environ.Sci.Tech.,48(2014)5808:Chem. Lett., 45(2016) 1385:J. Environ. Radioactivity, 190–191(2018) 81. 

 ガスバリア分野，ノンハロゲン難燃分野，食品分野

 環境浄化技術，有害物質吸着・分離フィルター

 吸着材料のテイラーメード設計（物質選択性）

“ありふれた”鉱物資源を“スマート”な機能性材料に変換する。

粘土鉱物の表面・界面を制御して、新規なハイブリッド材料開発を目指す。

 二次元層間を利用した高度な選択性をもつ吸着材料の設計。

 各種物性の制御技術を確立

 環境に配慮した製造プロセスの検討

 易リサイクル技術の確立

アニオン吸着材料
（バラ状層状複水酸化物合成）

透水性

アニオン吸着性

リサイクル性

ポリマー

バリア性

難燃性

耐熱性

比剛性

雲母シート

ポリマー／粘土ハイブリッド材料
（フィルム，繊維） 界面ダイナミクス

表面改質

樹脂成形プロセス

剥離，分散

カチオン吸着材料
（球状粘土造粒）

花冠凝集体

ex)風化雲母等（Ｃｓ高選択性）

ポリマーの緩和

球状粘土粒子

粘土粒子
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植物由来添加剤を用いた無機多孔質膜の形成

機能探索分野 機能性粘土材料グループ

亀井 雅之
KAMEI.Masayuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kamei_masayuki

Keywords: セラミクス多孔質薄膜、ウェットコーティング

光学薄膜としての利用を想定した技術相談の増加

深さ方向制御への旺盛なニーズ

真空成膜よりも低コストのプロセス

・ 特許第5669255号:多孔質薄膜が被着された透明基材を製造する方法、2014/12/26。

 光学セラミック薄膜

 触媒薄膜

深さ方向に多孔性の異なるセラミクス薄膜の形成

塗布して焼成するだけで機能に傾斜を持たせる

 深さ方向の制御性

 薄膜の機械強度の向上

フラクタル状に機能性薄膜中にサイズの異な
る空孔を分布させるためには、焼成時に直径
の大きな空孔を生成する植物から抽出した
補助剤から薄膜前駆体からの脱離が始まり、
順次直径の小さな空孔を生成する補助剤の
脱離に切り替わってゆくことが理想である。

本研究では多岐にわたる植物からの抽出成分をスクリーニングにかけ、二酸化チタンの焼成を実施
する代表的な温度である400～600℃以下にて（１）薄膜中に空孔を形成することができるか、（２）
空孔を形成する場合その直径はどの程度で、どれぐらい直径にばらつきがあるか、をまず調査する。
本研究においては二酸化チタン薄膜の形成の原料として(NH4)4[Ti2(C6H4O7)2]4H2Oの水溶液を
用いる。コーティング溶液の主成分は水分であるため、植物抽出成分のうち油性のものはコーティン
グ溶液中に溶解ではなく分散して存在しやすいと考えられ、その結果得られる薄膜中の空孔の直径
は大きなものになりやすいと考えられる。このため油性の植物抽出成分を最初にスクリーニングにか
け、空孔の直径やそのばらつきを調べる。

粘土鉱物による材料開発・メカニズムの解明

多様な毒性物質吸着剤の開発

Keywords: クレイ、表面界面、吸着脱離、摩擦、水

機能探索分野 機能性粘土材料グループ

佐久間 博
SAKUMA.Hiroshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakuma_hiroshi

 粘土鉱物は豊富な天然資源

 粘土鉱物は1層の厚み１ nmの層状結晶であり、表面積が大きい。

 粘土鉱物は水・イオン・有機分子との親和性が高い。

 天然資源を生かした材料開発

 大きな表面積を生かした吸着剤の開発

 吸着メカニズムを解明することで、新しい材料開発のヒントを得る。

・ H. Sakuma, K. Tamura, K. Minagawa, Chemistry Letters, 47, 68-70 (2018). 

・ H. Sakuma et al., Clays and Clay Minerals, 65, 252-272 (2017).

・ H. Sakuma, M. Ichiki, Journal of Geophysical Research – Solid Earth, 121, 577-594 (2016).

 粘土マイクロ粒子の開発

 粘土鉱物表面・界面構造のモデル化

 吸着メカニズムの解明

 選択的吸着能の向上

 再利用の可能性の探索

 多様な物質での吸着試験

イオンや有機分子の吸着メカニズムの解明

表面X線散乱実験、分子シミュレーション

機能を保持したまま、ナノ粒子をマイクロ粒子化
↓

取り扱いが容易となり、安全性も高まる。
効率的な材料開発・探索
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植物由来添加剤を用いた無機多孔質膜の形成

機能探索分野 機能性粘土材料グループ

亀井 雅之
KAMEI.Masayuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kamei_masayuki

Keywords: セラミクス多孔質薄膜、ウェットコーティング

光学薄膜としての利用を想定した技術相談の増加

深さ方向制御への旺盛なニーズ

真空成膜よりも低コストのプロセス

・ 特許第5669255号:多孔質薄膜が被着された透明基材を製造する方法、2014/12/26。

 光学セラミック薄膜

 触媒薄膜

深さ方向に多孔性の異なるセラミクス薄膜の形成

塗布して焼成するだけで機能に傾斜を持たせる

 深さ方向の制御性

 薄膜の機械強度の向上

フラクタル状に機能性薄膜中にサイズの異な
る空孔を分布させるためには、焼成時に直径
の大きな空孔を生成する植物から抽出した
補助剤から薄膜前駆体からの脱離が始まり、
順次直径の小さな空孔を生成する補助剤の
脱離に切り替わってゆくことが理想である。

本研究では多岐にわたる植物からの抽出成分をスクリーニングにかけ、二酸化チタンの焼成を実施
する代表的な温度である400～600℃以下にて（１）薄膜中に空孔を形成することができるか、（２）
空孔を形成する場合その直径はどの程度で、どれぐらい直径にばらつきがあるか、をまず調査する。
本研究においては二酸化チタン薄膜の形成の原料として(NH4)4[Ti2(C6H4O7)2]4H2Oの水溶液を
用いる。コーティング溶液の主成分は水分であるため、植物抽出成分のうち油性のものはコーティン
グ溶液中に溶解ではなく分散して存在しやすいと考えられ、その結果得られる薄膜中の空孔の直径
は大きなものになりやすいと考えられる。このため油性の植物抽出成分を最初にスクリーニングにか
け、空孔の直径やそのばらつきを調べる。

粘土鉱物による材料開発・メカニズムの解明

多様な毒性物質吸着剤の開発

Keywords: クレイ、表面界面、吸着脱離、摩擦、水

機能探索分野 機能性粘土材料グループ

佐久間 博
SAKUMA.Hiroshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakuma_hiroshi

 粘土鉱物は豊富な天然資源

 粘土鉱物は1層の厚み１ nmの層状結晶であり、表面積が大きい。

 粘土鉱物は水・イオン・有機分子との親和性が高い。

 天然資源を生かした材料開発

 大きな表面積を生かした吸着剤の開発

 吸着メカニズムを解明することで、新しい材料開発のヒントを得る。

・ H. Sakuma, K. Tamura, K. Minagawa, Chemistry Letters, 47, 68-70 (2018). 

・ H. Sakuma et al., Clays and Clay Minerals, 65, 252-272 (2017).

・ H. Sakuma, M. Ichiki, Journal of Geophysical Research – Solid Earth, 121, 577-594 (2016).

 粘土マイクロ粒子の開発

 粘土鉱物表面・界面構造のモデル化

 吸着メカニズムの解明

 選択的吸着能の向上

 再利用の可能性の探索

 多様な物質での吸着試験

イオンや有機分子の吸着メカニズムの解明

表面X線散乱実験、分子シミュレーション

機能を保持したまま、ナノ粒子をマイクロ粒子化
↓

取り扱いが容易となり、安全性も高まる。
効率的な材料開発・探索
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ダイヤモンドMOSFET論理回路の開発
Keywords: ダイヤモンド、MOSFET、論理回路

機能性材料研究拠点 独立研究者

劉 江偉
LIU.Jiangwei@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/liu_jiangwei

電力伝送損失を低減するために、ワイドバンドギャップ半導体ベースのパワーエレクトロニクスデバイ

スが注目されている。

ダイヤモンドエレクトロニクスデバイスは、将来の高出力、高温、高周波、および低電力損失の応用

が期待されている。

デプレッションモードおよびエンハンスメントモード2種類のダイヤモンドMOSFETが同一チップ上に論

理回路を開発する。

本研究の最終目的は、実用化のためのダイヤモンドMOSFETパワースイッチの開発を進めることである。

・ Jiangwei Liu, et al., Applied Physics Letters 112, 153501 (2018).
・ Jiangwei Liu, et al., IEEE Electron Device Letters, 38, 922, (2017).
・ Jiangwei Liu, et al., Applied Physics Letters, 110, 203502 (2017).

 2種類の動作モードを持つMOSFETを組み合わせ

たダイヤモンド論理回路を開発しました。

 ダイヤモンドMOSFET論理回路は、300℃で良好

に動作することができました。

 低損失のダイヤモンドパワースイッチ

 高温雰囲気での安定に動作するダイヤモンドパ

ワースイッチ

 低炭素社会

論理回路の製造プロセス 論理回路の顕微鏡写真
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論理回路の構造図 MOSFETの電気特性 論理回路の電気特性
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塗って描く！プリンタブル電子回路

機能性材料研究拠点 独立研究者

三成 剛生
MINARI.Takeo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/minari/

Keywords: プリンテッドエレクトロニクス、有機トランジスタ

 簡便な方法でデバイスを作りたい

 ウェアラブル、フレキシブルが欲しい

 低炭素社会を実現したい

・ X. Liu, T. Minari et al., NPG Asia Materials, 9, e409 (2017).

・ X. Liu, T. Minari et al., Advanced Materials, 28, 6568 (2016). 

・ T. Minari et al., Advanced Functional Materials, 24, 4886 (2014).

 プラスチックに低温で配線と薄膜トランジスタを形成

 ウェアラブルデバイス、IoTデバイス

 医療、バイオ関連にも応用を検討

 インクを塗って描く電子回路

 低温塗布プロセスでウェアラブルデバイスを製造

 低コスト、低環境負荷

 実際のデバイスに適用検討中

 大面積向けの製造装置を検討中

 環境フレンドリーな製造技術として近日中に実現

π接合金属ナノ粒子

インク塗布

電気流れた！

1 mスケール選択塗布技術
G

S

D

1 m印刷有機トランジスタ

3次元プリンタブル回路

200 m

L = 1 m

200 m 200 m

200 m 200 m

1st layer 2nd layer

3rd layer 4th layer
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ダイヤモンドMOSFET論理回路の開発
Keywords: ダイヤモンド、MOSFET、論理回路

機能性材料研究拠点 独立研究者

劉 江偉
LIU.Jiangwei@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/liu_jiangwei

電力伝送損失を低減するために、ワイドバンドギャップ半導体ベースのパワーエレクトロニクスデバイ

スが注目されている。

ダイヤモンドエレクトロニクスデバイスは、将来の高出力、高温、高周波、および低電力損失の応用

が期待されている。

デプレッションモードおよびエンハンスメントモード2種類のダイヤモンドMOSFETが同一チップ上に論

理回路を開発する。

本研究の最終目的は、実用化のためのダイヤモンドMOSFETパワースイッチの開発を進めることである。

・ Jiangwei Liu, et al., Applied Physics Letters 112, 153501 (2018).
・ Jiangwei Liu, et al., IEEE Electron Device Letters, 38, 922, (2017).
・ Jiangwei Liu, et al., Applied Physics Letters, 110, 203502 (2017).

 2種類の動作モードを持つMOSFETを組み合わせ

たダイヤモンド論理回路を開発しました。

 ダイヤモンドMOSFET論理回路は、300℃で良好

に動作することができました。

 低損失のダイヤモンドパワースイッチ

 高温雰囲気での安定に動作するダイヤモンドパ

ワースイッチ

 低炭素社会

論理回路の製造プロセス 論理回路の顕微鏡写真

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14
0

4

8

12

16

20

  

 

 

0 -2 -4 -6 -8 -10
0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

 

 

 

 

0 -2 -4 -6 -8 -10
0

-20

-40

-60

-80

-100

-120

 

 

 

 
I D

S
(m

A 
m

m
-1

)

VDS (V)

(a) (b)

VDS (V)

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14
0

-40

-80

-120

-160

-200

  

 

 

VTH = -5.0 VVTH = 5.3 V

(c) (d)

Al2O3/H-diamond
LaAlO3/Al2O3/H-diamond

Al2O3/H-diamond
LaAlO3/Al2O3/H-diamond

I D
S

(m
A 

m
m

-1
)

VGS (V)

g m
(m

S 
m

m
-1

)

VGS (V)

I D
S

(m
A 

m
m

-1
)

Al2O3/H-diamond MOSFET LaAlO3/Al2O3/H-diamond MOSFET

Diamond H-diamond
Mesa Pd/Ti/AuSD/ALD ALD 

i ii iii iv v vi

Diamond H-diamond

Mesa SD/ALD ALD Pd/Ti/Au
i ii iii iv v vi

(a)

(b)
Ti/Au Ti/Au

Ti/AuTi/Au

NOT 論理回路

NOR 論理回路

論理回路の構造図 MOSFETの電気特性 論理回路の電気特性
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塗って描く！プリンタブル電子回路

機能性材料研究拠点 独立研究者

三成 剛生
MINARI.Takeo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/minari/

Keywords: プリンテッドエレクトロニクス、有機トランジスタ

 簡便な方法でデバイスを作りたい

 ウェアラブル、フレキシブルが欲しい

 低炭素社会を実現したい

・ X. Liu, T. Minari et al., NPG Asia Materials, 9, e409 (2017).

・ X. Liu, T. Minari et al., Advanced Materials, 28, 6568 (2016). 

・ T. Minari et al., Advanced Functional Materials, 24, 4886 (2014).

 プラスチックに低温で配線と薄膜トランジスタを形成

 ウェアラブルデバイス、IoTデバイス

 医療、バイオ関連にも応用を検討

 インクを塗って描く電子回路

 低温塗布プロセスでウェアラブルデバイスを製造

 低コスト、低環境負荷

 実際のデバイスに適用検討中

 大面積向けの製造装置を検討中

 環境フレンドリーな製造技術として近日中に実現

π接合金属ナノ粒子

インク塗布

電気流れた！

1 mスケール選択塗布技術
G

S

D

1 m印刷有機トランジスタ

3次元プリンタブル回路

200 m

L = 1 m

200 m 200 m

200 m 200 m

1st layer 2nd layer

3rd layer 4th layer

－ 109－

機
能
性
材
料



物質輸送機能を有する液晶ポリマーフィルム

顔
写真

Keywords: 液晶、ナノチャンネル、イオン輸送、分離膜、アクチュエータ

電気・電子機能分野 独立研究者

吉尾 正史
YOSHIO.Masafumi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshio_masafumi

 エネルギー・環境分野で選択的な物質輸送機能を示すポリマーフィルムの需要拡大

 細孔分布のない規則的に配列したナノチャンネルを構築する新しい手法への期待

 UV硬化プロセスを活かした機能性ポリマーフィルムの開発への需要

 自発的にナノチャンネル構造を形成するUVキュラブル液晶の開発

 長距離配向した液晶薄膜の形成と重合固定化のプロセス設計

 ポリマーフィルムの機能制御（電解質膜、水処理分離膜、アクチュエータへの応用）

・M. Yoshioら, Nature Rev. Mater., 2, 17001 (2017). 
・M. Yoshioら, Adv. Sci, 4, 1700405-1 (2017); Adv. Mater. 24, 2238 (2015).
・M. Yoshioら, ACS Omega, 3, 159 (2018); J. Polym. Sci, Part A: Polym. Chem., 53, 366 (2015). 

ジエンなどの光重合性基を有するイオン性液晶、

イオン液体チャンネルを形成する液晶を開発、UV

架橋フィルムは、燃料電池などの電解質、ウイルス・ナ

ノ粒子・イオン分離膜などへの応用が期待。

 カラムナー構造の磁場による垂直配向達成

 ナフィオンを超える無水プロトン伝導性

 ポリアミド逆浸透膜を超える選択イオン分離

 高速イオン移動によるアクチュエータ機能

蟻の巣のような3次元イオンチャンネル構造を形成するUV

キュラブルなイオン性液晶、UV架橋して得られるポリマー

フィルムは水和ナトリウムイオンを除去。

0.6 nm

自己組織化

プロセス

O

O OH
OH

O

O

O

8

8

8

N N +Br

O

O

8

8

N BF4
+C12H25O

10-4 S cm-1 at 

25 ℃

重合性ジオール分子とイオン液体との水素結合による自己

組織化により、イオン液体の一次元チャンネル構造を有する

カラムナー液晶を形成。

カラム構造の垂直配向制御、UV架橋により、

自立性を有する機械的に安定な高イオン伝導

性ポリマーフィルム。

自己組織化

プロセス UV

モイスチャーセンサ：湿潤を測り分け

センサ・アクチュエータ研究開発センター センター長

川喜多 仁
KAWAKITA.Jin@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawakita_jin?locale=ja

Keywords: Dew condensation, Nano/micro water droplet, Small sensor

カビやサビ、曇りなどを引き起こす結露の検知では、湿潤（高湿度下における水分）の測り分けが重要

従来の湿度計・結露計では微小な水の存在を検知することは不可能

ナノ/マイクロサイズの水滴を高精度・高感度・高速で検出する小型センサを開発

・J. Kawakita, ECS Trans., Vol. 75, No. 29, (2017) pp. 51-59.
・J. Kawakita, Chem. Sensors, Vol. 31, No.4 (2015) pp. 116-119. 
・J. Kawakita et al., WO2015JP70692A, 2016-01-28. <Patent Application>

 インフラ・モビリティ・ハウス／オフィス・ロジスティクス・

アグリ・美容・衛生・医療・食料・繊維・紙・プラスチック・

 モイスチャーセンサのネットワーク（IoT）化

微小な水滴を検出： 最小径0.5 ミクロン ＜湿度計では不可能／結露計よりも100倍以上高精度＞

高速応答： 0.02 秒以内 ＜湿度計よりも10倍以上高速応答＞

センサチップ、計測デバイス、データ収集システム：提供可能

顔
写真

 アンメットニーズのさらなる開拓

 用途に応じた結露判定アルゴリズム

 センサチップ・計測デバイスのカスタマイズ

水滴生成

D ∼100nmD >10µm

水滴成長

😄😄湿潤（高湿度下の水の存在）の測り分けが重要

曇りサビカビ

計測
デバイス

センサ
チップ

データ収集用PCソフトウェア＆WEBアプリ

動作原理 水滴検出
最小径 0.5µm

高速応答 < 0.02s
結露によって引き起こされる

😢😢既存の湿度計・結露計では、微小な水の存在を検知できない

見えない結露見える結露 未結露

評価キット
提供可能

湿潤の測り分け モイスチャーセンサ

－ 110－

機
能
性
材
料



物質輸送機能を有する液晶ポリマーフィルム

顔
写真

Keywords: 液晶、ナノチャンネル、イオン輸送、分離膜、アクチュエータ

電気・電子機能分野 独立研究者

吉尾 正史
YOSHIO.Masafumi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshio_masafumi

 エネルギー・環境分野で選択的な物質輸送機能を示すポリマーフィルムの需要拡大

 細孔分布のない規則的に配列したナノチャンネルを構築する新しい手法への期待

 UV硬化プロセスを活かした機能性ポリマーフィルムの開発への需要

 自発的にナノチャンネル構造を形成するUVキュラブル液晶の開発

 長距離配向した液晶薄膜の形成と重合固定化のプロセス設計

 ポリマーフィルムの機能制御（電解質膜、水処理分離膜、アクチュエータへの応用）

・M. Yoshioら, Nature Rev. Mater., 2, 17001 (2017). 
・M. Yoshioら, Adv. Sci, 4, 1700405-1 (2017); Adv. Mater. 24, 2238 (2015).
・M. Yoshioら, ACS Omega, 3, 159 (2018); J. Polym. Sci, Part A: Polym. Chem., 53, 366 (2015). 

ジエンなどの光重合性基を有するイオン性液晶、

イオン液体チャンネルを形成する液晶を開発、UV

架橋フィルムは、燃料電池などの電解質、ウイルス・ナ

ノ粒子・イオン分離膜などへの応用が期待。

 カラムナー構造の磁場による垂直配向達成

 ナフィオンを超える無水プロトン伝導性

 ポリアミド逆浸透膜を超える選択イオン分離

 高速イオン移動によるアクチュエータ機能

蟻の巣のような3次元イオンチャンネル構造を形成するUV

キュラブルなイオン性液晶、UV架橋して得られるポリマー

フィルムは水和ナトリウムイオンを除去。

0.6 nm

自己組織化

プロセス

O

O OH
OH

O

O

O

8

8

8

N N +Br

O

O

8

8

N BF4
+C12H25O

10-4 S cm-1 at 

25 ℃

重合性ジオール分子とイオン液体との水素結合による自己

組織化により、イオン液体の一次元チャンネル構造を有する

カラムナー液晶を形成。

カラム構造の垂直配向制御、UV架橋により、

自立性を有する機械的に安定な高イオン伝導

性ポリマーフィルム。

自己組織化

プロセス UV

モイスチャーセンサ：湿潤を測り分け

センサ・アクチュエータ研究開発センター センター長

川喜多 仁
KAWAKITA.Jin@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawakita_jin?locale=ja

Keywords: Dew condensation, Nano/micro water droplet, Small sensor

カビやサビ、曇りなどを引き起こす結露の検知では、湿潤（高湿度下における水分）の測り分けが重要

従来の湿度計・結露計では微小な水の存在を検知することは不可能

ナノ/マイクロサイズの水滴を高精度・高感度・高速で検出する小型センサを開発

・J. Kawakita, ECS Trans., Vol. 75, No. 29, (2017) pp. 51-59.
・J. Kawakita, Chem. Sensors, Vol. 31, No.4 (2015) pp. 116-119. 
・J. Kawakita et al., WO2015JP70692A, 2016-01-28. <Patent Application>

 インフラ・モビリティ・ハウス／オフィス・ロジスティクス・

アグリ・美容・衛生・医療・食料・繊維・紙・プラスチック・

 モイスチャーセンサのネットワーク（IoT）化

微小な水滴を検出： 最小径0.5 ミクロン ＜湿度計では不可能／結露計よりも100倍以上高精度＞

高速応答： 0.02 秒以内 ＜湿度計よりも10倍以上高速応答＞

センサチップ、計測デバイス、データ収集システム：提供可能

顔
写真

 アンメットニーズのさらなる開拓

 用途に応じた結露判定アルゴリズム

 センサチップ・計測デバイスのカスタマイズ

水滴生成

D ∼100nmD >10µm

水滴成長

😄😄湿潤（高湿度下の水の存在）の測り分けが重要

曇りサビカビ

計測
デバイス

センサ
チップ

データ収集用PCソフトウェア＆WEBアプリ

動作原理 水滴検出
最小径 0.5µm

高速応答 < 0.02s
結露によって引き起こされる

😢😢既存の湿度計・結露計では、微小な水の存在を検知できない

見えない結露見える結露 未結露

評価キット
提供可能

湿潤の測り分け モイスチャーセンサ
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電子系有機材料の開発

Keywords: 共役系分子・高分子、発光性材料、分子認識材料、分子マシン材料

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

竹内 正之
TAKEUCHI.Masayuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/macromol/

・M. Takeuchi et al., Chem. Eur. J. 2016, 22, 13014-13018.

・M. Takeuchi et al., Org. Chem. Front. 2017, 4, 650-657. 

・M. Takeuchi et al., Mater. Chem. Front. 2018, 2, 780-784.

これまでの手法では、共役系分子や高分子の分子間・主鎖間距離の制御およびナノレベルの精度

で配向や次元を制御することは困難であり、分子間相互作用や配列に導く平衡の制御を考慮した

新しい物質の開発や配列のコンセプトを考える必要があります。

 発光性共役系分子の合成と組織化

 共役系分子・高分子の配列制御

 力学応答有機材料の合成

 導電性有機分子系材料の開発

 動的挙動を示す刺激応答性π電子系有機材料

 高選択的・高感度化学センサの開発

 分子マシンの有機材料への応用

二重結合周りに歪みを持たせたπ電子系物質の合成とその半導体特
性、動的特性の評価

フルオレンを基体とした、有機リン光
材料、多色発光性ポリアニオンセン
シング材料の開発

BSABSA

NaHANaHA

ChSChS
HEPHEP

共役系分子や高分子は光学的、電気化学的に共役系特有の性質を示すことから多方面にわたり

研究されています。応用には共役系分子種の分子間(鎖間)、分子内(鎖内)の光学的、電気化学的

な物性のチューニングが必要です。

高機能・高性能有機薄膜の作製技術の開発

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

坂本 謙二
SAKAMOTO.Kenji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/molecular-design/index.html

Keywords: 分子配向制御、フローコーティング法、光配向法、有機トランジスタ

 有機半導体は、シリコン、化合物半導体に続く第三の半導体材料として注目

 低コスト、大面積、軽量、フレキシブルといった特徴

 ウエアラブルデバイス、スマートカード、情報タグ、フレキシブルシートディスプレイへの応用が期待

・ K. Bulgarevich, K. Sakamoto, T. Minari, T. Yasuda, and K. Miki, ACS Appl. Mater. Inter. 9, 6237-6245 (2017).

・ K. Sakamoto, K. Usami, and K. Miki, Appl. Phys. Express 7, 081701 (2014).

・ K. Sakamoto, J. Ueno, K. Bulgarevich, and Kazushi Miki, Appl. Phys. Lett. 100, 123301 (2012).

 プリンテット・エレクトロニクス、有機エレクトロニクス分野

における薄膜塗布プロセス

 高分子有機半導体の高配向化による移動度の増強

 高動作安定に向けた分子配向制御塗布技術の開発

 有機デバイスの実用化へのハードルは、高性能化、高均一性、高動作安定性

 分子配向を制御し、高性能かつ高均一な有機薄膜を形成する技術の開発

 高動作安定性を実現する界面制御に対応した有機薄膜形成技術の開発

 高均一、高性能、高動作安定の並立

 生産ラインに組み込み可能な分子配向制御可能な塗

布技術の開発

 実用化に適した塗布装置の設計

高配向低分子有機半導体薄膜の形成

セルフアシステッド・フロー・コーティング（SAFC）法

SAFC法で作製した高分子OFETの電界効果移動度の
ばらつき（右）と平行30素子の伝達特性（右）

高撥液表面上への高分子有機半導体薄膜の形成

フロー・コーティング（FC）法

TIPS-pentacene

25% 6%

FC法で作製した低分子有機トランジスタ（OFET）特性
（左）と電界効果移動度のばらつき（右）

pBTTT-C16

3% 3%

－ 112－
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電子系有機材料の開発

Keywords: 共役系分子・高分子、発光性材料、分子認識材料、分子マシン材料

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

竹内 正之
TAKEUCHI.Masayuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/macromol/

・M. Takeuchi et al., Chem. Eur. J. 2016, 22, 13014-13018.

・M. Takeuchi et al., Org. Chem. Front. 2017, 4, 650-657. 

・M. Takeuchi et al., Mater. Chem. Front. 2018, 2, 780-784.

これまでの手法では、共役系分子や高分子の分子間・主鎖間距離の制御およびナノレベルの精度

で配向や次元を制御することは困難であり、分子間相互作用や配列に導く平衡の制御を考慮した

新しい物質の開発や配列のコンセプトを考える必要があります。

 発光性共役系分子の合成と組織化

 共役系分子・高分子の配列制御

 力学応答有機材料の合成

 導電性有機分子系材料の開発

 動的挙動を示す刺激応答性π電子系有機材料

 高選択的・高感度化学センサの開発

 分子マシンの有機材料への応用

二重結合周りに歪みを持たせたπ電子系物質の合成とその半導体特
性、動的特性の評価

フルオレンを基体とした、有機リン光
材料、多色発光性ポリアニオンセン
シング材料の開発

BSABSA

NaHANaHA

ChSChS
HEPHEP

共役系分子や高分子は光学的、電気化学的に共役系特有の性質を示すことから多方面にわたり

研究されています。応用には共役系分子種の分子間(鎖間)、分子内(鎖内)の光学的、電気化学的

な物性のチューニングが必要です。

高機能・高性能有機薄膜の作製技術の開発

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

坂本 謙二
SAKAMOTO.Kenji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/molecular-design/index.html

Keywords: 分子配向制御、フローコーティング法、光配向法、有機トランジスタ

 有機半導体は、シリコン、化合物半導体に続く第三の半導体材料として注目

 低コスト、大面積、軽量、フレキシブルといった特徴

 ウエアラブルデバイス、スマートカード、情報タグ、フレキシブルシートディスプレイへの応用が期待

・ K. Bulgarevich, K. Sakamoto, T. Minari, T. Yasuda, and K. Miki, ACS Appl. Mater. Inter. 9, 6237-6245 (2017).

・ K. Sakamoto, K. Usami, and K. Miki, Appl. Phys. Express 7, 081701 (2014).

・ K. Sakamoto, J. Ueno, K. Bulgarevich, and Kazushi Miki, Appl. Phys. Lett. 100, 123301 (2012).

 プリンテット・エレクトロニクス、有機エレクトロニクス分野

における薄膜塗布プロセス

 高分子有機半導体の高配向化による移動度の増強

 高動作安定に向けた分子配向制御塗布技術の開発

 有機デバイスの実用化へのハードルは、高性能化、高均一性、高動作安定性

 分子配向を制御し、高性能かつ高均一な有機薄膜を形成する技術の開発

 高動作安定性を実現する界面制御に対応した有機薄膜形成技術の開発

 高均一、高性能、高動作安定の並立

 生産ラインに組み込み可能な分子配向制御可能な塗

布技術の開発

 実用化に適した塗布装置の設計

高配向低分子有機半導体薄膜の形成

セルフアシステッド・フロー・コーティング（SAFC）法

SAFC法で作製した高分子OFETの電界効果移動度の
ばらつき（右）と平行30素子の伝達特性（右）

高撥液表面上への高分子有機半導体薄膜の形成

フロー・コーティング（FC）法

TIPS-pentacene

25% 6%

FC法で作製した低分子有機トランジスタ（OFET）特性
（左）と電界効果移動度のばらつき（右）

pBTTT-C16

3% 3%

－ 113－
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共役高分子を用いた有機薄膜デバイス

光電変換特性に影響を及ぼす因子の特定

Keywords: 有機半導体、有機薄膜太陽電池、有機EL

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

安田 剛
YASUDA.Takeshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/personal/tyasuda/

有機薄膜デバイスは、低コスト・溶液プロセスで大面積、フレキシブル基板上に作製できる利点

溶液プロセスには、溶解時に粘性が大きい共役高分子材料が有用

低コスト・高性能共役高分子の開発には、クロスカップリングの発展が不可欠

純度等の異なる共役高分子を用いた有機薄膜太陽電池の作製・評価

C-H/C-H脱水素型クロスカップリング反応による共役高分子の有機EL作製・評価

上記共役高分子を用いた薄膜多積層によるデバイスの高性能化

・J. Kuwabara, T. Yasuda, N. Takase, and T. Kanbara, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016) 1752–1758

・H. Aoki, H. Saito, Y. Shimoyama, J. Kuwabara, T. Yasuda, and T. Kanbara, ACS Macro Lett., 7 (2018) 90–94

・T. Yasuda, H. Aoki, J. Kuwabara, and T. Kanbara, J. Photopolym. Sci. Technol., 31 (2018) 323–327

 共役高分子の末端Br軽減が重要

 Br化モノマーを必要としない重合法で機能性共

役高分子の開発に成功

 上記高分子を含む多積層構造の有機EL作製

 新規重合法で合成可能な共役高分子の拡張

 更なる高効率化の為の分子設計

 デバイス構造改良による高効率化
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非ドープ型高伝導性有機電子材料の創製

プロトン⽋陥により誘導される新規キャリア発⽣法の概念図:  ⾮ドープ型有機材料の設計指針確⽴

Keywords: 有機エレクトロニクス、有機電子材料、透明電極

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

小林 由佳
KOBAYASHI.Yuka@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_yuka

 有機エレクトロニクスに向けた新規有機電子材料の創製：世界的に渇望される状況

 既存の高伝導性有機電子材料：化学的安定性や加工性に難点

 プリンタブルデバイス実用化への期待

 新概念に基づく有機物への非ドープ型キャリア発生法の確立

 化学的安定性を長期間保持した新規高伝導性有機電子材料の設計・合成

 新規メカニズムに基づく伝導機構の解明と外場応答物性開拓

・ Bull. Chem. Soc. Jpn. 91, 3, 467-485 (2018).
・ Nature Mat. 16, 109-114 (2017).
・ Mol. Sys. Des. Eng. 2, 5, 653-658  (2017).

 ドーパント剤不使用のキャリア発生法の確立

 半導体から金属まで分子設計可能

 単一成分分子で常圧下金属伝導性発現に成功

 透明電極応用へ向けた高伝導性有機薄膜の調整

 分子配向の精密制御

 外場応答性の開拓

(世界初) 常圧下において低温まで⾦属伝導性を⽰す⾮ドープ型純有機⾦属TED

TEDの分⼦構造と電気抵抗温度依存性 ⼆量化により安定化されたLUMO

室温伝導度
530 S/cm

TED

－ 114－
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共役高分子を用いた有機薄膜デバイス

光電変換特性に影響を及ぼす因子の特定

Keywords: 有機半導体、有機薄膜太陽電池、有機EL

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

安田 剛
YASUDA.Takeshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/personal/tyasuda/

有機薄膜デバイスは、低コスト・溶液プロセスで大面積、フレキシブル基板上に作製できる利点

溶液プロセスには、溶解時に粘性が大きい共役高分子材料が有用

低コスト・高性能共役高分子の開発には、クロスカップリングの発展が不可欠

純度等の異なる共役高分子を用いた有機薄膜太陽電池の作製・評価

C-H/C-H脱水素型クロスカップリング反応による共役高分子の有機EL作製・評価

上記共役高分子を用いた薄膜多積層によるデバイスの高性能化

・J. Kuwabara, T. Yasuda, N. Takase, and T. Kanbara, ACS Appl. Mater. Interfaces, 8 (2016) 1752–1758

・H. Aoki, H. Saito, Y. Shimoyama, J. Kuwabara, T. Yasuda, and T. Kanbara, ACS Macro Lett., 7 (2018) 90–94

・T. Yasuda, H. Aoki, J. Kuwabara, and T. Kanbara, J. Photopolym. Sci. Technol., 31 (2018) 323–327

 共役高分子の末端Br軽減が重要

 Br化モノマーを必要としない重合法で機能性共

役高分子の開発に成功

 上記高分子を含む多積層構造の有機EL作製

 新規重合法で合成可能な共役高分子の拡張

 更なる高効率化の為の分子設計

 デバイス構造改良による高効率化
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Br化モノマーを必要としない重合法による
共役高分子の有機EL特性

合成した共役高分子はambipolar輸送性であり、
正孔輸送層、電子輸送層で挟むことで発光特性
が向上
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非ドープ型高伝導性有機電子材料の創製

プロトン⽋陥により誘導される新規キャリア発⽣法の概念図:  ⾮ドープ型有機材料の設計指針確⽴

Keywords: 有機エレクトロニクス、有機電子材料、透明電極

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

小林 由佳
KOBAYASHI.Yuka@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_yuka

 有機エレクトロニクスに向けた新規有機電子材料の創製：世界的に渇望される状況

 既存の高伝導性有機電子材料：化学的安定性や加工性に難点

 プリンタブルデバイス実用化への期待

 新概念に基づく有機物への非ドープ型キャリア発生法の確立

 化学的安定性を長期間保持した新規高伝導性有機電子材料の設計・合成

 新規メカニズムに基づく伝導機構の解明と外場応答物性開拓

・ Bull. Chem. Soc. Jpn. 91, 3, 467-485 (2018).
・ Nature Mat. 16, 109-114 (2017).
・ Mol. Sys. Des. Eng. 2, 5, 653-658  (2017).

 ドーパント剤不使用のキャリア発生法の確立

 半導体から金属まで分子設計可能

 単一成分分子で常圧下金属伝導性発現に成功

 透明電極応用へ向けた高伝導性有機薄膜の調整

 分子配向の精密制御

 外場応答性の開拓

(世界初) 常圧下において低温まで⾦属伝導性を⽰す⾮ドープ型純有機⾦属TED

TEDの分⼦構造と電気抵抗温度依存性 ⼆量化により安定化されたLUMO

室温伝導度
530 S/cm

TED
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孤立化されたπ電子系ポリマー

高分子１本１本を
孤立化することで、
（１）フィルム状態
での発光特性、
（２）成形・加工性、
（３）ブレンド性、に
優れたπ共役系
高分子が得られた。

Keywords: π電子系ポリマー、有機エレクトロニクス

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

杉安 和憲
SUGIYASU.Kazunori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/macromol/

 π電子系ポリマーは、有機エレクトロニクスの分野で非常に重要な物質である。

 π電子系ポリマーの物性および機能は、ポリマー主鎖間の電子的な相互作用に影響を受ける。

 本研究では、π電子系ポリマーを分子レベルで被覆し、ポリマー主鎖間の電子的な相互作用を

遮蔽することによって、π電子系ポリマー１本の物性・機能を引き出すことを狙った。

 孤立化されたπ電子系ポリマーの合成に成功した。

 孤立化されたπ電子系ポリマーは、光・電気・機械・熱

特性などにおいて、既存のπ電子系ポリマーとはまった

く異なる物性を有することを実証した。

 分子エレクトロニクスの配線素子

 ディスプレイやセンサの発光材料

ポリチオフェン１本
を被覆することで、
ポリチオフェン１本
の中で発生する
キャリア種の特定
とその移動度の決
定に成功した。

・Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 10775

・J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14754

・Kobunshi, 2014, 63, 227

有機フラッシュメモリ材料開発

Keywords: 有機メモリデバイス、ナノフローティングゲート、高分子精密合成

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

相見 順子
AIMI.Junko@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/aimi_junko

有機材料の持つ、軽量、低環境負荷、安価で簡便なプロセス、材料の多様性などの特徴を生かし

た有機エレクトロニクスデバイスの需要が拡大している。

ウェアラブルメモリやディスポーザブルメモリなど、新たな社会ニーズに応えるメモリデバイスの実現

が期待されている。

 高性能有機メモリデバイスを実現する電荷蓄積材料の開発

 有機材料ならではの化学構造の柔軟性を利用したデバイス性能のチューニング

 ウェアラブルデバイスに向けた材料開発

・J. Aimi, et. al., J. Mater. Chem. C. 2018. 6. 2724.

・J. Aimi, et. al., Adv. Electron. Mater., 2016, 2, 1500300. 

・J. Aimi, et. al., J. Mater. Chem. C. 2015, 3, 2484.

 機能性分子をコアにもつスターポリマーの精密合成

 有機トランジスタメモリの開発に成功

 メモリ性能を分子デザインにより調節可能

 柔軟な化学構造を利用したデバイス性能の向上

 フレキシブル・ストレッチャブルメモリデバイスの開発

ナノフローティングゲート

絶縁膜
（高分子薄膜）

電荷蓄積部位
(金属ナノ粒子やナノカーボ
ン材料など)

Core (wt%)

Δ
V

th
(V

)

ZnSP
CuSP

電荷蓄積能電荷蓄積部位の密度を
調節可能（数nm~）

20 nm20 nm

ナノフローティングゲートの微細構造

（電荷蓄積部位のサイズや配置）、

材料の安定性、プロセス性が性能向上の鍵

スピンコートで簡便に３次元ナノフローティングゲート構
造を作成可能な新しい分子設計

メモリ電流オンオフ比：~106
メモリ保持時間：~30年

繰り返し回数：100回以上

スターポリマー電荷蓄積材料
有機トランジスタ（OFET）メモリ

－ 116－
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孤立化されたπ電子系ポリマー

高分子１本１本を
孤立化することで、
（１）フィルム状態
での発光特性、
（２）成形・加工性、
（３）ブレンド性、に
優れたπ共役系
高分子が得られた。

Keywords: π電子系ポリマー、有機エレクトロニクス

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

杉安 和憲
SUGIYASU.Kazunori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/macromol/

 π電子系ポリマーは、有機エレクトロニクスの分野で非常に重要な物質である。

 π電子系ポリマーの物性および機能は、ポリマー主鎖間の電子的な相互作用に影響を受ける。

 本研究では、π電子系ポリマーを分子レベルで被覆し、ポリマー主鎖間の電子的な相互作用を

遮蔽することによって、π電子系ポリマー１本の物性・機能を引き出すことを狙った。

 孤立化されたπ電子系ポリマーの合成に成功した。

 孤立化されたπ電子系ポリマーは、光・電気・機械・熱

特性などにおいて、既存のπ電子系ポリマーとはまった

く異なる物性を有することを実証した。

 分子エレクトロニクスの配線素子

 ディスプレイやセンサの発光材料

ポリチオフェン１本
を被覆することで、
ポリチオフェン１本
の中で発生する
キャリア種の特定
とその移動度の決
定に成功した。

・Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 10775

・J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14754

・Kobunshi, 2014, 63, 227

有機フラッシュメモリ材料開発

Keywords: 有機メモリデバイス、ナノフローティングゲート、高分子精密合成

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

相見 順子
AIMI.Junko@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/aimi_junko

有機材料の持つ、軽量、低環境負荷、安価で簡便なプロセス、材料の多様性などの特徴を生かし

た有機エレクトロニクスデバイスの需要が拡大している。

ウェアラブルメモリやディスポーザブルメモリなど、新たな社会ニーズに応えるメモリデバイスの実現

が期待されている。

 高性能有機メモリデバイスを実現する電荷蓄積材料の開発

 有機材料ならではの化学構造の柔軟性を利用したデバイス性能のチューニング

 ウェアラブルデバイスに向けた材料開発

・J. Aimi, et. al., J. Mater. Chem. C. 2018. 6. 2724.

・J. Aimi, et. al., Adv. Electron. Mater., 2016, 2, 1500300. 

・J. Aimi, et. al., J. Mater. Chem. C. 2015, 3, 2484.

 機能性分子をコアにもつスターポリマーの精密合成

 有機トランジスタメモリの開発に成功

 メモリ性能を分子デザインにより調節可能

 柔軟な化学構造を利用したデバイス性能の向上

 フレキシブル・ストレッチャブルメモリデバイスの開発

ナノフローティングゲート

絶縁膜
（高分子薄膜）

電荷蓄積部位
(金属ナノ粒子やナノカーボ
ン材料など)

Core (wt%)

Δ
V

th
(V

)

ZnSP
CuSP

電荷蓄積能電荷蓄積部位の密度を
調節可能（数nm~）

20 nm20 nm

ナノフローティングゲートの微細構造

（電荷蓄積部位のサイズや配置）、

材料の安定性、プロセス性が性能向上の鍵

スピンコートで簡便に３次元ナノフローティングゲート構
造を作成可能な新しい分子設計

メモリ電流オンオフ比：~106
メモリ保持時間：~30年

繰り返し回数：100回以上

スターポリマー電荷蓄積材料
有機トランジスタ（OFET）メモリ
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・Takai, A.* et al. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2018, 91, 44–51.

・Takai, A.* and Takeuchi, M.* CSJカレントレビュー Vol. 26 『回転軸を分子に組み込む（第16章）』 2017, 156–162. 

・Takai, A.* et al. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11245–11253.

Selected Paper に選出

新奇π共役分子とその集積体の機能開拓
Keywords: π共役分子・超分子化学・有機半導体・時空間ダイナミクス

高井 淳朗
TAKAI.Atsuro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/macromol/

 優れた光電子物性を示すπ共役分子およびその集積体は、有機材料の主役の一つ

 π共役分子の特性を引き出すため、分子の精密な配向制御が重要な鍵

 動的な分子集積体の化学は、静的（熱力学的に安定）な集積体を包含する注目の上位概念

 新奇なπ共役分子を設計・合成し、その機能を探索

 分子の動きを巨視的な動きへと反映・増幅するための精密分子配向制御法を探索

 化学反応や外部刺激によって引き起こされる分子集積体の時空間ダイナミクスを解明

 ミクロとマクロの動的な構造や物性変化をつなぐメ

ゾスコピック分子集積体の化学を展開

 新奇な電子受容性π共役分子直結のアルキンと

種々のアミンの無触媒クリック反応の活用

 外部刺激応答性材料（化学センサー）

 UV–vis–NIR 色素

 ソフトアクチュエータ

 有機半導体材料

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

界面における
分子機械の構造・運動制御

Keywords: 構造有機化学・界面

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

中西 和嘉
NAKANISHI.Waka@nims,go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakanishi_waka

 分子機械は溶液中で研究されてきた

 分子機械の挙動はモル(6.0 x 1023)個レベルの大量の分子の平均挙動としてとらえられてきた

 界面にある分子機械の挙動を研究する

 単分子レベルあるいは単分子膜レベルの分子機械の挙動を研究する

 フレキシブルな単分子機械のコンフォメーション制御

 気水界面における分子コンフォメーション制御

 Angew. Chem.-Int. Edit. 2015, 54, 8988; ChemPhysChem 2017, 18, 1470.
 ACS Nano 2017, 11, 10357.
 Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 3073. 

 自在制御できる単分子機械

 精密設計・合成によらない分子構造，それに伴う

物性のチューニング
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・Takai, A.* et al. Bull. Chem. Soc. Jpn. 2018, 91, 44–51.

・Takai, A.* and Takeuchi, M.* CSJカレントレビュー Vol. 26 『回転軸を分子に組み込む（第16章）』 2017, 156–162. 

・Takai, A.* et al. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 11245–11253.

Selected Paper に選出

新奇π共役分子とその集積体の機能開拓
Keywords: π共役分子・超分子化学・有機半導体・時空間ダイナミクス

高井 淳朗
TAKAI.Atsuro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/macromol/

 優れた光電子物性を示すπ共役分子およびその集積体は、有機材料の主役の一つ

 π共役分子の特性を引き出すため、分子の精密な配向制御が重要な鍵

 動的な分子集積体の化学は、静的（熱力学的に安定）な集積体を包含する注目の上位概念

 新奇なπ共役分子を設計・合成し、その機能を探索

 分子の動きを巨視的な動きへと反映・増幅するための精密分子配向制御法を探索

 化学反応や外部刺激によって引き起こされる分子集積体の時空間ダイナミクスを解明

 ミクロとマクロの動的な構造や物性変化をつなぐメ

ゾスコピック分子集積体の化学を展開

 新奇な電子受容性π共役分子直結のアルキンと

種々のアミンの無触媒クリック反応の活用

 外部刺激応答性材料（化学センサー）

 UV–vis–NIR 色素

 ソフトアクチュエータ

 有機半導体材料

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

界面における
分子機械の構造・運動制御

Keywords: 構造有機化学・界面

センサ・アクチュエータ研究開発センター 分子機能化学グループ

中西 和嘉
NAKANISHI.Waka@nims,go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakanishi_waka

 分子機械は溶液中で研究されてきた

 分子機械の挙動はモル(6.0 x 1023)個レベルの大量の分子の平均挙動としてとらえられてきた

 界面にある分子機械の挙動を研究する

 単分子レベルあるいは単分子膜レベルの分子機械の挙動を研究する

 フレキシブルな単分子機械のコンフォメーション制御

 気水界面における分子コンフォメーション制御

 Angew. Chem.-Int. Edit. 2015, 54, 8988; ChemPhysChem 2017, 18, 1470.
 ACS Nano 2017, 11, 10357.
 Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 3073. 

 自在制御できる単分子機械

 精密設計・合成によらない分子構造，それに伴う

物性のチューニング
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機能創発に向けた多段階無機合成
Keywords: 化学合成の論理、原子制御材料、複雑系

センサ・アクチュエータ研究開発センター 電気化学センサグループ

佐藤 宗英
SATOH.Norifusa@nims.go.jp | https://orcid.org/0000-0003-1721-100X

 生体高分子は機能分子を巧みに三次元配置して高次機能を創発している。

 機能分子の三次元相対配置は化学合成の論理に基づいて多段階有機合成で制御できる。

 有機材料では創発機能を人為的にデザインできるが、多くの場合、熱・酸化耐久性に課題がある。

 生体高分子や有機材料の有する複雑性・多様性を無機材料に与え、創発無機材料への扉を開く。

 溶液プロセスと真空プロセスを融合し、化学合成の論理を無機合成へ展開する。

 酸化物を中心に周期表全域の元素も活用して耐久性の高い無機創発材料を創出する。

・ Satoh et al. Nature Nanotechnology 3, 106 - 111 (2008) 

・ Satoh et al. Scientific Report 3, 1959 (2013).

・ Satoh, Interdisciplinary Journal of Chemistry 1, 52-57 (2017)

 金属イオン数でドットのサイズを原子制御可能

 サイクル数で薄膜の膜厚を原子制御可能

 真空中で溶液プロセスを可能にするスプレー法

 真空-溶液融合プロセスの自動化

 原子制御構造の構造解析手法の確立

 キラーアプリケーション群の実証・普及

有機配位⼦
⾦属イオン
⾦属酸化物

前駆体中の
⾦属イオン数

ドットサイズの
原⼦制御

溶液プロセス 真空プロセス
原⼦制御型ドット堆積 原⼦層堆積

サイクル数で
膜厚の原⼦制御

新スプレー技術
真空中での溶液プロセス

10年間の蓄積

10年後の到達点

化学合成の
論理

〜多段階有機合成〜
（ノーベル化学賞、1990年）

〜多段階無機合成〜
（本研究のねらい）

発散法 収束法
展開

嗅覚IoTセンサへの新技術「MSS」と「AMA」

センサ・アクチュエータ研究開発センター 嗅覚センサグループ

吉川 元起
YOSHIKAWA.Genki@nims.go.jp | https://mss-forum.com/

Keywords: ニオイ、嗅覚、感応膜、ビッグデータ解析、質量分析

食品・医療・環境・安全などに応用可能な、いつでも・どこでも・だれでも利用できる超高性能モバイ
ル嗅覚センサシステムの実現が世界的急務となっている。本研究では、センサ素子／感応膜／
データ解析などセンサの肝となる要素について、基礎科学に立脚した研究開発を行うと同時に、産
学官連携によってシステムレベルの技術統合を目指している。
また、従来法とは全く異なる原理の新たな分析技術の開発も行っている。

・G. Yoshikawa, T. Akiyama, S. Gautsch, P. Vettiger, H. Rohrer, Nano Letters 11, 1044 (2011).
・G. Yoshikawa et al., Sensors 12, 15873 (2012).
・K. Shiba and G. Yoshikawa, Scientific Reports 6, 28849 (2016).

 食品（鮮度／品質管理）・医療（呼気／皮膚ガス診断）・環
境（屋内／屋外汚染モニタ）・安全（危険物検知）など、ク
ラウドコンピューティングとビッグデータ解析と連携した嗅覚
IoTセンサとして新産業群の創出が期待される。

 特許登録（5649138, 5743026, 5891465ほか）、特許出
願・外国出願多数

次世代センサに要求される特性を網羅した画期的なセンサ素子「MSS」の開発に成功。

各種ニオイの識別をUSBのみで駆動・測定可能なプロトタイプ機で実証。

感応膜材料の設計・合成・被覆方法とセンサシグナルの解析モデルを確立。

従来法とは全く異なる原理で、名刺でもできる新たな質量分析法「AMA」の開発に成功。

顔
写真

 温度／湿度など外乱の影響の管理
 各要素技術の最適化
 システムレベルの再現性確立
 多数サンプルによる統計的実証
 ビジネスモデルの確立

MSSの実証例

・香辛料／食肉／呼気／香水／燃料油／体臭
成分／チョコレートの識別など多数

・お酒のニオイからアルコール度数の定量推定
／果実の成熟との定量推定など

MSS Alliance：最先端技術の垂直統合を⾏う、
5企業、1⼤学、NIMSの7機関による産学官連携
（2015年9⽉に発⾜）

MSS Forum：MSS Allianceで構築される技術を⽤
いた、公募型実証実験活動（2017年11⽉に発⾜）
https://mss-forum.com

・⾼感度 （ppm~ppb~）
・超⼩型・超並列 （100ch/cm2）
・⾼い汎⽤性 （多様な材料を感応膜に利⽤可）
・⾼速応答 （〜数秒）
・熱的・電気的・機械的に安定
・低消費電⼒ （<1 mW/ch）
・低コスト （使い捨て可）
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機能創発に向けた多段階無機合成
Keywords: 化学合成の論理、原子制御材料、複雑系

センサ・アクチュエータ研究開発センター 電気化学センサグループ

佐藤 宗英
SATOH.Norifusa@nims.go.jp | https://orcid.org/0000-0003-1721-100X

 生体高分子は機能分子を巧みに三次元配置して高次機能を創発している。

 機能分子の三次元相対配置は化学合成の論理に基づいて多段階有機合成で制御できる。

 有機材料では創発機能を人為的にデザインできるが、多くの場合、熱・酸化耐久性に課題がある。

 生体高分子や有機材料の有する複雑性・多様性を無機材料に与え、創発無機材料への扉を開く。

 溶液プロセスと真空プロセスを融合し、化学合成の論理を無機合成へ展開する。

 酸化物を中心に周期表全域の元素も活用して耐久性の高い無機創発材料を創出する。

・ Satoh et al. Nature Nanotechnology 3, 106 - 111 (2008) 

・ Satoh et al. Scientific Report 3, 1959 (2013).

・ Satoh, Interdisciplinary Journal of Chemistry 1, 52-57 (2017)

 金属イオン数でドットのサイズを原子制御可能

 サイクル数で薄膜の膜厚を原子制御可能

 真空中で溶液プロセスを可能にするスプレー法

 真空-溶液融合プロセスの自動化

 原子制御構造の構造解析手法の確立

 キラーアプリケーション群の実証・普及

有機配位⼦
⾦属イオン
⾦属酸化物

前駆体中の
⾦属イオン数

ドットサイズの
原⼦制御

溶液プロセス 真空プロセス
原⼦制御型ドット堆積 原⼦層堆積

サイクル数で
膜厚の原⼦制御

新スプレー技術
真空中での溶液プロセス

10年間の蓄積

10年後の到達点

化学合成の
論理

〜多段階有機合成〜
（ノーベル化学賞、1990年）

〜多段階無機合成〜
（本研究のねらい）

発散法 収束法
展開

嗅覚IoTセンサへの新技術「MSS」と「AMA」

センサ・アクチュエータ研究開発センター 嗅覚センサグループ

吉川 元起
YOSHIKAWA.Genki@nims.go.jp | https://mss-forum.com/

Keywords: ニオイ、嗅覚、感応膜、ビッグデータ解析、質量分析

食品・医療・環境・安全などに応用可能な、いつでも・どこでも・だれでも利用できる超高性能モバイ
ル嗅覚センサシステムの実現が世界的急務となっている。本研究では、センサ素子／感応膜／
データ解析などセンサの肝となる要素について、基礎科学に立脚した研究開発を行うと同時に、産
学官連携によってシステムレベルの技術統合を目指している。
また、従来法とは全く異なる原理の新たな分析技術の開発も行っている。

・G. Yoshikawa, T. Akiyama, S. Gautsch, P. Vettiger, H. Rohrer, Nano Letters 11, 1044 (2011).
・G. Yoshikawa et al., Sensors 12, 15873 (2012).
・K. Shiba and G. Yoshikawa, Scientific Reports 6, 28849 (2016).

 食品（鮮度／品質管理）・医療（呼気／皮膚ガス診断）・環
境（屋内／屋外汚染モニタ）・安全（危険物検知）など、ク
ラウドコンピューティングとビッグデータ解析と連携した嗅覚
IoTセンサとして新産業群の創出が期待される。

 特許登録（5649138, 5743026, 5891465ほか）、特許出
願・外国出願多数

次世代センサに要求される特性を網羅した画期的なセンサ素子「MSS」の開発に成功。

各種ニオイの識別をUSBのみで駆動・測定可能なプロトタイプ機で実証。

感応膜材料の設計・合成・被覆方法とセンサシグナルの解析モデルを確立。

従来法とは全く異なる原理で、名刺でもできる新たな質量分析法「AMA」の開発に成功。

顔
写真

 温度／湿度など外乱の影響の管理
 各要素技術の最適化
 システムレベルの再現性確立
 多数サンプルによる統計的実証
 ビジネスモデルの確立

MSSの実証例

・香辛料／食肉／呼気／香水／燃料油／体臭
成分／チョコレートの識別など多数

・お酒のニオイからアルコール度数の定量推定
／果実の成熟との定量推定など

MSS Alliance：最先端技術の垂直統合を⾏う、
5企業、1⼤学、NIMSの7機関による産学官連携
（2015年9⽉に発⾜）

MSS Forum：MSS Allianceで構築される技術を⽤
いた、公募型実証実験活動（2017年11⽉に発⾜）
https://mss-forum.com

・⾼感度 （ppm~ppb~）
・超⼩型・超並列 （100ch/cm2）
・⾼い汎⽤性 （多様な材料を感応膜に利⽤可）
・⾼速応答 （〜数秒）
・熱的・電気的・機械的に安定
・低消費電⼒ （<1 mW/ch）
・低コスト （使い捨て可）
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ニオイを測る／解析する新技術の開発

センサ・アクチュエータ研究開発センター 嗅覚センサグループ

柴 弘太
SHIBA.Kota@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shiba_kota

Keywords: ナノメカニカルセンサ、ナノ材料、機械学習、流体力学、構造力学、質量分析

 五感の中で唯一未踏の「人工嗅覚」実現に向け、世界中で開発競争が激化

 IoT時代におけるデータ駆動型アプローチの加速度的普及

 ポータブル型の各種ニオイ計測装置実現への期待

・Shiba, K.; Yoshikawa, G., Aero-Thermo-Dynamic Mass Analysis. Sci. Rep. 6, 28849 (2016). 特願2015-045316
・Shiba, K.; Tamura, R.; Imamura, G.; Yoshikawa, G., Data-driven nanomechanical sensing: specific information extraction 

from a complex system. Sci. Rep. 7, 3661 (2017). 特願2016-230793

 ニオイに基づく各種応用

特に食品、環境、医療、農業、化粧品、犯罪捜査など

 イオン化を排した全く新しい質量分析

 「ニオイ」という複雑な混合気体から任意の情報を狙って抽出する手法の確立

 全く新しい原理に基づく、新規質量分析手法の実現

 個人レベルで利用可能な簡易・小型デバイスの開発

顔
写真

 温度や湿度などの外乱にも耐えるロバストなセンシング

 幅広いアプリケーションをカバーする材料群の選定

 スマートフォン等で制御可能な質量分析デモ機の作製

・⼤気環境下での簡易質量分析の実証
疎⽔性→有⽤

親⽔性

・コンセプト
（材料、ナノメカニカルセンサ、機械学習の融合）

G
as

 fl
ow

� � �� · � · ������� · ���
(K1, K2: 定数, M: 分子量, : 粘性係数)

流体熱力学質量分析（AMA）お酒のニオイからのアルコール度数推定

・⽬的に応じた材料選定 ・回帰分析による推定

・解析解

・コンセプト ・実験、シミュレーション、
解析計算による実証

●: Exp.
●: FEA
−: Anal.

新規な熱電材料および高性能化手法の開発

顔
写真

Keywords: :材料設計、熱電材料、新規材料、ナノ構造化、プロセス、評価

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

森 孝雄
MORI.Takao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/MORI_Takao

・T. Mori, Small, 13, 1702013 (2017).
・A. U. Khan, et al., Nano Energy, 31, 152 (2017).
・Y. Kakefuda, et al., APL Materials 5, 126103 (2017). 

 フォノンの選択散乱による高性能化に成功

 ゼーベック効果と電気伝導の増強の両立に成功

 ｐ、ｎ特性の自在な制御に成功 （特許15件）

 原子構造制御や磁性の活用による天然豊富で毒性の低い元素

を用いて高い熱電性能を有する材料の開発研究

 元素戦略にかなった高性能材料による熱電広範囲普及

 廃熱や未利用熱の有効利用による省エネ

 IoT用機器、センサーの動作電源を開発

 高温域ではtopping cycle、太陽光集光発電など、中高温域で

は自動車、船舶応用など

人類が使用する1次エネルギーの約6割が廃熱

新原理による熱電発電の待望の広範囲実用化への接近

熱管理技術の開発に必要な先端的な熱計測技術の開発

ナノ構造制御や磁性による軽元素、低毒性、資源豊富な材料の高性能化

ｐ、ｎ制御により熱電素子に適した対材料の開発、素子作製・性能評価

熱管理技術に関わる材料（熱電材料、放熱材料、断熱材料）の様々な形態試料の正確な熱評価
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ニオイを測る／解析する新技術の開発

センサ・アクチュエータ研究開発センター 嗅覚センサグループ

柴 弘太
SHIBA.Kota@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shiba_kota

Keywords: ナノメカニカルセンサ、ナノ材料、機械学習、流体力学、構造力学、質量分析

 五感の中で唯一未踏の「人工嗅覚」実現に向け、世界中で開発競争が激化

 IoT時代におけるデータ駆動型アプローチの加速度的普及

 ポータブル型の各種ニオイ計測装置実現への期待

・Shiba, K.; Yoshikawa, G., Aero-Thermo-Dynamic Mass Analysis. Sci. Rep. 6, 28849 (2016). 特願2015-045316
・Shiba, K.; Tamura, R.; Imamura, G.; Yoshikawa, G., Data-driven nanomechanical sensing: specific information extraction 

from a complex system. Sci. Rep. 7, 3661 (2017). 特願2016-230793

 ニオイに基づく各種応用

特に食品、環境、医療、農業、化粧品、犯罪捜査など

 イオン化を排した全く新しい質量分析

 「ニオイ」という複雑な混合気体から任意の情報を狙って抽出する手法の確立

 全く新しい原理に基づく、新規質量分析手法の実現

 個人レベルで利用可能な簡易・小型デバイスの開発

顔
写真

 温度や湿度などの外乱にも耐えるロバストなセンシング

 幅広いアプリケーションをカバーする材料群の選定

 スマートフォン等で制御可能な質量分析デモ機の作製

・⼤気環境下での簡易質量分析の実証
疎⽔性→有⽤

親⽔性

・コンセプト
（材料、ナノメカニカルセンサ、機械学習の融合）

G
as

 fl
ow

� � �� · � · ������� · ���
(K1, K2: 定数, M: 分子量, : 粘性係数)

流体熱力学質量分析（AMA）お酒のニオイからのアルコール度数推定

・⽬的に応じた材料選定 ・回帰分析による推定

・解析解

・コンセプト ・実験、シミュレーション、
解析計算による実証

●: Exp.
●: FEA
−: Anal.

新規な熱電材料および高性能化手法の開発

顔
写真

Keywords: :材料設計、熱電材料、新規材料、ナノ構造化、プロセス、評価

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

森 孝雄
MORI.Takao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/MORI_Takao

・T. Mori, Small, 13, 1702013 (2017).
・A. U. Khan, et al., Nano Energy, 31, 152 (2017).
・Y. Kakefuda, et al., APL Materials 5, 126103 (2017). 

 フォノンの選択散乱による高性能化に成功

 ゼーベック効果と電気伝導の増強の両立に成功

 ｐ、ｎ特性の自在な制御に成功 （特許15件）

 原子構造制御や磁性の活用による天然豊富で毒性の低い元素

を用いて高い熱電性能を有する材料の開発研究

 元素戦略にかなった高性能材料による熱電広範囲普及

 廃熱や未利用熱の有効利用による省エネ

 IoT用機器、センサーの動作電源を開発

 高温域ではtopping cycle、太陽光集光発電など、中高温域で

は自動車、船舶応用など

人類が使用する1次エネルギーの約6割が廃熱

新原理による熱電発電の待望の広範囲実用化への接近

熱管理技術の開発に必要な先端的な熱計測技術の開発

ナノ構造制御や磁性による軽元素、低毒性、資源豊富な材料の高性能化

ｐ、ｎ制御により熱電素子に適した対材料の開発、素子作製・性能評価

熱管理技術に関わる材料（熱電材料、放熱材料、断熱材料）の様々な形態試料の正確な熱評価
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熱電変換材料の探索と結晶構造解析

Keywords: 熱電変換、長周期構造、高次元結晶学

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

道上 勇一

 排熱を直接電気エネルギーとして利用する熱電変換技術の確立には優れた熱電材料の開発が

不可欠です。

 高温域で十分な性能を有するn型酸化物熱電材料は未だに見い出されていません

 物質の特性を操作するうえで原子レベルでの構造の解明と制御が重要です。

 熱電材料に限らず材料研究一般において、結晶学（および高次元結晶学）を基盤とした解析手

法の活用が有効な研究手段の一つとなります。

・Y. MICHIUE and T. Mori, J. Appl. Crystallogr., 51, 924-927 (2018). 

・Y. MICHIUE et al., Solid State Sciences, 65, 29-32 (2017). 

・Y. MICHIUE et al., RSC Advances, 1, 1788-1793 (2011). 

 長周期構造を有する低熱伝導性熱電材料を開発

 一連の相に適用可能な高次元構造モデルを導出

 高温熱電変換用複合材料を作製

 高温域で作動可能なn型熱電変換材料の開発

 熱電変換性能の向上

ZnO:Ga2O3=n:1

高次元構造モデルを
用いて生成相を同定

複合材料

Ga2O3(ZnO)m
長周期構造材料

Ga2O3(ZnO)m の結晶構造 (m = 6)

低熱伝導性n型熱電材料 Ga2O3(ZnO)m を開発し、既知のn型熱電材料であるガリウムドープ酸化亜鉛との
複合体を作製しました。

熱伝導度生成物の粉末Ｘ線回折パターン

長周期構造をもつ
Ga2O3(ZnO)m との
複合化により熱伝
導度が低下

複合体

Gaドープ
ZnO単体

MICHIUE.Yuichi@nims.go.jp  |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/michiue_yuichi 

ホウ化物薄膜熱電材料の開発

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

相澤 俊
AIZAWA.Takashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/aizawa_takashi

Keywords: 複合物理化学気相成長法、ホウ化物、熱電材料

 オンデバイスのその場発電には薄膜が有利

 薄膜化により熱伝導率低下などの熱電性能向上の可能性

 比較的高温まで使用できる安定な材料としてホウ化物が有望

・T. Tynell et al., J. Cryst. Growth 449 (2016) 10-14. doi:  10.1016/j.jcrysgro.2016.05.030

・G. Guélou et al., Materiaria in press, doi: 10.1016/j.mtla.2018.06.003

 センサデバイス用その場発電素子

 高温排熱回収用デバイス

 高速薄膜成長

 複合物理化学気相成長法 (Hybrid Physical Chemical Vapor deposition: HPCVD)

 デカボランと金属を原料とした低圧の熱分解HPCVDを用いる

 アルカリ土類金属ホウ化物、希土類金属ホウ化物薄膜の作成

顔
写真

 熱電性能のさらなる向上

 デバイス化

 成長条件の絞り込み

装置模式図→
基板と対向して⾦属蒸発⽤のルツボを
配置し、デカボランガス (B10H14) はバル
ブを通して容器に導⼊した。基板はホ
ルダーの通電加熱により600‐1000℃に
昇温した。

装置写真
ステンレス製の真空装置（到
達圧⼒＜10–5 Pa）で実験を⾏
なった。

成⻑したYb boride薄膜の例
10‐15分で数μm厚の膜が得られた。

YbB4

YbB6
←基板温度とYb供給速
度に依存してYbB4とYbB6, 
場合によってはYbB2の薄
膜が得られた。ゼー
ベック係数はYbB6が最も
⾼い値を⽰したが、電
気伝導度が⾮常に⼩さ
くなる場合がある。YbB6
が半導体的であり、⾃
然ドーピングが起きて
いることが⽰唆される。
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熱電変換材料の探索と結晶構造解析

Keywords: 熱電変換、長周期構造、高次元結晶学

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

道上 勇一

 排熱を直接電気エネルギーとして利用する熱電変換技術の確立には優れた熱電材料の開発が

不可欠です。

 高温域で十分な性能を有するn型酸化物熱電材料は未だに見い出されていません

 物質の特性を操作するうえで原子レベルでの構造の解明と制御が重要です。

 熱電材料に限らず材料研究一般において、結晶学（および高次元結晶学）を基盤とした解析手

法の活用が有効な研究手段の一つとなります。

・Y. MICHIUE and T. Mori, J. Appl. Crystallogr., 51, 924-927 (2018). 

・Y. MICHIUE et al., Solid State Sciences, 65, 29-32 (2017). 

・Y. MICHIUE et al., RSC Advances, 1, 1788-1793 (2011). 

 長周期構造を有する低熱伝導性熱電材料を開発

 一連の相に適用可能な高次元構造モデルを導出

 高温熱電変換用複合材料を作製

 高温域で作動可能なn型熱電変換材料の開発

 熱電変換性能の向上

ZnO:Ga2O3=n:1

高次元構造モデルを
用いて生成相を同定

複合材料

Ga2O3(ZnO)m
長周期構造材料

Ga2O3(ZnO)m の結晶構造 (m = 6)

低熱伝導性n型熱電材料 Ga2O3(ZnO)m を開発し、既知のn型熱電材料であるガリウムドープ酸化亜鉛との
複合体を作製しました。

熱伝導度生成物の粉末Ｘ線回折パターン

長周期構造をもつ
Ga2O3(ZnO)m との
複合化により熱伝
導度が低下

複合体

Gaドープ
ZnO単体

MICHIUE.Yuichi@nims.go.jp  |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/michiue_yuichi 

ホウ化物薄膜熱電材料の開発

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

相澤 俊
AIZAWA.Takashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/aizawa_takashi

Keywords: 複合物理化学気相成長法、ホウ化物、熱電材料

 オンデバイスのその場発電には薄膜が有利

 薄膜化により熱伝導率低下などの熱電性能向上の可能性

 比較的高温まで使用できる安定な材料としてホウ化物が有望

・T. Tynell et al., J. Cryst. Growth 449 (2016) 10-14. doi:  10.1016/j.jcrysgro.2016.05.030

・G. Guélou et al., Materiaria in press, doi: 10.1016/j.mtla.2018.06.003

 センサデバイス用その場発電素子

 高温排熱回収用デバイス

 高速薄膜成長

 複合物理化学気相成長法 (Hybrid Physical Chemical Vapor deposition: HPCVD)

 デカボランと金属を原料とした低圧の熱分解HPCVDを用いる

 アルカリ土類金属ホウ化物、希土類金属ホウ化物薄膜の作成

顔
写真

 熱電性能のさらなる向上

 デバイス化

 成長条件の絞り込み

装置模式図→
基板と対向して⾦属蒸発⽤のルツボを
配置し、デカボランガス (B10H14) はバル
ブを通して容器に導⼊した。基板はホ
ルダーの通電加熱により600‐1000℃に
昇温した。

装置写真
ステンレス製の真空装置（到
達圧⼒＜10–5 Pa）で実験を⾏
なった。

成⻑したYb boride薄膜の例
10‐15分で数μm厚の膜が得られた。

YbB4

YbB6
←基板温度とYb供給速
度に依存してYbB4とYbB6, 
場合によってはYbB2の薄
膜が得られた。ゼー
ベック係数はYbB6が最も
⾼い値を⽰したが、電
気伝導度が⾮常に⼩さ
くなる場合がある。YbB6
が半導体的であり、⾃
然ドーピングが起きて
いることが⽰唆される。
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第一原理計算・インフォマティクスを活用した新物質開拓

Keywords: 新物質開拓, 第一原理計算, インフォマティクス, 新規層状窒化物, エピタキシャル薄膜, 熱電変換物質

センサ・アクチュエータ研究開発センター 熱環境発電グループ

大久保 勇男
OHKUBO.Isao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohkubo_isao?locale=ja

合成候補物質の選定から物質合成実験のパラメーターの最適化まで、第一原理計算・インフォマティク

ス・機会学習を利活用した効率の高い「新物質開拓研究」を展開します。この研究では、特に物性が未

解明な「未開拓物質群」に着目し、巨大物性や新しい機能の発現を目指した新物質開拓を行います。

 エピタキシャル薄膜作製技術を用いた「未開拓物質群」の合成手法の確立

 第一原理計算・インフォマティクスを活用した「未開拓物質群」の物性予測

 機械学習を用いた実験パラメーターの高効率最適化

[1] I. Ohkubo and T. Mori, Chem. Mater. 26, 2532 (2014). [2] I. Ohkubo and T. Mori, Inorg. Chem. 53, 8979 (2014).
[3] I. Ohkubo and T. Mori, Eur. J. Inorg. Chem. 3715 (2015). [4] I. Ohkubo and T. Mori, Chem. Mater. 27, 7265 (2015).
[5] I. Ohkubo and T. Mori, APL Mater. 4, 10480 (2016). [6] I. Ohkubo and T. Mori, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 074705 (2017).

 第一原理計算を用いた「未開拓物質群」の物性予

測と熱電変換機能の開拓

 第一原理計算を用いた合成候補物質の選定

 「未開拓物質群」合成のための新規薄膜作製手法

の開発

 「未開拓物質群」で、実用上有用な特性を発現す

る新物質の合成

 エピタキシャル薄膜化手法を用いた新物質合成と

プロセス開発

第⼀原理計算・インフォマティクス
を⽤いた物質選定

新物質開拓

機械学習を活⽤した⾼効率新物質合成
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イオン伝導性セラミックに関する研究

顔
写真

推奨：HGPゴシックM 7ポイント

Keywords: イオン伝導性セラミック，固体電解質，電池

エネルギー・環境材料研究拠点 拠点長

高田 和典
TAKADA.Kazunori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/battery/index-jpn.html

イオン伝導性セラミックは，センサや燃料電池などに応用されてきましたが，近年は特にリチウムイ

オン電池を全固体化し，信頼性を大幅に高めることのできる材料として注目されています．

高い性能を示すデバイスを作製するためには，材料内部におけるイオン伝導度を高めるとともに，

材料間を高いイオン伝導性を示す界面で接合する必要があります．高性能全固体電池の実現を目

指して，界面におけるイオン輸送現象に焦点をあてた研究を進めています．

・ K. Takada, Langmuir, 29, 7538 (2013). 
・ K. Takada et al., Front. Energy Res., 4, 10 (2016).
・ K. Takada et al, ACS Energy Lett., 3, 98 (2018). 

 イオン伝導性セラミックは，表面や界面で特異なイオン

輸送挙動を示すことがあります．高性能デバイスの実

現には，その正しい理解と制御が不可欠であり，これを

現在の研究テーマとして進めています．

 高出力・高エネルギー密度と高信頼性をあわせもつ全

固体電池につながる界面設計．

高いイオン伝導度をもつ硫化物固体電解質とい
えども，良好な界面なしでは電池出力を向上さ
せません．界面に酸化物固体電解質を介在させ
ると，出力性能は液体電解質系に匹敵するもの
になります．

界面イオン輸送現象を正しく理解するために，計算科学・
先端計測の研究者との融合研究を進めています．

高純度水素精製用V合金膜

顔
写真

Keywords: : 透過膜、バナジウム、水素ステーション、エネルギーキャリア

エネルギー・環境材料研究拠点 副拠点長

西村 睦
NISHIMURA.Chikashi＠nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/hydrogen-production/

 FCVの市場導入数が自立拡大するためには、水素ステーションの先行設置が必要。

 現行のPSA技術に基づく水素ステーションは設置コストが高く、シナリオの実現が危ぶまれている。

 低価格でコンパクトな水素ステーションを実現するためのキーマテリアルとして水素分離膜への期待

が高まっている。

 金属系水素分離膜は、細孔による分離でなく、金属格子中への水素の固溶と高速拡散現象を利

用するため、大流量で絶対分離が可能。

 既存のPd合金膜は資源量が乏しく、採掘の環境負荷が大きく高価なため、用途は極めて限定的。

資源量豊富ではるかに低価格、かつ性能の優れたV合金に着目して開発を続けている。

Ｊ-T. Tsai, H. Ｋｉｍｕｒａ, C. Nishimura, S-F. Wang, Proceedings of PRICM9, (2016)  576-579.
西村 睦、金属膜による水素分離：Pd合金とV合金、Membrane, 43 (4) (2018) 174-179
C. Nishｍｕｒａra, M. Komaki, S. Hwang and M. Amano, J. Alloys and Compounds 330-332 (2002) 902-906.

 既存のPd膜よりも安価で高性能なV合金膜

 大面積のV合金膜を組み込んだデバイスを作製済

 エネルギーキャリアからの水素抽出にも適用可能

 模擬混合ガスを用いて、より高い処理能力を実現

 耐久性向上（10000時間の寿命を担保）

 応力集中、疲労破壊の生じないモジュール設計

 反応と組み合わせたメンブレンリアクターへの応用

水素分子はある種の金属中に原子の状態で容易に溶

け込み、また分子として取り出せる。さらに、金属中に溶

けた水素原子は他の原子に比べて桁違いに早く拡散で

きるという性質がある。この性質を利用するのが金属系の

水素透過膜であり、ピンホールのない薄膜を作ると、不純

物を全く含まない高純度の水素を一段階で製造できる。

アンモニア分解模擬ガスからも安定して高い流量で水
素分離が可能（高水素密度エネルギーキャリアからの
水素抽出への応用を見据えて）

不純物を
含む水素ガス

超高純度
水素ガス

有効透過面積36cm2のV合金膜を組み込んだ

水素透過デバイス

水素の固溶と原子拡散を利用して分離
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イオン伝導性セラミックに関する研究

顔
写真

推奨：HGPゴシックM 7ポイント

Keywords: イオン伝導性セラミック，固体電解質，電池

エネルギー・環境材料研究拠点 拠点長

高田 和典
TAKADA.Kazunori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/battery/index-jpn.html

イオン伝導性セラミックは，センサや燃料電池などに応用されてきましたが，近年は特にリチウムイ

オン電池を全固体化し，信頼性を大幅に高めることのできる材料として注目されています．

高い性能を示すデバイスを作製するためには，材料内部におけるイオン伝導度を高めるとともに，

材料間を高いイオン伝導性を示す界面で接合する必要があります．高性能全固体電池の実現を目

指して，界面におけるイオン輸送現象に焦点をあてた研究を進めています．

・ K. Takada, Langmuir, 29, 7538 (2013). 
・ K. Takada et al., Front. Energy Res., 4, 10 (2016).
・ K. Takada et al, ACS Energy Lett., 3, 98 (2018). 

 イオン伝導性セラミックは，表面や界面で特異なイオン

輸送挙動を示すことがあります．高性能デバイスの実

現には，その正しい理解と制御が不可欠であり，これを

現在の研究テーマとして進めています．

 高出力・高エネルギー密度と高信頼性をあわせもつ全

固体電池につながる界面設計．

高いイオン伝導度をもつ硫化物固体電解質とい
えども，良好な界面なしでは電池出力を向上さ
せません．界面に酸化物固体電解質を介在させ
ると，出力性能は液体電解質系に匹敵するもの
になります．

界面イオン輸送現象を正しく理解するために，計算科学・
先端計測の研究者との融合研究を進めています．

高純度水素精製用V合金膜

顔
写真

Keywords: : 透過膜、バナジウム、水素ステーション、エネルギーキャリア

エネルギー・環境材料研究拠点 副拠点長

西村 睦
NISHIMURA.Chikashi＠nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/hydrogen-production/

 FCVの市場導入数が自立拡大するためには、水素ステーションの先行設置が必要。

 現行のPSA技術に基づく水素ステーションは設置コストが高く、シナリオの実現が危ぶまれている。

 低価格でコンパクトな水素ステーションを実現するためのキーマテリアルとして水素分離膜への期待

が高まっている。

 金属系水素分離膜は、細孔による分離でなく、金属格子中への水素の固溶と高速拡散現象を利

用するため、大流量で絶対分離が可能。

 既存のPd合金膜は資源量が乏しく、採掘の環境負荷が大きく高価なため、用途は極めて限定的。

資源量豊富ではるかに低価格、かつ性能の優れたV合金に着目して開発を続けている。

Ｊ-T. Tsai, H. Ｋｉｍｕｒａ, C. Nishimura, S-F. Wang, Proceedings of PRICM9, (2016)  576-579.
西村 睦、金属膜による水素分離：Pd合金とV合金、Membrane, 43 (4) (2018) 174-179
C. Nishｍｕｒａra, M. Komaki, S. Hwang and M. Amano, J. Alloys and Compounds 330-332 (2002) 902-906.

 既存のPd膜よりも安価で高性能なV合金膜

 大面積のV合金膜を組み込んだデバイスを作製済

 エネルギーキャリアからの水素抽出にも適用可能

 模擬混合ガスを用いて、より高い処理能力を実現

 耐久性向上（10000時間の寿命を担保）

 応力集中、疲労破壊の生じないモジュール設計

 反応と組み合わせたメンブレンリアクターへの応用

水素分子はある種の金属中に原子の状態で容易に溶

け込み、また分子として取り出せる。さらに、金属中に溶

けた水素原子は他の原子に比べて桁違いに早く拡散で

きるという性質がある。この性質を利用するのが金属系の

水素透過膜であり、ピンホールのない薄膜を作ると、不純

物を全く含まない高純度の水素を一段階で製造できる。

アンモニア分解模擬ガスからも安定して高い流量で水
素分離が可能（高水素密度エネルギーキャリアからの
水素抽出への応用を見据えて）

不純物を
含む水素ガス

超高純度
水素ガス

有効透過面積36cm2のV合金膜を組み込んだ

水素透過デバイス

水素の固溶と原子拡散を利用して分離
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高効率発電と安定性両立を可能にする

中温作動酸化物形燃料電池材料
Keywords: 中温作動酸化物形燃料電池、ｱﾉｰﾄﾞ・固体電解質界面設計、高効率発電

エネルギー・環境材料研究拠点 上席研究員

森 利之
MORI.Toshiyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/mori_toshiyuki/

 超高効率発電ｼｽﾃﾑ（理論発電効率：89％）用燃料電池研究開発の必要性

 中温域動作燃料電池の高性能化と長期安定性両立への期待

 合成経路設計/ﾏｲｸﾛｱﾅﾘｼｽ/欠陥構造ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを組み合わせた高性能ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発

 従来とは異なるｱﾉｰﾄﾞ内界面欠陥構造設計による高性能化と安定性改善の達成

 第一原理計算が指し示す高性能化への道筋の活用

 燃料電池分野におけるﾗｼﾞｶﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ達成

1.S.Liu, M.Koyama et al., ‛Predictive microkinetic model for solid oxide fuel cell patterned anode: Based on an extensive 
literature  survey and exhaustive, simulations ’, J. Phys. Chem. C, 121(2017), 19069-19079. 
2.A.Rednyk, T.Mori, et al. , ‘Design of new active sites on Ni in the anode of intermediate temperature solid oxide fuel cells 
using trance  amount of platinum oxides’, ChemPlusChem, doi.org/10.1002/cplu.201800170, (2018) open access.

 合成経路設計/微細構造観察/表面欠陥構造

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを融合することで、従来にない、Ni上

又はYSZ上に新規活性ｻｲﾄの作成に成功した。

 燃料電池分野におけるﾗｼﾞｶﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの

道筋を見出した。

 さらなる高性能化と薄膜ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究開発。

 高性能化と長時間性能安定性のバランスを

さらに改善する。

 スタック化、発電ｼｽﾃﾑへの応用をすすめる。

従来型ｱﾉｰﾄﾞ表面における水分子生成反応（a)１

と本研究で目指したNi上新規活性ｻｲﾄでの
ｱﾉｰﾄﾞ反応(b)2

従来型ｱﾉｰﾄﾞ表面における水分子生成反応（a)１

と本研究で目指したYSZ上新規活性ｻｲﾄでの
ｱﾉｰﾄﾞ反応(b)

極微量の白金族金属酸化物のアノード上への蒸着と還元により性
能の大幅向上を確認（左図）一部は２で公表。表面欠陥構造ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
結果をもとに、PtをFeで置き換えても性能改善を達成した。

微量の酸化物助触媒を用いて、YSZ上に新たな活性ｻｲﾄを作成
し、性能改善を達成（左図）。あわせて、性能の長期安定性改善
効果も見出した。

薄膜技術を用いたリチウムイオン電池研究
Keywords: パルスレーザー堆積法、スパッタ法、薄膜、全固体電池

二次電池材料グループ

大西 剛
OHNISHI.Tsuyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/battery/index-jpn.html

 低炭素社会構築のためにハイブリッド自動車や電気自動車の普及が求められている。

 車載用の二次電池には安全・軽量でかつ大きな充電容量が求められる。

 それと同時に急加速・急速充電時に大電流を出し入れできる必要がある。

 不燃性のセラミックスを電解質に用いた全固体電池は爆発の危険性がなく軽量でかつ大容量

 粒界や活物質・固体電解質間の界面における抵抗が高く大電流の出し入れが困難

 高い界面抵抗を克服する技術の開発を薄膜技術を用いて遂行

・K. Nishio, T. Ohnishi, K. Mitsuishi, N. Ohta, K. Watanabe, K. Takada, J. Power Sources 325 (2016) 306-310.

・K. Nishio, T. Ohnishi, M. Osada, N. Ohta, K. Watanabe, K. Takada, Solid State Ionics 285 (2016) 91-95.

・K. Okada, T. Ohnishi, K. Mitsuishi, Takada, AIP Advances 7 (2017) 115011

 SrTiO3 (100)基板上のLiCoO2 (104)配向膜を作製

 [011]方向に傾斜したSrTiO3 (100)基板上に低いレー

ザー発振周波数で成膜することにより単配向化に成功

 単配向だが一枚板の単結晶にはなっていない。

 ホモ及びヘテロ界面におけるリチウムイオン伝導を

阻害する因子の究明

 低抵抗界面を実現するための指針の究明

 高出力モデル電池としての全固体薄膜電池の構築

結晶面から特定方向に傾斜したSrTiO3(100)
単結晶基板上に、パルスレーザー堆積(PLD)法
を用い、レーザー発振周波数を変化させることで
LiCoO2正極活物質エピタキシャル薄膜の
単配向化に成功

傾斜のない基板上 〔011〕方向に4 °傾斜した基板上

LiCoO2 003 極点図
結晶方位の分布

結晶方位の空間分布
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高効率発電と安定性両立を可能にする

中温作動酸化物形燃料電池材料
Keywords: 中温作動酸化物形燃料電池、ｱﾉｰﾄﾞ・固体電解質界面設計、高効率発電

エネルギー・環境材料研究拠点 上席研究員

森 利之
MORI.Toshiyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/mori_toshiyuki/

 超高効率発電ｼｽﾃﾑ（理論発電効率：89％）用燃料電池研究開発の必要性

 中温域動作燃料電池の高性能化と長期安定性両立への期待

 合成経路設計/ﾏｲｸﾛｱﾅﾘｼｽ/欠陥構造ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを組み合わせた高性能ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発

 従来とは異なるｱﾉｰﾄﾞ内界面欠陥構造設計による高性能化と安定性改善の達成

 第一原理計算が指し示す高性能化への道筋の活用

 燃料電池分野におけるﾗｼﾞｶﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ達成

1.S.Liu, M.Koyama et al., ‛Predictive microkinetic model for solid oxide fuel cell patterned anode: Based on an extensive 
literature  survey and exhaustive, simulations ’, J. Phys. Chem. C, 121(2017), 19069-19079. 
2.A.Rednyk, T.Mori, et al. , ‘Design of new active sites on Ni in the anode of intermediate temperature solid oxide fuel cells 
using trance  amount of platinum oxides’, ChemPlusChem, doi.org/10.1002/cplu.201800170, (2018) open access.

 合成経路設計/微細構造観察/表面欠陥構造

ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを融合することで、従来にない、Ni上

又はYSZ上に新規活性ｻｲﾄの作成に成功した。

 燃料電池分野におけるﾗｼﾞｶﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝへの

道筋を見出した。

 さらなる高性能化と薄膜ﾃﾞﾊﾞｲｽ研究開発。

 高性能化と長時間性能安定性のバランスを

さらに改善する。

 スタック化、発電ｼｽﾃﾑへの応用をすすめる。

従来型ｱﾉｰﾄﾞ表面における水分子生成反応（a)１

と本研究で目指したNi上新規活性ｻｲﾄでの
ｱﾉｰﾄﾞ反応(b)2

従来型ｱﾉｰﾄﾞ表面における水分子生成反応（a)１

と本研究で目指したYSZ上新規活性ｻｲﾄでの
ｱﾉｰﾄﾞ反応(b)

極微量の白金族金属酸化物のアノード上への蒸着と還元により性
能の大幅向上を確認（左図）一部は２で公表。表面欠陥構造ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
結果をもとに、PtをFeで置き換えても性能改善を達成した。

微量の酸化物助触媒を用いて、YSZ上に新たな活性ｻｲﾄを作成
し、性能改善を達成（左図）。あわせて、性能の長期安定性改善
効果も見出した。

薄膜技術を用いたリチウムイオン電池研究
Keywords: パルスレーザー堆積法、スパッタ法、薄膜、全固体電池

二次電池材料グループ

大西 剛
OHNISHI.Tsuyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/battery/index-jpn.html

 低炭素社会構築のためにハイブリッド自動車や電気自動車の普及が求められている。

 車載用の二次電池には安全・軽量でかつ大きな充電容量が求められる。

 それと同時に急加速・急速充電時に大電流を出し入れできる必要がある。

 不燃性のセラミックスを電解質に用いた全固体電池は爆発の危険性がなく軽量でかつ大容量

 粒界や活物質・固体電解質間の界面における抵抗が高く大電流の出し入れが困難

 高い界面抵抗を克服する技術の開発を薄膜技術を用いて遂行

・K. Nishio, T. Ohnishi, K. Mitsuishi, N. Ohta, K. Watanabe, K. Takada, J. Power Sources 325 (2016) 306-310.

・K. Nishio, T. Ohnishi, M. Osada, N. Ohta, K. Watanabe, K. Takada, Solid State Ionics 285 (2016) 91-95.

・K. Okada, T. Ohnishi, K. Mitsuishi, Takada, AIP Advances 7 (2017) 115011

 SrTiO3 (100)基板上のLiCoO2 (104)配向膜を作製

 [011]方向に傾斜したSrTiO3 (100)基板上に低いレー

ザー発振周波数で成膜することにより単配向化に成功

 単配向だが一枚板の単結晶にはなっていない。

 ホモ及びヘテロ界面におけるリチウムイオン伝導を

阻害する因子の究明

 低抵抗界面を実現するための指針の究明

 高出力モデル電池としての全固体薄膜電池の構築

結晶面から特定方向に傾斜したSrTiO3(100)
単結晶基板上に、パルスレーザー堆積(PLD)法
を用い、レーザー発振周波数を変化させることで
LiCoO2正極活物質エピタキシャル薄膜の
単配向化に成功

傾斜のない基板上 〔011〕方向に4 °傾斜した基板上

LiCoO2 003 極点図
結晶方位の分布

結晶方位の空間分布
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固体電解質の界面輸送特性制御
Keywords: 固体イオニクス，酸素表面反応，表面科学，粒界抵抗，空間電荷効果

二次電池材料グループ

三好 正悟
MIYOSHI.Shogo@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/miyoshi_shogo?locale=ja

 高効率なエネルギー変換・貯蔵技術として電気化学デバイスに大きな期待

 特に全ての構成要素に固体材料を用いる燃料電池や二次電池などは次世代型として注目

 固体界面が関与する，粒界におけるイオン輸送特性向上や燃料電池電極反応の高活性化が鍵

 電極最表面における化学・電子状態の解明に基づく燃料電池電極反応の高活性化

 全固体電池用電解質における粒界抵抗の起源解明と輸送特性向上

・S. Miyoshi, A. Takeshita, S. Okada, S. Yamaguchi, Solid State Ionics, Vol. 285, pp. 202-208, 2016.

・S. Miyoshi, S. Yamaguchi, ECS Transactions, Vol. 68, pp. 591-597, 2015.

ガス電極反応の高活性化

 混合伝導性表面においてアニールによりSr表面偏析

 表面偏析の程度が表面反応性を支配する可能性

固体電解質の粒界抵抗制御

 空間電荷モデルに基づき粒界特性の制御を目指す

ガス電極反応の高活性化

 表面偏析制御のためのプロセッシング最適化

固体電解質の粒界抵抗制御

 実用材料の作製に適用可能な制御法の開発

燃料電池電極反応の高活性化

固体酸化物形燃料電池(SOFC)における空気極反応

O2‐

O2

e‐

• 代表的空気極：LaCoO3系酸化物
• イオン-ホール混合伝導性

→電極表面が反応場
• 表面特性が電極性能を左右
• 支配因子は未解明

 化学状態
 電子状態
 …. 電解質

空気極

気相

XPSによる(La,Sr)CoO3の表面分析

• 緻密焼結体試料
• 研磨→熱処理 (600C, O2)
• 光電子検出角により

分析深さ制御 (1-4 nm)

アニールによりSrが表面析出
表面反応性との関連

固体電解質の粒界抵抗制御

bulk bulk suppression of carrier depletion

grain boundary
core

セラミクス固体電解質の粒界は，不純物析出な
どが無い場合においても大きなイオン輸送抵抗
を示すことがあります．これは，いわゆる空間電
荷効果と考えられ，粒界近傍のキャリア空乏層
が抵抗の要因となります．キャリア空乏層を解消
する手法を開発して，化学-エネルギー変換デバ
イスの要である電解質の特性向上を図ります．

実用化を目指すLi空気2次電池の開発

二次電池材料グループ

伊藤 仁彦
ITO.Kimihiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ito_kimihiko

Keywords: リチウム空気2次電池

自然エネルギーの本格的な効率活用にはリチウムイオン電池の理論限界を大幅に超える革新的大

容量蓄電技術が求められる。多数の候補技術の中で、構造が単純で低コスト化が見込めるリチウム

空気２次電池の実用化に道筋をつけることを目標として研究中。

 余剰電力蓄電による電力平準化システム（スマートグ

リッド）への応用

 出力・容量の両立による航続距離800km/充電のEV

への適用

Li、C、Oと主要構成元素が軽元素であることが低コスト化が見込める本質的な理由であるが、同時

に高性能化のための手立ても限定される。地道な「つくる」「みる」のルーチンから定量的に現象を理

解し、その知見に基づいた電極およびセル構造の実現を目指す。

 高出力・高容量の軽量正極構造

 充放電サイクル寿命を向上させる金属負極の実現

 受動型酸素給気機構を支える軽量水分除去機構の

実現

Photo
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固体電解質の界面輸送特性制御
Keywords: 固体イオニクス，酸素表面反応，表面科学，粒界抵抗，空間電荷効果

二次電池材料グループ

三好 正悟
MIYOSHI.Shogo@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/miyoshi_shogo?locale=ja

 高効率なエネルギー変換・貯蔵技術として電気化学デバイスに大きな期待

 特に全ての構成要素に固体材料を用いる燃料電池や二次電池などは次世代型として注目

 固体界面が関与する，粒界におけるイオン輸送特性向上や燃料電池電極反応の高活性化が鍵

 電極最表面における化学・電子状態の解明に基づく燃料電池電極反応の高活性化

 全固体電池用電解質における粒界抵抗の起源解明と輸送特性向上

・S. Miyoshi, A. Takeshita, S. Okada, S. Yamaguchi, Solid State Ionics, Vol. 285, pp. 202-208, 2016.

・S. Miyoshi, S. Yamaguchi, ECS Transactions, Vol. 68, pp. 591-597, 2015.

ガス電極反応の高活性化

 混合伝導性表面においてアニールによりSr表面偏析

 表面偏析の程度が表面反応性を支配する可能性

固体電解質の粒界抵抗制御

 空間電荷モデルに基づき粒界特性の制御を目指す

ガス電極反応の高活性化

 表面偏析制御のためのプロセッシング最適化

固体電解質の粒界抵抗制御

 実用材料の作製に適用可能な制御法の開発

燃料電池電極反応の高活性化

固体酸化物形燃料電池(SOFC)における空気極反応

O2‐

O2

e‐

• 代表的空気極：LaCoO3系酸化物
• イオン-ホール混合伝導性

→電極表面が反応場
• 表面特性が電極性能を左右
• 支配因子は未解明

 化学状態
 電子状態
 …. 電解質

空気極

気相

XPSによる(La,Sr)CoO3の表面分析

• 緻密焼結体試料
• 研磨→熱処理 (600C, O2)
• 光電子検出角により

分析深さ制御 (1-4 nm)

アニールによりSrが表面析出
表面反応性との関連

固体電解質の粒界抵抗制御

bulk bulk suppression of carrier depletion

grain boundary
core

セラミクス固体電解質の粒界は，不純物析出な
どが無い場合においても大きなイオン輸送抵抗
を示すことがあります．これは，いわゆる空間電
荷効果と考えられ，粒界近傍のキャリア空乏層
が抵抗の要因となります．キャリア空乏層を解消
する手法を開発して，化学-エネルギー変換デバ
イスの要である電解質の特性向上を図ります．

実用化を目指すLi空気2次電池の開発

二次電池材料グループ

伊藤 仁彦
ITO.Kimihiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ito_kimihiko

Keywords: リチウム空気2次電池

自然エネルギーの本格的な効率活用にはリチウムイオン電池の理論限界を大幅に超える革新的大

容量蓄電技術が求められる。多数の候補技術の中で、構造が単純で低コスト化が見込めるリチウム

空気２次電池の実用化に道筋をつけることを目標として研究中。

 余剰電力蓄電による電力平準化システム（スマートグ

リッド）への応用

 出力・容量の両立による航続距離800km/充電のEV

への適用

Li、C、Oと主要構成元素が軽元素であることが低コスト化が見込める本質的な理由であるが、同時

に高性能化のための手立ても限定される。地道な「つくる」「みる」のルーチンから定量的に現象を理

解し、その知見に基づいた電極およびセル構造の実現を目指す。

 高出力・高容量の軽量正極構造

 充放電サイクル寿命を向上させる金属負極の実現

 受動型酸素給気機構を支える軽量水分除去機構の

実現

Photo
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ガス発生

全固体化＝不可逆なリチウム消費の無い電池系の構築に期待

Li+

無機固体電解質の広い電位窓

有機電解液の狭い電位窓

不可逆なリチウム消費の無い高容量負極・電解質界面を構築できると容量低下を抑制できる。

有機電解液に固有の不可避な課題＝無機固体電解質利用の優位性

初回充電時にその場形成されるシリコン・ナノ粒子活物質により容量低下を抑制できる。

活物質材の抱える課題への対策に集中するのみで容量安定化に希望

膜内に一様にナノ孔を導入することで実用的な容量においてシリコン負極の容量安定化に成功。

液系電池では達成不可能な高エネルギー密度化が全固体電池では可能

50 nm-t a-Si film

負
極 還元

堆積物

Li+

負
極

Li+

500 nmCarbon

Si film

500 nmCarbon

Si film

ADF-STEM, cross-sectional

ADF-STEM, cross-sectional

a-SiO0.0 (pure a-Si)

a-SiO0.4

a-SiO0.8

Li2O a-Si

Li2O a-Si

応力割れ

ナノ構造で応力緩和

固体電解質利用による新二次電池系の探索

顔
写真

Keywords: 全固体電池、高容量負極、高電位正極、イオン伝導性無機固体電解質

二次電池材料グループ

太田 鳴海
OHTA.Narumi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/battery/index-jpn.html

 EVシフトを支える車載用二次電池の高安全化・高性能化が急務

 可燃性で電位窓の狭い有機電解液利用に起因する電池系の高安全化・高性能化への制限

 不燃性で電位窓の広い無機固体電解質を利用する全固体二次電池への高まる期待

 二次電池の全固体化による高安全化・高性能化

 酸化・還元分解の無い固体電解質を利用した新電池系での高安全化・高性能化

 高容量負極・高電位正極の適用による二次電池の高エネルギー密度化

・J. Sakabe, N. Ohta et al., Communications Chemistry, 1 (2018) 24.

・R. Miyazaki, N. Ohta et al., J. Power Sources, 329 (2016) 41-49.

・R. Miyazaki, N. Ohta et al., J. Power Sources 272, (2014) 541-545.

 電解液で不可避な課題を固体電解質で解決

 固体電解質利用で高容量負極の容量低下を抑制

 ナノ多孔構造導入で高容量負極のサイクル安定化

 モデル高容量負極材料から実用材料への転換

 全固体電池への高電位正極の適用

 全固体電池用高電位正極の高出力化

高容量次世代二次電池のための金属負極
Keywords: 二次電池、金属負極、単粒子測定

エネルギー・環境材料研究拠点 二次電池材料グループ

西川 慶
NISHIKAWA.Kei@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishikawa_kei

 電気自動車や系統電源向けの高性能二次電池の需要拡大

 高容量かつ長寿命の電池材料の必要性

 様々な新しい電池系の提案

 高エネルギー密度を有する新規二次電池の研究・開発

 高容量を誇る金属系負極材料の実用化への期待

 各種電極材料が本来有する電気化学特性の理解

・Kei Nishikawa, et al., J. Electroanal. Chem., 799 (2017) 468-472.
・Kei Nishikawa, et al., J. Power sources. 302 (2016) 46-52.
・N. Zettsu, J. Mater. Chem. A. 3 (2015) 17015-17021.

 超微小電極上での金属リチウムの析出・溶解反応

 グローブボックス内でのリチウム金属箔加工

 電極材料1粒子の電気化学特性評価

 充放電中の金属リチウムの表面形状制御

 高度に制御された二次電池用金属リチウム箔作成

 1粒子の特性を最大限利用できる電極設計

電極材料1粒⼦の電気化学特性測定が可能な
単粒⼦測定装置（左：測定中写真、右：測
定模式図）

1M LiPF6-PC 高濃度 LiPF6-PC

超微⼩電極上での⾦属リチウムの電析形状
が電解液濃度に⼤きく影響を受けている
（電析条件：2 mA/cm2, 1hour )

直⾏型FIB‐SEMによる電析した
⾦属リチウムの内部構造観察例

測定協力

グローブボックス内に設置された
⾦属リチウム箔加⼯装置群

（左：真空鋳造機・中央：押し出し機・
右：圧延ロール機）
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ガス発生

全固体化＝不可逆なリチウム消費の無い電池系の構築に期待

Li+

無機固体電解質の広い電位窓

有機電解液の狭い電位窓

不可逆なリチウム消費の無い高容量負極・電解質界面を構築できると容量低下を抑制できる。

有機電解液に固有の不可避な課題＝無機固体電解質利用の優位性

初回充電時にその場形成されるシリコン・ナノ粒子活物質により容量低下を抑制できる。

活物質材の抱える課題への対策に集中するのみで容量安定化に希望

膜内に一様にナノ孔を導入することで実用的な容量においてシリコン負極の容量安定化に成功。

液系電池では達成不可能な高エネルギー密度化が全固体電池では可能

50 nm-t a-Si film

負
極 還元

堆積物

Li+

負
極

Li+

500 nmCarbon

Si film

500 nmCarbon

Si film

ADF-STEM, cross-sectional

ADF-STEM, cross-sectional

a-SiO0.0 (pure a-Si)

a-SiO0.4

a-SiO0.8

Li2O a-Si

Li2O a-Si

応力割れ

ナノ構造で応力緩和

固体電解質利用による新二次電池系の探索

顔
写真

Keywords: 全固体電池、高容量負極、高電位正極、イオン伝導性無機固体電解質

二次電池材料グループ

太田 鳴海
OHTA.Narumi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/battery/index-jpn.html

 EVシフトを支える車載用二次電池の高安全化・高性能化が急務

 可燃性で電位窓の狭い有機電解液利用に起因する電池系の高安全化・高性能化への制限

 不燃性で電位窓の広い無機固体電解質を利用する全固体二次電池への高まる期待

 二次電池の全固体化による高安全化・高性能化

 酸化・還元分解の無い固体電解質を利用した新電池系での高安全化・高性能化

 高容量負極・高電位正極の適用による二次電池の高エネルギー密度化

・J. Sakabe, N. Ohta et al., Communications Chemistry, 1 (2018) 24.

・R. Miyazaki, N. Ohta et al., J. Power Sources, 329 (2016) 41-49.

・R. Miyazaki, N. Ohta et al., J. Power Sources 272, (2014) 541-545.

 電解液で不可避な課題を固体電解質で解決

 固体電解質利用で高容量負極の容量低下を抑制

 ナノ多孔構造導入で高容量負極のサイクル安定化

 モデル高容量負極材料から実用材料への転換

 全固体電池への高電位正極の適用

 全固体電池用高電位正極の高出力化

高容量次世代二次電池のための金属負極
Keywords: 二次電池、金属負極、単粒子測定

エネルギー・環境材料研究拠点 二次電池材料グループ

西川 慶
NISHIKAWA.Kei@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishikawa_kei

 電気自動車や系統電源向けの高性能二次電池の需要拡大

 高容量かつ長寿命の電池材料の必要性

 様々な新しい電池系の提案

 高エネルギー密度を有する新規二次電池の研究・開発

 高容量を誇る金属系負極材料の実用化への期待

 各種電極材料が本来有する電気化学特性の理解

・Kei Nishikawa, et al., J. Electroanal. Chem., 799 (2017) 468-472.
・Kei Nishikawa, et al., J. Power sources. 302 (2016) 46-52.
・N. Zettsu, J. Mater. Chem. A. 3 (2015) 17015-17021.

 超微小電極上での金属リチウムの析出・溶解反応

 グローブボックス内でのリチウム金属箔加工

 電極材料1粒子の電気化学特性評価

 充放電中の金属リチウムの表面形状制御

 高度に制御された二次電池用金属リチウム箔作成

 1粒子の特性を最大限利用できる電極設計

電極材料1粒⼦の電気化学特性測定が可能な
単粒⼦測定装置（左：測定中写真、右：測
定模式図）

1M LiPF6-PC 高濃度 LiPF6-PC

超微⼩電極上での⾦属リチウムの電析形状
が電解液濃度に⼤きく影響を受けている
（電析条件：2 mA/cm2, 1hour )

直⾏型FIB‐SEMによる電析した
⾦属リチウムの内部構造観察例

測定協力

グローブボックス内に設置された
⾦属リチウム箔加⼯装置群

（左：真空鋳造機・中央：押し出し機・
右：圧延ロール機）
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超高容量なリチウム空気電池

二次電池材料グループ

野村 晃敬
NOMURA.Akihiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/GREEN/

Keywords: リチウム空気電池、 空気極、 カーボンナノチューブ

 再生可能エネルギー活用と電気自動車の普及に必要な、抜本的に低コスト・高容量な蓄電池

 リチウムイオン電池の性能限界を超える次世代蓄電池の開発

 蓄電エネルギー密度の高度化に不可欠なリチウム金属の電極利用

・ 野村晃敬, 久保佳実 ポストリチウムに向けた革新的二次電池の材料開発 監修：境 哲男（株式会社エヌ・ティー・エス）
(2018) 293-300.

・ 野村晃敬, 久保佳実 クリーンエネルギー(日本工業出版) 26 [10] (2017) 24-29.
・ A. Nomura, K. Ito, Y. Kubo. Scientific Reports (Springer Nature) 7, (2017) 45596.

 超軽量で長寿命な小型電子機器用電池

 500 km超走行可能な電気自動車

 太陽電池と組み合わせた家庭用大型蓄電池

 最高の理論エネルギー密度を有する「リチウム空気二次電池」を開発

 リチウム空気電池による蓄電容量の劇的な向上と大幅な蓄電コストダウン

 カーボンナノチューブ空気極を用いたリチウム空気電池セルの高容量化を実証

顔
写真

 サイクル寿命の大幅な改善

 積層セルによる大容量セルの実証

 小型で軽量な水分除去/酸素富化システムの開発

リチウム金属と大気酸素を電池活物質に使用
→軽く、安価で簡便なセル構造 CNTシート空気極によるリチウム空気電池の大容量化実証

リチウム空気電池

放電生成物 : Li2O2 正しい電池反応による充放電の確認 充放電サイクル特性の向上

ハイスループット電気化学評価システム

■ ハイスループット電池特性評価システム

Keywords: 蓄電池用電解液、探索アルゴリズム

二次電池材料グループ

松田 翔一
MATSUDA.Shoichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/matsuda_shoichi

 蓄電デバイスの高エネルギー密度化に対する高い社会的需要

 多成分系におけるデータ駆動型の材料探索

 試行錯誤的アプローチによる網羅的検証の限界

 ハイスループット電気化学評価システムの構築

 オートメーション操作による均一性の高い大量のデータセットの取得

 探索アルゴリズムの活用による高機能電解液組成の高速発見

 探索スループット 400 sample/dayの達成

 1週間以上のオートメーション運転の実現

 金属リチウム電極用の新規電解液発見

 様々の蓄電池材料系への展開

 蓄電池以外の電気化学系への本システムの適用

 データ科学的手法による高機能材料組成の予測

■ リチウム負極用高機能電解液の探索

■ 探索アルゴリズムの活用による
蓄電材料の高速発見

新規電解液従来電解液

５種類の化合物から構成される
高い蓄電池特性を示す電解液
組成を発見

1成分でも除くとその効果は
大きく低減する
→ 協調効果の存在を示唆

１６種類の化合物から５種類を
選定し、電解液を作成

ランダム探索

局所最適値探索

クーロン効率向上要因についての検討
表面被膜の組成分析 (XPS, FTIR)

Photo
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超高容量なリチウム空気電池

二次電池材料グループ

野村 晃敬
NOMURA.Akihiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/GREEN/

Keywords: リチウム空気電池、 空気極、 カーボンナノチューブ

 再生可能エネルギー活用と電気自動車の普及に必要な、抜本的に低コスト・高容量な蓄電池

 リチウムイオン電池の性能限界を超える次世代蓄電池の開発

 蓄電エネルギー密度の高度化に不可欠なリチウム金属の電極利用

・ 野村晃敬, 久保佳実 ポストリチウムに向けた革新的二次電池の材料開発 監修：境 哲男（株式会社エヌ・ティー・エス）
(2018) 293-300.

・ 野村晃敬, 久保佳実 クリーンエネルギー(日本工業出版) 26 [10] (2017) 24-29.
・ A. Nomura, K. Ito, Y. Kubo. Scientific Reports (Springer Nature) 7, (2017) 45596.

 超軽量で長寿命な小型電子機器用電池

 500 km超走行可能な電気自動車

 太陽電池と組み合わせた家庭用大型蓄電池

 最高の理論エネルギー密度を有する「リチウム空気二次電池」を開発

 リチウム空気電池による蓄電容量の劇的な向上と大幅な蓄電コストダウン

 カーボンナノチューブ空気極を用いたリチウム空気電池セルの高容量化を実証

顔
写真

 サイクル寿命の大幅な改善

 積層セルによる大容量セルの実証

 小型で軽量な水分除去/酸素富化システムの開発

リチウム金属と大気酸素を電池活物質に使用
→軽く、安価で簡便なセル構造 CNTシート空気極によるリチウム空気電池の大容量化実証

リチウム空気電池

放電生成物 : Li2O2 正しい電池反応による充放電の確認 充放電サイクル特性の向上

ハイスループット電気化学評価システム

■ ハイスループット電池特性評価システム

Keywords: 蓄電池用電解液、探索アルゴリズム

二次電池材料グループ

松田 翔一
MATSUDA.Shoichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/matsuda_shoichi

 蓄電デバイスの高エネルギー密度化に対する高い社会的需要

 多成分系におけるデータ駆動型の材料探索

 試行錯誤的アプローチによる網羅的検証の限界

 ハイスループット電気化学評価システムの構築

 オートメーション操作による均一性の高い大量のデータセットの取得

 探索アルゴリズムの活用による高機能電解液組成の高速発見

 探索スループット 400 sample/dayの達成

 1週間以上のオートメーション運転の実現

 金属リチウム電極用の新規電解液発見

 様々の蓄電池材料系への展開

 蓄電池以外の電気化学系への本システムの適用

 データ科学的手法による高機能材料組成の予測

■ リチウム負極用高機能電解液の探索

■ 探索アルゴリズムの活用による
蓄電材料の高速発見

新規電解液従来電解液

５種類の化合物から構成される
高い蓄電池特性を示す電解液
組成を発見

1成分でも除くとその効果は
大きく低減する
→ 協調効果の存在を示唆

１６種類の化合物から５種類を
選定し、電解液を作成

ランダム探索

局所最適値探索

クーロン効率向上要因についての検討
表面被膜の組成分析 (XPS, FTIR)
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量子ドットを利用する超高効率太陽電池

顔
写真

Keywords: 量子ドット、液滴エピタキシー、中間バンド型太陽電池

太陽光発電材料グループ

野田 武司
NODA.Takeshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/photovoltaic/

 太陽電池の普及によるエネルギー・環境問題への対応

 太陽電池の高効率化

 高効率を実現する中間バンド太陽電池コンセプトの原理動作の実証

 制御された量子ドット作製技術の構築と確立

 量子ドット太陽電池のデバイス物理の理解

 新原理探索

・M. Elborg, T. Noda, T. Mano, M. Jo, Y. Sakuma, K. Sakoda, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 134, 108 (2015).
・T. Noda, M. Elborg, T. Mano, T. Kawazu, L. Han, and H. Sakaki, J. Appl. Phys. 119, 085105 (2016).
・T. Noda, M. Elborg, T. Mano, and T. Kawazu, in press, JJAP. 

 中間バンド型量子ドット太陽電池の試作

 ２段階光吸収による光電流の実証

 GaSb/GaAs量子ドット太陽電池によるドットへの

キャリア蓄積の検証

 新規材料・素子構造の開発

 開放電圧の低下抑制と高開放電圧化

 ２段階光吸収による電流生成効率の向上
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中間バンド太陽電池のコンセプ
トを示すエネルギーバンド図。

GaSb/GaAs量子ドット太陽電池における光照射
によるキャパシタンス変化の周波数依存性。

0.45 
eV

GaAsE
C

E
V

GaSb

試作した量子ドット太陽電池と
量子ドットの原子間力顕微鏡像。

２段階光吸収による光電流のバイア
ス依存性。量子ドット太陽電池（上）
と量子井戸太陽電池（下）の結果。

Photovoltaic (PV) systems-have very little impact on the environment, making them one 
of the cleanest power-generating technologies available. Organic-inorganic hybrid 
Perovskite and Dye-Sensitized solar cells has high potential as a next generation PV.

Current challenges of organic-inorganic hybrid solar cell are improvement of efficiency 
and durability through creating new cell structures and intelligent materials development. 
Development of environment friendly and efficient perovskite solar cell based on lead 
free perovskite layer and new charge transporting materials (ETM and HTM).

Ashraful Islam
Photovoltaic Materials Group
ISLAM.Ashraful@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/islam_ashraful?locale=en

Keywords: Perovskite, dye-sensitized, interface, stability, high efficiency

Organic-inorganic hybrid solar cells

 Development of environment friendly, low-cost, low-
temperature, flexible and efficient solar cell using 
perovskites as light absorbers

 A power conversion efficiency of 25% is expected based 
on perovskite solar cell, opening new horizons in solar cell 
research.

 Mechanisms of degradation and make highly stable 
devices. 

 Potential charge transporting materials for stable device 
 Toxicity of led (Pb): Pd free perovskite materials
 Size controlled growth of perovskite crystals for high 

efficiency
 Molecular Engineering of potential dye sensitizers

 Md. E. Kayesh, Towhid H. Chowdhury, A. Islam, et al., ACS Energy Lett., 2018, 3, 1584−1589
 Y. Wu, A. Islam, L. Han, et al., Nature Energy, 2016, 1, Article Number: 16148
 W. Chen, A. Islam, L. Han, et al., Science, 2015, 350, 944
 Y. Wu, A. Islam, L. Han, et al., Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2934-2938

Perovskite Hybrid Solar Cell PSC Efficiency certified at AIST

World record 
efficiency of 18.2%
Cell Size >1 cm2

ABX3
A = (CH3NH3)+,
(HC(NH2)2)+

B = Pb2+, Sn2+

X = Cl-, Br-, I-

Complete conversion!Complete conversion!

Incomplete conversion!Incomplete conversion!

Perovskite crystallization control

DSC Efficiency certified at AISTDye-sensitized solar cell

Transparent DSC: Power Windows

Record Effi : 11.4%
Jsc : 21.3 mA/cm2

Voc : 0.74 V
FF  : 0.72
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量子ドットを利用する超高効率太陽電池

顔
写真

Keywords: 量子ドット、液滴エピタキシー、中間バンド型太陽電池

太陽光発電材料グループ

野田 武司
NODA.Takeshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/photovoltaic/

 太陽電池の普及によるエネルギー・環境問題への対応

 太陽電池の高効率化

 高効率を実現する中間バンド太陽電池コンセプトの原理動作の実証

 制御された量子ドット作製技術の構築と確立

 量子ドット太陽電池のデバイス物理の理解

 新原理探索

・M. Elborg, T. Noda, T. Mano, M. Jo, Y. Sakuma, K. Sakoda, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 134, 108 (2015).
・T. Noda, M. Elborg, T. Mano, T. Kawazu, L. Han, and H. Sakaki, J. Appl. Phys. 119, 085105 (2016).
・T. Noda, M. Elborg, T. Mano, and T. Kawazu, in press, JJAP. 

 中間バンド型量子ドット太陽電池の試作

 ２段階光吸収による光電流の実証

 GaSb/GaAs量子ドット太陽電池によるドットへの

キャリア蓄積の検証

 新規材料・素子構造の開発

 開放電圧の低下抑制と高開放電圧化

 ２段階光吸収による電流生成効率の向上
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中間バンド太陽電池のコンセプ
トを示すエネルギーバンド図。

GaSb/GaAs量子ドット太陽電池における光照射
によるキャパシタンス変化の周波数依存性。
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試作した量子ドット太陽電池と
量子ドットの原子間力顕微鏡像。

２段階光吸収による光電流のバイア
ス依存性。量子ドット太陽電池（上）
と量子井戸太陽電池（下）の結果。

Photovoltaic (PV) systems-have very little impact on the environment, making them one 
of the cleanest power-generating technologies available. Organic-inorganic hybrid 
Perovskite and Dye-Sensitized solar cells has high potential as a next generation PV.

Current challenges of organic-inorganic hybrid solar cell are improvement of efficiency 
and durability through creating new cell structures and intelligent materials development. 
Development of environment friendly and efficient perovskite solar cell based on lead 
free perovskite layer and new charge transporting materials (ETM and HTM).

Ashraful Islam
Photovoltaic Materials Group
ISLAM.Ashraful@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/islam_ashraful?locale=en

Keywords: Perovskite, dye-sensitized, interface, stability, high efficiency

Organic-inorganic hybrid solar cells

 Development of environment friendly, low-cost, low-
temperature, flexible and efficient solar cell using 
perovskites as light absorbers

 A power conversion efficiency of 25% is expected based 
on perovskite solar cell, opening new horizons in solar cell 
research.

 Mechanisms of degradation and make highly stable 
devices. 

 Potential charge transporting materials for stable device 
 Toxicity of led (Pb): Pd free perovskite materials
 Size controlled growth of perovskite crystals for high 

efficiency
 Molecular Engineering of potential dye sensitizers

 Md. E. Kayesh, Towhid H. Chowdhury, A. Islam, et al., ACS Energy Lett., 2018, 3, 1584−1589
 Y. Wu, A. Islam, L. Han, et al., Nature Energy, 2016, 1, Article Number: 16148
 W. Chen, A. Islam, L. Han, et al., Science, 2015, 350, 944
 Y. Wu, A. Islam, L. Han, et al., Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2934-2938

Perovskite Hybrid Solar Cell PSC Efficiency certified at AIST

World record 
efficiency of 18.2%
Cell Size >1 cm2

ABX3
A = (CH3NH3)+,
(HC(NH2)2)+

B = Pb2+, Sn2+

X = Cl-, Br-, I-

Complete conversion!Complete conversion!

Incomplete conversion!Incomplete conversion!

Perovskite crystallization control

DSC Efficiency certified at AISTDye-sensitized solar cell

Transparent DSC: Power Windows

Record Effi : 11.4%
Jsc : 21.3 mA/cm2

Voc : 0.74 V
FF  : 0.72
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ユビキタス元素系実用熱電発電素子の開発

熱電材料グループ

篠原 嘉一
SHINOHARA.Yoshikazu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/thermoelectric/

Keywords: ユビキタス元素、熱電材料、発電素子

 日本のエネルギーは全体で1/3しか有効利用されておらず、残りの2/3は熱として排出されている。

 排出されている熱の９０％は300℃以下の低品位排熱で、ほとんどが廃棄されている。

 排熱利用の社会ニーズは、 300℃以下で利用可能な低コスト小型発電システムにある。

 自立式バイオマスボイラー

 IOT用独立電源

 ウェアラブル機器の独立電源

 熱電発電は可動部が無く、小型で無振動・無騒音のシステムを特徴とする。

 熱電材料は大半が重金属・希少元素で構成されており、社会普及の妨げとなっている。

 安全、豊富な資源のユビキタス元素系熱電材料と低コストの発電素子を開発する。

顔
写真

 高耐久な電極接合技術

 安価な発電素子形成プロセス

 発電素子を活かす制御回路
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△FeSi2-0.03Al
□FeSi2-0.04Al

●FeSi2-0.06Al

■FeSi2-0.08Al
▲FeSi2-0.10Al
●[Ref.]FeSi 2-0.08Mn

○FeSi2-0.02Al

▼FeSi2-0.05Al

▽FeSi2-0.07Al

Fe‐SI系熱電材料の⾼性能化

キャリアの伝導機構を制御
することで、⾼出⼒化と低
温度化を同時に実現

出⼒特性の温度依存性
（左図：p型、右図：n型）

エネルギー回収年数による材
料系および材料技術の評価

熱電発電の社会実装のポイント
・熱電は温度差で発電
⇒⾼出⼒には体積が必要
⇒有害元素ゼロで低コスト
⇒ユビキタス元素系

・300℃以下の排熱に対応
・1kW以下の⼩規模発電

300℃以下に対応するユビキタス系
熱電材料と素⼦化技術の開発

シリコンヘテロ接合太陽電池

太陽光発電材料グループ

新倉 ちさと
NIIKURA.Chisato@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/photovoltaic/

Keywords: 太陽電池、シリコン、ヘテロ接合、ＣＶＤ、アモルファス、パシベーション

 シリコンヘテロ接合（ＳＨＪ）太陽電池は、高効率を特徴とする我が国発のシリコン太陽電池である。

 薄型化により、ＳＨＪ太陽電池の低コスト化（Ｓｉ使用量低減）・高効率化（高い開放電圧）が期待できる。

 薄型ＳＨＪ太陽電池には、高性能表面パシベーション、高度光閉じ込めが要求される。

 シリコン単接合太陽電池のエネルギー変換効率は、理論限界効率（約２９％）に近づいている。

・ C. Niikura, A. Chowdhury, B. Janthong, P. Sichanugrist, and M. Konagai, Appl. Phys. Express 9, 042301 (2016).
・ 新倉ちさと、P. Sichanugrist、特願2017‐126813．
・ 新倉ちさと、宮島晋介、第65回応用物理学会春季学術講演会予稿、19p-D101-5.

 普及型太陽光発電（ＰＶ）システム

 ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）用・車載用ＰＶシステム

 シリコン太陽電池の高効率化（タンデム化、新材料、等）

 薄型ＳＨＪ太陽電池に要求される要素技術の開発

（高性能表面パシベーション技術、高度光閉じ込め技術等）

 シリコン太陽電池の高効率化（タンデム化、新材料開発等）

 割れやすい薄型Ｓｉ基板使用の際の歩留まり向上

 ガス加熱トライオード型ＰＥＣＶＤ技術の大面積化

 薄型太陽電池のための光閉じ込め構造の最適設計

量子効率スペクトル

表面再結合速度 vs. アニール温度
ガス加熱トライオード型PECVD
新構成システム

パシベーション技術の高度化を

目指し、長寿命なSiH3ラジカルの

選択輸送、プラズマダメージレス、

ガス加熱効果を特徴とするガス

加熱トライオード型プラズマCVD

（ＰＥＣＶＤ）法による水素化アモル

ファスSi（a-Si:H）パシベーション膜

作製を初めて行った。初期的実験

にて低い表面再結合速度が得られ、

手法の有効性が示された。

ＭＯＣＶＤ法によるＺｎＯ膜等の凹凸

表面テクスチャ付透明導電膜を

使用した薄型ＳＨＪ太陽電池用

新規光閉じ込め構造を提案した。

Ｓｉ基板表面の凹凸テクスチャを

小型化しても光閉じ込め効果が

得られるため基板の割れにくさ

向上への効果が期待できる。太陽電池構造

i a-Si:H
n-type c-Si
(280 μm)
i a-Si:H

Sample structure
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ユビキタス元素系実用熱電発電素子の開発

熱電材料グループ

篠原 嘉一
SHINOHARA.Yoshikazu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/thermoelectric/

Keywords: ユビキタス元素、熱電材料、発電素子

 日本のエネルギーは全体で1/3しか有効利用されておらず、残りの2/3は熱として排出されている。

 排出されている熱の９０％は300℃以下の低品位排熱で、ほとんどが廃棄されている。

 排熱利用の社会ニーズは、 300℃以下で利用可能な低コスト小型発電システムにある。

 自立式バイオマスボイラー

 IOT用独立電源

 ウェアラブル機器の独立電源

 熱電発電は可動部が無く、小型で無振動・無騒音のシステムを特徴とする。

 熱電材料は大半が重金属・希少元素で構成されており、社会普及の妨げとなっている。

 安全、豊富な資源のユビキタス元素系熱電材料と低コストの発電素子を開発する。

顔
写真

 高耐久な電極接合技術

 安価な発電素子形成プロセス

 発電素子を活かす制御回路
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△FeSi2-0.03Al
□FeSi2-0.04Al

●FeSi2-0.06Al

■FeSi2-0.08Al
▲FeSi2-0.10Al
●[Ref.]FeSi 2-0.08Mn

○FeSi2-0.02Al

▼FeSi2-0.05Al

▽FeSi2-0.07Al

Fe‐SI系熱電材料の⾼性能化

キャリアの伝導機構を制御
することで、⾼出⼒化と低
温度化を同時に実現

出⼒特性の温度依存性
（左図：p型、右図：n型）

エネルギー回収年数による材
料系および材料技術の評価

熱電発電の社会実装のポイント
・熱電は温度差で発電
⇒⾼出⼒には体積が必要
⇒有害元素ゼロで低コスト
⇒ユビキタス元素系

・300℃以下の排熱に対応
・1kW以下の⼩規模発電

300℃以下に対応するユビキタス系
熱電材料と素⼦化技術の開発

シリコンヘテロ接合太陽電池

太陽光発電材料グループ

新倉 ちさと
NIIKURA.Chisato@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/photovoltaic/

Keywords: 太陽電池、シリコン、ヘテロ接合、ＣＶＤ、アモルファス、パシベーション

 シリコンヘテロ接合（ＳＨＪ）太陽電池は、高効率を特徴とする我が国発のシリコン太陽電池である。

 薄型化により、ＳＨＪ太陽電池の低コスト化（Ｓｉ使用量低減）・高効率化（高い開放電圧）が期待できる。

 薄型ＳＨＪ太陽電池には、高性能表面パシベーション、高度光閉じ込めが要求される。

 シリコン単接合太陽電池のエネルギー変換効率は、理論限界効率（約２９％）に近づいている。

・ C. Niikura, A. Chowdhury, B. Janthong, P. Sichanugrist, and M. Konagai, Appl. Phys. Express 9, 042301 (2016).
・ 新倉ちさと、P. Sichanugrist、特願2017‐126813．
・ 新倉ちさと、宮島晋介、第65回応用物理学会春季学術講演会予稿、19p-D101-5.

 普及型太陽光発電（ＰＶ）システム

 ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）用・車載用ＰＶシステム

 シリコン太陽電池の高効率化（タンデム化、新材料、等）

 薄型ＳＨＪ太陽電池に要求される要素技術の開発

（高性能表面パシベーション技術、高度光閉じ込め技術等）

 シリコン太陽電池の高効率化（タンデム化、新材料開発等）

 割れやすい薄型Ｓｉ基板使用の際の歩留まり向上

 ガス加熱トライオード型ＰＥＣＶＤ技術の大面積化

 薄型太陽電池のための光閉じ込め構造の最適設計

量子効率スペクトル

表面再結合速度 vs. アニール温度
ガス加熱トライオード型PECVD
新構成システム

パシベーション技術の高度化を

目指し、長寿命なSiH3ラジカルの

選択輸送、プラズマダメージレス、

ガス加熱効果を特徴とするガス

加熱トライオード型プラズマCVD

（ＰＥＣＶＤ）法による水素化アモル

ファスSi（a-Si:H）パシベーション膜

作製を初めて行った。初期的実験

にて低い表面再結合速度が得られ、

手法の有効性が示された。

ＭＯＣＶＤ法によるＺｎＯ膜等の凹凸

表面テクスチャ付透明導電膜を

使用した薄型ＳＨＪ太陽電池用

新規光閉じ込め構造を提案した。

Ｓｉ基板表面の凹凸テクスチャを

小型化しても光閉じ込め効果が

得られるため基板の割れにくさ

向上への効果が期待できる。太陽電池構造

i a-Si:H
n-type c-Si
(280 μm)
i a-Si:H

Sample structure
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コンビナトリアルスパッタ成膜装置（COSCOS）による
革新的エネルギー関連材料の開発

熱電材料グループ

後藤 真宏
GOTO.Masahiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/GOTO_Masahiro?locale=ja

Keywords: コンビナトリアル、薄膜、熱電変換、トライボロジー、スパッタ、超格子、熱伝導
ハイスループットスクリーニング、マテリアルズインフォマティックス

資源の枯渇の問題が深刻となり、再生可能エネルギー利用、ならびに、省エネルギー対策が急務と

なっております。そのためには、効率よく短期間で、材料を人工的にナノレベルで構造制御し、新規

機能性を発現させることで、新たなエネルギー・環境関連材料を創製する必要があります。

・ M. Goto et al., Applied Physics Express, （2018）, 11, 045202-1-045202-4.

・ M. Goto et al., Applied Surface Science, （2017）, 407, 405-411.

・ M. Goto et al., Tribology Lett., 43 (2) (2011) 155-162.

 効率の良い薄膜熱電材料開発

 断熱コーティング

 耐熱・耐酸化低摩擦コーティング

コンビナトリアルスパッタ成膜技術を駆使し、ナノレベルで制御された新規機能性材料を創製し、新

たに発現する特異な物性をマクロレベルの現象に結び付け、エネルギー・環境関連の材料・デバイ

ス創製を目指すことにあります。

顔
写真

 各種評価手法の効率化

 実用工業製品部材への成膜と性能試験

 材料創製・評価・解析の全自動化

コンビナトリアルスパッタ成膜（COSCOS）

全自動で異なる成膜条件で複数の
サンプルを作製可能
効率・再現性の良いコーティングの実現
各種高性能エネルギー関連材料の探索

薄膜熱電材料の研究

デバイス性能の最適化、p,n型の制御を実現

無機複合薄膜低熱伝導材料の研究

革新的トライボロジー材料の研究

【酸化物低摩擦
材料】
・ピエゾ効果を利
用した低摩擦現
象の発見

・結晶配向性制
御による金属酸
化物コーティング
の低摩擦化

【光による低摩擦
現象】
分子を光励起する
ことにより、表面の
電子状態を変化さ
せ、摩擦力制御を
可能とした

【コンビナトリアル
トライボロジー】
荷重変化による結
晶配向性連続変化
と摩擦係数との相
関を効率的に取
得・解明

COSCOSを用いて薄膜材料中
のBiナノ結晶状態を制御し、極

めて熱伝導率の小さい薄膜材
料を創製することに成功した

薄膜結晶構造・配向制御、ならびに、
ナノ構造作製による伝熱制御・熱電
変換特性向上にむけた研究

“真”環境調和型熱電変換材料の創製

熱電材料グループ

高際 良樹
TAKAGIWA.Yoshiki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takagiwa_yoshiki?locale=ja

Keywords: 熱電変換材料，実験，計算科学，機械学習

 IoT社会・低炭素社会の実現に向けた，中低温廃熱を高効率利用する技術の確立

 大規模な普及に資する，ありふれた元素のみから構成される新材料開発

 僅かな温度差でも発電を可能とする，化学的安定性・耐酸化性・機械特性に優れる素子

・ Y. Takagiwa, Materials Transactions, published online (2018) [Open access].

・ Y. Takagiwa et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids 118, 95-98 (2018).

・ Y. Takagiwa et al., Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 131, 281-287 (2018).

 温度差を利用した自立電源

 中温域での未利用熱エネルギーの有効利用

 フレキシブル基板を用いた曲げられる自立電源

 計算科学的手法を用いた，ありふれた元素のみから構成される新材料の探索・スクリーニング

 合成プロセス・材料組成の最適化による，発電特性の最大化

 機械学習を用いた，新たな材料開発手法の確立

 更なる発電特性の向上

 高信頼性モジュール化技術の構築

 システム化と実証試験

（左上図）対象化合物の結晶構造，（左下図）対象化合物の電子構造とフェルミ準位近傍に形成する狭ギャップ

（右上図）ゼーベック係数の計算値，（右下図）ゼーベック係数の温度依存性[実験]
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コンビナトリアルスパッタ成膜装置（COSCOS）による
革新的エネルギー関連材料の開発

熱電材料グループ

後藤 真宏
GOTO.Masahiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/GOTO_Masahiro?locale=ja

Keywords: コンビナトリアル、薄膜、熱電変換、トライボロジー、スパッタ、超格子、熱伝導
ハイスループットスクリーニング、マテリアルズインフォマティックス

資源の枯渇の問題が深刻となり、再生可能エネルギー利用、ならびに、省エネルギー対策が急務と

なっております。そのためには、効率よく短期間で、材料を人工的にナノレベルで構造制御し、新規

機能性を発現させることで、新たなエネルギー・環境関連材料を創製する必要があります。

・ M. Goto et al., Applied Physics Express, （2018）, 11, 045202-1-045202-4.

・ M. Goto et al., Applied Surface Science, （2017）, 407, 405-411.

・ M. Goto et al., Tribology Lett., 43 (2) (2011) 155-162.

 効率の良い薄膜熱電材料開発

 断熱コーティング

 耐熱・耐酸化低摩擦コーティング

コンビナトリアルスパッタ成膜技術を駆使し、ナノレベルで制御された新規機能性材料を創製し、新

たに発現する特異な物性をマクロレベルの現象に結び付け、エネルギー・環境関連の材料・デバイ

ス創製を目指すことにあります。

顔
写真

 各種評価手法の効率化

 実用工業製品部材への成膜と性能試験

 材料創製・評価・解析の全自動化

コンビナトリアルスパッタ成膜（COSCOS）

全自動で異なる成膜条件で複数の
サンプルを作製可能
効率・再現性の良いコーティングの実現
各種高性能エネルギー関連材料の探索

薄膜熱電材料の研究

デバイス性能の最適化、p,n型の制御を実現

無機複合薄膜低熱伝導材料の研究

革新的トライボロジー材料の研究

【酸化物低摩擦
材料】
・ピエゾ効果を利
用した低摩擦現
象の発見

・結晶配向性制
御による金属酸
化物コーティング
の低摩擦化

【光による低摩擦
現象】
分子を光励起する
ことにより、表面の
電子状態を変化さ
せ、摩擦力制御を
可能とした

【コンビナトリアル
トライボロジー】
荷重変化による結
晶配向性連続変化
と摩擦係数との相
関を効率的に取
得・解明

COSCOSを用いて薄膜材料中
のBiナノ結晶状態を制御し、極

めて熱伝導率の小さい薄膜材
料を創製することに成功した

薄膜結晶構造・配向制御、ならびに、
ナノ構造作製による伝熱制御・熱電
変換特性向上にむけた研究

“真”環境調和型熱電変換材料の創製

熱電材料グループ

高際 良樹
TAKAGIWA.Yoshiki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takagiwa_yoshiki?locale=ja

Keywords: 熱電変換材料，実験，計算科学，機械学習

 IoT社会・低炭素社会の実現に向けた，中低温廃熱を高効率利用する技術の確立

 大規模な普及に資する，ありふれた元素のみから構成される新材料開発

 僅かな温度差でも発電を可能とする，化学的安定性・耐酸化性・機械特性に優れる素子

・ Y. Takagiwa, Materials Transactions, published online (2018) [Open access].

・ Y. Takagiwa et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids 118, 95-98 (2018).

・ Y. Takagiwa et al., Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 131, 281-287 (2018).

 温度差を利用した自立電源

 中温域での未利用熱エネルギーの有効利用

 フレキシブル基板を用いた曲げられる自立電源

 計算科学的手法を用いた，ありふれた元素のみから構成される新材料の探索・スクリーニング

 合成プロセス・材料組成の最適化による，発電特性の最大化

 機械学習を用いた，新たな材料開発手法の確立

 更なる発電特性の向上

 高信頼性モジュール化技術の構築

 システム化と実証試験

（左上図）対象化合物の結晶構造，（左下図）対象化合物の電子構造とフェルミ準位近傍に形成する狭ギャップ

（右上図）ゼーベック係数の計算値，（右下図）ゼーベック係数の温度依存性[実験]
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高性能水素製造触媒の開発

水素製造材料グループ

許 亜
XU.Ya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/hydrogen-production/

Keywords: 水素製造、金属ハニカム触媒、合金、金属間化合物

水素はクリーンエネルギー・キャリアとしての需要拡大

水素ステーション及び定置用燃料電池では、頻繫な起動停止に耐える燃料改質触媒が必要
触媒のコスト低減と高効率化が必要

・Y. Xu et al., Chemical Engineering & Processing: Process Intensification 129 (2018) 63-70.
・T. Hirano, Y. Xu, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 30621-30629.
・Y. Xu et al., International Journal of Hydrogen Energy 41 (2016) 7352-7362.

 小型水素製造装置の燃料改質

 有機ハイドライドの水素化・脱水素反応

 バイオマスからの水素製造

 卑金属を主体とする金属間化合物及び合金を用いて、表面及び微細組織制御により水素製造

触媒特性の向上を図る。

優れた耐熱性を有する金属間化合物及び合金箔を用いて、高効率、低コストの燃料改質用ハニ

カム触媒を開発する。

 触媒の耐久性の評価及び改善

 耐炭素析出性能の評価及び向上

 高性能な燃料改質システムの開発

 高セル密度（2300 cpsi）のNi箔ハニカム触媒
構造体の開発

 NiRe合金ナノ粒子の被覆によりハニカム触媒の
メタンの水蒸気改質に対する活性が著しく向上

8 mm

Surface morphology 
of Ni foil 

1 mm

0.4 mm

corrugated fin processing 
Ni foil (Thickness 30 ㎛ ) 

8

m

m

 ハニカム表面に合金ナノ粒子層の創製

含浸法で調製したNiRe合金
ナノ粒子表面組織

NiRe surface alloying

Ni honeycomb

反応条件:
CH4 ： 10 mL(STP)/min
Steam :   13.6  mL(STP)/min
S/C = 1.36
空間速度（SV) = 6400 h-1

CH4 + H2O = 3H2 + CO

高分子電解質膜

水素製造材料グループ

金 済徳
Kim.Jedeok@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kim_jedeok

 持続可能なエネルギー循環システムを用いたエネルギー社会の構築

 エネルギー生産と水素製造用高分子電解質膜

 エネルギー貯蔵および電解分離用高分子電解質膜

 J.-D. Kim, et al., International Journal of Hydrogen Energy, 41, 11794-11800 (2016).
 Y. Zang, et al., Journal of Applied Polymer Science, 133, 44218-44225 (2016).
 S. Matsushita, et al., Solid State Ionics, 316, 102-109 (2018).

 燃料電池用電解質膜

 水電解用電解質膜

 レドックスフロー電池用電解質膜

 電解分離膜

低コストポリマー電解質材料

高耐熱及び耐化学安定性ポリマー電解質膜材料

高プロトン伝導性高分子電解質膜

 ポリマー材料のスルホン化

 架橋化プロセスの最適化

 ポリマー電解質膜のハイブリッド化

 ポリマー電解質膜の活性化プロセスの最適化

Water electrolyser and fuel cells using PEM

Developed materials: (a) Crosslinked Sulfonated 
polyphenolsulfone (CSPPSU), (b) Sulfonated 
polyhedral oligomeric silsesquioxane (SPOSS) 

(b) SPOSS
(a) CSPPSU

Schematic diagram for PEM design: (a) 
Conducting path control, (b) Crosslinking

(a) (b)

Keywords: PEM fuel cells, PEM water electrolysis, SPPSU, hybrid membrane
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高性能水素製造触媒の開発

水素製造材料グループ

許 亜
XU.Ya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/hydrogen-production/

Keywords: 水素製造、金属ハニカム触媒、合金、金属間化合物

水素はクリーンエネルギー・キャリアとしての需要拡大

水素ステーション及び定置用燃料電池では、頻繫な起動停止に耐える燃料改質触媒が必要
触媒のコスト低減と高効率化が必要

・Y. Xu et al., Chemical Engineering & Processing: Process Intensification 129 (2018) 63-70.
・T. Hirano, Y. Xu, International Journal of Hydrogen Energy 42 (2017) 30621-30629.
・Y. Xu et al., International Journal of Hydrogen Energy 41 (2016) 7352-7362.

 小型水素製造装置の燃料改質

 有機ハイドライドの水素化・脱水素反応

 バイオマスからの水素製造

 卑金属を主体とする金属間化合物及び合金を用いて、表面及び微細組織制御により水素製造

触媒特性の向上を図る。

優れた耐熱性を有する金属間化合物及び合金箔を用いて、高効率、低コストの燃料改質用ハニ

カム触媒を開発する。

 触媒の耐久性の評価及び改善

 耐炭素析出性能の評価及び向上

 高性能な燃料改質システムの開発

 高セル密度（2300 cpsi）のNi箔ハニカム触媒
構造体の開発

 NiRe合金ナノ粒子の被覆によりハニカム触媒の
メタンの水蒸気改質に対する活性が著しく向上

8 mm

Surface morphology 
of Ni foil 

1 mm

0.4 mm

corrugated fin processing 
Ni foil (Thickness 30 ㎛ ) 

8

m

m

 ハニカム表面に合金ナノ粒子層の創製

含浸法で調製したNiRe合金
ナノ粒子表面組織

NiRe surface alloying

Ni honeycomb

反応条件:
CH4 ： 10 mL(STP)/min
Steam :   13.6  mL(STP)/min
S/C = 1.36
空間速度（SV) = 6400 h-1

CH4 + H2O = 3H2 + CO

高分子電解質膜

水素製造材料グループ

金 済徳
Kim.Jedeok@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kim_jedeok

 持続可能なエネルギー循環システムを用いたエネルギー社会の構築

 エネルギー生産と水素製造用高分子電解質膜

 エネルギー貯蔵および電解分離用高分子電解質膜

 J.-D. Kim, et al., International Journal of Hydrogen Energy, 41, 11794-11800 (2016).
 Y. Zang, et al., Journal of Applied Polymer Science, 133, 44218-44225 (2016).
 S. Matsushita, et al., Solid State Ionics, 316, 102-109 (2018).

 燃料電池用電解質膜

 水電解用電解質膜

 レドックスフロー電池用電解質膜

 電解分離膜

低コストポリマー電解質材料

高耐熱及び耐化学安定性ポリマー電解質膜材料

高プロトン伝導性高分子電解質膜

 ポリマー材料のスルホン化

 架橋化プロセスの最適化

 ポリマー電解質膜のハイブリッド化

 ポリマー電解質膜の活性化プロセスの最適化

Water electrolyser and fuel cells using PEM

Developed materials: (a) Crosslinked Sulfonated 
polyphenolsulfone (CSPPSU), (b) Sulfonated 
polyhedral oligomeric silsesquioxane (SPOSS) 

(b) SPOSS
(a) CSPPSU

Schematic diagram for PEM design: (a) 
Conducting path control, (b) Crosslinking

(a) (b)

Keywords: PEM fuel cells, PEM water electrolysis, SPPSU, hybrid membrane
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固/液界面反応ダイナミクスのその場計測
Keywords: 和周波発生分光法、超高速分光、固/液界面 その場計測

ナノ界面エネルギー変換グループ

野口 秀典
NOGUCHI.Hidenori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/noguchi_hidenori

エネルギー変換プロセスの多くは、固体と溶液が接する界面で進行しています。したがって、反応機構を詳細

に理解するためには、溶液中に埋もれた表面での吸着分子の構造や配向、さらには界面電子構造に関する

情報を、高感度かつ選択的にその場で測定できる手法が求められています。

表面・界面にとても敏感な振動分光法のひとつである和周波発生（SFG）分光法および時間分解分光法（ポ

ンプ‐プローブ法）を固体／溶液界面に適用することで、表面吸着種の構造を反応が進行している溶液中「そ

の場」で調べ、表面反応（電気化学反応、光エネルギー変換反応、生体関連界面）ダイナミクスを分子レベ

ルで明らかにすることが出来ます。

二次の非線形光学効果に基づく和周波数発生（Sum
Frequency Generation: SFG）分光法は 2 次の非線形

光学効果に基づく現象で、周波数ω1とω2の 2 種་のレー

ザー光を 料表面に照射するとω3=ω1+ω2となる和の周

波数の光が界面から発生する過程です。

和周波光を調べることで、表面・界面のみの情報を選択的に得ることが可能

電位依存二重共鳴和周波発生分光法による電極界面
電子構造のプローブ

タンパク質吸着における界面水構造のプローブ

電極電位に対する共鳴SFG強度の
入射可視光波長依存性 各種生体適合表面にお

ける界面水のスペクトル

BSA吸着時における界面
水のピーク波数と吸着量
の関係

CO吸着時における白金電極
界面に形成される電子構造

・J. Phys. Chem. C, 119(46), 26056 (2015).
・Electrochim. Acta 235(1), 280-286 (2017). 
・J. Phys. Chem. C 122(15), 8191-8201 (2018) . ・J. Phys. Chem. C, 119(30), 17193 (2015).

溶液中に埋もれた界面の電子構造を調べるための新たな

界面分光法の開発に成功した。

生体適合性界面におけるタンパク質吸着に伴なう界面水

の構造をプローブした。タンパク吸着界面の水は、水素結

合性が強い水が支配的に存在していることが分かった。

界面電子構造情報から、各種電極触媒の活性の要因を議論

する事が可能。

種々の材料界面の分子構造情報を得ることで、機能性材料

開発における基礎的情報を得る。

CH3NH3PbI3 ペロブスカイト太陽電池の

正孔輸送層としてのNiOx薄膜
Keywords: ペロブスカイト、NiO、太陽電池、太陽光発電、電荷輸送

ナノ界面エネルギー変換グループ

柳田 真利
YANAGIDA.Masatoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yanagida_masatoshi

 太陽光発電を再生可能エネルギーとして普及するために低コスト太陽電池が求められている。

 ペロブスカイト（PVK）材料が高効率で、低コストな太陽電池として期待

 製造コストを抑え、長期信頼性のあるPVK太陽電池の構造設計が必要

 PVK太陽電池のp-i-n接合における効果的な正孔輸送層（ｐ層：HTL）の開発

 HTLがPVK太陽電池特性に与える影響を理解

 PVK太陽電池の信頼性向上

NiOｘはPVK太陽電池のHTLとして有効

 NiOｘのキャリア輸送は光電流を十分に補完できる。

 スパッタしたNiOｘは結晶性高い（アモルファスでない）。

 NiOｘはスパッタ条件にかなり依存する。

スパッタで作製したNiOxについて

 PVK太陽電池の長期信頼性や高効率化

 PVK太陽電池以外の最適な正孔輸送層

 P型透明導電酸化物 などへの寄与に期待

ペロブスカイト太陽電池の模式図

メリット
・低温作製プロセス
・可視光領域に強い吸収
・長いキャリア拡散長

HTL中のキャリアの流れ (J)  の条件
J = qD(dn/dx) = qDN/d > Jsc=26 mAcm-2
Jsc : PVKで発生した光電流
D : HTLの拡散係数> 1.6 x 10-3 cm2s-1

( Mobility ()>0.06 cm2V-1s-1

q : 電子素量

ペロブスカイトHTL ETL
Jsc

d : thickness≈100nm

N

Ca
rri

er
 

de
ns

ity J

HTLにおけるキャリア輸送

NiOxのパラメータ
N=5 x 1017 cm-3

=0.1 cm2/Vs
参考) Surf. Coat. Tech., 198, 138 (2005).

 M. Yanagida, Electrochemistry, 85, 231-235 (2017)
 Md. B. Islam, ACS Omega, 2, 2291-2299 (2017)
 Md. B. Islam, Jpn. J. Appl. Phys., 57, 08RE06 (2018)

スパッタで作製した NiOX 層の構造

Ar 圧力 スパッタのパワー

Ni2O3の増加

Ni2p2/3 XPSの結果から

O1s XPS

表面特性とエネルギーダイアグラム

透過率NiOxのSEM像

導電性

NiOxのXRD

スパッタ条件に依存する NiOX 層

透過率
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固/液界面反応ダイナミクスのその場計測
Keywords: 和周波発生分光法、超高速分光、固/液界面 その場計測

ナノ界面エネルギー変換グループ

野口 秀典
NOGUCHI.Hidenori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/noguchi_hidenori

エネルギー変換プロセスの多くは、固体と溶液が接する界面で進行しています。したがって、反応機構を詳細

に理解するためには、溶液中に埋もれた表面での吸着分子の構造や配向、さらには界面電子構造に関する

情報を、高感度かつ選択的にその場で測定できる手法が求められています。

表面・界面にとても敏感な振動分光法のひとつである和周波発生（SFG）分光法および時間分解分光法（ポ

ンプ‐プローブ法）を固体／溶液界面に適用することで、表面吸着種の構造を反応が進行している溶液中「そ

の場」で調べ、表面反応（電気化学反応、光エネルギー変換反応、生体関連界面）ダイナミクスを分子レベ

ルで明らかにすることが出来ます。

二次の非線形光学効果に基づく和周波数発生（Sum
Frequency Generation: SFG）分光法は 2 次の非線形

光学効果に基づく現象で、周波数ω1とω2の 2 種་のレー

ザー光を 料表面に照射するとω3=ω1+ω2となる和の周

波数の光が界面から発生する過程です。

和周波光を調べることで、表面・界面のみの情報を選択的に得ることが可能

電位依存二重共鳴和周波発生分光法による電極界面
電子構造のプローブ

タンパク質吸着における界面水構造のプローブ

電極電位に対する共鳴SFG強度の
入射可視光波長依存性 各種生体適合表面にお

ける界面水のスペクトル

BSA吸着時における界面
水のピーク波数と吸着量
の関係

CO吸着時における白金電極
界面に形成される電子構造

・J. Phys. Chem. C, 119(46), 26056 (2015).
・Electrochim. Acta 235(1), 280-286 (2017). 
・J. Phys. Chem. C 122(15), 8191-8201 (2018) . ・J. Phys. Chem. C, 119(30), 17193 (2015).

溶液中に埋もれた界面の電子構造を調べるための新たな

界面分光法の開発に成功した。

生体適合性界面におけるタンパク質吸着に伴なう界面水

の構造をプローブした。タンパク吸着界面の水は、水素結

合性が強い水が支配的に存在していることが分かった。

界面電子構造情報から、各種電極触媒の活性の要因を議論

する事が可能。

種々の材料界面の分子構造情報を得ることで、機能性材料

開発における基礎的情報を得る。

CH3NH3PbI3 ペロブスカイト太陽電池の

正孔輸送層としてのNiOx薄膜
Keywords: ペロブスカイト、NiO、太陽電池、太陽光発電、電荷輸送

ナノ界面エネルギー変換グループ

柳田 真利
YANAGIDA.Masatoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yanagida_masatoshi

 太陽光発電を再生可能エネルギーとして普及するために低コスト太陽電池が求められている。

 ペロブスカイト（PVK）材料が高効率で、低コストな太陽電池として期待

 製造コストを抑え、長期信頼性のあるPVK太陽電池の構造設計が必要

 PVK太陽電池のp-i-n接合における効果的な正孔輸送層（ｐ層：HTL）の開発

 HTLがPVK太陽電池特性に与える影響を理解

 PVK太陽電池の信頼性向上

NiOｘはPVK太陽電池のHTLとして有効

 NiOｘのキャリア輸送は光電流を十分に補完できる。

 スパッタしたNiOｘは結晶性高い（アモルファスでない）。

 NiOｘはスパッタ条件にかなり依存する。

スパッタで作製したNiOxについて

 PVK太陽電池の長期信頼性や高効率化

 PVK太陽電池以外の最適な正孔輸送層

 P型透明導電酸化物 などへの寄与に期待

ペロブスカイト太陽電池の模式図

メリット
・低温作製プロセス
・可視光領域に強い吸収
・長いキャリア拡散長

HTL中のキャリアの流れ (J)  の条件
J = qD(dn/dx) = qDN/d > Jsc=26 mAcm-2
Jsc : PVKで発生した光電流
D : HTLの拡散係数> 1.6 x 10-3 cm2s-1

( Mobility ()>0.06 cm2V-1s-1

q : 電子素量

ペロブスカイトHTL ETL
Jsc

d : thickness≈100nm

N

Ca
rri

er
 

de
ns

ity J

HTLにおけるキャリア輸送

NiOxのパラメータ
N=5 x 1017 cm-3

=0.1 cm2/Vs
参考) Surf. Coat. Tech., 198, 138 (2005).

 M. Yanagida, Electrochemistry, 85, 231-235 (2017)
 Md. B. Islam, ACS Omega, 2, 2291-2299 (2017)
 Md. B. Islam, Jpn. J. Appl. Phys., 57, 08RE06 (2018)

スパッタで作製した NiOX 層の構造

Ar 圧力 スパッタのパワー

Ni2O3の増加

Ni2p2/3 XPSの結果から

O1s XPS

表面特性とエネルギーダイアグラム

透過率NiOxのSEM像

導電性

NiOxのXRD

スパッタ条件に依存する NiOX 層

透過率
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ペロブスカイト太陽電池の開発
Keywords: 薄膜太陽電池、有機薄膜太陽電池、薄膜デバイス

ナノ界面エネルギー変換グループ

白井 康裕

従来技術では電力の高コスト体質増長や設置場所の制約等により継続した普及は困難である。

本研究では、従来技術の壁を突破する画期的な次世代素材を目指し、ペロブスカイト結晶を用いる太

陽電池開発を推進している。

ペロブスカイト太陽電池の特徴は、100℃程度の低温溶液プロセスで作製可能で、その変換効率は既

に20％を超えるなど優れた特性がある。ただし、肝心の耐久性には問題があり実用化に至っていない。

本研究では、低温プロセスで成膜可能な新規材料や作製プロセスを開発し、耐久性の問題をクリアする。

・(Ref. 1) Dhruba B. Khadka, et al. Sustainable Energy & Fuels 2017, 1, 755-766.

・(Ref. 2) Tripathi, N. et al. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12081-12088.

・(Ref. 3) Islam, M. B., et al. ACS Omega 2017, 2, 2291-2299.

 低温プロセスによる高耐久性デバイスの作製

 劣化メカニズム解析による高耐久性デバイスの実現

 ペロブスカイトーシリコンタンデム太陽電池の作製

 軽量・フレキシブルな次世代太陽電池の実現

 R-to-R など低コスト生産プロセスの実現

 鉛（Pb）の削減や他金属での置換

 半透明ペロブスカイト太陽電池とSiセルを
組み合わせたタンデム太陽電池の作製

 Perovskite太陽電池作製手順（ref.1, ref.2）  Perovskite太陽電池の連続発電試験（ref.3）

SHIRAI.Yasuhiro@nims.go.jp  |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/shirai_yasuhiro 

高効率エネルギー変換・貯蔵反応機構の理解と
その知見に基づく高特性材料の合成

Keywords: 二次電池、燃料電池、電気化学、高特性エネルギー材料合成、実験-理論の協奏

ナノ界面エネルギー変換グループ

坂牛 健
SAKAUSHI.Ken@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakaushi_ken

 持続可能な物質による高効率エネルギー変換・貯蔵が求められている。

 エネルギー変換反応は基礎的な部分で未解明なことが多い。

 基礎科学で得られた知見を利用して所望の特性を持つ材料を効率よく得る手法が必要。

 燃料電池や二次電池における反応の基礎的理解。

 基礎的に反応機構を理解することで“なぜ”特性が高い（低い）のか原理を理解する。

 原理に立脚した高特性エネルギー材料の合成。

・K. Sakaushi, R. J. Behm et al., ACS Catalysis DOI: 10.1021/acscatal.8b01953 (2018)  
・K. Wada, K. Sakaushi, H. Nishihara et al., Angew. Chem. Int. Ed. 57, 8886 (2018)
・K. Sakaushi, M. Antonietti, Acc. Chem. Res. 48, 1591, (2015)

 炭素系電極触媒など非伝統的触媒の高活性化

 電子論からの二次電池電極特性の理解と設計

 実験と理論の協奏でより深い機構が理解可能

 電極触媒：特性電流密度の向上

 電池電極：体積あたりのエネルギー密度の向上

 より正確な第一原理計算による反応解析

新規電池材料の設計

精密に異原⼦の導⼊を制御
反応に最適な酸素の吸着を導く

炭素系電極触媒の活性・不活性を決める
（図は酸素還元反応；O2 + 4H+ + 4e−⇀ 2H2O）
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ペロブスカイト太陽電池の開発
Keywords: 薄膜太陽電池、有機薄膜太陽電池、薄膜デバイス

ナノ界面エネルギー変換グループ

白井 康裕

従来技術では電力の高コスト体質増長や設置場所の制約等により継続した普及は困難である。

本研究では、従来技術の壁を突破する画期的な次世代素材を目指し、ペロブスカイト結晶を用いる太

陽電池開発を推進している。

ペロブスカイト太陽電池の特徴は、100℃程度の低温溶液プロセスで作製可能で、その変換効率は既

に20％を超えるなど優れた特性がある。ただし、肝心の耐久性には問題があり実用化に至っていない。

本研究では、低温プロセスで成膜可能な新規材料や作製プロセスを開発し、耐久性の問題をクリアする。

・(Ref. 1) Dhruba B. Khadka, et al. Sustainable Energy & Fuels 2017, 1, 755-766.

・(Ref. 2) Tripathi, N. et al. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12081-12088.

・(Ref. 3) Islam, M. B., et al. ACS Omega 2017, 2, 2291-2299.

 低温プロセスによる高耐久性デバイスの作製

 劣化メカニズム解析による高耐久性デバイスの実現

 ペロブスカイトーシリコンタンデム太陽電池の作製

 軽量・フレキシブルな次世代太陽電池の実現

 R-to-R など低コスト生産プロセスの実現

 鉛（Pb）の削減や他金属での置換

 半透明ペロブスカイト太陽電池とSiセルを
組み合わせたタンデム太陽電池の作製

 Perovskite太陽電池作製手順（ref.1, ref.2）  Perovskite太陽電池の連続発電試験（ref.3）

SHIRAI.Yasuhiro@nims.go.jp  |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/shirai_yasuhiro 

高効率エネルギー変換・貯蔵反応機構の理解と
その知見に基づく高特性材料の合成

Keywords: 二次電池、燃料電池、電気化学、高特性エネルギー材料合成、実験-理論の協奏

ナノ界面エネルギー変換グループ

坂牛 健
SAKAUSHI.Ken@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakaushi_ken

 持続可能な物質による高効率エネルギー変換・貯蔵が求められている。

 エネルギー変換反応は基礎的な部分で未解明なことが多い。

 基礎科学で得られた知見を利用して所望の特性を持つ材料を効率よく得る手法が必要。

 燃料電池や二次電池における反応の基礎的理解。

 基礎的に反応機構を理解することで“なぜ”特性が高い（低い）のか原理を理解する。

 原理に立脚した高特性エネルギー材料の合成。

・K. Sakaushi, R. J. Behm et al., ACS Catalysis DOI: 10.1021/acscatal.8b01953 (2018)  
・K. Wada, K. Sakaushi, H. Nishihara et al., Angew. Chem. Int. Ed. 57, 8886 (2018)
・K. Sakaushi, M. Antonietti, Acc. Chem. Res. 48, 1591, (2015)

 炭素系電極触媒など非伝統的触媒の高活性化

 電子論からの二次電池電極特性の理解と設計

 実験と理論の協奏でより深い機構が理解可能

 電極触媒：特性電流密度の向上

 電池電極：体積あたりのエネルギー密度の向上

 より正確な第一原理計算による反応解析

新規電池材料の設計

精密に異原⼦の導⼊を制御
反応に最適な酸素の吸着を導く

炭素系電極触媒の活性・不活性を決める
（図は酸素還元反応；O2 + 4H+ + 4e−⇀ 2H2O）
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エネルギー・環境材料の最先端計算科学
Keywords: 界面、電池、触媒、電気化学、第一原理計算、統計力学、新手法開発

界面計算科学グループ

館山 佳尚
TATEYAMA.Yoshitaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/nscs/index-j.html

 将来のエネルギー・環境問題解決の指針となる電池、触媒の微視的反応機構の解明
 その鍵となる界面酸化還元反応の理解と制御
 エネルギー・環境材料に関する界面科学の学理の構築

 実験では観測しづらい電池、触媒内の微視的反応機構の理論計算による解明
 鍵となる界面酸化還元反応を高精度に予測できる理論計算手法の開発・実証
 エネルギー・環境材料に関する新材料・新システム提案と学理の確立

・蓄電池(液系・全固体）界面: JACS 135, 11967 (2013), Chem. Mater. 26, 4248 (2014). JES 162, A2670 (2015), PCCP 18, 8643 

(2016), ACS-AMI 9, 286 (2017), 固体物理 52, 605 (2017).
・蓄電池（高濃度）電解液: JACS 136, 5039 (2014), JPCC 118, 14091 (2014), Nat. Commun. 7, 12032 (2016), Nat. Energy 1, 16129 
(2016), ACS-AMI 9, 33802 (2017), Nat. Energy 3, 22 (2018).
・触媒: JPCC 118, 22040 (2014), JPCC 119, 2537 (2015), JACS 139, 11570 (2016), JPCC 122,17378 (2018).
・太陽電池: JPCC 118, 16863 (2014), JPCL 5, 2903 (2014), JACS 137, 10048 (2015), ACR 49, 554 (2016), JPCL 8, 5840 (2017).
・計算手法: PCCP 16, 19530 (2014), PCCP 17, 27103 (2015), Sci. Rep. 5, 18220 (2015), 固体物理 52, 616 (2017).

 計算による蓄電池・触媒の長年の問題の解答提示

 高濃度電解液等の新コンセプトの提案・実証

 新現象の取扱いを可能にする新規計算技術開発

 蓄電池開発における微視的問題の機構理解・制御

 触媒開発における微視的問題の機構理解・制御

 材料科学への大規模スパコンの有効利用

©理化学研究
所

蓄電池負極界⾯SEI膜形成過
程の微視的新機構提案。 蓄電池⽤⾼濃度電解液

の微視的特性の解明。

蓄電池⽤電解液
の溶媒和・脱溶
媒和の解析。

全固体電池正極ー固体
電解質界⾯の界⾯抵抗
起源の計算実証。

⾦属担持酸化物触媒／
⽔界⾯の反応機構提案。

第⼀原理表⾯microkineticsによる不
均⼀触媒反応マルチスケール解析。

「京」を有効利⽤可能な第⼀原
理化学反応シミュレータ開発。

Development of effective material descriptors

Photo

Combining DFT methods and informatics for 
efficient search of novel fast ion conductors

Keywords: fast ion conductors, solid electrolytes, density functional theory, materials informatics

Randy Jalem
Interface Computational Science Group
JALEM.Randy@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/nscs/member.html

 Recently, there is a rapidly growing interest in the efficient and systematic screening 
of novel inorganic fast ionic conductors for battery application by high-throughput 
(HT) DFT calculations and materials informatics (MI).

 To develop material descriptors for crystalline solids or inorganic materials for 
training machine models of material properties with sufficient accuracy.

 To find promising inorganic materials as quickly as possible by HT-DFT and MI 
techniques for use as fast ion conductors.

 R. Jalem et al., Sci. Tech. Adv. Mater. 2018, 19, 231-242.
 R. Jalem et al., Sci. Rep. 2018, 8, 5845.
 R. Jalem et al., J. Chem. Info. Model., 2015, 55, 1158-1168.
 R. Jalem et al., J. Mater. Chem. A 2014, 2, 3, 720-734.
 R. Jalem et al., Chem. Mater. 2012, 24, 7, 1357-1364.

 The newly proposed EN+VORO descriptors was 
successfully tested by predicting various DFT-
calculated material properties.

 A Bayesian-driven DFT-based solid electrolyte 
screening with transfer learning was realized and 
demonstrated on tavorite AMXO4Z screening.

 Encoding crystalline solids using structural 
descriptors of Voronoi features and chemical 
descriptors for machine learning purposes.

 Formulation of a calculation HT-DFT + 
informatics workflow for the efficient 
screening for novel fast ion conductors.

Bayesian-Driven First-Principles Calculations 
for Accelerating Exploration of Fast Ion 
Conductors for Battery Application

Figure. Comparison 
between EN+VORO and 
RDF-based descriptors 
for DFT calculated 
material properties: 
cohesive energy, 
density, band gap, and 
decomposition energy 
by gradient boosting 
regression (GBR). 
Datasets are comprised 
with 1000 Li-based 
oxides from Materials 
Project.

Figure. Descriptors from Voronoi features + chemical property (EN+VORO).

Cohesive energy

Material density

Band gap energy

Decomposition energy

Figure. Workflow for the proposed BO-driven for fast ion conductor 
search within tavorite AMXO4Z compounds.

Eb :A cation migration energy

Figure. a) BO-driven 
material search with 
transfer learning, 
from Li-tavorite
space to Na-
tavorite space: 
Performance 
comparison for 
additive BO (aBO), 
ordinary BO (oBO), 
and random search 
using Na dataset 
(averaged from 50 
trials). 

BO: Bayesian optimization
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エネルギー・環境材料の最先端計算科学
Keywords: 界面、電池、触媒、電気化学、第一原理計算、統計力学、新手法開発

界面計算科学グループ

館山 佳尚
TATEYAMA.Yoshitaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/nscs/index-j.html

 将来のエネルギー・環境問題解決の指針となる電池、触媒の微視的反応機構の解明
 その鍵となる界面酸化還元反応の理解と制御
 エネルギー・環境材料に関する界面科学の学理の構築

 実験では観測しづらい電池、触媒内の微視的反応機構の理論計算による解明
 鍵となる界面酸化還元反応を高精度に予測できる理論計算手法の開発・実証
 エネルギー・環境材料に関する新材料・新システム提案と学理の確立

・蓄電池(液系・全固体）界面: JACS 135, 11967 (2013), Chem. Mater. 26, 4248 (2014). JES 162, A2670 (2015), PCCP 18, 8643 

(2016), ACS-AMI 9, 286 (2017), 固体物理 52, 605 (2017).
・蓄電池（高濃度）電解液: JACS 136, 5039 (2014), JPCC 118, 14091 (2014), Nat. Commun. 7, 12032 (2016), Nat. Energy 1, 16129 
(2016), ACS-AMI 9, 33802 (2017), Nat. Energy 3, 22 (2018).
・触媒: JPCC 118, 22040 (2014), JPCC 119, 2537 (2015), JACS 139, 11570 (2016), JPCC 122,17378 (2018).
・太陽電池: JPCC 118, 16863 (2014), JPCL 5, 2903 (2014), JACS 137, 10048 (2015), ACR 49, 554 (2016), JPCL 8, 5840 (2017).
・計算手法: PCCP 16, 19530 (2014), PCCP 17, 27103 (2015), Sci. Rep. 5, 18220 (2015), 固体物理 52, 616 (2017).

 計算による蓄電池・触媒の長年の問題の解答提示

 高濃度電解液等の新コンセプトの提案・実証

 新現象の取扱いを可能にする新規計算技術開発

 蓄電池開発における微視的問題の機構理解・制御

 触媒開発における微視的問題の機構理解・制御

 材料科学への大規模スパコンの有効利用

©理化学研究
所

蓄電池負極界⾯SEI膜形成過
程の微視的新機構提案。 蓄電池⽤⾼濃度電解液

の微視的特性の解明。

蓄電池⽤電解液
の溶媒和・脱溶
媒和の解析。

全固体電池正極ー固体
電解質界⾯の界⾯抵抗
起源の計算実証。

⾦属担持酸化物触媒／
⽔界⾯の反応機構提案。

第⼀原理表⾯microkineticsによる不
均⼀触媒反応マルチスケール解析。

「京」を有効利⽤可能な第⼀原
理化学反応シミュレータ開発。

Development of effective material descriptors

Photo

Combining DFT methods and informatics for 
efficient search of novel fast ion conductors

Keywords: fast ion conductors, solid electrolytes, density functional theory, materials informatics

Randy Jalem
Interface Computational Science Group
JALEM.Randy@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/nscs/member.html

 Recently, there is a rapidly growing interest in the efficient and systematic screening 
of novel inorganic fast ionic conductors for battery application by high-throughput 
(HT) DFT calculations and materials informatics (MI).

 To develop material descriptors for crystalline solids or inorganic materials for 
training machine models of material properties with sufficient accuracy.

 To find promising inorganic materials as quickly as possible by HT-DFT and MI 
techniques for use as fast ion conductors.

 R. Jalem et al., Sci. Tech. Adv. Mater. 2018, 19, 231-242.
 R. Jalem et al., Sci. Rep. 2018, 8, 5845.
 R. Jalem et al., J. Chem. Info. Model., 2015, 55, 1158-1168.
 R. Jalem et al., J. Mater. Chem. A 2014, 2, 3, 720-734.
 R. Jalem et al., Chem. Mater. 2012, 24, 7, 1357-1364.

 The newly proposed EN+VORO descriptors was 
successfully tested by predicting various DFT-
calculated material properties.

 A Bayesian-driven DFT-based solid electrolyte 
screening with transfer learning was realized and 
demonstrated on tavorite AMXO4Z screening.

 Encoding crystalline solids using structural 
descriptors of Voronoi features and chemical 
descriptors for machine learning purposes.

 Formulation of a calculation HT-DFT + 
informatics workflow for the efficient 
screening for novel fast ion conductors.

Bayesian-Driven First-Principles Calculations 
for Accelerating Exploration of Fast Ion 
Conductors for Battery Application

Figure. Comparison 
between EN+VORO and 
RDF-based descriptors 
for DFT calculated 
material properties: 
cohesive energy, 
density, band gap, and 
decomposition energy 
by gradient boosting 
regression (GBR). 
Datasets are comprised 
with 1000 Li-based 
oxides from Materials 
Project.

Figure. Descriptors from Voronoi features + chemical property (EN+VORO).

Cohesive energy

Material density

Band gap energy

Decomposition energy

Figure. Workflow for the proposed BO-driven for fast ion conductor 
search within tavorite AMXO4Z compounds.

Eb :A cation migration energy

Figure. a) BO-driven 
material search with 
transfer learning, 
from Li-tavorite
space to Na-
tavorite space: 
Performance 
comparison for 
additive BO (aBO), 
ordinary BO (oBO), 
and random search 
using Na dataset 
(averaged from 50 
trials). 

BO: Bayesian optimization
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新たな低次元ナノ材料の開発及び応用

先進低次元ナノ材料グループ

唐 捷
TANG.Jie@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tang_jie

Keywords: グラフェン、カーボンナノチューブ、単結晶ナノワイヤ、ナノ構造制御

低次元構造を持った新たなナノ材料を創製・評価を行い、新型高機能ナノ材料およびデバイス材料

の探索・特性解明とその応用を目指している。特に大容量グラフェンスーパーキャパシター及び高品

質希土類単結晶ナノワイヤにより次世代電子機器への応用を進めている。

・“Hybrid graphene electrodes for  supercapacitors of high energy density”; Chemical Physics Letters, 584, 
124-129 (2013).

・“Graphene and carbon nanotubes composite electrodes for supercapacitors with ultra-high energy density ”; 
Physical Chemistry Chemical Physics, 13, 17615-17624(2011) 

・"Nanostructured LaB6 field emitter with lowest apical work function"; Nano Letters, 10, 3539-3544 (2010). 

 低コストで高エネルギー密度のグラフェンを開発してい

る、グラフェンの活性化、積層技術により、電気自動車

用キャパシターへの応用

 高品質希土類単結晶ナノワイヤにより、電子線を使用

する計測機器の性能を格段に向上させる

グラフェンの特性、特異な性質を利用して、キャパシターを高性能化させ、大容量グラフェンスーパー

キャパシターの開発及び高品質希土類単結晶ナノワイヤにより次世代電子機器への応用の実現。

顔
写真

 グラフェンの低コスト・量産技術開発により、グラフェン

キャパシターの実用・普及が可能となる

 ナノワイヤー電界放射電子源を組み込んだ次 世代

電子顕微鏡を開発する

“ナノ材料の創製と環境・エネルギー物質科学への適用”

ナノカーボン複合材料による高エネルギー密度
スーパーキャパシターの開発

Electric/hybrid Vehicle Supercapacitor Device

Graphene/CNTs electrode

SWCNTs Graphene/SWCNTs Ragone Plot

Electrochemical Property

Graphene

ナノ構造制御ナノワイヤ次世代

電界放射型電子銃の開発

Single LaB6 nanowire field emitter

Surface atomic structure characterization Field emission 
pattern

低次元物質の基礎的物性の理論

Keywords: 層状物質、基礎的特性、第一原理論

先進低次元ナノ材料グループ

佐々木 泰造
SASAKI.Taizo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/1d-nanomaterials/

 低次元物質は、近年、人の手による制御が可能になり、材料として多くの期待が寄せられている。

 しかし、3次元物質と異なり、まだまだ基礎的な特徴づけがなされていない。

 低次元物質には、理論計算による新規材料の特性予測とデザインの可能性を持つ。

 低次元物質について、その熱力学を明らかにする。

 特に圧力に結び付いた実験結果に基づく理論的考察を行う。

・Taizo Sasaki et al 2017 Jpn. J. Appl. Phys. 56 05FB06

 低次元物質の基礎的熱力学量をリン単一層について

測定、考察。

 ナノレベルでの構造変化により特性量の圧力変化を

説明。

 ナノレベルの構造に依存しない巨視的量の考え方が

必要。

 ナノ物質の精密化により、重要な概念になると予想

される。

実験：2次元黒リン（フォスフォリン）の格子振動
の圧力依存性を測定。

原子の表面は、不明瞭。物質の表面もnmでは、不明瞭。

従って、厚みも体積も決め難しい。

2次元物質に加わる「圧力＝単位面積あたりの力」とは？

原子

“静水圧下に置かれた2次元物質が示す物理量の圧力依存性”…2次元物質に加わる圧力とは？体積？

高圧環境
—ダイアモンドアンビルセル（DAC)、He媒体

測定 —ラマン分光
特定の振動モードの圧力依存性が2次元化で
減少

理論計算：圧力媒体をモデル化し、格子振動の
圧力依存性を計算。

Model A: 圧力媒体：偽He挿入
Model B: 3次元リンに1軸性加圧

格子振動の理論計算

—分散力を含む密度汎関数

理論（DFT)

高圧環境モデル

—偽He原子の導入

2次元化による特定の振動

モードの圧力依存性減少を再

現。
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新たな低次元ナノ材料の開発及び応用

先進低次元ナノ材料グループ

唐 捷
TANG.Jie@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tang_jie

Keywords: グラフェン、カーボンナノチューブ、単結晶ナノワイヤ、ナノ構造制御

低次元構造を持った新たなナノ材料を創製・評価を行い、新型高機能ナノ材料およびデバイス材料

の探索・特性解明とその応用を目指している。特に大容量グラフェンスーパーキャパシター及び高品

質希土類単結晶ナノワイヤにより次世代電子機器への応用を進めている。

・“Hybrid graphene electrodes for  supercapacitors of high energy density”; Chemical Physics Letters, 584, 
124-129 (2013).

・“Graphene and carbon nanotubes composite electrodes for supercapacitors with ultra-high energy density ”; 
Physical Chemistry Chemical Physics, 13, 17615-17624(2011) 

・"Nanostructured LaB6 field emitter with lowest apical work function"; Nano Letters, 10, 3539-3544 (2010). 

 低コストで高エネルギー密度のグラフェンを開発してい

る、グラフェンの活性化、積層技術により、電気自動車

用キャパシターへの応用

 高品質希土類単結晶ナノワイヤにより、電子線を使用

する計測機器の性能を格段に向上させる

グラフェンの特性、特異な性質を利用して、キャパシターを高性能化させ、大容量グラフェンスーパー

キャパシターの開発及び高品質希土類単結晶ナノワイヤにより次世代電子機器への応用の実現。

顔
写真

 グラフェンの低コスト・量産技術開発により、グラフェン

キャパシターの実用・普及が可能となる

 ナノワイヤー電界放射電子源を組み込んだ次 世代

電子顕微鏡を開発する

“ナノ材料の創製と環境・エネルギー物質科学への適用”

ナノカーボン複合材料による高エネルギー密度
スーパーキャパシターの開発

Electric/hybrid Vehicle Supercapacitor Device

Graphene/CNTs electrode

SWCNTs Graphene/SWCNTs Ragone Plot

Electrochemical Property

Graphene

ナノ構造制御ナノワイヤ次世代

電界放射型電子銃の開発

Single LaB6 nanowire field emitter

Surface atomic structure characterization Field emission 
pattern

低次元物質の基礎的物性の理論

Keywords: 層状物質、基礎的特性、第一原理論

先進低次元ナノ材料グループ

佐々木 泰造
SASAKI.Taizo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/1d-nanomaterials/

 低次元物質は、近年、人の手による制御が可能になり、材料として多くの期待が寄せられている。

 しかし、3次元物質と異なり、まだまだ基礎的な特徴づけがなされていない。

 低次元物質には、理論計算による新規材料の特性予測とデザインの可能性を持つ。

 低次元物質について、その熱力学を明らかにする。

 特に圧力に結び付いた実験結果に基づく理論的考察を行う。

・Taizo Sasaki et al 2017 Jpn. J. Appl. Phys. 56 05FB06

 低次元物質の基礎的熱力学量をリン単一層について

測定、考察。

 ナノレベルでの構造変化により特性量の圧力変化を

説明。

 ナノレベルの構造に依存しない巨視的量の考え方が

必要。

 ナノ物質の精密化により、重要な概念になると予想

される。

実験：2次元黒リン（フォスフォリン）の格子振動
の圧力依存性を測定。

原子の表面は、不明瞭。物質の表面もnmでは、不明瞭。

従って、厚みも体積も決め難しい。

2次元物質に加わる「圧力＝単位面積あたりの力」とは？

原子

“静水圧下に置かれた2次元物質が示す物理量の圧力依存性”…2次元物質に加わる圧力とは？体積？

高圧環境
—ダイアモンドアンビルセル（DAC)、He媒体

測定 —ラマン分光
特定の振動モードの圧力依存性が2次元化で
減少

理論計算：圧力媒体をモデル化し、格子振動の
圧力依存性を計算。

Model A: 圧力媒体：偽He挿入
Model B: 3次元リンに1軸性加圧

格子振動の理論計算

—分散力を含む密度汎関数

理論（DFT)

高圧環境モデル

—偽He原子の導入

2次元化による特定の振動

モードの圧力依存性減少を再

現。
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機能性有機色素材料の開発

顔
写真

水に良く溶けてかつ会合しにくい新規フタロシ
アニン化合物を合成した。水中で著しく会合
する銅錯体や無金属Ｐｃとは異なり、10-5 M
でもほとんど単量体として存在する。また水中
での蛍光も確認されている。

Keyword :機能性色素

先進低次元ナノ材料グループ

砂金 宏明
ISAGO.Hiroaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/isago_hiroaki

環境・エネルギー問題を解決するために、無尽蔵でクリーンな太陽光を利用することが本命視され
ています。光化学反応を利用する光電変換システムはその一つであり、応用例として光触媒や色素
増感型太陽電池などがあります。

室内光または水中でその材料を利用する場合、紫外光よりも可視光特に波長の長い光への応答性
が課題となります。また、低コスト化を達成することも重要です。従来の材料・技術ではこれらを同時
に解決することは困難でした。

・H. Isago et al., J. Inorg. Biochem., 180 (2018) 222-229.

・H. Isago et al., J. Porphyrins Phthalocyanines, 22 (2018) 102-111.

・H. Isago, “Optical Spectra of Phthalocyanines and Related Compounds”, Springer, Tokyo (2015).

 新規フタロシアニン系有機色素の合成

 含リン色素の強い発光（蛍光）と迅速な環境対応

 水溶性でかつ会合しにくいフタロシアニン色素

 太陽エネルギーの利用

 応答波長の長波長化

 環境負荷の低減

 全く新しい機能の発現

リンーフタロシアニン化合物の強い赤色蛍光
（写真はエタノール溶液中の発光）と外部環
境（水素イオン濃度）への応答性。紫外線ＬＥ
Ｄ（ブラックライト）で励起した。各々の化学種
（中性種、プロトン化種、および脱プロトン化
種）は、深層バイオイメージングに十分な輝度
を有する。

固液界面エネルギー変換 – 実験・理論・計測の融合に

よる高効率電極触媒開発と反応機構解明

顔
写真

１．理論と実験の融合による高効率電極触媒の開発

燃料電池の効率向上とコスト低減の要請はまだまだ高い。最大の
効率低下要因である酸素還元反応（ORR）や燃料である水素製造
のための水電解のための非白金系電極触媒の開発が必要である。
我々は理論的予測に基づき、グラファイトと同じ構造をもつが、絶縁
体であるBNがORR電極触媒および水素発生反応（HER）電極触媒と
して機能することを明らかにした。さらに、BNを金ナノ粒子で修飾する
ことで、電流が増加したのみならず４電子還元の割合が80％と白金
に迫る性能を示した。また、右図に示すようにBNのサイズを制御する
ことでHER活性が白金に迫る性能を実証し、理論解析からBNのエッ
ジが重要であることを明らかにした。

燃料電池や二次電池は主として固体／溶液界面で進行している
が、その反応の舞台である固液界面の構造や電子状態を観察する
手段は限られている。本グループは走査プローブ顕微鏡、放射光利
用表面X線散乱およびXAFS、非線形分光など多様な手法を駆使し
て固液界面構造のその場追跡を行い、反応機構を明らかにしている。
最近では、理論エネルギー密度が非常に高く、究極の電池として期
待されているリチウム空気電池の正極反応生成物が、電解液中に
含まれる不純物（水、HF）によって大きく変化することを、電気化学
水晶振動子マイクロバランス（EQCM）、回転円板電極（RRDE）、表面
増強ラマン分光（SERS）により明らかにした（右図）。

Keywords: 貴金属フリー電極触媒、酸素還元、燃料電池、水電解、空気電池

フェロー/ナノ材料科学環境拠点 ナノ構造制御電極触媒グループ

魚崎 浩平
UOSAKI.Kohei@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/uosaki_kohei

再生可能エネルギーを基盤とする持続可能社会の実現には効率的エネルギー変換／貯蔵システ

ムの確立が不可欠であす。本研究は燃料電池や二次電池などの固液界面（電気化学的）エネル

ギー変換に関する基礎研究として位置づけられます。

固液界面エネルギー変換の大きな課題として、反応速度の増加と長寿命化があげられます。本研究

ではこれらの実現に不可欠な高効率電極触媒の開発と固液界面反応機構の解明を行っています。

具体的には理論と実験の融合による非白金系電極触媒の開発と独自に開発した固液界面その場構

造解析手法を駆使したリチウム空気電池反応の機構解明を行っています。

・K. Uosaki et al., BN on Au as an Electrocatalyst for ORR, JACS, 136, 6542 (2014)..
・K. Uosaki et al., BN on Au as an Electrocatalyst for HER, Sci. Rep., 6, 32217 (2016)..
・魚崎浩平、固液界面構造のその場実時間追跡、応用物理、82, 106 (2012). 
・K. Tomita et al., Impurity Effect on Product Distribution at Li−O2 Cathode, ACS Appl. Energy. Mat., in press (2018).

 絶縁体である窒化ホウ素ナノシート（BNNS)と不
活性な金電極の組み合わせが酸素還元および水素
発生電極触媒となることを理論的に予測し、実験
的に証明した。

 種々の固液界面計測法を駆使してリチウム空気電
池正極反応に及ぼす不純物の効果を明らかにした。

 燃料電池用電極触媒

 水電解用電極触媒

 新規固液界面計測法の開発

 固液界面エネルギー変換反応の機構解明

２．種々計測法を駆使した固液界面エネルギー変換反応機構の解明
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機能性有機色素材料の開発

顔
写真

水に良く溶けてかつ会合しにくい新規フタロシ
アニン化合物を合成した。水中で著しく会合
する銅錯体や無金属Ｐｃとは異なり、10-5 M
でもほとんど単量体として存在する。また水中
での蛍光も確認されている。

Keyword :機能性色素

先進低次元ナノ材料グループ

砂金 宏明
ISAGO.Hiroaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/isago_hiroaki

環境・エネルギー問題を解決するために、無尽蔵でクリーンな太陽光を利用することが本命視され
ています。光化学反応を利用する光電変換システムはその一つであり、応用例として光触媒や色素
増感型太陽電池などがあります。

室内光または水中でその材料を利用する場合、紫外光よりも可視光特に波長の長い光への応答性
が課題となります。また、低コスト化を達成することも重要です。従来の材料・技術ではこれらを同時
に解決することは困難でした。

・H. Isago et al., J. Inorg. Biochem., 180 (2018) 222-229.

・H. Isago et al., J. Porphyrins Phthalocyanines, 22 (2018) 102-111.

・H. Isago, “Optical Spectra of Phthalocyanines and Related Compounds”, Springer, Tokyo (2015).

 新規フタロシアニン系有機色素の合成

 含リン色素の強い発光（蛍光）と迅速な環境対応

 水溶性でかつ会合しにくいフタロシアニン色素

 太陽エネルギーの利用

 応答波長の長波長化

 環境負荷の低減

 全く新しい機能の発現

リンーフタロシアニン化合物の強い赤色蛍光
（写真はエタノール溶液中の発光）と外部環
境（水素イオン濃度）への応答性。紫外線ＬＥ
Ｄ（ブラックライト）で励起した。各々の化学種
（中性種、プロトン化種、および脱プロトン化
種）は、深層バイオイメージングに十分な輝度
を有する。

固液界面エネルギー変換 – 実験・理論・計測の融合に

よる高効率電極触媒開発と反応機構解明

顔
写真

１．理論と実験の融合による高効率電極触媒の開発

燃料電池の効率向上とコスト低減の要請はまだまだ高い。最大の
効率低下要因である酸素還元反応（ORR）や燃料である水素製造
のための水電解のための非白金系電極触媒の開発が必要である。
我々は理論的予測に基づき、グラファイトと同じ構造をもつが、絶縁
体であるBNがORR電極触媒および水素発生反応（HER）電極触媒と
して機能することを明らかにした。さらに、BNを金ナノ粒子で修飾する
ことで、電流が増加したのみならず４電子還元の割合が80％と白金
に迫る性能を示した。また、右図に示すようにBNのサイズを制御する
ことでHER活性が白金に迫る性能を実証し、理論解析からBNのエッ
ジが重要であることを明らかにした。

燃料電池や二次電池は主として固体／溶液界面で進行している
が、その反応の舞台である固液界面の構造や電子状態を観察する
手段は限られている。本グループは走査プローブ顕微鏡、放射光利
用表面X線散乱およびXAFS、非線形分光など多様な手法を駆使し
て固液界面構造のその場追跡を行い、反応機構を明らかにしている。
最近では、理論エネルギー密度が非常に高く、究極の電池として期
待されているリチウム空気電池の正極反応生成物が、電解液中に
含まれる不純物（水、HF）によって大きく変化することを、電気化学
水晶振動子マイクロバランス（EQCM）、回転円板電極（RRDE）、表面
増強ラマン分光（SERS）により明らかにした（右図）。

Keywords: 貴金属フリー電極触媒、酸素還元、燃料電池、水電解、空気電池

フェロー/ナノ材料科学環境拠点 ナノ構造制御電極触媒グループ

魚崎 浩平
UOSAKI.Kohei@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/uosaki_kohei

再生可能エネルギーを基盤とする持続可能社会の実現には効率的エネルギー変換／貯蔵システ

ムの確立が不可欠であす。本研究は燃料電池や二次電池などの固液界面（電気化学的）エネル

ギー変換に関する基礎研究として位置づけられます。

固液界面エネルギー変換の大きな課題として、反応速度の増加と長寿命化があげられます。本研究

ではこれらの実現に不可欠な高効率電極触媒の開発と固液界面反応機構の解明を行っています。

具体的には理論と実験の融合による非白金系電極触媒の開発と独自に開発した固液界面その場構

造解析手法を駆使したリチウム空気電池反応の機構解明を行っています。

・K. Uosaki et al., BN on Au as an Electrocatalyst for ORR, JACS, 136, 6542 (2014)..
・K. Uosaki et al., BN on Au as an Electrocatalyst for HER, Sci. Rep., 6, 32217 (2016)..
・魚崎浩平、固液界面構造のその場実時間追跡、応用物理、82, 106 (2012). 
・K. Tomita et al., Impurity Effect on Product Distribution at Li−O2 Cathode, ACS Appl. Energy. Mat., in press (2018).

 絶縁体である窒化ホウ素ナノシート（BNNS)と不
活性な金電極の組み合わせが酸素還元および水素
発生電極触媒となることを理論的に予測し、実験
的に証明した。

 種々の固液界面計測法を駆使してリチウム空気電
池正極反応に及ぼす不純物の効果を明らかにした。

 燃料電池用電極触媒

 水電解用電極触媒

 新規固液界面計測法の開発

 固液界面エネルギー変換反応の機構解明

２．種々計測法を駆使した固液界面エネルギー変換反応機構の解明
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究極の二次電池：リチウム空気電池

ナノ材料科学環境拠点 リチウム空気電池特別推進チーム

久保 佳実
KUBO.Yoshimi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kubo_yoshimi

Keywords: 次世代蓄電池、リチウム空気電池

低炭素社会の実現に向けて、電気自動車や自然エネルギーを広く普及させるためには、二次電池

の抜本的な小型化とコストダウンが必要である。

 500 km以上走行可能な電気自動車

 太陽電池と組み合わせた家庭用大型蓄電池、など

 特許：3件

 リチウム空気二次電池は最高の理論エネルギー密度を有する究極の二次電池であり、蓄電容量

の劇的な向上と大幅なコストダウンが期待できる。

 リチウム空気二次電池の材料、電極反応などの基礎研究からセル設計、試作までの一貫した研究

開発を行い、実用電池としての基盤技術の確立を目指す。

顔
写真

 充電電圧（空気極過電圧）の低減（3.5 V以下へ）

 リチウム金属負極の性能向上

 空気精製等のシステム化検討

 Y. Kubo, K. ITO, ECS TRANSACTIONS 62 (2014) 129-135 DOI:10.1149/06201.0129ecst
 A. Nomura, K. Ito, Y. Kubo, Sci. Rep. 7 (2017) 45596 DOI:10.1038/srep45596
 X. Xin, K. ITO, Y. Kubo, ACS Appl. Mater. Interfaces 9 (2017) 25976−25984 DOI:10.1021/acsami.7b05692

Schematic of Lithium–air battery

 Simple combination of O2 and Li metal 
promises huge energy density and low cost. 

Cathode: 2Li+ + 2e + O2 ↔  Li2O2

(E = 2.96 V)
Anode: 2Li  ↔  2Li+ + 2e

 Demonstration of  the passive-type cell stack

Schematic and photo of the air-breathing ten-cell stack of
lithium–air battery.

 Super-dry room for Battery Research

Supply air dew point < −90 °C  (water content < 0.1 ppm) 

 Suppression of Charge overpotential and 
dendrite growth by new electrolyte
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磁性材料の構造と磁気特性に関する研究

Keywords: 磁性材料、磁気記録媒体、磁気抵抗素子、スピントロニクス材料

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 拠点長

宝野 和博
Kazuhiro.HONO@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

電気自動車、風力発電、大容量データストレージ、不揮発メモリなどの磁性材料を応用したデバイスはエネル

ギーの高効率化やIoT社会の発展に欠かせません。これらの磁気デバイスでは磁性材料と非磁性材料の複相・

多層構造を原子レベルで制御することが必要です。我々は新規磁性材料の探索とそのデバイス化の研究を進

めるために、構造と磁気特性に関する詳細な研究を行なっています。

次世代超高密度ハードディスクドライブ用磁気記録媒体・さまざまな用途の磁気センサー、STT-MRAM用低

抵抗磁気抵抗素子とそのための高スピン分極強磁性材料の探索、重希土類元素を使わない高特性磁石材料

の開発を最先端の原子レベル解析手法を駆使して行っています。また3次元アトムプローブや電子顕微鏡を

使って様々な材料微細構造をマルチスケールで行なっています。

 磁性材料の微細構造と特性に関する研究

 ナノ構造制御による磁性・スピントロニクス素開発

 新規磁性・スピントロニクス材料探索

 ３次元アトムプローブ/TEMによるナノ解析

 >2 Tbit/in2次世代超高密度磁気記録媒体の開発

 >2 Tbit/in2対応再生ヘッド用磁気センサーの開発

 STT-MRAM用低抵抗磁気抵抗素子の開発

 希少金属を使わないネオジム磁石の開発

◆高密度磁気記録用材料の開発

磁気センサー

> 2Tbit/in2の記録密度を持つハードディスクに
対応できる磁気記録媒体と磁気センサーの開
発

◆Dyフリー高保磁力Nd-Fe-B磁石の開発

微結晶ネオジム磁石の結晶粒界を改質してDy

などの用途に使える高性能な磁石を開発

磁気記録媒体

-Prospect for HRE-free high coercivity Nd-Fe-B permanent magnets, K. Hono and H. Sepehri-Amin, Scripta Mater. 151, 6 - 13 (2018). 
-Heat-assisted magnetic recording media materials, K. Hono, Y.K. Takahashi, G. P.  Ju, J-U. Thiele, A. Ajan, X. M. Yang, R. Ruiz and L. 
Wan, MRS Bulletin 43, 93–99 (2018).
-Read sensor technology for ultrahigh density magnetic recording, T. Nakatani, Z. Gao and K. Hono, MRS Bulletin 43, 106–111 (2018).

など
の希少元素を使わずに電気自動車の駆動モーター

界面垂直磁気異方性薄膜材料

単結晶Fe/MgAlO(001)界面の垂直磁気異方性

Keywords: 界面スピン軌道相互作用、原子層積層、量子井戸、磁気メモリ

三谷 誠司
MITANI.Seiji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/spintronics/indexJ.html

 磁気メモリの高集積化

 垂直磁化を有する強磁性トンネル接合素子の開発とメモリ応用

 磁性体ヘテロ構造における新規界面機能性の開拓

 従来にない大きさの垂直磁気異方性の開発

 界面垂直磁気異方性の電圧制御

 界面スピン軌道結合効果の基礎的理解と新規機能性探索

・Q.Y. Xiang et al., Appl. Phys. Express 11, 063008 (2018).
・Q.Y. Xiang et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 40LT04 (2017).
・Z.C. Wen et al., Adv. Mater. 26, 6483 (2014); Z.C. Wen et al., Sci. Rep. 7, 45026 (2017).

 Fe/酸化物界面の大きな垂直磁気異方性

 界面垂直磁気異方性の電界制御

 Fe超薄膜中の量子井戸形成と磁気異方性への効果

 より大きな界面垂直磁気異方性の実現

 より大きな電界効果の実現

 不揮発磁気メモリデバイスへの適合性研究

Cr/Fe/MgO(001)積層構造における垂直磁気異
方性の電界制御

原子レベルの積層制御によるCr/Fe/MgAlO/Fe 強
磁性トンネル接合の磁気抵抗効果

Ru/Co2FeAl/MgO積層構造における垂直磁気異
方性の電界制御

Keff ~ 1.0 MJ/m3

Kint ~ 1.7 mJ/m2

磁気異方性エネルギー
密度としては、
永久磁石なみの垂直
磁気異方性を実現

 Electron depletionElectron accumulation 
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ホイスラー合金
系積層膜での
初めての異方性
電界制御

界面垂直磁気異方性
の電界制御における
非線形効果

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 副拠点長 
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磁性材料の構造と磁気特性に関する研究

Keywords: 磁性材料、磁気記録媒体、磁気抵抗素子、スピントロニクス材料

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 拠点長

宝野 和博
Kazuhiro.HONO@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

電気自動車、風力発電、大容量データストレージ、不揮発メモリなどの磁性材料を応用したデバイスはエネル

ギーの高効率化やIoT社会の発展に欠かせません。これらの磁気デバイスでは磁性材料と非磁性材料の複相・

多層構造を原子レベルで制御することが必要です。我々は新規磁性材料の探索とそのデバイス化の研究を進

めるために、構造と磁気特性に関する詳細な研究を行なっています。

次世代超高密度ハードディスクドライブ用磁気記録媒体・さまざまな用途の磁気センサー、STT-MRAM用低

抵抗磁気抵抗素子とそのための高スピン分極強磁性材料の探索、重希土類元素を使わない高特性磁石材料

の開発を最先端の原子レベル解析手法を駆使して行っています。また3次元アトムプローブや電子顕微鏡を

使って様々な材料微細構造をマルチスケールで行なっています。

 磁性材料の微細構造と特性に関する研究

 ナノ構造制御による磁性・スピントロニクス素開発

 新規磁性・スピントロニクス材料探索

 ３次元アトムプローブ/TEMによるナノ解析

 >2 Tbit/in2次世代超高密度磁気記録媒体の開発

 >2 Tbit/in2対応再生ヘッド用磁気センサーの開発

 STT-MRAM用低抵抗磁気抵抗素子の開発

 希少金属を使わないネオジム磁石の開発

◆高密度磁気記録用材料の開発

磁気センサー

> 2Tbit/in2の記録密度を持つハードディスクに
対応できる磁気記録媒体と磁気センサーの開
発

◆Dyフリー高保磁力Nd-Fe-B磁石の開発

微結晶ネオジム磁石の結晶粒界を改質してDy

などの用途に使える高性能な磁石を開発

磁気記録媒体

-Prospect for HRE-free high coercivity Nd-Fe-B permanent magnets, K. Hono and H. Sepehri-Amin, Scripta Mater. 151, 6 - 13 (2018). 
-Heat-assisted magnetic recording media materials, K. Hono, Y.K. Takahashi, G. P.  Ju, J-U. Thiele, A. Ajan, X. M. Yang, R. Ruiz and L. 
Wan, MRS Bulletin 43, 93–99 (2018).
-Read sensor technology for ultrahigh density magnetic recording, T. Nakatani, Z. Gao and K. Hono, MRS Bulletin 43, 106–111 (2018).

など
の希少元素を使わずに電気自動車の駆動モーター

界面垂直磁気異方性薄膜材料

単結晶Fe/MgAlO(001)界面の垂直磁気異方性

Keywords: 界面スピン軌道相互作用、原子層積層、量子井戸、磁気メモリ

三谷 誠司
MITANI.Seiji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/spintronics/indexJ.html

 磁気メモリの高集積化

 垂直磁化を有する強磁性トンネル接合素子の開発とメモリ応用

 磁性体ヘテロ構造における新規界面機能性の開拓

 従来にない大きさの垂直磁気異方性の開発

 界面垂直磁気異方性の電圧制御

 界面スピン軌道結合効果の基礎的理解と新規機能性探索

・Q.Y. Xiang et al., Appl. Phys. Express 11, 063008 (2018).
・Q.Y. Xiang et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 40LT04 (2017).
・Z.C. Wen et al., Adv. Mater. 26, 6483 (2014); Z.C. Wen et al., Sci. Rep. 7, 45026 (2017).

 Fe/酸化物界面の大きな垂直磁気異方性

 界面垂直磁気異方性の電界制御

 Fe超薄膜中の量子井戸形成と磁気異方性への効果

 より大きな界面垂直磁気異方性の実現

 より大きな電界効果の実現

 不揮発磁気メモリデバイスへの適合性研究

Cr/Fe/MgO(001)積層構造における垂直磁気異
方性の電界制御

原子レベルの積層制御によるCr/Fe/MgAlO/Fe 強
磁性トンネル接合の磁気抵抗効果

Ru/Co2FeAl/MgO積層構造における垂直磁気異
方性の電界制御

Keff ~ 1.0 MJ/m3

Kint ~ 1.7 mJ/m2

磁気異方性エネルギー
密度としては、
永久磁石なみの垂直
磁気異方性を実現
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高感度磁気センサの開発

磁性材料グループ

中谷 友也
NAKATANI.Tomoya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

Keywords: 磁気抵抗効果、ハードディスク、生体磁気測定

 今後、エネルギーアシスト記録により大容量化が進むハードディスクドライブ(HDD)の再生ヘッドに

は、現行のトンネル磁気抵抗に替わる新しい高感度磁気センサが必要。

 人体が発生する超微弱磁場を測定すれば、医療診断やBrain-machine interfaceに応用できる。

・ T. Nakatani et al. IEEE Trans. Magn. 54, 3300211 (2018). 

・ S. Li, T. Nakatani et al. Acta Mater. 142, 49 (2018).

・ T. Nakatani et al. MRS Bulletin volume 43, issue 2, 106 (2018).

 HDD再生ヘッドセンサ。その他、微小サイズ・分解能

を必要とする磁気センサ（ニーズ募集）。

 生体磁気（心磁・脳磁）センサ。微弱磁場センサ。

 高スピン分極率ホイスラー合金強磁性材料と、新規な非磁性スペーサー材料の開発によって、

面直通電型巨大磁気抵抗（CPP-GMR)センサの出力増大

 産業応用可能な素子形態（安価な基板上に作製できる多結晶薄膜）での特性改善

 超微弱磁場検出のための、磁気抵抗センサ開発

 再生ヘッドセンサ：さらなる高磁気抵抗比、磁気特性

（磁歪など）の改善を含めた総合的なセンサ膜開発

 生体磁場計測のためのセンサ低周波ノイズ低減

 回路・信号処理技術とのインテグレーション

量産可能な多結晶スピンバルブセンサ

2 Tbit/in2記録密度（現行の2倍弱）対応可能性を実証

CMFG = Co2(Mn0.6Fe0.4)Geホイスラー合金

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25
0

10

20

30

40
2 Tbit/in2 spec

Cu bottom lead

Ta (1)
Ru (1.5)

IrMn (5)

CoFe (2)
Ru (0.8)

CoFe (0.2)
CoFeB (0.6)

CMFG (2)
CoFe (0.4)
AgSn(0.4)

CoFe (0.4)

CMFG (3)

CoFeBTa (0.5)

Ru(3) cap

IZO(1.7)

22
.5

 n
m

Ta (2)
Ru (2)

IrMn (6)

CoFe (3)
Ru (0.8)

CoFe (0.6)
CoFeBTa (0.8)

CMFG (3)

CoFe (0.4)

CoFe (0.4)

CMFG (4)

CoFe (1)

Ru cap

Annealed at 280 °C for 3 hours

Cu bottom lead

30
 n

m

AgSn(0.4)
IZO(1.4-1.85)

Type 1 (total 30 nm)
AgSn(0.4)/IZO(1.4, 1.55, 1.7, 1.85)

Type 2 (total 22.5 nm)
AgSn(0.4)/IZO(1.7)

Type 1

Type 2

AgSn(3.5)
spacer磁

気
抵
抗

比
（
%
）

素子抵抗×面積 (Ω·μm2)

0.01 0.1 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 Tbit/in2

2 Tbit/in2

比較：従来材料

新開発：
AgInZnOスペーサー前駆体

磁
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抗
比
（
%
）

素子抵抗×面積 (Ω·μm2)

さらなる高出力化：新材料AｇInZnO

HDD記録密度の究極目標
ともいえる、5 Tbit/in2に対
する要求性能を満たす。

AgInZnO前駆体がナノ構
造を形成し、磁気抵抗比
大幅アップ。
（特許出願済み）

生体磁気センサへの展開 (H30年度開始プロジェクト)

強磁性⾦属

強磁性⾦属
絶縁体

強磁性⾦属

強磁性⾦属
⾮磁性⾦属

現行技術

トンネル磁気抵抗
次世代技術

面直通電型巨大磁気抵抗
(CPP-GMR)

素子抵抗低減
（低ノイズ化）に限界

・ 低素子抵抗 = 低ノイズ
・ 磁気抵抗比改善が必要

nm厚の薄膜
の積層構造

材料とプロセスの開発により、磁気センサの高性能化を実現

再生ヘッドセンサ
リターンポール

コイル

メインポール

磁気
ビット

NiFe
シールド

磁束

センサ

ディスクの回転

再生ヘッド
Reader

書き込みヘッド
Writer

・ HDDの記録密度の増大ととも
に再生ヘッドのサイズが小さくな
り、素子抵抗増大熱ノイズ大。

・ 素子抵抗×面積 (RA)の小さ
い磁気センサが必要。

目標

• 現在のSQUIDセンサ（高価かつ巨大）に替わる、
小型で安価な心磁・脳磁計を実現

• ヘルスケア、思考と機械を結ぶBrain-machine 
interfaceへ応用

• 高齢化社会が抱える問題、Society 5.0へ貢献

異常ネルンスト効果を利用した新規熱電応用を

目指した材料開発

磁性材料グループ

桜庭 裕弥
SAKURABA.Yuya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

Keywords: エネルギーハーベスト、異常ネルンスト効果、強磁性体

ゼーベック効果を利用した環境発電や熱流センサーは既に実用化されているが、汎用的なデバイス・技
術となるためには、性能やコスト面の問題を解決するブレークスルーが求められている。磁性体において
発現する異常ネルンスト効果の3次元性を利用することにより、より簡便な構造でモデュールを構成できる
ため高い電圧出力が得やすく大面積応用に有利であるなど、様々な利点が期待される。

• ”Anomalous Nernst Effect in L10-FePt/MnGa Thermopiles for New Thermoelectric Applications” Sakuraba et al., 
Appl. Phys. Express 6, 033003 (2012).
• 異常ネルンスト効果を利用した熱電発電, Y. Sakuraba et al., vol. 29 2014 パリティ

 異常ネルンスト効果を利用した新しい環境発電技術
への応用 (W-mWレベルの出力)

 汎用性の高い高感度フレキシブル熱流センサーへの
展開され、社会のサーマルマネージメントへ貢献

異常ネルンスト効果(ANE)を熱電応用技術として利用するための大きな課題は、熱電能の低さである。し
かし従来までの研究において異常ネルンスト効果が系統的に調べられた例はFeなどの一般的な強磁性
材料に関するものがほとんどであり、未開拓の材料系が数多くの残されている。本研究の目的は、様々な
組成・構造を有する強磁性体のANEを系統的に評価し、ANEの起源を解明するとともに、応用に求めら
れる大きなANEを実現することである。

 安価で埋蔵量の大きな磁性材料において、巨大

な異常ネルンストを実現することが実用化に向け

た最大の課題となる。

異常ネルンスト効果はある方向に磁化(M)した強磁性体に、熱流∇Tを加えた際にMと∇Tの双方と直交する方向
(外積方向)に電界Eが生じる現象である。電界と熱流が同軸方向に生じる従来のゼーベック効果と比較すると、熱
流となる面に磁性線を面内方向に結合させる極めて簡便な構造で電圧増幅が可能であり(左図)、大面積の熱源
に対する応用が極めて容易である。また熱流に対し電界が直交する特徴を活かすことにより、ゼーベック効果では
困難だった複雑な構造を持つ3次元的な熱源に対する応用も可能になる。例えば、右図に示すようなパイプ状の
熱源に対し、磁性線を螺旋状に巻き付け、磁化方向をパイプの長手方向に揃えれば異常ネルンスト電界は常に
パイプの接線方向に表れるため、容易に大きな電圧出力を得ることができる。これらを実現するためには、大きな
異常ネルンスト効果を示す強磁性材料の開発が必須となる。

High Temp.

Low Temp.

EANE� TZ

Mx
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高感度磁気センサの開発

磁性材料グループ

中谷 友也
NAKATANI.Tomoya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

Keywords: 磁気抵抗効果、ハードディスク、生体磁気測定

 今後、エネルギーアシスト記録により大容量化が進むハードディスクドライブ(HDD)の再生ヘッドに

は、現行のトンネル磁気抵抗に替わる新しい高感度磁気センサが必要。

 人体が発生する超微弱磁場を測定すれば、医療診断やBrain-machine interfaceに応用できる。

・ T. Nakatani et al. IEEE Trans. Magn. 54, 3300211 (2018). 

・ S. Li, T. Nakatani et al. Acta Mater. 142, 49 (2018).

・ T. Nakatani et al. MRS Bulletin volume 43, issue 2, 106 (2018).

 HDD再生ヘッドセンサ。その他、微小サイズ・分解能

を必要とする磁気センサ（ニーズ募集）。

 生体磁気（心磁・脳磁）センサ。微弱磁場センサ。

 高スピン分極率ホイスラー合金強磁性材料と、新規な非磁性スペーサー材料の開発によって、

面直通電型巨大磁気抵抗（CPP-GMR)センサの出力増大

 産業応用可能な素子形態（安価な基板上に作製できる多結晶薄膜）での特性改善

 超微弱磁場検出のための、磁気抵抗センサ開発

 再生ヘッドセンサ：さらなる高磁気抵抗比、磁気特性

（磁歪など）の改善を含めた総合的なセンサ膜開発

 生体磁場計測のためのセンサ低周波ノイズ低減

 回路・信号処理技術とのインテグレーション

量産可能な多結晶スピンバルブセンサ

2 Tbit/in2記録密度（現行の2倍弱）対応可能性を実証

CMFG = Co2(Mn0.6Fe0.4)Geホイスラー合金
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新開発：
AgInZnOスペーサー前駆体

磁
気
抵
抗
比
（
%
）

素子抵抗×面積 (Ω·μm2)

さらなる高出力化：新材料AｇInZnO

HDD記録密度の究極目標
ともいえる、5 Tbit/in2に対
する要求性能を満たす。

AgInZnO前駆体がナノ構
造を形成し、磁気抵抗比
大幅アップ。
（特許出願済み）

生体磁気センサへの展開 (H30年度開始プロジェクト)

強磁性⾦属

強磁性⾦属
絶縁体

強磁性⾦属

強磁性⾦属
⾮磁性⾦属

現行技術

トンネル磁気抵抗
次世代技術

面直通電型巨大磁気抵抗
(CPP-GMR)

素子抵抗低減
（低ノイズ化）に限界

・ 低素子抵抗 = 低ノイズ
・ 磁気抵抗比改善が必要

nm厚の薄膜
の積層構造

材料とプロセスの開発により、磁気センサの高性能化を実現

再生ヘッドセンサ
リターンポール

コイル

メインポール

磁気
ビット

NiFe
シールド

磁束

センサ

ディスクの回転

再生ヘッド
Reader

書き込みヘッド
Writer

・ HDDの記録密度の増大ととも
に再生ヘッドのサイズが小さくな
り、素子抵抗増大熱ノイズ大。

・ 素子抵抗×面積 (RA)の小さ
い磁気センサが必要。

目標

• 現在のSQUIDセンサ（高価かつ巨大）に替わる、
小型で安価な心磁・脳磁計を実現

• ヘルスケア、思考と機械を結ぶBrain-machine 
interfaceへ応用

• 高齢化社会が抱える問題、Society 5.0へ貢献

異常ネルンスト効果を利用した新規熱電応用を

目指した材料開発

磁性材料グループ

桜庭 裕弥
SAKURABA.Yuya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

Keywords: エネルギーハーベスト、異常ネルンスト効果、強磁性体

ゼーベック効果を利用した環境発電や熱流センサーは既に実用化されているが、汎用的なデバイス・技
術となるためには、性能やコスト面の問題を解決するブレークスルーが求められている。磁性体において
発現する異常ネルンスト効果の3次元性を利用することにより、より簡便な構造でモデュールを構成できる
ため高い電圧出力が得やすく大面積応用に有利であるなど、様々な利点が期待される。

• ”Anomalous Nernst Effect in L10-FePt/MnGa Thermopiles for New Thermoelectric Applications” Sakuraba et al., 
Appl. Phys. Express 6, 033003 (2012).
• 異常ネルンスト効果を利用した熱電発電, Y. Sakuraba et al., vol. 29 2014 パリティ

 異常ネルンスト効果を利用した新しい環境発電技術
への応用 (W-mWレベルの出力)

 汎用性の高い高感度フレキシブル熱流センサーへの
展開され、社会のサーマルマネージメントへ貢献

異常ネルンスト効果(ANE)を熱電応用技術として利用するための大きな課題は、熱電能の低さである。し
かし従来までの研究において異常ネルンスト効果が系統的に調べられた例はFeなどの一般的な強磁性
材料に関するものがほとんどであり、未開拓の材料系が数多くの残されている。本研究の目的は、様々な
組成・構造を有する強磁性体のANEを系統的に評価し、ANEの起源を解明するとともに、応用に求めら
れる大きなANEを実現することである。

 安価で埋蔵量の大きな磁性材料において、巨大

な異常ネルンストを実現することが実用化に向け

た最大の課題となる。

異常ネルンスト効果はある方向に磁化(M)した強磁性体に、熱流∇Tを加えた際にMと∇Tの双方と直交する方向
(外積方向)に電界Eが生じる現象である。電界と熱流が同軸方向に生じる従来のゼーベック効果と比較すると、熱
流となる面に磁性線を面内方向に結合させる極めて簡便な構造で電圧増幅が可能であり(左図)、大面積の熱源
に対する応用が極めて容易である。また熱流に対し電界が直交する特徴を活かすことにより、ゼーベック効果では
困難だった複雑な構造を持つ3次元的な熱源に対する応用も可能になる。例えば、右図に示すようなパイプ状の
熱源に対し、磁性線を螺旋状に巻き付け、磁化方向をパイプの長手方向に揃えれば異常ネルンスト電界は常に
パイプの接線方向に表れるため、容易に大きな電圧出力を得ることができる。これらを実現するためには、大きな
異常ネルンスト効果を示す強磁性材料の開発が必須となる。
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Dynamics

微細組織および磁化ダイナミクス制御

による超高密度磁気記録の実現

顔
写真

Keywords:  超高密度磁気記録・微細組織制御・磁化ダイナミクス

磁気記録材料グループ

高橋 有紀子
TAKAHASHI.Yukiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takahashi_yukiko

クラウドコンピューティングの普及や高度化する医療データ解析に伴い、取り扱われる情報量は爆発
的に増加しています。このようなビッグデータに対応するために、超高密度磁気ストレージデバイスの
開発が望まれています。

4 Tbit/in2のハードディスクドライブ(HDD)を実現するには、約4 nmのサイズのFePt粒子を非磁性マト

リックス中に均一に分散させる必要があります。また、外部エネルギーを照射し磁化反転をアシスト

するエネルギーアシスト磁化反転方式が必要です。本研究では、4 Tbit/in2を実現できるような微

細組織と効率的な磁化反転を材料パラメータ制御により実現することを目的としています。

・H. Pandey et al., IEEE Trans. Mang. 52, 3201004 (2016).
・Y.K. Takahshi et el., Appl. Phys. Lett110, 252409 (2017). 
・Y.K. Takahashi et al., Phys. Rev. Applied. 6, 054004 (2016).

 平均粒子径6 nmのFePt-C媒体の作製

 円偏光照射によるFePt媒体の磁化反転制御

 高周波磁場照射によるFePt媒体の反転磁界の低減

 高垂直薄膜の磁化ダイナミクス測定

 平均粒子径4 nmのFePt-C媒体の作製

 磁化反転ダイナミクスの材料および膜構造

による制御

FePt-C媒体の微細組織制御とエネルギーアシストによる磁化反転制御

d : 6.2 nm
PD : 8.5 nm

FePt-C media Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR)

FePt-C/FePt ECC media

All Optical Switching (AOS)

LCP

RCP

50m

AOS in FePt-C

PMA-Co2FeAl

磁気トンネル接合のための新規バリア材料探索
Keywords: スピントロニクス、磁気ランダムアクセスメモリ

磁気記録材料グループ

葛西 伸哉
KASAI.Shinya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/

 磁気トンネル接合(MTJ)は極めて高い磁気抵抗(MR)比を示す。

 スピン注入型不揮発性磁気メモリ(STT-MRAM)および次世代ハードディスク(HDD)リードヘッドの実

現には、低RA領域におけるMR比の向上が不可欠。

 MgO障壁のチューニングによるMTJの低RA化

 次世代STT-MRAMおよび次世代ハードディスクリードヘッドへの応用可能な、MgOに代わる高性

能障壁層材料の探索。

・Ikhtiar, SK et al, Appl. Phys. Lett. 108, 242416 (2016)

・S. Kasai et al., Appl. Phys. Lett. 109, 032409(2016)

・K. Mukaiyama, SK et al., Appl. Phys. Express 10, 013008 (2017)

 MｇOIにTiを添加することによって、低RA領域における

MR特性が改善する。

 カルコパイライト型化合物半導体障壁を用いたMTJを

世界で初めて実現。低RA領域で高MR比を実現可能。

 更なる出力特性の向上

 界面誘導垂直磁気異方性の付与

 多結晶化

Ti 添加MgOによるMTJの低RA化 化合物半導体CIGSによる超低抵抗MTJの実現

 強磁性金属電極の上に化合物半導体である
Cu(In, Ga)Se2をエピタキシャル成長可能。

 室温40 %、低温100 %を超える巨大な磁気
抵抗比を0.3 – 3 m2の超低RA領域で実
現。

 MgOにTi添加をすることによって、 10
m2以下の低RA領域におけるMR特性
が改善。

 MgOと同程度の界面誘導垂直磁気異方
性が実現可能。
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Dynamics

微細組織および磁化ダイナミクス制御

による超高密度磁気記録の実現

顔
写真

Keywords:  超高密度磁気記録・微細組織制御・磁化ダイナミクス

磁気記録材料グループ

高橋 有紀子
TAKAHASHI.Yukiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takahashi_yukiko

クラウドコンピューティングの普及や高度化する医療データ解析に伴い、取り扱われる情報量は爆発
的に増加しています。このようなビッグデータに対応するために、超高密度磁気ストレージデバイスの
開発が望まれています。

4 Tbit/in2のハードディスクドライブ(HDD)を実現するには、約4 nmのサイズのFePt粒子を非磁性マト

リックス中に均一に分散させる必要があります。また、外部エネルギーを照射し磁化反転をアシスト

するエネルギーアシスト磁化反転方式が必要です。本研究では、4 Tbit/in2を実現できるような微

細組織と効率的な磁化反転を材料パラメータ制御により実現することを目的としています。

・H. Pandey et al., IEEE Trans. Mang. 52, 3201004 (2016).
・Y.K. Takahshi et el., Appl. Phys. Lett110, 252409 (2017). 
・Y.K. Takahashi et al., Phys. Rev. Applied. 6, 054004 (2016).

 平均粒子径6 nmのFePt-C媒体の作製

 円偏光照射によるFePt媒体の磁化反転制御

 高周波磁場照射によるFePt媒体の反転磁界の低減

 高垂直薄膜の磁化ダイナミクス測定

 平均粒子径4 nmのFePt-C媒体の作製

 磁化反転ダイナミクスの材料および膜構造

による制御

FePt-C媒体の微細組織制御とエネルギーアシストによる磁化反転制御

d : 6.2 nm
PD : 8.5 nm

FePt-C media Microwave Assisted Magnetic Recording (MAMR)

FePt-C/FePt ECC media

All Optical Switching (AOS)

LCP

RCP

50m

AOS in FePt-C

PMA-Co2FeAl

磁気トンネル接合のための新規バリア材料探索
Keywords: スピントロニクス、磁気ランダムアクセスメモリ

磁気記録材料グループ

葛西 伸哉
KASAI.Shinya@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/

 磁気トンネル接合(MTJ)は極めて高い磁気抵抗(MR)比を示す。

 スピン注入型不揮発性磁気メモリ(STT-MRAM)および次世代ハードディスク(HDD)リードヘッドの実

現には、低RA領域におけるMR比の向上が不可欠。

 MgO障壁のチューニングによるMTJの低RA化

 次世代STT-MRAMおよび次世代ハードディスクリードヘッドへの応用可能な、MgOに代わる高性

能障壁層材料の探索。

・Ikhtiar, SK et al, Appl. Phys. Lett. 108, 242416 (2016)

・S. Kasai et al., Appl. Phys. Lett. 109, 032409(2016)

・K. Mukaiyama, SK et al., Appl. Phys. Express 10, 013008 (2017)

 MｇOIにTiを添加することによって、低RA領域における

MR特性が改善する。

 カルコパイライト型化合物半導体障壁を用いたMTJを

世界で初めて実現。低RA領域で高MR比を実現可能。

 更なる出力特性の向上

 界面誘導垂直磁気異方性の付与

 多結晶化

Ti 添加MgOによるMTJの低RA化 化合物半導体CIGSによる超低抵抗MTJの実現

 強磁性金属電極の上に化合物半導体である
Cu(In, Ga)Se2をエピタキシャル成長可能。

 室温40 %、低温100 %を超える巨大な磁気
抵抗比を0.3 – 3 m2の超低RA領域で実
現。

 MgOにTi添加をすることによって、 10
m2以下の低RA領域におけるMR特性
が改善。

 MgOと同程度の界面誘導垂直磁気異方
性が実現可能。
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スピネルバリア：
スピネル酸化物を用いた強磁性トンネル素子

強磁性トンネル素子ではバリア層が電気抵抗や磁気抵抗効果（素子抵抗の変化率）特性を強く決定づけます。
NIMSでは素子の高品位化が容易な新材質MgAl2O4バリアを開発してきました。以前は高品位なMgAl2O4の作製
には高価な単結晶基板を必要としていましたが、最近基板を選ばずに作製する多結晶化技術の開発によって、
応用に適した大口径基板上に高性能な素子を得ることが可能になりました（中央図）。
また企業との共同研究を通してガリウム（Ga)を含む新スピネル材質MgGa2O4バリアを開発しました（右図）。この
新材料の利用によって素子抵抗を従来素子に比べて大きく引き下げることに成功し、大容量メモリ素子に適して
いることを見いだしました。

Keywords: スピントロニクス，強磁性トンネル接合，磁気メモリー，磁気センサー

スピントロニクスグループ

介川 裕章
SUKEGAWA.Hiroaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

コンピューター等の省エネルギー化，高集積化，高機能化の要求に対応するため、電子のもつ電荷

とスピンの両方を利用するスピントロニクスという分野が近年脚光を集めています。現在までに、ハー

ドディスクのヘッドセンサーや不揮発性ランダムアクセスメモリ（MRAM）が実用化されています。

スピントロニクスの主要な応用素子である強磁性トンネル素子の高性能化のため、新材料の開発が

求められています。本研究では素子の心臓部である薄い絶縁体膜（バリア層）の新材料としてAB2O4

型構造を持つスピネル酸化物に着目しています。

・H. Sukegawa et al., Appl. Phys. Lett. 110, 122404 (2017); AIP in the news (March 21, 2017). [右図]
・J. P. Hadorn et al., Acta Mater. 145, 306-315 (2018).
・Ikhtiar et al., Appl. Phys. Lett. 112, 022408 (2018). [中央図]

 スピントロニクス用バリア：スピネル酸化物を開拓

 欠陥がない平滑なバリア層を持つ素子の実現

 MgGa2O4新材質開発によって、MRAMに好ましい

低抵抗素子化を実現

 大容量磁気ランダムアクセスメモリMRAMへの展開

 不揮発ロジック回路素子への応用

 モバイル機器や車載機器などに向けた超高感度

磁気センサーへの応用

新スピネル
MgGa2O4バリア

鉄

鉄2 nm
CoFeB

コバルトｰ鉄ｰホウ素(CoFeB)

スピネル
MgAl2O4バリア

2 nm酸素
Bサイト

Aサイト

スピネル構造
（AB2O4型) 多結晶MgAl2O4バリア 新材質MgGa2O4バリア

素子断面の電子顕微鏡像

上下の強磁性金属層とバリア層にはほぼ欠陥がない高品位結晶が実現されている。

革新的ナノスピン素子の開発

顔
写真

Keyword: 磁化制御技術、MRAM、大容量ストレージ、スピン軌道効果

スピン物性グループ

林 将光
HAYASHI.Masamitsu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/

モバイル技術等の普及によりデジタルに保存される情報量はめざましい勢いで増加している。電子の
スピンの向きを情報の記憶ビットとして用いるスピントロニクス素子は、高性能の不揮発性メモリや新
たな大容量ストレージデバイスへ応用できるとして期待が高まっている。

物質や界面の巨大なスピン軌道相互作用を利用して、革新的な省エネ情報演算・ストレージデバイ
スを開発する。これまでの技術では実現不可能だった小さな電流で磁化を制御できる材料・構造を
創成する。

 The Spin Nernst Effect in Tungsten. Science Advances 3, e1701503 (2017).
 Interface control of the magnetic chirality… Nat. Commun. 5, 4655 (2014).
 Layer thickness dependence of the current induced effective field… Nat. Mater. 12, 240 (2013).

- 「スピンホール効果」による磁化反転を利用し
た低電流磁化反転技術の開発

Current

重金属層（Ta, Wなど）

フリー層 (CoFeB))

MgO

参照層(CoFeB))

電流を流すと重金属層で生
じるスピンホール効果によっ
て、スピン分極した電子が自
由層に進入
強磁性層の磁化が反転 Ta

CoFeB

MgO

1nm

‐界面の巨大なスピン軌道相互作用

旋回性磁区構造の発現

- 「旋回性磁区構造」を発現するヘテ
ロ構造と低電流磁区構造制御技術

左旋回磁区構造

CoFeB
H
f

右旋回磁区構造

CoFeB
W

Current
低電流で旋回性磁区構造が移動

大容量ストレージ技術への応用

低電流MRAM技術へ展開

‐旋回性は膜構成に依存

 薄膜へテロ構造におけるスピン軌道効果の物理解明
とデバイスへの展開

- スピンホール、ラシュバ効果

- ジャロシンスキー・守谷相互作用

- スピン軌道効果による熱電変換

- 磁気光学効果

 磁気ランダムアクセスメモリへの展開

- 超高速3端子素子

 大容量ストレージデバイス

 エナジーハーベスティングデバイス

 非線形光応答素子
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スピネルバリア：
スピネル酸化物を用いた強磁性トンネル素子

強磁性トンネル素子ではバリア層が電気抵抗や磁気抵抗効果（素子抵抗の変化率）特性を強く決定づけます。
NIMSでは素子の高品位化が容易な新材質MgAl2O4バリアを開発してきました。以前は高品位なMgAl2O4の作製
には高価な単結晶基板を必要としていましたが、最近基板を選ばずに作製する多結晶化技術の開発によって、
応用に適した大口径基板上に高性能な素子を得ることが可能になりました（中央図）。
また企業との共同研究を通してガリウム（Ga)を含む新スピネル材質MgGa2O4バリアを開発しました（右図）。この
新材料の利用によって素子抵抗を従来素子に比べて大きく引き下げることに成功し、大容量メモリ素子に適して
いることを見いだしました。

Keywords: スピントロニクス，強磁性トンネル接合，磁気メモリー，磁気センサー

スピントロニクスグループ

介川 裕章
SUKEGAWA.Hiroaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

コンピューター等の省エネルギー化，高集積化，高機能化の要求に対応するため、電子のもつ電荷

とスピンの両方を利用するスピントロニクスという分野が近年脚光を集めています。現在までに、ハー

ドディスクのヘッドセンサーや不揮発性ランダムアクセスメモリ（MRAM）が実用化されています。

スピントロニクスの主要な応用素子である強磁性トンネル素子の高性能化のため、新材料の開発が

求められています。本研究では素子の心臓部である薄い絶縁体膜（バリア層）の新材料としてAB2O4

型構造を持つスピネル酸化物に着目しています。

・H. Sukegawa et al., Appl. Phys. Lett. 110, 122404 (2017); AIP in the news (March 21, 2017). [右図]
・J. P. Hadorn et al., Acta Mater. 145, 306-315 (2018).
・Ikhtiar et al., Appl. Phys. Lett. 112, 022408 (2018). [中央図]

 スピントロニクス用バリア：スピネル酸化物を開拓

 欠陥がない平滑なバリア層を持つ素子の実現

 MgGa2O4新材質開発によって、MRAMに好ましい

低抵抗素子化を実現

 大容量磁気ランダムアクセスメモリMRAMへの展開

 不揮発ロジック回路素子への応用

 モバイル機器や車載機器などに向けた超高感度

磁気センサーへの応用

新スピネル
MgGa2O4バリア

鉄

鉄2 nm
CoFeB

コバルトｰ鉄ｰホウ素(CoFeB)

スピネル
MgAl2O4バリア

2 nm酸素
Bサイト

Aサイト

スピネル構造
（AB2O4型) 多結晶MgAl2O4バリア 新材質MgGa2O4バリア

素子断面の電子顕微鏡像

上下の強磁性金属層とバリア層にはほぼ欠陥がない高品位結晶が実現されている。

革新的ナノスピン素子の開発

顔
写真

Keyword: 磁化制御技術、MRAM、大容量ストレージ、スピン軌道効果

スピン物性グループ

林 将光
HAYASHI.Masamitsu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/

モバイル技術等の普及によりデジタルに保存される情報量はめざましい勢いで増加している。電子の
スピンの向きを情報の記憶ビットとして用いるスピントロニクス素子は、高性能の不揮発性メモリや新
たな大容量ストレージデバイスへ応用できるとして期待が高まっている。

物質や界面の巨大なスピン軌道相互作用を利用して、革新的な省エネ情報演算・ストレージデバイ
スを開発する。これまでの技術では実現不可能だった小さな電流で磁化を制御できる材料・構造を
創成する。

 The Spin Nernst Effect in Tungsten. Science Advances 3, e1701503 (2017).
 Interface control of the magnetic chirality… Nat. Commun. 5, 4655 (2014).
 Layer thickness dependence of the current induced effective field… Nat. Mater. 12, 240 (2013).

- 「スピンホール効果」による磁化反転を利用し
た低電流磁化反転技術の開発

Current

重金属層（Ta, Wなど）

フリー層 (CoFeB))

MgO

参照層(CoFeB))

電流を流すと重金属層で生
じるスピンホール効果によっ
て、スピン分極した電子が自
由層に進入
強磁性層の磁化が反転 Ta

CoFeB

MgO

1nm

‐界面の巨大なスピン軌道相互作用

旋回性磁区構造の発現

- 「旋回性磁区構造」を発現するヘテ
ロ構造と低電流磁区構造制御技術

左旋回磁区構造

CoFeB
H
f

右旋回磁区構造

CoFeB
W

Current
低電流で旋回性磁区構造が移動

大容量ストレージ技術への応用

低電流MRAM技術へ展開

‐旋回性は膜構成に依存

 薄膜へテロ構造におけるスピン軌道効果の物理解明
とデバイスへの展開

- スピンホール、ラシュバ効果

- ジャロシンスキー・守谷相互作用

- スピン軌道効果による熱電変換

- 磁気光学効果

 磁気ランダムアクセスメモリへの展開

- 超高速3端子素子

 大容量ストレージデバイス

 エナジーハーベスティングデバイス

 非線形光応答素子
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逆ペロブスカイト遷移金属窒化物による
スピントロニクス素子の特性向上
Keywords: 窒化鉄，スピン流，熱電変換，論理演算素子

スピン物性グループ

磯上 慎二
ISOGAMI.Shinji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

 Ptなどの希少金属を用いないスピントロニクス素子の必要性

 電子デバイスの駆動電力削減，エネルギーハーベスティング実装

 IoT社会に貢献できる従来にないデバイス特性の導出

 スピンポンピング法による高効率スピン流生成

 異常ネルンスト係数の向上ならびに結晶方位との相関解明

 逆（インバース）トンネル磁気抵抗素子を用いた論理演算機能の導出

 高密度スピン流による磁化反転障壁の低減

→磁気メモリ，磁気センサ応用

 希少金属を不要としながらの高出力熱電変換の実現

 簡単な構造による新奇電子デバイスの実現

 第三元素添加による窒化物のスピン軌道相互作用の

増大

 窒素規則性の更なる向上

 S. Isogami, et al., Appl. Phys. Express 10, 073005 (2017).
 S. Isogami, et al., J.pn. J. Appl. Phys. 55, 043001 (2016).
 S. Isogami, et al., Appl. Phys. Express 6, 063004 (2013).
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超低消費
電⼒論理IC

逆ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ型

※逆TMR特性
（磁化平⾏：⾼，

反平⾏：低）

※従来TMR特性

・S. Daimon, R. Iguchi, T. Hioki, E. Saitoh, and K. Uchida, Nature Communications 7, 13754 (2016). 

・T. Seki, R. Iguchi, K. Takanashi, and K. Uchida, Applied Physics Letters 112, 152403 (2018). 

・K. Uchida, S. Daimon, R. Iguchi, and E. Saitoh, Nature 558, 95–99 (2018). 

スピントロニクスを用いた熱エネルギー制御
Keywords: 磁性材料、スピントロニクス、スピンカロリトロニクス、熱電効果

スピンエネルギーグループ

内田 健一
UCHIDA.Kenichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/scg/index.html

 電子スピンの自由度を利用した新しい電子技術・エネルギー変換原理が近年急速に発展

 磁性・スピントロニクス材料に特有の制御性・対称性・整流作用を利用することにより、従来のエレク

トロニクスや伝熱工学単独では実現し得なかった新しい熱エネルギー制御原理を創出可能に

新しい熱電・熱スピン効果に関する基礎・応用研究を世界に先駆けて展開

 スピンペルチェ効果： スピン流によって駆動される局所的熱エネルギー制御

 異常エッチングスハウゼン効果： 強磁性体を利用した三次元的熱流生成とその制御

 異方性磁気ペルチェ効果： 物質界面を必要としない、単一物質における電子冷却

 ロックインサーモグラフィ法により、従来は観測すら困難

だった熱電・熱スピン変換現象を自在に測定可能に

 単一の磁性体による電子冷却や熱電変換特性の再構

成など、新しい熱エネルギー制御機能を次々と実現

 最大の課題は出力向上： 熱電・熱スピン変換効率

の改善に向けた原理解明と材料探索

 各熱電・熱スピン変換効果の特性を活かすための

使用用途の検討、デバイス設計

スピントロニクスとスピン流 スピン流-熱流変換現象に関する基礎・応用研究

異常エッチングスハウゼン効果の熱イメージング 異方性磁気ペルチェ効果の観測

Magnetics

Electronics

Spintronics

Charge current
Conduction 

electron 
spin current 

+
Nanotechnology

+

Magnon 
spin current 

•Magnetic device applications
•Novel spin-induced phenomena Discovery of 

spin Seebeck effect
Thermoelectric 
generation using 
magnetic insulators

Thermal imaging of 
spin Peltier effect

Localized temperature modulation

Lock-in 
thermography 
technique

 q AEE c  j m j

Anomalous Ettingshausen effect Peltier effect Anisotropic magneto-Peltier effect

Control of heat current by 
magnetization direction

Demonstration of Peltier 
cooling/heating in a single 
material without junctions
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逆ペロブスカイト遷移金属窒化物による
スピントロニクス素子の特性向上
Keywords: 窒化鉄，スピン流，熱電変換，論理演算素子

スピン物性グループ

磯上 慎二
ISOGAMI.Shinji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/index_j.html

 Ptなどの希少金属を用いないスピントロニクス素子の必要性

 電子デバイスの駆動電力削減，エネルギーハーベスティング実装

 IoT社会に貢献できる従来にないデバイス特性の導出

 スピンポンピング法による高効率スピン流生成

 異常ネルンスト係数の向上ならびに結晶方位との相関解明

 逆（インバース）トンネル磁気抵抗素子を用いた論理演算機能の導出

 高密度スピン流による磁化反転障壁の低減

→磁気メモリ，磁気センサ応用

 希少金属を不要としながらの高出力熱電変換の実現

 簡単な構造による新奇電子デバイスの実現

 第三元素添加による窒化物のスピン軌道相互作用の

増大

 窒素規則性の更なる向上

 S. Isogami, et al., Appl. Phys. Express 10, 073005 (2017).
 S. Isogami, et al., J.pn. J. Appl. Phys. 55, 043001 (2016).
 S. Isogami, et al., Appl. Phys. Express 6, 063004 (2013).
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※逆TMR特性
（磁化平⾏：⾼，

反平⾏：低）

※従来TMR特性

・S. Daimon, R. Iguchi, T. Hioki, E. Saitoh, and K. Uchida, Nature Communications 7, 13754 (2016). 

・T. Seki, R. Iguchi, K. Takanashi, and K. Uchida, Applied Physics Letters 112, 152403 (2018). 

・K. Uchida, S. Daimon, R. Iguchi, and E. Saitoh, Nature 558, 95–99 (2018). 

スピントロニクスを用いた熱エネルギー制御
Keywords: 磁性材料、スピントロニクス、スピンカロリトロニクス、熱電効果

スピンエネルギーグループ

内田 健一
UCHIDA.Kenichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/scg/index.html

 電子スピンの自由度を利用した新しい電子技術・エネルギー変換原理が近年急速に発展

 磁性・スピントロニクス材料に特有の制御性・対称性・整流作用を利用することにより、従来のエレク

トロニクスや伝熱工学単独では実現し得なかった新しい熱エネルギー制御原理を創出可能に

新しい熱電・熱スピン効果に関する基礎・応用研究を世界に先駆けて展開

 スピンペルチェ効果： スピン流によって駆動される局所的熱エネルギー制御

 異常エッチングスハウゼン効果： 強磁性体を利用した三次元的熱流生成とその制御

 異方性磁気ペルチェ効果： 物質界面を必要としない、単一物質における電子冷却

 ロックインサーモグラフィ法により、従来は観測すら困難

だった熱電・熱スピン変換現象を自在に測定可能に

 単一の磁性体による電子冷却や熱電変換特性の再構

成など、新しい熱エネルギー制御機能を次々と実現

 最大の課題は出力向上： 熱電・熱スピン変換効率

の改善に向けた原理解明と材料探索

 各熱電・熱スピン変換効果の特性を活かすための

使用用途の検討、デバイス設計

スピントロニクスとスピン流 スピン流-熱流変換現象に関する基礎・応用研究

異常エッチングスハウゼン効果の熱イメージング 異方性磁気ペルチェ効果の観測
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スピン流による熱制御機能の開拓

スピン流注入による温度制御

Keywords: スピン流、スピントロニクス、スピンペルチェ効果、電子冷却

スピンエネルギーグループ

井口 亮
IGUCHI.Ryo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/scg/

 情報処理デバイスの高機能化・微細化に伴う高発熱密度化

 従来以上に幅広い温度制御技術の必要性が増加

 スピンの流れの生成技術の進展による、熱電変換への新たな展開

 スピンを利用することで、絶縁体の利用など従来にはない電子冷却が可能

 根幹となるスピン流による熱流生成の物理の解明が必要

 アクティブ熱画像計測法を活用した、特性・起源解明に向けた研究を実施

・R. Iguchi et al., Phys. Rev. B, 98, 014402 (2018)

・R. Iguchi and K. Uchida, Jpn. J. Appl. Phys. 57, 0902B6 (2018)

・T. Seki, R. Iguchi, K. Takanashi, and K. Uchida, Appl. Phys. Lett. 112, 152403 (2018)

 磁性体中のスピンを利用した電子冷却の

原理解明が進行中

 電子だけのペルチェ効果とは異なる対称性や

局所性に基づく電子冷却機能の予測が可能に

 オンチップの局在冷却による

高機能化・省エネルギー化

 低コスト・高出力・高密度化に向けた

物質や構造の探索が必要

磁性金属多層膜系におけるスピン流温度制御

熱出力特性解明に向けた測定手法の拡張

磁性複合構造の熱電変換現象の対称性を判定

出力特性の解明・予測に向けたシミュレーション

スピンペルチェ効果だけでなく、スピン依存ペルチェ効果、
異常エッチングスハウゼン効果も利用可能

スピン(電気)特性を考慮した
熱伝導の有限要素法計算現象論的モデル評価

Thickness dependence of SdPE Temperature modulation due to AEE

横型熱電変換、絶縁体の利用、局所的な温度変調

特性値の定量評価、温度変化の分布予測

ネオジム磁石の組織解析と特性向上
Keywords: 3DAP, TEM, permanent magnet, micromagnetic simulation

磁性材料解析グループ

大久保 忠勝
OHKUBO.Tadakatsu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/ohkubo_j.html

省資源・省エネルギーのニーズから永久磁石材料の用途が拡大しており、その小型化、高効率化に

よって、高特性の材料が求められています。ネオジム磁石は、現在、最も優れた特性を有していま

すが、さらなる特性向上が必要です。

ネオジム磁石の特性向上のメカニズムを解明し、現行のDy含有磁石と同等以上の磁石特性を実現

することを目的とし、独自に開発したレーザーアトムプローブに加えて、走査型・透過型電子顕微鏡

を活用し、ネオジム磁石の微細組織をミクロから原子レベルのマルチスケールで解析し、特性向上

を目指した研究を遂行しています[1]。

[1] 宝野和博, 大久保忠勝, H. Sepehri-Amin, 日本金属学会誌 76 (2012) 2.
[2] J.Liu, H.Sepehri-Amin, T.Ohkubo, K.Hioki, A.Hattori, T.Schrefl, K.Hono, Acta Mater. 82 (2015) 336.
[3] H.Sepehri-Amin, T.Ohkubo, M.Gruber, T.Schrefl, K.Hono, Scr. Mater. 89 (2014) 29.

 粒径微細化は、保磁力とその温度特性向上に寄与

 粒界相中の希土類元素の増加が保磁力向上に貢献

 粒径微細化による保磁力の温度特性向上は、組織変

化による有効的な反磁界の減少が要因

 残留磁化の低下を最小限にしてHc>2.5 Tを希少元素

フリーで実現

 保磁力の温度依存性の更なる改善

 HV／EV用の希少元素フリーネオジム磁石を開発

【磁気特性】熱間加工
磁石の初磁化、減磁特
性は加工温度に大きく
依存し、粒径が小さく
なると保磁力とその温
度特性が向上[2]

【SEM観察】熱間加工磁石の加工
温度が低温になるほど粒径減少[2]

【TEM観察】熱間加工磁石の粒界相構造が、
加工温度で変化（低温では非晶質、高温では
結晶） [2]

【アトムプローブ解析】熱間加工磁石の粒界相組成は、加工温度が低いほどFe濃
度が低下し、Nd濃度が増加[2]

【マイクロマグネティクス計算】[3]
a) 主相結晶粒径が小さくなると保磁力の
温度特性が向上（βが減少）
b) 粒径微細化によって、Hc = αHA -
NeffMsの有効反磁界係数Neffが減少
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スピン流による熱制御機能の開拓

スピン流注入による温度制御

Keywords: スピン流、スピントロニクス、スピンペルチェ効果、電子冷却

スピンエネルギーグループ

井口 亮
IGUCHI.Ryo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/scg/

 情報処理デバイスの高機能化・微細化に伴う高発熱密度化

 従来以上に幅広い温度制御技術の必要性が増加

 スピンの流れの生成技術の進展による、熱電変換への新たな展開

 スピンを利用することで、絶縁体の利用など従来にはない電子冷却が可能

 根幹となるスピン流による熱流生成の物理の解明が必要

 アクティブ熱画像計測法を活用した、特性・起源解明に向けた研究を実施

・R. Iguchi et al., Phys. Rev. B, 98, 014402 (2018)

・R. Iguchi and K. Uchida, Jpn. J. Appl. Phys. 57, 0902B6 (2018)

・T. Seki, R. Iguchi, K. Takanashi, and K. Uchida, Appl. Phys. Lett. 112, 152403 (2018)

 磁性体中のスピンを利用した電子冷却の

原理解明が進行中

 電子だけのペルチェ効果とは異なる対称性や

局所性に基づく電子冷却機能の予測が可能に

 オンチップの局在冷却による

高機能化・省エネルギー化

 低コスト・高出力・高密度化に向けた

物質や構造の探索が必要

磁性金属多層膜系におけるスピン流温度制御

熱出力特性解明に向けた測定手法の拡張

磁性複合構造の熱電変換現象の対称性を判定

出力特性の解明・予測に向けたシミュレーション

スピンペルチェ効果だけでなく、スピン依存ペルチェ効果、
異常エッチングスハウゼン効果も利用可能

スピン(電気)特性を考慮した
熱伝導の有限要素法計算現象論的モデル評価

Thickness dependence of SdPE Temperature modulation due to AEE

横型熱電変換、絶縁体の利用、局所的な温度変調

特性値の定量評価、温度変化の分布予測

ネオジム磁石の組織解析と特性向上
Keywords: 3DAP, TEM, permanent magnet, micromagnetic simulation

磁性材料解析グループ

大久保 忠勝
OHKUBO.Tadakatsu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/ohkubo_j.html

省資源・省エネルギーのニーズから永久磁石材料の用途が拡大しており、その小型化、高効率化に

よって、高特性の材料が求められています。ネオジム磁石は、現在、最も優れた特性を有していま

すが、さらなる特性向上が必要です。

ネオジム磁石の特性向上のメカニズムを解明し、現行のDy含有磁石と同等以上の磁石特性を実現

することを目的とし、独自に開発したレーザーアトムプローブに加えて、走査型・透過型電子顕微鏡

を活用し、ネオジム磁石の微細組織をミクロから原子レベルのマルチスケールで解析し、特性向上

を目指した研究を遂行しています[1]。

[1] 宝野和博, 大久保忠勝, H. Sepehri-Amin, 日本金属学会誌 76 (2012) 2.
[2] J.Liu, H.Sepehri-Amin, T.Ohkubo, K.Hioki, A.Hattori, T.Schrefl, K.Hono, Acta Mater. 82 (2015) 336.
[3] H.Sepehri-Amin, T.Ohkubo, M.Gruber, T.Schrefl, K.Hono, Scr. Mater. 89 (2014) 29.

 粒径微細化は、保磁力とその温度特性向上に寄与

 粒界相中の希土類元素の増加が保磁力向上に貢献

 粒径微細化による保磁力の温度特性向上は、組織変

化による有効的な反磁界の減少が要因

 残留磁化の低下を最小限にしてHc>2.5 Tを希少元素

フリーで実現

 保磁力の温度依存性の更なる改善

 HV／EV用の希少元素フリーネオジム磁石を開発

【磁気特性】熱間加工
磁石の初磁化、減磁特
性は加工温度に大きく
依存し、粒径が小さく
なると保磁力とその温
度特性が向上[2]

【SEM観察】熱間加工磁石の加工
温度が低温になるほど粒径減少[2]

【TEM観察】熱間加工磁石の粒界相構造が、
加工温度で変化（低温では非晶質、高温では
結晶） [2]

【アトムプローブ解析】熱間加工磁石の粒界相組成は、加工温度が低いほどFe濃
度が低下し、Nd濃度が増加[2]

【マイクロマグネティクス計算】[3]
a) 主相結晶粒径が小さくなると保磁力の
温度特性が向上（βが減少）
b) 粒径微細化によって、Hc = αHA -
NeffMsの有効反磁界係数Neffが減少
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金属材料のマルチスケール組織解析

顔
写真

Keywords: 微細組織解析、3D アトムプローブ

磁性材料解析グループ

佐々木 泰祐
SASAKI.Taisuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/

 金属材料の高性能化にむけた合金・組織設計

 微細組織と特性の因果関係の解明

 SEM、TEM、3次元アトムプローブ(3DAP)を用いた金属材料のマルチスケール微細組織解析

 従来の手法では観察が困難であった組織を最新の観察手法を駆使することで可視化

 Dyフリーネオジム磁石の開発に向けた組織と保磁力の関係の解明

 アルミニウム合金のように使える展伸マグネシウム合金の開発

・M.Z. Bian et al., Scripta Mater. 137 (2017) 151

・T.T. Sasaki, et al., Acta Mater. 115 (2016) 269-277

・T.T. Sasaki, et al., Acta Mater. 84 (2015) 506-514

 マルチスケール組織解析（SEM, TEM, 3DAP）

 組織解析により得た知見をもとにした材料開発

 組織－プロセスー特性の理解

 自動車のモーターとして応用可能なDyフリーネオジム

磁石

 鉄道や自動車、航空機に使える優れた加工性と強度

を有する展伸マグネシウム合金

Micro Nano Atomic

A

B

C

D

BSE

IL-SE

HAADF-STEM

3DAP

Nd-リッチ相の存在割合

A: NdOx

B: Ia3
-

EBSD

SEM TEM

In-Lens2次電子(IL-SE)像を用いることで、従来の観察手法である反
射電子(BSE)像では同じように見えていた異なるNdリッチ相も区別可能
になります。TEMで同一視野を観察し、コントラストと相を関連付ければ、
各相の分布を、広範囲で定量的に評価することも可能です。
SEM観察により、詳しく観察をしたい微小領域を特定し、原子レベル

で界面や粒界の構造、ケミストリーを解析します。

3DAPとTEMの同一視野解析による転位
線への溶質元素の偏析の解析例

Functional Magnetic Materials; from 
permanent magnets to data storage

Keywords: Microstructure, coercivity, hysteresis, grain boundary, interface

H. Sepehri-Amin
Magnetic Materials Analysis Group
H.SEPEHRIAMIN@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/h_sepehriamin

 Development of a high coercivity permanent magnet with high maximum energy 
product (BH)max without reliance on heavy rare earth elements.

 Microstructure design and developments of energy assisted magnetic recording 
for hard disk drived (HDD) with a higher areal density.

 Microstructural origin of thermal hysteresis in the magnetocaloric compounds.

 Xin Tang, H. Sepehri-Amin, et al. Scripta Mater. 147 (2018) 108.
 H. Sepehri-Amin et al., “Microstructure, coercivity, and in-plane component of FePt-C granular films 

deposited on MgO, MgTiOx, and MgTiON under-layers”  Scripta Mater. (2018) in-press.
 H. Sepehri-Amin et al. Acta Mater. 147 (2018) 342-349.

 Development of Dy-free permanent magnet with 
high coercivity and high (BH)max.

 Design and development of media and spin-
torque-oscillator for the energy assisted magnetic 
recording for high areal density HDD.

 Microstructure origin of hysteresis in Heusler 
magnetocaloric compounds.

 High performance permanent magnets without reliance on scarce elements for 
energy conversion and transportation.

 Energy assisted magnetic recording for the next generation magnetic recording.
 Magnetic refrigeration

Atom probe tomography

Nd2Fe14B
Nd2Fe14BGB

~10 nm

 Development of high performance permanent magnets
Large scaled micromagnetic 

simulations
Multi-scale microstructure characterizations Materials Processing

 Energy assisted magnetic recording  Magnetic refrigeration
Spin-Torque-Oscillator design for 

Microwave Assisted Magnetic Recording
Media design for Heat Assisted 

Magnetic Recording
Microstructure origin of thermal hysteresis in the 

magnetocaloric compounds

 Development of high coercivity and high remanence 
Dy-free Nd-Fe-B magnets.

 Design and development of mag-flip STO device 
with oscillation frequency above 20 GHz..

 Underlayer for FePt-(C,SiO2) granular media.
 Microstructure origin of hysteresis in Ni-Mn-based 

magnetocaloric compound.
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金属材料のマルチスケール組織解析

顔
写真

Keywords: 微細組織解析、3D アトムプローブ

磁性材料解析グループ

佐々木 泰祐
SASAKI.Taisuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/

 金属材料の高性能化にむけた合金・組織設計

 微細組織と特性の因果関係の解明

 SEM、TEM、3次元アトムプローブ(3DAP)を用いた金属材料のマルチスケール微細組織解析

 従来の手法では観察が困難であった組織を最新の観察手法を駆使することで可視化

 Dyフリーネオジム磁石の開発に向けた組織と保磁力の関係の解明

 アルミニウム合金のように使える展伸マグネシウム合金の開発

・M.Z. Bian et al., Scripta Mater. 137 (2017) 151

・T.T. Sasaki, et al., Acta Mater. 115 (2016) 269-277

・T.T. Sasaki, et al., Acta Mater. 84 (2015) 506-514

 マルチスケール組織解析（SEM, TEM, 3DAP）

 組織解析により得た知見をもとにした材料開発

 組織－プロセスー特性の理解

 自動車のモーターとして応用可能なDyフリーネオジム

磁石

 鉄道や自動車、航空機に使える優れた加工性と強度

を有する展伸マグネシウム合金

Micro Nano Atomic

A

B

C

D

BSE

IL-SE

HAADF-STEM

3DAP

Nd-リッチ相の存在割合

A: NdOx

B: Ia3
-

EBSD

SEM TEM

In-Lens2次電子(IL-SE)像を用いることで、従来の観察手法である反
射電子(BSE)像では同じように見えていた異なるNdリッチ相も区別可能
になります。TEMで同一視野を観察し、コントラストと相を関連付ければ、
各相の分布を、広範囲で定量的に評価することも可能です。
SEM観察により、詳しく観察をしたい微小領域を特定し、原子レベル

で界面や粒界の構造、ケミストリーを解析します。

3DAPとTEMの同一視野解析による転位
線への溶質元素の偏析の解析例

Functional Magnetic Materials; from 
permanent magnets to data storage

Keywords: Microstructure, coercivity, hysteresis, grain boundary, interface

H. Sepehri-Amin
Magnetic Materials Analysis Group
H.SEPEHRIAMIN@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/h_sepehriamin

 Development of a high coercivity permanent magnet with high maximum energy 
product (BH)max without reliance on heavy rare earth elements.

 Microstructure design and developments of energy assisted magnetic recording 
for hard disk drived (HDD) with a higher areal density.

 Microstructural origin of thermal hysteresis in the magnetocaloric compounds.

 Xin Tang, H. Sepehri-Amin, et al. Scripta Mater. 147 (2018) 108.
 H. Sepehri-Amin et al., “Microstructure, coercivity, and in-plane component of FePt-C granular films 

deposited on MgO, MgTiOx, and MgTiON under-layers”  Scripta Mater. (2018) in-press.
 H. Sepehri-Amin et al. Acta Mater. 147 (2018) 342-349.

 Development of Dy-free permanent magnet with 
high coercivity and high (BH)max.

 Design and development of media and spin-
torque-oscillator for the energy assisted magnetic 
recording for high areal density HDD.

 Microstructure origin of hysteresis in Heusler 
magnetocaloric compounds.

 High performance permanent magnets without reliance on scarce elements for 
energy conversion and transportation.

 Energy assisted magnetic recording for the next generation magnetic recording.
 Magnetic refrigeration

Atom probe tomography

Nd2Fe14B
Nd2Fe14BGB

~10 nm

 Development of high performance permanent magnets
Large scaled micromagnetic 

simulations
Multi-scale microstructure characterizations Materials Processing

 Energy assisted magnetic recording  Magnetic refrigeration
Spin-Torque-Oscillator design for 

Microwave Assisted Magnetic Recording
Media design for Heat Assisted 

Magnetic Recording
Microstructure origin of thermal hysteresis in the 

magnetocaloric compounds

 Development of high coercivity and high remanence 
Dy-free Nd-Fe-B magnets.

 Design and development of mag-flip STO device 
with oscillation frequency above 20 GHz..

 Underlayer for FePt-(C,SiO2) granular media.
 Microstructure origin of hysteresis in Ni-Mn-based 

magnetocaloric compound.
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スピントロニクスデバイス実現に向けた新規
材料探索と微視的理論構築

Keywords: 磁気抵抗効果、スピン軌道相互作用、表面・界面、第一原理計算、機械学習

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 独立研究者

三浦 良雄
MIURA.Yoshio@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/people/YMiura_j.html/

実験における磁気抵抗効果の大きな温度依存性

ｽﾋﾟﾝデバイスの機能性の根幹となる界面スピン軌道相互作用に対する基礎的理解の必要性

スピンを用いた熱制御現象に関する微視的理論構築の必要性

上記現象に関連した問題を解決するための新規材料探索の必要性

室温動作のスピントロニクスデバイス実現に向けたスピン依存伝導のスピン揺らぎ効果の理論構築

巨大な界面スピン軌道相互作用を発現するヘテロ接合界面の理論設計

熱スピン効果および熱制御に関する微視的理論構築

機械学習を援用した新規スピントロニクス材料探索

・Y. Miura et al., Phys. Rev. B 69, 144413 (2004).

・Y. Miura, et al., Phys. Rev. B 83, 214411 (2011).

・Y. Miura, et al., J. Appl. Phys. 113, 233908 (2013).

 室温で1000%以上の磁気抵抗比を示す磁気接

合材料の提案

 巨大な界面スピン軌道相互作用を発現するヘテ

ロ接合界面系の提案

 巨大な熱スピン効果をもたらす新規材料の提案

 大きな磁気抵抗効果・垂直磁気異方性・低抵抗な

ど複数の物性を同時に満たす必要性のあるスピント

ロニクスデバイスの実現には、界面数原子層での磁

気物性の制御が必要不可欠

 そのための新規材料探索と微視的理論構築を行う

(a)Co2MnSi/MgO/Co2MnSiの磁気接合の模式図, (b)TMR⽐
と界⾯スピン⾓度の関係, (c)エネルギーと界⾯スピン⾓
度の関係(右上図), (d)TMR⽐の温度依存性の理論計算

(a)

(b) (c)

(d)

(a)Fe/Ag(001)界面の結晶磁気異方性に対する界面原子
の寄与(スピン軌道相互作用の2次摂動解析, (b)結晶磁
気異方性に寄与する界面原子の局所状態密度, (c)垂直
磁気異方性に寄与する軌道とスピンの関係

(a)

(b)

(c)

酸化物電子材料を用いた量子情報基盤

（上図）酸化亜鉛は自発分極を持ち、(Mg,Zn)O/ZnO
界面には２次元電子が蓄積する。（下図）2次元電子
の移動度（μ）の推移。

Keywords: 酸化亜鉛、２次元電子系、トポロジー

小塚 裕介
KOZUKA.Yusuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kozuka_yusuke

 現在のコンピュータが苦手とする組み合わせ問題などを高速に解く量子計算素子への期待。

 量子力学の原理を用いて高速に問題を解く量子計算機の開発が精力的に行われている。

 量子計算の誤りを訂正する手法の確立が課題。

 代表的な酸化物電子材料である酸化亜鉛中の高移動度２次元電子を用いた量子情報素子。

 酸化亜鉛の高移動度２次元電子において計算エラーの起こりにくい量子ビットを創成。

 酸化亜鉛の微細加工技術を発展させ、量子ビットの操作・検出手法を確立を目指す。

・フォルソン ジョセフ、小塚 裕介、塚﨑 敦、川﨑 雅司、『酸化亜鉛ヘテロ界面の高品質化と２次元量子輸送現象』、
応用物理 84 (2015) 984-990 

 酸化亜鉛を用いた高移動度２次元電子を形成

 移動度は100万cm2/Vsを超えた

 抵抗測定から量子ビットに使える状態を観測

 電界効果による電子の空乏・蓄積をする技術

 単一電子（準粒子）を操る微細加工技術

 量子状態の操作・読み出し手法の確立
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（上図）酸化亜鉛試料の写真と測定時のジオメトリ。
（下図）磁場に対する抵抗とホール抵抗測定値。
θ=42°の抵抗の窪みが量子ビットに使える状態を示す。

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 独立研究者 
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スピントロニクスデバイス実現に向けた新規
材料探索と微視的理論構築

Keywords: 磁気抵抗効果、スピン軌道相互作用、表面・界面、第一原理計算、機械学習

磁性・スピントロニクス材料研究拠点 独立研究者

三浦 良雄
MIURA.Yoshio@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mmu/people/YMiura_j.html/

実験における磁気抵抗効果の大きな温度依存性

ｽﾋﾟﾝデバイスの機能性の根幹となる界面スピン軌道相互作用に対する基礎的理解の必要性

スピンを用いた熱制御現象に関する微視的理論構築の必要性

上記現象に関連した問題を解決するための新規材料探索の必要性

室温動作のスピントロニクスデバイス実現に向けたスピン依存伝導のスピン揺らぎ効果の理論構築

巨大な界面スピン軌道相互作用を発現するヘテロ接合界面の理論設計

熱スピン効果および熱制御に関する微視的理論構築

機械学習を援用した新規スピントロニクス材料探索

・Y. Miura et al., Phys. Rev. B 69, 144413 (2004).

・Y. Miura, et al., Phys. Rev. B 83, 214411 (2011).

・Y. Miura, et al., J. Appl. Phys. 113, 233908 (2013).

 室温で1000%以上の磁気抵抗比を示す磁気接

合材料の提案

 巨大な界面スピン軌道相互作用を発現するヘテ

ロ接合界面系の提案

 巨大な熱スピン効果をもたらす新規材料の提案

 大きな磁気抵抗効果・垂直磁気異方性・低抵抗な

ど複数の物性を同時に満たす必要性のあるスピント

ロニクスデバイスの実現には、界面数原子層での磁

気物性の制御が必要不可欠

 そのための新規材料探索と微視的理論構築を行う

(a)Co2MnSi/MgO/Co2MnSiの磁気接合の模式図, (b)TMR⽐
と界⾯スピン⾓度の関係, (c)エネルギーと界⾯スピン⾓
度の関係(右上図), (d)TMR⽐の温度依存性の理論計算

(a)

(b) (c)

(d)

(a)Fe/Ag(001)界面の結晶磁気異方性に対する界面原子
の寄与(スピン軌道相互作用の2次摂動解析, (b)結晶磁
気異方性に寄与する界面原子の局所状態密度, (c)垂直
磁気異方性に寄与する軌道とスピンの関係

(a)

(b)

(c)

酸化物電子材料を用いた量子情報基盤

（上図）酸化亜鉛は自発分極を持ち、(Mg,Zn)O/ZnO
界面には２次元電子が蓄積する。（下図）2次元電子
の移動度（μ）の推移。

Keywords: 酸化亜鉛、２次元電子系、トポロジー

小塚 裕介
KOZUKA.Yusuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kozuka_yusuke

 現在のコンピュータが苦手とする組み合わせ問題などを高速に解く量子計算素子への期待。

 量子力学の原理を用いて高速に問題を解く量子計算機の開発が精力的に行われている。

 量子計算の誤りを訂正する手法の確立が課題。

 代表的な酸化物電子材料である酸化亜鉛中の高移動度２次元電子を用いた量子情報素子。

 酸化亜鉛の高移動度２次元電子において計算エラーの起こりにくい量子ビットを創成。

 酸化亜鉛の微細加工技術を発展させ、量子ビットの操作・検出手法を確立を目指す。

・フォルソン ジョセフ、小塚 裕介、塚﨑 敦、川﨑 雅司、『酸化亜鉛ヘテロ界面の高品質化と２次元量子輸送現象』、
応用物理 84 (2015) 984-990 

 酸化亜鉛を用いた高移動度２次元電子を形成

 移動度は100万cm2/Vsを超えた

 抵抗測定から量子ビットに使える状態を観測

 電界効果による電子の空乏・蓄積をする技術

 単一電子（準粒子）を操る微細加工技術

 量子状態の操作・読み出し手法の確立
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（上図）酸化亜鉛試料の写真と測定時のジオメトリ。
（下図）磁場に対する抵抗とホール抵抗測定値。
θ=42°の抵抗の窪みが量子ビットに使える状態を示す。
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耐熱鋼のクリープ強度特性評価

構造材料研究拠点 拠点長

木村 一弘
KIMURA.Kazuhiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/KO-ZO/index.html

Keywords: クリープ、領域分割解析法、寿命予測、許容応力、50万時間

 火力発電プラント等のエネルギー効率向上には，稼働温度の上昇が有効である

 使用温度の上昇は高温構造部材のクリープ寿命を短くする

 高温機器の安全性確保には長時間クリープ強度の適切な予測評価が重要である

・木村一弘，日本金属学会誌，73(2009)323-333.
・K. Kimura, et al., Proc. ECCC 2014, (2014)723-731.
・K. Kimura, Proc. ASME PVP2017, (2017)PVP2017-65522.

 火力発電プラント等の高温機器の余寿命管理

 許容引張応力，寿命評価式等に貢献

 高強度耐熱鋼部材の長期信頼性の向上

 長時間クリープ強度を簡便かつ精度良く予測評価する手法の開発

 高強度フェライト耐熱鋼：0.2%耐力の1/2を境界条件とする領域分割解析法

 オーステナイト系耐熱鋼：Monkman-Grantの勾配変化を境界条件とする領域分割解析法

 高強度フェライト系耐熱鋼の予測法は設計基準の見

直し、50万時間材料強度基準値等に反映済

 SUS316L(N)の50万時間材料強度基準値策定に、

オーステナイト系耐熱鋼の予測法の適用を審議中

⾼強度フェライト耐熱鋼 オーステナイト系耐熱鋼

クリープ破断寿命の解析結果の⽐較 クリープ破断寿命の解析結果の⽐較

予測寿命と実測値の⽐較 予測寿命と実測値の⽐較

局所力学特性評価による強化機構解析

Keyword : ナノインデンテーション、構造材料、強度物性

構造材料研究拠点 副拠点長

大村 孝仁
OHMURA.Takahito@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohmura_takahito

鉄鋼などの構造材料の機械的性質を向上させることによって、輸送機器の軽量化や省資源化に貢
献する。従来とは異なる研究アプローチである局所力学特性評価は、強化機構の理解を加速して
画期的な特性向上指針を示すと期待される。

微細構造における各組織の力学特性を評価して、局所的な力学特性とマクロな機械的性質の関係
を明確にする手法の確立。スケール効果を考慮した変形機構の理解を進め、従来モデルの適用範
囲の明確化と新たな機構モデルの提案。

・ T. Ohmura et al., Mater. Sci. Eng. A, 489 (2008) 85-92.

・ T. Ohmura et al., J. Mater. Sci.,42 (2007) 1728-1732.

 微小領域の変形挙動の理解

 格子欠陥と変形挙動の関係解明

 微小領域挙動とマクロ特性発現機構の解明

 格子欠陥とマクロ特性の関係解明

 組織設計によるマクロ特性制御法の確立

 材料の強化機構の体系的理解

 鉄鋼などの基幹材料の性能の飛躍的向上

 自動車等の輸送機器の大幅な軽量化

TEMその場ナノインデンテーションによる変形挙動の解析
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耐熱鋼のクリープ強度特性評価

構造材料研究拠点 拠点長

木村 一弘
KIMURA.Kazuhiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/KO-ZO/index.html

Keywords: クリープ、領域分割解析法、寿命予測、許容応力、50万時間

 火力発電プラント等のエネルギー効率向上には，稼働温度の上昇が有効である

 使用温度の上昇は高温構造部材のクリープ寿命を短くする

 高温機器の安全性確保には長時間クリープ強度の適切な予測評価が重要である

・木村一弘，日本金属学会誌，73(2009)323-333.
・K. Kimura, et al., Proc. ECCC 2014, (2014)723-731.
・K. Kimura, Proc. ASME PVP2017, (2017)PVP2017-65522.

 火力発電プラント等の高温機器の余寿命管理

 許容引張応力，寿命評価式等に貢献

 高強度耐熱鋼部材の長期信頼性の向上

 長時間クリープ強度を簡便かつ精度良く予測評価する手法の開発

 高強度フェライト耐熱鋼：0.2%耐力の1/2を境界条件とする領域分割解析法

 オーステナイト系耐熱鋼：Monkman-Grantの勾配変化を境界条件とする領域分割解析法

 高強度フェライト系耐熱鋼の予測法は設計基準の見

直し、50万時間材料強度基準値等に反映済

 SUS316L(N)の50万時間材料強度基準値策定に、

オーステナイト系耐熱鋼の予測法の適用を審議中

⾼強度フェライト耐熱鋼 オーステナイト系耐熱鋼

クリープ破断寿命の解析結果の⽐較 クリープ破断寿命の解析結果の⽐較

予測寿命と実測値の⽐較 予測寿命と実測値の⽐較

局所力学特性評価による強化機構解析

Keyword : ナノインデンテーション、構造材料、強度物性

構造材料研究拠点 副拠点長

大村 孝仁
OHMURA.Takahito@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohmura_takahito

鉄鋼などの構造材料の機械的性質を向上させることによって、輸送機器の軽量化や省資源化に貢
献する。従来とは異なる研究アプローチである局所力学特性評価は、強化機構の理解を加速して
画期的な特性向上指針を示すと期待される。

微細構造における各組織の力学特性を評価して、局所的な力学特性とマクロな機械的性質の関係
を明確にする手法の確立。スケール効果を考慮した変形機構の理解を進め、従来モデルの適用範
囲の明確化と新たな機構モデルの提案。

・ T. Ohmura et al., Mater. Sci. Eng. A, 489 (2008) 85-92.

・ T. Ohmura et al., J. Mater. Sci.,42 (2007) 1728-1732.

 微小領域の変形挙動の理解

 格子欠陥と変形挙動の関係解明

 微小領域挙動とマクロ特性発現機構の解明

 格子欠陥とマクロ特性の関係解明

 組織設計によるマクロ特性制御法の確立

 材料の強化機構の体系的理解

 鉄鋼などの基幹材料の性能の飛躍的向上

 自動車等の輸送機器の大幅な軽量化

TEMその場ナノインデンテーションによる変形挙動の解析
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Ti基高温-高機能構造材料の開発

複雑なTi合金の組織から、析出物強化のみを抽出
することにより、析出強化の効果を明確化

Keywords: 耐熱Ti合金、高温形状記憶合金、クリープ、疲労、耐酸化特性

御手洗 容子
MITARAI.Yoko@nims.go.jp  | http://www.nims.go.jp/research/group/high-temp-mat-design/  

 Ti合金のクリープや疲労に影響を及ぼすプロセスや組織因子の抽出による合金設計。

 同時に耐酸化特性を向上させる元素の組み合わせにより力学特性と耐酸化特性のバランスを

とった合金開発。

 高温で強度を向上させ、500℃近傍で完全回復する形状記憶合金の設計と開発。

・Y. Yamabe-Mitarai et al.,  Shape memory and superelasticity, 3, 4 (2017) 381-391. 
・H. Sato, Y. Yamabe-mitarai et al.,  Mater. Trans. 58, 10 (2017) 1479-1486. 
・K. Shimagami, Y. Yamabe-Mitarai et al., Mater. Trans. 58, 10 (2017) 1404-1410. 

 組織因子１つ１つの力学特性に対する効果を明確にし、

新Ti合金を開発中

 固溶強化を最大限引き出して400℃以上で実現可能

性が高い高温形状記憶合金を開発

 プロセスを変えることにより従来材とは異なる組織を生

成させクリープ、疲労バランスのとれた合金開発

 500℃近傍で安定的に動作可能な高温形状記憶合

金の開発

 航空機ジェットエンジンの効率化には、圧縮機に使われている耐熱Ti合金のクリープや耐酸化特

性などの耐熱性向上のブレークスルーが必要。また、動的部材に使用されるとエンジン効率をあ

げると言われている高温形状記憶合金は未だ実用に耐えうる材料がなく、新規開発が必要。

クリープについても一つ一つの組織因子の効果
を明確化。これにより現在、新合金を開発中

大きな固溶強化を導く元素を組み合わせて
400℃以上でもほぼ完全に回復し、TiNi並み
の仕事量を有する合金を開発

組織解析を通して、力学特性だけ
でなく、組織制御による特性向上
にも取り組む

高温形状記憶合金耐熱Ti合金

構造材料研究拠点 副拠点長 

高温用金属材料への耐酸化コーティング

構造材料研究拠点 上席研究員

村上 秀之
MURAKAMI.Hideyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/murakami_hideyuki

Keywords: ジェットエンジン、拡散コーティング、リマニュファクチャリング、燃料電池、インターコネクター

 タービン翼、燃料電池のセパレータ等、高温で使用される金属材料には必ず酸化が問題となる

 酸化を抑制させるために、表面を改質する技術が必要

 部材の用途、材料の特性に最適な耐酸化コーティング材、手法の選択が重要

・特許 6226231号(2017) 熱遮蔽コーティングしたNi合金およびその製造方法

・Lu Gan, Hideyuki Murakami, Isao Saeki. “High temperature oxidation of Co-W electroplated type 430 
stainless steel for the interconnect of solid oxide fuel cells”. CORROSION SCIENCE. 134 (2018) 162‐168

 ジェットエンジン、ガスタービン 宇宙航空分野

 燃料電池他Cr含有高温構造材料への耐酸化処理

 補修技術への展開

 ジェットエンジンの動翼の耐酸化コーティングとして、Pt(Ir)ペースト法に着目（企業との共同研究）

 ペーストコーティング材の組織特性評価

 燃料電池のインターコネクター候補材の高Crフェライト系ステンレス鋼へW-Co合金めっきを提案

 自己組織化によるCr拡散バリア層の生成（室蘭工大との共同研究）

 大面積、複雑形状へのコーティング

 実機における評価

 コスト削減

タービン翼へのペーストコーティング

⾼温化に伴い、
⾼圧、定圧ター
ビン翼にも⼀層
の耐熱性が要求
される

特性評価例: ⾼温腐⾷試験

ペースト法によるコーティング

熱処理後の均⼀
なコーティング
組織、PtIrコー
ティングによる
耐⾼温腐⾷特性
の向上が確認さ
れている

SOFC（固体酸化物型燃料電池）材の耐酸化処理

SOFCのインターコネクター候補材の⾼Cr系ステ
ンレス鋼→⾼温によるCrの酸化・揮発が問題

Co‐W合⾦めっきによる耐酸化処理

800℃
1000時間
加熱酸化
処理

めっき後 CoWO4生成膜がCr
の拡散をブロック

TEM-EELS, EBSD等より
Crブロックの機構を理論・
解析から証明
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Ti基高温-高機能構造材料の開発

複雑なTi合金の組織から、析出物強化のみを抽出
することにより、析出強化の効果を明確化

Keywords: 耐熱Ti合金、高温形状記憶合金、クリープ、疲労、耐酸化特性

御手洗 容子
MITARAI.Yoko@nims.go.jp  | http://www.nims.go.jp/research/group/high-temp-mat-design/  

 Ti合金のクリープや疲労に影響を及ぼすプロセスや組織因子の抽出による合金設計。

 同時に耐酸化特性を向上させる元素の組み合わせにより力学特性と耐酸化特性のバランスを

とった合金開発。

 高温で強度を向上させ、500℃近傍で完全回復する形状記憶合金の設計と開発。

・Y. Yamabe-Mitarai et al.,  Shape memory and superelasticity, 3, 4 (2017) 381-391. 
・H. Sato, Y. Yamabe-mitarai et al.,  Mater. Trans. 58, 10 (2017) 1479-1486. 
・K. Shimagami, Y. Yamabe-Mitarai et al., Mater. Trans. 58, 10 (2017) 1404-1410. 

 組織因子１つ１つの力学特性に対する効果を明確にし、

新Ti合金を開発中

 固溶強化を最大限引き出して400℃以上で実現可能

性が高い高温形状記憶合金を開発

 プロセスを変えることにより従来材とは異なる組織を生

成させクリープ、疲労バランスのとれた合金開発

 500℃近傍で安定的に動作可能な高温形状記憶合

金の開発

 航空機ジェットエンジンの効率化には、圧縮機に使われている耐熱Ti合金のクリープや耐酸化特

性などの耐熱性向上のブレークスルーが必要。また、動的部材に使用されるとエンジン効率をあ

げると言われている高温形状記憶合金は未だ実用に耐えうる材料がなく、新規開発が必要。

クリープについても一つ一つの組織因子の効果
を明確化。これにより現在、新合金を開発中

大きな固溶強化を導く元素を組み合わせて
400℃以上でもほぼ完全に回復し、TiNi並み
の仕事量を有する合金を開発

組織解析を通して、力学特性だけ
でなく、組織制御による特性向上
にも取り組む

高温形状記憶合金耐熱Ti合金

構造材料研究拠点 副拠点長 

高温用金属材料への耐酸化コーティング

構造材料研究拠点 上席研究員

村上 秀之
MURAKAMI.Hideyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/murakami_hideyuki

Keywords: ジェットエンジン、拡散コーティング、リマニュファクチャリング、燃料電池、インターコネクター

 タービン翼、燃料電池のセパレータ等、高温で使用される金属材料には必ず酸化が問題となる

 酸化を抑制させるために、表面を改質する技術が必要

 部材の用途、材料の特性に最適な耐酸化コーティング材、手法の選択が重要

・特許 6226231号(2017) 熱遮蔽コーティングしたNi合金およびその製造方法

・Lu Gan, Hideyuki Murakami, Isao Saeki. “High temperature oxidation of Co-W electroplated type 430 
stainless steel for the interconnect of solid oxide fuel cells”. CORROSION SCIENCE. 134 (2018) 162‐168

 ジェットエンジン、ガスタービン 宇宙航空分野

 燃料電池他Cr含有高温構造材料への耐酸化処理

 補修技術への展開

 ジェットエンジンの動翼の耐酸化コーティングとして、Pt(Ir)ペースト法に着目（企業との共同研究）

 ペーストコーティング材の組織特性評価

 燃料電池のインターコネクター候補材の高Crフェライト系ステンレス鋼へW-Co合金めっきを提案

 自己組織化によるCr拡散バリア層の生成（室蘭工大との共同研究）

 大面積、複雑形状へのコーティング

 実機における評価

 コスト削減

タービン翼へのペーストコーティング

⾼温化に伴い、
⾼圧、定圧ター
ビン翼にも⼀層
の耐熱性が要求
される

特性評価例: ⾼温腐⾷試験

ペースト法によるコーティング

熱処理後の均⼀
なコーティング
組織、PtIrコー
ティングによる
耐⾼温腐⾷特性
の向上が確認さ
れている

SOFC（固体酸化物型燃料電池）材の耐酸化処理

SOFCのインターコネクター候補材の⾼Cr系ステ
ンレス鋼→⾼温によるCrの酸化・揮発が問題

Co‐W合⾦めっきによる耐酸化処理

800℃
1000時間
加熱酸化
処理

めっき後 CoWO4生成膜がCr
の拡散をブロック

TEM-EELS, EBSD等より
Crブロックの機構を理論・
解析から証明
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コンピューターシミュレーションを使った材料開発

液相急冷で作成した2相分離状態の金属ガラス

Keywords: 金属ガラス、構造材料、熱電材料、MDシミュレーション

構造材料研究拠点 上席研究員

下野 昌人
SHIMONO.Masato@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/computational-structural/

 計算機能力向上に伴うシミュレーション予測の有効性の増大

 エネルギーの効率的利用を実現する新規機能材料開発への期待

 持続的発展に向けた構造材料開発の重要性の増加

 MDシミュレーションを用い「仮想実験室」内で材料の創製過程を解析しその特性を評価する。

 シミュレーションを活かして熱電材料やアモルファス材料など新規機能材料の特性を予測する。

 シミュレーションを用いて構造材料の力学特性を決定する要因を解明する。

・ M. Shimono, K. Tsuchiya and H. Onodera, Mater. Trans. 54 (2013) 1575-1579.
・ M. Shimono and H. Onodera, Metals 5 (2015) 1163-1187.

 金属ガラスおよびナノ結晶の生成機構の解明

 鉄中のらせん転位の移動メカニズムの理解

 熱電材料の特性予測

 ナノ構造制御による金属ガラス材料の特性向上

 転位の運動を制御することによる構造材料開発

 新奇熱電材料の開発

強加工で作成したアモルファス/ナノ結晶組織

鉄中を移動するらせん転位周りのひずみエネルギー
分布：垂直方向(左)、転位線方向(右)

温度差を付与した熱電材料中の温度分布

転位と格子欠陥に代わるスピン構造材料研究

破壊とは

ΔEatom＝ Δmc2＝ΔEnucleus+ΔEelectron+ΔEbond＜
（ΔElocal–Ebond)–ΔEtransfer–ΔEradiation–ΔEslip …（1）

（原子の比熱や結合力で吸収できるネルギー）＜（結
合力を超える局所的な歪みエネルギーの伝達や辷り
による緩和後の量）となり、隣り合う結合面のエネル
ギー準位が異なると、継続的に電子軌道が結合を分
離し自己安定化し再結合せずき裂を発生し破壊する。

Keywords: 電子軌道、結晶構造、破壊、強度、脆性、水素脆性

構造材料研究拠点 特命研究員

緒形 俊夫
OGATA.Toshio@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ogata_toshio

 原子を泡や剛体球に、自由電子を海状に分布すると例えると、磁性も強度も脆性も説明できない。

 電子は雲状の軌道に分布し、混成軌道を作り結合し、電子の場は筋肉、スピンは体表に相当する。

 従来の研究は、Ｘ線の像に映った骨が自ら結合し動き強度や延性をもたらすという議論をしていた。

 低温脆性（1912年のタイタニック号の事故以後も未解明）、水素脆性等のbccの脆性機構の解明

 転位論では説明し切れていない、加工強化、固溶強化機構の電子軌道の結合による解明

 変形や破壊の現象と磁気スピンの挙動を併せて考察し、強化機構や材料特性の本質を解明

・緒形俊夫 極限環境材料評価法開発と標準化および強度と脆性の電子軌道による説明、ふぇらむ、23,8(2018)
・T. Ogata: Influence of 70 MPa Hydrogen Gas on SUS 630 from 77 K to 373 K by Simple Testing Method, ASME Pressure 
Vessels & Piping Conference 2018 Proceeding, ASME PVP2018-84462 

 金属結合はエネルギー準位が同じ混成軌道による共有結合

 加工は材料に軌道の結合組み換えエネルギーを加えること

 転位は隣接原子との規則的な結合の変化が線状に連なった

所

 様々な変形・破壊現象の電子軌道の結合という観点での

解明

 機械工学より量子論や特殊相対性理論も踏まえた金属学

 マテリアル・サイエンスとしての物質・材料研究

表２ 固溶強化元素のFeとの結合と作⽤

表１主な結晶格⼦の特徴と主結合電⼦軌道

電子軌道と結晶構造
表1に示すように、hcpとfccはp軌道が混成した結合

であるが bccではp軌道が主結合に関与していない。
hcp、fcc、bccの辷り方向が違うのは結合に関わる電
子軌道が違うからである。

固溶強化機構 d3sの混成軌道で結合しているbccに
辷り方向の異なるp軌道の結合（表2）が混ざると、p軌
道の結合が鎹（かすがい）になる。マルテンサイトは、
結合方向の異なるd軌道とp軌道による結合が混ざり、
結晶格子もbctとなるため、塑性変形し難く硬い。

へき開破壊 隣接原子間のd軌道の結合の組み換え
が主方向の<111>で行なわれる際に、結合方向の異
なる鎹のp軌道の結合の組み換えが出来ず、へき開
面に位置する元素（C）とのp軌道の結合が分離する。

加工強化機構 加工歪みエネルギーで励起され高
次の軌道との結合にも至ることで強度を上げる機構。
細粒は高次の軌道に組み換えたサブグレイン境界。

低温脆性 低温では、①sp混成軌道が作れず、自由
電子が減りp軌道の結合になり、CとNの固溶強化で強
度が著しく上がり硬くなり、②熱伝導率が下がるように、
エネルギー伝播が小さくなり、また辷りが遅くなる。よっ
て、衝撃的な負荷で-ΔEtransfer-ΔEradiation-ΔEslipが
効かず、緩和が間に合わず、破壊条件に達し割れる。
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コンピューターシミュレーションを使った材料開発

液相急冷で作成した2相分離状態の金属ガラス

Keywords: 金属ガラス、構造材料、熱電材料、MDシミュレーション

構造材料研究拠点 上席研究員

下野 昌人
SHIMONO.Masato@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/computational-structural/

 計算機能力向上に伴うシミュレーション予測の有効性の増大

 エネルギーの効率的利用を実現する新規機能材料開発への期待

 持続的発展に向けた構造材料開発の重要性の増加

 MDシミュレーションを用い「仮想実験室」内で材料の創製過程を解析しその特性を評価する。

 シミュレーションを活かして熱電材料やアモルファス材料など新規機能材料の特性を予測する。

 シミュレーションを用いて構造材料の力学特性を決定する要因を解明する。

・ M. Shimono, K. Tsuchiya and H. Onodera, Mater. Trans. 54 (2013) 1575-1579.
・ M. Shimono and H. Onodera, Metals 5 (2015) 1163-1187.

 金属ガラスおよびナノ結晶の生成機構の解明

 鉄中のらせん転位の移動メカニズムの理解

 熱電材料の特性予測

 ナノ構造制御による金属ガラス材料の特性向上

 転位の運動を制御することによる構造材料開発

 新奇熱電材料の開発

強加工で作成したアモルファス/ナノ結晶組織

鉄中を移動するらせん転位周りのひずみエネルギー
分布：垂直方向(左)、転位線方向(右)

温度差を付与した熱電材料中の温度分布

転位と格子欠陥に代わるスピン構造材料研究

破壊とは

ΔEatom＝ Δmc2＝ΔEnucleus+ΔEelectron+ΔEbond＜
（ΔElocal–Ebond)–ΔEtransfer–ΔEradiation–ΔEslip …（1）

（原子の比熱や結合力で吸収できるネルギー）＜（結
合力を超える局所的な歪みエネルギーの伝達や辷り
による緩和後の量）となり、隣り合う結合面のエネル
ギー準位が異なると、継続的に電子軌道が結合を分
離し自己安定化し再結合せずき裂を発生し破壊する。

Keywords: 電子軌道、結晶構造、破壊、強度、脆性、水素脆性

構造材料研究拠点 特命研究員

緒形 俊夫
OGATA.Toshio@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ogata_toshio

 原子を泡や剛体球に、自由電子を海状に分布すると例えると、磁性も強度も脆性も説明できない。

 電子は雲状の軌道に分布し、混成軌道を作り結合し、電子の場は筋肉、スピンは体表に相当する。

 従来の研究は、Ｘ線の像に映った骨が自ら結合し動き強度や延性をもたらすという議論をしていた。

 低温脆性（1912年のタイタニック号の事故以後も未解明）、水素脆性等のbccの脆性機構の解明

 転位論では説明し切れていない、加工強化、固溶強化機構の電子軌道の結合による解明

 変形や破壊の現象と磁気スピンの挙動を併せて考察し、強化機構や材料特性の本質を解明

・緒形俊夫 極限環境材料評価法開発と標準化および強度と脆性の電子軌道による説明、ふぇらむ、23,8(2018)
・T. Ogata: Influence of 70 MPa Hydrogen Gas on SUS 630 from 77 K to 373 K by Simple Testing Method, ASME Pressure 
Vessels & Piping Conference 2018 Proceeding, ASME PVP2018-84462 

 金属結合はエネルギー準位が同じ混成軌道による共有結合

 加工は材料に軌道の結合組み換えエネルギーを加えること

 転位は隣接原子との規則的な結合の変化が線状に連なった

所

 様々な変形・破壊現象の電子軌道の結合という観点での

解明

 機械工学より量子論や特殊相対性理論も踏まえた金属学

 マテリアル・サイエンスとしての物質・材料研究

表２ 固溶強化元素のFeとの結合と作⽤

表１主な結晶格⼦の特徴と主結合電⼦軌道

電子軌道と結晶構造
表1に示すように、hcpとfccはp軌道が混成した結合

であるが bccではp軌道が主結合に関与していない。
hcp、fcc、bccの辷り方向が違うのは結合に関わる電
子軌道が違うからである。

固溶強化機構 d3sの混成軌道で結合しているbccに
辷り方向の異なるp軌道の結合（表2）が混ざると、p軌
道の結合が鎹（かすがい）になる。マルテンサイトは、
結合方向の異なるd軌道とp軌道による結合が混ざり、
結晶格子もbctとなるため、塑性変形し難く硬い。

へき開破壊 隣接原子間のd軌道の結合の組み換え
が主方向の<111>で行なわれる際に、結合方向の異
なる鎹のp軌道の結合の組み換えが出来ず、へき開
面に位置する元素（C）とのp軌道の結合が分離する。

加工強化機構 加工歪みエネルギーで励起され高
次の軌道との結合にも至ることで強度を上げる機構。
細粒は高次の軌道に組み換えたサブグレイン境界。

低温脆性 低温では、①sp混成軌道が作れず、自由
電子が減りp軌道の結合になり、CとNの固溶強化で強
度が著しく上がり硬くなり、②熱伝導率が下がるように、
エネルギー伝播が小さくなり、また辷りが遅くなる。よっ
て、衝撃的な負荷で-ΔEtransfer-ΔEradiation-ΔEslipが
効かず、緩和が間に合わず、破壊条件に達し割れる。

－ 181－

構
造
材
料



サスペンションプラズマ溶射による
遮熱セラミック皮膜(TBC)の組織形成メカニズム

顔
写真

サスペンションプラズマ溶射の原理

Keywords: ガスタービン、耐熱性向上、超合金、ジルコニア、コーティング、サブμm粉末、懸濁液

構造材料研究拠点 特命研究員

黒田 聖治
KURODA.Seiji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kuroda_seiji

 航空機エンジン、発電用ガスタービンなどで遮熱コーティングが重要

 コーティングは溶射、EB-PVD、拡散など成膜プロセスに依存する特有の構造・組織を呈する

 近年開発された微粉末懸濁液（サスペンション）溶射は新規な組織を形成するが原因は未解明

 TBCの組織形成メカニズムの解明

 皮膜組織と熱・機械特性の熱的安定性の評価

 TBC性能・寿命向上の可能性を検討

・X. Chen et al., J. Thermal Spray Technol., 25 [8](2016),1638-1649. 
・X. Chen et al., J. American Ceramic Soc., 99 [11] (2016) 3546-3555.
・X. Chen et al., Ceramics International, 42 [15] (2016) 16822-16832.

 成膜条件によって多様な組織形成（緻密、縦割れ、

柱状など）

 基材の表面粗度も重要

 プラズマジェット中のYSZ液滴のサイズ、速度の影響

 皮膜組織の熱的安定性の調査

 皮膜組織の最適化技術の確立

 熱・機械的特性の評価と熱サイクル特性の関係解明

⽬的とする
産業応⽤例得られたYSZ⽪膜の表⾯及び断⾯組織例

レーザPIV法によって得られ
たYSZ粒⼦の像と速度分布：
プラズマガス組成の影響

柱状組織形成のモデル：
微粉末はガス流れの影響
で凹部には堆積しにくい

高次塑性加工による高強度高性能材料の創出

設計・創造分野 分野長  

井上 忠信
INOUE.Tadanobu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/inoino/

Keywords: 形質制御，組織・材質制御，数値解析による予測技術

・希少合金元素の枯渇や資源循環型社会の醸成を背景に，合金設計に基づく材料開発から、プロセス

設計に基づく材料開発への転換が求められています。

・単純組成で機械的・機能的性質を向上できる結晶粒微細化に大きな期待が寄せられています。

・塑性と加工, Vol.55-647 (2014), pp.1063-7 doi:10.9773/sosei.55.1063.

・日本機械学会論文集, Vol.82-844 (2016), doi:0.1299/transjsme.16-00246.

・金属加工が一番わかる（しくみ図解），(2010)，技術評論社．

 高強度部材

 塑性加工プロセスによるバルク材の試作

 時代に順応したものづくりプロセスによる高強度高性能

材料の創出

・組織制御では，数値シミュレーションを活用してプロセスパラメータマップを作成します。

・材料の外形と微視組織を同時に制御できる形質制御技術の確立を目指しています。

・発想から実用化までの時間を飛躍的に短縮し、社会の要請に迅速に応えます。

 高ひずみ速度下でのモノづくりプロセスの構築

 リサイクル容易な単純組成の高性能構造材料の開発

 数値解析による材料形状・内部組織・材料特性の一貫

予測技術の確立

組織を制御

組織が作れても材料は創れません．

実験室規模での基礎研究（実験＆数値解析）

初期組織，温度，ひずみ，ひずみ
速度，冷却速度等のプロセスパラ
メータを精緻に制御

組織との関係を構築

鍛造

ひずみ
硬さ

高い

低い 材料を創成

外形状と同時に微視組織

を制御します。

数値解析による予測・援用（色々な塑性加工で試す）

sample

Lower roller

RD

Upper roller

棒圧延（数値解析）
板圧延

実験

数値解析

実用化へ
ニーズを知る努力。何のため
に研究しているかを考えます。

力を受け流す
組織設計

y

x

500 m

Effective strain=1.5
Shear strain=1.3

Effective strain=1.5
Shear strain=0

50 m = 
100 steps

(1.5o≤<5o)

(5o≤<15o)

(15o≤)

ひずみ分布
（数値解析）

粒径分布
（組織解析）

RD

LD

強度： 1800MPa

き裂は荷重方向と直角な方向に進展
10mm押し込んでも全体破壊せず
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開発鋼

脆性的な破壊
0.56mm押込んで破壊

初期ノッチ付き３点曲げ試験の荷重 ー変位線図

破壊設計

設計で使えるデー

タを定量化します。

ノッチ底におけ
る応力分布

初期ノッチ付き3点曲げ
試験の荷重―変位曲線
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サスペンションプラズマ溶射による
遮熱セラミック皮膜(TBC)の組織形成メカニズム

顔
写真

サスペンションプラズマ溶射の原理

Keywords: ガスタービン、耐熱性向上、超合金、ジルコニア、コーティング、サブμm粉末、懸濁液

構造材料研究拠点 特命研究員

黒田 聖治
KURODA.Seiji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kuroda_seiji

 航空機エンジン、発電用ガスタービンなどで遮熱コーティングが重要

 コーティングは溶射、EB-PVD、拡散など成膜プロセスに依存する特有の構造・組織を呈する

 近年開発された微粉末懸濁液（サスペンション）溶射は新規な組織を形成するが原因は未解明

 TBCの組織形成メカニズムの解明

 皮膜組織と熱・機械特性の熱的安定性の評価

 TBC性能・寿命向上の可能性を検討

・X. Chen et al., J. Thermal Spray Technol., 25 [8](2016),1638-1649. 
・X. Chen et al., J. American Ceramic Soc., 99 [11] (2016) 3546-3555.
・X. Chen et al., Ceramics International, 42 [15] (2016) 16822-16832.

 成膜条件によって多様な組織形成（緻密、縦割れ、

柱状など）

 基材の表面粗度も重要

 プラズマジェット中のYSZ液滴のサイズ、速度の影響

 皮膜組織の熱的安定性の調査

 皮膜組織の最適化技術の確立

 熱・機械的特性の評価と熱サイクル特性の関係解明

⽬的とする
産業応⽤例得られたYSZ⽪膜の表⾯及び断⾯組織例

レーザPIV法によって得られ
たYSZ粒⼦の像と速度分布：
プラズマガス組成の影響

柱状組織形成のモデル：
微粉末はガス流れの影響
で凹部には堆積しにくい

高次塑性加工による高強度高性能材料の創出

設計・創造分野 分野長  

井上 忠信
INOUE.Tadanobu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/inoino/

Keywords: 形質制御，組織・材質制御，数値解析による予測技術

・希少合金元素の枯渇や資源循環型社会の醸成を背景に，合金設計に基づく材料開発から、プロセス

設計に基づく材料開発への転換が求められています。

・単純組成で機械的・機能的性質を向上できる結晶粒微細化に大きな期待が寄せられています。

・塑性と加工, Vol.55-647 (2014), pp.1063-7 doi:10.9773/sosei.55.1063.

・日本機械学会論文集, Vol.82-844 (2016), doi:0.1299/transjsme.16-00246.

・金属加工が一番わかる（しくみ図解），(2010)，技術評論社．

 高強度部材

 塑性加工プロセスによるバルク材の試作

 時代に順応したものづくりプロセスによる高強度高性能

材料の創出

・組織制御では，数値シミュレーションを活用してプロセスパラメータマップを作成します。

・材料の外形と微視組織を同時に制御できる形質制御技術の確立を目指しています。

・発想から実用化までの時間を飛躍的に短縮し、社会の要請に迅速に応えます。

 高ひずみ速度下でのモノづくりプロセスの構築

 リサイクル容易な単純組成の高性能構造材料の開発

 数値解析による材料形状・内部組織・材料特性の一貫

予測技術の確立

組織を制御

組織が作れても材料は創れません．

実験室規模での基礎研究（実験＆数値解析）

初期組織，温度，ひずみ，ひずみ
速度，冷却速度等のプロセスパラ
メータを精緻に制御

組織との関係を構築

鍛造

ひずみ
硬さ

高い

低い 材料を創成

外形状と同時に微視組織

を制御します。

数値解析による予測・援用（色々な塑性加工で試す）

sample

Lower roller

RD

Upper roller

棒圧延（数値解析）
板圧延

実験

数値解析

実用化へ
ニーズを知る努力。何のため
に研究しているかを考えます。

力を受け流す
組織設計

y

x

500 m

Effective strain=1.5
Shear strain=1.3

Effective strain=1.5
Shear strain=0

50 m = 
100 steps

(1.5o≤<5o)

(5o≤<15o)

(15o≤)

ひずみ分布
（数値解析）

粒径分布
（組織解析）
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強度： 1800MPa

き裂は荷重方向と直角な方向に進展
10mm押し込んでも全体破壊せず
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金属系構造・機能材料のナノ組織化

Keyword : 加工プロセス、マグネシウム合金、高エントロピー合金、金属間化合物、金属ガラス

設計・創造分野 耐食合金グループ

土谷 浩一
TSUCHIYA.Koichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/corrosion-resistant-alloy/

近年、金属系材料の組織極微細化に関する研究が国際的にも非常に盛んである。特にEqual 
Channel Angular Pressing (ECAP)法やAccumulative Roll Bonding (ARB)法などの新しい加工法を
利用した組織極微細化による構造材料の高強度化の例が報告されている。

金属間化合物、非晶質合金、高エントロピー合金などの金属材料について、高圧ねじり加工（High-

Pressure Torsion）法などによる強加工とナノ構造形成、特異機能発現に関する研究を行っている。

・S. Masuda, K. Tsuchiya, J. Qiang, H. Miyazaki, Y. Nishino, J. App. Phys., 124(2018) 035106. 
・D. A. Basha, R. Sahara, H. Somekawa, J. Rosalie, A, Singh, and K. Tsuchiya, Scripta Mater., 124(2016)169-173.
・J. Qiang, K. Tsuchiya, Scripta Mater., 155(2018) 99-103.

 様々な金属系構造・機能材料について、高圧ねじ

り加工によるナノ構造制御と特異物性の発現

 粉末の固化、加工にも適用可能

 強加工によるナノ構造制御で発現した熱伝導度

低減、熱膨張低減、高耐食性などの特異物性

を熱電材料、医療デバイス材料などへと応用展

開する

高圧ねじり加工 (High-Pressure Torsion)

shear strain:  rN / t
equivalent strain: 

 擬静水圧下（〜5GPa)で試料に大きな剪断ひずみを付与
 金属間化合物、非晶質材料などの難加工材にも適用可能

Fe2VAl熱電材料の熱伝導度低減

 Fe2VAｌは低環境負荷、低コストの熱電材料として有望
 Fe2(V0.95Ta0.05)Alの結晶粒径を66 nmまで微細化
 ＨＰＴ加工中にTaが粒界に偏析する事で873Kでも粗大化を抑制
 結晶粒極微細化により熱伝導率の大幅低減（〜1/2)と性能指数の向上

（ZT=0.3@500K)を達成

マグネシウム合金の結晶粒微細化

 Mg-Zn合金のHPT加工中にMg4Zn7, MgZn2ナノ粒子が動的析出
 粒界ピン止め効果により、結晶粒径140 nmまで微細化・高強度化

高エントロピー合金のナノ構造化

 粗大粒のAl0.3CoCrFeNiを1回転ＨＰＴ加工する事で結晶粒が非常に顕
著に微細化（〜60nm)、硬さが約3倍向上（ 150 Hv→475 Hv）

 ナノ結晶粒内に積層欠陥、ナノ双晶が導入され、粒界からの部分転位の
放出が活発になる事を示唆

Dispersion of magnesium alloy with 
quasicrystal produces very high strength

Microstructure investigations for developing 
novel materials 

Keywords: Microstructure, transmission electron microscopy, light metals, deformation

Alok Singh
Design and Producing Field / Corrosion Resistant Alloy Group
Alok.SINGH@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/Alok_SINGH?locale=en

 Transmission electron microscopy to study structure and microstructure of materials
 Study strengthening and deformation behavior of materials 
 Produce new materials/composites by various processing methods

 Studying the effect of deformation and processing on the microstructure 
 Properties of light alloys - magnesium and aluminum alloys, and intermetallics
 Development of new composites for strength and wear resistance

 Basha et al., Crack propagation along grain boundaries and twins…, Scripta Mater. 142 (2018) 50-54.
 Singh et al., Nucleation of recrystallized magnesium grains…, Scripta Mater. 134 (2017) 80-84.
 Singh, Tailoring microstructure of Mg-Zn-Y alloys…, Science Tech. Adv. Mater. 15 (2014) 044803 1-16.

 Quasicrystal dispersion strengthened magnesium
 Microstructure evolution by plastic deformation
 Deformation and cracking behavior of alloys

 Very strong magnesium alloys were developed
 Mechanism of solute segregation during 

deformation was determined
 Effect of solute segregation on deformation 

behavior was determined

Dislocation structures in a Mg-Y alloy 
produce isotropic strength

Grain boundary segregation during 
deformation of a Mg-alloy is studied

Effect of grain boundary segregation 
on cracking is studied in-situ in TEM
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金属系構造・機能材料のナノ組織化

Keyword : 加工プロセス、マグネシウム合金、高エントロピー合金、金属間化合物、金属ガラス

設計・創造分野 耐食合金グループ

土谷 浩一
TSUCHIYA.Koichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/corrosion-resistant-alloy/

近年、金属系材料の組織極微細化に関する研究が国際的にも非常に盛んである。特にEqual 
Channel Angular Pressing (ECAP)法やAccumulative Roll Bonding (ARB)法などの新しい加工法を
利用した組織極微細化による構造材料の高強度化の例が報告されている。

金属間化合物、非晶質合金、高エントロピー合金などの金属材料について、高圧ねじり加工（High-

Pressure Torsion）法などによる強加工とナノ構造形成、特異機能発現に関する研究を行っている。

・S. Masuda, K. Tsuchiya, J. Qiang, H. Miyazaki, Y. Nishino, J. App. Phys., 124(2018) 035106. 
・D. A. Basha, R. Sahara, H. Somekawa, J. Rosalie, A, Singh, and K. Tsuchiya, Scripta Mater., 124(2016)169-173.
・J. Qiang, K. Tsuchiya, Scripta Mater., 155(2018) 99-103.

 様々な金属系構造・機能材料について、高圧ねじ

り加工によるナノ構造制御と特異物性の発現

 粉末の固化、加工にも適用可能

 強加工によるナノ構造制御で発現した熱伝導度

低減、熱膨張低減、高耐食性などの特異物性

を熱電材料、医療デバイス材料などへと応用展

開する

高圧ねじり加工 (High-Pressure Torsion)

shear strain:  rN / t
equivalent strain: 

 擬静水圧下（〜5GPa)で試料に大きな剪断ひずみを付与
 金属間化合物、非晶質材料などの難加工材にも適用可能

Fe2VAl熱電材料の熱伝導度低減

 Fe2VAｌは低環境負荷、低コストの熱電材料として有望
 Fe2(V0.95Ta0.05)Alの結晶粒径を66 nmまで微細化
 ＨＰＴ加工中にTaが粒界に偏析する事で873Kでも粗大化を抑制
 結晶粒極微細化により熱伝導率の大幅低減（〜1/2)と性能指数の向上

（ZT=0.3@500K)を達成

マグネシウム合金の結晶粒微細化

 Mg-Zn合金のHPT加工中にMg4Zn7, MgZn2ナノ粒子が動的析出
 粒界ピン止め効果により、結晶粒径140 nmまで微細化・高強度化

高エントロピー合金のナノ構造化

 粗大粒のAl0.3CoCrFeNiを1回転ＨＰＴ加工する事で結晶粒が非常に顕
著に微細化（〜60nm)、硬さが約3倍向上（ 150 Hv→475 Hv）

 ナノ結晶粒内に積層欠陥、ナノ双晶が導入され、粒界からの部分転位の
放出が活発になる事を示唆

Dispersion of magnesium alloy with 
quasicrystal produces very high strength

Microstructure investigations for developing 
novel materials 

Keywords: Microstructure, transmission electron microscopy, light metals, deformation

Alok Singh
Design and Producing Field / Corrosion Resistant Alloy Group
Alok.SINGH@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/Alok_SINGH?locale=en

 Transmission electron microscopy to study structure and microstructure of materials
 Study strengthening and deformation behavior of materials 
 Produce new materials/composites by various processing methods

 Studying the effect of deformation and processing on the microstructure 
 Properties of light alloys - magnesium and aluminum alloys, and intermetallics
 Development of new composites for strength and wear resistance

 Basha et al., Crack propagation along grain boundaries and twins…, Scripta Mater. 142 (2018) 50-54.
 Singh et al., Nucleation of recrystallized magnesium grains…, Scripta Mater. 134 (2017) 80-84.
 Singh, Tailoring microstructure of Mg-Zn-Y alloys…, Science Tech. Adv. Mater. 15 (2014) 044803 1-16.

 Quasicrystal dispersion strengthened magnesium
 Microstructure evolution by plastic deformation
 Deformation and cracking behavior of alloys

 Very strong magnesium alloys were developed
 Mechanism of solute segregation during 

deformation was determined
 Effect of solute segregation on deformation 

behavior was determined

Dislocation structures in a Mg-Y alloy 
produce isotropic strength

Grain boundary segregation during 
deformation of a Mg-alloy is studied

Effect of grain boundary segregation 
on cracking is studied in-situ in TEM
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β型チタン合金のヘテロ構造制御

Keywords: 元素偏析、第2相析出、変形モード

設計・創造分野 耐食合金グループ

江村 聡
EMURA.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/emura_satoshi

 軽量高強度高耐食性β型チタン合金は航空機や海洋構造物への広範囲の適用が期待される

 β型チタン合金中のMoやNbといった元素は合金内で不均一に分散（偏析）しやすい

 偏析の解消には余分な工程を必要とし、コスト増の原因となる

 偏析等の元素の不均一分散を逆利用（ヘテロ構造制御）し、高強度高信頼性の両立を目指す

 （例１）強化第２相（ω相）のヘテロ分散析出による硬さの局所分布

 （例２）元素不均一による変形モードの局所分布

・ S. Emura, X. H. Min, S. Ii, K. Tsuchiya: KEY ENG. MATER. 551 (2013) 180-185

・ X. H. Min, K. Tsuzaki, S. Emura and K. Tsuchiya: Mater. Sci. Eng. A 554 (2012) 53-60

・ I. Gutierrez-Urrutia, C. L. Li, S. Emura, X. H. Min, K. Tsuchiya: STAM 17 (2016) 220-228

 偏析を利用して硬さや変形モードの局所分布を達成

 強度-延性バランス、強度-靭性バランス等の向上

 積層圧延による人工的な元素不均一分布の実現

 元素不均一分布による材料特性向上機構の解明

 元素不均一分布の最適化

 より大型の素材の作製

Ti-12mass%Mo合金棒圧延材圧延垂直断面の
渦状のMo偏析（濃淡コントラスト）と強化第2相
（ω相）析出後の局所硬さ分布

渦状偏析（VGS)および層状偏析（PVGS）による
ω相析出後のシャルピー吸収エネルギーの増加

強化第2相(ω相)のヘテロ分散析出 元素不均一による変形モードの局所変化

層状偏析を持つTi-
15Mo-5Zr合金に4%
塑性変形を加えた際
の双晶変形（低強
度・高延性）とすべり
変形（高強度・低延
性）の２つの変形
モードの混在

双晶変形

すべり変形

すべり変形

Ti-10Mo-1Fe合金板とTi-10Mo-3Fe合金板の
積層圧延により人工的に実現したFeの分布構造

100m100m

1 3 10

MoFe

 Alloy design of next-generation structural materials requires the development
of efficient quantitative microstructure characterization techniques.

 2D/3D SEM methods provide unveiled microstructure insights of engineering
materials at a large field of view that allow faster design performance.

 The aim is to develop novel 2D/3D Scanning Electron Microscopy methods
based upon in situ SEM approaches, electron backscattered diffraction (EBSD)
and electron channeling contrast techniques that allows high-through output
microstructure characterization of structural materials.

Ivan Gutierrez-Urrutia
Design and Producing Field / Corrosion Resistant Alloy Group
GUTIERREZURRUTIA.Ivan@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/gutierrezurrutia_ivan

Keywords: 2D/3D microstructure characterization; quantitative electron microscopy

High-throughoutput microstructure 
characterization

 Quantitative microstructure characterization of
deformation structures of bulk metallic materials

 Optimum sample preparation by ion milling-
based techniques

 Future prospects: upgraded EBSD based ECCI
set-up, 3D SEM-ECCI

 SEM manufacturers: Design of high-performance
BSE detectors, EBSD-based ECCI set-ups and
sample stages

 Manufacturers of devices for TEM/SEM sample
preparation

 Characterization Labs of metal manufacturers

 I. Gutierrez-Urrutia, S. Zaefferer and D. Raabe, Scripta Materialia 61 (2009) 737
 I. Gutierrez-Urrutia et al, STAM 17 (2016) 220
 I. Gutierrez-Urrutia, Journal of Microscopy 265 (2017) 51

SEM-Electron Channeling Contrast Imaging 

-Imaging of crystal defects in bulk
metals by conventional SEMs
-Optimum electron channeling
contrast of crystal defect is attained by
calculated Kikuchi Electron Patterns
retrieved from EBSD mapping
-Quantitative characterization of
deformation structures of metallic
materials from macro-to nano scale

Application: Optimization of ion milling settings for crystal defect-free sample preparation 

surf. disl deep disl. Ga+ depth 

2kV-20 pA-10' 5 nm

5kV-240 pA-30' 8 nm

30kV-240 pA-10' 23 nm

Material: 316L stainless steel
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β型チタン合金のヘテロ構造制御
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鉄鋼材料の耐食性向上技術確立

設計・創造分野 耐食鋼グループ

西村 俊弥
NISHIMURA.Tosiyasu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishimura_toshiyasu

Keywords: 鉄鋼材料、腐食、電気化学、さび、センサー

社会インフラ用鉄鋼材料の腐食劣化が深刻となっている。特に、海岸地域や融雪塩散布地域では、

塩分により鉄鋼材料の腐食が著しい。腐食環境因子を定量的に測定し、さらに、高耐食性を有する

鉄鋼材料が求められている。

・T. Nishimura, ISIJ International, 58 No5 (2018), 936-942.

・西村俊弥、土木学会誌、103、(5)（2018）22-23.

・西村俊弥、ふぇらむ、23、（2018）、188-193.

 耐食鋼の高耐食性は暴露試験で実証済みであり、

また、機械的特性も良好である。

 環境センサーは、実橋梁において、「その場測定」を

可能とし、また、長期モニタリング技術を確立した。

腐食環境因子を正確に測定できる技術を電気化学を応用して確立し、環境と鋼材の腐食との関係

を明確にする。さらに本技術を用いて腐食機構を明確にし、耐食性の高い耐食鋼の創製を試みる。

特に、表面に形成される鉄さびの構造設計により高耐食化を達成する。

 高耐食性鉄筋の製造技術を確立し、実橋適用へ

の応用技術を構築する。

 環境センサーの実橋梁への適用実績をさらに増

やしていく中で詳細な技術を構築していく。

（２）塗装鋼の革新的腐食解析
電気化学顕微鏡やマイクロEIS法により塗装
欠陥部からの鉄イオン溶出を解析する。

（３）電気化学センサーによる腐食環境測定
腐食環境因子である塩分、pH、溶存酸素等を正確
に測定できる技術を確立し、鋼材の腐食との関係を
明確にする。
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図 乾湿繰り返し環境における環境因子（塩分CL、
pH、溶存酸素（IO2)）の変化と 鋼材の腐食（電位E、
腐食抵抗Z)との関係

（１）耐食鋼のさび構造設計と耐食性向上
鉄さびの内層部に有効元素（Cr, Si)の濃化層
を形成させ、塩分の透過を阻止する。

鉄鋼材料の耐食性に及ぼす固溶炭素の影響解析
Keywords: 固溶炭素、Fe-33Mn-C合金、不働態化、電気化学

設計・創造分野 耐食鋼グループ

千葉 亜耶
CHIBA.Aya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/chiba_aya

・A. Chiba, M. Koyama, E. Akiyama, T. Nishimura, J. Electrochem. Soc., 165, C19 (2018).

・A. Chiba, A. Nagataki, T. Nishimura, J. Electrochem. Soc., 164, C17 (2017). 

・A. Chiba, I. Muto, Y. Sugawara, N. Hara, Corros. Sci., 106, 25 (2016).

 Fe-33Mn-C合金は、固溶炭素量が多いほど水溶液中

での溶解速度が抑制され、不働態化した。

 Fe-33Mn-1.1C合金のFeとMnの内殻準位（Fe2p3/2、

Mn2p3/2）はFe-33Mn-0C合金と比較して、高結合エ

ネルギー側へ化学シフトした。

 炭素を固溶させることにより鉄鋼材料の耐食性が向

上するメカニズムを解明し、固溶炭素の活用方法を

探索する。

鉄鋼材料は様々な分野で幅広く利用されている金属材料であり、その耐食性を向上させることは重

要である。CrやNiなどの希少金属元素の添加により耐食性は向上するが、資源削減の観点からこれ

ら元素の添加に頼らない高耐食化が必要とされている。

オーステナイト系ステンレス鋼に関しては、炭素を固溶させることで耐食性が向上することが報告さ

れている。しかし、固溶炭素が鉄鋼材料の耐食性を向上させるメカニズムに関しては、十分に理解さ

れていない。そこで、固溶炭素量を変化させたFe-33Mn-C合金を用いて、本合金の溶解速度に及

ぼす固溶炭素の影響を解析する。

Fe-33Mn-C合金（固溶炭素：0、0.3、0.6、0.8、1.1mass%）を用いた固溶炭素の影響解析

固溶炭素による格子定数の増加（図3）

固溶炭素による耐食性の向上 固溶炭素によるFe-33Mn-C合金の溶解速度抑制

固溶炭素による組織や構造の変化 固溶炭素による格子定数の増加およびFe、Mnの内殻準位の化学シフト

固溶炭素0.6mass%以上：合金の不働態化（図1） 図1

図2

固溶炭素：合金の溶解速度抑制（図2）

• Fe-33Mn-C (C: 0、0.3mass%)合金：活性溶解

• Fe-33Mn-C (C: 0.6、0.8、1.1mass%)合金：不働態化

固溶炭素量が多いほど、合金の溶解速度が抑制される

• Fe-33Mn-0.3C合金：ca. 1A/m2 at 0.3V

• Fe-33Mn-1.1C合金：ca. 1×10-2 A/m2 at 0.3V

固溶炭素によるFe、Mnの内殻準位の化学シフト（図4）

• Fe-33Mn-0C合金：3.606Å
• Fe-33Mn-1.1C合金：3.634Å （0.78%増加）

Fe、Mnの価電子：固溶炭素と共有結合に近い結合状態を

有する可能性あり

高エネルギー側へ化学シフト：0.1eV (Fe2p3/2)、0.2eV (Mn2p3/2)

図3 図4a

図4b
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鉄鋼材料の耐食性向上技術確立

設計・創造分野 耐食鋼グループ
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Keywords: 高Mnオーステナイト鋼、低サイクル疲労、εマルテンサイト、制振構造

高Mnオーステナイト鋼やFe-Mn-Si基形状記憶合金が示すFCC（面心立方）構造のγオーステナ

イトから、HCP（最密六方）構造のεマルテンサイトへの相転移を活用

γ／ε二相組織は様々な機能・力学特性の改善に有効

交番変形下で発達するγ／ε二相組織による低サイクル疲労寿命の改善効果を発見

・T. Sawaguchi, et al., Mater. Trans., 57 (2016) 283-293.
・ I. Nikulin, et al., Acta Mater., 105 (2016) 207-218.
・T. Sawaguchi et al., Scripta Mater., 99 (2015) 49-52.

 中低層建物や橋梁など土木構造物にも適用可能

 強度、延性、非磁性、低温靭性、耐食性を兼備

 権利化特許2件

γ／ε二相組織による優れた疲労耐久性を制振ダンパー鋼材の成分設計に活用

弾塑性変形により地震エネルギーを吸収し、建物本体の損傷を低減させる制振ダンパーの疲労寿

命を大幅に改善して、大地震に繰り返し耐える耐疲労制振ダンパーを開発

 製造技術システムのさらなる高度化による普及

拡大

 用途に応じた合金設計と精度良い性能予測指

針の確立

引張誘起ε（青）と圧縮誘起ε（茶）の形
成と、変形反転によるγへの逆変態が可
逆的に生じる。

3d遷移金属元素、卑金属・半金属元素、
侵入型元素で相安定性や原子－欠陥相互
作用を制御

従来比約10倍の低サイクル疲
労 寿 命 を 示 す Fe-15Mn-
10Cr-8Ni-4Si合金（wt%）

2014年、超高層ビルの耐
疲労制振ダンパーとして
実用化

相安定性と様々な塑性変形
メカニズムの制御による耐疲
労設計

γ／ε二相変形組織がき裂
進展を遅延させる耐疲労メカ
ニズム

発泡性耐火コーティング

コーティング無し

Keywords: 難燃剤，木材，珪酸ナトリウム

設計・創造分野 振動制御材料グループ

高森 晋
TAKAMORI.Susumu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takamori_susumu

国内での木材資源が十分にあることから、その利用が推進されている

建築物の火災などに対する安全性がさらに求められている

木材の難燃化に注目が集まっている

木材用の遮熱性コーティング材料の開発

通常は薄いが火災時に発泡する材料の開発

 コーンカロリー試験によるコーティングの評価

・S. P. Kumar, S. Takamori, H. Araki, S. Kuroda, RSC Advances 2015, 5, 34109–34116

 珪酸ナトリウムによる木材の難然化効果を確認

 添加剤の利用により難燃基準を達成した

 各種粘土鉱物添加による発泡特性を調査した

 さらなる耐火性能の向上

 発泡体の高温での形状維持

 湿気に弱く，耐水性を持たせる必要がある
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コーンカロリー試験による総発熱量変化
・木材表面に珪酸ナトリウム溶液を施すことに
よって燃焼による発熱が抑えられる。
珪酸ナトリウムに粘土鉱物を添加することにより
総発熱量がさらに小さくなり難燃基準を満たす
結果が得られた。

コーンカロリー試験による耐火性能評価
・木材表面に珪酸ナトリウム溶液を施し表面を
50kW/m2のエネルギーで加熱する。
熱によりコーティングが発泡し断熱材として働き
燃焼を抑制する。

コーティング有り

発泡体のCT画像例
・一定の厚さを持った
ポーラス体がドームを
形成している。
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高性能Ni基単結晶超合金の開発

設計・創造分野分野 超耐熱材料グループ
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Keywords: Ni基超合金、高温クリープ、熱疲労、耐酸化性

航空用ジェットエンジンや発電用ガスタービンの効率向上のためには燃焼ガス温度の向上が必須で

あり、そのために、タービン材料の耐用温度の向上が求められています。当機構ではタービン翼材料

として多くのNi基単結晶超合金を開発しています。

・K. Kawagishi et al., Superalloys 2012, pp. 189-195, 2012.
・K. Kawagishi et al., Proceedings of 9th Liège Conference on materials for Advanced Power Engineering, pp. 761-766, 2010.

 開発合金の一つは英Rolls-Royce社のTrent1000

エンジン部材に採用され、ボーイング787に搭載さ

れています。

 登録特許11件。

本研究における狙いやポイントを、従来技術における課題等を含めて、企業の方に分かりやすいジェ

ットエンジン用先進単結晶超合金、発電ガスタービン用低コスト単結晶超合金など、用途に応じて適

切な材料設計を行い、開発合金の実用化に向けて特性評価を行いました。

 製造コスト抑制のための鋳造性向上

 補修技術の向上

 材料コスト抑制のためのリサイクル技術の開発

高温酸化特性とクリープ強度特性に優れた
第6世代Ni基単結晶超合金の開発

(K. Kawagishi et al., Superalloys 2012, pp. 189-195, 
2012)

熱疲労特性とクリープ強度特性に優れた低コストNi基
単結晶超合金の開発

（川岸ら、日本金属学会講演大会、2012年9月）

Photo

 複数回の巨大地震に対しメンテナンスフリーで運用が可能な制振ダンパー用合金の需要

 応力誘起マルテンサイト変態に起因する優れた疲労特性を発現する新合金の開発

 三次元的な塑性変形組織の発達と、それが疲労破壊過程に与える影響

新しい耐疲労合金の創製を目指した
３D疲労破壊メカニズム解明

Keywords: 疲労破壊、塑性変形組織、フラクトグラフィ、放射光CT

設計・創造分野 振動制御材料グループ

吉中 奎貴
YOSHINAKA.Fumiyoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshinaka_fumiyoshi

 疲労破壊メカニズムを内部組織の変形・変態挙動から解明

 フラクトグラフィや放射光CT技術による疲労破壊過程及び組織の影響の三次元的調査

 疲労破壊メカニズムの理解に基づく効率的・効果的な材料開発

 塑性変形組織を伴う疲労寿命改善

 3Dフラクトグラフィによる疲労メカニズム調査

 放射光技術による疲労き裂と組織の三次元・非

破壊・高分解能可視化

 局所的な材料組織とき裂挙動との関係の解明

 塑性変形組織を利用した疲労特性改善メカニ

ズムの種々の材料に対する適用

 疲労破壊過程の三次元的解明手法の確立

制振ダンパー用新合金（★）と従来材料のε-N特性
の比較。従来比10倍程度の疲労寿命を達成。

大型放射光施設SPring-8を用いた、放射光ナノ
CTによるTi合金内部のき裂と材料組織の3次元非
破壊観察（左：観察系、右：観察像） 。

→今後、新合金を含む鉄系材料への適用。

疲労破面の三次元観察像（左：全体像、右：高倍
像）。方位関係とのマッチングによるき裂経路推定。

疲労サイクル中の負荷方向の反転に応じて可逆
的な応力誘起γ↔ε変態が生じる（左）。右はγ相
(FCC)とε相(HCP)の方位関係。

制振ダンパー用新合金：Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si
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 T. Sawaguchi, et al., Mater Trans, 57 (2016) 283—293.
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10-2

10-3

101 102 103 104 105 106

Number of cycles to failure Nf [cycles]

To
ta

l s
tra

in
 am

pl
itu

de
 Δ
ε t 

/ 2

: Fe-15Mn-10Cr-8Ni-4Si

: SUS304

: LY225

: LY100

 T. Sawaguchi, et al., Mater Trans, 57 (2016) 283—293.
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－ 193－

構
造
材
料



大型部品用新TiAl合金

設計・創造分野 超耐熱材料グループ

鉄井 利光
TETSUI.Toshimitsu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tetsui_toshimitsu

Keywords: 軽量耐熱合金、ジェットエンジン、発電タービン、鍛造

各種輸送機器、発電設備などの機動性向上、CO2排出量削減

近年実用化された軽量耐熱新合金のTiAl合金の利用拡大

熱間鍛造法適用によるTiAl合金部品の大型化

・T. Tetsui, T. Kobayashi, H. Harada, Intermetallics 31 (2012) 274-281.
・T. Tetsui, H. Harada, Journal of Materials Processing Technology, 213 (2013) 752– 758.

 各種大型動翼（800℃程度）

 各種軽量耐熱構造部品（800℃程度）

 Ni基鍛造超合金の代替化

熱間鍛造性と高温強度に優れた新TiAl合金の開発

溶解、鍛造、成形加工等での大型部品製造プロセスの開発

大型部品試作による検証

 用途に応じた成分の改良

 使用環境を想定した各種材料データの取得

 実機部材の製造性評価

従来のTiAl合金部品

1.0m

開発TiAl合金部材の例-2

開発合金 従来合金

引張強度の比較

鍛造性とミクロ組織の比較

大型インゴット製造用ルツボ

試作大型インゴット（145kg)

熱間鍛造の状況

開発TiAl合金部材の例-1

Photo

航空機エンジン用超耐熱材料の開発

設計・創造分野 超耐熱材料グループ

長田 俊郎
OSADA.Toshio@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/osada_toshio?locale=ja

Keywords: 自己治癒セラミックス、Ni-Co基超合金、タービン翼、タービンディスク

 航空機市場への挑戦のためには、CO2排出を大幅に低減するエンジン開発と要素技術開発が必須。

 タービン翼・ディスクの軽量・高温・無冷却化に資する純国産超耐熱材料の提案が急務。

 NIMSが今後も世界をリードしていくために、Ni基超合金開発に加え、新たな超耐熱材料を開拓する。

・ 自己治癒セラミックス： 例えば、 T. Osada et al, Scientific Reports. 7 (2017) 17853-1
・ 強度のばらつき：例えば、S. Ozaki, T. Osada et al. Journal of the American Ceramic Society, 101 (2018) 3191
・ 超合金の強化機構：例えば、T. Osada et al., Acta Materialia, 61, (2013) 1820-1829

 高度な安全性が要求されるタービン動翼等の回転部

材に自己治癒セラミックスを展開。

 Ni-Co基超合金（TMW合金、TMP合金）はガスタービン

及び航空機エンジン高圧タービンディスクへの実用化。

 「自己治癒セラミックス」および「Ni-Co基超合金」という新規設計概念により純国産材を創製する。

 人の骨と同じ“自己治癒”機能の設計・付与により、セラミックスの“脆さ”の克服に挑戦します。

 NIMS発国産合金であるNi-Co基超合金の組織形成・特性発現メカニズムを解明いたします。

 提案する組織・特性・自己治癒予測手法を活用し、新材料の実用化を支援・推進します。

顔
写真

 自己治癒性と破壊靭性値を両立した組織設計が必要。

 計算技術との連携による実用化の加速化を推進。

 産・学・官の連携によるデータベース取得の必要性大。

■⾼速でき裂が完治する⾃⼰治癒セラミックスの開発
~⾻の治癒がヒントに ! フライト中にヒビを治す航空機エンジン⽤部材の実現へ⼤きな⼀歩~

■タービンディスク⽤Ni‐Co基超合⾦の設計 ■強度予測プログラムの開発

鍛造ディスク

ミクロ組織
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情
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OUTPUT:
⾼温0.2％耐⼒ 等

粒径＝試験⽚サイズ
脆性破壊
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ジェットエンジン用高温材料の開発

設計・創造分野 超耐熱材料グループ

池田 亜矢子
IKEDA.Ayako@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/superalloys-and-high-temperature-materials/

Keywords: 状態図、コンビナトリアル手法、Ni-Co基合金、TiAl、三次元積層造形

 より高温に耐えうるジェットエンジン用ディスク材の需要の高まり

 短期間での材料開発の必要性

 TiAl材の導入によるエンジンの軽量化

・M. Todai et al. , Effect of building direction on the microstructure and tensile properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy 
additively manufactured by electron beam melting, Additive Manufacturing 13 (2017) 61-70.
・K. Cho et al. , Influence of unique layered microstructure on fatigue properties of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloys fabricated 
by electron beam melting, Intermetallics 95 (2018) 1-10.

 航空機用ジェットエンジン用高温部材

 熱力学データベースの拡充

 機械特性および酸化特性スクリーニング

 3D-EBM材の微細組織予測

 耐用温度800℃の粉末ディスク材の開発

 バルク組成傾斜試料を用いたコンビナトリアル手法による高効率な材料探索

 鋳造での欠点を克服できる三次元積層造形（3D-EBM）法によるTiAl部材の製造プロセスの開発

顔
写真

 バルク材から粉末材への展開

 3D-EBM法の製造コスト

拡散対を⽤いた四元状態図の作成
（ディスク材⽤ Ni‐Co‐Ti‐Al）

Al Ka

Ti Ka

Co Ka

Ni Ka

3D‐EBM法によるTiAl部材の製造プロセス開発

複雑な拡散対を作製し、組
成傾斜を導⼊。

組成マッピング上の組成を正四⾯体上にプロットすることに
よって相の組成域を簡便に知ることができる。

3D‐EBM法はるつぼと反応
しやすく、酸化しやすく、
機械加⼯が難しいTiAl合⾦部
材の製造に適している。3D‐
EBM法によって作製された
TiAl合⾦は特徴的な微細組織
を持ち、これによって優れ
た室温延性を備えている。 3D‐EBM法で作製され

たTiAl合⾦の微細組織

マーカーの導⼊に
よる溶融池の観
察。サイズだけで
なく、溶けた粉末
の輸送経路も分か
る。

有限要素法を⽤いたプロセ
ス中の伝熱解析によって、
溶融深さや微細組織の予測
が可能。

温度分布

元素分布

元素分布 四元状態図
プロット

反射電⼦像

拡散対概略図

結晶粒界制御による軽金属材料の高性能化

顔
写真

シャルピー衝撃値の上昇

Keywords: マグネシウム、材料プロセス、元素機能、結晶粒界

設計・創造分野 軽金属材料創製グループ

染川 英俊
SOMEKAWA.Hidetoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/somekawa_hidetoshi

 マグネシウムは、軽量さと地球埋蔵量の豊富さから、次世代の軽量金属材料として注目

 使用時における安全性・信頼性確保の観点から、壊れにくい、変形しやすい素材創製が

急務な課題

 結晶粒サイズ微細化と溶質元素添加は、従来冶金学に基づく広く認知された手法

 結晶粒微細化にともない、増加する結晶粒界体積を制御因子として活用

 結晶粒界制御と微量溶質元素添加による力学特性の革新化に挑戦

・H. Somekawa et al., Sci Rep 8 (2018) 656.
・H. Somekawa et al., Mater Trans 58 (2017) 1089. 
・H. Somekawa et al., Mater Sci Eng A612 (2014) 172.

 金属材料の元素戦略に基づく

力学特性vs.添加溶質元素機能の理解

 粒界工学を活用した新規特性の発現

 最適添加濃度と結晶粒サイズの相関性の理解

 均質な内部微細組織を示す素材の大型化

 二次成形・加工時の高速化と低温化

粒界偏析 平衡粒界

亜粒界高密度化によるMg合金の靱性改善例

亜粒界化

材料プロセスによる結晶粒界制御例

粒界構造制御によるMg合金の変形能改善例

6秒

高速変形

従来材 開発材

蛇腹変形

開発材
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高性能マグネシウム合金の開発

設計・創造分野 軽金属材料創製グループ

小川 由希子
OGAWA.Yukiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ogawa_yukiko?locale=ja

Keywords: マグネシウム合金, 相変態, 形状記憶

 エネルギー・環境問題解決の一策として、製品の大部分を占める材料の軽量化が求められている。

 実用金属の中で最軽量であるMgは次世代材料として注目されているが、冷間加工性に乏しい。

 このMgの難加工性は、Mgの持つ異方性の高い結晶構造(hcp構造)に由来する。

1) D. Ando et al., Mater. Lett. 161 (2015) 5.  2) Y. Ogawa et al., Mater. Sci. Eng. A 670 (2016) 335. 
3) Y. Ogawa et al., J. Japan Inst. Met. 80 (2016) 171.  4) Y. Ogawa et al., Scripta Mater. 128 (2016) 27. 
5) 日本マグネシウム協会編, マグネシウム技術便覧,  カロス出版 (2000).  
6) 日本金属学会編, 金属データブック 改訂4版, 丸善 (2004).  7) Y. Ogawa et al., Science 353 (2016) 368.

 「打ち上げコストの低減」
軽量, 形状記憶 ⇒ 宇宙材料
具体例: 人工衛星フレーム, ロケット振動吸収部材

 「人に優しい医療を実現」
形状記憶, Mgの持つ生分解性 ⇒ 医療材料
具体例: ステント材料

 Mg合金が有する低延性の主要因である変形異方性を根本から解決。

 構造変態を利用し、組織から特性を制御する。

 これまでにない機能性を付与することで、新たな応用先を開拓する。

 更なる高強度化

 形状記憶発現温度域の最適化

 Sc添加量の低減
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実用軽量合金に匹敵、凌駕する高強度・高延性化1)-4)

Mg合金では世界初となる形状記憶特性の付与7)

MgにScを添加し、

hcp/bcc相変態を利用

原子は手を繋いだまま構造変化
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耐水素脆化特性に優れた超高強度鋼の開発

設計・創造分野 塑性加工プロセスグループ

木村 勇次
KIMURA.Yuuji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kimura_yuuji

Keywords: 低合金鋼、強度、耐水素脆化特性

次世代の新鋼構造物の実現やCO2排出量削減を目指した自動車等のさらなる軽量化の観点から

1.5 GPa超級高強度鋼およびその部材の開発への期待が高まっている。
 しかしながら、超高強度鋼では耐水素脆化特性が低いことから、その実用化が妨げられてきた。

・Y. Kimura, T. Inoue, F. Yin, K. Tsuzaki： Science, 320, (2008),1057-1060．
・Y. Kimura, T. Inoue, E. Akiyama：Mater. Sci. Eng. A, 703 (2017), 503–512.
・Y. Kimura, T. Inoue, T. Nakada, M. Fukuda: Trans. JSME, 84 (2018), DOI:10.1299/transjsme.17-00493.

 土木建築、建機、自動車分野等における超高強度

棒鋼材としての適用が可能

 耐水素脆化特性に優れたボルトなどの超高強度部品

フェールセーフ設計思想”に基づいて、材料の一部が破損・破壊しても破断しにくい超高強度低合

金鋼の組織設計指針を確立する。

低合金鋼の加工熱処理により耐水素脆化特性に優れた超高強度鋼を実現する。

 開発鋼材の大型化プロセス開発

 量産プロセスの開発
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ナノ～ミクロの階層的組織制御で1.8 GPaの超高強度で 低合金鋼の耐水素脆化特性を大幅に向上

開発鋼（FS)と従来鋼（QT)の耐水素脆化特性
(拡散性水素量と切欠引張強さの関係)

開発鋼（FS)の超微細繊維状結晶粒組織
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高性能マグネシウム合金の開発

設計・創造分野 軽金属材料創製グループ

小川 由希子
OGAWA.Yukiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ogawa_yukiko?locale=ja

Keywords: マグネシウム合金, 相変態, 形状記憶

 エネルギー・環境問題解決の一策として、製品の大部分を占める材料の軽量化が求められている。

 実用金属の中で最軽量であるMgは次世代材料として注目されているが、冷間加工性に乏しい。

 このMgの難加工性は、Mgの持つ異方性の高い結晶構造(hcp構造)に由来する。

1) D. Ando et al., Mater. Lett. 161 (2015) 5.  2) Y. Ogawa et al., Mater. Sci. Eng. A 670 (2016) 335. 
3) Y. Ogawa et al., J. Japan Inst. Met. 80 (2016) 171.  4) Y. Ogawa et al., Scripta Mater. 128 (2016) 27. 
5) 日本マグネシウム協会編, マグネシウム技術便覧,  カロス出版 (2000).  
6) 日本金属学会編, 金属データブック 改訂4版, 丸善 (2004).  7) Y. Ogawa et al., Science 353 (2016) 368.

 「打ち上げコストの低減」
軽量, 形状記憶 ⇒ 宇宙材料
具体例: 人工衛星フレーム, ロケット振動吸収部材

 「人に優しい医療を実現」
形状記憶, Mgの持つ生分解性 ⇒ 医療材料
具体例: ステント材料

 Mg合金が有する低延性の主要因である変形異方性を根本から解決。

 構造変態を利用し、組織から特性を制御する。

 これまでにない機能性を付与することで、新たな応用先を開拓する。

 更なる高強度化

 形状記憶発現温度域の最適化

 Sc添加量の低減

MAX: 26.1 MAX: 2.8

Mg-Sc
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底面集合組織 ランダム配向
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熱 処 理 温 度 に よ っ て 組 織 が 多 様 に 変 化
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実用軽量合金に匹敵、凌駕する高強度・高延性化1)-4)

Mg合金では世界初となる形状記憶特性の付与7)

MgにScを添加し、

hcp/bcc相変態を利用

原子は手を繋いだまま構造変化
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耐水素脆化特性に優れた超高強度鋼の開発

設計・創造分野 塑性加工プロセスグループ

木村 勇次
KIMURA.Yuuji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kimura_yuuji

Keywords: 低合金鋼、強度、耐水素脆化特性

次世代の新鋼構造物の実現やCO2排出量削減を目指した自動車等のさらなる軽量化の観点から

1.5 GPa超級高強度鋼およびその部材の開発への期待が高まっている。
 しかしながら、超高強度鋼では耐水素脆化特性が低いことから、その実用化が妨げられてきた。

・Y. Kimura, T. Inoue, F. Yin, K. Tsuzaki： Science, 320, (2008),1057-1060．
・Y. Kimura, T. Inoue, E. Akiyama：Mater. Sci. Eng. A, 703 (2017), 503–512.
・Y. Kimura, T. Inoue, T. Nakada, M. Fukuda: Trans. JSME, 84 (2018), DOI:10.1299/transjsme.17-00493.

 土木建築、建機、自動車分野等における超高強度

棒鋼材としての適用が可能

 耐水素脆化特性に優れたボルトなどの超高強度部品

フェールセーフ設計思想”に基づいて、材料の一部が破損・破壊しても破断しにくい超高強度低合

金鋼の組織設計指針を確立する。

低合金鋼の加工熱処理により耐水素脆化特性に優れた超高強度鋼を実現する。

 開発鋼材の大型化プロセス開発

 量産プロセスの開発
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ナノ～ミクロの階層的組織制御で1.8 GPaの超高強度で 低合金鋼の耐水素脆化特性を大幅に向上

開発鋼（FS)と従来鋼（QT)の耐水素脆化特性
(拡散性水素量と切欠引張強さの関係)

開発鋼（FS)の超微細繊維状結晶粒組織
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塑性加工プロセスとメゾスケール複合金属材料

硬度の異なる鋼をサンドイッチ状に積層し、加熱し
た上でアンビルにより圧縮することにより一体化す
る。日本刀に見られるサンドイッチ型構造を有する
サンプルを得ることができる。

Keywords: 力学特性、メゾスケール組織制御、集合組織、相変態、鉄鋼材料

設計・創造分野 塑性加工プロセスグループ

上路 林太郎

 鋼板における技術開発は急速に進んでいる。

 高強度や成形性な要求される特性はさらにハイスペック化している。

 金属素形材製造のための、従来の延長線上にはない塑性加工プロセスが必要である。

 従来の加工熱処理プロセスでは制御が難しいメゾ（サブミリ）スケールの積極利用を目指す。

 日本刀のようなサンドイッチ構造を素形材（鋼板）に作りこむ塑性加工プロセスを考える。

 メゾスケール組織制御の最適化指針を見出す。

・上路林太郎、井上忠信 日本刀型鋼板における層構成が及ぼす引張変形特性への影響 塑性と加工 58（2017) 323-329

・R.Ueji, H.Qiu, T.Inoue, Strength and Ductility at High-speed Tensile deformation of Low-carbon steel with Ultrafine Grains, 
Materials Transactions, 58(2017) 1487-1492. 

 日本刀に見られるサンドイッチ型構造を有する小

型サンプルの試作方法を確立した。

 メゾ（サブミリ）スケールにおける構造最適化指針

を取得している。

 大型材に適用可能な製造方法の確立

 種々の金属材料への適用性

 強度・延性以外の力学特性指標による差別化

日本刀型複合金属材料の光学顕微鏡観察結果
の例。硬質層、軟質層の組み合わせ方や体積率
を任意に変えることができる。系統的な力学特性
測定により、特性を最適化するための構造設計指
針（例：表面は硬質、軟質どちらが良いか）を取得
している。

UEJI.Rintaro@nims.go.jp  |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/ueji_rintaro 

鉄鋼材料の破壊特性の微視的評価

デジタルイメージ相関性法（Digital
Image Correlation）は新しく開発した
光学的表面変形測定手法である。
その手法はコンピューター技術に基
づいた非接触計測技術である。その
手法を用いて材料内部および表面
き裂を検出でき、表面の変形特性を
評価できる。3次元ひずみ計測仕組
みを示す。

Keywords: ひずみ分布、応力分布、破壊、き裂パース

設計・創造分野 塑性加工プロセスグループ

邱 海
QIU.Hai@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/qiu_hai

 輸送機の軽量化や次世代構造物の実現のため、強くて壊れにくい強靭な鋼材の需要が拡大する

 破壊メカニズムの解明は材料創製に指針を提供する

 破壊特性への微視的評価は組織依存性の解明には必須である

 ひずみと変位の局所的評価法を確立する

 その評価法にて鋼材のマクロとミクロ変形を評価する

 高強度・高靱性鋼材の創製に指針を提供する

・H. Qiu, C. D. Wang, T. Nakamura, T. Inoue, 溶接学会論文集，35(2017) 154-159

・R. Ueji, H. Qiu, T. Inoue, Mater. Trans., 58(2017) 1487-1492 

・H. Qiu, L. N. Wang, C. D. Wang, T. Nakamura, T. Inoue, Mater. Trans., 59(2018) 380-385

 DIC法にてひずみと応力を微視的に計測できる。

 マクロとミクロの計測結果から破壊特性を明らかにする。

 組織と破壊特性との関係を解明する。

 破壊特性の微視的評価により破壊機構や組織の依存

性を解明し、強靭性鋼材の開発に指針を提供する。

Θ=26

左の図の手法により、上図の引張曲線の(a)、（c）、(e)と(h)点のxとy方向
のひずみ分布を計測した。

(a) point (c) point

(e) point (h) point

溶接継手 溶接継手の引張試験
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塑性加工プロセスとメゾスケール複合金属材料

硬度の異なる鋼をサンドイッチ状に積層し、加熱し
た上でアンビルにより圧縮することにより一体化す
る。日本刀に見られるサンドイッチ型構造を有する
サンプルを得ることができる。

Keywords: 力学特性、メゾスケール組織制御、集合組織、相変態、鉄鋼材料

設計・創造分野 塑性加工プロセスグループ

上路 林太郎

 鋼板における技術開発は急速に進んでいる。

 高強度や成形性な要求される特性はさらにハイスペック化している。

 金属素形材製造のための、従来の延長線上にはない塑性加工プロセスが必要である。

 従来の加工熱処理プロセスでは制御が難しいメゾ（サブミリ）スケールの積極利用を目指す。

 日本刀のようなサンドイッチ構造を素形材（鋼板）に作りこむ塑性加工プロセスを考える。

 メゾスケール組織制御の最適化指針を見出す。

・上路林太郎、井上忠信 日本刀型鋼板における層構成が及ぼす引張変形特性への影響 塑性と加工 58（2017) 323-329

・R.Ueji, H.Qiu, T.Inoue, Strength and Ductility at High-speed Tensile deformation of Low-carbon steel with Ultrafine Grains, 
Materials Transactions, 58(2017) 1487-1492. 

 日本刀に見られるサンドイッチ型構造を有する小

型サンプルの試作方法を確立した。

 メゾ（サブミリ）スケールにおける構造最適化指針

を取得している。

 大型材に適用可能な製造方法の確立

 種々の金属材料への適用性

 強度・延性以外の力学特性指標による差別化

日本刀型複合金属材料の光学顕微鏡観察結果
の例。硬質層、軟質層の組み合わせ方や体積率
を任意に変えることができる。系統的な力学特性
測定により、特性を最適化するための構造設計指
針（例：表面は硬質、軟質どちらが良いか）を取得
している。

UEJI.Rintaro@nims.go.jp  |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/ueji_rintaro 

鉄鋼材料の破壊特性の微視的評価

デジタルイメージ相関性法（Digital
Image Correlation）は新しく開発した
光学的表面変形測定手法である。
その手法はコンピューター技術に基
づいた非接触計測技術である。その
手法を用いて材料内部および表面
き裂を検出でき、表面の変形特性を
評価できる。3次元ひずみ計測仕組
みを示す。

Keywords: ひずみ分布、応力分布、破壊、き裂パース
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 輸送機の軽量化や次世代構造物の実現のため、強くて壊れにくい強靭な鋼材の需要が拡大する

 破壊メカニズムの解明は材料創製に指針を提供する

 破壊特性への微視的評価は組織依存性の解明には必須である

 ひずみと変位の局所的評価法を確立する

 その評価法にて鋼材のマクロとミクロ変形を評価する

 高強度・高靱性鋼材の創製に指針を提供する

・H. Qiu, C. D. Wang, T. Nakamura, T. Inoue, 溶接学会論文集，35(2017) 154-159
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・H. Qiu, L. N. Wang, C. D. Wang, T. Nakamura, T. Inoue, Mater. Trans., 59(2018) 380-385

 DIC法にてひずみと応力を微視的に計測できる。

 マクロとミクロの計測結果から破壊特性を明らかにする。

 組織と破壊特性との関係を解明する。

 破壊特性の微視的評価により破壊機構や組織の依存

性を解明し、強靭性鋼材の開発に指針を提供する。
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左の図の手法により、上図の引張曲線の(a)、（c）、(e)と(h)点のxとy方向
のひずみ分布を計測した。

(a) point (c) point

(e) point (h) point

溶接継手 溶接継手の引張試験
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CALPHAD法による鉄鋼材料の粒界偏析計算

図1 Hillertの粒界相モデルと偏析濃度の計算

Keywords: 計算状態図，相変態と組織形成，粒界偏析，複合偏析，鉄鋼MOP

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

大沼 郁雄
OHNUMA.Ikuo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/computational-structural/

鉄鋼材料の相変態と組織形成に及ぼす定量的粒界偏析の重要性

 3D-APTやμカロリメータEDSによる粒界偏析定量化実験の進展と粒界偏析計算手法開発の要望

鉄鋼MOPによるオープンイノベーションの推進

 Hillertの粒界相モデルによる多元系鉄鋼材料における添加元素の粒界偏析計算

 Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Si, Ti, B, C, N, O, P, S等の添加元素（最大5元素）の複合偏析を計算

結晶粒径（結晶粒界の体積分率）を考慮した粒界偏析の計算

 CALPHAD法による鉄鋼材料中5元素の複合偏析計算

 結晶粒径の微細化により粒界偏析濃度が低下する

 NbとTiの複合偏析によりBの偏析濃度が上昇する

 鉄鋼MOPによる企業との共同研究

 μカロリメータEDSによる粒界偏析濃度定量化の検証

 3D-APTによる粒界複合偏析実験と計算結果の検証

図3 Bの粒界偏析濃度に及ぼす添加元素の影響 図4 Bの粒界偏析濃度に及ぼす粒界体積分率の影響

図2 αFeとγFeにおけるB, C, N, PおよびSの粒界偏析

BCC-Feにおける原子間相互作用の第一原理計算

推奨：HGPゴシックM 7ポイント

Keywords: 侵入型原子、置換型原子、マルテンサイト、化学結合、歪みエネルギー

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

大塚 秀幸
OHTSUKA.Hideyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohtsuka_hideyuki/

 鉄鋼材料において元素機能を解明し、元素を最大限に活用することは非常に重要である。

 元素機能の解明に第一原理計算を利用することにより、より根本的な原理を解明できる。

 一例として学会・産業界において長年の課題であるFe-Cマルテンサイトの軸比について研究した。

 軸比発現のメカニズムを研究し、長年議論されてきたマルテンサイトの未解決問題を解明する。

 鉄鋼材料における原子間相互作用の観点から第一原理計算により軸比について理解する。

 特に化学結合に着目して原子間相互作用の原理を解析する。

・大塚秀幸,V.A.Dinh,大野隆央,津崎兼彰,他4名, 鉄と鋼 100(2014), 1329-1338. (2016年日本鉄鋼協会俵論文賞）

・H.Ohtsuka,V.A. Dinh,T.Ohno,K.Tsuzaki,K.Tsuchiya,R.Sahara,H.Kitazawa,T.Nakamura, ISIJ Int., 55(2015), 2483-2491. 

・大塚秀幸, ふぇらむ, 21(2016), 656-658.

 炭素原子はO-siteに存在しFe-C-Feペアが平行

になると軸比が発現する。

 C-C間距離が短いと反結合性により化学的

エネルギーが高くなる。

 すべての原子間相互作用を化学的エネルギーと

歪みエネルギーで理解する。

 炭素のクラスタ形成メカニズムを解明する。

 原子間結合性から原子間の結合力を求める。

形成エンタルピーは化学的なもの
と歪みエネルギーの和で表される
と考える。
C-C間距離が短い場合は化学的
エネルギー・歪みエネルギー両方
高く、形成エンタルピーは高い。
化学的エネルギーが高い理由は
C-C間の反結合性である。
C-C間距離が長い場合は化学的
エネルギー・歪みエネルギー両方
低く、形成エンタルピーは低い。

形成エンタルピーとC-C間距離の関係
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CALPHAD法による鉄鋼材料の粒界偏析計算

図1 Hillertの粒界相モデルと偏析濃度の計算

Keywords: 計算状態図，相変態と組織形成，粒界偏析，複合偏析，鉄鋼MOP

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

大沼 郁雄
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 Cr, Cu, Mn, Mo, Nb, Si, Ti, B, C, N, O, P, S等の添加元素（最大5元素）の複合偏析を計算

結晶粒径（結晶粒界の体積分率）を考慮した粒界偏析の計算

 CALPHAD法による鉄鋼材料中5元素の複合偏析計算

 結晶粒径の微細化により粒界偏析濃度が低下する

 NbとTiの複合偏析によりBの偏析濃度が上昇する

 鉄鋼MOPによる企業との共同研究

 μカロリメータEDSによる粒界偏析濃度定量化の検証

 3D-APTによる粒界複合偏析実験と計算結果の検証

図3 Bの粒界偏析濃度に及ぼす添加元素の影響 図4 Bの粒界偏析濃度に及ぼす粒界体積分率の影響
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Keywords: 侵入型原子、置換型原子、マルテンサイト、化学結合、歪みエネルギー

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

大塚 秀幸
OHTSUKA.Hideyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ohtsuka_hideyuki/

 鉄鋼材料において元素機能を解明し、元素を最大限に活用することは非常に重要である。

 元素機能の解明に第一原理計算を利用することにより、より根本的な原理を解明できる。

 一例として学会・産業界において長年の課題であるFe-Cマルテンサイトの軸比について研究した。

 軸比発現のメカニズムを研究し、長年議論されてきたマルテンサイトの未解決問題を解明する。

 鉄鋼材料における原子間相互作用の観点から第一原理計算により軸比について理解する。

 特に化学結合に着目して原子間相互作用の原理を解析する。

・大塚秀幸,V.A.Dinh,大野隆央,津崎兼彰,他4名, 鉄と鋼 100(2014), 1329-1338. (2016年日本鉄鋼協会俵論文賞）

・H.Ohtsuka,V.A. Dinh,T.Ohno,K.Tsuzaki,K.Tsuchiya,R.Sahara,H.Kitazawa,T.Nakamura, ISIJ Int., 55(2015), 2483-2491. 

・大塚秀幸, ふぇらむ, 21(2016), 656-658.

 炭素原子はO-siteに存在しFe-C-Feペアが平行

になると軸比が発現する。

 C-C間距離が短いと反結合性により化学的

エネルギーが高くなる。

 すべての原子間相互作用を化学的エネルギーと

歪みエネルギーで理解する。

 炭素のクラスタ形成メカニズムを解明する。

 原子間結合性から原子間の結合力を求める。

形成エンタルピーは化学的なもの
と歪みエネルギーの和で表される
と考える。
C-C間距離が短い場合は化学的
エネルギー・歪みエネルギー両方
高く、形成エンタルピーは高い。
化学的エネルギーが高い理由は
C-C間の反結合性である。
C-C間距離が長い場合は化学的
エネルギー・歪みエネルギー両方
低く、形成エンタルピーは低い。

形成エンタルピーとC-C間距離の関係
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カルファド法による熱力学解析
Keywords: 計算熱力学、熱力学モデル、状態図データベース

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

阿部 太一
ABE.Taichi@nims.go.jp | http://cpddb.nims.go.jp/, http://www.nims.go.jp/CSMD/

状態図は新規材料開発のための地図と形容されるように、新規材料開発・製造プロセス・合金組成

最適化のための有益な知見を得ることができます。これまでに、多くの実用合金・材料の状態図デー

タベースが構築され、公開されています。

温度や圧力などの状態変数や実用多元系への自由エネルギーの外挿精度の向上と共に熱力学・

状態図データベースを用いた析出・相変態挙動の予測、特性予測の高度化が求められています。

これまでに熱力学モデルに陽に記述されていなかった点を改善し、高精度化を目指しています。

T.Abe, K.Hashimoto, M.Shimono, Description of thermal vacancies in CALPHAD Method, Mater. Trans., 59(2018) 580.
阿部太一: “TDB ファイル作成で学ぶ カルファド法による状態図計算” 内田老鶴圃 (2015)
阿部太一: “材料設計計算工学 計算熱力学編” 内田老鶴圃 (2011)

 B-WモデルにおけるSROの記述

 置換型固溶モデルへの熱空孔の取り扱いの導入

 粒界相モデルにおける相平衡の取り扱い

 デジタル状態図データベース構築

 新規熱力学データベースとして公開

 現在の計算熱力学データーベースの拡充

 デジタル状態図データベース構築

熱空孔（単空孔、複空孔、
空孔対）を陽に取り扱うこと
が可能。
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カルファド法による熱力学解析
Keywords: 計算熱力学、熱力学モデル、状態図データベース

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

阿部 太一
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状態図は新規材料開発のための地図と形容されるように、新規材料開発・製造プロセス・合金組成

最適化のための有益な知見を得ることができます。これまでに、多くの実用合金・材料の状態図デー

タベースが構築され、公開されています。

温度や圧力などの状態変数や実用多元系への自由エネルギーの外挿精度の向上と共に熱力学・

状態図データベースを用いた析出・相変態挙動の予測、特性予測の高度化が求められています。

これまでに熱力学モデルに陽に記述されていなかった点を改善し、高精度化を目指しています。
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Ｐｈａｓｅ－ｆｉｅｌｄ法によるミクロ組織予測

Keywords: 計算機シミュレーション、フェーズフィールド法、ミクロ組織

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

大出 真知子
ODE.Machiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ode_machiko

計算機シミュレーションは、１）実験結果の理論的背景を理解する、２）実験観察が難しい現象を「視

る」、のどちらかの目的で行われています。本研究で取り扱っているPhase-field法は、材料ミクロ組

織（内部組織）の形成過程を計算することができる手法であり、幅広い組織形態に適用が可能です。

材料ミクロ組織のシミュレーションは、数学的な困難さ（多体問題、境界地問題など）から適用例が

限られていました。界面／粒界の移動を初期値問題として扱うことができるPhase-field法の発展に

より、ナノからミクロスケースの組織予測の適用範囲が拡大しつつあります。現在は、適用範囲の更

なる拡張、計算時間の短縮などを課題としています。

・M.Ode et al.,J Erectro Mater, 35(11) p.1969 (2006)

・M.Ode et al.,ISIJ Int.,41(10) p.1076(2001) :Phase-field法の総説

 Phase-field法によるミクロ組織解析

 ナノからミクロスケールの組織形成過程を再現

 適用先は、鉄鋼・電気配線・はんだ・耐熱材料な

ど多種多様

 材料ミクロ組織形成過程の計算機シュミレーショ

ン技術の開発

 Phase-field法を中心としたマルチスケール・マル

チフィジクスシミュレーション

Fe-0.5mol%C
-0.002mol%P

Fe-0.5mol%C

・ デンドライト組織への
元素添加の影響の解析 ・ Cu薄膜の再結晶過程の解析

・ 鉛フリーはんだの組織解析

濃度分析

フェーズフィールド法の適用例
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電気化学インピーダンス法による

モルタル中鉄筋の腐食モニタリング

モルタル供試体は，塩ビ製治具にかぶりが異なるようにSD345鋼製腐食センサを設置し，練り混ぜたモルタル（骨
材：水：セメント比は3：1：0.6 ）を流し込むことにより作製した。腐食試験は，温度25℃, 60%RHに設定した恒温恒湿
室内で，0.5mol/L NaCl水溶液中で浸漬24時間，乾燥144時間を1サイクルとして乾湿を繰り返すことにより行った。
腐食試験中，モルタル供試体に埋設させた腐食センサについて電気化学インピーダンス測定により腐
食モニタリングを行った。
モルタル中腐食センサのZ10kHzの経時
変化から，かぶりが小さいほど早く表
面が濡れることがわかった。一方，腐
食速度（1/Zdiff）もかぶりが小さいほ
ど腐食しやすい傾向を示し，これらの
結果は試験後の外観写真と一致した。

Keywords: 鉄筋，電気化学インピーダンス，腐食試験，腐食モニタリング

解析・評価分野 分野長

片山 英樹
KATAYAMA.Hideki@nims.go.jp ｜ https://samurai.nims.go.jp/profiles/katayama_hideki

我が国の社会インフラ構造物は，建設後50年となる割合が増加し構造物としての耐久性の低下が

問題となっている。劣化の主要因は飛来海塩や凍結防止剤由来の塩化物による腐食と考えられて

いるものの，その腐食機構は十分明らかでなく今後の適切な維持管理のためには，鉄筋の腐食挙

動を明らかにすることが重要である。

鉄鋼材料の大気腐食のモニタリングに用いてきた2電極式腐食センサを模擬鉄筋としてモルタル中

に埋め込み， 2周波数での電気化学インピーダンス法を用いてモルタル中の鉄筋の腐食挙動を検

討することにより腐食センサの有用性を示すとともに，腐食モニタリングによる効率的な維持管理手

法の確立を目指す。

・土井, 山田, 星, 四反田, 片山, 板垣：土木学会論文集E2，74[1] 2018 1-9
・Doi, Hiromoto, Katayama, Akiyama：J. Electrochem. Soc.，165(9) 2018 C582-C589
・片山, 山田, 星, 四反田, 板垣：コンクリート構造物の補修，補強，アップグレード論文報告集（投稿中）

 腐食センサと電気化学インピーダンス法による腐食

モニタリングは非常に有用である。

 かぶりがちいさいほどモルタル中の腐食環境は厳しく，

鉄筋の腐食の進行が速い。

 センシング技術の高度化

 実際の環境での腐食モニタリング

 腐食モデルに立脚した腐食寿命予測

Electrode

Lead wire

Insulator
Epoxy resin

Corrosion sensor
Mortar

SD345鋼製腐食センサ 作製したモルタル供試体（左；モルタル注入前）

5mm 10mm

20mm 30mm

モルタル中腐食センサのZ10kHzの経時変化 モルタル中腐食センサの1/Zdiffの経時変化
腐食試験後の腐食センサ
表面の外観写真
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Ｐｈａｓｅ－ｆｉｅｌｄ法によるミクロ組織予測

Keywords: 計算機シミュレーション、フェーズフィールド法、ミクロ組織

設計・創造分野 計算構造材料設計グループ

大出 真知子
ODE.Machiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ode_machiko

計算機シミュレーションは、１）実験結果の理論的背景を理解する、２）実験観察が難しい現象を「視

る」、のどちらかの目的で行われています。本研究で取り扱っているPhase-field法は、材料ミクロ組

織（内部組織）の形成過程を計算することができる手法であり、幅広い組織形態に適用が可能です。
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より、ナノからミクロスケースの組織予測の適用範囲が拡大しつつあります。現在は、適用範囲の更

なる拡張、計算時間の短縮などを課題としています。

・M.Ode et al.,J Erectro Mater, 35(11) p.1969 (2006)

・M.Ode et al.,ISIJ Int.,41(10) p.1076(2001) :Phase-field法の総説

 Phase-field法によるミクロ組織解析

 ナノからミクロスケールの組織形成過程を再現

 適用先は、鉄鋼・電気配線・はんだ・耐熱材料な

ど多種多様
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-0.002mol%P

Fe-0.5mol%C

・ デンドライト組織への
元素添加の影響の解析 ・ Cu薄膜の再結晶過程の解析

・ 鉛フリーはんだの組織解析

濃度分析
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Keywords: 鉄筋，電気化学インピーダンス，腐食試験，腐食モニタリング

解析・評価分野 分野長

片山 英樹
KATAYAMA.Hideki@nims.go.jp ｜ https://samurai.nims.go.jp/profiles/katayama_hideki
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鉄筋の腐食の進行が速い。
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高圧水素ガス環境下での力学特性評価極低温下での力学特性評価

極限環境下での構造材料の力学特性評価

解析・評価分野 材料強度基準グループ

小野 嘉則
ONO.Yoshinori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-strength-standard/index.html

Keywords: 極低温、水素、機械的性質、破壊、試験法

・小野嘉則 他, ふぇらむ , vol. 20 (2015) No. 6, 220-226.

・Y. Ono, et al., ADVANCES IN CRYOGENIC ENGINEERING, 1574[1] (2014) 23-26.

・小野嘉則 他, 日本機械学会論文集 A編, 74[739] (2008) 329-334.

 極低温あるいは高圧水素ガス環境で使用される機

器の信頼性向上

 中空試験片高圧水素中材料試験法の規格化

顔
写真

 各種材料の特性に及ぼす冷媒（液体／気体）

および試験条件の影響の把握

 中空試験片高圧水素中材料試験法の最適化と

適用可能試験の拡大

Fig.1 Stress-strain curves 
of Ti-6Al-4V ELI alloy 
forging obtained at 20 K in 
liquid hydrogen (LH2) and 
gaseous helium (GHe).

＊液体水素中のデータは
新日鐵住金（株）にて取得

極低温疲労試験設備

液体ヘリウム（He）の再凝縮
装置と温度制御装置を装備。
液体HeやHeガスの補給無し
で、液体He温度（-269℃）、
極低温ガス雰囲気（例えば
-253℃）を達成し、長時間の
疲労試験が可能。

T. Ogata, Evaluation of Hydrogen Embrittlement
by Internal High-Pressure Hydrogen Environment 
in Specimen, J. Japan Inst. Metals, vol. 72 (2008), 
pp.125-131.

中空試験片高圧水素中
材料試験法

試験片内空隙に水素を封
入して評価。高圧容器を用
いる従来法に比べ簡便で、
材料の水素脆化感受性の
スクリーニング法として認
知。広範囲の温度調節も
可能。

引張試験 @ −253℃（20 K）

Heガス中では発熱を伴うセレーション発生
液体水素中＊ではセレーション無し
ただし引張特性に
顕著な差無し

低ひずみ速度引張試験

He中に比べてH2中で伸び、絞りが低下

Fig.2 Stress-strain curves 
of Ti-6Al-4V ELI alloy 
forging obtained at 300 K 
in gaseous hydrogen and 
gaseous helium.

中空試験片の半割写真
中空表面はワイヤー
カット仕上げ

 【宇宙基本計画】 自立的な打ち上け能゙力の拡大およひ打゙ち上けザーヒズの国際競争力の強化

に資する「新型基幹ロケット」の開発 → 新しいロケットエンジンの開発

 【水素・燃料電池戦略ロードマップ】 水素St.   2020年度 約160箇所 2025年度 約320箇所

→ St.整備費、運営費、更には水素調達コストの低減に係わる技術開発が重要

 新規材料・技術導入とともに実機環境下での力学特性評価による信頼性確保・向上

 水素ステーション機器の低コスト化に向けた材料の耐水素性の評価と試験費用の低減

および試験期間の短縮

高強度金属材料のギガサイクル疲労特性評価

解析・評価分野 疲労特性グループ

古谷 佳之
FURUYA.Yoshiyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/furuya_yoshiyuki

Keywords: Fatigue, gigacycle, ultrasonic fatigue testing

各種の重要部品で使用されている高強度材料ではギガサイクル疲労特性の評価が必要

ギガサイクル疲労試験は長期間を要するため従来は評価が困難

簡便な加速試験技術の確立とそれによるギガサイクル疲労特性の解明が課題

・古谷他, 高温超音波疲労試験装置の開発, 日本機械学会論文集 A編, 78-789(2012), 718.

・古谷佳之，高強度鋼のギガサイクル疲労強度予測式の提案、鉄と鋼，102(2016), 415.

・古谷佳之, 超音波疲労試験の基本原理と最近の研究成果, 超音波TECHNO, 25-2(2013), 96.

 輸送機器等、軽量化と高信頼性が求められる分野

 高速回転や振動を受ける部品・部材

 社会への普及促進と予測式の拡充

超音波疲労試験技術を用いることにより３年を１週間に短縮する加速試験技術を確立

ギガサイクル疲労特性の蓄積と新しい試験技術を開発

ギガサイクル疲労メカニズムの解明と疲労寿命予測式の提案

 ギガサイクル疲労試験技術の規格標準化

 予測式の拡充（鋼種を増やす必要有）

 ギガサイクル疲労試験を実施する受け皿企業の探索

代表的成果

超音波疲労試験機（20 kHz）

1010回疲労試験：
・100 Hz ⇒ ３年
・20 kHz ⇒ １週間

超音波疲労試験機は、通
常の試験機より200倍以
上速い！

※WES1112として規格化
されている。
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高圧水素ガス環境下での力学特性評価極低温下での力学特性評価

極限環境下での構造材料の力学特性評価

解析・評価分野 材料強度基準グループ

小野 嘉則
ONO.Yoshinori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-strength-standard/index.html

Keywords: 極低温、水素、機械的性質、破壊、試験法

・小野嘉則 他, ふぇらむ , vol. 20 (2015) No. 6, 220-226.

・Y. Ono, et al., ADVANCES IN CRYOGENIC ENGINEERING, 1574[1] (2014) 23-26.

・小野嘉則 他, 日本機械学会論文集 A編, 74[739] (2008) 329-334.

 極低温あるいは高圧水素ガス環境で使用される機

器の信頼性向上

 中空試験片高圧水素中材料試験法の規格化
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 各種材料の特性に及ぼす冷媒（液体／気体）
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 中空試験片高圧水素中材料試験法の最適化と

適用可能試験の拡大

Fig.1 Stress-strain curves 
of Ti-6Al-4V ELI alloy 
forging obtained at 20 K in 
liquid hydrogen (LH2) and 
gaseous helium (GHe).

＊液体水素中のデータは
新日鐵住金（株）にて取得

極低温疲労試験設備

液体ヘリウム（He）の再凝縮
装置と温度制御装置を装備。
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-253℃）を達成し、長時間の
疲労試験が可能。
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by Internal High-Pressure Hydrogen Environment 
in Specimen, J. Japan Inst. Metals, vol. 72 (2008), 
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中空試験片高圧水素中
材料試験法

試験片内空隙に水素を封
入して評価。高圧容器を用
いる従来法に比べ簡便で、
材料の水素脆化感受性の
スクリーニング法として認
知。広範囲の温度調節も
可能。

引張試験 @ −253℃（20 K）

Heガス中では発熱を伴うセレーション発生
液体水素中＊ではセレーション無し
ただし引張特性に
顕著な差無し
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He中に比べてH2中で伸び、絞りが低下

Fig.2 Stress-strain curves 
of Ti-6Al-4V ELI alloy 
forging obtained at 300 K 
in gaseous hydrogen and 
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 【宇宙基本計画】 自立的な打ち上け能゙力の拡大およひ打゙ち上けザーヒズの国際競争力の強化

に資する「新型基幹ロケット」の開発 → 新しいロケットエンジンの開発

 【水素・燃料電池戦略ロードマップ】 水素St.   2020年度 約160箇所 2025年度 約320箇所

→ St.整備費、運営費、更には水素調達コストの低減に係わる技術開発が重要

 新規材料・技術導入とともに実機環境下での力学特性評価による信頼性確保・向上

 水素ステーション機器の低コスト化に向けた材料の耐水素性の評価と試験費用の低減

および試験期間の短縮

高強度金属材料のギガサイクル疲労特性評価

解析・評価分野 疲労特性グループ

古谷 佳之
FURUYA.Yoshiyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/furuya_yoshiyuki

Keywords: Fatigue, gigacycle, ultrasonic fatigue testing

各種の重要部品で使用されている高強度材料ではギガサイクル疲労特性の評価が必要

ギガサイクル疲労試験は長期間を要するため従来は評価が困難

簡便な加速試験技術の確立とそれによるギガサイクル疲労特性の解明が課題

・古谷他, 高温超音波疲労試験装置の開発, 日本機械学会論文集 A編, 78-789(2012), 718.

・古谷佳之，高強度鋼のギガサイクル疲労強度予測式の提案、鉄と鋼，102(2016), 415.

・古谷佳之, 超音波疲労試験の基本原理と最近の研究成果, 超音波TECHNO, 25-2(2013), 96.

 輸送機器等、軽量化と高信頼性が求められる分野

 高速回転や振動を受ける部品・部材

 社会への普及促進と予測式の拡充

超音波疲労試験技術を用いることにより３年を１週間に短縮する加速試験技術を確立

ギガサイクル疲労特性の蓄積と新しい試験技術を開発

ギガサイクル疲労メカニズムの解明と疲労寿命予測式の提案

 ギガサイクル疲労試験技術の規格標準化

 予測式の拡充（鋼種を増やす必要有）

 ギガサイクル疲労試験を実施する受け皿企業の探索

代表的成果

超音波疲労試験機（20 kHz）

1010回疲労試験：
・100 Hz ⇒ ３年
・20 kHz ⇒ １週間

超音波疲労試験機は、通
常の試験機より200倍以
上速い！

※WES1112として規格化
されている。

繰返し速度の影響
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超音波疲労試験結果の代表例

結果のポイント：
・高強度材料で内部破
壊となる場合には繰返
し速度の影響は小さい。

高強度材料のギガサイクル
疲労評価に有効！

加速試験技術の概要
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疲労特性に優れた高強度鋼創製指針の確立
Keywords: 高強度・高性能材料、ギガサイクル疲労、材料信頼性

解析・評価分野 疲労特性グループ

蛭川 寿
HIRUKAWA.Hisashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hirukawa_hisashi

疲労破壊は機械構造物の事故原因のトップである。また、最近では省エネルギー、CO2削減の観点

から機械部品等の軽量化の要望が高くなり疲労に強い 高強度鋼の開発が望まれています。

本研究では最新のギガサイクル疲労の観点から材料開発に取り組み、特性向上指針を導くことを課

題としています。

・H.Hirukawa et al. : TETSU-TO-HAGANE, 99 (2013),494. 
・Hirukawa et al. : TETSU-TO-HAGANE, 93 (2007),600. 
・H.Hirukawa et al. : TETSU-TO-HAGANE, 92 (2006),523.

 疲労特性向上の鍵は母地組織強化とナノサイズ

の析出強化の相乗効果

 ギガサイクル疲労特性に与える水素の影響を系

統的に取得

 材料開発・実用化を行う上で必要な基礎資料を

提供

 高強度・高性能材料の実現

微小疲労き裂発生，進展挙動の観察技術
Keywords: 疲労，微小疲労き裂，画像相関法（DIC）

解析・評価分野 疲労特性グループ

西川 嗣彬
NISHIKAWA.Hideaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishikawa_hideaki 

微小疲労き裂は，材料の微視組織に敏感とされているが，微小疲労き裂と組織の関係は，未だ十

分理解されていない。その理由の一つに，観察の難しさや煩雑さによる微小疲労 き裂に関する実

験データの不足が挙げられる。

容易に微小疲労き裂の発生，進展データを取得するために，疲労試験中，オートフォーカス下でパ

ノラマ撮影が可能な，顕微鏡自動その場観察システムを構築した。さらに，DICを活用し，微視的な

不均質変形データも連続的に収集する手法を構築した。

・Procedia Structural Integrity, Vol. 2, 2016, pp. 3002-3009 (2016).

 開発したシステムを用いて，微小疲労き裂の発生，

進展データを自動的に取得できた

 不均質なひずみの集中やき裂開閉口といった微視

的なひずみをDICにより検出できた

 今後，開発したシステムによって様々な疲労データ

を収集することで，微視組織と疲労特性の関係の

明確化に繋げる
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Specimen
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Microscope

自動その場観察システム（オートフォー
カス，三軸自動ステージ）

疲労き裂発生挙動を疲労試験中，連続的に取得したパノ
ラマ画像から取得可能

画像相関法によるき裂開閉口データを考慮した，微
小疲労き裂進展速度の評価DICにより微視的不均質変形を評価可能
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疲労特性に優れた高強度鋼創製指針の確立
Keywords: 高強度・高性能材料、ギガサイクル疲労、材料信頼性

解析・評価分野 疲労特性グループ

蛭川 寿
HIRUKAWA.Hisashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hirukawa_hisashi

疲労破壊は機械構造物の事故原因のトップである。また、最近では省エネルギー、CO2削減の観点

から機械部品等の軽量化の要望が高くなり疲労に強い 高強度鋼の開発が望まれています。

本研究では最新のギガサイクル疲労の観点から材料開発に取り組み、特性向上指針を導くことを課

題としています。

・H.Hirukawa et al. : TETSU-TO-HAGANE, 99 (2013),494. 
・Hirukawa et al. : TETSU-TO-HAGANE, 93 (2007),600. 
・H.Hirukawa et al. : TETSU-TO-HAGANE, 92 (2006),523.

 疲労特性向上の鍵は母地組織強化とナノサイズ

の析出強化の相乗効果

 ギガサイクル疲労特性に与える水素の影響を系

統的に取得

 材料開発・実用化を行う上で必要な基礎資料を

提供

 高強度・高性能材料の実現

微小疲労き裂発生，進展挙動の観察技術
Keywords: 疲労，微小疲労き裂，画像相関法（DIC）

解析・評価分野 疲労特性グループ

西川 嗣彬
NISHIKAWA.Hideaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishikawa_hideaki 

微小疲労き裂は，材料の微視組織に敏感とされているが，微小疲労き裂と組織の関係は，未だ十

分理解されていない。その理由の一つに，観察の難しさや煩雑さによる微小疲労 き裂に関する実

験データの不足が挙げられる。

容易に微小疲労き裂の発生，進展データを取得するために，疲労試験中，オートフォーカス下でパ

ノラマ撮影が可能な，顕微鏡自動その場観察システムを構築した。さらに，DICを活用し，微視的な

不均質変形データも連続的に収集する手法を構築した。

・Procedia Structural Integrity, Vol. 2, 2016, pp. 3002-3009 (2016).

 開発したシステムを用いて，微小疲労き裂の発生，

進展データを自動的に取得できた

 不均質なひずみの集中やき裂開閉口といった微視

的なひずみをDICにより検出できた

 今後，開発したシステムによって様々な疲労データ

を収集することで，微視組織と疲労特性の関係の

明確化に繋げる
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ラマ画像から取得可能

画像相関法によるき裂開閉口データを考慮した，微
小疲労き裂進展速度の評価DICにより微視的不均質変形を評価可能

Photo

－ 211－

構
造
材
料



次世代型火力発電用材料の高温疲労特性

解析・評価分野 環境疲労特性グループ

早川 正夫
HAYAKAWA.Masao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hayakawa_masao?locale=ja

Keywords: A-USC, アロイ617, 高温低サイクル疲労, クリープ疲労

エネルギー効率を上げるために、蒸気温度700℃超の次世代型超超臨界圧（A-USC)火力発電プラント

の開発が進められています。成功の鍵は、過酷な高温環境中でも疲労やクリープに耐え得る材料の信頼

性に掛かっています。各種ニッケル合金、高強度オーステナイト鋼、高クロム鋼の適用が検討されており、

アロイ６１７（Ni-22Cr-12Co-9Mo）は過酷部位の代表的な候補材料として位置づけられています。

「NW6617の長期高温低サイクル疲労特性」 物質･材料研究機構 疲労データシートNo.113

「高効率発電プラント用材料の高温における特性試験技術」 TEST 32 (2014) 3.

「クリープ疲労特性に優れるフェライト系耐熱鋼(12-2W）のサブグレイン組織解析」 圧力技術 47 (2009)1

先進耐熱合金の信頼性評価技術の開発及び余寿

命評価は次世代型火力発電プラントや航空・宇宙分

野への応用が期待される。各種ニッケル合金に加え、

銅合金などの評価を進めている。

プラントでは起動停止の繰返しに伴い、疲労とクリープが重畳するクリープ疲労現象が生じます。クリープ

疲労では、純粋疲労に比べて寿命が低下することから、その特性を評価することが高温機器の安全性

にとって非常に重要となります。そこで、各種耐熱材料の高温低サイクル疲労特性、クリープ疲労特性を

系統的に評価し、破壊メカニズムの解明に取り組んでいます。

材料基本特性の解明に加えて、高圧水蒸気雰囲気

などの実機環境を模擬した種々の苛酷環境中におけ

る高温低サイクル疲労特性評価を可能とする実験設

備の整備が課題である。

図は、熱疲労を模擬した軸ひずみを機械的に与えたひずみ制御によるアロイ６１７（JIS-NW6617）の高温低サ
イクル疲労試験の結果（各種耐熱合金を含む）を示したもので、試験温度は700℃です。(a)の対称三角波（純
粋疲労）では、NW6617の疲労寿命（破断繰返し数）は、長寿命域では他の耐熱合金に比べて長いことが分か
ります。一方、クリープ疲労では粒界破壊様相を呈し、純粋疲労に比べて、破断繰返し数は短くなります。(b)の
クリープ疲労寿命は、SUS304に比べて短く、NCF800と同程度です。クリープ疲労寿命の低下が大きいのは、
NW6617のクリープ強度は高くても、クリープ破断延性が低いためと考えられます。そこで、クリープ疲労寿命を、
純粋疲労とクリープ破断特性から予測するための、各種解析法の検討も行っています。
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ナノインデンテーションを用いた微小領域解析の
鉄鋼材料への応用

解析・評価分野 環境疲労特性グループ

長島 伸夫
NAGASHIMA.Nobuo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nagashima_nobuo

Keywords: Nano indentation test, AFM, 微小領域の力学特性評価

鉄鋼分野における微細組織制御などの技術開発により、微小領域の機械的性質を知る必要が高

まりつつある。このような微小領域における機械的性質評価法の一つにナノインデンテーション試験

がある。

高精度の硬さ測定位置決め機能を有するナノインデンテーション試験機により、微小領域の機械的

性質を評価する。

今後、機器のさらなる高度化に伴い、微小領域の機械

的性質が重要になる本技術はこれらの測定を可能に

する。

• Nobuo NAGASHIMA, Masao HAYAKAWA and Megumi KIMURA, “Characterization of Mechanical properties for 
creep-fatigued ferritic heat-resisting steel by nano-indentation”, Procedia Materials Science 3(2014), pp.2006-2010

• JSPS科研費 23560110

ナノインデンテーション試験によるクリープ疲労したフェライト系耐熱鋼の機械的性質の評価
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2
クリープ疲労試験により、旧オーステ
ナイト(γ)粒界近傍に粗大サブグレイ
ンが形成される。
粗大サブブレイン内での押し込み試験
1は、押し込みの初期にpop-in 現象
が観察され、転位密度がきわめて低
いことが推定される。一方、微細サブ
グレイン内での押し込み試験2は、押し
込み深さが浅く、pop-in現象は見られ
ない。

これらの結果から、旧γ粒界近傍で
粗大化したサブグレインは転位の回復
が顕著であることが明らかとなった。

2

1
1

試料：12Cr-2W チューブ材、クリープ疲労試験破断材（破断繰り返し数309回） クリープ疲労試験条件：
試験温度650℃、ひずみ振幅引張圧縮2.0％、引張側1.0％ひずみ保持台形波、ひずみ保持時間3時間

AFM image

鉄鋼材料の不均一性の評価

鉄鋼材料の微小領域の損傷評価
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次世代型火力発電用材料の高温疲労特性

解析・評価分野 環境疲労特性グループ

早川 正夫
HAYAKAWA.Masao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hayakawa_masao?locale=ja

Keywords: A-USC, アロイ617, 高温低サイクル疲労, クリープ疲労

エネルギー効率を上げるために、蒸気温度700℃超の次世代型超超臨界圧（A-USC)火力発電プラント

の開発が進められています。成功の鍵は、過酷な高温環境中でも疲労やクリープに耐え得る材料の信頼

性に掛かっています。各種ニッケル合金、高強度オーステナイト鋼、高クロム鋼の適用が検討されており、

アロイ６１７（Ni-22Cr-12Co-9Mo）は過酷部位の代表的な候補材料として位置づけられています。

「NW6617の長期高温低サイクル疲労特性」 物質･材料研究機構 疲労データシートNo.113

「高効率発電プラント用材料の高温における特性試験技術」 TEST 32 (2014) 3.

「クリープ疲労特性に優れるフェライト系耐熱鋼(12-2W）のサブグレイン組織解析」 圧力技術 47 (2009)1

先進耐熱合金の信頼性評価技術の開発及び余寿

命評価は次世代型火力発電プラントや航空・宇宙分

野への応用が期待される。各種ニッケル合金に加え、

銅合金などの評価を進めている。

プラントでは起動停止の繰返しに伴い、疲労とクリープが重畳するクリープ疲労現象が生じます。クリープ

疲労では、純粋疲労に比べて寿命が低下することから、その特性を評価することが高温機器の安全性

にとって非常に重要となります。そこで、各種耐熱材料の高温低サイクル疲労特性、クリープ疲労特性を

系統的に評価し、破壊メカニズムの解明に取り組んでいます。

材料基本特性の解明に加えて、高圧水蒸気雰囲気

などの実機環境を模擬した種々の苛酷環境中におけ

る高温低サイクル疲労特性評価を可能とする実験設

備の整備が課題である。

図は、熱疲労を模擬した軸ひずみを機械的に与えたひずみ制御によるアロイ６１７（JIS-NW6617）の高温低サ
イクル疲労試験の結果（各種耐熱合金を含む）を示したもので、試験温度は700℃です。(a)の対称三角波（純
粋疲労）では、NW6617の疲労寿命（破断繰返し数）は、長寿命域では他の耐熱合金に比べて長いことが分か
ります。一方、クリープ疲労では粒界破壊様相を呈し、純粋疲労に比べて、破断繰返し数は短くなります。(b)の
クリープ疲労寿命は、SUS304に比べて短く、NCF800と同程度です。クリープ疲労寿命の低下が大きいのは、
NW6617のクリープ強度は高くても、クリープ破断延性が低いためと考えられます。そこで、クリープ疲労寿命を、
純粋疲労とクリープ破断特性から予測するための、各種解析法の検討も行っています。
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ナノインデンテーションを用いた微小領域解析の
鉄鋼材料への応用

解析・評価分野 環境疲労特性グループ

長島 伸夫
NAGASHIMA.Nobuo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nagashima_nobuo

Keywords: Nano indentation test, AFM, 微小領域の力学特性評価

鉄鋼分野における微細組織制御などの技術開発により、微小領域の機械的性質を知る必要が高

まりつつある。このような微小領域における機械的性質評価法の一つにナノインデンテーション試験

がある。

高精度の硬さ測定位置決め機能を有するナノインデンテーション試験機により、微小領域の機械的

性質を評価する。

今後、機器のさらなる高度化に伴い、微小領域の機械

的性質が重要になる本技術はこれらの測定を可能に

する。

• Nobuo NAGASHIMA, Masao HAYAKAWA and Megumi KIMURA, “Characterization of Mechanical properties for 
creep-fatigued ferritic heat-resisting steel by nano-indentation”, Procedia Materials Science 3(2014), pp.2006-2010

• JSPS科研費 23560110

ナノインデンテーション試験によるクリープ疲労したフェライト系耐熱鋼の機械的性質の評価
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クリープ疲労試験により、旧オーステ
ナイト(γ)粒界近傍に粗大サブグレイ
ンが形成される。
粗大サブブレイン内での押し込み試験
1は、押し込みの初期にpop-in 現象
が観察され、転位密度がきわめて低
いことが推定される。一方、微細サブ
グレイン内での押し込み試験2は、押し
込み深さが浅く、pop-in現象は見られ
ない。

これらの結果から、旧γ粒界近傍で
粗大化したサブグレインは転位の回復
が顕著であることが明らかとなった。

2

1
1

試料：12Cr-2W チューブ材、クリープ疲労試験破断材（破断繰り返し数309回） クリープ疲労試験条件：
試験温度650℃、ひずみ振幅引張圧縮2.0％、引張側1.0％ひずみ保持台形波、ひずみ保持時間3時間

AFM image

鉄鋼材料の不均一性の評価

鉄鋼材料の微小領域の損傷評価
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微小球反発試験機

解析・評価分野 環境疲労特性グループ

宮原 健介
MIYAHARA.Kensuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/KO-ZO/

Keywords: Coefficient of restitution, rebound hardness, small ball, alumina

 ものづくり現場では素材・部品・製品を問わず材料試験が必要とされている。

 反発式の硬さ試験機は，顕微鏡不要で現場向きの試験機である。

 従来の試験機は，重いインパクトボディのために小さな試料を正確に測定できない。

・山本卓，宮原健介: 材料試験技術, Vol. 61, No. 3, p. 132 (2016)

・山本正之, 渡辺瑞輝, 山本卓, 宮原健介: 材料試験技術, Vol.61, No. 2, p. 86 (2016) 

・山本卓，宮原健介，山本正之, 牧清二郎: 材料試験技術, Vol. 58, No. 2, p. 75 (2013)

 研究開発，品質管理，事故調査

 構造材料，食品，自動車，航空宇宙，原子力等の各

分野

 高温・低温など極限環境への展開

 微小な球単体を利用することで，より小さな試料も測定できるようになる。

 光による速度センサにより，硬く，軽量，均一で安価なセラミック球を使える。

 持ち運び自由であらゆる向きに試験可能であり，現場で利用しやすい。

 既に製品化済み (2017)

1. 原理 (右図参照)
微小球を試料に衝突させ，行きと帰りの速度をそれぞ

れ計測する。この速度比を反発係数eという。試料が弾
性変形のみの場合，理想的には行きと帰りの速度は同じ
になり，e = 1になる。試料が塑性変形する場合，微小球
の運動エネルギーはくぼみの形成に費やされた分だけ失
われるため，e は1より小さくなる。試料が塑性変形しやす
いほど，e は小さくなる。

2. 微小球の利点
採用している直径3mmのアルミナ球は約0.06gと極めて

軽量なために試料に与える影響が小さく，従来より小さな
試料まで対象にできる。

3. 製品化 (右写真参照)
複数の企業と共同で本原理に基づく製品を開発した。

ポータブルで360°あらゆる向きに試験可能など，現場
で利用しやすい試験機となっている。

⾏きの速度
V1

帰りの速度
V2

衝突，変形
くぼみ

反発係数 e = V2 ／ V1

Mg合金の腐食制御被膜の開発

Keywords: 表面改質、リン酸カルシウム、マグネシウム、構造材料、生体材料

解析・評価分野 腐食特性グループ

廣本 祥子
HIROMOTO.Sachiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hiromoto_sachiko

 Mg合金は、輸送機器などの軽量化構造材料として、また医療用生体内溶解性／吸収性金属材

料として注目されています。

 Mg合金の表面被覆には、構造材料としては高耐食性や塗料密着性、生体内溶解性材料として

は患部の治癒に合わせた腐食速度への制御や生体機能性が求められています。

 生体内溶解性Mg合金には、溶解速度の異なる様々なリン酸カルシウムおよび／またはポリマーを

被覆し、腐食制御だけではなく、骨伝導性などの生体機能を付与する被膜の開発を行っています。

 構造材料用Mg合金には、生体用の被膜から得られた知見を元に、高耐食性被膜の開発を目指

しています。

・S. Hiromoto et al., CORROSION, 73 (2017) 1461-1477.
・S Hiromoto et al., Acta Biomater., 11 (2015) 520-530. 
・S. Hiromoto, Mater. Trans., 50 (2012) 700-706. 

 HAp被覆によりMg合金の生体内および5％NaCl
塩水環境での耐食性が向上。

 HAp被膜は新生骨形成を促進。

 ポリマー複合化でHAp被覆AZ31の生体環境での
破断寿命が向上。

 アパタイト被膜の組成、構造および厚さの制御により、被
膜の溶解性を制御し、使用部位に適した被膜を開発。

 車両腐食環境でも、耐食性や塗料密着性に優れ、自己
修復性を示すセラミックス―ポリマー複合被膜の開発。

生体内溶解性／吸収性Mg合金のリン酸カルシウムを用いた生体機能性腐食制御被膜の開発

骨の成分である水酸アパタイト（HAp）被覆により、生体
骨内での腐食制御、および骨形成の促進ができた。

2umラット大腿骨に
10日間埋入

w/wo HAp被覆Mg合金

5um

新生骨 HAp被膜

40um

未被覆材 HAp被覆材

作製まま
HAp被膜未被覆Mg

合金ロッド
（φ1.5 mm 
x 1 mm）
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軽量化構造材料としてのMg合金におけるHAp被膜の耐食性評価

10mm 10mm

HAp被覆
Mg-3Al-1Zn (AZ31)合金のHAp被覆により、
5% NaCl溶液噴霧下でも耐食性が大きく向上
した。

塩水噴霧試験（JIS Z 2371）、7日間語の外観

HAp被膜にリン酸カルシウム析出を促進するポリマー
（SAP）を複合化すると、被膜き裂の自己修復により、
疑似体液中での引張り破断寿命が向上した。
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微小球反発試験機

解析・評価分野 環境疲労特性グループ

宮原 健介
MIYAHARA.Kensuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/KO-ZO/

Keywords: Coefficient of restitution, rebound hardness, small ball, alumina
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微小球を試料に衝突させ，行きと帰りの速度をそれぞ

れ計測する。この速度比を反発係数eという。試料が弾
性変形のみの場合，理想的には行きと帰りの速度は同じ
になり，e = 1になる。試料が塑性変形する場合，微小球
の運動エネルギーはくぼみの形成に費やされた分だけ失
われるため，e は1より小さくなる。試料が塑性変形しやす
いほど，e は小さくなる。

2. 微小球の利点
採用している直径3mmのアルミナ球は約0.06gと極めて

軽量なために試料に与える影響が小さく，従来より小さな
試料まで対象にできる。

3. 製品化 (右写真参照)
複数の企業と共同で本原理に基づく製品を開発した。
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解析・評価分野 腐食特性グループ

廣本 祥子
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 Mg合金は、輸送機器などの軽量化構造材料として、また医療用生体内溶解性／吸収性金属材

料として注目されています。

 Mg合金の表面被覆には、構造材料としては高耐食性や塗料密着性、生体内溶解性材料として

は患部の治癒に合わせた腐食速度への制御や生体機能性が求められています。

 生体内溶解性Mg合金には、溶解速度の異なる様々なリン酸カルシウムおよび／またはポリマーを

被覆し、腐食制御だけではなく、骨伝導性などの生体機能を付与する被膜の開発を行っています。

 構造材料用Mg合金には、生体用の被膜から得られた知見を元に、高耐食性被膜の開発を目指
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・S. Hiromoto et al., CORROSION, 73 (2017) 1461-1477.
・S Hiromoto et al., Acta Biomater., 11 (2015) 520-530. 
・S. Hiromoto, Mater. Trans., 50 (2012) 700-706. 

 HAp被覆によりMg合金の生体内および5％NaCl
塩水環境での耐食性が向上。

 HAp被膜は新生骨形成を促進。

 ポリマー複合化でHAp被覆AZ31の生体環境での
破断寿命が向上。

 アパタイト被膜の組成、構造および厚さの制御により、被
膜の溶解性を制御し、使用部位に適した被膜を開発。

 車両腐食環境でも、耐食性や塗料密着性に優れ、自己
修復性を示すセラミックス―ポリマー複合被膜の開発。

生体内溶解性／吸収性Mg合金のリン酸カルシウムを用いた生体機能性腐食制御被膜の開発

骨の成分である水酸アパタイト（HAp）被覆により、生体
骨内での腐食制御、および骨形成の促進ができた。
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軽量化構造材料としてのMg合金におけるHAp被膜の耐食性評価
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Mg-3Al-1Zn (AZ31)合金のHAp被覆により、
5% NaCl溶液噴霧下でも耐食性が大きく向上
した。

塩水噴霧試験（JIS Z 2371）、7日間語の外観

HAp被膜にリン酸カルシウム析出を促進するポリマー
（SAP）を複合化すると、被膜き裂の自己修復により、
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放射線模擬環境下SCC試験研究

○SCC試験条件
・試料：SUS308溶接溶融部（ゲージ部：5×10×0.15mmt）
・温度：200℃、応力：300MPa
・溶存ガス条件：O2＝0.2ppm，H2＜2ppb

Keywords: ステンレス鋼、応力腐食割れ、水の放射線分解、フォトケミカル反応

解析・評価分野 腐食特性グループ

村瀬 義治
MURASE.Yoshiharu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/murase_yoshiharu

 原子力構造材料の信頼性・安全性評価技術の向上への要請

 放射線環境下における構造材料の応力腐食割れ（SCC）試験データ不足

 放射線模擬環境下でのSCC試験法の研究開発

 水の放射線分解反応生成物（過酸化水素）に着目した、SCC挙動への影響評価

 水の光化学反応によるフリーラジカル環境下でのSCC試験

 放射線模擬環境下試験による、サイクロトロン加速器プロトン照射下SCC挙動の再現

・Y. Murase et.al., Mater. Trans., Vol.58 No.10 (2017) 1386-1391.

・Y. Murase et.al., Mater. Trans., Vol.56 No.4 (2015) 570-575.

・R. Ono et.al., J. Photochem. Photobiol. A-Chemisty Vol.274 (2014) 13-19.

 過酸化水素添加のみでは照射下SCCの再現できず

 フリーラジカルのSCC挙動影響の重要性

 真空紫外線照射下SCC試験の開発計画

 放射線模擬環境下SCC試験法の確立による、

原子力構造材料研究開発への寄与

 酸化皮膜改質を目的とした紫外線照射装置開発

◎水の光化学反応

・H2O + uv (185nm) → ●H + ●OH（ヒドロキシルラジカル）

・●H + O2 (溶存酸素) → ●HO2（ヒドロペルオキシルラジカル）

・O2 (溶存酸素) + uv (185nm, 254nm) → 1O2 （一重項酸素）

◎水の放射線分解反応

・H2O + hv → ●H + ●OH（ヒドロキシルラジカル）

・H2O + hv(β) → eaq－（水和電子）

・●H + O2 (溶存酸素) → ●HO2（ヒドロペルオキシルラジカル）

・ eaqー + O2 (溶存酸素) → O2ー （スーパーオキシドラジカル）

・●OH + ●OH → H2O2 （過酸化水素）

○放射線模擬環境下SCC試験法の開発計画

真空紫外線照射下SCC試験装置概念図

○17MeVプロトン照射下

腐食電位低下（～-0.3V）、δフェライト相の選択溶解

○過酸化水素添加（H2O2 = 6ppm）

腐食電位やや低下（～-0.15V）も、選択溶解確認できず
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先進耐熱材料の高温損傷と破壊

顔
写真

高Cr耐熱鋼溶接継手の長時間クリープ損傷と破壊
機構の解明。
溶接金属の損傷機構の解明。
溶接継手強度低減係数の策定に貢献。
溶接継手の寿命予測方法の提案。

Keywords: 先進耐熱材料、クリープ、高温損傷、高温破壊、寿命予測

解析・評価分野 クリープ特性グループ

田淵 正明
TABUCHI.Masaaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/creep-property/

 CO2排出量の削減のために、高温機器の高効率化が求められている。

 蒸気温度700℃の先進超々臨界圧（A-USC）火力発電プラントの開発研究が進められている。

 高温強度の向上や、安全性・信頼性評価技術の向上が重要な研究課題となっている。

 高温損傷・破壊のメカニズム解明と解析評価プログラムの開発

 耐熱材料の損傷抑制・長寿命化技術の実用化

 クリープ/疲労下での高温破壊試験方法の開発と国際標準化

・M. Tabuchi et al., Materials at High Temperatures, Vol.34, Nos.5-6 (2017) pp.466-472.

・M. Tabuchi et al., Strength, Fracture and Complexity, Vol.9, Issue 1 (2015) pp.31-41.

・M. Tabuchi et al., Metallurgical and Materials Transactions A, Vol.45A, Issue 11 (2014) pp.5068-5075. 

 先進耐熱材料の高温損傷メカニズムの解明

 高温損傷・破壊の計算解析コードの開発

 溶接部の損傷抑制技術の開発

 高温破壊試験法の国際標準化

 次世代の高効率火力発電プラント（A-USC）の

開発に貢献する

 プラントの信頼性評価技術の向上に寄与する

図 9Cr耐熱鋼の溶接継手の長時間クリープ強度 図 開発鋼とA-USC用異材溶接継手のクリープ強度

母材および溶接部のクリープ強度に優れた高B-
9Cr鋼の開発。
開発鋼の強化機構の解明。
次世代A-USC火力発電プラントでの実用化ための
異材溶接部のクリープ強度評価。
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放射線模擬環境下SCC試験研究

○SCC試験条件
・試料：SUS308溶接溶融部（ゲージ部：5×10×0.15mmt）
・温度：200℃、応力：300MPa
・溶存ガス条件：O2＝0.2ppm，H2＜2ppb

Keywords: ステンレス鋼、応力腐食割れ、水の放射線分解、フォトケミカル反応

解析・評価分野 腐食特性グループ

村瀬 義治
MURASE.Yoshiharu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/murase_yoshiharu

 原子力構造材料の信頼性・安全性評価技術の向上への要請

 放射線環境下における構造材料の応力腐食割れ（SCC）試験データ不足

 放射線模擬環境下でのSCC試験法の研究開発

 水の放射線分解反応生成物（過酸化水素）に着目した、SCC挙動への影響評価

 水の光化学反応によるフリーラジカル環境下でのSCC試験

 放射線模擬環境下試験による、サイクロトロン加速器プロトン照射下SCC挙動の再現

・Y. Murase et.al., Mater. Trans., Vol.58 No.10 (2017) 1386-1391.

・Y. Murase et.al., Mater. Trans., Vol.56 No.4 (2015) 570-575.

・R. Ono et.al., J. Photochem. Photobiol. A-Chemisty Vol.274 (2014) 13-19.

 過酸化水素添加のみでは照射下SCCの再現できず

 フリーラジカルのSCC挙動影響の重要性

 真空紫外線照射下SCC試験の開発計画

 放射線模擬環境下SCC試験法の確立による、

原子力構造材料研究開発への寄与

 酸化皮膜改質を目的とした紫外線照射装置開発

◎水の光化学反応

・H2O + uv (185nm) → ●H + ●OH（ヒドロキシルラジカル）

・●H + O2 (溶存酸素) → ●HO2（ヒドロペルオキシルラジカル）

・O2 (溶存酸素) + uv (185nm, 254nm) → 1O2 （一重項酸素）

◎水の放射線分解反応

・H2O + hv → ●H + ●OH（ヒドロキシルラジカル）

・H2O + hv(β) → eaq－（水和電子）

・●H + O2 (溶存酸素) → ●HO2（ヒドロペルオキシルラジカル）

・ eaqー + O2 (溶存酸素) → O2ー （スーパーオキシドラジカル）

・●OH + ●OH → H2O2 （過酸化水素）

○放射線模擬環境下SCC試験法の開発計画

真空紫外線照射下SCC試験装置概念図

○17MeVプロトン照射下

腐食電位低下（～-0.3V）、δフェライト相の選択溶解

○過酸化水素添加（H2O2 = 6ppm）

腐食電位やや低下（～-0.15V）も、選択溶解確認できず
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先進耐熱材料の高温損傷と破壊

顔
写真

高Cr耐熱鋼溶接継手の長時間クリープ損傷と破壊
機構の解明。
溶接金属の損傷機構の解明。
溶接継手強度低減係数の策定に貢献。
溶接継手の寿命予測方法の提案。

Keywords: 先進耐熱材料、クリープ、高温損傷、高温破壊、寿命予測

解析・評価分野 クリープ特性グループ

田淵 正明
TABUCHI.Masaaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/creep-property/

 CO2排出量の削減のために、高温機器の高効率化が求められている。

 蒸気温度700℃の先進超々臨界圧（A-USC）火力発電プラントの開発研究が進められている。

 高温強度の向上や、安全性・信頼性評価技術の向上が重要な研究課題となっている。

 高温損傷・破壊のメカニズム解明と解析評価プログラムの開発

 耐熱材料の損傷抑制・長寿命化技術の実用化

 クリープ/疲労下での高温破壊試験方法の開発と国際標準化

・M. Tabuchi et al., Materials at High Temperatures, Vol.34, Nos.5-6 (2017) pp.466-472.

・M. Tabuchi et al., Strength, Fracture and Complexity, Vol.9, Issue 1 (2015) pp.31-41.

・M. Tabuchi et al., Metallurgical and Materials Transactions A, Vol.45A, Issue 11 (2014) pp.5068-5075. 

 先進耐熱材料の高温損傷メカニズムの解明

 高温損傷・破壊の計算解析コードの開発

 溶接部の損傷抑制技術の開発

 高温破壊試験法の国際標準化

 次世代の高効率火力発電プラント（A-USC）の

開発に貢献する

 プラントの信頼性評価技術の向上に寄与する

図 9Cr耐熱鋼の溶接継手の長時間クリープ強度 図 開発鋼とA-USC用異材溶接継手のクリープ強度

母材および溶接部のクリープ強度に優れた高B-
9Cr鋼の開発。
開発鋼の強化機構の解明。
次世代A-USC火力発電プラントでの実用化ための
異材溶接部のクリープ強度評価。
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フェライト系耐熱鋼溶接材の組織安定化

Keywords: 9Crフェライト系耐熱鋼、クリープ、析出物

解析・評価分野 クリープ特性グループ

松永 哲也
MATSUNAGA.Tetsuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/matsunaga_tetsuya

 火力発電の高効率化に伴う水蒸気温度・圧力向上に対応した新規耐熱鋼が必須

 耐熱鋼の溶接後に生じる溶接熱影響部で発生する局所的な変形が耐熱鋼の寿命を低下させる

 ボロン添加による高温組織の安定化

 耐熱鋼の溶接後に生じる溶接熱影響部の組織制御による耐熱鋼の長寿命化

・M. Souissi, M. H. F. Sluiter, T. Matsunaga, M. Tabuchi, M. J. Mills, R. Sahara, Sci. Rep., 8 (2018) 7279-1
・S. Sahara, T. Matsunaga, H. Hongo, M. Tabuchi, Metall. Mater. Trans. A, 47 (2016) 2487.
・T. Matsunaga, H. Hongo, M. Tabuchi, R. Sahara, Mater. Sci. Eng. A, 655 (2016) 168.

 ボロンはM23C6析出物を安定化させた

 界面のピン止め効果がボロン添加により上昇した

 溶接熱影響部の粗粒化が耐熱鋼の長寿命化を促した

 析出物の更なる安定化元素・機構の解明

 組織安定化機構の解明

 安全性評価データの蓄積

 ボロン添加、窒素低減により、溶接中の組織変化を抑制した

 溶接熱影響部の粗粒化により、溶接した耐熱鋼における長寿命化のメカニズムを解明

Photo

炭素鋼中のオメガ相の微細構造解析
Keywords: 炭素鋼、強化機構、マルテンサイト、オメガ相、鉄鋼組織構造

解析・評価分野 高強度材料グループ

平 徳海
PING.De-hai@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ping_de-hai

 炭素鋼は広く構造材料として使われる

 鉄鋼材料の強化機構はまだ完全に理解されているわけではない

 セメンタイト(θ-Fe3C)構成メカニズムはまだ不明瞭である

 「鉄鋼構造中のオメガ相の形成」を基本として焼き入れ硬化現象の新原理構築

 炭素鋼の微細構造形成と強化機構の解明

 セメンタイト(θ-Fe3C)構成メカニズムの解明

 超微小ω-Fe(C)粒子はマルテンサイトの双晶界面にある

 ω-Fe(C)粒子は粗大化を経てθ-Fe3Cに変わる

 最終的な炭素鋼の微細構造は、α-Fe結晶粒粗大化

を経て形成される

 炭素鋼の熱処理条件の選択

 微細構造↔機械的特性をコントロールする

 炭素鋼中のオメガ相 (JSPS 科研費 A) 

炭素鋼の微細構造形成と強化機構の解明

(図を参照する)

「鉄鋼構造中のオメガ相の形成」を基本として焼き入れ

硬化現象の新原理構築

セメンタイト(θ-Fe3C)構成メカニズムの解明

(ω-Fe(C)→ ω′-Fe3C → θ′-Fe3C → θ-Fe3C )

• Ping DH, Understanding solid-solid (fcc→ω+bcc) transition ... Acta Metall Sin (Engl Lett) 28(2015)663.
• Ping DH et al., Microstructural evolution and carbides in quenched … ISIJ Int 57(2017)1233. 
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フェライト系耐熱鋼溶接材の組織安定化

Keywords: 9Crフェライト系耐熱鋼、クリープ、析出物

解析・評価分野 クリープ特性グループ

松永 哲也
MATSUNAGA.Tetsuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/matsunaga_tetsuya

 火力発電の高効率化に伴う水蒸気温度・圧力向上に対応した新規耐熱鋼が必須

 耐熱鋼の溶接後に生じる溶接熱影響部で発生する局所的な変形が耐熱鋼の寿命を低下させる

 ボロン添加による高温組織の安定化

 耐熱鋼の溶接後に生じる溶接熱影響部の組織制御による耐熱鋼の長寿命化

・M. Souissi, M. H. F. Sluiter, T. Matsunaga, M. Tabuchi, M. J. Mills, R. Sahara, Sci. Rep., 8 (2018) 7279-1
・S. Sahara, T. Matsunaga, H. Hongo, M. Tabuchi, Metall. Mater. Trans. A, 47 (2016) 2487.
・T. Matsunaga, H. Hongo, M. Tabuchi, R. Sahara, Mater. Sci. Eng. A, 655 (2016) 168.

 ボロンはM23C6析出物を安定化させた

 界面のピン止め効果がボロン添加により上昇した

 溶接熱影響部の粗粒化が耐熱鋼の長寿命化を促した

 析出物の更なる安定化元素・機構の解明

 組織安定化機構の解明

 安全性評価データの蓄積

 ボロン添加、窒素低減により、溶接中の組織変化を抑制した

 溶接熱影響部の粗粒化により、溶接した耐熱鋼における長寿命化のメカニズムを解明

Photo

炭素鋼中のオメガ相の微細構造解析
Keywords: 炭素鋼、強化機構、マルテンサイト、オメガ相、鉄鋼組織構造

解析・評価分野 高強度材料グループ

平 徳海
PING.De-hai@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ping_de-hai

 炭素鋼は広く構造材料として使われる

 鉄鋼材料の強化機構はまだ完全に理解されているわけではない

 セメンタイト(θ-Fe3C)構成メカニズムはまだ不明瞭である

 「鉄鋼構造中のオメガ相の形成」を基本として焼き入れ硬化現象の新原理構築

 炭素鋼の微細構造形成と強化機構の解明

 セメンタイト(θ-Fe3C)構成メカニズムの解明

 超微小ω-Fe(C)粒子はマルテンサイトの双晶界面にある

 ω-Fe(C)粒子は粗大化を経てθ-Fe3Cに変わる

 最終的な炭素鋼の微細構造は、α-Fe結晶粒粗大化

を経て形成される

 炭素鋼の熱処理条件の選択

 微細構造↔機械的特性をコントロールする

 炭素鋼中のオメガ相 (JSPS 科研費 A) 

炭素鋼の微細構造形成と強化機構の解明

(図を参照する)

「鉄鋼構造中のオメガ相の形成」を基本として焼き入れ

硬化現象の新原理構築

セメンタイト(θ-Fe3C)構成メカニズムの解明

(ω-Fe(C)→ ω′-Fe3C → θ′-Fe3C → θ-Fe3C )

• Ping DH, Understanding solid-solid (fcc→ω+bcc) transition ... Acta Metall Sin (Engl Lett) 28(2015)663.
• Ping DH et al., Microstructural evolution and carbides in quenched … ISIJ Int 57(2017)1233. 
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材料組織の数値シミュレーションによるバルク特性評価

解析・評価分野 高強度材料グループ

渡邊 育夢 (筑波大学連係大学院 准教授)

WATANABE.Ikumu@nims.go.jp |  http://www.nims.go.jp/group/sdg/

Keywords: Multiscale modeling, computational micromechanics, finite element method

材料組織の変形挙動をマクロ応力・ひずみと関連付けながら数値シミュレーションによって解析し、マクロ

力学特性とその発現機構を調査する。このアプローチでは実験観測では困難な材料組織内部の応力・

ひずみ分布を可視化し、評価できる。

・ I. Watanabe, et al., Advanced Structured Materials, Springer, 24 (2015) 541-555.
・ I. Watanabe et al., Int. J. Numer. Methods Engrg., 89 (2012), 829-845.
・ I. Watanabe et al.,  Int. J. Plasticity, 26 (2010), 570-585.

 数値解析を利用した材料挙動の評価

 実験計測・物理シミュレーションとの連携

 手法の拡張と数値計算の高速化

 マルチフィジクス問題への拡張

実現象を再現するためには、材料組織および構成要素の力学特性を適切にモデル化する必要があり、モ

デリング手法の開発、第一原理計算などの物理シミュレーションや押し込み試験などの実験評価手法との

連携を進めている。

顔
写真

 材料開発と成形プロセスを結ぶ協調設計

 新材料開発を支援するための手法開発

 性能-特性-材料組織-プロセスの連関を意識した材

料設計

Microstructure Properties
Analysis

Synthesis !?

Theory

Experimental data

Atomistic simulations

三次元材料組織計測との連携

Modeling and analysis of self-healing 
ceramics (collaboration with Dr. T. Osada) 

(a) Data    (b) Model       (c) Simulation

三次元材料組織計測データを直接的に利用

して数値モデルを作成，数値シミュレーション

によって材料挙動を評価。

最適な材料組織形態の探索と創成

Morphology optimization of strong phase
(collaboration with Prof. K. Ameyama)

(a) Optimized result (b) Microstructure

材料組織の幾何学的形態に依存する強化機

構を最大限に引き出す材料組織形態を探索

する技術を開発。材料開発に展開。

モアレ法を用いた脆性材料のひび（き裂）幅測定

岸本 哲
KISHIMOTO.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kishimoto_satoshi

Keywords: 脆性材料 コンクリート ひび・き裂幅計測 モアレ法

 構造物の経年劣化による事故が数多く報告され、コンクリート構造物においては5年に1回の目視

検査が義務ずけられている。高所・長距離においては、まして補修・コーティングした部分は目視が

困難であり、これに代わる手法が必要である。

・特願2017-168517、き裂幅の測定法、岸本、百武、新田

 コンクリート構造物のひび検出、簡易モニタリング

 修復したコンクリート構造物の際き裂生成モニタリング

 被覆材下のひび(き裂）検出

 モアレ法を用いたコンクリート等の脆性材料に生成するひび（き裂）幅計測法の開発

 本手法を用いたコンクリート等の構造物の部位に生成するひび幅の検知・計測・モニタリング

 本手法を用いたコンクリート等の脆性材料に生成するひび（き裂）の簡易検知

 モアレ縞用グリッドの耐久性

 自動計測・モニタリングシステムの構築

コンクリート等の脆性材料にモデルグリッドを張り付け、わずかに角度を変えた同
じ幅のグリッドを重ね合わせるとミスマッチによるモアレ縞が生じる。ひびが生じ

割裂試
験によ
り変形
したグ
リッド

割裂試験によるコンクリートのひび幅測定例

ここでaはモデルグリッドの間隔、
ｄはモアレ縞の間隔、Δｄはモアレ
縞のずれ、Wはひび(き裂）の幅である

w ひび幅 � � ��
� ①

Δd

d

a

w

0.5mm
割裂試
験によ
り割れ
た試料
の裏側

割裂試験に
より⽣じた
ひびによる
モアレ縞の
ずれ、中央
付近で0.5㎜
である。

解析・評価分野　構造材料組織解析技術グループ 

たときにモアレ縞にずれが生じ、右に示す簡単な１式であらわされる。
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材料組織の数値シミュレーションによるバルク特性評価

解析・評価分野 高強度材料グループ

渡邊 育夢 (筑波大学連係大学院 准教授)

WATANABE.Ikumu@nims.go.jp |  http://www.nims.go.jp/group/sdg/

Keywords: Multiscale modeling, computational micromechanics, finite element method

材料組織の変形挙動をマクロ応力・ひずみと関連付けながら数値シミュレーションによって解析し、マクロ

力学特性とその発現機構を調査する。このアプローチでは実験観測では困難な材料組織内部の応力・

ひずみ分布を可視化し、評価できる。

・ I. Watanabe, et al., Advanced Structured Materials, Springer, 24 (2015) 541-555.
・ I. Watanabe et al., Int. J. Numer. Methods Engrg., 89 (2012), 829-845.
・ I. Watanabe et al.,  Int. J. Plasticity, 26 (2010), 570-585.

 数値解析を利用した材料挙動の評価

 実験計測・物理シミュレーションとの連携

 手法の拡張と数値計算の高速化

 マルチフィジクス問題への拡張

実現象を再現するためには、材料組織および構成要素の力学特性を適切にモデル化する必要があり、モ

デリング手法の開発、第一原理計算などの物理シミュレーションや押し込み試験などの実験評価手法との

連携を進めている。

顔
写真
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 新材料開発を支援するための手法開発

 性能-特性-材料組織-プロセスの連関を意識した材

料設計

Microstructure Properties
Analysis

Synthesis !?

Theory

Experimental data

Atomistic simulations

三次元材料組織計測との連携

Modeling and analysis of self-healing 
ceramics (collaboration with Dr. T. Osada) 

(a) Data    (b) Model       (c) Simulation

三次元材料組織計測データを直接的に利用

して数値モデルを作成，数値シミュレーション

によって材料挙動を評価。

最適な材料組織形態の探索と創成

Morphology optimization of strong phase
(collaboration with Prof. K. Ameyama)

(a) Optimized result (b) Microstructure

材料組織の幾何学的形態に依存する強化機

構を最大限に引き出す材料組織形態を探索

する技術を開発。材料開発に展開。

モアレ法を用いた脆性材料のひび（き裂）幅測定

岸本 哲
KISHIMOTO.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kishimoto_satoshi

Keywords: 脆性材料 コンクリート ひび・き裂幅計測 モアレ法

 構造物の経年劣化による事故が数多く報告され、コンクリート構造物においては5年に1回の目視

検査が義務ずけられている。高所・長距離においては、まして補修・コーティングした部分は目視が

困難であり、これに代わる手法が必要である。
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 本手法を用いたコンクリート等の構造物の部位に生成するひび幅の検知・計測・モニタリング

 本手法を用いたコンクリート等の脆性材料に生成するひび（き裂）の簡易検知

 モアレ縞用グリッドの耐久性

 自動計測・モニタリングシステムの構築

コンクリート等の脆性材料にモデルグリッドを張り付け、わずかに角度を変えた同
じ幅のグリッドを重ね合わせるとミスマッチによるモアレ縞が生じる。ひびが生じ

割裂試
験によ
り変形
したグ
リッド

割裂試験によるコンクリートのひび幅測定例

ここでaはモデルグリッドの間隔、
ｄはモアレ縞の間隔、Δｄはモアレ
縞のずれ、Wはひび(き裂）の幅である

w ひび幅 � � ��
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割裂試
験によ
り割れ
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の裏側

割裂試験に
より⽣じた
ひびによる
モアレ縞の
ずれ、中央
付近で0.5㎜
である。

解析・評価分野　構造材料組織解析技術グループ 

たときにモアレ縞にずれが生じ、右に示す簡単な１式であらわされる。
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定量的顕微技術による粒界物性測定技術開発
Keywords: 透過型電子顕微鏡、分光法、結晶粒界

解析・評価分野 構造材料組織解析技術グループ

井 誠一郎
II.Seiichiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ii_seiichiro

 透過型電子顕微鏡法は、材料の微細組織をナノスケールで解析する強力な手法の一つ

 近年の電子顕微鏡技術の発展に伴い、組織情報の定量的な取得が可能になってきた

 大多数の構造材料は、多結晶体であり、結晶粒界が必然的に存在。

 結晶粒界は構造が乱れており、その乱れに由来した各種状態がバルクとは異なる。

 電子顕微鏡技術を駆使し、結晶粒界に起因する物性情報を実験的かつ定量的な取得を目指す。

・S. II et al., Scripta Mater. 68(2013), 253

・K. Hirayama et al., Sci. Tech. Adv. Mater. 15(2014), 015005

・井、原、金属, 87 (2017), 46.

 電子顕微鏡および分光法の併用により、材料中の局

所磁気物性測定手法を提案

 組織解析との組み合わせにより、3d遷移金属中の磁

気物性を実験的に証明

 理論計算等の併用による本質的理解

 更なる高度化、多様化の検討

 実用材料等複雑系への応用展開

例） 粒界局所磁気物性測定と粒界性格依存性

EBSDによる粒界性格の把握

純Feの電子線損失エネルギー
分光(EELS)測定によるL2,3端
近傍のスペクトル

EELSスペクトルより純Feの局所磁気モーメント測定を実施し、粒界構造の乱れ方（粒界性格）に応じた磁
気モーメントの変化を明確化。

EELSスペクトルより求めた純Fe
の局所磁気モーメントに対する
粒界性格依存性

マテリアルズインテグレーションを活用した粒子
積層材料の開発

Keywords: ウォームスプレー、三次元積層造形、マテリアルズインテグレーション、非破壊評価

接合・造型分野 分野長

渡邊 誠
WATANABE.Makoto@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/integrated-smart-materials/

 計算科学やデータ科学を活用することで、材料の特性や長期的なパフォーマンスを予測するマテ

リアルズインテグレーション（ＭＩ）技術の開発が、注目されている。ＭＩ技術は、様々な構造材料開発

の加速につながると期待できる。

 コーティングや3D造形部材を対象に、これまで蓄積してきたプロセスデータ、非破壊評価による欠

陥データ、力学特性データ、粒子積層シミュレーションや破壊シミュレーション、これらに機械学習を

組み合わせ、部材開発を加速するためのＭＩ技術開発を目指す。

・ D.S. Bulgarevich, S. Tsukamoto, T. Kasuya, M. Demura, M. Watanabe, SCIENTIFIC REPORTS, 8 (2018) 2078-1-2078-8.

・ M. Kusano, H. Hatano, M. Watanabe, S. Takekawa, H. Yamawaki, K. Oguchi, M. Enoki, ULTRASONICS. 84 (2018) 310-318.

・ 渡邊 誠, 溶射, 54 [3] (2017) 113-117.

 マテリアルズインテグレーションの要素技術開発

 粒子積層プロセスによる高性能コーティング開発

 三次元積層材のプロセス-組織-性能連関解明

 非破壊評価による内部欠陥・劣化計測技術

 MI技術発展による材料開発期間の短縮

 補修技術確立と健全性評価

 三次元積層材の性能予測技術確立

 センシング機能を有するスマート構造部材

 溶射コーティングプロセス

 三次元積層造形プロセス

粒⼦積層プロセス

固相粒⼦衝突によるウォームスプレー法

選択的レーザー焼結法

組織・特性の予測

気孔率予測

 実験データ等による予測
硬さ予測

 数値解析によるメカニズム
解明と予測
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定量的顕微技術による粒界物性測定技術開発
Keywords: 透過型電子顕微鏡、分光法、結晶粒界

解析・評価分野 構造材料組織解析技術グループ

井 誠一郎
II.Seiichiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ii_seiichiro

 透過型電子顕微鏡法は、材料の微細組織をナノスケールで解析する強力な手法の一つ

 近年の電子顕微鏡技術の発展に伴い、組織情報の定量的な取得が可能になってきた

 大多数の構造材料は、多結晶体であり、結晶粒界が必然的に存在。

 結晶粒界は構造が乱れており、その乱れに由来した各種状態がバルクとは異なる。

 電子顕微鏡技術を駆使し、結晶粒界に起因する物性情報を実験的かつ定量的な取得を目指す。

・S. II et al., Scripta Mater. 68(2013), 253

・K. Hirayama et al., Sci. Tech. Adv. Mater. 15(2014), 015005

・井、原、金属, 87 (2017), 46.

 電子顕微鏡および分光法の併用により、材料中の局

所磁気物性測定手法を提案

 組織解析との組み合わせにより、3d遷移金属中の磁

気物性を実験的に証明

 理論計算等の併用による本質的理解

 更なる高度化、多様化の検討

 実用材料等複雑系への応用展開

例） 粒界局所磁気物性測定と粒界性格依存性

EBSDによる粒界性格の把握

純Feの電子線損失エネルギー
分光(EELS)測定によるL2,3端
近傍のスペクトル

EELSスペクトルより純Feの局所磁気モーメント測定を実施し、粒界構造の乱れ方（粒界性格）に応じた磁
気モーメントの変化を明確化。

EELSスペクトルより求めた純Fe
の局所磁気モーメントに対する
粒界性格依存性

マテリアルズインテグレーションを活用した粒子
積層材料の開発

Keywords: ウォームスプレー、三次元積層造形、マテリアルズインテグレーション、非破壊評価

接合・造型分野 分野長

渡邊 誠
WATANABE.Makoto@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/integrated-smart-materials/

 計算科学やデータ科学を活用することで、材料の特性や長期的なパフォーマンスを予測するマテ

リアルズインテグレーション（ＭＩ）技術の開発が、注目されている。ＭＩ技術は、様々な構造材料開発
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 コーティングや3D造形部材を対象に、これまで蓄積してきたプロセスデータ、非破壊評価による欠

陥データ、力学特性データ、粒子積層シミュレーションや破壊シミュレーション、これらに機械学習を

組み合わせ、部材開発を加速するためのＭＩ技術開発を目指す。

・ D.S. Bulgarevich, S. Tsukamoto, T. Kasuya, M. Demura, M. Watanabe, SCIENTIFIC REPORTS, 8 (2018) 2078-1-2078-8.

・ M. Kusano, H. Hatano, M. Watanabe, S. Takekawa, H. Yamawaki, K. Oguchi, M. Enoki, ULTRASONICS. 84 (2018) 310-318.

・ 渡邊 誠, 溶射, 54 [3] (2017) 113-117.

 マテリアルズインテグレーションの要素技術開発

 粒子積層プロセスによる高性能コーティング開発

 三次元積層材のプロセス-組織-性能連関解明

 非破壊評価による内部欠陥・劣化計測技術

 MI技術発展による材料開発期間の短縮

 補修技術確立と健全性評価

 三次元積層材の性能予測技術確立

 センシング機能を有するスマート構造部材

 溶射コーティングプロセス
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粒⼦積層プロセス

固相粒⼦衝突によるウォームスプレー法

選択的レーザー焼結法

組織・特性の予測

気孔率予測

 実験データ等による予測
硬さ予測

 数値解析によるメカニズム
解明と予測

－ 223－

構
造
材
料



ステンレス鋼中の微量窒素の定量分析

顔
写真

ステンレス鋼への窒素の添加は引張強度や耐食
性の向上などの効果を有する一方で、溶接施工の
際に生じる気孔や高温割れの原因となります。これ
らの挙動の制御のためにはステンレス鋼中の窒素
濃度とその分布状態を正確に知ることが必要です。
本研究では、軟X線の分光が可能なグレーティング
分光器を搭載したEPMAを用いてSUS316ステンレ
ス鋼中の微量窒素の分析を試みました。Fig.1は窒
素量228ppmおよび10ppmの試料における窒素の
X線スペクトルを示しています。0.392keVの位置に
窒素の特性X線の1次線スペクトルが明瞭に検出さ
れています。従来の分光素子では困難であった窒
素の1次線の分光が可能であることを確認しました。
このスペクトルから、ステンレス鋼中の窒素について
ppmオーダーの範囲の高精度な検量線を作成す
ることが可能となります。

Keywords: 窒素 軟X線 EPMA

接合・造型分野 溶接・接合技術グループ

目黒 奨
MEGURO.Susumu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/meguro_susumu

ステンレス鋼の耐食性向上と溶接継手の気孔や高温割れの原因となる窒素の制御

軟X線の分光が可能なEPMA用グレーティング分光器の発達

従来の分析手法では困難なppmオーダーの軽元素の検出

軟X線の分光が可能なグレーティング分光器を搭載したEPMAを用いた微量窒素の定量分析手法

の確立

・S. Meguro, T. Kimura, T. Nakamura and T. Murano, CAMP-ISIJ Vol.31 (2018),p389

 グレーティング分光器で窒素のX線分光が可能

 極微量領域の窒素の検量線の作成が可能

 加速電圧等の分析条件の最適化

 試料表面の酸化皮膜等の影響の検討

Fig.1 X-ray spectrum of N in SUS316L stainless 
steel using grating spectrometer

機械学習を利用した溶接部特性予測モデルの構築

顔
写真

Keywords: 溶接部特性予測、機械学習、残留応力

接合・造型分野 溶接・接合技術グループ

北野 萌一
KITANO.Houichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kitano_houichi?locale=ja

 局所的な急加熱・急冷却プロセスにより製作される溶接部材の特性は極めて複雑。

 溶接部の特性は溶接条件、材料特性、部材形状等多くの因子の影響を受ける。

 溶接構造物の健全性・信頼性向上のためには簡便かつ高速に特性を予測する手法が必要。

 機械学習による溶接部特性予測モデル構築の有効性実証のため、溶接入熱および溶接部から

の距離と溶接残留応力との間の関係をモデル化し、予測精度を検証する。

 機械学習には入力に対してスムーズな出力が得られるファジィ推論ニューラルネットワークを使用。

・H. Kitano and T. Nakamura, 70th Annual Assembly of the International Institute of Welding, IIW Doc. X-1879-17, 
Shanghai, China, July 2017.

・H. Kitano and T. Nakamura, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMATION TECHNOLOGY, Vol. 12(3), pp. 290-296, 2018.

 機械学習により構築した溶接残留応力予測モデ

ルの有効性を実証した。

 構築モデルによる予測は実験や数値シミュレー

ションによる評価と比べて短時間で実行可能。

 実溶接部材(多層溶接部材、すみ肉溶接部材、

配管溶接部材)特性予測モデル構築法の提案。

 残留応力以外の特性(残留変形、強度分布、凝

固組織特性等)予測モデル構築への展開。

• 有限要素シミュレーション結果(真値、黒線)と構
築したモデルによる予測結果(赤線)はよく一致

• 構築モデルによる溶接残留応力予測は極めて
短時間(～1秒)で実行可能 [実験による評価は
数日～数週間、数値シミュレーションによる評価
は数時間～数十時間必要]

-溶接残留応力予測モデル構築システム-

-予測モデルの妥当性検証-

使用したネットワーク構造。
, , ̅, は学習により最適化。

Step: 1 入出力データベースの構築 Step 2: ファジィ推論ニューラルネットワークの学習 Step 3: 予測モデル
の出力

入力(溶接入熱 、溶接部からの距離
)と出力(溶接残留応力 )データベー

ス例。有限要素シミュレーションを使用。

溶接残留応力
は入力(溶接入
熱 、溶接部か
らの距離 )に対
する陽関数として
出力可能。
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ステンレス鋼中の微量窒素の定量分析

顔
写真

ステンレス鋼への窒素の添加は引張強度や耐食
性の向上などの効果を有する一方で、溶接施工の
際に生じる気孔や高温割れの原因となります。これ
らの挙動の制御のためにはステンレス鋼中の窒素
濃度とその分布状態を正確に知ることが必要です。
本研究では、軟X線の分光が可能なグレーティング
分光器を搭載したEPMAを用いてSUS316ステンレ
ス鋼中の微量窒素の分析を試みました。Fig.1は窒
素量228ppmおよび10ppmの試料における窒素の
X線スペクトルを示しています。0.392keVの位置に
窒素の特性X線の1次線スペクトルが明瞭に検出さ
れています。従来の分光素子では困難であった窒
素の1次線の分光が可能であることを確認しました。
このスペクトルから、ステンレス鋼中の窒素について
ppmオーダーの範囲の高精度な検量線を作成す
ることが可能となります。

Keywords: 窒素 軟X線 EPMA

接合・造型分野 溶接・接合技術グループ

目黒 奨
MEGURO.Susumu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/meguro_susumu

ステンレス鋼の耐食性向上と溶接継手の気孔や高温割れの原因となる窒素の制御

軟X線の分光が可能なEPMA用グレーティング分光器の発達

従来の分析手法では困難なppmオーダーの軽元素の検出

軟X線の分光が可能なグレーティング分光器を搭載したEPMAを用いた微量窒素の定量分析手法

の確立

・S. Meguro, T. Kimura, T. Nakamura and T. Murano, CAMP-ISIJ Vol.31 (2018),p389

 グレーティング分光器で窒素のX線分光が可能

 極微量領域の窒素の検量線の作成が可能

 加速電圧等の分析条件の最適化

 試料表面の酸化皮膜等の影響の検討

Fig.1 X-ray spectrum of N in SUS316L stainless 
steel using grating spectrometer

機械学習を利用した溶接部特性予測モデルの構築

顔
写真

Keywords: 溶接部特性予測、機械学習、残留応力

接合・造型分野 溶接・接合技術グループ

北野 萌一
KITANO.Houichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kitano_houichi?locale=ja

 局所的な急加熱・急冷却プロセスにより製作される溶接部材の特性は極めて複雑。

 溶接部の特性は溶接条件、材料特性、部材形状等多くの因子の影響を受ける。

 溶接構造物の健全性・信頼性向上のためには簡便かつ高速に特性を予測する手法が必要。

 機械学習による溶接部特性予測モデル構築の有効性実証のため、溶接入熱および溶接部から

の距離と溶接残留応力との間の関係をモデル化し、予測精度を検証する。

 機械学習には入力に対してスムーズな出力が得られるファジィ推論ニューラルネットワークを使用。

・H. Kitano and T. Nakamura, 70th Annual Assembly of the International Institute of Welding, IIW Doc. X-1879-17, 
Shanghai, China, July 2017.

・H. Kitano and T. Nakamura, INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMATION TECHNOLOGY, Vol. 12(3), pp. 290-296, 2018.

 機械学習により構築した溶接残留応力予測モデ

ルの有効性を実証した。

 構築モデルによる予測は実験や数値シミュレー

ションによる評価と比べて短時間で実行可能。

 実溶接部材(多層溶接部材、すみ肉溶接部材、

配管溶接部材)特性予測モデル構築法の提案。

 残留応力以外の特性(残留変形、強度分布、凝

固組織特性等)予測モデル構築への展開。

• 有限要素シミュレーション結果(真値、黒線)と構
築したモデルによる予測結果(赤線)はよく一致

• 構築モデルによる溶接残留応力予測は極めて
短時間(～1秒)で実行可能 [実験による評価は
数日～数週間、数値シミュレーションによる評価
は数時間～数十時間必要]

-溶接残留応力予測モデル構築システム-

-予測モデルの妥当性検証-

使用したネットワーク構造。
, , ̅, は学習により最適化。

Step: 1 入出力データベースの構築 Step 2: ファジィ推論ニューラルネットワークの学習 Step 3: 予測モデル
の出力

入力(溶接入熱 、溶接部からの距離
)と出力(溶接残留応力 )データベー

ス例。有限要素シミュレーションを使用。

溶接残留応力
は入力(溶接入
熱 、溶接部か
らの距離 )に対
する陽関数として
出力可能。
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耐熱材料設計ツールの構築

顔
写真

Keywords: シミュレーション、構造･組織、特性、時間依存性、耐熱鋼、ニッケル・チタン合金

接合・造型分野 耐熱材料設計グループ

戸田 佳明
TODA.Yoshiaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-temp-mat-design/

 プラントやエンジンの効率向上のため、耐熱材料の開発や特性向上が必要である。

 従来の材料開発は、試行錯誤的な実験手法、勘や経験、偶発的な成功に頼ってきた。

 最適耐熱材料が低コスト、少ない試料、短時間で開発されることが求められている。

 高温での構造･組織の時間変化予測法の開発

 組織変化と特性の関係解明

 要求仕様に適合した新耐熱材料を提案する材料設計ツールの構築

・Y. Toda, F. Abe: ISIJ International, 49 (2009), 439-445.

・Q. Lu, Y. Toda, N. Harada, W. Xu, S. v. d. Zwaag: Computational Materials Science, 107 (2015), 110-115.

・M. Shibuya, Y. Toda, K. Sawada, H. Kushima, K. Kimura: Materials Science and Engineering A, 652 (2016), 1-6.

 『組織自由エネルギー法』は様々な合金の析出遷移

過程予測に有用である。

 組織形態と特性の関係の定式化を検討中である。

 耐クリープ特性・耐酸化特性の優れた耐熱鋼･耐熱

ニッケル･チタン合金の開発に応用

 火力･化学プラント、航空機エンジン、燃料電池等

の高温構造材料の開発

チタン合金の特性向上と特性予測
Keywords: チタン合金、合金設計、特性予測、疲労、クリープ、酸化

接合・造型分野 耐熱材料設計グループ

北嶋 具教
KITASHIMA.Tomonori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kitashima_tomonori

 チタン合金の航空機機体やエンジンにおける使用量は増加傾向

 チタン合金部品の高温化・高性能化のためさらなる特性向上に期待

 複雑な多元系であり、組織形態は製造プロセス条件に敏感かつ複数の特性に影響

 チタン合金の組成、プロセス因子、ミクロ組織因子、特性の相関性に関するデータベースの構築

 特性発現メカニズムの解明と特性予測技術の開発

 既存合金の特性を上回る新規合金の開発、新規プロセスに適した合金の開発

・北嶋具教、他、”航空機用チタン合金の材料特性および開発指針”, まてりあ, Vol. 55, (2016) 370-376.
・北嶋具教、"ニアαチタン合金の特性予測", チタン, Vol. 66, No. 4, （2018）.

・T. Kitashima, T. Hara, Y. Yang, Y. Hara, Materials & Design, Vol. 137 (2018) 355.
・T. Kitashima, M. Hagiwara, R. Sahara, S.K. Bhattacharya, S. Iwasaki, Solid State Phenomena, Vol. 266 (2017) 201.

 チタン合金のデータベース構築

 チタン合金の特性予測技術開発

 高性能チタン合金の開発

 実用的な多元系合金の特性予測精度の向上

 予測技術における物理モデルと統計学手法の融合

 開発合金の実用化

複合材料
アルミ

チタン

鋼

ニッケル

(Rolls-Royce)

燃焼器
タービン

コンプレッサー

コンプレッサーの大部分はチタン合金。
チタン合金の高温化・高性能化による
軽量化とエンジン熱効率向上を目指す。

耐酸化特性
（酸化重量増加
@700℃240h）

クリープ特性
（最小クリープ歪速度）

R2 = 0.93R2 = 0.84

特性予測式の構築クリ―プ特性の合金組成・ミクロ組織依存性

ボロン添加による疲労強度向上とその組織依存性
再結晶！

高温酸化時の
酸化膜/基材界面の再結晶

－ 226－

構
造
材
料



耐熱材料設計ツールの構築

顔
写真

Keywords: シミュレーション、構造･組織、特性、時間依存性、耐熱鋼、ニッケル・チタン合金

接合・造型分野 耐熱材料設計グループ

戸田 佳明
TODA.Yoshiaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-temp-mat-design/

 プラントやエンジンの効率向上のため、耐熱材料の開発や特性向上が必要である。

 従来の材料開発は、試行錯誤的な実験手法、勘や経験、偶発的な成功に頼ってきた。

 最適耐熱材料が低コスト、少ない試料、短時間で開発されることが求められている。

 高温での構造･組織の時間変化予測法の開発

 組織変化と特性の関係解明

 要求仕様に適合した新耐熱材料を提案する材料設計ツールの構築

・Y. Toda, F. Abe: ISIJ International, 49 (2009), 439-445.

・Q. Lu, Y. Toda, N. Harada, W. Xu, S. v. d. Zwaag: Computational Materials Science, 107 (2015), 110-115.

・M. Shibuya, Y. Toda, K. Sawada, H. Kushima, K. Kimura: Materials Science and Engineering A, 652 (2016), 1-6.

 『組織自由エネルギー法』は様々な合金の析出遷移

過程予測に有用である。

 組織形態と特性の関係の定式化を検討中である。

 耐クリープ特性・耐酸化特性の優れた耐熱鋼･耐熱

ニッケル･チタン合金の開発に応用

 火力･化学プラント、航空機エンジン、燃料電池等

の高温構造材料の開発

チタン合金の特性向上と特性予測
Keywords: チタン合金、合金設計、特性予測、疲労、クリープ、酸化

接合・造型分野 耐熱材料設計グループ

北嶋 具教
KITASHIMA.Tomonori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kitashima_tomonori

 チタン合金の航空機機体やエンジンにおける使用量は増加傾向

 チタン合金部品の高温化・高性能化のためさらなる特性向上に期待

 複雑な多元系であり、組織形態は製造プロセス条件に敏感かつ複数の特性に影響

 チタン合金の組成、プロセス因子、ミクロ組織因子、特性の相関性に関するデータベースの構築

 特性発現メカニズムの解明と特性予測技術の開発

 既存合金の特性を上回る新規合金の開発、新規プロセスに適した合金の開発

・北嶋具教、他、”航空機用チタン合金の材料特性および開発指針”, まてりあ, Vol. 55, (2016) 370-376.
・北嶋具教、"ニアαチタン合金の特性予測", チタン, Vol. 66, No. 4, （2018）.

・T. Kitashima, T. Hara, Y. Yang, Y. Hara, Materials & Design, Vol. 137 (2018) 355.
・T. Kitashima, M. Hagiwara, R. Sahara, S.K. Bhattacharya, S. Iwasaki, Solid State Phenomena, Vol. 266 (2017) 201.

 チタン合金のデータベース構築

 チタン合金の特性予測技術開発

 高性能チタン合金の開発

 実用的な多元系合金の特性予測精度の向上

 予測技術における物理モデルと統計学手法の融合

 開発合金の実用化

複合材料
アルミ

チタン

鋼

ニッケル

(Rolls-Royce)

燃焼器
タービン

コンプレッサー

コンプレッサーの大部分はチタン合金。
チタン合金の高温化・高性能化による
軽量化とエンジン熱効率向上を目指す。

耐酸化特性
（酸化重量増加
@700℃240h）

クリープ特性
（最小クリープ歪速度）

R2 = 0.93R2 = 0.84

特性予測式の構築クリ―プ特性の合金組成・ミクロ組織依存性

ボロン添加による疲労強度向上とその組織依存性
再結晶！

高温酸化時の
酸化膜/基材界面の再結晶
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炭素繊維の異方性（構造と力学特性評価）

Keywords: 炭素繊維、構造解析、力学特性評価、異方性

接合・造型分野 高分子系ハイブリッド複合材料グループ

内藤 公喜
NAITO.Kimiyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/polymer-matrix/

炭素繊維強化樹脂複合材料は、優れた力学的性質を有し、多くの産業分野で使われ始めています。

炭素繊維の異方性（構造と力学特性）を理解することは、炭素繊維強化樹脂複合材料を製品に適用す

る上で非常に重要な基礎的な情報です。

炭素繊維の構造を走査型・透過型電子顕微鏡、X線回折、ラマン分光等を用いて分析しています。また、

炭素繊維の力学特性（引張、曲げ、横圧縮、破壊じん性値等）を評価しています。炭素繊維の異方性を

理解することにより、より高度な炭素繊維強化樹脂複合材料の実現を目指します。

・K. Naito, Carbon, 126 (2018) 346-359. ・K. Naito, et al., Carbon, 118 (2017) 168-183.

・K. Naito, et al., J. Mater. Sci., 47 (2012) 632-642. ・K. Naito, et al., J. Am. Ceram. Soc., 92 (2009) 186-192.

・K. Naito, et al., Carbon, 46 (2008) 189-195.

 炭素繊維の構造を様々な装置を用いて分析しました。

 炭素繊維の様々な力学特性を評価しました。

 炭素繊維の異方性（構造と力学特性の関連性）を評

価しています。

 炭素繊維の異方性を加味した炭素繊維強化樹脂複

合材料の材料・構造設計手法の確立を目指します。

 より小さな構造物への適用とより高度な炭素繊維強化

樹脂複合材料の実現を目指します。
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力学特性評価

炭素繊維の異方性

き裂進展特性

破壊じん性値

接着構造の信頼性評価と設計手法の確立

顔
写真

Keywords: 界面，破壊機構，強度，信頼性，接着接合

接合・造型分野 高分子系ハイブリッド複合材料グループ

小熊 博幸
OGUMA.Hiroyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/polymer-matrix/index.html

 接着構造においては界面など強度支配因子が多くあり、強度基準を得ることは容易ではない。

 破壊の条件（き裂進展など）についても同様であり、評価や設計手法に関して課題が残されている。

 き裂進展特性と接着構造の強度との相関について、破壊機構の観点から明らかにする必要がある。

 強度データ（静的・疲労）ならびにき裂進展特性に関するデータを系統的に取得する。

 破面観察を基に破壊機構を解明する。

 『界面』に着目し、強度支配因子と静的や疲労強度特性との相関を定量的に明らかにする。

・ H. Oguma, K. Naito and H. Kim, “Effects of surface conditions on the mechanical properties of adhesively bonded
single-lap joints”, 4th International Conference on Structural Adhesive bonding (AB2017), (Web) (2017)
・ H. Kim, K. Naito and H. Oguma, “Fatigue crack growth properties of a two-part acrylic-based adhesive in an adhesive
bonded joint: double cantilever-beam tests under Mode I loading”, Int. J. of Fatigue, Vol. 98C, pp 286-295 (2017)

 被着体の表面処理（洗浄、ブラスト）が接着強度

特性に与える影響について検討した。

 ブラスト処理により安定した接着強度が得られた。

 強度特性と破壊形態に相関が見られた。

 接着構造の強度に関するデータベースの構築。

 強度評価手法ならびに高強度と高信頼性を備

えた接着構造の設計手法の確立。

 接着に適した新たな材料や軽構造の提案。

©Magna International Inc.

マルチマテリアル構造設計

Adhesive

Surface

Image analysis

引張試験結果

試験片作製ジグ
（接着長さ・厚さ可変）

試験片形状
（Single-lap joint）

応力解析

破面観察疲労試験結果

※表面処理などを変えて実験
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炭素繊維の異方性（構造と力学特性評価）

Keywords: 炭素繊維、構造解析、力学特性評価、異方性

接合・造型分野 高分子系ハイブリッド複合材料グループ

内藤 公喜
NAITO.Kimiyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/polymer-matrix/

炭素繊維強化樹脂複合材料は、優れた力学的性質を有し、多くの産業分野で使われ始めています。

炭素繊維の異方性（構造と力学特性）を理解することは、炭素繊維強化樹脂複合材料を製品に適用す

る上で非常に重要な基礎的な情報です。

炭素繊維の構造を走査型・透過型電子顕微鏡、X線回折、ラマン分光等を用いて分析しています。また、

炭素繊維の力学特性（引張、曲げ、横圧縮、破壊じん性値等）を評価しています。炭素繊維の異方性を

理解することにより、より高度な炭素繊維強化樹脂複合材料の実現を目指します。

・K. Naito, Carbon, 126 (2018) 346-359. ・K. Naito, et al., Carbon, 118 (2017) 168-183.

・K. Naito, et al., J. Mater. Sci., 47 (2012) 632-642. ・K. Naito, et al., J. Am. Ceram. Soc., 92 (2009) 186-192.

・K. Naito, et al., Carbon, 46 (2008) 189-195.

 炭素繊維の構造を様々な装置を用いて分析しました。

 炭素繊維の様々な力学特性を評価しました。

 炭素繊維の異方性（構造と力学特性の関連性）を評

価しています。

 炭素繊維の異方性を加味した炭素繊維強化樹脂複

合材料の材料・構造設計手法の確立を目指します。

 より小さな構造物への適用とより高度な炭素繊維強化

樹脂複合材料の実現を目指します。
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力学特性評価

炭素繊維の異方性

き裂進展特性

破壊じん性値

接着構造の信頼性評価と設計手法の確立

顔
写真

Keywords: 界面，破壊機構，強度，信頼性，接着接合

接合・造型分野 高分子系ハイブリッド複合材料グループ

小熊 博幸
OGUMA.Hiroyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/polymer-matrix/index.html

 接着構造においては界面など強度支配因子が多くあり、強度基準を得ることは容易ではない。

 破壊の条件（き裂進展など）についても同様であり、評価や設計手法に関して課題が残されている。

 き裂進展特性と接着構造の強度との相関について、破壊機構の観点から明らかにする必要がある。

 強度データ（静的・疲労）ならびにき裂進展特性に関するデータを系統的に取得する。

 破面観察を基に破壊機構を解明する。

 『界面』に着目し、強度支配因子と静的や疲労強度特性との相関を定量的に明らかにする。

・ H. Oguma, K. Naito and H. Kim, “Effects of surface conditions on the mechanical properties of adhesively bonded
single-lap joints”, 4th International Conference on Structural Adhesive bonding (AB2017), (Web) (2017)
・ H. Kim, K. Naito and H. Oguma, “Fatigue crack growth properties of a two-part acrylic-based adhesive in an adhesive
bonded joint: double cantilever-beam tests under Mode I loading”, Int. J. of Fatigue, Vol. 98C, pp 286-295 (2017)

 被着体の表面処理（洗浄、ブラスト）が接着強度

特性に与える影響について検討した。

 ブラスト処理により安定した接着強度が得られた。

 強度特性と破壊形態に相関が見られた。

 接着構造の強度に関するデータベースの構築。

 強度評価手法ならびに高強度と高信頼性を備

えた接着構造の設計手法の確立。

 接着に適した新たな材料や軽構造の提案。

©Magna International Inc.

マルチマテリアル構造設計

Adhesive

Surface

Image analysis

引張試験結果

試験片作製ジグ
（接着長さ・厚さ可変）

試験片形状
（Single-lap joint）

応力解析

破面観察疲労試験結果

※表面処理などを変えて実験
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高感度磁気センサーと電磁非破壊検査の開発

Keywords: 磁気センサー、電磁、非破壊検査

接合・造型分野 積層スマート材料グループ

何 東風

高感度磁気センサーは、材料評価、バイオ磁気と疾病診断、地球物理学、コミュニケーション、

自動車、航空宇宙など多くの分野で利用されている。

電磁気非破壊評価はインフラストラクチャーの安全評価の効果的な方法である。

新型高感度磁気センサーの開発。

革新な非破壊評価技術の開発。

コンクリートの鉄筋の直径、かぶり厚さ、および鉄筋腐食の検出。

・D.F. He et al., Electromagnetic Nondestructive Evaluation, Vol. 42, 247-252, (2017).

・D.F. He et al., Progress in Electromagnetic Research Symposium, 3954-3956, (2016)

・D.F. He, et al., Sensors, 14, 10644-10649, (2014).

 高感度磁気センサーを開発した。

 高感度渦電流非破壊評価システムを構築した。

 鉄筋腐食の評価。

 MI 高感度磁気センサーの商品化。

 革新な非破壊評価技術の開発と商品化。

鉄筋腐⾷の評価

実験室での実験結果

現場実験

MI 磁気センサ

MI磁気センサ

GMIセンサーで検出したイメージ

チタン合⾦の⽋陥検出

Probe AD board

He.Dongfeng@nims.go.jp  |  http://www.nims.go.jp/research/group/integrated-smart-materials/index.html 

実験の原理

原子論に基づく金属材料の組織形成プロセス評価

Keywords: 原子シミュレーション、金属材料組織、力学特性

接合・造型分野 積層スマート材料グループ

譯田 真人
WAKEDA.Masato@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/WAKEDA_Masato

 チタン合金、鉄合金、非晶質合金の材料組織は力学特性に大きな影響を与える。

 金属材料の組織は温度履歴や添加元素の影響を受ける。

 優れた特性をもつ材料開発のため組織と強度の関係の理解が求められている。

 Ti合金の材料組織形成に及ぼす添加元素の影響、鉄合金の強度発現機構の理解。

 非晶質金属の力学特性を支配する材料組織の解明。

 金属液体から結晶化が生じる際の支配因子の理解。

・Y. Sato, C. Nakai, M. Wakeda & S. Ogata, Sci. Rep. 7 (2017) 7194.

 Ti合金の組織形成に及ぼす添加元素の影響、鉄合金

の強度発現機構の評価

 非晶質金属の構造と原子運動の相関の解析

 金属液体から結晶化する初期プロセスの解析

 実材料の高精度原子間相互作用モデルを構築

 効率的な評価の枠組み構築

 実験による評価との連携

Ti合金の固相－固相変態の対する格子欠陥の影響を分子動力学解析により評価。
（左，中）単結晶合金，多結晶合金の相変態挙動，(右)多結晶合金の原子ひずみ分布

非晶質金属の特異な原子レベル構造に由来する原子
運動の（左）ヒストグラムと（右）空間分布。

合金の過冷却液体から結晶核が生じる
過程を評価する新たな原子論の枠組。

Fr
eq

ue
nc
y

Atomic displacement

Distribution 
of atomic 

displacement

phase

phase Atomic strain
distribution

liquid

nucleus

nucleus

liquid

Photo

－ 230－

構
造
材
料



高感度磁気センサーと電磁非破壊検査の開発

Keywords: 磁気センサー、電磁、非破壊検査

接合・造型分野 積層スマート材料グループ

何 東風

高感度磁気センサーは、材料評価、バイオ磁気と疾病診断、地球物理学、コミュニケーション、

自動車、航空宇宙など多くの分野で利用されている。

電磁気非破壊評価はインフラストラクチャーの安全評価の効果的な方法である。

新型高感度磁気センサーの開発。

革新な非破壊評価技術の開発。

コンクリートの鉄筋の直径、かぶり厚さ、および鉄筋腐食の検出。

・D.F. He et al., Electromagnetic Nondestructive Evaluation, Vol. 42, 247-252, (2017).

・D.F. He et al., Progress in Electromagnetic Research Symposium, 3954-3956, (2016)

・D.F. He, et al., Sensors, 14, 10644-10649, (2014).

 高感度磁気センサーを開発した。

 高感度渦電流非破壊評価システムを構築した。

 鉄筋腐食の評価。

 MI 高感度磁気センサーの商品化。

 革新な非破壊評価技術の開発と商品化。

鉄筋腐⾷の評価

実験室での実験結果

現場実験

MI 磁気センサ

MI磁気センサ

GMIセンサーで検出したイメージ

チタン合⾦の⽋陥検出

Probe AD board

He.Dongfeng@nims.go.jp  |  http://www.nims.go.jp/research/group/integrated-smart-materials/index.html 

実験の原理

原子論に基づく金属材料の組織形成プロセス評価

Keywords: 原子シミュレーション、金属材料組織、力学特性

接合・造型分野 積層スマート材料グループ

譯田 真人
WAKEDA.Masato@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/WAKEDA_Masato

 チタン合金、鉄合金、非晶質合金の材料組織は力学特性に大きな影響を与える。

 金属材料の組織は温度履歴や添加元素の影響を受ける。

 優れた特性をもつ材料開発のため組織と強度の関係の理解が求められている。

 Ti合金の材料組織形成に及ぼす添加元素の影響、鉄合金の強度発現機構の理解。

 非晶質金属の力学特性を支配する材料組織の解明。

 金属液体から結晶化が生じる際の支配因子の理解。

・Y. Sato, C. Nakai, M. Wakeda & S. Ogata, Sci. Rep. 7 (2017) 7194.

 Ti合金の組織形成に及ぼす添加元素の影響、鉄合金

の強度発現機構の評価

 非晶質金属の構造と原子運動の相関の解析

 金属液体から結晶化する初期プロセスの解析

 実材料の高精度原子間相互作用モデルを構築

 効率的な評価の枠組み構築

 実験による評価との連携

Ti合金の固相－固相変態の対する格子欠陥の影響を分子動力学解析により評価。
（左，中）単結晶合金，多結晶合金の相変態挙動，(右)多結晶合金の原子ひずみ分布

非晶質金属の特異な原子レベル構造に由来する原子
運動の（左）ヒストグラムと（右）空間分布。

合金の過冷却液体から結晶核が生じる
過程を評価する新たな原子論の枠組。
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レーザ積層造形法によるチタン合金材料
Keywords: Selective laser melting, Ti-6Al-4V, EBSD, finite element method

接合・造型分野 積層スマート材料グループ

草野 正大
KUSANO.Masahiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kusano_masahiro

レーザ積層造形法により，チタン合金などの難加工材料の任意形状製品を成形可能．

積層造形のチタン合金組織は，非常に微細なマルテンサイトで，高強度だが低延性．

造形時のレーザ照射条件などによって，空隙率や金属組織が変わり，力学特性に影響．

積層造形の金属組織と力学特性の関係を，ナノ〜マクロのスケールで評価．

造形試料の観察と温度シミュレーションにより造形時の組織形成のメカニズムを解明．

造形条件を変えることで微細組織を制御し，力学特性の最適化を目指す．

 微細なマルテンサイト組織を観察．レーザの走

査パターンも組織に影響を与える．

 熱解析による凝固速度や温度勾配から，結晶

成長方位や微細組織形成が明らかに．

 造形条件と力学特性の関係を，造形中の熱履

歴や金属組織の観点から解明する．

 構造材料として十分な力学特性を有する積層

造形材料を作る．

積層造形チタン合⾦の⼒学特性と微細組織 造形中の温度シミュレーション
レーザ積層造形法 有限要素法による数値解析

500 µm

⼒学特性と微細組織

Fracture surface

Vertical section

Horizontal section

溶融池の形状

温度勾配と結晶成⻑⽅位
Heat flow Grain growth

温度分布と履歴

Depth, 60 – 76 µm
Length, > 500 µm

Width,120 µm

造形中の温度分布

1400℃から室温までのひずみ分布連続測定

接合・造型分野 セラミックス基複合材料グループ

垣澤 英樹
KAKISAWA.Hideki@nims.go.jp     | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kakisawa_hideki

Keywords: 高温顕微観察、デジタル画像相関法、高温変形、熱ひずみ、体積変化

材料の高温下での変形・破壊挙動や高温プロセス中の変化を任意の雰囲気で評価できる技術へ

のニーズ。

変形・破壊挙動評価では観察だけでなく、ひずみ分布を連続的に直接測定できることが必要。

 高温下での負荷による変形、ひずみの測定

 溶接、レーザ加工などの冷却中における熱ひずみ測定

 焼結時の収縮ひずみ、相変態時の体積変化測定

 高温反応、溶解、析出等のその場観察

高温で顕著になる材料表面からの輻射光をカットし、輻射光とは別波長の紫外光で照明を行う。

室温から1400℃までコントラスト変化のない（すなわち、デジタル画像相関法によるひずみ分布測

定が可能な）画像を取得する。

顔
写真

 熱揺らぎの影響の除去

100µm 100µm

1400oC23oC

開発したシステムによる表⾯観察（多結晶Al2O3）

可視光 赤外光

Wavelength (nm)
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1000 oC
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800700600500400300
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観察法のアイデア

200 600 800 12001000

10

8

6

4

2

0

温度（℃）

熱
膨
張
係
数
（
×

10
‐6
）

400 1400

サファイヤc軸理論値

サファイヤc軸測定値

開発したシステムによる熱膨張係数測定の例

・Yali Dong, Hideki Kakisawa, Yutaka Kagawa, 
Optics and Lasers in Engineering 68, 7–15 (2015).
・Yali Dong, Hideki Kakisawa, Yutaka Kagawa,  
Measurement Science & Technology 25, 025002 
(2014).
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レーザ積層造形法によるチタン合金材料
Keywords: Selective laser melting, Ti-6Al-4V, EBSD, finite element method

接合・造型分野 積層スマート材料グループ

草野 正大
KUSANO.Masahiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kusano_masahiro

レーザ積層造形法により，チタン合金などの難加工材料の任意形状製品を成形可能．

積層造形のチタン合金組織は，非常に微細なマルテンサイトで，高強度だが低延性．

造形時のレーザ照射条件などによって，空隙率や金属組織が変わり，力学特性に影響．

積層造形の金属組織と力学特性の関係を，ナノ〜マクロのスケールで評価．

造形試料の観察と温度シミュレーションにより造形時の組織形成のメカニズムを解明．

造形条件を変えることで微細組織を制御し，力学特性の最適化を目指す．

 微細なマルテンサイト組織を観察．レーザの走

査パターンも組織に影響を与える．

 熱解析による凝固速度や温度勾配から，結晶

成長方位や微細組織形成が明らかに．

 造形条件と力学特性の関係を，造形中の熱履

歴や金属組織の観点から解明する．

 構造材料として十分な力学特性を有する積層

造形材料を作る．

積層造形チタン合⾦の⼒学特性と微細組織 造形中の温度シミュレーション
レーザ積層造形法 有限要素法による数値解析

500 µm

⼒学特性と微細組織

Fracture surface

Vertical section

Horizontal section

溶融池の形状

温度勾配と結晶成⻑⽅位
Heat flow Grain growth

温度分布と履歴

Depth, 60 – 76 µm
Length, > 500 µm

Width,120 µm

造形中の温度分布

1400℃から室温までのひずみ分布連続測定

接合・造型分野 セラミックス基複合材料グループ

垣澤 英樹
KAKISAWA.Hideki@nims.go.jp     | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kakisawa_hideki

Keywords: 高温顕微観察、デジタル画像相関法、高温変形、熱ひずみ、体積変化

材料の高温下での変形・破壊挙動や高温プロセス中の変化を任意の雰囲気で評価できる技術へ

のニーズ。

変形・破壊挙動評価では観察だけでなく、ひずみ分布を連続的に直接測定できることが必要。

 高温下での負荷による変形、ひずみの測定

 溶接、レーザ加工などの冷却中における熱ひずみ測定

 焼結時の収縮ひずみ、相変態時の体積変化測定

 高温反応、溶解、析出等のその場観察

高温で顕著になる材料表面からの輻射光をカットし、輻射光とは別波長の紫外光で照明を行う。

室温から1400℃までコントラスト変化のない（すなわち、デジタル画像相関法によるひずみ分布測

定が可能な）画像を取得する。

顔
写真

 熱揺らぎの影響の除去

100µm 100µm

1400oC23oC

開発したシステムによる表⾯観察（多結晶Al2O3）

可視光 赤外光
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In
te
ns
ity

 (a
.u
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黒体の
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サファイヤc軸理論値

サファイヤc軸測定値

開発したシステムによる熱膨張係数測定の例

・Yali Dong, Hideki Kakisawa, Yutaka Kagawa, 
Optics and Lasers in Engineering 68, 7–15 (2015).
・Yali Dong, Hideki Kakisawa, Yutaka Kagawa,  
Measurement Science & Technology 25, 025002 
(2014).
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セラミックスナノ素材複合化による高付加価値材創生

接合・造型分野 セラミックス基複合材料グループ

下田 一哉
SHIMODA.Kazuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shimoda_kazuya

Keywords: 炭化ケイ素、窒化ホウ素、ナノ複合材、耐環境コーティング

航空機のエンジンや発電所等の耐熱部材の材料開発において、発電効率の高効率化と長寿命
化には、既存の金属材料では既に限界に近い
電子材料の大量・高処理速度化に伴う使用温度域の高温化と絶縁性かつ高熱伝導性といった多
機能性の選択的付与が鍵となる

=.> 軽量かつ優れた耐熱性を有するセラミックスナノ素材を使った高付加価値材の創生

• Shimoda et alColloids and Surfaces A, 463 (2014) 93-100.

• Shimoda et al, presented in HTCPM9(2016), Les Embiez Island, France.

• 下田 一哉、 セラミックス誌 49[12] (2014) 1045-1049.

 航空機分野でのエンジン部材

 先進原子力分野での燃料被覆管、核燃料

 熱交換器や水蒸気発生装置、ボイラー材

 高温域まで耐えうる放熱シート/ヒートシンク

 特許申請中2件

既存の金属材料による設計変更せずに耐熱性や諸特性向上、長寿命化

セラミックスの優れた特性の選択的付与

ナノ素材による新機能・多機能性の発現

 大量生産向けた原料確保と品質保証技術の革新

 使用温度域や雰囲気下での耐久性の確認

Photo

バイオミメティック可逆的接合技術
Keywords: バイオミメティクス、接合、接着、可逆、昆虫、生物

接合・造形分野 表面・接着科学グループ

細田 奈麻絵
HOSODA.Naoe@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/idg

大量生産・大量廃棄型のものづくりにより、資源の枯渇、廃棄物処理場不足などが問題となっている。

これらを改善するため持続可能な環境調和型のものづくりが求められている。自然界には、環境調

和に優れた仕組みが豊富にあり、環境負荷低減技術開発のブレークスルーとなる。

本研究のポイントは、自然界の仕組みを取り入れながら、これまで全く無かった新しい発想の技術開

発を行う事である。自然の仕組みを取り入れる事により、循環性の向上、高効率・省エネルギー化

などが期待されている。

・N.Hosoda,Handbook of Sustainable Engineering, Springer, 1249-1261, 2013
・N. Hosoda, S. N.Gorb, Proceedings of the Royal Society B, 279, 4236-4242, 2012.
・N. Hosoda,S. N.Gorb, Proceedings of the Royal Society B,278,1748-1752, 2011

・陸上に生息するハムシなどの昆虫でも水中を歩行出来

ることを発見し、新しい水中接着機構を開発した。

・生物の接着と剥離のしくみを技術に応用

・自発的に剥離する界面を実現

・リサイクルを基調とした環境調和型のものづくりを支

える易解体接合技術として発展させる

・新しいマイクロジョイント

落葉のように自発的に剥離する界面を開発

生物の接着と剥離のしくみを技術に応用

水中を歩行するハムシ

開発した「泡を利用した水
中接着機構」を用いた、
おもちゃ（黄色のブルドー
ザー）の水中接着の例。

（右）水中固定しているハムシの足裏写真（裏側から撮影）。
（左）大気中での足裏写真。黒い点々は接触している足裏の剛毛

ぬれ性の異なる表面上
を歩くハムシの牽引力。
グレーは水中、 白は空
気中。疎水性の表面で
は牽引力は変化せず、
親水性の表面では牽
引力が小さくなる。

大気中で生息する昆虫（ハムシ）が、従来の予想に反し「水中」でも
歩行できることを発見。さらに、水中で「泡」の性質を巧みに利用する
歩行メカニズムも解明した。泡は泡自身の被着表面への接着性とハ
ムシの足裏の水を弾いて剛毛を直接接触させる役割を果たしていた。
足裏の毛状構造は泡の安定な固定に役立っていた。

水中歩行調査

開発した毛状接着
構造。Cassie –
Baxter 状態を水
中で維持。 開発した「泡を利用した水中接着機構」
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セラミックスナノ素材複合化による高付加価値材創生

接合・造型分野 セラミックス基複合材料グループ

下田 一哉
SHIMODA.Kazuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shimoda_kazuya

Keywords: 炭化ケイ素、窒化ホウ素、ナノ複合材、耐環境コーティング

航空機のエンジンや発電所等の耐熱部材の材料開発において、発電効率の高効率化と長寿命
化には、既存の金属材料では既に限界に近い
電子材料の大量・高処理速度化に伴う使用温度域の高温化と絶縁性かつ高熱伝導性といった多
機能性の選択的付与が鍵となる

=.> 軽量かつ優れた耐熱性を有するセラミックスナノ素材を使った高付加価値材の創生

• Shimoda et alColloids and Surfaces A, 463 (2014) 93-100.

• Shimoda et al, presented in HTCPM9(2016), Les Embiez Island, France.

• 下田 一哉、 セラミックス誌 49[12] (2014) 1045-1049.

 航空機分野でのエンジン部材

 先進原子力分野での燃料被覆管、核燃料

 熱交換器や水蒸気発生装置、ボイラー材

 高温域まで耐えうる放熱シート/ヒートシンク

 特許申請中2件

既存の金属材料による設計変更せずに耐熱性や諸特性向上、長寿命化

セラミックスの優れた特性の選択的付与

ナノ素材による新機能・多機能性の発現

 大量生産向けた原料確保と品質保証技術の革新

 使用温度域や雰囲気下での耐久性の確認

Photo

バイオミメティック可逆的接合技術
Keywords: バイオミメティクス、接合、接着、可逆、昆虫、生物

接合・造形分野 表面・接着科学グループ

細田 奈麻絵
HOSODA.Naoe@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/idg

大量生産・大量廃棄型のものづくりにより、資源の枯渇、廃棄物処理場不足などが問題となっている。

これらを改善するため持続可能な環境調和型のものづくりが求められている。自然界には、環境調

和に優れた仕組みが豊富にあり、環境負荷低減技術開発のブレークスルーとなる。

本研究のポイントは、自然界の仕組みを取り入れながら、これまで全く無かった新しい発想の技術開

発を行う事である。自然の仕組みを取り入れる事により、循環性の向上、高効率・省エネルギー化

などが期待されている。

・N.Hosoda,Handbook of Sustainable Engineering, Springer, 1249-1261, 2013
・N. Hosoda, S. N.Gorb, Proceedings of the Royal Society B, 279, 4236-4242, 2012.
・N. Hosoda,S. N.Gorb, Proceedings of the Royal Society B,278,1748-1752, 2011

・陸上に生息するハムシなどの昆虫でも水中を歩行出来

ることを発見し、新しい水中接着機構を開発した。

・生物の接着と剥離のしくみを技術に応用

・自発的に剥離する界面を実現

・リサイクルを基調とした環境調和型のものづくりを支

える易解体接合技術として発展させる

・新しいマイクロジョイント

落葉のように自発的に剥離する界面を開発

生物の接着と剥離のしくみを技術に応用

水中を歩行するハムシ

開発した「泡を利用した水
中接着機構」を用いた、
おもちゃ（黄色のブルドー
ザー）の水中接着の例。

（右）水中固定しているハムシの足裏写真（裏側から撮影）。
（左）大気中での足裏写真。黒い点々は接触している足裏の剛毛

ぬれ性の異なる表面上
を歩くハムシの牽引力。
グレーは水中、 白は空
気中。疎水性の表面で
は牽引力は変化せず、
親水性の表面では牽
引力が小さくなる。

大気中で生息する昆虫（ハムシ）が、従来の予想に反し「水中」でも
歩行できることを発見。さらに、水中で「泡」の性質を巧みに利用する
歩行メカニズムも解明した。泡は泡自身の被着表面への接着性とハ
ムシの足裏の水を弾いて剛毛を直接接触させる役割を果たしていた。
足裏の毛状構造は泡の安定な固定に役立っていた。

水中歩行調査

開発した毛状接着
構造。Cassie –
Baxter 状態を水
中で維持。 開発した「泡を利用した水中接着機構」
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Photo
Christopher Mercer
Bonding and Manufacturing Field / Surface and Adhesion Science Group
MERCER.Christopher@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/mercer_christopher

 Low thermal expansion lattice structures offer a method to reduce/minimize thermal 
stresses on components in future aircraft and spacecraft due to frictional heating of the 
vehicle skin when traveling at hypersonic velocities.

 Auxetic (negative Poisson’s ratio) lattices exhibit improved energy absorption during 
dynamic (impact) loading. 

 To fabricate three-dimensional functional lattice structures via laser printing; a very difficult 
and impractical undertaking using conventional manufacturing methods. 

 To study the mechanical behavior of these functional lattice structures and develop 
analytical tools to predict mechanical performance.

 C. Mercer, J. Lee and D. Balint, Proceedings of the The 13th International Conference on Ecomaterials, 
2017, 46-51.

 C. Mercer, J. Lee and D. S. Balint, Int. J. Fatigue, 81, 238-248 (2015)
 J. Berger, C. Mercer, R. M. McMeeking and A. G. Evans, J. Am. Ceram. Soc., 94   [S1], S42–S54 (2011)

 Three-dimensional functional lattice structures 
may be fabricated successfully by laser printing 
and can exhibit of robust mechanical behavior.

 Analytical tools enable optimization of lattice 
design and performance.

 The research will hopefully lead to the successful 
implementation and comprehensive 
understanding of a wide range of innovative 
structures optimized for enhanced functionality 
and safety in a variety of engineering applications.

Laser printing was employed to fabricate three-dimensional 
functional lattice structures from Ti-6Al-4V powder (left and 
below left). The mechanical response of the printed lattice 
structures have been studied. Impact testing of auxetic lattice 
structures (performed in collaboration with the University of 
Freiburg, Germany) has confirmed robust behavior of the 
printed structures (below). 
Furthermore, collaboration with Imperial College London has 
led to the establishment of analytical tools that can be used to 
optimize the design of low thermal expansion lattice structures 
to deliver maximum mechanical performance. 

Low thermal expansion lattice

Auxetic lattice

3-D laser printed functional lattices
Keywords:  3-D Printing, low thermal expansion, auxetic lattices, analytical modeling

高信頼性低温大気圧ハイブリッド接合

Keywords: ハイブリッド接合 大気圧 低温 電子実装 軽量構造材料

接合・造型分野 表面・接着科学グループ

重藤 暁津
SHIGETOU.Akitsu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shigetou_akitsu

 軽量ハイブリッド構造材料には信頼性担保のために多様な電子基板群が実装されている

 共通した材料が多く用いられているのに分野間で複合化技術が大きく異なる

 工業的に簡易なハイブリッド接合により“軽量かつスマートな構造材料”を創製する

 材料の種類を問わない汎用的極薄架橋層を大気圧低温で形成する表面改質手法の開発

 接合達成と同時に耐水性などの信頼性を向上させる架橋層構造の設計

 材料とスケールに継ぎ目のない（シームレスな）接続による高品質IoTの実現

 電気的機能を内包した軽量スマート構造材料の創
製を企図し，E-VUV 接合手法を開発

 水酸基を含むアルキル鎖の利用により，接合性と耐
水性を両有する架橋の形成に成功

 上記手法により多様なハイブリッド接合を実現

軽量スマートハイブリッ
ド構造材料開発の要件：
 Tg以下のでの異材⼀括
接合性発現

⼯業的適⽤性が⾼い⼤
気圧雰囲気プロセス

接合と同時に耐⽔性
(加⽔分解耐性)の付与

無機カルボン酸塩を複数含む架橋構造
の提案：⽔との反応を平衡状態に

低級アルコール蒸気を含有した⼤気圧窒素
雰囲気での真空紫外光照射による架橋形成
⼿法（E-VUV法，下図）の提案：
 ラジカル種の利⽤により表⾯清浄化・酸
化物の⼀部還元・カルボン酸塩を含む架
橋形成をシングルプロセスで実現

 架橋層厚は露出量（s*kg/m3）で制御可能

表⾯分析器による架橋形成挙動の
解析（XPS, FT-IRなど，下図）：
 Alとポリイミドを例に，異なる
露出量での化学結合状態を測定

 企図した通りの架橋形成を確認

Al（⾃然酸化膜あり）表⾯のE-VUV処理前後の結合状
態を⽰すXPSスペクトル．

低温⼤気圧での有機 –
無機ハイブリッド接合
をE-VUV法で実現（上
図）：⺟材破断強度に
いたる密着．その他各
種有機材，パワエレ半
導体など接合事例多数．

Al（⾃然酸化膜あり）とポリイミドの
⼤気圧・150℃以下でのE-VUV接合界⾯
の透過電⼦顕微鏡像．

・重藤，楊，特願2018-096240

・Yang, Kao, Shigetou, Langmuir (33) 2017

・Fu, Shigetou et al., Mtr. Sci. Eng. C (79) 2017

 接合可能な材料の組み合わせの範囲の拡張

 多様な界面機能のための架橋構造設計

 実用工業基準に基づく信頼性評価

 可動性光源などを用いた3次元構造を有する試料に
対応した接合装置開発
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stresses on components in future aircraft and spacecraft due to frictional heating of the 
vehicle skin when traveling at hypersonic velocities.

 Auxetic (negative Poisson’s ratio) lattices exhibit improved energy absorption during 
dynamic (impact) loading. 

 To fabricate three-dimensional functional lattice structures via laser printing; a very difficult 
and impractical undertaking using conventional manufacturing methods. 

 To study the mechanical behavior of these functional lattice structures and develop 
analytical tools to predict mechanical performance.

 C. Mercer, J. Lee and D. Balint, Proceedings of the The 13th International Conference on Ecomaterials, 
2017, 46-51.

 C. Mercer, J. Lee and D. S. Balint, Int. J. Fatigue, 81, 238-248 (2015)
 J. Berger, C. Mercer, R. M. McMeeking and A. G. Evans, J. Am. Ceram. Soc., 94   [S1], S42–S54 (2011)

 Three-dimensional functional lattice structures 
may be fabricated successfully by laser printing 
and can exhibit of robust mechanical behavior.

 Analytical tools enable optimization of lattice 
design and performance.

 The research will hopefully lead to the successful 
implementation and comprehensive 
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Freiburg, Germany) has confirmed robust behavior of the 
printed structures (below). 
Furthermore, collaboration with Imperial College London has 
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Low thermal expansion lattice

Auxetic lattice

3-D laser printed functional lattices
Keywords:  3-D Printing, low thermal expansion, auxetic lattices, analytical modeling

高信頼性低温大気圧ハイブリッド接合

Keywords: ハイブリッド接合 大気圧 低温 電子実装 軽量構造材料

接合・造型分野 表面・接着科学グループ

重藤 暁津
SHIGETOU.Akitsu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shigetou_akitsu

 軽量ハイブリッド構造材料には信頼性担保のために多様な電子基板群が実装されている

 共通した材料が多く用いられているのに分野間で複合化技術が大きく異なる

 工業的に簡易なハイブリッド接合により“軽量かつスマートな構造材料”を創製する

 材料の種類を問わない汎用的極薄架橋層を大気圧低温で形成する表面改質手法の開発

 接合達成と同時に耐水性などの信頼性を向上させる架橋層構造の設計

 材料とスケールに継ぎ目のない（シームレスな）接続による高品質IoTの実現

 電気的機能を内包した軽量スマート構造材料の創
製を企図し，E-VUV 接合手法を開発

 水酸基を含むアルキル鎖の利用により，接合性と耐
水性を両有する架橋の形成に成功

 上記手法により多様なハイブリッド接合を実現

軽量スマートハイブリッ
ド構造材料開発の要件：
 Tg以下のでの異材⼀括
接合性発現

⼯業的適⽤性が⾼い⼤
気圧雰囲気プロセス

接合と同時に耐⽔性
(加⽔分解耐性)の付与
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Al（⾃然酸化膜あり）表⾯のE-VUV処理前後の結合状
態を⽰すXPSスペクトル．

低温⼤気圧での有機 –
無機ハイブリッド接合
をE-VUV法で実現（上
図）：⺟材破断強度に
いたる密着．その他各
種有機材，パワエレ半
導体など接合事例多数．

Al（⾃然酸化膜あり）とポリイミドの
⼤気圧・150℃以下でのE-VUV接合界⾯
の透過電⼦顕微鏡像．

・重藤，楊，特願2018-096240

・Yang, Kao, Shigetou, Langmuir (33) 2017

・Fu, Shigetou et al., Mtr. Sci. Eng. C (79) 2017

 接合可能な材料の組み合わせの範囲の拡張

 多様な界面機能のための架橋構造設計

 実用工業基準に基づく信頼性評価

 可動性光源などを用いた3次元構造を有する試料に
対応した接合装置開発
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接合･造形分野 トライボロジーグループ

土佐 正弘
TOSA.Masahiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/KO-ZO/

Keywords: トライボロジー，コーティング，セラミックス，ボールベアリング，ガスタービン

 地球温暖化の主要因である二酸化炭素排出の抑制を燃料消費量低減により寄与

 燃費改善をはかるべくエンジン駆動機構のフリクションロスの低減化を推進

 セラミックコーティングによる高温駆動環境下でのトライボロジー特性の改善

・M.Goto, M.Sasaki, A.Kasahara, and M.Tosa, Frictional Property Depended on Crystal Preferred Orientation Analyzed by a 

Combinatorial Technique, TRIBOLOGY LETTERS, 55 (2014) 289-293.

 内燃機関各種駆動部品全般への応用展開

 高温環境下高回転ボールベアリングシステム

 高温環境高荷重下摺動ピストンリング機構

 耐環境性に優れた酸化物系セラミックスを用いた先進潤滑剤の開発

 結晶構造配向性の高精度制御による低摩擦化特性の新奇発現とメカニズの解明

 ボール球面など立体造形物への均一かつ一様のセラミックコーティング技術

顔
写真

 大型造形部品へのコーティング手法の開発

 コーティング密着性強化界面構造制御技術

 長寿命化をはかる耐久性･耐摩耗性等の向上

ZnOコーティングボールを組込んだボールベア

リングの回転摩擦の低減

ZnOコーティングによる摺動摩擦係数の低減化のメカ
ニズムの検討

ZnOコーティングボールを組込んだボールベア

リングの産業展開としての小型ガスタービン発
電機応用

ZnOコーティングの摺動摩擦の低減

+  

14

精密レーザ加工

フェムト秒レーザによる、非常に短いパルス幅での加工であるため、熱的な影響を抑えた加工が可能。 レーザ
照射条件を変えてステンレス表面を加工し、周期的な微細構造を形成するための条件を調査。

Keywords: レーザ加工、アブレーション、微細構造形成

接合・造型分野 トライボロジーグループ

本田 博史
HONDA.Hiroshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/KO-ZO/

 レーザ加工は、切断や溶接、マーキングなど幅広い領域で活用されています。近年のレーザ技

術の発展により、高精度な溶接や従来できなかった加工が可能となり、その応用が進められてい

ます。

 フェムト秒レーザを照射することにより、材料表面に形成されるレーザ波長よりも短い間隔の周期

的な微細構造が形成されますが、その応用に向けて形成過程の解明が課題となっています。

• X. Chen, H. Honda, S. Kuroda, H. Araki, H. Murakami, M. Watanabe, Y. Sakka, J. Therm. Spray Tech. 25, 1638 (2016).
• H. Honda, S. Tsukamoto, I. Kawaguchi, G. Arakane, J. Laser Appl. 22, 43 (2010).

 ステンレス表面への周期的な微細構造形成の

ためのレーザ照射条件の解明

 摺動部摩擦低減によるエンジンの高効率化

ステンレス表面に形成された周期的な
微細構造のSEM像

間隔＜レーザ波長

材料表面

2 m

フェムト秒レーザ

エネルギー
制御ユニット 集光レンズ

材料基板
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接合・造型分野 トライボロジーグループ

本田 博史
HONDA.Hiroshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/KO-ZO/

 レーザ加工は、切断や溶接、マーキングなど幅広い領域で活用されています。近年のレーザ技

術の発展により、高精度な溶接や従来できなかった加工が可能となり、その応用が進められてい

ます。

 フェムト秒レーザを照射することにより、材料表面に形成されるレーザ波長よりも短い間隔の周期
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非酸化物セラミックスの特性向上

*窒化アルミニウム（ＡｌＮ）
1.粉末合成[1]
酸化物ナノ粉末から窒化物ナノ粉末AlNnanoを

合成

2. セラミックス（焼結体）の作製
放電プラズマ焼結法を用い、適切な焼結助剤

を添加して焼結温度を低くすることで、ナノ粉末
AlNnanoを粒成長を抑制して高密度化（ナノセラ
ミックス）[1]
放電プラズマ焼結法を用いることで、市販のサブ
ミクロン粉末AlNEを焼結助剤無しで高密度化

Keywords: 窒化アルミニウム、放電プラズマ焼結、リチウム窒化ケイ素、イオン伝導

接合・造型分野 構造用非酸化物セラミックスグループ

西村 聡之
NISHIMURA.Toshiyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/structural-non-oxide-ceramics/index.html

 Si3N4、SiC等の非酸化物セラミックスは、1900年代に高温構造材料として、研究・開発が進展

 近年、蛍光体等の機能材料へも展開

 航空機エンジンへの実用化により、国を挙げて、再び高温・構造材料としての研究・開発を推進

 構造材料としての特性向上、機能材料としての機能探索と特性向上

 化学組成、結晶相、粒径を制御して原料粉末を合成

 焼結によりセラミックスを作製し、特性を測定。粉末合成、焼結条件を検討して、特性向上を目指す

[1] T.NISHIMURA, K.SEKINE, Y.YAMAMOTO, N.HIROSAKI and T.ISHIGAKI, J. Ceram. Soc. Japan, 118 (2010)1050-1052.
[2] E.Narimatsu, Y.Yamamoto, T.Takeda, T.Nishimura, N.Hirosaki, High lithium conductivity in Li1-xCaxSi2N3, J.Mater.Res. 
26 (2011) 1133-1142. 

 粉末合成から焼結までのプロセス制御

 放電プラズマ焼結法など多彩な手法を用いて所望

の微構造、特性を持つセラミックスを作製

 構造用のみでなく機能性材料としても有望

 酸化物の還元窒化による粉末合成法は、窒化

物、酸窒化物粉末の合成の重要な手法

 リチウム窒化ケイ素は、リチウム2次電池の全固

体化実現につながるか

表：Ca添加リチウム窒化ケイ素のイオン伝導性

AlNナノ粉末 AlNナノセラミック

放電プラズマ焼結

x in 
Li1-2xCaxSi2N3

Sintering 
temperature (K)

σ/Sm-1

(298K)
Ea

(kJmol-1)

0 2073 3.1×10－9 67
0 1873 3.9×10－10 68

0.02 1873 1.9×10－9 55
0.05 1873 9.1×10－7 30

0.075 1873 1.6×10－5 21

D
en

si
ty

/g
・
cm

-3

Sintering temperature / ℃

AlNE+1.0 wt%Ca3Al2O6

AlNnano

AlNnano+1.0 wt%Ca3Al2O6

AlNE

Pressure: 50 MPa
Soaking time: 5 min, Atmosphere: N2

100 °C

*リチウム窒化ケイ素セラミックス（LiSi2N3）[2]
Ca添加によりLiSi2N3のイオン伝導性が向上（表参照）

構造用セラミックス複合材料の創製と設計
Keywords: 非酸化物セラミックス、焼結・緻密プロセス、物理・力学特性の評価

接合・造形分野 構造用非酸化物セラミックスグループ

郭 樹啓
GUO.Shuqi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/structural-non-oxide-ceramics/

 新たな高温構造用セラミックス複合材料の創製と設計

 高強度と高損傷許容性を併せ持つ構造用セラミックスの新展開

 高性能を有する構造用セラミックス材料を実現するための新たなアプローチ

・Shuqi Guo, Journal of the American Ceramic Society, 99 (2016) 3241-3250.

・Shuqi Guo, Journal of the American Ceramic Society, 101 (2018) 2707-2711.

・Shuqi Guo et al., Journal of the European Ceramic Society, 38 (2018) 1152-1157.

 材料の組成や構造の設計およびプロセスのセレクション

による高性能の構造用セラミックスの実現は可能

 結晶粒の微細化および粒界相の強化による構造用セ

ラミックスの高温強度の向上はできる

 航空・宇宙分野に使える高速飛行機器用耐熱材料

 電子機器に使える高信頼性と高熱伝導性を併せ持つ

基板複合材料

 新規・汎用性あるセラミックス多孔体のプロセスの開発

 航空・宇宙分野における超音速飛行機器の熱保護材料の需要

 高融点、高強度、高硬度、高熱伝導性と加工性を持つ構造用セラミックスの需要の拡大

 高強度と高損傷許容性を併せ持つ軽量・高信頼性構造用セラミックスの制限

ハイブリッドセラミックス複合材料の破壊挙動（左）、破断面の様子（右）

HfB2-SiCセラミックス複合材料の破断
強度に及ぼす温度の影響

小さな結晶粒からなる均一なHfB2-SiC複合材料の微細構造（左）
ナノSiC粒子に強化されたアモルファス粒界相（右）

ハイブリッドセラミックス複合材料の構造
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2. セラミックス（焼結体）の作製
放電プラズマ焼結法を用い、適切な焼結助剤

を添加して焼結温度を低くすることで、ナノ粉末
AlNnanoを粒成長を抑制して高密度化（ナノセラ
ミックス）[1]
放電プラズマ焼結法を用いることで、市販のサブ
ミクロン粉末AlNEを焼結助剤無しで高密度化

Keywords: 窒化アルミニウム、放電プラズマ焼結、リチウム窒化ケイ素、イオン伝導

接合・造型分野 構造用非酸化物セラミックスグループ

西村 聡之
NISHIMURA.Toshiyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/structural-non-oxide-ceramics/index.html

 Si3N4、SiC等の非酸化物セラミックスは、1900年代に高温構造材料として、研究・開発が進展

 近年、蛍光体等の機能材料へも展開

 航空機エンジンへの実用化により、国を挙げて、再び高温・構造材料としての研究・開発を推進

 構造材料としての特性向上、機能材料としての機能探索と特性向上

 化学組成、結晶相、粒径を制御して原料粉末を合成

 焼結によりセラミックスを作製し、特性を測定。粉末合成、焼結条件を検討して、特性向上を目指す

[1] T.NISHIMURA, K.SEKINE, Y.YAMAMOTO, N.HIROSAKI and T.ISHIGAKI, J. Ceram. Soc. Japan, 118 (2010)1050-1052.
[2] E.Narimatsu, Y.Yamamoto, T.Takeda, T.Nishimura, N.Hirosaki, High lithium conductivity in Li1-xCaxSi2N3, J.Mater.Res. 
26 (2011) 1133-1142. 

 粉末合成から焼結までのプロセス制御

 放電プラズマ焼結法など多彩な手法を用いて所望

の微構造、特性を持つセラミックスを作製

 構造用のみでなく機能性材料としても有望

 酸化物の還元窒化による粉末合成法は、窒化

物、酸窒化物粉末の合成の重要な手法

 リチウム窒化ケイ素は、リチウム2次電池の全固

体化実現につながるか

表：Ca添加リチウム窒化ケイ素のイオン伝導性

AlNナノ粉末 AlNナノセラミック

放電プラズマ焼結

x in 
Li1-2xCaxSi2N3

Sintering 
temperature (K)

σ/Sm-1

(298K)
Ea

(kJmol-1)

0 2073 3.1×10－9 67
0 1873 3.9×10－10 68

0.02 1873 1.9×10－9 55
0.05 1873 9.1×10－7 30

0.075 1873 1.6×10－5 21

D
en

si
ty

/g
・
cm

-3

Sintering temperature / ℃

AlNE+1.0 wt%Ca3Al2O6

AlNnano

AlNnano+1.0 wt%Ca3Al2O6

AlNE

Pressure: 50 MPa
Soaking time: 5 min, Atmosphere: N2

100 °C

*リチウム窒化ケイ素セラミックス（LiSi2N3）[2]
Ca添加によりLiSi2N3のイオン伝導性が向上（表参照）

構造用セラミックス複合材料の創製と設計
Keywords: 非酸化物セラミックス、焼結・緻密プロセス、物理・力学特性の評価

接合・造形分野 構造用非酸化物セラミックスグループ

郭 樹啓
GUO.Shuqi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/structural-non-oxide-ceramics/

 新たな高温構造用セラミックス複合材料の創製と設計

 高強度と高損傷許容性を併せ持つ構造用セラミックスの新展開

 高性能を有する構造用セラミックス材料を実現するための新たなアプローチ

・Shuqi Guo, Journal of the American Ceramic Society, 99 (2016) 3241-3250.

・Shuqi Guo, Journal of the American Ceramic Society, 101 (2018) 2707-2711.

・Shuqi Guo et al., Journal of the European Ceramic Society, 38 (2018) 1152-1157.

 材料の組成や構造の設計およびプロセスのセレクション

による高性能の構造用セラミックスの実現は可能

 結晶粒の微細化および粒界相の強化による構造用セ

ラミックスの高温強度の向上はできる

 航空・宇宙分野に使える高速飛行機器用耐熱材料

 電子機器に使える高信頼性と高熱伝導性を併せ持つ

基板複合材料

 新規・汎用性あるセラミックス多孔体のプロセスの開発

 航空・宇宙分野における超音速飛行機器の熱保護材料の需要

 高融点、高強度、高硬度、高熱伝導性と加工性を持つ構造用セラミックスの需要の拡大

 高強度と高損傷許容性を併せ持つ軽量・高信頼性構造用セラミックスの制限

ハイブリッドセラミックス複合材料の破壊挙動（左）、破断面の様子（右）

HfB2-SiCセラミックス複合材料の破断
強度に及ぼす温度の影響

小さな結晶粒からなる均一なHfB2-SiC複合材料の微細構造（左）
ナノSiC粒子に強化されたアモルファス粒界相（右）

ハイブリッドセラミックス複合材料の構造
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耐熱鋼の長時間クリープに伴う組織変化

構造材料試験プラットフォーム プラットフォーム長

澤田 浩太
SAWADA.Kota@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/platform/structural-materials-testing/

Keywords: 高強度ステンレス鋼、低合金鋼、長時間クリープ、析出物変化

 火力発電プラントの経年化に伴う余寿命診断技術の必要性

 最新鋭の火力発電プラントにおける新規開発材料の適切な使用に関する材料情報ニーズ

・Thuy Dang Nguyen, Kota Sawada et al. : Materials Science and Engineering A591 (2014) 130-135.

・Kota Sawada, Kaoru Sekido et al. : Materials Characterization 141 (2018) 279-285.

 火STBA22および火STBA23の温度推定法の確立

 火SUS304J1HTBの長時間組織変化の特徴抽出

とそれに基づく温度推定法の検討

 経年プラントで大量に使用されている低合金鋼部材の温度推定に資する組織変化情報の拡充

 最新鋭火力発電プラントで使用される高強度ステンレス鋼のクリープに伴う組織変化の特徴抽出

 低合金鋼実機部材における温度推定法の検証

 火SUS304J1HTB実機使用材における組織変化と

クリープ試験片における組織変化の比較検討

2.25Cr-1Mo鋼(火STBA24)の無析出帯幅(W)の計測による温度推定法

現在、下記2鋼種におい
て温度推定法を検討中
・1Cr-0.5Mo鋼

(火STBA22)
・1.25Cr-0.5Mo-Si鋼

(火STBA23)

18Cr–9Ni–3Cu–Nb–N鋼(火SUS304J1HTB)の長時間クリープに伴う組織変化

クリープ破断強度
クリープおよび時効後のCu相(緑色)の分布

電子顕微鏡における組成分析技術の高度化

構造材料解析プラットフォーム プラットフォーム長

原 徹
HARA.Toru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hara_toru

Keywords: 超伝導x線検出器、x線分光分析、走査透過型電子顕微鏡

 電子顕微鏡を用いた組成解析は、材料設計・評価に欠かせない手段となっている。

 電子顕微鏡での組成分析の性能は、精度・感度ともに十分とは言い難い。

 超伝導x線検出器は非常に高い性能を持っているが電子顕微鏡への応用はされていない。

 多元素を微量添加した材料や、従来のEDSでは解析

不可能だった材料の組織解析に応用できる。

 材料分野だけでなく、鉱物系や生物系試料など、電子

顕微鏡を応用する幅広い研究分野に応用可能。

 電子顕微鏡における組成分析技術の高度化を目的として、従来よりはるかに高性能なx線分光

分析手法である超伝導x線検出器を実用化する。

 超伝導x線検出器をSTEMに搭載して、ナノ領域の高精度分析を実現する。

 より短時間での分析を可能にするため、特性x線収集

効率を向上させること。

 開発装置全体の安定性と信頼性を向上させること。

 より簡潔なインターフェースと解析手法の開発。

STEM Hitachi HD-2700BTES 型超伝
導検出器

新たに開発中のTES-EDS
STEMシステム

Energy (eV)

C
ou

nt
 (a

rb
.u

ni
t)

従来型検出器

開発した
検出器

Si K

W M1

W M1
Si K1

GM-希釈分離式
冷凍機

開発中の分析電子顕微鏡の外観写真： 超伝導遷移端センサ(TES)型X

線検出器が走査透過型電子顕微鏡(STEM)に取り付けられている。TES型検

出器を動作させるための冷凍機が左側に設置されている。

従来のEDS検出器のエネルギー分解能は130eV程度であるが、それより一

桁以上高い10eV以下のエネルギー分解能を達成した。

従来型検出器（緑色）ではシリコン

とタングステンのピークは分離でき

ないが、開発した検出器（黄色）で

はそれらを明瞭に分離して測定で

きる。

Photo

・原 徹、田中啓一、前畑京介、満田和久：「透過型電子顕微鏡の組成分析への超伝導遷移端センサの応用」、応用物理、
81-2(2012),139-142

・T.Hara, et al.: Microcalorimeter-type energy dispersive X-ray spectrometer for a transmission electron microscope, 
Journal of Electron Microscopy, 89(1),(2010), 17-28

・K.Maehata, T.Hara, K.Mitsuda, M.Hidaka, K.Tanaka, Y.Yamanaka A Transition Edge Sensor Microcalorimeter System for
 　the Energy Dispersive Spectroscopy Performed on a Scanning-Transmission Electron Microscope, J. Low Temp Phys.,
　 184, (2016),5-10.　doi:10.1007/s10909-015-1361-3
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耐熱鋼の長時間クリープに伴う組織変化

構造材料試験プラットフォーム プラットフォーム長

澤田 浩太
SAWADA.Kota@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/platform/structural-materials-testing/

Keywords: 高強度ステンレス鋼、低合金鋼、長時間クリープ、析出物変化

 火力発電プラントの経年化に伴う余寿命診断技術の必要性

 最新鋭の火力発電プラントにおける新規開発材料の適切な使用に関する材料情報ニーズ

・Thuy Dang Nguyen, Kota Sawada et al. : Materials Science and Engineering A591 (2014) 130-135.

・Kota Sawada, Kaoru Sekido et al. : Materials Characterization 141 (2018) 279-285.

 火STBA22および火STBA23の温度推定法の確立

 火SUS304J1HTBの長時間組織変化の特徴抽出

とそれに基づく温度推定法の検討

 経年プラントで大量に使用されている低合金鋼部材の温度推定に資する組織変化情報の拡充

 最新鋭火力発電プラントで使用される高強度ステンレス鋼のクリープに伴う組織変化の特徴抽出

 低合金鋼実機部材における温度推定法の検証

 火SUS304J1HTB実機使用材における組織変化と

クリープ試験片における組織変化の比較検討

2.25Cr-1Mo鋼(火STBA24)の無析出帯幅(W)の計測による温度推定法

現在、下記2鋼種におい
て温度推定法を検討中
・1Cr-0.5Mo鋼

(火STBA22)
・1.25Cr-0.5Mo-Si鋼

(火STBA23)

18Cr–9Ni–3Cu–Nb–N鋼(火SUS304J1HTB)の長時間クリープに伴う組織変化

クリープ破断強度
クリープおよび時効後のCu相(緑色)の分布

電子顕微鏡における組成分析技術の高度化

構造材料解析プラットフォーム プラットフォーム長

原 徹
HARA.Toru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hara_toru

Keywords: 超伝導x線検出器、x線分光分析、走査透過型電子顕微鏡

 電子顕微鏡を用いた組成解析は、材料設計・評価に欠かせない手段となっている。

 電子顕微鏡での組成分析の性能は、精度・感度ともに十分とは言い難い。

 超伝導x線検出器は非常に高い性能を持っているが電子顕微鏡への応用はされていない。

 多元素を微量添加した材料や、従来のEDSでは解析

不可能だった材料の組織解析に応用できる。

 材料分野だけでなく、鉱物系や生物系試料など、電子

顕微鏡を応用する幅広い研究分野に応用可能。

 電子顕微鏡における組成分析技術の高度化を目的として、従来よりはるかに高性能なx線分光

分析手法である超伝導x線検出器を実用化する。

 超伝導x線検出器をSTEMに搭載して、ナノ領域の高精度分析を実現する。

 より短時間での分析を可能にするため、特性x線収集

効率を向上させること。

 開発装置全体の安定性と信頼性を向上させること。

 より簡潔なインターフェースと解析手法の開発。

STEM Hitachi HD-2700BTES 型超伝
導検出器

新たに開発中のTES-EDS
STEMシステム

Energy (eV)

C
ou

nt
 (a

rb
.u

ni
t)

従来型検出器

開発した
検出器

Si K

W M1

W M1
Si K1

GM-希釈分離式
冷凍機

開発中の分析電子顕微鏡の外観写真： 超伝導遷移端センサ(TES)型X

線検出器が走査透過型電子顕微鏡(STEM)に取り付けられている。TES型検

出器を動作させるための冷凍機が左側に設置されている。

従来のEDS検出器のエネルギー分解能は130eV程度であるが、それより一

桁以上高い10eV以下のエネルギー分解能を達成した。

従来型検出器（緑色）ではシリコン

とタングステンのピークは分離でき

ないが、開発した検出器（黄色）で

はそれらを明瞭に分離して測定で

きる。

Photo

・原 徹、田中啓一、前畑京介、満田和久：「透過型電子顕微鏡の組成分析への超伝導遷移端センサの応用」、応用物理、
81-2(2012),139-142

・T.Hara, et al.: Microcalorimeter-type energy dispersive X-ray spectrometer for a transmission electron microscope, 
Journal of Electron Microscopy, 89(1),(2010), 17-28

・K.Maehata, T.Hara, K.Mitsuda, M.Hidaka, K.Tanaka, Y.Yamanaka A Transition Edge Sensor Microcalorimeter System for
 　the Energy Dispersive Spectroscopy Performed on a Scanning-Transmission Electron Microscope, J. Low Temp Phys.,
　 184, (2016),5-10.　doi:10.1007/s10909-015-1361-3
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２次元ナノシートの創製と機能開発

顔
写真

Keywords: グラフェン類似２次元物質・ナノ〜メソアーキテクトニクス・ソフト化学合成

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 拠点長

佐々木 高義
SASAKI.Takayoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/softchem/index.html

グラフェンに代表される２次元ナノ物質はナノレベルの薄さ、究極的２次元異方性など、他の材料では実

現できない特徴をもち、それに由来した斬新な機能や高い反応性を示すため、高い注目が集まっていま

す。特に最近は様々な組成、構造を持った2次元物質の開発とそれらの接合、複合化により高度な機能

の創出を狙った研究が急速に活性化してきています。

・ L. Z. Wang, T. Sasaki, Chem. Rev. 114, 9455 (2014).
・ R. Ma, T. Sasaki, Acc. Res. Chem. 48, 136 (2015).
・佐々木高義、Electrochemistry, 83, 631 (2015). 

 多彩な組成、構造、機能を持つ酸化物ならびに水酸化
物ナノシートを合成

 穏やかな条件下で溶液プロセスによりナノシートをナノ～
メソレンジで精密に配列、集積、複合化する技術を開発

 誘電体ナノ薄膜、電極材料、触媒、機能性ゲルなど
様々なシーズ材料を創出

 ナノシートの工業的製造技術の確立
 工業化可能なナノシートを用いた機能ナノコーティン

グ技術の開発
 超小型蓄電素子、低消費電力ゲート素子の開発

層状金属酸化物や水酸化物を溶液中で大きく膨潤させ単層剥離に導く我々の得意技術により、グラ

フェンのセラミックス版とも呼べる多彩な２次元物質群を創製します。さらに簡便、安価、低環境負荷の

溶液プロセスにより、得られたナノシートを部材として積み木細工的に集積、接合して人工ナノ～メソ構造

を構築することにより、様々な有用な材料を開発することを目指しています。

ナノ機能の活用と集積に関する研究

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 副拠点長

中山 知信
NAKAYAMA.Tomonobu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/NanoFIG/index-j.html

 ナノテクノロジーは、これまでに多種多様なナノ材料を創出

 興味深い特性を引き出し、活用するためには、それらの集積が必要

 システムの集積とその特性（物性）計測の両方に対して、新しい方法の開拓が必要

 原子/分子操作技術を有効に利用できる応用分野の開拓

 個々のナノ物質や集積されたナノシステムの特性評価を実現する新しい手法の開発

 複雑な集積構造を有するナノシステムに現れる創発機能の理解

 単分子レベルのビット操作を室温で実現

 MP-SPMによる様々な材料評価を実現

 ナノワイヤーの複雑ネットワークを用いて神経模倣型

の信号処理を実現

 大気圧下での単分子レベルのビット操作

 多用なSPMモードのMP-SPMへの搭載

 複雑ネットワークに創発される協調的ダイナミクスの

理解と利用

 M. Nakaya et al., Advanced Materials 22, 1622-1625 (2010).
 T. Nakayama et al., Advanced Materials 24, 1675-1692 (2012).
 M. Nakaya et al., ACS Nano 8, 12259-12264 (2014).
 R. Creasey et al., Mater. Chem. Phys. 158, 52-59 (2015).
 R. Higuchi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55, 08NB09 (2016).

超⾼真空 MP-SPM

四探針走査プローブ

顕微鏡装置

⼆探針⾛査プローブ
顕微鏡装置

統合型 MP-SPM 制御装置

多探針⾛査プローブ顕微鏡（MP-SPM）
の開発と応⽤

消去

再
書き込み

書き込み

190 Tb / in2

C60 molecules

2 nm

⾛査トンネル顕微鏡による
単分⼦レベルのビット操作

複雑なナノワイヤーネットワークによる
神経模倣型の信号処理

読み出しのヒ

ント（入力）

情報の
書き込み（学習）

ヒ
ン
ト
か
ら
連
想
さ
れ
る

情
報
の
抽
出

Keywords: Nanotechnology, atom/molecule manipulation, MP-SPM, neuromorphic materials
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２次元ナノシートの創製と機能開発

顔
写真

Keywords: グラフェン類似２次元物質・ナノ〜メソアーキテクトニクス・ソフト化学合成

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 拠点長

佐々木 高義
SASAKI.Takayoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/softchem/index.html

グラフェンに代表される２次元ナノ物質はナノレベルの薄さ、究極的２次元異方性など、他の材料では実

現できない特徴をもち、それに由来した斬新な機能や高い反応性を示すため、高い注目が集まっていま

す。特に最近は様々な組成、構造を持った2次元物質の開発とそれらの接合、複合化により高度な機能

の創出を狙った研究が急速に活性化してきています。

・ L. Z. Wang, T. Sasaki, Chem. Rev. 114, 9455 (2014).
・ R. Ma, T. Sasaki, Acc. Res. Chem. 48, 136 (2015).
・佐々木高義、Electrochemistry, 83, 631 (2015). 

 多彩な組成、構造、機能を持つ酸化物ならびに水酸化
物ナノシートを合成

 穏やかな条件下で溶液プロセスによりナノシートをナノ～
メソレンジで精密に配列、集積、複合化する技術を開発

 誘電体ナノ薄膜、電極材料、触媒、機能性ゲルなど
様々なシーズ材料を創出

 ナノシートの工業的製造技術の確立
 工業化可能なナノシートを用いた機能ナノコーティン

グ技術の開発
 超小型蓄電素子、低消費電力ゲート素子の開発

層状金属酸化物や水酸化物を溶液中で大きく膨潤させ単層剥離に導く我々の得意技術により、グラ

フェンのセラミックス版とも呼べる多彩な２次元物質群を創製します。さらに簡便、安価、低環境負荷の

溶液プロセスにより、得られたナノシートを部材として積み木細工的に集積、接合して人工ナノ～メソ構造

を構築することにより、様々な有用な材料を開発することを目指しています。

ナノ機能の活用と集積に関する研究

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 副拠点長

中山 知信
NAKAYAMA.Tomonobu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/NanoFIG/index-j.html

 ナノテクノロジーは、これまでに多種多様なナノ材料を創出

 興味深い特性を引き出し、活用するためには、それらの集積が必要

 システムの集積とその特性（物性）計測の両方に対して、新しい方法の開拓が必要

 原子/分子操作技術を有効に利用できる応用分野の開拓

 個々のナノ物質や集積されたナノシステムの特性評価を実現する新しい手法の開発

 複雑な集積構造を有するナノシステムに現れる創発機能の理解

 単分子レベルのビット操作を室温で実現

 MP-SPMによる様々な材料評価を実現

 ナノワイヤーの複雑ネットワークを用いて神経模倣型

の信号処理を実現

 大気圧下での単分子レベルのビット操作

 多用なSPMモードのMP-SPMへの搭載

 複雑ネットワークに創発される協調的ダイナミクスの

理解と利用

 M. Nakaya et al., Advanced Materials 22, 1622-1625 (2010).
 T. Nakayama et al., Advanced Materials 24, 1675-1692 (2012).
 M. Nakaya et al., ACS Nano 8, 12259-12264 (2014).
 R. Creasey et al., Mater. Chem. Phys. 158, 52-59 (2015).
 R. Higuchi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 55, 08NB09 (2016).

超⾼真空 MP-SPM

四探針走査プローブ

顕微鏡装置

⼆探針⾛査プローブ
顕微鏡装置

統合型 MP-SPM 制御装置

多探針⾛査プローブ顕微鏡（MP-SPM）
の開発と応⽤

消去

再
書き込み

書き込み

190 Tb / in2

C60 molecules

2 nm

⾛査トンネル顕微鏡による
単分⼦レベルのビット操作

複雑なナノワイヤーネットワークによる
神経模倣型の信号処理

読み出しのヒ
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Keywords: Nanotechnology, atom/molecule manipulation, MP-SPM, neuromorphic materials
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有機トランジスタで多値論理演算回路を開発
Keywords: 有機トランジスタ、論理演算回路、pnヘテロ界面

若山 裕
WAKAYAMA.Yutaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/kyushu/labo/wakayama/index.html

 フレキシブルエレクトロニクスでデータ処理能力向上の需要拡大

 微細加工技術が適用できない有機材料でも集積度を向上させられる新しいアプローチの必要性

 有機エレクトロニクスならではの電子回路設計

 有機エレクトロニクスでの計算処理能力の飛躍的向上

 柔らかさと集積度を両立する電子回路の設計

 新しいデバイス動作原理の探索

・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, Nano Letters DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01357
・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, J. Phys. Chem. 122, 6943-6946 (2018)
・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 2762-2767 (2018) 
・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, Advanced Electronic Materials 3 1700106_1-6 (2017) 

 特異的なドレイン電流の増減を制御

 新しいトランジスタ構造と動作原理を提案

 3値インバーターを有機トランジスタで初めて実現

 高集積化に向けた基礎技術を確立

 低電圧駆動に向けた材料とデバイス構造の最適化

 さらなる多値動作に向けたデバイス設計

 フレキシブル基板への展開

pｎヘテロ界面を中心にした新しい
有機トランジスタ構造

p型有機半導体
α‐6T

n型有機半導体
PTCDI‐C8

h+

e‐

α‐6T
PTCDI
‐C8

LUMO
(‐3.0 eV) LUMO

(‐4.5 eV)

HOMO
(‐6.4 eV) HOMO

(‐6.7 eV)

Au Au

ヘテロ界面における
エネルギー準位

特定のゲート電圧範囲だけで
特異的なドレイン電流が増減

ヘテロ界面トランジスタとn型トランジスタを組み合わせたデバイス構造(左図)。共通のゲート電圧で駆動したときの
電流特性(中央)と入力-出力特性(右図)。入力電圧範囲(I, II, III)に応じて三つの出力値(1, 1/2, 0)を観測。

3値インバーター

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 副拠点長 

SiC 酸化プロセス解析 PEFC-MEA構造解析

顔
写真

ナノ構造・機能シミュレーション・システムの開発

第一原理MD解析ソフトウェア

高いスケーラビリティ

古典MD手法との連携

PHASE/0

https://azuma.nims.go.jp/cms

先端的な解析ソフトウェアを開発・公開

・M. Sumita et. al., J. Phys. Chem. C 120 (2016) 13332-13339.
・K. Takada and T. Ohno, Frontiers in Energy Research 4 (2016) 1-7. 
・大野隆央, 「第一原理計算のコツ」, 応用物理 86 (2017) pp.495-498, pp.591-595. 

SiC 酸化膜形成プロセス

次世代エレクトロニクス材料

SiCパワーデバイス

電池材料

ナノ構造の創成プロセス・機能の解析

グラフェンデバイス

SiC熱分解
グラフェン創成プロセス

電極/電解質界面特性

リチウム二次電池

 ナノ構造・機能シミュレーション・システムの開発・公開

 ナノ物質の構造と物性の相関の第一原理解析

 ナノ表面・界面での電子・原子ダイナミクス解析

 「京」計算機による大規模シミュレーションの実施

 次世代高機能ナノデバイスの探索・設計

 エネルギー変換デバイスの新材料探索

 稀少元素を代替する新規触媒の設計

 ナノスケール構造の物質や表面・界面はバルクと大きく異なる物性を有しており、その新規な構

造・機能を探索・設計し活用することにより、次世代高機能ナノデバイス、エネルギー変換デバイ

ス、バイオナノデバイス等の重要分野におけるイノベーションの創出が期待されています。

ナノ構造・機能シミュレーション

Keywords: ナノ構造、機能探索、第一原理解析

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 特命研究員 / ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

大野 隆央
OHNO.Takahisa@nimsgo.jp | https://azuma.nims.go.jp/cms/

 ナノ構造の物質を探索・設計するためには、電子・原子の振る舞いに基づいて構造と物性の相関

を理解することが不可欠です。量子力学を基礎として、実験的な知見を用いず、物質の構造・物

性を解析・予測する第一原理解析手法は、ナノ構造の物質の新規な機能の探索・設計に重要な

役割を果たします。本研究では、先端的なシミュレーション手法を開発しその有効性を実証します。
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有機トランジスタで多値論理演算回路を開発
Keywords: 有機トランジスタ、論理演算回路、pnヘテロ界面

若山 裕
WAKAYAMA.Yutaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/kyushu/labo/wakayama/index.html

 フレキシブルエレクトロニクスでデータ処理能力向上の需要拡大

 微細加工技術が適用できない有機材料でも集積度を向上させられる新しいアプローチの必要性

 有機エレクトロニクスならではの電子回路設計

 有機エレクトロニクスでの計算処理能力の飛躍的向上

 柔らかさと集積度を両立する電子回路の設計

 新しいデバイス動作原理の探索

・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, Nano Letters DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b01357
・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, J. Phys. Chem. 122, 6943-6946 (2018)
・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, ACS Appl. Mater. Interfaces 10, 2762-2767 (2018) 
・ K. Kobashi, R. Hayakawa, T. Chikyow, Y. Wakayama, Advanced Electronic Materials 3 1700106_1-6 (2017) 

 特異的なドレイン電流の増減を制御

 新しいトランジスタ構造と動作原理を提案

 3値インバーターを有機トランジスタで初めて実現

 高集積化に向けた基礎技術を確立

 低電圧駆動に向けた材料とデバイス構造の最適化

 さらなる多値動作に向けたデバイス設計

 フレキシブル基板への展開

pｎヘテロ界面を中心にした新しい
有機トランジスタ構造

p型有機半導体
α‐6T

n型有機半導体
PTCDI‐C8

h+

e‐

α‐6T
PTCDI
‐C8

LUMO
(‐3.0 eV) LUMO

(‐4.5 eV)

HOMO
(‐6.4 eV) HOMO

(‐6.7 eV)

Au Au

ヘテロ界面における
エネルギー準位

特定のゲート電圧範囲だけで
特異的なドレイン電流が増減

ヘテロ界面トランジスタとn型トランジスタを組み合わせたデバイス構造(左図)。共通のゲート電圧で駆動したときの
電流特性(中央)と入力-出力特性(右図)。入力電圧範囲(I, II, III)に応じて三つの出力値(1, 1/2, 0)を観測。

3値インバーター

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 副拠点長 

SiC 酸化プロセス解析 PEFC-MEA構造解析

顔
写真

ナノ構造・機能シミュレーション・システムの開発

第一原理MD解析ソフトウェア

高いスケーラビリティ

古典MD手法との連携

PHASE/0

https://azuma.nims.go.jp/cms

先端的な解析ソフトウェアを開発・公開

・M. Sumita et. al., J. Phys. Chem. C 120 (2016) 13332-13339.
・K. Takada and T. Ohno, Frontiers in Energy Research 4 (2016) 1-7. 
・大野隆央, 「第一原理計算のコツ」, 応用物理 86 (2017) pp.495-498, pp.591-595. 

SiC 酸化膜形成プロセス

次世代エレクトロニクス材料

SiCパワーデバイス

電池材料

ナノ構造の創成プロセス・機能の解析

グラフェンデバイス

SiC熱分解
グラフェン創成プロセス

電極/電解質界面特性

リチウム二次電池

 ナノ構造・機能シミュレーション・システムの開発・公開

 ナノ物質の構造と物性の相関の第一原理解析

 ナノ表面・界面での電子・原子ダイナミクス解析

 「京」計算機による大規模シミュレーションの実施

 次世代高機能ナノデバイスの探索・設計

 エネルギー変換デバイスの新材料探索

 稀少元素を代替する新規触媒の設計

 ナノスケール構造の物質や表面・界面はバルクと大きく異なる物性を有しており、その新規な構

造・機能を探索・設計し活用することにより、次世代高機能ナノデバイス、エネルギー変換デバイ

ス、バイオナノデバイス等の重要分野におけるイノベーションの創出が期待されています。

ナノ構造・機能シミュレーション

Keywords: ナノ構造、機能探索、第一原理解析

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 特命研究員 / ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

大野 隆央
OHNO.Takahisa@nimsgo.jp | https://azuma.nims.go.jp/cms/

 ナノ構造の物質を探索・設計するためには、電子・原子の振る舞いに基づいて構造と物性の相関

を理解することが不可欠です。量子力学を基礎として、実験的な知見を用いず、物質の構造・物

性を解析・予測する第一原理解析手法は、ナノ構造の物質の新規な機能の探索・設計に重要な

役割を果たします。本研究では、先端的なシミュレーション手法を開発しその有効性を実証します。
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機能性無機ナノ材料（多孔体など）
Keywords: 無機材料化学，無機物質化学，無機合成化学，多孔体合成など

MANA主任研究者 / ナノマテリアル分野 メソスケール物質化学グループ

山内 悠輔
YAMAUCHI.Yusuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamauchi_yusuke

「高度な分子設計技術」，「自己組織化」，「超分子」などのキーワードを基に，ナノレベルで精密に制御された

無機材料の合成，応用研究を展開します．ミクロレベルの組成や結晶構造の制御のみならず，粒子，薄膜，ナ

ノ粒子，ナノチューブなどマクロレベルの形態制御を展開し，無機材料を合理的に設計することを目指します．

これら材料の応用先は，吸着材料，電極材料，触媒，センシング材料，誘電体など多岐にわたります．既成概

念にとらわれない視点を持ち，世界に先駆けて新しい合成法を常に提案していくことで，今までにない高機能な

無機材料を創出していきます．

・J. Tang and Y. Yamauchi, Carbon Materials: MOF Morphologies in Control, Nature Chemistry, 8, 638-639 (2016).
・C. Li, Y. Yamauchi et al., Electrochemical Synthesis of Mesoporous Gold…

Nature Communications, 6, Article number: 6608 (2015).

 多くの金属を骨格に有する新規多孔体の合成に成功

 高い結晶性を有する金属酸化物孔体の合成に成功

 MOFを出発物質にした酸化物，炭化物の合成

 薄膜化，ナノ粒子化などの形態制御法の提案

 権利化された特許など5件

 吸着材料（分子ふるい）

 電極材料（電極触媒，リチウムイオン二次電池など）

 各種金属酸化物を利用した光触媒

 ターゲット分子のみをセンシングする材料

 誘電体など

Prototype Li-battery lithiation under in situ TEM

Nanomaterial analysis by in situ TEM
Keywords: Nanotubes, nanowires, nanosheets, transmission electron microscopy

Dmitri Golberg
MANA Principal Investigator, Nano-Materials Field / Nanotubes Group
GOLBERG.Dmitri@nims.go.jp |   http://www.nims.go.jp/eng/research/group/nanotubes//index/html

 In situ TEM methods have been developed for diverse nanomaterial property studies
 Combination of high spatial, energy and temporal TEM resolutions has been achieved
 Physical, chemical and mechanical properties of nanomaterials have been started to be 

elucidated 

 Obtain the complete knowledge on various nanomaterial properties and functions
 Implement the nanomaterial functions in various modern industries and technologies 
 Predict new nanomaterials via search and optimization of the measured properties

 Nature Communications 8, 13936 (2017); Nature Communications 9, 402 (2018)
 Nano Letters 17, 28 (2017); ACS Nano 11, 558 (2017); ACS Nano 11, 10575 (2017);  ACS Nano 12, 4148 (2018) 
 Advanced Materials 29, 1606922 (2017); Advanced Functional Materials 28, 1801206 (2018)

 Pioneering in situ TEM methods are designed
 New nanomaterial properties are directly revealed  
 Previously unknown property relationships with 

atomic/defect/interface  structures are clarified at 
the nanoscale  

 Prototype optoelectronic devices are created
 Nanostructured advanced composites are made
 Novel nanomaterials for “green energy” fields

and applications are developed

Fracture toughness of BN nanosheet by in situ TEM
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機能性無機ナノ材料（多孔体など）
Keywords: 無機材料化学，無機物質化学，無機合成化学，多孔体合成など

MANA主任研究者 / ナノマテリアル分野 メソスケール物質化学グループ

山内 悠輔
YAMAUCHI.Yusuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamauchi_yusuke

「高度な分子設計技術」，「自己組織化」，「超分子」などのキーワードを基に，ナノレベルで精密に制御された

無機材料の合成，応用研究を展開します．ミクロレベルの組成や結晶構造の制御のみならず，粒子，薄膜，ナ

ノ粒子，ナノチューブなどマクロレベルの形態制御を展開し，無機材料を合理的に設計することを目指します．

これら材料の応用先は，吸着材料，電極材料，触媒，センシング材料，誘電体など多岐にわたります．既成概

念にとらわれない視点を持ち，世界に先駆けて新しい合成法を常に提案していくことで，今までにない高機能な

無機材料を創出していきます．

・J. Tang and Y. Yamauchi, Carbon Materials: MOF Morphologies in Control, Nature Chemistry, 8, 638-639 (2016).
・C. Li, Y. Yamauchi et al., Electrochemical Synthesis of Mesoporous Gold…

Nature Communications, 6, Article number: 6608 (2015).

 多くの金属を骨格に有する新規多孔体の合成に成功

 高い結晶性を有する金属酸化物孔体の合成に成功

 MOFを出発物質にした酸化物，炭化物の合成

 薄膜化，ナノ粒子化などの形態制御法の提案

 権利化された特許など5件

 吸着材料（分子ふるい）

 電極材料（電極触媒，リチウムイオン二次電池など）

 各種金属酸化物を利用した光触媒

 ターゲット分子のみをセンシングする材料

 誘電体など

Prototype Li-battery lithiation under in situ TEM

Nanomaterial analysis by in situ TEM
Keywords: Nanotubes, nanowires, nanosheets, transmission electron microscopy

Dmitri Golberg
MANA Principal Investigator, Nano-Materials Field / Nanotubes Group
GOLBERG.Dmitri@nims.go.jp |   http://www.nims.go.jp/eng/research/group/nanotubes//index/html

 In situ TEM methods have been developed for diverse nanomaterial property studies
 Combination of high spatial, energy and temporal TEM resolutions has been achieved
 Physical, chemical and mechanical properties of nanomaterials have been started to be 

elucidated 

 Obtain the complete knowledge on various nanomaterial properties and functions
 Implement the nanomaterial functions in various modern industries and technologies 
 Predict new nanomaterials via search and optimization of the measured properties

 Nature Communications 8, 13936 (2017); Nature Communications 9, 402 (2018)
 Nano Letters 17, 28 (2017); ACS Nano 11, 558 (2017); ACS Nano 11, 10575 (2017);  ACS Nano 12, 4148 (2018) 
 Advanced Materials 29, 1606922 (2017); Advanced Functional Materials 28, 1801206 (2018)

 Pioneering in situ TEM methods are designed
 New nanomaterial properties are directly revealed  
 Previously unknown property relationships with 

atomic/defect/interface  structures are clarified at 
the nanoscale  

 Prototype optoelectronic devices are created
 Nanostructured advanced composites are made
 Novel nanomaterials for “green energy” fields

and applications are developed

Fracture toughness of BN nanosheet by in situ TEM
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百万倍の感度で
ターゲットをセンシングできる分子膜

マクロスコピックな分子膜表面では分子センシング強度が 百万倍（1.4 -> 106-107）増強される

Keywords: 単分子膜、界面、分子認識、センシング

有賀 克彦
ARIGA.Katsuhiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/super/HP/home.htm

 生体系は溶液中ではなく様々な界面を用いて分子識別を行っている。それを人為的に再現・解

明する。

 界面では、微細な力で分子を変形させることができる。これを機能開発につなげる。

 界面での特異的の分子間相互作用の増強効果を解明する（ラングミュア型分子薄膜１００年の歴

史の最大の発見）

 界面での分子チューニングという世界初の動作原理での分子センシング機構を確立する。

K. Ariga, ChemNanoMat 2, 333-343 (2016)

 構造を完璧に分子レベル制御した表面では分

子認識性が百万倍程度増強される。

 界面でレセプターを変形チューニングすると生

体分子ですらできない分子センシングができる。

 世界最高感度のセンサーを作る。

 有機半導体分子層と接合してプリント印刷可能

なセンサ構造を作る。

 通信可能なセンサシステムを作る。

生体の DNA や RNA 
が識別できないチミンと
ウラシルが７５倍の選択
性で見分けらえる

圧力によるレセプター
構造チューニングでア
ミノ酸の L 体と D 体の
認識性を逆転できる

MANA 主任研究者 / ナノマテリアル分野 超分子グループ 

原子スイッチと

関連したナノイオニクスデバイスの開発

MANA 主任研究者 / ナノシステム分野 ナノイオニクスデバイスグループ

寺部 一弥
TERABE.Kazuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/terabe_kazuya

Keywords: 原子スイッチ、脳型デバイス、高機能ナノイオニクスデバイス、人工知能システム

情報通信機器の重要部品である半導体トランジスタをベースにした集積回路の発展は、近い将来、
限界を迎えると言われている。そのため。近年、従来型半導体デバイスの更なる発展のための開発
研究だけでなく、新しい原理で動作する革新的な新機能・高性能ナノデバイスを創り出す研究開発
も大変に重要となってきている。

・寺部一弥など： “固体イオニクスの新たな展開 －多様な新機能を可能にするナノイオニクスデバイス”
応用物理、85巻 （2016） 364-376

 低消費・超小型の高性能スイッチ

 人工衛星やロボットなど過酷環境用デバイス

 人工シナプス素子、意思決定デバイス

 プログラムが不要な革新的な人工知能システム

 半導体スイッチ（トランジスタ）の性能を上回る高性能原子スイッチの開発と実用化研究

 固体内のイオン移動を利用した脳型デバイスおよび新概念の人工知能システムの開発

 光学的、磁気的、電気的な高機能性を有するナノイオニクスデバイスの開発と実用化研究

 必要とする目標性能の設定

 素子の安定や信頼性の向上

 人工知能システムのためのセンシングや駆動技術

 実証化実験の実施

Photo
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高移動度トランジスタのためのナノ酸化膜半導体

MANA主任研究者 / ナノシステム分野 超薄膜エレクトロニクスグループ

塚越 一仁
TSUKAGOSHI.Kazuhito@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/pi-ele_g/

Keywords: 酸化膜半導体、トランジスタ、電気伝導

 視野分解限界に近い超高精細表示システム実現への期待

 現状薄膜トランジスタ材料の特性限界（移動度、作成温度）

 フレキブル化などの新機能実現の期待

１） S.Aikawa, P.Darmawan, K.Yanagisawa, T.Nabatame, Y.Abe, K.Tsukagoshi: Applied Physics Letters 102 (2013)  102101.
2） S.Aikawa, N.Mitoma, T.Kizu, X.Gao, M.-F.Lin, T.Nabatame, K.Tsukagoshi: Applied Physics Letters 106 (2015) 1921103
3) K.Shigeto, T.Kizu, K.Tsukagoshi, T.Nabatame, Microscopy and Microanalysis 23, 1512 (2017). 

 次世代の超高精細表示ディスプレイ

 パワーエレクトロニクスでの積層化トランジスタ

 高移動度を活かしたマイクロディスプレイ

 大型基板への適応課題抽出

 さらなる高移動度化のための薄膜特性探索

 酸化膜での移動度限界探索

ナノスケール膜厚のアモルファス酸化膜半導体（InOx）膜の導
電性を担う酸素欠損の安定化をSiやWを添加することで制御。

OxTFT on glass

研究で試作した薄膜トランジ
スタ。

湾曲可能な薄ガラスの上に
も作れる。（プラスチックにも
適応化）

ドーピング元素を減らした高
移動度膜と安定化を高めた
高ドーピング膜の積層化で、
移動度向上と安定化向上を
同時に実現した積層膜薄膜
のトランジスタ。

 フレキシブルで超高精細表示システムによる高自然再現性の人工窓等の新用途開発

 薄膜移動度向上による素子縮小とエネルギー効率の最大化による省エネ表示システム開発

 原子膜単位での新成膜法による移動度向上と多機能化

誘電体によるトポロジカルフォトニクスに向けて

Keywords: Photonic crystal, dielectric material, topological state

MANA主任研究者 / ナノシステム分野　ナノシステム物性理論グループ

古月 暁
HU.Xiao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hu_xiao?locale=ja

表面や縁に特異な量子状態を持つトポロジカル物質が注目されており、その探索が物性物理及び物質科

学の最先端の一つになっている。結晶中の電子波動関数の運動量空間における形状（=トポロジー）に起因

して、ゼロ抵抗電流、散乱されないスピン流、電磁ノイズに影響されない超伝導準粒子励起等が発現し、斬

新なスピントロニクスや強靭な量子計算への応用が期待されている。

トポロジカル現象は普遍的なものであるが、応用の広さから電磁波のトポロジカル特性が特に重要視されて

いる。しかし、電子等のフェルミオン系と電磁波が対応する光子等のボソン系では、時間反転対称性の働き

方が根本的に異なる。時間反転対称なトポロジカル電磁状態の実現が挑戦的な研究課題になっている。

・L.-H. Wu and X. Hu: Phys. Rev. Lett. vol. 114, 223901 (2015).
・H.-M. Weng, R. Yu, X. Hu, X. Dai and Z. Fang: Adv. Phys. vol. 64, 227 (2015).
・胡暁： 「応用物理」（解説）、85巻、474ページ（2016年）.

 トポロジカルな電磁波伝播の新しい実現方法の提案

 シリコンや窒化ガリウム等、普通の誘電体のみ使用

 外部磁場の印加無し

 結晶対称性から擬スピン自由度の創成

 電子系の量子スピンホール効果に等価

 時間反転対称な単一方向エッジ電磁波伝播

 鋭角経路や欠陥からも無散乱

 擬スピンによる電磁波制御

 光学フィルターとスイッチの新しい設計原理

 音波系、冷却原子系、電子系にも応用可能

□

□ トポロジカルエッジ電磁波伝播

□

* 一般的な電磁波系の時間反転オペレーター : 

* この系の擬時間反転オペレーター :

誘電体シリンダーの配列によるフォトニック結晶

マクスウェル方程式から計算されたフォトニックバンド

擬時間反転対称性と擬スピンの創発

* 軌道角運動量擬スピン

 電磁波クラーマス対

□

6員環人工原子

蜂の巣格子

人工原子での電磁波分布

(b) 蜂の巣格子 =相転移点

(a) 普通のフォトニック絶縁体

(c) p、d軌道が点で反転
トポロジカルフォトニック絶縁体

鋭角経路でも散乱されない電磁波伝播トポロジカル保護

フォトニック絶縁体(a)

光源から発
振される擬
スピン下向
きの電磁波
時計周り
エッジ伝播

フォトニック絶縁体(c)
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Photo
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新超伝導材料の開発と線材化の研究

顔
写真

Keywords: 鉄系超伝導体、高温超伝導体、BiS2超伝導体、ダイヤモンド超伝導体

MANA主任研究者 / ナノシステム分野 ナノフロンティア超伝導材料グループ

高野 義彦
TAKANO.Yoshihiko@nims.go.jp | URL : www.nims.go.jp/NFM 

超伝導体はエネルギーをロス無く輸送貯蔵することができます。環境エネルギー問題を解決するた

めに、より高性能な超伝導体や機能性材料の開発が求められています。

超伝導は低温で起こる現象でありますが、より高温で、願わくば室温で、超伝導を発現させることが

求められています。より高性能な超電導材料や機能性材料を探索するために、マテリアルズインフォ

マティクスを利用して効率よく材料開発を進めています。

・R. Matsumoto, Y. Takano et al., REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Vol.87, pp.076103.
・Y. Mizuguchi, Y. Takano et al., Physical Review B Vol.86, pp.220510.
・T. Yokoya, Y. Takano et al., NATURE Vol.438, No.7068, pp.647-650.

 新鉄系超伝導体および新BiS2系超伝導体の開発に成功

した。さらに、新しい超伝導体を探索している。

 超伝導ダイヤモンド薄膜の開発に成功した。超伝導ダイヤ

モンドを使った新しいダイヤモンドアンビルセルを開発した。

鉄カルコゲン層をもつ新しい超伝

導体の研究開発を行っています。

より高い温度で超伝導になる新

物質を探索しています。最もシン

プルな結晶構造を持つFeSeにつ

いて、超伝導発現メカニズム解

明に取り組んでいます。

ダイヤモンド超伝導体の研究

ダイヤモンドは、ホウ素のドー

プにより、半導体、金属、そし

て超伝導に変化します。この

金属伝導を示すダイヤモンド

薄膜を用いて、新しい高圧発

生装置を開発しました。これに

より、超高圧下の電気伝導特

性が容易に測定できます。

新超伝導体の探索

データー科学と新ダイヤモンド

アンビル装置を使った新機能

性物質の探索。AtomWorkの
55万個のデーターからスク

リーニングを経て27個の超電

導候補物質を絞り込み新超伝

導体SnBi4Se7を発見しました。

新超伝導体SnBi4Se7の発⾒

データー科学を使った鉄系超伝導体の研究

 より高い超伝導転移温度をもつ新らしい超伝導体の発見に

繋がる。

 新しい超伝導材料を用いた、新しいデバイスや超伝導線材

の開発を目指している。

高機能ナノ光触媒材料の研究開発

単原子遷移金属助触媒の創製

安価な単原子金属触媒Co/Niの創製および半導体光
吸収体への固定手法の開発に成功し、Ptを凌ぐ太陽光
水素発生活性（可視光量子収率67.5％）を達成した

Keywords: 光触媒、環境浄化、水素製造、二酸化炭素資源化、窒素固定、人工光合成

MANA主任研究者 / ナノマテリアル分野 光触媒材料グループ

葉 金花
Jinhua.YE@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/photocatalysis/toppage_jp.html

「光触媒」は、光照射によって励起された電子・ホールの強い酸化・還元力を利用し、有機有害物

質の分解や水から水素の製造、二酸化炭素の光還元による炭化水素燃料の合成などを可能に材

料技術である。しかし、代表的な酸化チタン光触媒は紫外光にしか応答しないため、新規材料の開

発による太陽光利用範囲の拡大および光触媒機能の高効率化が必要不可欠である。

・Guixia Zhao, Jinhua Ye*, et al., Adv. Mater. 29, 1703258, 2017.

・Shengyao Wang, Hao Chen* and Jinhua Ye*, et al., Adv. Mater. 29, 1701774, 2017. 

・Jian Ren, Shuxin Ouyang*, and Jinhua Ye*, et al., Adv. Energy Mater. 7, 1601657, 2017.

 安価で高効率な水素製造助触媒の開発に成功

 表面欠損の制御でN2を高効率にアンモニア化

 可視光で有害物質を分解できる光触媒を開発

 二酸化炭素をCOおよびメタンへ選択的変換

 室内での環境浄化に応用

 太陽光利用で水から水素を効率的に製造

 二酸化炭素の光還元、炭化水素燃料への資源化

 窒素固定などその他の用途への実用化

可視光照射下における高効率N2固定

Bi5O7Br をナノチューブ化することにより、光照射に
よって表面の酸素欠損を制御可能にし、N2ガスの活
性化およびアンモニアへの高効率変換に成功した

我々は、組成や形態を制御したナノ金属、有機/無機半導体材料の創製およびヘテロ集積・複合化

を行うことにより、太陽光の高度吸収利用および化学エネルギーへの効率的な変換を目指す。また、

その場計測と理論計算等の連携で反応メカニズムの究明を進めている。これらの研究により、新材

料の開発に重要な設計指針を提供すると共に、新原理・新機能の創出に繋がることを期待する。
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新超伝導材料の開発と線材化の研究

顔
写真

Keywords: 鉄系超伝導体、高温超伝導体、BiS2超伝導体、ダイヤモンド超伝導体

MANA主任研究者 / ナノシステム分野 ナノフロンティア超伝導材料グループ

高野 義彦
TAKANO.Yoshihiko@nims.go.jp | URL : www.nims.go.jp/NFM 

超伝導体はエネルギーをロス無く輸送貯蔵することができます。環境エネルギー問題を解決するた

めに、より高性能な超伝導体や機能性材料の開発が求められています。

超伝導は低温で起こる現象でありますが、より高温で、願わくば室温で、超伝導を発現させることが

求められています。より高性能な超電導材料や機能性材料を探索するために、マテリアルズインフォ

マティクスを利用して効率よく材料開発を進めています。

・R. Matsumoto, Y. Takano et al., REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS Vol.87, pp.076103.
・Y. Mizuguchi, Y. Takano et al., Physical Review B Vol.86, pp.220510.
・T. Yokoya, Y. Takano et al., NATURE Vol.438, No.7068, pp.647-650.

 新鉄系超伝導体および新BiS2系超伝導体の開発に成功

した。さらに、新しい超伝導体を探索している。

 超伝導ダイヤモンド薄膜の開発に成功した。超伝導ダイヤ

モンドを使った新しいダイヤモンドアンビルセルを開発した。

鉄カルコゲン層をもつ新しい超伝

導体の研究開発を行っています。

より高い温度で超伝導になる新

物質を探索しています。最もシン

プルな結晶構造を持つFeSeにつ

いて、超伝導発現メカニズム解

明に取り組んでいます。

ダイヤモンド超伝導体の研究

ダイヤモンドは、ホウ素のドー

プにより、半導体、金属、そし

て超伝導に変化します。この

金属伝導を示すダイヤモンド

薄膜を用いて、新しい高圧発

生装置を開発しました。これに

より、超高圧下の電気伝導特

性が容易に測定できます。

新超伝導体の探索

データー科学と新ダイヤモンド

アンビル装置を使った新機能

性物質の探索。AtomWorkの
55万個のデーターからスク

リーニングを経て27個の超電

導候補物質を絞り込み新超伝

導体SnBi4Se7を発見しました。

新超伝導体SnBi4Se7の発⾒

データー科学を使った鉄系超伝導体の研究

 より高い超伝導転移温度をもつ新らしい超伝導体の発見に

繋がる。

 新しい超伝導材料を用いた、新しいデバイスや超伝導線材

の開発を目指している。

高機能ナノ光触媒材料の研究開発

単原子遷移金属助触媒の創製

安価な単原子金属触媒Co/Niの創製および半導体光
吸収体への固定手法の開発に成功し、Ptを凌ぐ太陽光
水素発生活性（可視光量子収率67.5％）を達成した

Keywords: 光触媒、環境浄化、水素製造、二酸化炭素資源化、窒素固定、人工光合成
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葉 金花
Jinhua.YE@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/photocatalysis/toppage_jp.html

「光触媒」は、光照射によって励起された電子・ホールの強い酸化・還元力を利用し、有機有害物

質の分解や水から水素の製造、二酸化炭素の光還元による炭化水素燃料の合成などを可能に材

料技術である。しかし、代表的な酸化チタン光触媒は紫外光にしか応答しないため、新規材料の開

発による太陽光利用範囲の拡大および光触媒機能の高効率化が必要不可欠である。

・Guixia Zhao, Jinhua Ye*, et al., Adv. Mater. 29, 1703258, 2017.

・Shengyao Wang, Hao Chen* and Jinhua Ye*, et al., Adv. Mater. 29, 1701774, 2017. 

・Jian Ren, Shuxin Ouyang*, and Jinhua Ye*, et al., Adv. Energy Mater. 7, 1601657, 2017.

 安価で高効率な水素製造助触媒の開発に成功

 表面欠損の制御でN2を高効率にアンモニア化

 可視光で有害物質を分解できる光触媒を開発

 二酸化炭素をCOおよびメタンへ選択的変換

 室内での環境浄化に応用

 太陽光利用で水から水素を効率的に製造

 二酸化炭素の光還元、炭化水素燃料への資源化

 窒素固定などその他の用途への実用化

可視光照射下における高効率N2固定

Bi5O7Br をナノチューブ化することにより、光照射に
よって表面の酸素欠損を制御可能にし、N2ガスの活
性化およびアンモニアへの高効率変換に成功した

我々は、組成や形態を制御したナノ金属、有機/無機半導体材料の創製およびヘテロ集積・複合化

を行うことにより、太陽光の高度吸収利用および化学エネルギーへの効率的な変換を目指す。また、

その場計測と理論計算等の連携で反応メカニズムの究明を進めている。これらの研究により、新材

料の開発に重要な設計指針を提供すると共に、新原理・新機能の創出に繋がることを期待する。
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大規模第一原理手法開発とナノ材料への応用

Keywords: 密度汎関数法、第一原理計算、オーダーN法、ナノ構造物質

MANA主任研究者 / ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

宮崎 剛
MIYAZAKI.Tsuyoshi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/fps1

 次世代材料・デバイスの開発には原子スケールの構造と詳細な電子状態の解明が必須。

 第一原理計算は物質の構造と電子状態を明らかにできる強力な手法。

 通常の第一原理手法は現実物質の界面やナノ構造材料等の複雑巨大系が扱えない。

 オーダーN法と呼ばれる計算手法を開発することにより、大規模第一原理計算を実現。

 ナノ構造材料やその複合物の構造と電子状態を明らかにする。

 大規模第一原理分子動力学にもとづく種々の理論解析。

 大規模系（百万原子系）に対する第一原理計算

 ナノ構造物質、複雑界面の構造と電子状態解明

 手法、プログラムの公開と普及

 データ科学手法の導入による構造探索

 材料特性予測精度の向上

 現実材料における構造・物性設計への貢献

オーダーN法による大規模第一原理電子状態計算

イオンチャネル、DNAのdynamics

ナノ微粒子（触媒）の
構造と反応性

半導体表面ナノ構造

Si/Ge コア•シェルナノワイヤ
の構造と電子状態

Si/Ge 界面構造探索

• 数千〜百万原子を含む系に対する第一原理計算
• 構造最適化計算による原子スケールでの構造決定
• 第一原理分子動力学による反応シミュレーション、構造探索

縦型トランジスタ

バンド構造と波動関数の分布

・A. Nakata, Y. Futamura, T. Sakurai, D. R. Bowler and T. Miyazaki, J. Chem. Theory Comput. 13 (2017) 4146.

・T. Hirakawa, T. Suzuki, D. R. Bowler, T. Miyazaki, J. Phys. Consdens. Matter 29 (2017) 405901.

・T. Suzuki, R. Tamura, T. Miyazaki, Int. J. Quantum Chem. 117 (2017) 33.

波長選択型の赤外線光熱変換デバイス

MANA主任研究者 / ナノシステム分野 ナノ光制御グループ

長尾 忠昭
NAGAO.Tadaaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/photonics-nanoenginering

Keywords: 赤外線輻射エネルギー変換、赤外線センサー、赤外線ヒーター

赤外線受光素子や赤外線ヒーターの波長応答特性は材料により決まってしまう。

このため、所望の波長に対しての波長選択応答を示す素子を実現することは、困難。

ナノ表面加工を施し、波長選択性を持たせた赤外受光素子や光源を実現。

波長選択しながら、物質の状態、材質、温度を判別できる、赤外センサーを目指します。

波長制御された赤外線センサーを用いて、低温・高速・省エネな乾燥ヒータを目指します。

 非冷却（熱型）赤外センサーによる高感度化

 高い分解能の実現(0.1μm以下の波長分解能)

 十分高温で動作できるヒーター材料の開発

 小型な真温度センサ、状態センサ、物質センサ
 赤外線をカラーイメージで見るカメラの素子と

して利用
 乾燥させたい材料に合わせた波長の赤外線を出

す低温・高速・省エネ乾燥用ヒーター

高融点金属やセラミックスを用い
た波長選択赤外線ヒーター。6μm
の赤外線のみが放射される。

波長選択赤外センサー
を複数組み合わせた、
多波長で検出可能なセ
ンサー（赤外線カラーセ
ンサー）。

長尾忠昭　他、光学44[2], 74 (2015).

T. Yokoyama et al., Adv. Opt. Mat. 4[12], 1987(2016).

T. D. Dao, et al, ACS Photonics, 3[7], 1271(2016).
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大規模第一原理手法開発とナノ材料への応用

Keywords: 密度汎関数法、第一原理計算、オーダーN法、ナノ構造物質
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 ナノ構造材料やその複合物の構造と電子状態を明らかにする。

 大規模第一原理分子動力学にもとづく種々の理論解析。

 大規模系（百万原子系）に対する第一原理計算

 ナノ構造物質、複雑界面の構造と電子状態解明

 手法、プログラムの公開と普及

 データ科学手法の導入による構造探索

 材料特性予測精度の向上

 現実材料における構造・物性設計への貢献
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イオンチャネル、DNAのdynamics

ナノ微粒子（触媒）の
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半導体表面ナノ構造

Si/Ge コア•シェルナノワイヤ
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Si/Ge 界面構造探索

• 数千〜百万原子を含む系に対する第一原理計算
• 構造最適化計算による原子スケールでの構造決定
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赤外線受光素子や赤外線ヒーターの波長応答特性は材料により決まってしまう。

このため、所望の波長に対しての波長選択応答を示す素子を実現することは、困難。

ナノ表面加工を施し、波長選択性を持たせた赤外受光素子や光源を実現。

波長選択しながら、物質の状態、材質、温度を判別できる、赤外センサーを目指します。

波長制御された赤外線センサーを用いて、低温・高速・省エネな乾燥ヒータを目指します。

 非冷却（熱型）赤外センサーによる高感度化

 高い分解能の実現(0.1μm以下の波長分解能)

 十分高温で動作できるヒーター材料の開発

 小型な真温度センサ、状態センサ、物質センサ
 赤外線をカラーイメージで見るカメラの素子と

して利用
 乾燥させたい材料に合わせた波長の赤外線を出

す低温・高速・省エネ乾燥用ヒーター

高融点金属やセラミックスを用い
た波長選択赤外線ヒーター。6μm
の赤外線のみが放射される。

波長選択赤外センサー
を複数組み合わせた、
多波長で検出可能なセ
ンサー（赤外線カラーセ
ンサー）。

長尾忠昭　他、光学44[2], 74 (2015).

T. Yokoyama et al., Adv. Opt. Mat. 4[12], 1987(2016).

T. D. Dao, et al, ACS Photonics, 3[7], 1271(2016).
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半導体ナノ構造材料の機能化とデバイス応用

MANA主任研究者 / ナノマテリアル分野 半導体ナノ構造物質グループ

深田 直樹
FUKATA.Naoki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fukata_naoki

Keywords: ナノ構造、電子・光デバイス

 デバイスの小型化、高集積化に伴う発熱の問題

 ナノ構造の構造的特徴を活かした新機能の開拓

 ナノ構造特有の新物性の評価、解明による新規デバイス実現

・ N. Fukata et al., Small 13, 1701713 (2017). 

・ N. Fukata et al., ACS NANO 9, 12182 (2015). ・ N. Fukata et al., Adv. Mater. 21 (27), 2829 (2009).

 高速・低消費電力次世代新構造トランジスタ

 発電・蓄電等のエネルギー関連デバイス

（PVs, LIBs,..）

 各種高感度センサー

 新構造デバイスの実現

 デバイスの高集積、低消費電力化による性能向上

 新原理、新機能を有する次世代革新的デバイスの実現

 ナノ構造の構造、位置、配列制御技術の確立

 機能化のための不純物ドーピング制御

 デバイス作製プロセスの確立

 コスト削減と性能向上の両立

様々な材料、構造からなる半導体ナノ
構造の創製制御

500 nm 10 µm

Si, SiGe, GeSn, SiC, ZnO
Si/Geヘテロ, Si/Graphene ヘテロ

(a)縦型トランジスタ構造の模式図. Ge/Siコアシェ
ルナノワイヤの(b)TEM、(c)EDX像.

(a)内部にpn接合を有するSiナノワイヤの光電変
換応用および（b）SiFeナノ粒子を利用した新規蓄
電材料.

①材料削減
②フレキシブル
③高効率

①高容量
②長寿命

デバイス応用デバイス応用

①低消費電力
②高制御性

不純物散乱抑制
③高速化

機能化ナノ繊維医療デバイスの開発

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 上席研究員

小林 尚俊
KOBAYASH.hisatoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kobayashi_hisatoshi?locale=ja

Keywords: ナノ繊維加工、表面改質、高次構造制御、生体適合性

超高齢化社会において、高度医療の実現によるQOLの改善と医療費の削減という、相反する命題

の解決が求められている。これを解決するには、既存の安価な材料の高機能化と超生体適合性付

与による長寿命化を実現することが唯一の解となる。

特許第5105352号 “海綿状繊維立体構造体とその製造方法”
特許第4883498号 “マイクロパターン構造を持つナノ・マイクロファイバー不織布とその製造方法”
特許第5207265号 “混紡型高分子ファイバーの製造方法及びその不職布の製造方法”
特許第5493215号 “繊維片製造方法”
特許第5846550号 “短繊維足場材料、短繊維−細胞複合凝集塊作製方法及び短繊維−細胞複合凝集塊”

生体が進化の過程で選択してきたナノファイバーをビルディングブロックとして、ミクロ‐マクロ構造を

構築する戦略を模倣して、界面性能、生体環境応答性、機械的特性を兼ね備えた機能性材料の

創製を試みる。

 これらの技術は、幅広い用途に応用が可能な基本コン

セプトとなる特許である。用いる材料ごとに最適なプロセ

ス条件が存在するため、材料、製造装置ごとに再検討

が必要。

 角膜再生医療足場

 細胞凝集塊形成用足場

 ウエアラブルデバイス

 血管遊走足場

 新規DDSキャリア
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半導体ナノ構造材料の機能化とデバイス応用
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の解決が求められている。これを解決するには、既存の安価な材料の高機能化と超生体適合性付

与による長寿命化を実現することが唯一の解となる。
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生体が進化の過程で選択してきたナノファイバーをビルディングブロックとして、ミクロ‐マクロ構造を

構築する戦略を模倣して、界面性能、生体環境応答性、機械的特性を兼ね備えた機能性材料の

創製を試みる。

 これらの技術は、幅広い用途に応用が可能な基本コン

セプトとなる特許である。用いる材料ごとに最適なプロセ

ス条件が存在するため、材料、製造装置ごとに再検討

が必要。

 角膜再生医療足場

 細胞凝集塊形成用足場

 ウエアラブルデバイス

 血管遊走足場
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環境に優しい量子ドットの合成と応用

MANA准主任研究者 / ナノマテリアル分野 ソフト化学グループ

白幡 直人
SHIRAHATA.Naoto@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shirahata_naoto?locale=ja

Keywords: 環境半導体、シリコン、ゲルマニウム、表面修飾、発光ダイオード、バイオマーカー

光の世紀といわれる今世紀、広い分野で多彩な発光技術が使われている。蛍光体は当該技術の

根幹を成す素材の1つであり、とくに「紫外－可視－近赤外」に至る波長域は、我々の社会生活に多

大な恩恵をもたらすので、高機能な蛍光体の開発が日々探索されている。

・Ghosh, et al., Journal of Physical Chemistry C 122 (2018) 6422-6430

・Chandra, et al., Angewandte Chemie International Edition 56 (2017) 6157-6160

・Chandra, et al., Journal of Materials Chemistry B 5 (2017) 1363-1370

 非線形光学現象を利用した医療への応用

 環境に優しい量子ドット粉末の化学合成と応用

 光らない物質を光らせる「真のナノ科学」を実証

 量子効果を利用した「発光素子、受光素子」創製

同一元素で構成される蛍光体の構造制御に基づいて、広い波長域で発光色を連続的にチューニ

ング可能なナノ粒子を開発することで、発光デバイス素子におけるシンプルな電子回路構造形成や

分子間相互作用のパラレル蛍光検出を実現することを目指す。

 量子ドットの大量合成法を開発しコストを抑える

 毒性のある商用物質に匹敵する物性を超える

 「ナノ」と「毒性」の関係を明らかにする

新規ナノシートの合成と高機能化

ナノマテリアル分野 ソフト化学グループ

海老名 保男
EBINA.Yasuo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/soft-chemistry/index.html

Keywords: ナノシート 単層剥離 層状物質

ナノレベルでの機能性材料の構築が開発されている現在、その構築ブロックとして厚さが１ナノメート

ル前後、横サイズがマイクロメートル前後かそれ以上のシート状物質（ナノシート）を利用することが一

つの有望な手法であると考えられます。

・B.-W. Li, M. Osada , Y.-H. Kim, Y. Ebina, K. Akatsuka, T. Sasaki, J. Am. Chem. Soc., 139, 10868-10874 (2017).
・K. Matsuba, C. Wang, K. Saruwatari, Y. Uesusuki, K. Akatsuka, M. Osada, Y. Ebina, R. Ma, T. Sasaki, Sci. Adv., 3, 

e1700414 (2017).

 磁性材料、誘電材料、光触媒材料等

 組成・ナノシート厚による特性の制御

 ナノシートの機能の解明

近年の単層剥離化の手法の発展により様々な層状物質の単層剥離が可能となってきました。今後

はナノシートの機能を見据えた層状物質の機能設計、合成をする必要があります。

顔
写真

 実用化デバイスへ向けたナノシートの集積法の開発
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二体分布関数を用いたナノ材料の先端構造解析

ナノ材料では回折法で結晶相が同定されたナノ材料
でも、アモルファス相やナノ結晶相が支配的な場合
が多く、相純度の解析が物性の理解に重要と判明。

この二体分布関数を用いたナノ材料の解析は、チタ
ン酸化物系燃料電池触媒の研究において、触媒活
性を発現する構造の理解に大きく寄与（文献１）。

また、ナノ材料では構造が未知の材料も多く存在する
ため、二体分布関数を用いた構造の決定を行ってき
た。特にシート状の２次元物質では回折法での構造
解析が困難な場合が多く、これら先端材料の発展に
は重要な研究課題である（文献２，３）。図１に解析に
成功した事例を示す。

図1. 二体分布関数をもとに構造決定したナノ材料

二体分布関数が広く利用される手法となるにはデー
タの解析が複雑なため、その支援プログラムやX線
データの解析を包括的に行うプログラム（Orochi）を
開発中。

現在は画像解析による全散乱データの効率的な導
出を行うPIXIAプログラムと二体分布関数を迅速に導
出するMaterialsPDFプログラムの２つの機能がβ版と
してSPring-8などで利用されている。

また、新たな構造解析アルゴリズムの研究を行ってい
る。それにより、測定から構造解析までシームレスに
高速に行うことが可能となる。

図2. 開発中のプログラムのユーザーインターフェース。

Keywords: 二体分布関数、ナノ材料、構造解析

ナノマテリアル分野 ソフト化学グループ

冨中 悟史
TOMINAKA.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tominaka_satoshi

物質・材料の機能の起源を理解するために原子配置を正確に知ることは必須である。

ナノ材料では回折法で構造を解くことが難しい。

本研究ではX線散乱を用いた二体分布関数を利用し、構造未知のナノ物質の原子配置を解く。

X線二体分布関数を用いて構造未知のナノ材料の構造解析手法の開発。

アモルファス相を含めたナノ材料の相の純度の議論。

現状の解析が複雑なため、その支援プログラムや新たな解析アルゴリズムも開発。

・ACS Omega 2017, 2 (8), 5209-5214.
・ACS Nano 2017, 11 (2), 1770-1779. 
・J Am Chem Soc 2017, 139 (39), 13761-13769.

 二体分布関数は燃料電池触媒の開発に有用

 ナノ材料の本質的な理解に基づく高性能化

 データ処理AIの構築（将来展開）

 二体分布関数の解析を迅速化

 大規模データ処理システムの構築（解析の自動化）

 多数データの同時解析（構造解析の自動化）

X線二体分布関数を用いた構造解析 二体分布関数解析アルゴリズムの研究

o

ナノシートのヘテロ集積と高次機能化

顔
写真

Keywords: ナノシート、ヘテロナノ構造、光誘起電荷移動

ナノマテリアル分野 ソフト化学グループ

坂井 伸行
SAKAI.Nobuyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/softchem/index.html

 層状化合物の単層剥離によりナノシートが合成されている

 ナノシートは厚みが1 nm程度でありながら横方向には数m以上の広がりを持つ

 酸化物、水酸化物、カルコゲン化物、炭素など幅広い組成のナノシートが得られている

 異なる特性を持つナノシートを集積したヘテロ構造膜の構築

 協奏的な相互作用による個々の特性向上や新規機能の発現

 ナノシート同士の大きな界面における効率的な光誘起電荷移動

・N. Sakai, T. Sasaki, et al., J. Phys. Chem. C, 112, 5197-5202 (2008).

・X. Cai, N. Sakai, T. Sasaki, et al., ACS Appl. Mater. Interface, 7, 11436-11443 (2015).

・N. Sakai, K. Kamanaka, T. Sasaki, J. Phys. Chem. C, 120, 23944-23950 (2016).

 任意の組成、構造のヘテロ構造膜を構築

 異種ナノシート間の光誘起電荷移動に基づく物性

の制御や特性の向上を達成

 新規ナノシートの合成による特性向上

 ヘテロ構造の多様化による新奇物性の発現

 バルクスケールでのヘテロ構造体の構築

任意の組成、構造のヘテロ構造膜を構築静電的相互作用を利用した交互積層

異種ナノシート間の
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二体分布関数を用いたナノ材料の先端構造解析

ナノ材料では回折法で結晶相が同定されたナノ材料
でも、アモルファス相やナノ結晶相が支配的な場合
が多く、相純度の解析が物性の理解に重要と判明。

この二体分布関数を用いたナノ材料の解析は、チタ
ン酸化物系燃料電池触媒の研究において、触媒活
性を発現する構造の理解に大きく寄与（文献１）。

また、ナノ材料では構造が未知の材料も多く存在する
ため、二体分布関数を用いた構造の決定を行ってき
た。特にシート状の２次元物質では回折法での構造
解析が困難な場合が多く、これら先端材料の発展に
は重要な研究課題である（文献２，３）。図１に解析に
成功した事例を示す。

図1. 二体分布関数をもとに構造決定したナノ材料

二体分布関数が広く利用される手法となるにはデー
タの解析が複雑なため、その支援プログラムやX線
データの解析を包括的に行うプログラム（Orochi）を
開発中。

現在は画像解析による全散乱データの効率的な導
出を行うPIXIAプログラムと二体分布関数を迅速に導
出するMaterialsPDFプログラムの２つの機能がβ版と
してSPring-8などで利用されている。

また、新たな構造解析アルゴリズムの研究を行ってい
る。それにより、測定から構造解析までシームレスに
高速に行うことが可能となる。

図2. 開発中のプログラムのユーザーインターフェース。

Keywords: 二体分布関数、ナノ材料、構造解析

ナノマテリアル分野 ソフト化学グループ

冨中 悟史
TOMINAKA.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tominaka_satoshi

物質・材料の機能の起源を理解するために原子配置を正確に知ることは必須である。

ナノ材料では回折法で構造を解くことが難しい。

本研究ではX線散乱を用いた二体分布関数を利用し、構造未知のナノ物質の原子配置を解く。

X線二体分布関数を用いて構造未知のナノ材料の構造解析手法の開発。

アモルファス相を含めたナノ材料の相の純度の議論。

現状の解析が複雑なため、その支援プログラムや新たな解析アルゴリズムも開発。

・ACS Omega 2017, 2 (8), 5209-5214.
・ACS Nano 2017, 11 (2), 1770-1779. 
・J Am Chem Soc 2017, 139 (39), 13761-13769.

 二体分布関数は燃料電池触媒の開発に有用

 ナノ材料の本質的な理解に基づく高性能化

 データ処理AIの構築（将来展開）

 二体分布関数の解析を迅速化

 大規模データ処理システムの構築（解析の自動化）

 多数データの同時解析（構造解析の自動化）

X線二体分布関数を用いた構造解析 二体分布関数解析アルゴリズムの研究

o

ナノシートのヘテロ集積と高次機能化

顔
写真

Keywords: ナノシート、ヘテロナノ構造、光誘起電荷移動

ナノマテリアル分野 ソフト化学グループ

坂井 伸行
SAKAI.Nobuyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/softchem/index.html

 層状化合物の単層剥離によりナノシートが合成されている

 ナノシートは厚みが1 nm程度でありながら横方向には数m以上の広がりを持つ
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 異なる特性を持つナノシートを集積したヘテロ構造膜の構築

 協奏的な相互作用による個々の特性向上や新規機能の発現

 ナノシート同士の大きな界面における効率的な光誘起電荷移動

・N. Sakai, T. Sasaki, et al., J. Phys. Chem. C, 112, 5197-5202 (2008).

・X. Cai, N. Sakai, T. Sasaki, et al., ACS Appl. Mater. Interface, 7, 11436-11443 (2015).

・N. Sakai, K. Kamanaka, T. Sasaki, J. Phys. Chem. C, 120, 23944-23950 (2016).

 任意の組成、構造のヘテロ構造膜を構築

 異種ナノシート間の光誘起電荷移動に基づく物性
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 ヘテロ構造の多様化による新奇物性の発現

 バルクスケールでのヘテロ構造体の構築

任意の組成、構造のヘテロ構造膜を構築静電的相互作用を利用した交互積層

異種ナノシート間の
光誘起電荷移動

rGO O2
-

O2e-

Ti1-O2

e-

UV light

h+

Reaction

還元型酸化グラフェン(rGO)の
電子輸送特性を光で制御

e-

e-

e-

Ti1-O2UV light

MnO2

e-

e-

e-

Ti1-O2UV light

rGO

異種ナノシートとのヘテロ接合による
Ti1-O2ナノシートの光触媒活性の向上

ナノシートB
懸濁液

ナノシートA
懸濁液

カチオン性
ポリマー溶液

基板

N
H3C CH3 n

+

－ 265－

国
際
ナ
ノ
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ニ
ク
ス



電池・キャパシタの高性能化に向けた
２次元ナノシート材料の開発

Keywords: 2次元材料、イオン伝導、電極触媒

馬 仁志
MA.Renzhi@nimsgo.jp | http://www.nims.go.jp/mana/jp/member/nano_materials.html#4

 高効率な燃料電池または水電解装置を実現するためにはイオンを高速で伝導させる電解質と高

活性な電極触媒が不可欠

 伝導イオンとして水酸化物イオンを用いるアルカリ性環境の中では、Fe, Co, Ni, Mn等の遷移金属

元素による安価な非貴金属電極触媒が使用でき、コストの大幅な低減が可能

 究極の２次元異方性を持つナノシートを用いた新型水酸化物イオン伝導膜

 安価な3d遷移金属元素からなる貴金属フリー電極触媒

 高性能のアルカリ燃料電池及び水電解装置等のエネルギー貯蔵・変換システム

[1] Sun PZ, Ma R, et al., Single-layer nanosheets with exceptionally high and anisotropic hydroxyl ion conductivity, 
Science Advances 3, e1602629, 2017.
[2] Ma W, Ma R, et al., A superlattice of alternately stacked Ni-Fe hydroxide nanosheets and graphene for efficient 
splitting of water, ACS Nano, 9, 1977-1984, 2015.
[3] Ma R, et al., Molecular-scale hetero-assembly of redoxable hydroxide nanosheets and conductive graphene into 
superlattice composites for high-performance supercapacitors, Advanced Materials, 26, 4173-4178, 2014.

 ナノシートが10-1 S/cmに達する世界最高の水酸

化物イオン伝導性を示すことを発見

 ナノシート中の遷移金属（Fe, Co, Ni, Mn）のレドッ

クス反応による高性能電極触媒を開発

 ナノシートの２次元異方的イオン伝導機能を最大

限発揮させるイオン伝導膜の設計

 遷移金属電極触媒の最適化及び耐久性評価

 ナノシートを用いた膜・電極集合体（MEA）

単層剥離

イオン伝導特性

２次元ナノシート

OH-

層状複水酸化物(LDH)

3d金属組成

水酸基

陰イオン

レドックス機能性

電極触媒層

固体アルカリ型燃料電池
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イオン伝導膜 特異なOH-イオン伝導機構
高いイオン伝導率
２次元異方的伝導特性
伝導率: 10-1 S/cm

非貴金属ナノ触媒
多様な3d金属組成
グラフェン担持体
過電圧: <0.3V

O2

MANA 准主任研究者 / ナノマテリアル分野 機能性ナノマテリアルグループ 

酸化グラフェンの機能開拓

ナノマテリアル分野 機能性ナノマテリアルグループ

谷口 貴章
TANIGUCHI.Takaaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/taniguchi_takaaki

Keywords: 酸化グラフェン、グラフェン、電気化学デバイス

 酸化グラフェンを還元して高い導電性を付与できれば、電極応用が可能

 既存の還元法では高い導電性を得るには高温処理、有毒な還元剤が必用

 電子伝導性のない酸化グラフェン自身も機能性材料として興味深い

 酸化グラフェンは安価に大量合成が可能

 酸化グラフェンはイオン伝導体→固体電解質

 酸化グラフェン還元体は電子伝導体→電極（触媒）

 酸化グラフェンの新たな還元手法の開発

 酸化グラフェンのプロトン伝導性の評価

 酸化グラフェン、酸化グラフェン還元体のみからなるオールカーボンデバイスの創出

顔
写真

 高容量化（高容量スーパーキャパシタ電極用）

 高耐久化（電解質）

 ＧＯ/rGO界面の構造最適化

• K. Hatakeyama, T.Taniguchi et al.,“Proton conductivities of graphene oxide nanosheets: single, multilayer, and modified 
nanosheets”, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 6997 (2014).
• H. Tateishi, T. Taniguchi et al., “Graphene oxide fuel cell”, J. Electrochem. Soc. 160 (11), F1175(2013).
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電池・キャパシタの高性能化に向けた
２次元ナノシート材料の開発
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顔
写真
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• K. Hatakeyama, T.Taniguchi et al.,“Proton conductivities of graphene oxide nanosheets: single, multilayer, and modified 
nanosheets”, Angew. Chem. Int. Ed., 53, 6997 (2014).
• H. Tateishi, T. Taniguchi et al., “Graphene oxide fuel cell”, J. Electrochem. Soc. 160 (11), F1175(2013).
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Materials structure-properties relation at
atomic scale

Keywords: In situ electron microscopy, phase transition, mechanics, nano battery, nano transistor

Dai-Ming Tang
Nano-Materials Field / Functional Nanomaterials Group
TANG.Daiming@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tang_daiming?locale=en

 The development of new materials relies on the fundamental understanding of the 
microstructures-properties relation at multiple length and time scales. 

 However, conventional materials science is carried out following a separated 
synthesis-processing-measurement-characterization approach.

 Reveal the structure-properties relations at atomic scale by using the in situ electron 
microscopy technologies combined with theoretical simulations.

 Guide the design of new materials for structural and functioning applications.

 1. D.-M. Tang et al., Nano Lett. 15, 4922 (2015).
 2. Y. Yang et al., Energy & Environmental Science 10, 979 (2017).
 3. J. Han et al., Nat. Commun. 9, 402 (2018).

 In situ TEM method was developed to understand 
the structure-properties at atomic scale.

 Ultimate mechanical, thermal and electrical 
properties of the atomic structures were 
demonstrated.

 Reveal the structural transformations during 
materials processing at high spatial (nm) and 
temporal (ns) resolutions.

 Reveal the structure changes of electrode 
materials of lithium ion batteries.

AFM

TEM

STM

In situ TEM

Phase transition 2D mechanics

Nano battery Nano transistor

シリカ・酸化チタンのスマート高機能化

光触媒による有機物の部分酸化は、太陽光とO2だけで駆動する
ためグリーンな化成品合成として期待されてきたが、目的の酸化
物が容易に逐次酸化されてしまうため、選択的かつ大容量に回
収できないことが、工業的にも大きな問題であった。我々は、最も
困難な部分酸化反応の一つであるベンゼンのフェノールへの酸
化を、ベンゼンを酸化チタンによって酸化させる光触媒系に、層
状ケイ酸塩吸着材を組み込んだ新しい光触媒系によって行った
(上図)。この系では、生成したフェノールが吸着材へと分離蓄積
されるため逐次酸化されないので、高純度かつ大容量に回収で
きた1)。

近年、ゼオライトの自在設計法としてゼオライト転換が注目されて
おり、ゼオライトが塩基性の水熱条件下においてその局所構造と
同じ構造のナノパーツへ分解し、それらが他のゼオライトへ集積
する機構が提案されている。我々は、ゼオライト転換法の酸化チ
タンナノ粒子や層状チタン酸塩への応用を検討してきた2)。最近、
ナノベルト状のK2Ti4O9を水熱処理したところ、ナノベルトの両端の
みが分解(溶解)、再析出し、アナターゼ/K4Ti4O9ヘテロ接合が生
成した(下図)3)。粒子レベルでの分解・再析出が見られた従来の
検討とは異なり、元のK2Ti4O9粒子の大部分が保持されたため、
その高い陽イオン交換能を維持しつつ、ヘテロ接合化によって電
荷分離効率が大幅に向上した。同材料では、K2Ti4O9やTiO2では
(殆ど)進行しなかった水中の金属イオンの光還元(金属イオンの
固定化)が高い効率で進行した。

Keywords: シリカ・酸化チタン・吸着・光触媒

ナノマテリアル分野 メソスケール物質化学グループ

井出 裕介
IDE.Yusuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ide_yusuke?locale=ja

 シリカや酸化チタンは、低コストと安全性、材料の多様性から幅広く研究されている。

 多くの分野で実用化されてはいるものの、依然として性能の向上が望まれている。

 近年では、関連材料の台頭もあり、シリカ・酸化チタン離れも進みつつある。

 新規シリカ・酸化チタン系材料（設計手法）の開発。

 市販のシリカ・酸化チタン材料でも高性能を発現させる使用環境の開発。

 シリカ・酸化チタンの使い方を工夫し、他の高価な材料に頼らず、実量レベルの性能を目指す。

1) 例えば、J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11784.

2) 例えば、 J. Mater. Chem. A 2014, 2, 16381; Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 3600; Chem. Commun. 2018, 54, 381.

3) Inorg. Chem. 2018, 57, 6045.

 市販の酸化チタンと、天然にも産出する層状ケイ酸塩と

を組み合わせた新規光触媒系による化成品合成

 層状チタン酸塩ヘテロ接合による金属イオンの光固定化

 ｇ（モル）スケールの光触媒化成品合成

 光触媒化成品合成の高速化

 金属イオン固定化（イオン交換・光析出）の超高速化
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Materials structure-properties relation at
atomic Scale

Keywords: In situ electron microscopy, phase transition, mechanics, nano battery, nano transistor

Dai-Ming Tang
Nano-Materials Field / Functional Nanomaterials Group
TANG.Daiming@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tang_daiming?locale=en

 The development of new materials relies on the fundamental understanding of the 
microstructures-properties relation at multiple length and time scales. 

 However, conventional materials science is carried out following a separated 
synthesis-processing-measurement-characterization approach.

 Reveal the structure-properties relations at atomic scale by using the in situ electron 
microscopy technologies combined with theoretical simulations.

 Guide the design of new materials for structural and functioning applications.

 1. D.-M. Tang et al., Nano Lett. 15, 4922 (2015).
 2. Y. Yang et al., Energy & Environmental Science 10, 979 (2017).
 3. J. Han et al., Nat. Commun. 9, 402 (2018).

 In situ TEM method was developed to understand 
the structure-properties at atomic scale.

 Ultimate mechanical, thermal and electrical 
properties of the atomic structures were 
demonstrated.

 Reveal the structural transformations during 
materials processing at high spatial (nm) and 
temporal (ns) resolutions.

 Reveal the structure changes of electrode 
materials of lithium ion batteries.

AFM

TEM

STM

In situ TEM

Phase transition 2D mechanics

Nano battery Nano transistor

シリカ・酸化チタンのスマート高機能化

光触媒による有機物の部分酸化は、太陽光とO2だけで駆動する
ためグリーンな化成品合成として期待されてきたが、目的の酸化
物が容易に逐次酸化されてしまうため、選択的かつ大容量に回
収できないことが、工業的にも大きな問題であった。我々は、最も
困難な部分酸化反応の一つであるベンゼンのフェノールへの酸
化を、ベンゼンを酸化チタンによって酸化させる光触媒系に、層
状ケイ酸塩吸着材を組み込んだ新しい光触媒系によって行った
(上図)。この系では、生成したフェノールが吸着材へと分離蓄積
されるため逐次酸化されないので、高純度かつ大容量に回収で
きた1)。

近年、ゼオライトの自在設計法としてゼオライト転換が注目されて
おり、ゼオライトが塩基性の水熱条件下においてその局所構造と
同じ構造のナノパーツへ分解し、それらが他のゼオライトへ集積
する機構が提案されている。我々は、ゼオライト転換法の酸化チ
タンナノ粒子や層状チタン酸塩への応用を検討してきた2)。最近、
ナノベルト状のK2Ti4O9を水熱処理したところ、ナノベルトの両端の
みが分解(溶解)、再析出し、アナターゼ/K4Ti4O9ヘテロ接合が生
成した(下図)3)。粒子レベルでの分解・再析出が見られた従来の
検討とは異なり、元のK2Ti4O9粒子の大部分が保持されたため、
その高い陽イオン交換能を維持しつつ、ヘテロ接合化によって電
荷分離効率が大幅に向上した。同材料では、K2Ti4O9やTiO2では
(殆ど)進行しなかった水中の金属イオンの光還元(金属イオンの
固定化)が高い効率で進行した。

Keywords: シリカ・酸化チタン・吸着・光触媒

ナノマテリアル分野 メソスケール物質化学グループ

井出 裕介
IDE.Yusuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ide_yusuke?locale=ja

 シリカや酸化チタンは、低コストと安全性、材料の多様性から幅広く研究されている。

 多くの分野で実用化されてはいるものの、依然として性能の向上が望まれている。

 近年では、関連材料の台頭もあり、シリカ・酸化チタン離れも進みつつある。

 新規シリカ・酸化チタン系材料（設計手法）の開発。

 市販のシリカ・酸化チタン材料でも高性能を発現させる使用環境の開発。

 シリカ・酸化チタンの使い方を工夫し、他の高価な材料に頼らず、実量レベルの性能を目指す。

1) 例えば、J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11784.

2) 例えば、 J. Mater. Chem. A 2014, 2, 16381; Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 3600; Chem. Commun. 2018, 54, 381.

3) Inorg. Chem. 2018, 57, 6045.

 市販の酸化チタンと、天然にも産出する層状ケイ酸塩と

を組み合わせた新規光触媒系による化成品合成

 層状チタン酸塩ヘテロ接合による金属イオンの光固定化

 ｇ（モル）スケールの光触媒化成品合成

 光触媒化成品合成の高速化

 金属イオン固定化（イオン交換・光析出）の超高速化
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I. Using optomechanical modes to observe hot
electrons. Metal nanoparticles absorb light and
dissipate that energy as phonons or hot electrons.
We use ultrafast transient absorbance
spectroscopy to observe the photophysical
processes that occur when Ag@TiO2 nanocrystals
absorb light.1

II. Hydrogen generation using ruthenium (Ru)
nanocluster-based integrated electrodes. Our
group developed a new method to generate
monodisperse Ru nanoclusters exclusively on the
outer layer of polyaniline fiber electrodes. These
electrodes use only a few weight percent (wt%) of
Ru metal, but can perform similar to commercial
20 wt% Ru catalysts in the hydrogen evolution
reaction (HER).2

III. Creating nanoscale perovskites in
mesoporous materials. Our group developed a
new method to generate highly luminescent
perovskite nanocrystals inside mesoporous
templates. By changing the size of the template we
can tune the luminescent properties via quantum
confinement.3

Materials systems for optics and catalysis
Keywords: Nanocrystals, mesoporous materials, photonics, plasmonics

Joel Henzie
Nano-Materials Field / Mesoscale Materials Chemistry Group
HENZIE.Joeladam@nims.go.jp | http://mesochem.xyz

 Nanomaterials are building blocks for new classes of composite functional materials.
 Colloidal and mesoporous chemistry is used to make metal/dielectric architectures.
 Narchitectures strongly absorb light and have abundant active sites for catalysis.

 To understand how to control the nanoscale structure of metals
 To determine how the structure of metals impact optical and catalytic properties.
 To explore how these properties can be used in realistic photocatalytic and 

electrocatalytic devices.

1. J. Phys. Chem. C; 2017, 121, 24159-24167.
2. Angew Chemie Int. Ed.; 2018, 57, 8881-8885.
3. Angew. Chemie Int. Ed.; 2018, 57, 5848-5852.

Nanocrystals are building blocks for a new class
of functional composite materials that can be
completely assembled from the bottom up. We
are working to understand how the nanoscale
structure of metals affects their optical,
mechanical and catalytic properties.

 We are  using optomechanical modes  as 
ultrafast sensors

 We are developing new kinds of inexpensive 
metal catalysts.

 Mesoporous films can serve as templates for 
perovskites.

Photoexcitation of an

Optomechanical Mode

100 nm

Ruthenium Clusters in Carbon Fibers

CsPbBr3 in a Mesoporous Film

Ultrafast Optomechanical Modes in 
Metals

強度輸送方程式による電子位相の定量計測
Keywords: 透過電子顕微鏡、位相回復、内部ポテンシャル、場の可視化

ナノマテリアル分野 ナノチューブグループ

三留 正則
MITOME.Masanori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanotube/index.html

 検出器で直接観測のできない電子波位相を回復し、様々な情報を得る。

 内部ポテンシャル、ドーパント濃度、電場・磁場などを可視化。

 材料評価の新しい手法を提供。

 わずか3枚のデフォーカスシリーズから、高速に位相を回復。

 ホログラフィーのような、付加装置は不要。

 高速測定により、将来的に、ダイナミックな観察も可能。

・M. Mitome et al., J. Electron Microsc. 59 (2010) 33.

・M. Mitome et al., Ultramicroscopy 122 (2012) 6.

・M. Mitome et al., Cryst. Growth Design 13 (2013) 3577.

 3枚のTEM像から、電子波の位相を定量的に回復。

 位相情報から、内部ポテンシャル、磁場、電場などを

高分解能で可視化。

 特許１件

 より高速に、連続的に位相像を計測することで、

ダイナミカルな観察が可能となる。

 過渡現象をナノレベルで解明できる手法の開発。

デフォーカスを変えて撮影した３枚のTEM画像

強度輸送方程式（上式）に基づくと、
電子波の位相が求まり、内部ポテン
シャルが可視化される（右図）。

電子の位相には、内部ポテンシャルの他、
磁場や電場の情報も含まれており、これらを
可視化し、かつ定量的に計測することが可
能になる。

原子識別電子顕微鏡
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monodisperse Ru nanoclusters exclusively on the
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 3枚のTEM像から、電子波の位相を定量的に回復。

 位相情報から、内部ポテンシャル、磁場、電場などを

高分解能で可視化。

 特許１件

 より高速に、連続的に位相像を計測することで、

ダイナミカルな観察が可能となる。

 過渡現象をナノレベルで解明できる手法の開発。

デフォーカスを変えて撮影した３枚のTEM画像

強度輸送方程式（上式）に基づくと、
電子波の位相が求まり、内部ポテン
シャルが可視化される（右図）。
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原子識別電子顕微鏡
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TEMによる微細構造・電気・熱の同時計測

STEM-based Thermal Analytical Microscopy (STAM)によるナノスケール熱伝導性評価

Keywords:透過型電子顕微鏡法（TEM）、ナノスケール熱計測、電気計測、動的TEM観察

ナノマテリアル分野 ナノチューブグループ

川本 直幸
KAWAMOTO.Naoyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanotube/reserach.html

 省エネルギー化に向けたナノ構造化による熱電材料や放熱材料などの高性能化が必要不可欠。

 先端熱マネージメント材料における微細構造と微視的な熱電材料特性評価法の開発が必要。

 高い空間・温度分解能での熱輸送評価は従来の手法では困難。

 ナノスケール材料に対するTEM内熱伝導計測手法の開発。

 微細構造・電気・熱同時評価による先端材料内のナノ構造に起因した電気・熱輸送機構の解明。

 その場TEM観察による実用材料の評価。

・N. Kawamoto et al., Nanotechnology, 26 (2015) 465705.

・N. Kawamoto et al., Microscopy, 62 (2013) 157-175. 

・N. Kawamoto et al., Nanotechnology, 22 (2011) 485707.

 ナノ熱電対によるTEM内局所温度計測手法の開発

 STAMによる熱特性の評価

 ナノスケール材料の熱伝導率評価

 様々な先端ナノスケール材料の熱伝導測定

 温度制御STAM測定法の開発

 TEM内熱伝導計測の高速化・高機能化

Ω型エネルギーフィルタを搭載し
た300 kV透過型電⼦顕微鏡に
開発したナノ熱電対を導⼊。

ナノスケールの空間分解能で熱伝導性が評価できるSTAM像を

微細構造評価が可能なSTEM像と同時に取得。

Dyes for sensing/sensitizing applications
Keywords: Porphyrin, acene, sensor, sensitizer

Jonathan P. Hill

Jonathan.HILL@nims.go.jp | www.nims.go.jp/mana/member/mana_scientist/jonathan_p_hill.html

 Highly colored chromophore compounds are suitable for sensing and as sensitizers 
 Porphyrins, oxoporphyrinogens and acenes are suitable for these applications
 Chiral/pH/anion sensing & dye-sensitized solar cells have been demonstrated

 Introduce the chromophores as highly selective sensing materials 
 Incorporate the materials into devices for sensing or solar energy conversion
 Investigate their unusual properties (e.g., radical states, molecular switching, etc.) 

 J. P. Hill and coworkers Eur. J. Inorg. Chem. (2018) 2018, 2541–2548.
 J. P. Hill and coworkers, Chem. Commun. (2018) 54, 1351–1354.
 J. P. Hill and coworkers, J. Mater. Chem. C (2016) 4, 11514–11523.

 Porphyrins and acenes are useful for sensing 
applications

 These chromophores can be used as sensitizers in 
solar cells

 Allosteric regulation of electron transfer

 Synthesis of novel dye materials
 Chiral sensing using non-chiral molecules
 pH sensors for organic media
 Pyrazinacenes, N-analogues of acenes

Dye structure used to control 
electron distribution for us in 
composite solar cells (below). 

Chromophore design can be adapted to 
accommodate analyte species including 
chiral drugs, anions, etc. (see above for 
enantiomeric excess sensing).

Acenes (pyrazinacenes) have been 
prepared as liquid crystalline materials 

with useful optical properties.

Chromophore Science / Nano-Materials Field, Supermolecules Group 
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 Chiral/pH/anion sensing & dye-sensitized solar cells have been demonstrated

 Introduce the chromophores as highly selective sensing materials 
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 pH sensors for organic media
 Pyrazinacenes, N-analogues of acenes

Dye structure used to control 
electron distribution for us in 
composite solar cells (below). 

Chromophore design can be adapted to 
accommodate analyte species including 
chiral drugs, anions, etc. (see above for 
enantiomeric excess sensing).

Acenes (pyrazinacenes) have been 
prepared as liquid crystalline materials 

with useful optical properties.
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We succeeded to fabricate highly crystalline fullerene C70 cubes possessing micropockets at the center
of each their faces using solution-based strategy. The pockets are isolated with a solid core at the
interiors of the cubes can be intentionally closed or reopened. The micropockets of the cube exhibit
preferential recognition of graphitic carbon particles over polymeric resin particles of similar
dimensions due to the cubes’ sp2–rich carboniferous nature.

Fullerene cube with manipulable micropockets
Keywords: Fullerenes, self-assembly, hollow-objects, morphology manipulation

Lok Kumar Shrestha
Nano-Materials Field / Supermolecules Group
SHRESTHA.Lokkumar@nimsgo.jp | http://www.nims.go.jp/super/HP/Lok/Lok.htm

 The atomic and molecular level manipulation has been established and extensively 
studied using well–defined systems, and various functional materials and 
nanosystems have been designed. 

 However, the manipulation of micron-size hollow object remains a key challenge.

 Fabrication of fullerene cubes with micron-sized pocket at the center of each faces. 
 Controlled organization and directed manipulation of these micropockets for the 

encapsulation, protection, transport and release of nano/micron-size objects 
especially cells, bacteria, biomolecules and functional nanoparticles. 

 Mater. Horiz. 2018, 5, 285 – 290.
 ACS Nano 2017, 11, 7790 – 7796.
 ACS Appl. Mater. Interface 2017, 9, 44458 – 44465. 

 Dimensionally-integrated fullerene nanomaterials 
including mesoporous fullerene crystals could be 
prepared using a simple solution-based strategy.

 Controlled organization and intentional 
manipulation of micron-size fullerene hollow 
objects could be achieved. 

 Micron-size hollow objects with controllable 
morphology composed of functional molecule 
fullerene C70 would be useful in specific and 
targeted applications such as protection of 
environmentally sensitive biological objects.

 Excellent materials for sensing aromatic vapors.

Schematic illustration of closing & reopening of micropockets of the
fullerene C70 cube and the corresponding SEM images: (a,d) cube with
open micropockets, (b,e) closed pockets, and (c,f) cube with reopened
pockets.

SEM images showing different loading capacities of
the micropockets of the fullerene C70 cubes toward
graphitic carbon (a,b) and polymer resin (c,d) particles
of similar size.

コンビナトリアル手法による新電子材料探索

コンビナトリアル薄膜合成法の概略図(左)，レー
ザーアブレーション法による三元組成傾斜試料の作
製手順(右)

Keywords: ナノエレクトロニクス薄膜材料、コンビナトリアル合成

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ

長田 貴弘
NAGATA.Takahiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/nano-electronics-device-materials/

 パワー半導体の需要・応用拡大と共に高温環境で安定動作する電子材料の需要も拡大

 既存の酸化物誘電体材料ではワイドギャップと高誘電率の両立が困難

 薄膜材料の多様化に対する高速薄膜材料開発の効率化が必要

 高温環境で動作可能な薄膜高誘電体材料の開発

 非酸化物高誘電体薄膜材料の開発

 データ科学と融合した高速材料探索技術の開発

・ Takahiro Nagata, et. al. , Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 55, 06GJ12-1-5 (2016) 
・ Takahiro Nagata, et. al. , Applied Physics Express, Vol.10, 011102-1-4 (2017)
・ Takahiro Nagata, et. al. , Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 57, 04FJ04-1-5 (2018)

 コンビナトリアル合成による高速薄膜材料探索の実現

 高温動作薄膜高誘電材料の実現

 フッ化物薄膜材料でのワイドギャップ、高誘電率の実現

 データ科学との連携による高効率材料探索技術の実現

 プロセス効率が良い高温動作高誘電体薄膜材料の探索

 フッ化物/半導体界面制御技術の確立

Biを含むリラクサ強誘電体材料のTa添加組成傾斜試料
の電気特性変化(左)と組成・構造最適化後の薄膜試料
の誘電率の温度依存性(右)

XRD構造解析：コンビナトリアル合成によるGe基板
上緩衝層の最適化過程(左). 得られた緩衝層によって
実現したCeF3/Geキャパシタ構造の電気特性(右).

フッ化物/GaNキャパシタ構造の電気特性(左).開発し
たフッ化物薄膜材料の特性の既存酸化物材料との比
較(右)

フッ化物/GaN

[BaTiO3]x ‐ [Bi(Mg2/3,Nb1/3)O3]1‐x

Step 1

Step 2Step 3
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We succeeded to fabricate highly crystalline fullerene C70 cubes possessing micropockets at the center
of each their faces using solution-based strategy. The pockets are isolated with a solid core at the
interiors of the cubes can be intentionally closed or reopened. The micropockets of the cube exhibit
preferential recognition of graphitic carbon particles over polymeric resin particles of similar
dimensions due to the cubes’ sp2–rich carboniferous nature.

Fullerene cube with manipulable micropockets
Keywords: Fullerenes, self-assembly, hollow-objects, morphology manipulation

Lok Kumar Shrestha
Nano-Materials Field / Supermolecules Group
SHRESTHA.Lokkumar@nimsgo.jp | http://www.nims.go.jp/super/HP/Lok/Lok.htm

 The atomic and molecular level manipulation has been established and extensively 
studied using well–defined systems, and various functional materials and 
nanosystems have been designed. 

 However, the manipulation of micron-size hollow object remains a key challenge.

 Fabrication of fullerene cubes with micron-sized pocket at the center of each faces. 
 Controlled organization and directed manipulation of these micropockets for the 

encapsulation, protection, transport and release of nano/micron-size objects 
especially cells, bacteria, biomolecules and functional nanoparticles. 

 Mater. Horiz. 2018, 5, 285 – 290.
 ACS Nano 2017, 11, 7790 – 7796.
 ACS Appl. Mater. Interface 2017, 9, 44458 – 44465. 

 Dimensionally-integrated fullerene nanomaterials 
including mesoporous fullerene crystals could be 
prepared using a simple solution-based strategy.

 Controlled organization and intentional 
manipulation of micron-size fullerene hollow 
objects could be achieved. 

 Micron-size hollow objects with controllable 
morphology composed of functional molecule 
fullerene C70 would be useful in specific and 
targeted applications such as protection of 
environmentally sensitive biological objects.

 Excellent materials for sensing aromatic vapors.

Schematic illustration of closing & reopening of micropockets of the
fullerene C70 cube and the corresponding SEM images: (a,d) cube with
open micropockets, (b,e) closed pockets, and (c,f) cube with reopened
pockets.

SEM images showing different loading capacities of
the micropockets of the fullerene C70 cubes toward
graphitic carbon (a,b) and polymer resin (c,d) particles
of similar size.
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長田 貴弘
NAGATA.Takahiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/nano-electronics-device-materials/

 パワー半導体の需要・応用拡大と共に高温環境で安定動作する電子材料の需要も拡大

 既存の酸化物誘電体材料ではワイドギャップと高誘電率の両立が困難

 薄膜材料の多様化に対する高速薄膜材料開発の効率化が必要

 高温環境で動作可能な薄膜高誘電体材料の開発

 非酸化物高誘電体薄膜材料の開発

 データ科学と融合した高速材料探索技術の開発

・ Takahiro Nagata, et. al. , Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 55, 06GJ12-1-5 (2016) 
・ Takahiro Nagata, et. al. , Applied Physics Express, Vol.10, 011102-1-4 (2017)
・ Takahiro Nagata, et. al. , Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 57, 04FJ04-1-5 (2018)

 コンビナトリアル合成による高速薄膜材料探索の実現

 高温動作薄膜高誘電材料の実現

 フッ化物薄膜材料でのワイドギャップ、高誘電率の実現

 データ科学との連携による高効率材料探索技術の実現

 プロセス効率が良い高温動作高誘電体薄膜材料の探索

 フッ化物/半導体界面制御技術の確立

Biを含むリラクサ強誘電体材料のTa添加組成傾斜試料
の電気特性変化(左)と組成・構造最適化後の薄膜試料
の誘電率の温度依存性(右)

XRD構造解析：コンビナトリアル合成によるGe基板
上緩衝層の最適化過程(左). 得られた緩衝層によって
実現したCeF3/Geキャパシタ構造の電気特性(右).

フッ化物/GaNキャパシタ構造の電気特性(左).開発し
たフッ化物薄膜材料の特性の既存酸化物材料との比
較(右)

フッ化物/GaN

[BaTiO3]x ‐ [Bi(Mg2/3,Nb1/3)O3]1‐x

Step 1

Step 2Step 3

－ 275－

国
際
ナ
ノ
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ニ
ク
ス



マテリアルキュレーション®：俯瞰的材料探索法

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ

吉武 道子
YOSHITAKE.Michiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/Materials_Curation/

Keywords: 物性間関係性、分野横断的、ナレッジグラフ

革新的材料を開発するには、常識にとらわれずに、従来の延長線上でない材料を探索する必要。

一見発想の飛躍と見える発見も科学原理に立脚している。

専門分野に囚われずに科学原理を俯瞰することで、従来の延長線上でない材料の探索が可能。

・吉武道子他, 表面と真空, 61, (2018) 200.

・吉武道子, 日本金属学会誌, 80, (2016) 603.

・吉武道子, 表面科学, 36, (2016) 533.

 材料探索ツール

 材料用途開発ツール

 材料プロセス探索ツール

物質の多くの性質（電気伝導率、光吸収特性、生成エンタルピーなど）の間には、互いに科学原理

に基づいた様々な関係が存在するが、分野が離れていると関係性に気づくことが困難。

物性間の関係性のデータベース化・関係性探索システムの開発により、俯瞰的材料探索を可能に。

顔
写真

 物性間関係図の半自動作成技術

 高度な検索システムの実装

マテリアルキュレーション®の立ち位置
望む特性を左右するパラメータの種類・数はあらかじめ
予測できず、すべてを網羅することは実質的に不可能

様々な物性間の関係例

2点間の関係性の情報の集合体として、全
体の関係性を表現するグラフを作成し、グ
ラフ理論を用いて経路探索することで、分
野横断的・俯瞰的に、物性間の関係性を
見つける
→ 望みの特性を発現する従来と異なる方
法

吸着エネルギー

化合物生成
エンタルピー

ビッカース硬度

電気伝導率

フェルミレベル近
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◎ path between (A) and (B)
○ shortest
○ within (i) connections
○ all paths

◎ search properties around (M)
within (n) connections

視点
検索・回帰
結果

データ

user

インフォマ
ティクス

（製品を作るのに材料を必要とする人。）

ハイスループット
合成・計測・計算

データベース

問題

指針･
モデル

キュレーション

答え

最適化

コンピュータで自動検
索可能なデータベース

インフォマ
ティクス

材料計測データの収集・解析と利活用

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ

柳生 進二郎
YAGYU.Shinjiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mana/jp/research/nano_material.html

Keywords: 計測データ、解析アルゴリズム、機械学習

現実空間をデジタル空間で取り扱うデジタルツイン

機械学習・深層学習の手法を用いたデータ駆動型の研究開発

大量の計測データを自動処理する解析のニーズ

・柳生 進二郎、松波 成行、片山 英樹、篠原 正：“機械学習による大気腐食と気象要因との関係の解明”, 第65回応用物理
学会春季学術講演会.

・柳生 進二郎, 吉武 道子, 知京 豊裕:“機械学習を用いた光電子収量分光（PYS）の閾値の判定”：表面と真空,61(2018),196

 インフラメンテナンス分野

 計測データの自動解析分野

 機械学習ベースにした新しい計測法の開発

情報技術を利用した材料データ解析による、新しい知見、研究の方向性の探索

計測データの自動解析法の開発

特徴量抽出による新しいモデルの構築

顔
写真

 予測精度を高めるための、データ科学に基づく試

験・検証データの取得

 特徴量抽出によって見出された特徴量を含むシミ

レーションモデル（物理モデル）の構築

気象データと腐食データを統合した
腐食予測と特徴量抽出

光電子収量データ（PYS)と
計算（シミュレーション）データによる

光電子放出閾値予測

各地の炭素鋼の
月別腐食量

機械学習モデルによる
腐食予測（宮古島）

各機械学習モデルによる特徴量抽出
説明変数：各地気象台の気象データ
目的変数：各地腐食量

従来：バックグランドとの交点から閾値を求める
・一つ一つのスペクトルを人が解析（多くの解析時間）
・人による解析のばらつき（閾値が複数考えられる場合）

新規開発：計算データを利用した機械学習
による閾値の自動予測
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デバイス動作下での電子状態観測

山下 良之
YAMASHITA.Yoshiyuki@nims.go.jp  | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamashita_yoshiyuki?locale=ja

Keywords: パワーデバイス、電子デバイス

 最近、我々はデバイス動作下での電子状態の直接観測に成功し 基礎分野から製品化に

近い分野での材料物性の評価を行った。本手法を新規材料に適応し、動的物性を正確に

理解する事が今後重要である。

 デバイス動作下での電子状態観測

 デバイスの動的機構解明

 本手法は様々な分野に適用可能

抵抗変化メモリの動作メカニズム解明、種々のデバイスの界面準位測定、固体電池の動作

メカニズム解明、発光素子を光らせた状態での電子状態計測

顔
写真

 nmサイズの電子状態観測は本手法では現在困難

 測定の高速化 （1デバイスの測定10分以内）
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 Y. Yamashita et al., 表面科学. 38 347 (2017).
 J. Ikeuchi, Y. Yamashita, et al., J. Appl. Phys. 118, 085308 (2015).
 Y. Yamashita et al., al., J. Appl. Phys. 115, 043721 (2014).

デバイス動作下光電子分光

電圧に依存したSi 1s スペクトル

抵抗変化メモリのメカニズム解明

有機ELのビィルトインポテンシャル
の直接観測

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ 

CL/EBICによる半導体材料の評価

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ

陳 君
CHEN.Jun@nims.go.jp ｜ https://samurai.nims.go.jp/profiles/chen_jun

Keywords: カソードルミネッセンス、電子線誘起電流、光学・電気特性、欠陥、イメージング

 電子材料の開発では、 新規材料の導入で、素子の高性能化や新たな動作特性の探求

 太陽電池用多結晶Siの欠陥評価、次世代半導体（High-k素子）の信頼性評価

 酸化物半導体とワイドギャップ半導体の研究

・ J. Chen, et al., “Electron-Beam-Induced Current”, In book: Compendium of Surface and Interface Analysis, 2018. 
・ T. Sekiguchi and J. Chen, “Defect Characterization in Silicon by EBIC and CL Techniques”, In book: Defects and 

Impurities in Silicon Materials, 2015,

 太陽電池材料欠陥の電気特性評価

 素子のリーク、キラー欠陥などの視覚化

 酸化物デバイスの評価（ReRAM）

 信頼性評価だけでなく、材料の選択、素子設計に役立つ

 パワーデバイス素子中のリーク、キラー欠陥などの視覚化

 メモリ作用と点欠陥の関連を明らかにすることを目指す

 パワーデバイス中キラー欠陥の特定

 酸化物メモリ動作と欠陥の関連を明らかにすること

 ハイブリット/ナノ構造の電気特性測定手法の改善

EBIC

Leakage sites in high-k MOS Harmful defects in solar cell

SA

Bulk, defect Device, analysis

CL/EBICの応用
Nano 

electronics

EBIC
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デバイス動作下での電子状態観測

山下 良之
YAMASHITA.Yoshiyuki@nims.go.jp  | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamashita_yoshiyuki?locale=ja

Keywords: パワーデバイス、電子デバイス

 最近、我々はデバイス動作下での電子状態の直接観測に成功し 基礎分野から製品化に

近い分野での材料物性の評価を行った。本手法を新規材料に適応し、動的物性を正確に

理解する事が今後重要である。

 デバイス動作下での電子状態観測

 デバイスの動的機構解明

 本手法は様々な分野に適用可能

抵抗変化メモリの動作メカニズム解明、種々のデバイスの界面準位測定、固体電池の動作

メカニズム解明、発光素子を光らせた状態での電子状態計測

顔
写真

 nmサイズの電子状態観測は本手法では現在困難

 測定の高速化 （1デバイスの測定10分以内）
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 Y. Yamashita et al., 表面科学. 38 347 (2017).
 J. Ikeuchi, Y. Yamashita, et al., J. Appl. Phys. 118, 085308 (2015).
 Y. Yamashita et al., al., J. Appl. Phys. 115, 043721 (2014).

デバイス動作下光電子分光

電圧に依存したSi 1s スペクトル

抵抗変化メモリのメカニズム解明

有機ELのビィルトインポテンシャル
の直接観測

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ 

CL/EBICによる半導体材料の評価

ナノマテリアル分野 ナノ電子デバイス材料グループ

陳 君
CHEN.Jun@nims.go.jp ｜ https://samurai.nims.go.jp/profiles/chen_jun

Keywords: カソードルミネッセンス、電子線誘起電流、光学・電気特性、欠陥、イメージング

 電子材料の開発では、 新規材料の導入で、素子の高性能化や新たな動作特性の探求

 太陽電池用多結晶Siの欠陥評価、次世代半導体（High-k素子）の信頼性評価

 酸化物半導体とワイドギャップ半導体の研究

・ J. Chen, et al., “Electron-Beam-Induced Current”, In book: Compendium of Surface and Interface Analysis, 2018. 
・ T. Sekiguchi and J. Chen, “Defect Characterization in Silicon by EBIC and CL Techniques”, In book: Defects and 

Impurities in Silicon Materials, 2015,

 太陽電池材料欠陥の電気特性評価

 素子のリーク、キラー欠陥などの視覚化

 酸化物デバイスの評価（ReRAM）

 信頼性評価だけでなく、材料の選択、素子設計に役立つ

 パワーデバイス素子中のリーク、キラー欠陥などの視覚化

 メモリ作用と点欠陥の関連を明らかにすることを目指す

 パワーデバイス中キラー欠陥の特定

 酸化物メモリ動作と欠陥の関連を明らかにすること

 ハイブリット/ナノ構造の電気特性測定手法の改善

EBIC

Leakage sites in high-k MOS Harmful defects in solar cell

SA

Bulk, defect Device, analysis

CL/EBICの応用
Nano 

electronics

EBIC
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機能性分子「液体」材料

機能性液体分子の分子構造概念：機
能性π共役ユニットを柔軟で嵩高い分
岐アルキル鎖により隔離・孤立、安定化。

Keywords: 液体、アルキルーπエンジニアリング、エレクトレット、センサ・アクチュエータ、発光インク

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

中西 尚志
NAKANISHI.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/funct_mol_g/

 有機・高分子材料の最大の利点である素材の「柔らかさ」を活用した斬新な物づくり→液体材料

 液体物性とπ共役分子固有の光電子物性を兼ね備えた新奇液体材料の設計概念の確立

 ストレッチャブル素子に適応可能（形状に依存しない）であり、安定に機能発現する材料創成

 柔軟且つ嵩高い分岐側鎖によりπユニットを隔離し、安定にπ分子固有の光電子機能を活用

 隔離されたπユニットに電荷を注入し、液体エレクトレット（電荷を半永久的に保持）を創成

 液体物性とエレクトレット機能を兼ね備えたストレッチャブル・ウェアラブル素子の開発

・A. Ghosh, T. Nakanishi, Chem. Commun., 53, 10344-10357 (2017). Feature Article

・T. Nakanishi et al., Chem. Asian J., 13, 770-774 (2018).

・吉田学, 末森浩司, 中西尚志, ゴッシュアビジット, “電子装置”, 特願2017-124302.

 様々な機能を有す不揮発性「液体」材料を創成

 圧力・振動により発電：液体エレクトレット

 アコースティック・アクチュエータ：液体エレクトレット

 セキュリティインク（特殊用途インク）の開発

 形状加工・環境耐性に秀でた機能性液体の開発

 ストレッチャブル発電・センサ・アクチュエータの開発

π共役ユニット

アルキル－π
機能性分子液体

アルキル化π分子液体に電荷注入して得られるエレクトレットを基材と
した圧電素子・圧力センサ（上）、および交流電圧を変調発振するアク
チュエータ素子。

＠ 青色発光（アントラセン・ピレン）液体
＠ フルカラー、白色発光液体へ改質
＠ エレクトロクロミズム、スピンon-off

可能な多機能液体
＠ フラーレン（ナノカーボン）液体
＠ ポルフィリン・フタロシアニン液体

液体エレクトレット素子

金属錯体シークエンスの科学

グルタチオンやDNAなどの生体分子シークエンスに特
異な結合挙動を示す金属錯体アレイの創出

Keywords: 金属錯体、ペプチド、分子シークエンス、光触媒

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

田代 健太郎
TASHIRO.Kentaro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/reticular/tashiro.html

生体関連物質にみられるような厳密に指定された分子シークエンスを有する新物質の開拓と

制御された集積化を介した材料への利用が、物質科学の新しい時代を切り開くと期待されている。

・K. TASHIRO et al., ChemBioChem, 19 (2018) in press
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbic.201800252).

・K. TASHIRO et al., ChemNanoMat., 4 (2018) 52–55.

・日刊工業新聞2017年10月9日

 生体分子シークエンスに特異な結合挙動を示す金属

錯体アレイの創出

 エアロゲルへの金属錯体アレイの担持による光触媒

構築

 薬剤耐性腫瘍特異的な細胞毒性の発現

 触媒の長寿命化

分子を組み上げて複雑な構造を精緻に構築できる有機合成の方法論に比するに足る無機化学の合

成の方法論創出・材料科学的展開に取り組み、特に錯体化学において分子シークエンスをキーワード

とした新たな研究領域を開拓する。

高活性な光触媒の構築を目的としたエアロゲルへの金
属錯体アレイの担持と応用
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機能性分子「液体」材料

機能性液体分子の分子構造概念：機
能性π共役ユニットを柔軟で嵩高い分
岐アルキル鎖により隔離・孤立、安定化。

Keywords: 液体、アルキルーπエンジニアリング、エレクトレット、センサ・アクチュエータ、発光インク

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

中西 尚志
NAKANISHI.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/funct_mol_g/

 有機・高分子材料の最大の利点である素材の「柔らかさ」を活用した斬新な物づくり→液体材料

 液体物性とπ共役分子固有の光電子物性を兼ね備えた新奇液体材料の設計概念の確立

 ストレッチャブル素子に適応可能（形状に依存しない）であり、安定に機能発現する材料創成

 柔軟且つ嵩高い分岐側鎖によりπユニットを隔離し、安定にπ分子固有の光電子機能を活用

 隔離されたπユニットに電荷を注入し、液体エレクトレット（電荷を半永久的に保持）を創成

 液体物性とエレクトレット機能を兼ね備えたストレッチャブル・ウェアラブル素子の開発

・A. Ghosh, T. Nakanishi, Chem. Commun., 53, 10344-10357 (2017). Feature Article

・T. Nakanishi et al., Chem. Asian J., 13, 770-774 (2018).

・吉田学, 末森浩司, 中西尚志, ゴッシュアビジット, “電子装置”, 特願2017-124302.

 様々な機能を有す不揮発性「液体」材料を創成

 圧力・振動により発電：液体エレクトレット

 アコースティック・アクチュエータ：液体エレクトレット

 セキュリティインク（特殊用途インク）の開発

 形状加工・環境耐性に秀でた機能性液体の開発

 ストレッチャブル発電・センサ・アクチュエータの開発

π共役ユニット

アルキル－π
機能性分子液体

アルキル化π分子液体に電荷注入して得られるエレクトレットを基材と
した圧電素子・圧力センサ（上）、および交流電圧を変調発振するアク
チュエータ素子。

＠ 青色発光（アントラセン・ピレン）液体
＠ フルカラー、白色発光液体へ改質
＠ エレクトロクロミズム、スピンon-off

可能な多機能液体
＠ フラーレン（ナノカーボン）液体
＠ ポルフィリン・フタロシアニン液体

液体エレクトレット素子

金属錯体シークエンスの科学

グルタチオンやDNAなどの生体分子シークエンスに特
異な結合挙動を示す金属錯体アレイの創出

Keywords: 金属錯体、ペプチド、分子シークエンス、光触媒

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

田代 健太郎
TASHIRO.Kentaro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/reticular/tashiro.html

生体関連物質にみられるような厳密に指定された分子シークエンスを有する新物質の開拓と

制御された集積化を介した材料への利用が、物質科学の新しい時代を切り開くと期待されている。

・K. TASHIRO et al., ChemBioChem, 19 (2018) in press
(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cbic.201800252).

・K. TASHIRO et al., ChemNanoMat., 4 (2018) 52–55.

・日刊工業新聞2017年10月9日

 生体分子シークエンスに特異な結合挙動を示す金属

錯体アレイの創出

 エアロゲルへの金属錯体アレイの担持による光触媒

構築

 薬剤耐性腫瘍特異的な細胞毒性の発現

 触媒の長寿命化

分子を組み上げて複雑な構造を精緻に構築できる有機合成の方法論に比するに足る無機化学の合

成の方法論創出・材料科学的展開に取り組み、特に錯体化学において分子シークエンスをキーワード

とした新たな研究領域を開拓する。

高活性な光触媒の構築を目的としたエアロゲルへの金
属錯体アレイの担持と応用

－ 281－

国
際
ナ
ノ
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ニ
ク
ス



カーボンナノチューブを用いたホルムアルデヒドセンサ

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

石原 伸輔
ISHIHARA.Shinsuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/funct_mol_g/

Keywords: 化学センサ, ホルムアルデヒド, カーボンナノチューブ(CNT), RFID, スマートフォン, IoT

ホルムアルデヒドによる健康被害（シックハウス症候群）は、多くの国々で深刻な問題

微量のホルムアルデヒドを検知できる安価で小型なセンサが求められている

有害物質の迅速な検知により、健康被害を予防

・S. Ishihara, J. Labuta, T. Nakanishi, T. Tanaka, H. Kataura, ACS Sensors 2017, 2, 1405.

・S. Ishihara, J. M. Azzarelli, M. Krikorian, T. M. Swager, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8221.

・S. Ishihara et al., ACS Appl. Mater. Interface 2017, 9, 38062.

 一般市民/個人レベルでの環境モニタリング

 医療・健康・セキュリティ分野

 化学センサのIoT化

 CNTと化学反応を組み合わせ、ホルムアルデヒドを電気抵抗の変化で検知

 検出限界値 0.016 ppmを達成 （環境基準＝0.08 ppm）

 RFID技術を用いて、市販スマートフォンによる有害物質検知に成功

 他のアルデヒド/ケトン類との識別

 データの自動解析

 耐久性テスト

フォールドしたπ共役巨大分子

顔
写真

Keywords: π共役巨大分子，二次構造，刺激・環境応答性

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

名倉 和彦
NAGURA.Kazuhiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nagura_kazuhiko

 π共役オリゴマーやポリマーは，非局在化したπ電子に起因した特異な光・電子物性を示し， 有

機エレクトロニクスの開発において鍵となる材料である．

 これらの物性は，分子の立体構造に大きく依存するが，無数の単結合周りのコンフォメーションが

存在するため精密な構造制御は困難である．

 二次構造の制御されたユニットを用いた高次構造の制御された巨大分子の構築．

 特異立体構造に起因した光・電子機能の開拓．

 外部刺激や環境に応答した物性・機能の発現．

・Polymer J. 2017, 49, 133–139.
・Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 2970–2975.
・有機合成化学協会誌，2018, 7, 200–208. (総説)

 効率的な合成法の開発

 フォールドしたπ共役に起因する物性・機能の発現

 分子周辺の局所環境の可視化

 高導電性高分子材料の開発

 機械的刺激や化学物質に応答するセンサ材料

 分子機械要素を組み込んだアクチュエータ材料
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カーボンナノチューブを用いたホルムアルデヒドセンサ

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

石原 伸輔
ISHIHARA.Shinsuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/funct_mol_g/

Keywords: 化学センサ, ホルムアルデヒド, カーボンナノチューブ(CNT), RFID, スマートフォン, IoT

ホルムアルデヒドによる健康被害（シックハウス症候群）は、多くの国々で深刻な問題

微量のホルムアルデヒドを検知できる安価で小型なセンサが求められている

有害物質の迅速な検知により、健康被害を予防

・S. Ishihara, J. Labuta, T. Nakanishi, T. Tanaka, H. Kataura, ACS Sensors 2017, 2, 1405.

・S. Ishihara, J. M. Azzarelli, M. Krikorian, T. M. Swager, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 8221.

・S. Ishihara et al., ACS Appl. Mater. Interface 2017, 9, 38062.

 一般市民/個人レベルでの環境モニタリング

 医療・健康・セキュリティ分野

 化学センサのIoT化

 CNTと化学反応を組み合わせ、ホルムアルデヒドを電気抵抗の変化で検知

 検出限界値 0.016 ppmを達成 （環境基準＝0.08 ppm）

 RFID技術を用いて、市販スマートフォンによる有害物質検知に成功

 他のアルデヒド/ケトン類との識別

 データの自動解析

 耐久性テスト

フォールドしたπ共役巨大分子

顔
写真

Keywords: π共役巨大分子，二次構造，刺激・環境応答性

ナノマテリアル分野 フロンティア分子グループ

名倉 和彦
NAGURA.Kazuhiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nagura_kazuhiko

 π共役オリゴマーやポリマーは，非局在化したπ電子に起因した特異な光・電子物性を示し， 有

機エレクトロニクスの開発において鍵となる材料である．

 これらの物性は，分子の立体構造に大きく依存するが，無数の単結合周りのコンフォメーションが

存在するため精密な構造制御は困難である．

 二次構造の制御されたユニットを用いた高次構造の制御された巨大分子の構築．

 特異立体構造に起因した光・電子機能の開拓．

 外部刺激や環境に応答した物性・機能の発現．

・Polymer J. 2017, 49, 133–139.
・Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 2970–2975.
・有機合成化学協会誌，2018, 7, 200–208. (総説)

 効率的な合成法の開発

 フォールドしたπ共役に起因する物性・機能の発現

 分子周辺の局所環境の可視化

 高導電性高分子材料の開発

 機械的刺激や化学物質に応答するセンサ材料

 分子機械要素を組み込んだアクチュエータ材料
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 Semiconducting nanoarchitectures are promising for future functional nanosystem. 
 Unique physical, optical, and electrical properties of nanowires (NWs) are 

advantageous to increase device density and reduce power consumption. 

 Researches on structural and property controls of various NW formation methods. 
 Realize new functionalized NW-based devices and three-dimensional (3D) integration.
 Develop novel interface passivation techniques for NW-based device improvement.

 W. Jevasuwan, et al., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 56, 2017, 085201. 
 W. Jevasuwan, et al., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 56, 2017, 04CP01. 
 W. Jevasuwan, et al., Japanese Journal of Applied Physics, Vol. 55, 2016, 065001. 

 Various NW structures could be provided by top-
down techniques and bottom-up approach.

 Device fabrication and performance improvement 
were proceeded. 

 These fundamental studies are expected to 
encourage the future progress of innovative
NW formation and their utilizing for more 
advanced designs of next-generation devices.

Nanowires for next generation devices

Keywords: Silicon, germanium, nanowires, core-shell nanowires, nanostructures

ナノマテリアル分野 半導体ナノ構造物質グループ

松村 亮
MATSUMURA.Ryo@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/matsumura_ryo?locale=ja

 次世代薄膜トランジスタ実現のため、高移動度半導体を低温で実現する技術が必須

 GeSnは高移動度、かつIV族材料なので現状のSiプロセスと親和性が高い

 絶縁基板上でのGeSn膜の低温結晶成長技術の確立

・Applied Physics Letters 105, 202112

・Applied Physics Letters 107, 262106

・Applied Physics Letters 109, 232106

絶縁基板上におけるGe系IV族半導体の結晶成長

 高移動度材料のGeSn結晶を絶縁基板上で実現

 薄膜デバイスへ応用可能な低温プロセス

 非常に高速な成長速度

 今後デバイス化を検討

 結晶の熱的安定性などを検証

短時間熱処理>Sn融点(232oC)

(1)Snの溶融・結晶化→人工シードの形成

(2)横方向固相成長（SPC)

絶縁基板

非晶質GeSn (a-GeSn)
Sn

結晶化

初期構造

シード

熱処理(~200oC)

GeSnの種付け横方向固相成長

IV族材料で完結したプロセス→汚染フリー
シードによる結晶位置制御→デバイス設計に有利

5 Inde

20μm
50μm
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性
)⼤

⼩EDﾊﾟﾀｰﾝ

・極低温ﾌﾟﾛｾｽ(~250oC)での結晶化に成功
・明瞭な電子回折像→良好な結晶性を支持
・Geの106倍の超高速成長→実用的なﾌﾟﾛｾｽ時間

Keywords: GeSn, solid phase crystallization
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不均一光触媒システムの理論研究

様々な不均一光触媒システムにおける触媒表面への反応分子の吸着状態や
その全系の電子構造を第一原理手法を駆使して解明。

Keywords: 光触媒、表界面、吸着、第一原理、分子動力学、電子構造

ナノマテリアル分野 光触媒材料グループ

押切 光丈
OSHIKIRI.Mitsutake@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/oshikiri_mitsutake

光触媒は、環境・エネルギー問題解決のためのキーテクノロジーの一つとして重要視されています。

その格段の性能向上が強く望まれているところです。今、最新の計算科学による材料設計技術はこ

れに応えるものとして期待されています。

物質科学の本質に根ざした見通しの良い確かな設計指針を確立し、実験的試行錯誤による開発コ

ストを大きく削減しつつ、狙った所望の機能や高活性な光触媒を予言的に開発する。

・H. SONG, M. OSHIKIRI et al., ACS Catalysis, DOI: 10.1021/acscatal.8b01787 (2018)

・M. OSHIKIRI et al., J. Phys. Chem. C, 118 (2014) 12845-12854.

・M. OSHIKIRI et al., J. Phys. Chem. C, 118 (2014) 8331-8341.

・H. TONG, M. OSHIKRI et al., Adv. Mater., 24, (2012) 229-251.

 反応分子の光触媒表面への吸着状態の解明と

不均一光触媒システム全系の電子構造の把握

 高活性不均一光触媒システムの提案

 筆頭特許 : ４件

 理論予測による高性能光触媒の設計と開発プロセス

における試行錯誤コストの削減

 光触媒活性の劇的改善

 ありふれた原料を利用した光触媒の提案とその応用

BiVO4表面上に
吸着する水分子

5c（酸素5配位）-Biサイトでは解
離吸着は観測されない。(100)面。
灰： V、紫：Bi、赤：O、水色：H。

4c-Tiサイトでは容易に解
離吸着を起こす。(001)面。
灰：Ti、赤：O、水色：H。

表面ドープされたNiはシステムをp型に安定化
させたり、光励起電子キャリアの空間分離を
行う等し、O2とH2の発生を促進する。灰: V, 
赤: O, シアン: Y, 白: H, 紺: Ni。

TiO2（ルチル構造）表面
上に吸着する
水分子

表面にNiドープされたYVO4光触媒と水で構成され
た不均一光触媒システムにおけるNiの役割

光を有効利用した化学燃料製造と環境浄化

顔
写真

１）化学燃料製造
地球温暖化ガスである二酸化炭素を光触媒
反応および光熱反応を利用して、メタンや
メタノールなどの有用なchemical fuelを合成
できる材料、システムの開発を行っている。
模擬太陽光と水素、触媒を利用して

二酸化炭素を１０分間という短時間(図１）で
メタンへ変換できる触媒およびシステム(図２）
ができている。10分後の二酸化炭素から
メタンへの転化率は90％以上であり、副生物
の生成も抑えられている。

２）環境浄化
室内の空気清浄では、室内光に多く含まれる
可視光に応答する光触媒に、ユビキタス材料
を担持することで、活性が５００倍程度向上
することがわかってきた。
貴金属を使わなくても高活性化の余地が

あることも分かってきた。

Keywords: 光触媒、光熱反応

ナノマテリアル分野 光触媒材料グループ

加古 哲也
KAKO.Tetsuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kako_tetsuya 

 近年の二酸化炭素の排出の増大により地球が温暖化し、大雨洪水などの災害が引き起こされ、

深刻な問題となっており、温暖化ガス排出削減技術の開発が期待されている。(化学燃料製造）

 より快適な生活環境のために室内空気汚染をより容易に取除くことが望まれてきている。（浄化）

 太陽光の光と熱を効率よく利用して、地球温暖化ガスである二酸化炭素をメタンなどの化学燃料

に変換する触媒を開発する。

 室内光の有効利用による有害物質クリーン化光触媒の開発

・X. Meng and T. Kako et al., Nano Energ., 34 (2017) 524.
・T, Kako et al., APL Mater., Art No.104411 (2015).
・X. Meng and T. Kako et al., Angewante Chemie., 53 (2014) 11482 

 太陽光・熱の有効利用により、高効率に

二酸化炭素の再資源化が可能に。

 ユビキタス材料担持により可視光での

有害物質分解特性が大幅に向上。

 より短時間でメタン化（再資源化）できるように

助触媒を最適化する。

 より多くの室内の可視光線を吸収し、空気浄化

できるように光触媒の物性を改良する。
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不均一光触媒システムの理論研究

様々な不均一光触媒システムにおける触媒表面への反応分子の吸着状態や
その全系の電子構造を第一原理手法を駆使して解明。
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原子間力顕微鏡による表面化学の創生
Keywords: 原子間力顕微鏡、表面化学反応、単分子、表面分子技術

ナノシステム分野 ナノ機能集積グループ

川井 茂樹
KAWAI.Shigeki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawai_shigeki?locale=ja

 原子間力顕微鏡を用いて分子骨格の直接観察が可能になった。

 前駆体分子を用いた多彩なナノ構造物の生成の研究が行われている。

“みる”力と“はかる” 力は、有機エレクトロニクス素子の研究に有用である。





・S. Kawai et al. Science Adv. 4, eaar7181 (2018).   ・I. Piquero-Zulaica et al. Nature Commun. 8, 787 (2017)
・S. Kawai et al. Science Adv. 3, e1603258 (2017).  ・S. Kawai et al. Nature Commun. 7, 12711 (2016).
・S. Kawai et al. Nature Commun. 7, 11559 (2016). ・S. Kawai et al. Science 351, 957 (2016).

 次世代の炭素デバイスを実現する重要なコア技術

 表面分子化学の必須なツールへと発展

 単分子や生成物の構造物をその場で同定可能

 炭素薄膜の機能化と実装技術の発展

・分子の高分解能撮像

グラフェンナノリボンの合成

ハロゲン結合

・超高分解能
AFM/STMシステム

２次元
MOF

力測定

van der Waals ⼒ 分⼦間⼒の定量測定

ホウ素導⼊

グラフェンの超潤滑

逐次反応評価

ホウ素+窒素導⼊

・表面化学反応

表面化学反応を利用した炭素ナノ構造物の生成と構造物性の評価と機能創出

表面分子技術の発展を目指し、特化した超高分解能原子間力顕微鏡システムの実現

マルチプローブAFM/KFMの開発
Keywords: 原子間力顕微鏡、KFM、電気伝導測定

ナノシステム分野 ナノ機能集積グループ

新ヶ谷 義隆
SHINGAYA.Yoshitaka@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shingaya_yoshitaka

次世代の電子デバイスを構成するナノ材料、およびそれらを組み合わせ新たな機能を創出したナノ
システムの電気特性を調べるために不可欠なツールとして走査型マルチプローブ顕微鏡を開発して
きた。

本研究では、走査型マルチプローブ顕微鏡技術を様々な計測環境に適用するためにコンパクトなマ
ルチプローブ原子間力顕微鏡を開発した。ケルビンプローブフォース顕微鏡技術を導入することによ
って、ナノ材料、ナノシステムの非破壊的電気計測を実現する。

• R. Higuchi, Y.Shingaya, T. Nakayama, J.J. Appl. Phys. 55, 08NB091 (2016)
• T. Nakayama et al., Advanced Materials, 24, 1675(2012)

 ナノ材料、ナノシステムの電気計測が可能な走査
型マルチプローブ顕微鏡を開発した。

 真空中、大気中、ガス置換雰囲気中、液中でのマ
ルチプローブ計測が可能。

 ケルビンプローブ顕微鏡による非破壊電気計測が
可能。

 新規ナノ電子デバイスの開発のためのナノス
ケール電気特性計測

コンパクトマルチプローブAFM/KFMの模式図 小型ＳＥＭ 光学顕微鏡

ＳＥＭ像 光学顕微鏡像

多探針統合制御システム ネットワーク構造の局所
ポテンシャル分布計測

P4 P2

P3
KFM 

液中プローブの
光学顕微鏡像

液中多探針計測の
模式図

ナノファイバネットワークの
電位分布計測

－ 288－

国
際
ナ
ノ
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ニ
ク
ス



原子間力顕微鏡による表面化学の創生
Keywords: 原子間力顕微鏡、表面化学反応、単分子、表面分子技術

ナノシステム分野 ナノ機能集積グループ

川井 茂樹
KAWAI.Shigeki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kawai_shigeki?locale=ja

 原子間力顕微鏡を用いて分子骨格の直接観察が可能になった。

 前駆体分子を用いた多彩なナノ構造物の生成の研究が行われている。

“みる”力と“はかる” 力は、有機エレクトロニクス素子の研究に有用である。





・S. Kawai et al. Science Adv. 4, eaar7181 (2018).   ・I. Piquero-Zulaica et al. Nature Commun. 8, 787 (2017)
・S. Kawai et al. Science Adv. 3, e1603258 (2017).  ・S. Kawai et al. Nature Commun. 7, 12711 (2016).
・S. Kawai et al. Nature Commun. 7, 11559 (2016). ・S. Kawai et al. Science 351, 957 (2016).
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ナノシステム分野 ナノ機能集積グループ
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格子欠陥を操作したUV光センサー：PPC問題の解決

ナノシステム分野 ナノイオニクスデバイスグループ

櫻井 亮
SAKURAI.Makoto@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/ndg/

Keywords: ワイドバンドギャップ酸化物、格子欠陥、フレキシブルセンサー、自己修復、UV光センサー

 産業界で紫外線（UV)の利用増大

 ワイドバンドギャップ半導体ベースのUV光センサーの利用を阻害するPPC（光励起したキャリアが

長時間緩和しない：Persistent Photocurrent）問題

・ASC NANO 6 (2012) 7209, Applied Phys. Express 7 (2014) 031101, Adv Func. Mat. 25 (2015) 3157.

・Sensors 210 (2010) 8604

・特許第5900883号、特許第6095059号

 フレキシブルUV光センサーの実用化

 酸化物表面の化学装飾による高機能化

 バイオセンシングへの展開

 酸化物単結晶中で格子欠陥の生成と修復を制御する技術開発

 ワイドバンドギャップ材料（SnO2, ZnO, In2O3, Ga2O3)で構成するナノ/マイクロ構造の新機能探索

 高機能化したUV光センサーによるPPC問題の解決

 簡易で低コストの単結晶フレキシブルデバイスの製造

法の開発

 ワイヤ型センサーを簡易に実装する手法の開発

 酸化物ワイヤデバイスの用途開発

気相成長した酸化すず単結晶
ワイヤとフレキシブル光センサー

可逆的な格子欠陥操作 高性能UV光センサー

機械的応力と電圧を印加した酸化す
ずワイヤデバイスで可逆的で不揮発な
半導体-絶縁体転移を実現

ルチル構造のワイヤを曲げる

酸化すずワイヤUV光センサーの特性

すべり面の形成と電子状態の変化（PL)
格子欠陥操作によるリセット機能を用いた
UV光センサーでPPC問題を解決

原子スイッチ型抵抗変化メモリの開発

Ag-PEO原子スイッチの2値抵抗スイッチ(左)と
量子化コンダクタンス(右)

Keywords: 抵抗変化メモリ、量子化コンダクタンス、固体電解質、ナノイオニクス

ナノシステム分野 ナノイオニクスデバイスグループ

鶴岡 徹
TSURUOKA.Tohru@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/ndg/

 半導体を用いたDRAMやフラッシュメモリの加工寸法の物理的限界の到来

 新しい動作原理に基づく高速動作、低消費電力、超小型の揮発・不揮発メモリへの期待

 新規メモリを実現するための材料開発の必要性

 イオン伝導と固体電気化学反応に基づく抵抗変化素子“原子スイッチ”の開発

 ２値の抵抗変化だけでなく、量子コンダクタンスの発現とその動作機構の解明

 固体高分子電解質を母体材料に用いた動作特性の制御

・K. Krishnan, M. Muruganathan, T. Tsuruoka, H. Mizuta, M. Aono, Adv. Funct. Mater. 27 (2017) 1605104.

・K. Krishnan, M. Muruganathan, T. Tsuruoka, H. Mizuta, M. Aono, Jpn. J. Appl. Phys. 56 (2017) 06GF02.

・K. Krishnan, M. Aono, T. Tsuruoka, J. Mater. Chem. C 6 (2018) 6460.

 銀イオン高分子電解質を用いた原子スイッチの開発

 量子化コンダクタンスの発現と理論計算による構造同定

 高温で安定動作する高分子電解質材料の発見

 所望のスイッチ動作を実現するための電解質材料の

設計指針の確立

 他の金属イオンを用いた原子スイッチの開発

 均一な高分子電解質の成膜技術の開発

原子ポイントコンタクト構造の輸送計算

Ag-PEO原子スイッチの量子化コンダクタンス分布

Ag-PVA原子スイッチ動作の温度依存性

11 Ag atoms Eigenvalue = 0.918

Eigenvalue = 0.103

Eigenvalue = 0.0004
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磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタ
Keywords: 磁気制御、電気二重層トランジスタ、磁性電解質

ナノシステム分野 ナノイオニクスデバイスグループ

土屋 敬志
TSUCHIYA.Takashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/TSUCHIYA_Takashi

エネルギー・環境分野、情報通信分野における電気化学デバイスの需要拡大

電圧を用いたイオン駆動に起因する動作方法の制限

全く新しい原理で動作する電気化学デバイスへの期待

磁場印加によるイオン輸送を利用して電気抵抗を制御する新規なトランジスタ

イオン輸送に伴う可逆的な起電力変化の観察

新しい原理で動作する電気化学デバイスの可能性

・Takashi Tsuchiya, Masataka Imura, Yasuo Koide, Kazuya Terabe. Magnetic Control of Magneto- Electrochemical Cell 
and Electric Double Layer Transistor. SCIENTIFIC REPORTS. 7 (2017) 10534-1-10534-9

磁場を印加可能な２端子型電気化学セル(左)と、磁性
電解質液体に含まれるイオン・分子(右)の模式図。

２電極間に生じる起電力の磁場応答(左)と、参照電極を
設けた場合のAu電極の電位変化(右)。

ダイヤモンド表面の電気抵抗を電気二重層で制御するト
ランジスタの模式図(左)と、透過電子顕微鏡による断面
写真(右)。

磁場強度の変化によるドレイン電流の変化(左)と、磁場
印加方向の変化によるドレイン電流の変化(右)。

 切り替えに電圧を使わない低消費電力メモリ

 表面電荷を利用した磁気センサーや発電装置

 磁気による電気化学デバイスの遠隔操作

 磁場印加で生じる起電力の増強

 イオン輸送の磁場変化に対する応答速度等の改善

 様々な製品への応用に有利な固体電解質の開発

アルミ酸化物を用いた不揮発性素子

ナノシステム分野 超薄膜エレクトロニクスグループグループ

加藤 誠一
KATO.Seiichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kato_seiichi

Keywords: 不揮発性メモリ、酸素欠損酸化アルミニウム、元素戦略

IT社会の発展に伴い機器の消費電力の著しい増大が大きな問題となっている。そのためノーマリー

オフコンピューティング等が提唱されているが、その実現のために高性能な不揮発性メモリ、不揮発

性スイッチング素子が望まれている。

・S. Kato et al., J. Phys. Conf. Series 38 (2006) 148-151.
・S. Kato et al., J. Phys. Conf. Series 109 (2008) 012017.

 次世代不揮発性メモリとしての応用

 不揮発性スイッチとしての応用

 多値化に向けての研究

 関連特許５件以上

酸素欠損を含むアモルファス酸化アルミニウムのもつ電界誘起型スイッチング効果を利用し、

ReRAM（抵抗変化型不揮発性メモリ）や、不揮発性スイッチング素子を開発する。この素子は高抵抗

比、高速応答性、低消費電流等の優れた特性を持ち、有害元素、希少元素を用いずに作成できる。

 現状では素子の歩留まりが悪いことや、安定性に欠

けるといった問題がある。製法を改善すること等によ

り解決し、集積化したメモリ素子を試作することが課

題である。

適量の酸素空孔を含むアモルファス酸化アルミ(AlOx)に電
子を注入、抽出することによりクラスタ構造が変化し電子状
態が変わりそれぞれ安定な高抵抗、低抵抗状態になる。他
のReRAMと異なり酸化還元等の化学変化を伴わず原子間
距離の変化によるため事実上無限回の書換えが可能である
ことが期待される。

上図にあるように本素子は消費電力、
応答速度の点で他より優れており、次
世代メモリの候補として期待できる。

他のメモリ素子との比較
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ランジスタの模式図(左)と、透過電子顕微鏡による断面
写真(右)。

磁場強度の変化によるドレイン電流の変化(左)と、磁場
印加方向の変化によるドレイン電流の変化(右)。

 切り替えに電圧を使わない低消費電力メモリ

 表面電荷を利用した磁気センサーや発電装置

 磁気による電気化学デバイスの遠隔操作

 磁場印加で生じる起電力の増強

 イオン輸送の磁場変化に対する応答速度等の改善

 様々な製品への応用に有利な固体電解質の開発

アルミ酸化物を用いた不揮発性素子

ナノシステム分野 超薄膜エレクトロニクスグループグループ

加藤 誠一
KATO.Seiichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kato_seiichi

Keywords: 不揮発性メモリ、酸素欠損酸化アルミニウム、元素戦略

IT社会の発展に伴い機器の消費電力の著しい増大が大きな問題となっている。そのためノーマリー

オフコンピューティング等が提唱されているが、その実現のために高性能な不揮発性メモリ、不揮発

性スイッチング素子が望まれている。

・S. Kato et al., J. Phys. Conf. Series 38 (2006) 148-151.
・S. Kato et al., J. Phys. Conf. Series 109 (2008) 012017.

 次世代不揮発性メモリとしての応用

 不揮発性スイッチとしての応用

 多値化に向けての研究

 関連特許５件以上

酸素欠損を含むアモルファス酸化アルミニウムのもつ電界誘起型スイッチング効果を利用し、

ReRAM（抵抗変化型不揮発性メモリ）や、不揮発性スイッチング素子を開発する。この素子は高抵抗

比、高速応答性、低消費電流等の優れた特性を持ち、有害元素、希少元素を用いずに作成できる。

 現状では素子の歩留まりが悪いことや、安定性に欠

けるといった問題がある。製法を改善すること等によ

り解決し、集積化したメモリ素子を試作することが課

題である。

適量の酸素空孔を含むアモルファス酸化アルミ(AlOx)に電
子を注入、抽出することによりクラスタ構造が変化し電子状
態が変わりそれぞれ安定な高抵抗、低抵抗状態になる。他
のReRAMと異なり酸化還元等の化学変化を伴わず原子間
距離の変化によるため事実上無限回の書換えが可能である
ことが期待される。

上図にあるように本素子は消費電力、
応答速度の点で他より優れており、次
世代メモリの候補として期待できる。

他のメモリ素子との比較
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遷移金属ダイカルコゲナイド半導体α-MoTe2の
トランジスタ応用へ向けた伝導電荷の極性制御

Keywords: 遷移金属ダイカルコゲナイド、トランジスタ、ショットキー接合

ナノシステム分野 量子デバイス工学グループ

中払 周
NAKAHARAI.Shu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/NAKAHARAI_Shu?locale=ja

 全世界での情報処理量増大に伴う消費電力総量の急激な増大への対応が急務

 Internet of Things (IoT)技術においても、現在より大幅な消費電力削減が必須

 従来の半導体技術では手詰まりであり、新しい低消費電力化技術が必要

 微細化・低消費電力化を阻害する短チャネル効果の低減のため、原子数個分の薄さの半導体

薄膜である遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)をCMOS型回路に応用

 TMDCの半導体であるα相二テルル化モリブデン(α-MoTe2)を用いて、TMDCの課題の一つであ

る伝導電荷の極性制御（n型/p型）が難しいという問題の解決を狙う

 TMDCのCMOS応用における課題であった伝導電荷

の極性制御の困難を -MoTe2を用いて解決した。

 -MoTe2ではフェルミ準位ピンニングの効果が弱い

ことが電荷の極性制御を可能にすることを見出した。

 LSIの低消費電力化に向けたScaled CMOS、低電圧

動作トランジスタ、極性可変トランジスタ。

 IoTへの応用、特に低消費電力やドーパントレス構造

を特徴とした情報素子。
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1.  S. Nakaharai, et al., ACS Applied Materials & Interfaces 8, pp.14732-14739 (2016)
2.  S. Nakaharai, et al, ACS Nano 9, pp.5976-5983 (2015)
3.  S. Nakaharai, S. Sato, Parity 28 [10] pp.40-42 (2013)

 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)の半導体は、
低消費電力素子の薄膜チャネル材料として期待

新しいTMDC半導体の薄膜

 一方で伝導電荷の極性(n/p型)の制御に問題

強いフェルミ準位ピンニングのため、例えば二硫
化モリブデン(MoS2)の場合、n型しか得られない

 α-MoTe2ならば極性制御が容易であることを発見

PtとTiのコンタクトを並列して、電子と正孔両方の注入を実現
極性可変トランジスタ (文献2,3)の駆動電流増大に期待

グラフェン超格子構造のトポロジカル量子伝導

(a): グラフェン/hBN超格子
デバイスの磁場下での電気
伝導度（縦伝導度とホール
伝導度）のカラースケールプ
ロット。現れるパターンは量
子ホール効果と超格子構造
に対応する。
(b): 量子バレー流生成に対
応する非局所抵抗シグナル
と磁場によるスイッチング。

Keywords: グラフェン，六方晶窒化ホウ素，2次元材料，超格子，バレーホール効果，非局所測定

ナノシステム分野 量子デバイス工学グループ

森山 悟士
MORIYAMA.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/moriyama_satoshi

 微細加工技術の進展による電子デバイスへの量子効果の影響

 Internet of Things (IoT)に資する電子デバイスの低消費電力化の要請

 量子効果を活用した新機能デバイスへの展開

 原子層を精密に調整して重ね合わせた原子層超格子工学の創成

 固体結晶中の電子が持つスピンやバレーといった量子力学的内部自由度の活用

 グラフェン/六方晶窒化ホウ素(hBN)超格子構造におけるトポロジカル量子伝導の検出と制御

Katsuyoshi Komatsu, Yoshifumi Morita, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, 
and Satoshi Moriyama: “Observation of the quantum valley Hall state in ballistic graphene superlattices”, 
Science Advances 4, eaaq0194 (2018).

 グラフェン/hBN超格子デバイスの作製

 超格子構造を反映した量子輸送特性

 量子バレー流の観測

 量子バレー流の電気的制御

 バレー流を制御した量子光学的干渉素子

 トポロジカル超伝導量子情報素子

(a)

(b)
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遷移金属ダイカルコゲナイド半導体α-MoTe2の
トランジスタ応用へ向けた伝導電荷の極性制御
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 微細化・低消費電力化を阻害する短チャネル効果の低減のため、原子数個分の薄さの半導体

薄膜である遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)をCMOS型回路に応用

 TMDCの半導体であるα相二テルル化モリブデン(α-MoTe2)を用いて、TMDCの課題の一つであ

る伝導電荷の極性制御（n型/p型）が難しいという問題の解決を狙う

 TMDCのCMOS応用における課題であった伝導電荷

の極性制御の困難を -MoTe2を用いて解決した。

 -MoTe2ではフェルミ準位ピンニングの効果が弱い

ことが電荷の極性制御を可能にすることを見出した。

 LSIの低消費電力化に向けたScaled CMOS、低電圧

動作トランジスタ、極性可変トランジスタ。

 IoTへの応用、特に低消費電力やドーパントレス構造

を特徴とした情報素子。
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3.  S. Nakaharai, S. Sato, Parity 28 [10] pp.40-42 (2013)

 遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)の半導体は、
低消費電力素子の薄膜チャネル材料として期待

新しいTMDC半導体の薄膜

 一方で伝導電荷の極性(n/p型)の制御に問題

強いフェルミ準位ピンニングのため、例えば二硫
化モリブデン(MoS2)の場合、n型しか得られない

 α-MoTe2ならば極性制御が容易であることを発見

PtとTiのコンタクトを並列して、電子と正孔両方の注入を実現
極性可変トランジスタ (文献2,3)の駆動電流増大に期待

グラフェン超格子構造のトポロジカル量子伝導

(a): グラフェン/hBN超格子
デバイスの磁場下での電気
伝導度（縦伝導度とホール
伝導度）のカラースケールプ
ロット。現れるパターンは量
子ホール効果と超格子構造
に対応する。
(b): 量子バレー流生成に対
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 微細加工技術の進展による電子デバイスへの量子効果の影響

 Internet of Things (IoT)に資する電子デバイスの低消費電力化の要請

 量子効果を活用した新機能デバイスへの展開

 原子層を精密に調整して重ね合わせた原子層超格子工学の創成

 固体結晶中の電子が持つスピンやバレーといった量子力学的内部自由度の活用

 グラフェン/六方晶窒化ホウ素(hBN)超格子構造におけるトポロジカル量子伝導の検出と制御

Katsuyoshi Komatsu, Yoshifumi Morita, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, 
and Satoshi Moriyama: “Observation of the quantum valley Hall state in ballistic graphene superlattices”, 
Science Advances 4, eaaq0194 (2018).

 グラフェン/hBN超格子デバイスの作製

 超格子構造を反映した量子輸送特性

 量子バレー流の観測
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分子を用いた縦型共鳴トンネルトランジスタ

ナノシステム分野 量子デバイス工学グループ

早川 竜馬
HAYAKAWA.Ryoma@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hayakawa_ryoma

Keywords: 縦型トランジスタ、共鳴トンネリング、機能性分子、多値制御

 シリコントランジスタの微細化限界から従来のトランジスタとは異なる、新しい動作原理で駆動する

次世代ナノトランジスタの開発が求められている。

 単分子をトランジスタやメモリに用いる分子デバイスは、その候補として長年期待されてきた。

 しかしながら、現在のCMOSプロセスに適合した実用的なデバイス構造の提案には至っていない。

 分子機能を活かした次世代ナノトランジスタの開発

（光制御トランジスタやスピントランジスタ）

 分子の持つ離散準位を利用した多値トランジスタ

（分子設計に基づいたエネルギー準位制御）

 現在のCMOSデバイスに適合した分子デバイスとして縦型共鳴トンネルトランジスタを提案する。

 孤立分散した分子を絶縁膜に内包することにより、単分子に由来するトンネル電流を誘起できる。

 分子の離散準位によりドレイン電流を多段階に制御できるため多値トランジスタへ応用できる。

 低温動作に限られるため、室温での安定動作

 分子を壊すことなく高品質トンネル絶縁膜を形成

する手法の確立

 動作電圧の低減およびドレイン電流の増大
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・ R. Hayakawa, T. Chikyow and Y. Wakayama, Nanoscale 9 (2017) 11297-11302.  

・ R. Hayakawa, H. Hiroshiba, T. Chikyow and Y. Wakayama, Adv. Funct. Mater. 21 (2011) 2933-2937.
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近年、グラフェンを代表とする２次元原子層物質が注目されているが、最近の我々の研究によって

シリコン表面上でのインジウム原子層物質が超伝導になることが実証された。しかし、試料表面での

原子ステップで超伝導電流がどのように流れるかはよくわかっていなかった。

本研究では、超伝導体に磁場を印可したときに生じる渦糸状態に注目し、その構造を走査トンネル

顕微鏡で観察した。これにより、原子ステップで超伝導電流が流れる振る舞いを、微視的なスケー

ルで直接に観測することが可能となる。

・T. Uchihashi et al., Phys. Rev. Lett. 107, 207001 (2011). (Editor's Suggestion)
・S. Yoshizawa et al., Phys. Rev. Lett. 247004 (2014). (Editor's Suggestion)
・内橋 隆、日本物理学会誌71巻3号164-169頁 (2016).

 表面単原子ステップがジョセフソン接合として働くこと

がわかった。

 ジョセフソン渦糸の中心構造を直接に観察した。

 ジョセフソン接合の強さの場所依存性を明らかにした。

 表面原子層物質で天然に形成されるジョセフソン

接合を利用して、 ジョセフソン素子を大量に作る

ことが可能。

 ジョセフソン接合列を用いた、電圧標準への応用。
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分子を用いた縦型共鳴トンネルトランジスタ

ナノシステム分野 量子デバイス工学グループ

早川 竜馬
HAYAKAWA.Ryoma@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hayakawa_ryoma

Keywords: 縦型トランジスタ、共鳴トンネリング、機能性分子、多値制御

 シリコントランジスタの微細化限界から従来のトランジスタとは異なる、新しい動作原理で駆動する

次世代ナノトランジスタの開発が求められている。

 単分子をトランジスタやメモリに用いる分子デバイスは、その候補として長年期待されてきた。

 しかしながら、現在のCMOSプロセスに適合した実用的なデバイス構造の提案には至っていない。

 分子機能を活かした次世代ナノトランジスタの開発

（光制御トランジスタやスピントランジスタ）

 分子の持つ離散準位を利用した多値トランジスタ

（分子設計に基づいたエネルギー準位制御）

 現在のCMOSデバイスに適合した分子デバイスとして縦型共鳴トンネルトランジスタを提案する。

 孤立分散した分子を絶縁膜に内包することにより、単分子に由来するトンネル電流を誘起できる。

 分子の離散準位によりドレイン電流を多段階に制御できるため多値トランジスタへ応用できる。

 低温動作に限られるため、室温での安定動作

 分子を壊すことなく高品質トンネル絶縁膜を形成

する手法の確立

 動作電圧の低減およびドレイン電流の増大
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低仕事関数薄膜のex situ ナノスケール評価

ナノシステム分野 表面量子相物質グループ

長岡 克己
NAGAOKA.Katsumi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nagaoka_katsumi

Keywords: 窒素添加六ホウ化ランタン（N-doped LaB6）、走査トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）

 表面・界面における電子放出・電荷移動特性は、仕事関数によって律則される。

そのため、仕事関数は、各種デバイスにおいて、その性能を実現／制限する要因の１つとなる。

 低い仕事関数と化学的な安定性を併せ持つ薄膜材料として、窒素添加六ホウ化ランタン薄膜が

開発された [1]。しかしながら、その特性評価は、まだ、行われていない。

[1] H. Ishii, K. Takahashi, T. Goto, S. Sugawa, and T. Ohmi, ECS Trans. 66, 23 (2015).
[2] K. Nagaoka and S. Ohmi, in preparation

 すでに、有機薄膜トランジスタにおいて、正孔注入や

オーミック接触を実現するための中間層として使用。

 電界放射型ディスプレイや、有機ELディスプレイ、等

次世代表示素子における陰極材料としても有用。

 窒素添加 六ホウ化ランタン薄膜の仕事関数、及び、局所電子状態、化学的な安定性を、

走査トンネル顕微鏡（ＳＴＭ）装置を用いて、ex situで、測定・評価する。

 低い仕事関数と化学的な安定性を活かした薄膜部材として、各種デバイスへの応用を探索する。

 低い仕事関数と化学的な安定性を要件とする

各種デバイス部材に、実際に試行使用。

 表面安定化の機構解明と、ハンドリングをさらに

容易にするための表面処理方法の開発。
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一旦、大気中に取り出した後、
真空中で500℃で加熱し、ＳＴＭ測定。

【試料準備・構造】

Δz toward sample [Å]

【ＳＴＭ測定①】典型的な I-z 特性。(a) Linear、(b) Log 表示。
この傾きから、仕事関数2.35 eVが得られた。

2.35 eV
【ＳＴＭ測定③】
典型的なdI/dVスペクトル。
赤矢印はピーク位置を示す。

清浄単結晶の理論計算と
よく一致。

【ＳＴＭ測定②】
(a) トポグラフ像。
(b) dI/dz マップ。
(c) (b)から求めた
青点線部分の
仕事関数プロファイル。

【まとめ】
SiO2上に、厚さ20 nmの
N-doped LaB6薄膜を作製。
大気暴露後でも、
５００℃の通電加熱で、
仕事関数 2.35 eV、及び、
清浄化LaB6単結晶と同等
の電子状態を再現[2]。

N-doped LaB6薄膜は
実用性の高い
低仕事関数薄膜である。

ダイヤモンド電界効果トランジスタ

Keywords: ダイヤモンド、電界効果トランジスタ、低消費電力、高速

ナノシステム分野 表面量子相物質グループ

山口 尚秀
ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ．Takahide@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/personal/yamaguchi-takahide/

 パワーエレクトロニクス分野でのシリコンからシリコンカーバイド（ＳｉＣ）への置き換え拡大

 ダイヤモンドはＳｉＣを凌駕する半導体特性（高絶縁破壊電界、高移動度など）をもつ

 ダイヤモンドを使ったハイパワー・高速・省電力素子の実現への期待

 単結晶のゲート絶縁体を使うことによるダイヤモンド電界効果トランジスタ（ＦＥＴ）の高性能化

（低消費電力・高速化）

 高い電荷キャリア密度まで制御可能なダイヤモンドＦＥＴの開発と新規量子物性・機能の探索

・Yamaguchi et al. arXiv:1806.09863
・Sasama, Yamaguchi et al. Journal of the Physical Society of Japan 86, 114703 (2017)
・Yamaguchi et al. Physical Review B 94, 161301(R) (2016)

 六方晶窒化ホウ素を使った高移動度ダイヤモンド

電界効果トランジスタ（FET)の開発

 イオン液体を使ったダイヤモンドＦＥＴの開発と

新規量子輸送現象の観測

 ダイヤモンドＦＥＴのさらなる高性能化（高移動度、

ノーマリオフなど）

 高温・高出力・高周波・過酷環境・低消費電力で

動作可能なダイヤモンドＦＥＴの開発

六方晶窒化ホウ素(h-BN)単結晶をゲート絶縁体
として使った高移動度ダイヤモンドトランジスタ
の開発。h-BNは低い荷電不純密度、高温耐性、
高熱伝導度など、優れた特性を示しゲート絶縁体
として理想的。 イオン液体を使ったダイヤモンドトランジスタ

の開発。電荷キャリア密度を1013 cm-2台まで
の広い範囲で制御できる。

水素終端
ダイヤモンド

六方晶窒化
ホウ素(h-BN)

原子レベルで平坦な
ダイヤモンド表面

ダイヤモンドの量子振動
のはじめての観測

ダイヤモンドの巨大
磁気抵抗効果の発見

ダイヤモンド

ゲート

イオン液体

ソース
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オーミック接触を実現するための中間層として使用。

 電界放射型ディスプレイや、有機ELディスプレイ、等

次世代表示素子における陰極材料としても有用。
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 低い仕事関数と化学的な安定性を活かした薄膜部材として、各種デバイスへの応用を探索する。

 低い仕事関数と化学的な安定性を要件とする

各種デバイス部材に、実際に試行使用。
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【ＳＴＭ測定①】典型的な I-z 特性。(a) Linear、(b) Log 表示。
この傾きから、仕事関数2.35 eVが得られた。

2.35 eV
【ＳＴＭ測定③】
典型的なdI/dVスペクトル。
赤矢印はピーク位置を示す。

清浄単結晶の理論計算と
よく一致。

【ＳＴＭ測定②】
(a) トポグラフ像。
(b) dI/dz マップ。
(c) (b)から求めた
青点線部分の
仕事関数プロファイル。

【まとめ】
SiO2上に、厚さ20 nmの
N-doped LaB6薄膜を作製。
大気暴露後でも、
５００℃の通電加熱で、
仕事関数 2.35 eV、及び、
清浄化LaB6単結晶と同等
の電子状態を再現[2]。

N-doped LaB6薄膜は
実用性の高い
低仕事関数薄膜である。
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 ダイヤモンドＦＥＴのさらなる高性能化（高移動度、

ノーマリオフなど）

 高温・高出力・高周波・過酷環境・低消費電力で

動作可能なダイヤモンドＦＥＴの開発

六方晶窒化ホウ素(h-BN)単結晶をゲート絶縁体
として使った高移動度ダイヤモンドトランジスタ
の開発。h-BNは低い荷電不純密度、高温耐性、
高熱伝導度など、優れた特性を示しゲート絶縁体
として理想的。 イオン液体を使ったダイヤモンドトランジスタ

の開発。電荷キャリア密度を1013 cm-2台まで
の広い範囲で制御できる。

水素終端
ダイヤモンド

六方晶窒化
ホウ素(h-BN)

原子レベルで平坦な
ダイヤモンド表面

ダイヤモンドの量子振動
のはじめての観測

ダイヤモンドの巨大
磁気抵抗効果の発見

ダイヤモンド

ゲート

イオン液体

ソース

ドレイン
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トポロジカル物質の設計と制御の理論

Keywords: トポロジカル絶縁体、トポロジカル半金属、電子状態計算

ナノシステム分野 ナノシステム物性理論グループ

苅宿 俊風
KARIYADO.Toshikaze@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/personal/kariyado/index.html

 物質科学のフロンティアとしてのトポロジカル絶縁体・トポロジカル半金属

 非従来型の絶縁体・半導体の特徴を活かした物質の新しい機能への期待

 理論的な物質設計への需要

 トポロジカルに保護された表面・界面状態の制御方法の理論的提案

 典型的な模型（ハニカム格子模型）の詳細な解析による基礎原理の確立

 トポロジカル半金属の具体例における電子状態制御の可能性の検討

・T. Kariyado and X. Hu, Sci. Rep. 7, 16515 (2017).

・T. Kariyado and M. Ogata, Phys. Rev. Materials 1, 061201(R) (2017).

 ハニカム格子模型におけるトポロジカル状態及び端状

態の形状依存性

 逆ペロブスカイト物質のバンド構造の化学組成依存性

 端状態の形状依存性を活かしたスイッチング等の可能

性の検討

 相対論的な電子を制御することによる新奇機能の検討

トポロジカル半金属

逆ペロブスカイト物質A3EO

A=Ca, Sr,  Ba / E=Sn, Pb

• フェルミ面近傍のバンド構造に線形分散
を持つトポロジカル半金属

• 線形分散 → “相対論的”な電子

• スピン軌道相互作⽤とバンド反転の
競合により相対論的電⼦を制御可能

ハニカム格子模型

ハニカム格子模型＋実空間変調

• 適切な実空間構造によりトポロジカルに
非自明なギャップを導入

• 鏡映対称性によって保護されたトポロジ
カル相

• 終端修飾によりエッジ状態の様⼦が
⼤きく変化する

レーザー励起非弾性光電子分光
Keywords: : 表面ダイナミクス、非弾性相互作用、光電子分光）

ナノシステム分野 表面量子相物質グループ

荒船 竜一
ARAFUNE.Ryuichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/arafune_ryuichi

固体表面における吸着分子のダイナミクスを高い時間分解能、エネルギー分解能、波波数分解能

で観測する手法を開発する。

吸着分子の結合に寄与する低エネルギー振動モードのダイナミクスを高い時間分解能で測定する

手法が存在しない。

・ M. Minamitani, R. Arafune et al., Phys. Rev. B88, 224301 (2013).
・ R. Arafune et al., Phys. Rev. Lett. 95, 207601 (2005)
・ R. Arafune et al., Phys. Rev. B. 80, 073407 (2009).

 振動励起非弾性光電子放出過程の発見

 振動励起非弾性光電子放出における選択率

 光励起電子-格子の非弾性相互作用機構の解明

 固体表面における分子の振動ダイナミクスをピコ秒

オーダーの時間分解能で追跡する。
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トポロジカル物質の設計と制御の理論

Keywords: トポロジカル絶縁体、トポロジカル半金属、電子状態計算

ナノシステム分野 ナノシステム物性理論グループ

苅宿 俊風
KARIYADO.Toshikaze@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/personal/kariyado/index.html

 物質科学のフロンティアとしてのトポロジカル絶縁体・トポロジカル半金属

 非従来型の絶縁体・半導体の特徴を活かした物質の新しい機能への期待

 理論的な物質設計への需要

 トポロジカルに保護された表面・界面状態の制御方法の理論的提案

 典型的な模型（ハニカム格子模型）の詳細な解析による基礎原理の確立

 トポロジカル半金属の具体例における電子状態制御の可能性の検討

・T. Kariyado and X. Hu, Sci. Rep. 7, 16515 (2017).

・T. Kariyado and M. Ogata, Phys. Rev. Materials 1, 061201(R) (2017).

 ハニカム格子模型におけるトポロジカル状態及び端状

態の形状依存性

 逆ペロブスカイト物質のバンド構造の化学組成依存性

 端状態の形状依存性を活かしたスイッチング等の可能

性の検討

 相対論的な電子を制御することによる新奇機能の検討

トポロジカル半金属

逆ペロブスカイト物質A3EO

A=Ca, Sr,  Ba / E=Sn, Pb

• フェルミ面近傍のバンド構造に線形分散
を持つトポロジカル半金属

• 線形分散 → “相対論的”な電子

• スピン軌道相互作⽤とバンド反転の
競合により相対論的電⼦を制御可能

ハニカム格子模型

ハニカム格子模型＋実空間変調

• 適切な実空間構造によりトポロジカルに
非自明なギャップを導入

• 鏡映対称性によって保護されたトポロジ
カル相

• 終端修飾によりエッジ状態の様⼦が
⼤きく変化する

レーザー励起非弾性光電子分光
Keywords: : 表面ダイナミクス、非弾性相互作用、光電子分光）

ナノシステム分野 表面量子相物質グループ

荒船 竜一
ARAFUNE.Ryuichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/arafune_ryuichi

固体表面における吸着分子のダイナミクスを高い時間分解能、エネルギー分解能、波波数分解能

で観測する手法を開発する。

吸着分子の結合に寄与する低エネルギー振動モードのダイナミクスを高い時間分解能で測定する

手法が存在しない。

・ M. Minamitani, R. Arafune et al., Phys. Rev. B88, 224301 (2013).
・ R. Arafune et al., Phys. Rev. Lett. 95, 207601 (2005)
・ R. Arafune et al., Phys. Rev. B. 80, 073407 (2009).

 振動励起非弾性光電子放出過程の発見

 振動励起非弾性光電子放出における選択率

 光励起電子-格子の非弾性相互作用機構の解明

 固体表面における分子の振動ダイナミクスをピコ秒

オーダーの時間分解能で追跡する。
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炭素系繊維状軽量超伝導ファイバーの素材研究
Keywords: フラーレンナノファイバー、超伝導線材、物質探索、炭素系繊維素材

ナノシステム分野 ナノフロンティア超伝導材料グループ

竹屋 浩幸
TAKEYA.Hiroyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takeya_hiroyuki

 新しい超伝導線材の素材として軽量超伝導素材が必要とされている。

 軽量超伝導線材は、軽量マグネット用あるいは風力発電用ジェネレーター用として使用される。

 繊維状・ファイバー状である炭素系軽量繊維素材、フラーレンナノファイバーを研究していた。

 軽量超伝導線材の素材として、炭素系繊維素材の研究を行う。

 フラーレンファイバーについてアルカリ金属を添加し超伝導化を効率的かつ完全に行う。

 軽量超伝導ファイバーの超伝導臨界電流密度Jcを中心に線材としての特性を探る。

・H. Takeya et al. “Superconductivity in alkali-doped fullerene nanowhiskers,” J. Phys.-Cond. Mat. 28 (2016) 354003.

・H. Takeya et al. “On the superconductivity of the LixRhBy compositions,” Mat. Res. Express 1 (2014) 046001.

・竹屋浩幸,宮澤薫一,高野義彦「超伝導状態になる炭素系フラーレン繊維」機能材料Vol.32.No.10 （2012）56.

 フラーレンナノファイバーの超伝導化に成功。

 真空加熱法では超伝導体積分率もほぼ１００％。

 特許１件：特許5804598 

 特許出願１件：特願2016-031787 

 軽量フレキシブルカーボン系繊維状超伝導体の

線材を作製し、実用レベルの線材化をめざす。

IPA

C60 Nanowhiskers

C60 Toluene

LLIP Method (Liquid Liquid Interfacial Precipitation)

A3C60 Superconducting fullerene fiber

Cross‐section of wire by Groove‐rolling process 

炭素系素材、フラーレンナノウィスカーの超伝導化に成功し、より高いTｃの超伝導線材の作成を行っています。

Alkali metal 
doping 

Powder in tube method

遷移金属窒化物を用いた光電変換と光熱変換

遷移金属窒化物ナノ構造への光照射による光励起電荷及び熱の発生とその応用

Keywords: 光励起電荷、光電変換、光熱変換、太陽光エネルギー

ナノシステム分野 ナノ光制御グループ

石井 智
sishii@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sishii?locale=ja

太陽光から効率よく電荷を生成したり熱を得る需要の高まり

ナノ構造を用いた光学の急速な進展による光捕集効率の向上

窒化チタン(TiN)や窒化ジルコニウム(ZrN)などの遷移金属窒化物を用いたナノ光学の発展

遷移金属窒化物ナノ構造で発生する光励起電荷のダイナミクス及び生成原理の解明

可視・近赤外光照射により遷移金属窒化物ナノ構造から光触媒への電荷注入

遷移金属窒化物ナノ構造を用いた太陽熱発生と水の蒸留への応用

・ S. Ishii, et al, J. Phys. Chem. C 120, 2343-2348 (2016) 

・ 石井智, 長尾忠昭, 応用物理 86, 300-304 (2017) 

・ S. L. Shinde, et al, Appl. Mater. Inter. 10, 2460-2468 (2018) 

 可視光照射によりTiNから光誘起電荷を生成

 TiNナノ構造により９割以上の太陽光を捕集

 TiNナノ構造への太陽光照射で水蒸気発生を実証

 光励起電荷の発生効率の向上

 光励起化学反応への応用

 高効率な太陽光蒸留設備の開発
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炭素系繊維状軽量超伝導ファイバーの素材研究
Keywords: フラーレンナノファイバー、超伝導線材、物質探索、炭素系繊維素材

ナノシステム分野 ナノフロンティア超伝導材料グループ

竹屋 浩幸
TAKEYA.Hiroyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/takeya_hiroyuki

 新しい超伝導線材の素材として軽量超伝導素材が必要とされている。

 軽量超伝導線材は、軽量マグネット用あるいは風力発電用ジェネレーター用として使用される。

 繊維状・ファイバー状である炭素系軽量繊維素材、フラーレンナノファイバーを研究していた。

 軽量超伝導線材の素材として、炭素系繊維素材の研究を行う。

 フラーレンファイバーについてアルカリ金属を添加し超伝導化を効率的かつ完全に行う。

 軽量超伝導ファイバーの超伝導臨界電流密度Jcを中心に線材としての特性を探る。

・H. Takeya et al. “Superconductivity in alkali-doped fullerene nanowhiskers,” J. Phys.-Cond. Mat. 28 (2016) 354003.

・H. Takeya et al. “On the superconductivity of the LixRhBy compositions,” Mat. Res. Express 1 (2014) 046001.

・竹屋浩幸,宮澤薫一,高野義彦「超伝導状態になる炭素系フラーレン繊維」機能材料Vol.32.No.10 （2012）56.

 フラーレンナノファイバーの超伝導化に成功。

 真空加熱法では超伝導体積分率もほぼ１００％。

 特許１件：特許5804598 

 特許出願１件：特願2016-031787 

 軽量フレキシブルカーボン系繊維状超伝導体の

線材を作製し、実用レベルの線材化をめざす。

IPA

C60 Nanowhiskers

C60 Toluene

LLIP Method (Liquid Liquid Interfacial Precipitation)

A3C60 Superconducting fullerene fiber

Cross‐section of wire by Groove‐rolling process 

炭素系素材、フラーレンナノウィスカーの超伝導化に成功し、より高いTｃの超伝導線材の作成を行っています。

Alkali metal 
doping 

Powder in tube method

遷移金属窒化物を用いた光電変換と光熱変換

遷移金属窒化物ナノ構造への光照射による光励起電荷及び熱の発生とその応用

Keywords: 光励起電荷、光電変換、光熱変換、太陽光エネルギー

ナノシステム分野 ナノ光制御グループ

石井 智
sishii@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sishii?locale=ja

太陽光から効率よく電荷を生成したり熱を得る需要の高まり

ナノ構造を用いた光学の急速な進展による光捕集効率の向上

窒化チタン(TiN)や窒化ジルコニウム(ZrN)などの遷移金属窒化物を用いたナノ光学の発展

遷移金属窒化物ナノ構造で発生する光励起電荷のダイナミクス及び生成原理の解明

可視・近赤外光照射により遷移金属窒化物ナノ構造から光触媒への電荷注入

遷移金属窒化物ナノ構造を用いた太陽熱発生と水の蒸留への応用

・ S. Ishii, et al, J. Phys. Chem. C 120, 2343-2348 (2016) 

・ 石井智, 長尾忠昭, 応用物理 86, 300-304 (2017) 

・ S. L. Shinde, et al, Appl. Mater. Inter. 10, 2460-2468 (2018) 

 可視光照射によりTiNから光誘起電荷を生成

 TiNナノ構造により９割以上の太陽光を捕集

 TiNナノ構造への太陽光照射で水蒸気発生を実証

 光励起電荷の発生効率の向上

 光励起化学反応への応用

 高効率な太陽光蒸留設備の開発
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無秩序ソフトマターの非平衡ダイナミクス

ガラス転移温度直下において⾮晶質Ritonavir
は⽔素結合パターンと⾃由体積を変化させ、
安定な（結晶化しにくい）構造を獲得するこ
とが分かった。

Keywords: ソフトマター、非晶質、緩和、結晶化、過飽和、医薬品

ナノシステム分野 医療応用ソフトマターグループ

川上 亘作
KAWAKAMI.Kohsaku@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

 非晶質に関する基礎理論は無機化合物を想定しており、有機非晶質の挙動理解には不十分

 医薬品開発等において非晶質状態の利用は極めて有用

 非晶質ソフトマターは扱いが難しく、それが利用の大きな障害

 有機低分子が形成する非晶質の非平衡ダイナミクス理論を確立する

 有機低分子が形成する非晶質状態を高度に安定化する

 非晶質固体の過飽和溶解における分子状態を把握する

・K. Kawakami et al., Time-dependent phase separation of amorphous solid dispersions: Implications for accelerated 
stability studies. J. Drug Delivery Sci. Technol. 46, 197-206 (2018).
・S. Tominaka, K. Kawakami, et al., Physical stabilization of pharmaceutical glasses based on hydrogen bond 
reorganization under sub-Tg temperature. Mol. Pharmaceutics 14, 264-273 (2017).
・K. Kawakami, Supersaturation and crystallization: Non-equilibrium dynamics of amorphous solid dispersions for oral 
drug delivery, Exp. Opin. Drug Delivery, 14, 735-743 (2017).

 有機低分子の緩和過程における水素結合パターン

および自由体積の変化を確認

 ガラス転移直下の緩和で構造が安定化

 非晶質の過飽和溶解における構造形成、およびそ

の経粘膜透過への影響を確認

 熱履歴制御による非晶質構造の飛躍的な安定化

 化学構造と結晶化速度との関係を一般化

 非晶質の過飽和溶解過程の構造形成を制御

低分⼦医薬品化合物と⾼分⼦化合物から成
る⾮晶質固体分散体は、過飽和溶解過程に
おいてスピノーダル分解に基づく相分離を
起こす。希薄相濃度(XL)が経粘膜吸収量と
相関することが分かった。

リン脂質と油脂の物理化学

膜面積が変化できない支持膜に両親媒性分子（リポ多
糖、コレステロール修飾ゼラチン）が結合すると、脂質
から成る繊維構造が伸長する（上）。膜面積が変化で
きる支持膜に両親媒性分子が結合すると、膜面積は
増加し、その増加率は局所的に異なる（下）。

Keywords: リン脂質、トリアシルグリセロール

ナノシステム分野 医療応用ソフトマターグループ

片岡 知歩
KATAOKA.Chiho@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

 リン脂質から成る支持膜は、両親媒性分子ー脂質膜間相互作用を理解するのに役立つ実験系

である。

 生体中でのリン脂質ー油脂間相互作用はよく理解されていない。

 ガラス支持脂質二分膜を用いて、リン脂質膜への両親媒性分子の結合を観察し、結合を左右す

る因子を明らかにした。

 生体中の油脂の主成分であるトリアシルグリセロール中でのリン脂質の挙動を調べた。

・C. Kataoka-Hamai, Y. Kaizuka, T. Taguchi, Langmuir 2016, 32, 1250. 

・C. Kataoka-Hamai, T. Yamazaki, Lagnmuir 2015, 31, 1312.

・C. Kataoka-Hamai, M. Higuchi, J. Phys. Chem. B 2014, 118, 10934.

 支持膜への両親媒性分子の結合は、膜面積の可変/

不変および膜端に発生する線張力に依存する。

 トリアシルグリセロール中でリン脂質は様々な形状の逆

ミセルを形成する。

 バイオセンサー

リン脂質はトリアシルグリセロール中で多様な形状の
逆ミセルを形成する。蛍光顕微鏡を用いて、逆ミセ
ル構造を決定するパラメーターを同定した。
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無秩序ソフトマターの非平衡ダイナミクス

ガラス転移温度直下において⾮晶質Ritonavir
は⽔素結合パターンと⾃由体積を変化させ、
安定な（結晶化しにくい）構造を獲得するこ
とが分かった。

Keywords: ソフトマター、非晶質、緩和、結晶化、過飽和、医薬品

ナノシステム分野 医療応用ソフトマターグループ

川上 亘作
KAWAKAMI.Kohsaku@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

 非晶質に関する基礎理論は無機化合物を想定しており、有機非晶質の挙動理解には不十分

 医薬品開発等において非晶質状態の利用は極めて有用

 非晶質ソフトマターは扱いが難しく、それが利用の大きな障害

 有機低分子が形成する非晶質の非平衡ダイナミクス理論を確立する

 有機低分子が形成する非晶質状態を高度に安定化する

 非晶質固体の過飽和溶解における分子状態を把握する

・K. Kawakami et al., Time-dependent phase separation of amorphous solid dispersions: Implications for accelerated 
stability studies. J. Drug Delivery Sci. Technol. 46, 197-206 (2018).
・S. Tominaka, K. Kawakami, et al., Physical stabilization of pharmaceutical glasses based on hydrogen bond 
reorganization under sub-Tg temperature. Mol. Pharmaceutics 14, 264-273 (2017).
・K. Kawakami, Supersaturation and crystallization: Non-equilibrium dynamics of amorphous solid dispersions for oral 
drug delivery, Exp. Opin. Drug Delivery, 14, 735-743 (2017).

 有機低分子の緩和過程における水素結合パターン

および自由体積の変化を確認

 ガラス転移直下の緩和で構造が安定化

 非晶質の過飽和溶解における構造形成、およびそ

の経粘膜透過への影響を確認

 熱履歴制御による非晶質構造の飛躍的な安定化

 化学構造と結晶化速度との関係を一般化

 非晶質の過飽和溶解過程の構造形成を制御

低分⼦医薬品化合物と⾼分⼦化合物から成
る⾮晶質固体分散体は、過飽和溶解過程に
おいてスピノーダル分解に基づく相分離を
起こす。希薄相濃度(XL)が経粘膜吸収量と
相関することが分かった。

リン脂質と油脂の物理化学

膜面積が変化できない支持膜に両親媒性分子（リポ多
糖、コレステロール修飾ゼラチン）が結合すると、脂質
から成る繊維構造が伸長する（上）。膜面積が変化で
きる支持膜に両親媒性分子が結合すると、膜面積は
増加し、その増加率は局所的に異なる（下）。

Keywords: リン脂質、トリアシルグリセロール

ナノシステム分野 医療応用ソフトマターグループ

片岡 知歩
KATAOKA.Chiho@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

 リン脂質から成る支持膜は、両親媒性分子ー脂質膜間相互作用を理解するのに役立つ実験系

である。

 生体中でのリン脂質ー油脂間相互作用はよく理解されていない。

 ガラス支持脂質二分膜を用いて、リン脂質膜への両親媒性分子の結合を観察し、結合を左右す

る因子を明らかにした。

 生体中の油脂の主成分であるトリアシルグリセロール中でのリン脂質の挙動を調べた。

・C. Kataoka-Hamai, Y. Kaizuka, T. Taguchi, Langmuir 2016, 32, 1250. 

・C. Kataoka-Hamai, T. Yamazaki, Lagnmuir 2015, 31, 1312.

・C. Kataoka-Hamai, M. Higuchi, J. Phys. Chem. B 2014, 118, 10934.

 支持膜への両親媒性分子の結合は、膜面積の可変/

不変および膜端に発生する線張力に依存する。

 トリアシルグリセロール中でリン脂質は様々な形状の逆

ミセルを形成する。

 バイオセンサー

リン脂質はトリアシルグリセロール中で多様な形状の
逆ミセルを形成する。蛍光顕微鏡を用いて、逆ミセ
ル構造を決定するパラメーターを同定した。
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DDSシステムを応用した機能性食品

Keywords: ＤＤＳ、機能性食品、希少糖

ナノシステム分野 医療応用ソフトマターグループ

白井 暢子
SHIRAI.Yoko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

抗肥満や血糖上昇の抑制など生理活性を持つ希少糖は自然界には微量しか存在しないが、

近年、安価で大量に合成できる酵素が発見された。

希少糖は消化吸収性が低く、単独での摂取量が限られている。

 DDSシステムを新規の機能性食品へ応用する。

生理活性を持ちながら利用が進んでいない材料を有効活用する。

・Tatsuhiro Matsuo, Reika Ishii, Yoko Shirai. The 90-day oral toxicity of D-psicose in male Wistar rats. JOURNAL OF 
CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION. 50 [2] (2012) 158-161
・Yusuke IGA, Kazunori NAKAMICHI, Yoko SHIRAI, Tatsuhiro MATSUO. Acute and Sub-Chronic Toxicity of D-Allose in 
Rats. BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 74 [7] (2010) 1476-1478 

 食後の血糖上昇に合わせて希少糖を放出する担体、

架橋剤、溶液の条件を検討した。

 希少糖-DDSの長期摂取による肝臓、腎臓の肥大は希

少糖を単独摂取した場合と同程度であった。

 キャリアへの担持効率を上げる。

 消化管での吸収率を調節する。

 嗜好性を改善する。

一般的な単糖類の構造（左）と希少糖の構造（右）

希少糖-DDSの長期摂取による臓器への影響

希少糖-DDSの
消化吸収および
放出の概略図

架橋剤およびphによる放出スピードの調節

光応答足場材料による細胞の動的パターニング
Keywords: メカノバイオロジー，組織工学，細胞移動，薬剤スクリーニング

ナノシステム分野 メカノバイオロジーグループ

中西 淳
NAKANISHI.Jun@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/mechanobiology/

 細胞の動的パターニング技術は，組織工学や抗がん剤スクリーニングなどに有用。

 2-NB基を有する材料は動的パターニングに好適だが，その化学構造の検討は未着手。

 浸潤がんを先導するリーダー細胞の出現に対する外的因子の影響が未解明。

 2-NB基の置換基を，従来のmethyl基から嵩高いものに換えて高感度化をめざす。

 光応答足場材料で観察対象の細胞の環境を規格化して，精確な細胞移動解析を実施する。

 化学親和性が調節された足場材料を用いることで，リーダー細胞の出現への影響を調べる。

・S. Yamamoto, et al., “A dynamic biomaterial based on a 2-nitrobenzyl derivative with a tert-butyl substituent at 
the benzyl position: rapid response and minimized phototoxicity" ChemPhotoChem, in press

・S. A.  Abdellatef and J. Nakanishi, “Photoactivatable substrates for systematic study of the impact of an 
extracellular matrix ligand on appearance of leader cells in collective cell migration." Biomaterials, 169: 72 (2018)

 光分解速度が5倍高まった光応答足場材料を開発。

 光照射時間が短縮し，光毒性も低減された。

 一定の化学親和性でリーダー細胞が最も出現しや

すくなることが明らかになった。

 生理的な力学特性を有するハイドロゲル表面で

の本研究成果の検証。

 薬剤のハイスループットスクリーニングをめざした

光応答マルチウェルプレートの開発。

R=CH3

R=t-Bu

R = CH3→ t-Bu

光応答足場材料の作動原理。光照射に応じ
て細胞非付着性から付着性への変化する。

2‐NB linker

置換基を新たにした2-NBリンカー（左）
と光分解速度が5倍向上した様子（右）。

Le
ad

er
 c

el
ls

 a
pp

ea
ra

nc
e

0

0.4

0.8

1.2

100 10k 100k 1000k

cRGD density

Leader
UV

cells

2nd UV

Tuning cRGD
density here!

Cell migrationDefined geometry

光応答足場材料を用いる細胞移動の評価方法。
基質の化学親和性(cRGD密度)の影響を調べた。

基質の化学親和性に対してリーダー細胞
の出現率が極大値をとることを発見。
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DDSシステムを応用した機能性食品

Keywords: ＤＤＳ、機能性食品、希少糖

ナノシステム分野 医療応用ソフトマターグループ

白井 暢子
SHIRAI.Yoko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/medsoftmatter/index.html

抗肥満や血糖上昇の抑制など生理活性を持つ希少糖は自然界には微量しか存在しないが、

近年、安価で大量に合成できる酵素が発見された。

希少糖は消化吸収性が低く、単独での摂取量が限られている。

 DDSシステムを新規の機能性食品へ応用する。

生理活性を持ちながら利用が進んでいない材料を有効活用する。

・Tatsuhiro Matsuo, Reika Ishii, Yoko Shirai. The 90-day oral toxicity of D-psicose in male Wistar rats. JOURNAL OF 
CLINICAL BIOCHEMISTRY AND NUTRITION. 50 [2] (2012) 158-161
・Yusuke IGA, Kazunori NAKAMICHI, Yoko SHIRAI, Tatsuhiro MATSUO. Acute and Sub-Chronic Toxicity of D-Allose in 
Rats. BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY. 74 [7] (2010) 1476-1478 

 食後の血糖上昇に合わせて希少糖を放出する担体、

架橋剤、溶液の条件を検討した。

 希少糖-DDSの長期摂取による肝臓、腎臓の肥大は希

少糖を単独摂取した場合と同程度であった。

 キャリアへの担持効率を上げる。

 消化管での吸収率を調節する。

 嗜好性を改善する。

一般的な単糖類の構造（左）と希少糖の構造（右）

希少糖-DDSの長期摂取による臓器への影響

希少糖-DDSの
消化吸収および
放出の概略図

架橋剤およびphによる放出スピードの調節

光応答足場材料による細胞の動的パターニング
Keywords: メカノバイオロジー，組織工学，細胞移動，薬剤スクリーニング

ナノシステム分野 メカノバイオロジーグループ

中西 淳
NAKANISHI.Jun@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/mechanobiology/

 細胞の動的パターニング技術は，組織工学や抗がん剤スクリーニングなどに有用。

 2-NB基を有する材料は動的パターニングに好適だが，その化学構造の検討は未着手。

 浸潤がんを先導するリーダー細胞の出現に対する外的因子の影響が未解明。

 2-NB基の置換基を，従来のmethyl基から嵩高いものに換えて高感度化をめざす。

 光応答足場材料で観察対象の細胞の環境を規格化して，精確な細胞移動解析を実施する。

 化学親和性が調節された足場材料を用いることで，リーダー細胞の出現への影響を調べる。

・S. Yamamoto, et al., “A dynamic biomaterial based on a 2-nitrobenzyl derivative with a tert-butyl substituent at 
the benzyl position: rapid response and minimized phototoxicity" ChemPhotoChem, in press

・S. A.  Abdellatef and J. Nakanishi, “Photoactivatable substrates for systematic study of the impact of an 
extracellular matrix ligand on appearance of leader cells in collective cell migration." Biomaterials, 169: 72 (2018)

 光分解速度が5倍高まった光応答足場材料を開発。

 光照射時間が短縮し，光毒性も低減された。

 一定の化学親和性でリーダー細胞が最も出現しや

すくなることが明らかになった。

 生理的な力学特性を有するハイドロゲル表面で

の本研究成果の検証。

 薬剤のハイスループットスクリーニングをめざした

光応答マルチウェルプレートの開発。

R=CH3

R=t-Bu

R = CH3→ t-Bu

光応答足場材料の作動原理。光照射に応じ
て細胞非付着性から付着性への変化する。

2‐NB linker

置換基を新たにした2-NBリンカー（左）
と光分解速度が5倍向上した様子（右）。
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光応答足場材料を用いる細胞移動の評価方法。
基質の化学親和性(cRGD密度)の影響を調べた。

基質の化学親和性に対してリーダー細胞
の出現率が極大値をとることを発見。
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健康寿命延伸に向けた抗炎症スマートポリマー

介護が必要となった原因疾病の６０％が炎症に起因する。

Keywords: 抗炎症治療、アポトーシス、フォスファチジルセリン

MANA准主任研究者 / ナノシステム分野 メカノバイオロジーグループ

荏原 充宏
EBARA.Mitsuhiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/bmc/group/smartbiomaterials/

健康寿命低下の主な原因は運動機能障害や脳血管障害などの炎症疾患である。

抗炎症バイオ医薬品の市場が爆発的に拡大している。

抗炎症性を有するポリマーの開発によって、医療機器へのコーティングなど応用範囲が広がる。

非炎症的に細胞死を完結するアポトーシス細胞に注目。

アポトーシス細胞膜に内在するホスファチジルセリンを模倣したポリマーの合成。

マクロファージを用いた抗炎症性評価。

・Y. Nakagawa et al., ACS Macro Letter, 6 (9), 1020-1024 (2017).
・Y. Nakagawa et al., Polymer, 134, 85-9 (2018).
・荏原充宏ら 特許第6206916号

 MPSポリマーの合成に成功

 マクロファージの炎症抑制に成功

 様々な形態に加工可能

 In vivoでの抗炎症試験の検証

 粒子化、ゲル化、ファイバー化

 現在使われている抗炎症薬との性能比較

脳梗塞
脳出⾎

パーキンソン病
アルツハイマー病

⾻粗鬆症
関節リウマチ

肺炎
ガン

⼼臓病
糖尿病

細胞膜リン脂質の構造と種類。

アポトーシス細胞膜のフォスファチジルセリン
を模倣した抗炎症ポリマー(MPS)。

頭部基換算濃度( mM )

マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ

の
炎
症
活
性

Photo

高分子ゲルの粘弾性制御を基盤とした
細胞足場材料の創製

アゾベンゼン含有ブロック共重合体の
光異性化状態が、ナノ不均⼀構造を持
つイオン液体の粘弾性スイッチに繋が
る分⼦システムを構築した。

Keywords: ブロック共重合体 RAFT重合 ATRP ゲル イオン液体 動的細胞足場

上木 岳士
UEKI.Takeshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ueki_takeshi

 生理化学的要因のみならず細胞周辺の機械的環境が、その挙動に影響を与える。

 ナノメートルオーダーの微細な不均一界面がタンパク質の吸着を支配する。

 これら二つの要因を可逆かつ独立に制御する方法論は未開拓である。

 液体中における高分子の可逆的相変化を利用して、細胞周辺の機械的環境(粘弾性、応力緩和

等)の制御可能な足場材料を確立する。

 ブロック共重合体やイオン液体のナノ相分離を内包したソフト材料を利用し、タンパク質の吸着状

態制御や、集積化を目指す。

・T. Ueki et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 5, 3018.
・R. Tamate et al., Chem. Mater., 2016, 28, 6401.
・M. Onoda et al., Nature Commun., 2017, 8, 15862.

 ブロック共重合体の刺激応答性(物理刺激、化学

刺激)に応じて物理架橋構造を組み替えることで可

逆に液体の粘弾性を制御できるソフト材料を実現し

た。

 生理条件下で適用可能なソフト材料の構築。

 ナノ不均一構造を内包する流体(例えばイオン液体、

溶融状態にあるブロック共重合体)のソフト材料化。

 多彩なメカニカルストレスを細胞に与える分子シス

テムの開発。

ブロック共重合体の光⼆量化反応を利⽤した、新
規⾼分⼦ゲルの応⼒緩和スイッチング。この材料
を三次元細胞培養に適⽤したところ、応⼒緩和の
時空間変化に伴う細胞挙動の変化が観測された。

化学振動反応にカップリングし
て液体の粘弾性を⾃律変化させ
る、⾼分⼦流体。外部刺激を印
加することなく、ゲル状態とゾ
ル状態を可逆に変化させる様⼦
が⾒てとれる。

ナノシステム分野 メカノバイオロジーグループ 
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健康寿命延伸に向けた抗炎症スマートポリマー

介護が必要となった原因疾病の６０％が炎症に起因する。

Keywords: 抗炎症治療、アポトーシス、フォスファチジルセリン

MANA准主任研究者 / ナノシステム分野 メカノバイオロジーグループ

荏原 充宏
EBARA.Mitsuhiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/bmc/group/smartbiomaterials/

健康寿命低下の主な原因は運動機能障害や脳血管障害などの炎症疾患である。

抗炎症バイオ医薬品の市場が爆発的に拡大している。

抗炎症性を有するポリマーの開発によって、医療機器へのコーティングなど応用範囲が広がる。

非炎症的に細胞死を完結するアポトーシス細胞に注目。

アポトーシス細胞膜に内在するホスファチジルセリンを模倣したポリマーの合成。

マクロファージを用いた抗炎症性評価。

・Y. Nakagawa et al., ACS Macro Letter, 6 (9), 1020-1024 (2017).
・Y. Nakagawa et al., Polymer, 134, 85-9 (2018).
・荏原充宏ら 特許第6206916号

 MPSポリマーの合成に成功

 マクロファージの炎症抑制に成功

 様々な形態に加工可能

 In vivoでの抗炎症試験の検証

 粒子化、ゲル化、ファイバー化

 現在使われている抗炎症薬との性能比較

脳梗塞
脳出⾎

パーキンソン病
アルツハイマー病

⾻粗鬆症
関節リウマチ

肺炎
ガン

⼼臓病
糖尿病

細胞膜リン脂質の構造と種類。

アポトーシス細胞膜のフォスファチジルセリン
を模倣した抗炎症ポリマー(MPS)。

頭部基換算濃度( mM )

マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ

の
炎
症
活
性

Photo

高分子ゲルの粘弾性制御を基盤とした
細胞足場材料の創製

アゾベンゼン含有ブロック共重合体の
光異性化状態が、ナノ不均⼀構造を持
つイオン液体の粘弾性スイッチに繋が
る分⼦システムを構築した。

Keywords: ブロック共重合体 RAFT重合 ATRP ゲル イオン液体 動的細胞足場

上木 岳士
UEKI.Takeshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ueki_takeshi

 生理化学的要因のみならず細胞周辺の機械的環境が、その挙動に影響を与える。

 ナノメートルオーダーの微細な不均一界面がタンパク質の吸着を支配する。

 これら二つの要因を可逆かつ独立に制御する方法論は未開拓である。

 液体中における高分子の可逆的相変化を利用して、細胞周辺の機械的環境(粘弾性、応力緩和

等)の制御可能な足場材料を確立する。

 ブロック共重合体やイオン液体のナノ相分離を内包したソフト材料を利用し、タンパク質の吸着状

態制御や、集積化を目指す。

・T. Ueki et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 5, 3018.
・R. Tamate et al., Chem. Mater., 2016, 28, 6401.
・M. Onoda et al., Nature Commun., 2017, 8, 15862.

 ブロック共重合体の刺激応答性(物理刺激、化学

刺激)に応じて物理架橋構造を組み替えることで可

逆に液体の粘弾性を制御できるソフト材料を実現し

た。

 生理条件下で適用可能なソフト材料の構築。

 ナノ不均一構造を内包する流体(例えばイオン液体、

溶融状態にあるブロック共重合体)のソフト材料化。

 多彩なメカニカルストレスを細胞に与える分子シス

テムの開発。

ブロック共重合体の光⼆量化反応を利⽤した、新
規⾼分⼦ゲルの応⼒緩和スイッチング。この材料
を三次元細胞培養に適⽤したところ、応⼒緩和の
時空間変化に伴う細胞挙動の変化が観測された。

化学振動反応にカップリングし
て液体の粘弾性を⾃律変化させ
る、⾼分⼦流体。外部刺激を印
加することなく、ゲル状態とゾ
ル状態を可逆に変化させる様⼦
が⾒てとれる。

ナノシステム分野 メカノバイオロジーグループ 
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第一原理的手法による電子構造解析

顔
写真

Keywords:  第一原理計算、 電子物性

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

新井 正男
ARAI.Masao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/arai_masao

計算機によって物質の特性を予測することができれば、新規材料の開発に有用な方法となる。物性

物理学における様々な理論研究の成果を、具体的な物質群へ適用する研究が必要とされている。

非経験的手法による電子構造計算は広く利用されているが、得られた電子構造から物質の物性を

予測するためには、多様な理論と組み合わせる必要が生じるため、様々な課題が残されている。

・ M. Arai, Y. Hatsugai, Phys. Rev. B 79, 075429 (2009) 
・ M. Isobe, M. Arai, and N. Shirakawa,, Phys. Rev. B 93, 054519 (2016) 

 第一原理的手法による電子構造解析

 電子構造データを用いた電子物性評価

 計算手法の汎用化

 計算プログラムの公開

(2)電子物性評価の例
強結合(タイトバインディング）近似を用いて磁場

中の電子構造を求め、グラフェンの量子化された
ホール伝導度(チャーン数)を定量的に評価した。

(1) 第一原理的手法による電子構造解析
NIMSで発見された「反転対称性のない超伝導体」
SrAuSi3について、第一原理的手法による電子構造計
算から、スピン軌道相互作用の与える影響を解析し
た。

典型元素無機化合物の理論計算研究
Keywords: ナノシミュレーション、典型軽元素無機物質

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

末原 茂
SUEHARA.Shigeru@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/mana/

 物質科学分野における計算研究の需要拡大

 物性発現のメカニズムの理解

 （半）定量性をもったシミュレーション手法の開発

 対象とする物質系のスケールに適した理論の選択とコードの開発

 化学的・熱力学的環境（温度、圧力、化学ポテンシャルなど）を取り込んだモデルの構築

 近似モデルの適用限界の見極めによる信頼性の高い計算結果の導出

・ S. Suehara, J. Comput. Chem. Jpn. 14 A25 (2015); S. Suehara, H. Yamada, Geo. Cosmo. Acta 109, 62 (2013). 
• 密度汎関数理論入門 理論とその応用, D. Sholl, J. A. Steckel  (著), 佐々木泰造，末原茂 (共訳), 吉岡書店 (2014).   
• T. Aizawa, S. Suehara, S. Otani, J. Phys.: Cond. Mat. 27, 305002 (2015); J. Phys. Chem. C 118, 23049 (2014).

 一般的な物質シミュレーションにおける構造モデルのス

ケールや時間のスケールは、現実系のそれらと大きく

乖離しているため、計算結果の解釈には懐疑的な視

点が必要

 理論計算の適用範囲の拡張

 現実味のある物性値や動的シミュレーションの提供

 計算シミュレーションによる新たな物質・材料の設計

推奨：HGPゴシックM 7ポイント

Ex. Ion-exchange chemistry 
of radioactive ions with 

soils at various conditions 
(N, P, T, μ, … )

Ex. Entropy & Heat capacity of mica
(theory vs. experiment)

Ex. Exploring novel nanosheets & 1D/2D-
surface materials by theoretical 

computational calculations and various 
experiments

Photo
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第一原理的手法による電子構造解析

顔
写真

Keywords:  第一原理計算、 電子物性

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

新井 正男
ARAI.Masao@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/arai_masao

計算機によって物質の特性を予測することができれば、新規材料の開発に有用な方法となる。物性

物理学における様々な理論研究の成果を、具体的な物質群へ適用する研究が必要とされている。

非経験的手法による電子構造計算は広く利用されているが、得られた電子構造から物質の物性を

予測するためには、多様な理論と組み合わせる必要が生じるため、様々な課題が残されている。

・ M. Arai, Y. Hatsugai, Phys. Rev. B 79, 075429 (2009) 
・ M. Isobe, M. Arai, and N. Shirakawa,, Phys. Rev. B 93, 054519 (2016) 

 第一原理的手法による電子構造解析

 電子構造データを用いた電子物性評価

 計算手法の汎用化

 計算プログラムの公開

(2)電子物性評価の例
強結合(タイトバインディング）近似を用いて磁場

中の電子構造を求め、グラフェンの量子化された
ホール伝導度(チャーン数)を定量的に評価した。

(1) 第一原理的手法による電子構造解析
NIMSで発見された「反転対称性のない超伝導体」
SrAuSi3について、第一原理的手法による電子構造計
算から、スピン軌道相互作用の与える影響を解析し
た。

典型元素無機化合物の理論計算研究
Keywords: ナノシミュレーション、典型軽元素無機物質

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

末原 茂
SUEHARA.Shigeru@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/mana/

 物質科学分野における計算研究の需要拡大

 物性発現のメカニズムの理解

 （半）定量性をもったシミュレーション手法の開発

 対象とする物質系のスケールに適した理論の選択とコードの開発

 化学的・熱力学的環境（温度、圧力、化学ポテンシャルなど）を取り込んだモデルの構築

 近似モデルの適用限界の見極めによる信頼性の高い計算結果の導出

・ S. Suehara, J. Comput. Chem. Jpn. 14 A25 (2015); S. Suehara, H. Yamada, Geo. Cosmo. Acta 109, 62 (2013). 
• 密度汎関数理論入門 理論とその応用, D. Sholl, J. A. Steckel  (著), 佐々木泰造，末原茂 (共訳), 吉岡書店 (2014).   
• T. Aizawa, S. Suehara, S. Otani, J. Phys.: Cond. Mat. 27, 305002 (2015); J. Phys. Chem. C 118, 23049 (2014).

 一般的な物質シミュレーションにおける構造モデルのス

ケールや時間のスケールは、現実系のそれらと大きく

乖離しているため、計算結果の解釈には懐疑的な視

点が必要

 理論計算の適用範囲の拡張

 現実味のある物性値や動的シミュレーションの提供

 計算シミュレーションによる新たな物質・材料の設計

推奨：HGPゴシックM 7ポイント

Ex. Ion-exchange chemistry 
of radioactive ions with 

soils at various conditions 
(N, P, T, μ, … )

Ex. Entropy & Heat capacity of mica
(theory vs. experiment)

Ex. Exploring novel nanosheets & 1D/2D-
surface materials by theoretical 

computational calculations and various 
experiments

Photo
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MXene-グラフェン複合層状化合物

MXene-グラフェン複合層状化合Sc2B1.1C3.2の構造

Keywords: MXene、グラフェン、層状化合物、Liイオン電池

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

速水 渉
HAYAMI.Wataru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hayami_wataru

 NIMSで発見されたMXene-グラフェン複合層状化合物Sc2B1.1C3.2

 積層の仕方やグラフェン層の詳細な構造が未解決

 BC2の組成からなるグラフェンはこれまで未発見

 詳細な構造の第一原理計算による理論的な解析

 新規層状複合化合物の発見

 Liイオン電池の負極への応用

・W. Hayami, T. Tanaka, J. Solid State Chem. 254 (2017) 144
・Y. Shi, T. Tanaka et al. J. Solid State Chem. 148 (1999) 442
・M. Onoda, Y. Shi, A. Leithe-Jasper, T. Tanaka, Acta Cryst. B57 (2001) 449

 MXene-グラフェン複合層状化合物Sc2B1.1C3.2の詳細

な構造の解明

 BC2の組成からなるグラフェンの発見

 BC2グラフェンはLiイオン電池の負極材料として有望

 安定なMXene-グラフェン複合層状化合物の合成

 実験と理論計算との対応

 電荷に依存した安定性の解析

B
C

理論計算により明らかになったBC2の組成
からなるグラフェン層の構造

グラフェン状BC2のLiのインターカレーション
ポテンシャル

新規物質判定スキームの理論的構築

例として，近年理論的に認識され，また光電子分光などの大掛かりな装置を用いて実験的にも検証されたトポロジ
カル絶縁体を取り上げた．この物質群は，散逸のない電流やスピン流が期待されることから，エネルギー材料として
も注目を集めている．現在，第一原理計算による「予言」に基づいて新物質合成が精力的に行われている．合成
された物質が然るべき性質を有しているか否かの判定に，本研究で提案するテーブルトップスケールで非接触な
光学的判定法を有効であると考える．

Keywords: 物性理論，光と物質の相互作用

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

井上 純一
INOUE.Junichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/inoue_junichi

 新規物質開発においては，低コストでその特性発現の成否の見極めが可能な方法が必須

 その方法は，測定による不要な要因の混入が避けられる方が望ましい

 非接触判定法を実現するために，光学的性質に注目

 第一原理計算とは対照的な，有効模型に基づいて定式化

 当該物質の特性を発現する主要因を抽出し，それらと光の相互作用を記述

 低コスト，非接触な物質判定手法を理論的に提案

・J. Inoue, Optics Express 21, p.8564 (2013)

・J. Inoue, Optics Express 21, p.21317 (2013)

 トポロジカル絶縁体の光学的判定法を提案

 非接触で，低コスト

 実験結果の定量的解析が不要

 その他の新規物質に対する方法提案

 物質系に即した光源の選択
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MXene-グラフェン複合層状化合物

MXene-グラフェン複合層状化合Sc2B1.1C3.2の構造

Keywords: MXene、グラフェン、層状化合物、Liイオン電池

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

速水 渉
HAYAMI.Wataru@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hayami_wataru

 NIMSで発見されたMXene-グラフェン複合層状化合物Sc2B1.1C3.2

 積層の仕方やグラフェン層の詳細な構造が未解決

 BC2の組成からなるグラフェンはこれまで未発見

 詳細な構造の第一原理計算による理論的な解析

 新規層状複合化合物の発見

 Liイオン電池の負極への応用

・W. Hayami, T. Tanaka, J. Solid State Chem. 254 (2017) 144
・Y. Shi, T. Tanaka et al. J. Solid State Chem. 148 (1999) 442
・M. Onoda, Y. Shi, A. Leithe-Jasper, T. Tanaka, Acta Cryst. B57 (2001) 449

 MXene-グラフェン複合層状化合物Sc2B1.1C3.2の詳細

な構造の解明

 BC2の組成からなるグラフェンの発見

 BC2グラフェンはLiイオン電池の負極材料として有望

 安定なMXene-グラフェン複合層状化合物の合成

 実験と理論計算との対応

 電荷に依存した安定性の解析

B
C

理論計算により明らかになったBC2の組成
からなるグラフェン層の構造

グラフェン状BC2のLiのインターカレーション
ポテンシャル

新規物質判定スキームの理論的構築

例として，近年理論的に認識され，また光電子分光などの大掛かりな装置を用いて実験的にも検証されたトポロジ
カル絶縁体を取り上げた．この物質群は，散逸のない電流やスピン流が期待されることから，エネルギー材料として
も注目を集めている．現在，第一原理計算による「予言」に基づいて新物質合成が精力的に行われている．合成
された物質が然るべき性質を有しているか否かの判定に，本研究で提案するテーブルトップスケールで非接触な
光学的判定法を有効であると考える．

Keywords: 物性理論，光と物質の相互作用

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

井上 純一
INOUE.Junichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/inoue_junichi

 新規物質開発においては，低コストでその特性発現の成否の見極めが可能な方法が必須

 その方法は，測定による不要な要因の混入が避けられる方が望ましい

 非接触判定法を実現するために，光学的性質に注目

 第一原理計算とは対照的な，有効模型に基づいて定式化

 当該物質の特性を発現する主要因を抽出し，それらと光の相互作用を記述

 低コスト，非接触な物質判定手法を理論的に提案

・J. Inoue, Optics Express 21, p.8564 (2013)

・J. Inoue, Optics Express 21, p.21317 (2013)

 トポロジカル絶縁体の光学的判定法を提案

 非接触で，低コスト

 実験結果の定量的解析が不要

 その他の新規物質に対する方法提案

 物質系に即した光源の選択
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未知物質の探索

顔
写真

Keywords: 未知物質、探索、第一原理計算、ナノ構造、熱電物質

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

小林 一昭
KOBAYASHI.Kazuaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/staff/kobayak/index.html

 第一原理電子状態計算手法の開発と整備

 擬ポテンシャルデータベース(NCPS2K)の整備・拡張

 バンドエンジニアリング（電子構造をいじる）

 第一原理電子状態計算手法による未知物質の探索

 ナノ構造の構築による新奇物性の探索

 熱電物質への応用（バンドエンジニアリング）

・K. Kobayashi, A. U. Khan, and T. Mori, Jpn. J. Appl. Phys. 56[5S3] (2017) 05FB07.

・K. Kobayashi, H. Takaki, M. Shimono, N. Kobayashi, and K. Hirose, Jpn. J. Appl. Phys. 56[4S] (2017). 

・H. Takaki, K. Kobayashi, M. Shimono, N. Kobayashi and K. Hirose, J. Appl. Phys. 119 (2016) 014302.

 TiNドット/MgO基盤ナノ構造の第一原理計算

 圧力下でのSi, TeドープCoSb3化合物の第一原理計算

 ナノ構造構築とバンドエンジニアリングを実現

 より大規模な系への対応

 計算コードの整備と拡張

 NCPS2Kの充実

P=0 GPa

P=10 GPa

P=30 GPa

P=50 GPa

P=100 GPa

Rectangular TiN dot/MgO-2x2, 3x3超格子構造の状態密度 Co8Sb21Si2Te１の圧力による状態密度の変化

P = 0 GPa P = 100 GPa

Co8Sb21Si2Te１

超格子構造：1x1 – 5x5

バンド構造

トポロジカル物質の設計理論の構築
Keywords: トポロジカル物質相，磁性体，冷却原子系，スピン・軌道結合と超伝導，超伝導体ネットワーク

ナノセオリー分野 機能創成理論グループ

田中 秋広
ＴＡＮＡＫＡ．Ａkihiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mana/jp/member/nano_theory.html#4

 トポロジカル絶縁体は，結晶の乱れやノイズに著しく強い量子機能を持つ

 外部摂動に対して，同様の強い耐性を持つ物質相（トポロジカル相）を他の物質群でも探索したい

 従来物質相（超伝導・磁性）の様にトポロジカル相を統計力学的に簡便に扱う理論手法が必要

 トポロジカル物質相の興隆以前に開発したトポロジーセンシティブな理論的枠組みを活用

 通常の物質相と同じように統計力学的に扱う方法を確立する

 新規物質だけでなく，従来物質を接合・ネットワーク化させることで創発するトポロジカル相の設計

・S. Takayoshi, P. Pujol,  and A. Tanaka, Phys. Rev. B 94 235159 (2016). 
・田中秋広 数理科学 653 26 (2017).

・K.-S. Kim and A. Tanaka in The Multifaceted Skyrmion, 2nd edition, World Scientific (2016).[Topical review]

 トポロジカル相の物性を調べる統計力学的手法

 磁性体・冷却原子系において有効性を確認

 微小超伝導体ネットワークのトポロジカル相を設計

 スピン・軌道結合の強い超伝導体の輸送特性

 第一原理計算と組み合わせて候補物質を提示

 量子電荷ポンプの具体的な設計

 1原子層超伝導等を照準に実験チームと連携

トピック1

competition

,

topological
model

Vortex motion

k‐space topology

novel
transport

real ‐space 
topology

相関の強い多体系では様々な秩序
相が複雑に競合する．以前これらの
秩序を全体として扱い，トポロジカル
量子効果の情報を抽出する手法を
開発した．(AT and X. Hu, Phys. Rev. 
Lett. 95 036402 (2005). ) これを磁性
体・冷却原子系のトポロジカル相の
分類・同定・統計力学的理論の構
築，に適用できることを示した．

トピック2

トピック1の方法を超伝導
体に適用した．
微小超伝導体をネットワー
クに配列した場合にトポロ
ジカル相が実現されるため
の条件を特定した．これは
電荷の量子ポンプとしての
機能を示す．
また，スピン・軌道相互作
用が強い物質における超
伝導相では，実空間と運
動量空間のトポロジーが連
携して特有のホール効果
が出現することが分かった．
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未知物質の探索

顔
写真

Keywords: 未知物質、探索、第一原理計算、ナノ構造、熱電物質

ナノセオリー分野 ナノ計算材料科学グループ

小林 一昭
KOBAYASHI.Kazuaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/staff/kobayak/index.html

 第一原理電子状態計算手法の開発と整備

 擬ポテンシャルデータベース(NCPS2K)の整備・拡張

 バンドエンジニアリング（電子構造をいじる）

 第一原理電子状態計算手法による未知物質の探索

 ナノ構造の構築による新奇物性の探索

 熱電物質への応用（バンドエンジニアリング）

・K. Kobayashi, A. U. Khan, and T. Mori, Jpn. J. Appl. Phys. 56[5S3] (2017) 05FB07.

・K. Kobayashi, H. Takaki, M. Shimono, N. Kobayashi, and K. Hirose, Jpn. J. Appl. Phys. 56[4S] (2017). 

・H. Takaki, K. Kobayashi, M. Shimono, N. Kobayashi and K. Hirose, J. Appl. Phys. 119 (2016) 014302.
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バンド構造

トポロジカル物質の設計理論の構築
Keywords: トポロジカル物質相，磁性体，冷却原子系，スピン・軌道結合と超伝導，超伝導体ネットワーク

ナノセオリー分野 機能創成理論グループ

田中 秋広
ＴＡＮＡＫＡ．Ａkihiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/mana/jp/member/nano_theory.html#4
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 外部摂動に対して，同様の強い耐性を持つ物質相（トポロジカル相）を他の物質群でも探索したい

 従来物質相（超伝導・磁性）の様にトポロジカル相を統計力学的に簡便に扱う理論手法が必要

 トポロジカル物質相の興隆以前に開発したトポロジーセンシティブな理論的枠組みを活用

 通常の物質相と同じように統計力学的に扱う方法を確立する
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・田中秋広 数理科学 653 26 (2017).
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相が複雑に競合する．以前これらの
秩序を全体として扱い，トポロジカル
量子効果の情報を抽出する手法を
開発した．(AT and X. Hu, Phys. Rev. 
Lett. 95 036402 (2005). ) これを磁性
体・冷却原子系のトポロジカル相の
分類・同定・統計力学的理論の構
築，に適用できることを示した．
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トピック1の方法を超伝導
体に適用した．
微小超伝導体をネットワー
クに配列した場合にトポロ
ジカル相が実現されるため
の条件を特定した．これは
電荷の量子ポンプとしての
機能を示す．
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The magnetic properties are investigated at the
molecular level, by constructing and solving realistic
model, extracted from first-principles calculations.

Emergent magnetic properties of complex 
oxide materials

Keywords: Electronic structure, magnetism, transition-metal oxides

Solovyev Igor

SOLOVYEV.Igor@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/SOLOVYEV_Igor-e.html

 Search for new magnetic materials with new functionalities, which can be used in a 
new generation of electronic devices, is an important strategic goal.

 The magnetic oxides are regarded as one of the key materials in this research. 
 The first-principles calculations is the powerful tool of the materials science. 

 Understanding magnetic properties on the basis of first-principles calculations.
 Theoretical search for new magnetic materials with new functionalities.
 Building microscopic theories for magnetic properties of real materials.

 I.V. Solovyev, J. Phys.: Condens Matter 20, 293201 (2008) [Topical Review] 
 S.A. Nikolaev and I.V. Solovyev, Phys. Rev. B 90, 184425 (2014)
 I.V. Solovyev, Phys. Rev. B 95, 214406 (2017)

 Electronic and magnetic properties of the wide 
class of magnetic materials are systematically 
studied on the microscopic level, by combining 
first-principles calculations with the model 
Hamiltonian techniques.

 New theoretical approach for studying electronic 
and magnetic properties

 Microscopic theory of electric polarization 
induced by complex magnetic order

 Theoretical prediction of new functionalities of 
the magnetic materials

Microscopic theories of inversion symmetry 
breaking and electric polarization induced by 
complex magnetic order.

Orbital ordering, low-dimensional 
magnetism, and multiferroic phase in 
NaO2: new molecular p-electron analog of 
transition-metal oxides.

Novel aspects of orbital magnetism: 
itinerant magnetization in prototype Mott 
insulators and its possible implications.

Nano-Theory Field / Emergent Materials Property Theory Group 

クラスター非平衡緩和法の新展開

磁化と相関長に基づくクラスター非平衡緩和の定式化：

左図は無限レンジ（＝無限次元）イジングモデルの
磁化の時間依存性の解析的表式と数値計算の⽐較、
右図は現象論的に導出された２次元イジングモデル
の相関⻑のスケーリング型の数値計算への適⽤例

Keywords: 相転移、クラスターアルゴリズム、非平衡緩和、相関長、Binder比、量子相転移

ナノセオリー分野 機能創成理論グループ

野々村 禎彦
NONOMURA.Yoshihiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/mana/index.html

 相転移研究の新手法「クラスター非平衡緩和法」を提唱し、さまざまな古典スピン系に適用した

 この手法の基礎となる、非平衡臨界緩和の関数型「引き伸ばされた指数緩和」の理論的導出

 適用範囲の拡張、特にクラスターアルゴリズムが標準的な手法である量子スピン系への拡張

 相関長に基づいた定式化：無限次元系で解析的・有限次元系で現象論的に緩和関数型を導出

 Binder比に基づいた定式化：初期臨界緩和のガウス分布的な振舞を磁化分布の計算で示した

 量子相転移への拡張：ダイマー化した２次元S=1/2反強磁性ハイゼンベルク系の高精度計算

・Y. Nonomura and Y. Tomita, Physical Review E 93, 012101 (2016).

・Y. Nonomura and Y. Tomita, arXiv:1801.10315 (2018).

・Y. Tomita and Y. Nonomura, unpublished.

 クラスター非平衡臨界緩和型を理論的に導出した

 クラスター非平衡臨界緩和のガウス分布性の指摘

 クラスター非平衡緩和法を量子相転移に拡張した

 緩和関数型の理論的導出の拡張と一般化

 ガウス分布・平衡分布の推移、初期状態依存性

 未解決・未知の量子相転移への本手法の適用
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磁化とBinder比に基づくクラスター非平衡緩和の定式化：

左図は２次元イジングモデルのBinder⽐を相関⻑と
同様のスケーリング変数でスケールした数値計算、
右図は２次元イジングモデルの初期緩和では磁化の
分布関数がガウス分布になることを⽰す数値計算

ダイマー化した２次元S=1/2反強磁性ハイゼンベルクモデルに
おけるネール／ダイマー量⼦相転移の模式図

左図のモデルの量⼦相転移点において
Binder⽐を本⼿法で解析すると⾼精度で
スケールし、量⼦相転移への拡張に成功

－ 316－

国
際
ナ
ノ
ア
ー
キ
テ
ク
ト
ニ
ク
ス



The magnetic properties are investigated at the
molecular level, by constructing and solving realistic
model, extracted from first-principles calculations.

Emergent magnetic properties of complex 
oxide materials

Keywords: Electronic structure, magnetism, transition-metal oxides

Solovyev Igor

SOLOVYEV.Igor@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/SOLOVYEV_Igor-e.html

 Search for new magnetic materials with new functionalities, which can be used in a 
new generation of electronic devices, is an important strategic goal.

 The magnetic oxides are regarded as one of the key materials in this research. 
 The first-principles calculations is the powerful tool of the materials science. 

 Understanding magnetic properties on the basis of first-principles calculations.
 Theoretical search for new magnetic materials with new functionalities.
 Building microscopic theories for magnetic properties of real materials.

 I.V. Solovyev, J. Phys.: Condens Matter 20, 293201 (2008) [Topical Review] 
 S.A. Nikolaev and I.V. Solovyev, Phys. Rev. B 90, 184425 (2014)
 I.V. Solovyev, Phys. Rev. B 95, 214406 (2017)

 Electronic and magnetic properties of the wide 
class of magnetic materials are systematically 
studied on the microscopic level, by combining 
first-principles calculations with the model 
Hamiltonian techniques.

 New theoretical approach for studying electronic 
and magnetic properties

 Microscopic theory of electric polarization 
induced by complex magnetic order

 Theoretical prediction of new functionalities of 
the magnetic materials

Microscopic theories of inversion symmetry 
breaking and electric polarization induced by 
complex magnetic order.

Orbital ordering, low-dimensional 
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itinerant magnetization in prototype Mott 
insulators and its possible implications.
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磁化の時間依存性の解析的表式と数値計算の⽐較、
右図は現象論的に導出された２次元イジングモデル
の相関⻑のスケーリング型の数値計算への適⽤例

Keywords: 相転移、クラスターアルゴリズム、非平衡緩和、相関長、Binder比、量子相転移

ナノセオリー分野 機能創成理論グループ

野々村 禎彦
NONOMURA.Yoshihiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/mana/index.html

 相転移研究の新手法「クラスター非平衡緩和法」を提唱し、さまざまな古典スピン系に適用した

 この手法の基礎となる、非平衡臨界緩和の関数型「引き伸ばされた指数緩和」の理論的導出
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・Y. Nonomura and Y. Tomita, Physical Review E 93, 012101 (2016).

・Y. Nonomura and Y. Tomita, arXiv:1801.10315 (2018).

・Y. Tomita and Y. Nonomura, unpublished.

 クラスター非平衡臨界緩和型を理論的に導出した

 クラスター非平衡臨界緩和のガウス分布性の指摘

 クラスター非平衡緩和法を量子相転移に拡張した

 緩和関数型の理論的導出の拡張と一般化

 ガウス分布・平衡分布の推移、初期状態依存性
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同様のスケーリング変数でスケールした数値計算、
右図は２次元イジングモデルの初期緩和では磁化の
分布関数がガウス分布になることを⽰す数値計算

ダイマー化した２次元S=1/2反強磁性ハイゼンベルクモデルに
おけるネール／ダイマー量⼦相転移の模式図
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計算科学による表面・ナノ構造の研究

顔
写真

Keywords: ナノ構造、物質特性、シミュレーション

ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

奈良 純
NARA.Jun@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nara_jun

ナノ構造の形成過程、その物質特性にはまだ不明なことが沢山あります。特に近年では様々な表界

面・ナノ構造について原子レベルでの構造解析や物質特性を調べる必要性が高まってきています。

実験的知見によらない計算科学的手法を実験と相補的に使用することにより、精度の高い解析が

可能となります。本手法を物質表面やナノ物質の構造解析・機能解析に適用して材料設計に役立

てることが出来ます。

・J. NARA et al., Phys. Rev. Lett., 100 (2008) 026102/1-026102/4. 
・J. NARA et al., J. Chem. Phys., 121 (2004) 6485-6492.

 表面ナノ構造の形成過程の研究

 単分子構造の電気伝導特性の研究

 特許件数：1 

 半導体デバイス作成への寄与

 機能性分子の探索

rebonded edge nonrebonded edge

データサイエンスによる物質・材料科学研究

顔
写真

Keywords: マテリアルズ・インフォマティクス，機械学習，統計力学

ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

田村 亮
TAMURA.Ryo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/fps1/ryo_tamura/tamura_home_j.html

 物質・材料科学におけるデータ科学手法の活用が注目を集めている．

 データ科学手法を利用することで，物質・材料開発の高速化が期待される．

 物質・材料科学の様々なデータに適したデータ科学手法を選定する必要がある．

 磁性材料の物性理解を目指した，機械学習による有効モデル推定手法の開発．

 第一原理分子動力学計算の高速化を目指した，機械学習による力場推定手法の開発．

 ニオイの定量情報抽出を目指した，機械学習を用いたセンサーシグナル解析手法の開発．

・R. Tamura and K. Hukushima, Phys. Rev. B 95, 064407 (2017). PLoS ONE 13, e0193785 (2018).

・T. Suzuki, R. Tamura, and T. Miyazaki, Int. J. Quantum Chem. 117, 33 (2017).

・K. Shiba, R. Tamura, G. Imamura, and G. Yoshikawa, Sci. Rep. 7, 3661 (2017).

 高速に磁性体の有効モデルが推定可能に

 分子動力学計算に有用な精度で力場が推定可能に

 ニオイの定量情報が推定可能に

 有効モデル推定手法計算用パッケージの公開

 複雑系への力場推定手法の改良

 開発手法の実験センサー装置への実装
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計算科学による表面・ナノ構造の研究

顔
写真

Keywords: ナノ構造、物質特性、シミュレーション

ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

奈良 純
NARA.Jun@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nara_jun

ナノ構造の形成過程、その物質特性にはまだ不明なことが沢山あります。特に近年では様々な表界

面・ナノ構造について原子レベルでの構造解析や物質特性を調べる必要性が高まってきています。

実験的知見によらない計算科学的手法を実験と相補的に使用することにより、精度の高い解析が

可能となります。本手法を物質表面やナノ物質の構造解析・機能解析に適用して材料設計に役立

てることが出来ます。

・J. NARA et al., Phys. Rev. Lett., 100 (2008) 026102/1-026102/4. 
・J. NARA et al., J. Chem. Phys., 121 (2004) 6485-6492.

 表面ナノ構造の形成過程の研究

 単分子構造の電気伝導特性の研究

 特許件数：1 

 半導体デバイス作成への寄与

 機能性分子の探索

rebonded edge nonrebonded edge

データサイエンスによる物質・材料科学研究

顔
写真

Keywords: マテリアルズ・インフォマティクス，機械学習，統計力学

ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

田村 亮
TAMURA.Ryo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/fps1/ryo_tamura/tamura_home_j.html

 物質・材料科学におけるデータ科学手法の活用が注目を集めている．

 データ科学手法を利用することで，物質・材料開発の高速化が期待される．

 物質・材料科学の様々なデータに適したデータ科学手法を選定する必要がある．

 磁性材料の物性理解を目指した，機械学習による有効モデル推定手法の開発．

 第一原理分子動力学計算の高速化を目指した，機械学習による力場推定手法の開発．

 ニオイの定量情報抽出を目指した，機械学習を用いたセンサーシグナル解析手法の開発．

・R. Tamura and K. Hukushima, Phys. Rev. B 95, 064407 (2017). PLoS ONE 13, e0193785 (2018).

・T. Suzuki, R. Tamura, and T. Miyazaki, Int. J. Quantum Chem. 117, 33 (2017).

・K. Shiba, R. Tamura, G. Imamura, and G. Yoshikawa, Sci. Rep. 7, 3661 (2017).

 高速に磁性体の有効モデルが推定可能に

 分子動力学計算に有用な精度で力場が推定可能に

 ニオイの定量情報が推定可能に

 有効モデル推定手法計算用パッケージの公開

 複雑系への力場推定手法の改良

 開発手法の実験センサー装置への実装
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大規模第一原理DFT計算の開発と応用

分子軌道様の関数を用いて
高精度な大規模DFT計算を可能に！
（マルチサイト法の開発・整備）

Keywords: 密度汎関数(DFT)法, 電子状態計算, 金属ナノ粒子触媒

ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

中田 彩子
NAKATA.Ayako@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/fps1/index.html

 材料開発における計算機シミュレーションの重要性の高まり

 計算コストの問題による高精度シミュレーションの限界

 複雑な系を高精度にシミュレーションできる手法の必要性

 スーパーコンピュータの利用に適した高精度・高効率な大規模DFT計算手法の開発

 大規模計算の結果を効率的に解析する手法の開発

 上記による実在系の高精度シミュレーション

・A. Nakata, Y. Futamura, T. Sakurai, D. R. Bowler and T. Miyazaki, J. Chem. Theory Comput. 13 (2017) 4146.

・A. Nakata, D. R. Bowler and T. Miyazaki, Phys. Chem. Chem. Phys. 17 (2015) 31427.

・T. Tsuneda, R. K. Singh, and A. Nakata, J. Comput. Chem. 38 (2017) 2020.

 新しい高精度大規模計算手法の開発

 大規模系の電子状態の高効率な解析

 含金属材料の大規模電子状態計算

 開発した手法のスピン材料への拡張

 複雑界面・表面の化学反応への応用

 励起状態計算への拡張

コアシェル型ナノ粒子の
構造・電子状態解析

金属ナノ粒子の構造・
電子状態のサイズ・サイト依存性

金属表面上の
分子の安定性評価

櫻井・杉浦法を用いた
大規模電子状態解析

大規模DFT計算手法の開発

大規模表面・界面への応用

Au923

[2.9 nm]

Si(001)表面上のGeクラスター(23,737原子)に
おけるFermiレベル近傍での電子分布

磁場誘起超伝導状態の熱物性による解明

ジャッカリーノ‐ピーター効果：
強磁場下で現れる磁場誘起超伝導のメカニズム
の模式図．
鉄の局在スピンと伝導電子の間の負の相互作用
により現れる内部磁場と，外部磁場の打消しあい．

Keywords: 有機導体，磁場誘起超伝導，磁気熱量効果，比熱

鴻池 貴子
KONOIKE.Takako@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/konoike_takako?locale=ja

 有機超伝導体において強磁場下で再び安定化する磁場誘起超伝導．

 磁気抵抗測定から明らかにされている温度‐磁場相図．

 熱力学的な検証が存在しない．

 磁場誘起超伝導状態の熱物性の解明．

 磁気熱量効果による相図の詳細の検証．

 磁場誘起超伝導状態の比熱による観測．

 磁気熱量効果により新たな秩序相

の存在が明らかになった．

 比熱測定により磁場誘起超伝導状態の熱力学的

証拠が初めて得られた．

 局在スピンと伝導電子の共存による新現象．

 外部磁場による局在スピンの制御に基づく物性

制御．

磁気熱量効果により確認された新しい秩序相（赤破線）．

比熱の磁場依存性．
磁場誘起超伝導状態における比熱の減少
を初めて観測（青破線） ．
磁場誘起超伝導の初めての熱力学的証拠．

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者 
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大規模第一原理DFT計算の開発と応用

分子軌道様の関数を用いて
高精度な大規模DFT計算を可能に！
（マルチサイト法の開発・整備）

Keywords: 密度汎関数(DFT)法, 電子状態計算, 金属ナノ粒子触媒

ナノセオリー分野 量子物性シミュレーショングループ

中田 彩子
NAKATA.Ayako@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/cmsc/fps1/index.html
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 スーパーコンピュータの利用に適した高精度・高効率な大規模DFT計算手法の開発

 大規模計算の結果を効率的に解析する手法の開発

 上記による実在系の高精度シミュレーション
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・T. Tsuneda, R. K. Singh, and A. Nakata, J. Comput. Chem. 38 (2017) 2020.
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 開発した手法のスピン材料への拡張
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強磁場下で現れる磁場誘起超伝導のメカニズム
の模式図．
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鴻池 貴子
KONOIKE.Takako@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/konoike_takako?locale=ja

 有機超伝導体において強磁場下で再び安定化する磁場誘起超伝導．
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 熱力学的な検証が存在しない．

 磁場誘起超伝導状態の熱物性の解明．

 磁気熱量効果による相図の詳細の検証．

 磁場誘起超伝導状態の比熱による観測．

 磁気熱量効果により新たな秩序相

の存在が明らかになった．

 比熱測定により磁場誘起超伝導状態の熱力学的

証拠が初めて得られた．

 局在スピンと伝導電子の共存による新現象．

 外部磁場による局在スピンの制御に基づく物性

制御．

磁気熱量効果により確認された新しい秩序相（赤破線）．

比熱の磁場依存性．
磁場誘起超伝導状態における比熱の減少
を初めて観測（青破線） ．
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国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者 
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III-V 窒化物光電デバイスの開発

SANG Liwen
SANG.Liwen@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sang_liwen?locale=ja

Keywords: 窒化物半導体、界面制御、光電デバイス、パワーデバイス

 エネルギー・環境分野、情報通信分野における高効率光電変換、デバイスの需要拡大。

 III-V窒化物半導体は、紫外から遠赤外まで広い波長帯域の光電変換が可能である。

 窒化物半導体は大きな直接遷移型バンドギャップ、Siより１桁大きな絶縁破壊電界、高移動度な

との優れた物性を待つ。

・ Liwen Sang, et al. Journal of Applied Physics, 123, 161423 (2018) 
・ Liwen Sang, et al. Applied Physics Letters, 111, 122102 (2017)
・ Bing Ren, Liwen Sang*, Applied Physics Express, 10, 051001, (2017)

 中間バンドによる超広い波長帯域光電変換太陽電池、

発光デバイス

 低電力パワースイッチ

 Pチャネル、低電力消費のパワー集積回路

 新たな界面制御による長波長側の光電変換を提案、実現

 縦型パワーダイオードの開発、信頼性の研究

 分極ドーピング原理に基づき、 pチャネル電界効果トランジスタの開発

 長波長側光電量子効率の増強

 パワースイッチ耐圧の増強、デバイスの信頼性

 Pチャネル移動度と 濃度の増強

加圧・有機金属気相成長法(MOCVD)による高品
質窒化物薄膜GaN, AlN, AlGaN, InGaN及びそのヘ
テロ構造のエピタキシャル成長
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 Reference cell using In0.11Ga0.89N single layer
 SLs solar cell

多層InGaN量子井戸・ドット構造による複数の中間バンドを

制御し、その構造の間で電子的結合による中間バンドを形
成することで210‐750 nmの広い波長帯域での光電変換を
世界で初めて成功した。
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InGaN/GaNヘテロ構造における高濃度二次元正孔ガス
を実現し、低抵抗p型伝導性を持つ電界効果トランジス

タを初めて実証した。これは将来的に低電力消費の集
積回路の実現が期待される。

超低オン抵抗、超低ターンオン電圧を持つ縦型ショ
ットキーバリアダイオードを実現した。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者 

Chemical sensing and detection
Keywords: Porphyrins, supramolecular chemistry, molecular sensors

Jan Labuta
International Center for Materials Nanoarchitectonics / Independent Scientist
LABUTA.Jan@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/labuta_jan

 Porphyrin molecules exhibit response to whole range of stimuli (temperature, pH, 
solvent composition, etc.)

 Porphyrins are potential candidates for various sensing applications

 V. Březina, S. Ishihara, J. Lang, L. Hanyková, K. Ariga, J. P. Hill, J. Labuta, ChemistryOpen, 7, 323 (2018)
 J. Labuta, Z. Futera, S. Ishihara, H. Kouřilová, Y. Tateyama, et al., J. Am. Chem. Soc., 136, 2112 (2014)
 J. Labuta, S. Ishihara, T. Šikorský, Z. Futera, A. Shundo, L. Hanyková , et al., Nat. Commun., 4, 2188 (2013)
 S. Ishihara, J. Labuta, T. Šikorský, J. V. Burda, N. Okamoto, H. Abe, et al., Chem. Commun., 48, 3933 (2012)

 Synthesis of new dye chromophores for sensing
 NMR, UV-vis and electric detection methods
 Sensing of chirality, pH, selective detection of 

anions, detection of trace water impurities in 
organic solvents, naked-eye discrimination of 
methanol from ethanol, etc. 

 Fast and reliable methods for effective sensing 
based on supramolecular chemistry concepts

 Ten granted patents or patent applications

ibuprofen

2-phenoxypropionic 
acid methyl ester

camphor

1H NMR spectra of 
achiral porphyrin with 
various ee of ibuprofen

Linear calibration curve
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 Synthesis of novel porphyrin derivatives with specific sensing properties
 Sensing in organic solvents as well as in aqueous media
 Acquire high sensitivity, selectivity and low cost
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III-V 窒化物光電デバイスの開発

SANG Liwen
SANG.Liwen@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sang_liwen?locale=ja
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との優れた物性を待つ。
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・ Bing Ren, Liwen Sang*, Applied Physics Express, 10, 051001, (2017)
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 低電力パワースイッチ

 Pチャネル、低電力消費のパワー集積回路

 新たな界面制御による長波長側の光電変換を提案、実現

 縦型パワーダイオードの開発、信頼性の研究

 分極ドーピング原理に基づき、 pチャネル電界効果トランジスタの開発

 長波長側光電量子効率の増強

 パワースイッチ耐圧の増強、デバイスの信頼性

 Pチャネル移動度と 濃度の増強

加圧・有機金属気相成長法(MOCVD)による高品
質窒化物薄膜GaN, AlN, AlGaN, InGaN及びそのヘ
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InGaN/GaNヘテロ構造における高濃度二次元正孔ガス
を実現し、低抵抗p型伝導性を持つ電界効果トランジス

タを初めて実証した。これは将来的に低電力消費の集
積回路の実現が期待される。

超低オン抵抗、超低ターンオン電圧を持つ縦型ショ
ットキーバリアダイオードを実現した。

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者 

Chemical sensing and detection
Keywords: Porphyrins, supramolecular chemistry, molecular sensors

Jan Labuta
International Center for Materials Nanoarchitectonics / Independent Scientist
LABUTA.Jan@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/labuta_jan

 Porphyrin molecules exhibit response to whole range of stimuli (temperature, pH, 
solvent composition, etc.)

 Porphyrins are potential candidates for various sensing applications

 V. Březina, S. Ishihara, J. Lang, L. Hanyková, K. Ariga, J. P. Hill, J. Labuta, ChemistryOpen, 7, 323 (2018)
 J. Labuta, Z. Futera, S. Ishihara, H. Kouřilová, Y. Tateyama, et al., J. Am. Chem. Soc., 136, 2112 (2014)
 J. Labuta, S. Ishihara, T. Šikorský, Z. Futera, A. Shundo, L. Hanyková , et al., Nat. Commun., 4, 2188 (2013)
 S. Ishihara, J. Labuta, T. Šikorský, J. V. Burda, N. Okamoto, H. Abe, et al., Chem. Commun., 48, 3933 (2012)

 Synthesis of new dye chromophores for sensing
 NMR, UV-vis and electric detection methods
 Sensing of chirality, pH, selective detection of 

anions, detection of trace water impurities in 
organic solvents, naked-eye discrimination of 
methanol from ethanol, etc. 

 Fast and reliable methods for effective sensing 
based on supramolecular chemistry concepts

 Ten granted patents or patent applications
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 Synthesis of novel porphyrin derivatives with specific sensing properties
 Sensing in organic solvents as well as in aqueous media
 Acquire high sensitivity, selectivity and low cost
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データ解析で切り開く嗅覚センサの実現

新規シグナル解析法によるニオイ識別。従来は必須であったポ
ンプによる流量制御を行わず、センサを試料にかざすだけでニオ
イの識別が可能となった。

Keywords: センサ、理論解析、機械学習、データサイエンス

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者

今村 岳
IMAMURA.Gaku@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imamura_gaku?locale=ja

 人間の五感の中で嗅覚だけは実用的なセンサがない。

 センサの応答波形からの情報抽出法が確立されていない。

 センサの動作原理が未解明。

 簡易測定によるニオイ識別の実現。

 データサイエンスと化学センサの融合。

 センサ応答の物理・化学モデルの構築。

・G. Imamura, K. Shiba, G. Yoshikawa, J. J. Appl. Phys. 55, 1102B3 (2016).

・G. Imamura, K. Shiba, G. Yoshikawa, Ana. Sci., 32, 1189-1194 (2016).

・G. Imamura, K. Shiba, G. Yoshikawa, T. Washio, AIP Advances, 8, 075007 (2018).

 流量制御に依存しない解析法を開発

 センサをかざすだけのニオイを識別を実現

 センサの動作原理に基づく理論モデルを構築

 小型測定デバイスの開発

 ニオイ測定データの収集

 理論モデルに基づくセンサ感応材料の最適化

ニオイ試料 センサをかざすだけの測定

ニオイ識別
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分子で構造展開した複合ペロブスカイト材料

有機・無機複合ペロブスカイトは鉛、ヨウ
素、メチルアミンから成る

Keywords: 有機・無機複合ペロブスカイト、太陽電池材料、励起子特性

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者

梅山 大樹
UMEYAMA.Daiki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/umeyama_daiki

 有機・無機複合ペロブスカイトが太陽電池材料として注目されている。

 現状では利用可能な分子に制限があり、安定性などの課題が克服できていない。

 分子的な自由度の高い複合ペロブスカイト材料の探索が重要である。

 複合ペロブスカイトの構成要素を分子によって置換することで、新しい構造・機能を実現する。

 励起子的特性や安定性などの物性を自由にコントロールする。

 潜在的な太陽電池材料として探索。

・D. Umeyama, Y. Lin, H. I. Karunadasa, 
Chem. Mater., 2016, 28, 3241

 複合ペロブスカイトの構成要素を分子によって部分的

に置換することで、新奇な励起子特性、理想的なバン

ドギャップや水に対する高い安定性をもつ材料を開発

した。

 これらの新規物質を太陽電池に利用するためには、欠

陥の少ない薄膜として加工する技術を確立する必要が

あり、実用化へ向けた課題である。

ヨウ素をチオシアン酸に置換することで、新しい励起子特性と
ピエゾクロミズムが得られる

メチルアミンを二価の有機カチオンに置換することで、理想的
なバンドギャップと水に対する安定性が得られる
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データ解析で切り開く嗅覚センサの実現

新規シグナル解析法によるニオイ識別。従来は必須であったポ
ンプによる流量制御を行わず、センサを試料にかざすだけでニオ
イの識別が可能となった。

Keywords: センサ、理論解析、機械学習、データサイエンス

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者

今村 岳
IMAMURA.Gaku@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imamura_gaku?locale=ja

 人間の五感の中で嗅覚だけは実用的なセンサがない。

 センサの応答波形からの情報抽出法が確立されていない。

 センサの動作原理が未解明。

 簡易測定によるニオイ識別の実現。

 データサイエンスと化学センサの融合。

 センサ応答の物理・化学モデルの構築。

・G. Imamura, K. Shiba, G. Yoshikawa, J. J. Appl. Phys. 55, 1102B3 (2016).

・G. Imamura, K. Shiba, G. Yoshikawa, Ana. Sci., 32, 1189-1194 (2016).

・G. Imamura, K. Shiba, G. Yoshikawa, T. Washio, AIP Advances, 8, 075007 (2018).

 流量制御に依存しない解析法を開発

 センサをかざすだけのニオイを識別を実現

 センサの動作原理に基づく理論モデルを構築

 小型測定デバイスの開発

 ニオイ測定データの収集

 理論モデルに基づくセンサ感応材料の最適化

ニオイ試料 センサをかざすだけの測定
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分子で構造展開した複合ペロブスカイト材料

有機・無機複合ペロブスカイトは鉛、ヨウ
素、メチルアミンから成る

Keywords: 有機・無機複合ペロブスカイト、太陽電池材料、励起子特性

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者

梅山 大樹
UMEYAMA.Daiki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/umeyama_daiki

 有機・無機複合ペロブスカイトが太陽電池材料として注目されている。

 現状では利用可能な分子に制限があり、安定性などの課題が克服できていない。

 分子的な自由度の高い複合ペロブスカイト材料の探索が重要である。

 複合ペロブスカイトの構成要素を分子によって置換することで、新しい構造・機能を実現する。

 励起子的特性や安定性などの物性を自由にコントロールする。

 潜在的な太陽電池材料として探索。

・D. Umeyama, Y. Lin, H. I. Karunadasa, 
Chem. Mater., 2016, 28, 3241

 複合ペロブスカイトの構成要素を分子によって部分的

に置換することで、新奇な励起子特性、理想的なバン

ドギャップや水に対する高い安定性をもつ材料を開発

した。

 これらの新規物質を太陽電池に利用するためには、欠

陥の少ない薄膜として加工する技術を確立する必要が

あり、実用化へ向けた課題である。

ヨウ素をチオシアン酸に置換することで、新しい励起子特性と
ピエゾクロミズムが得られる

メチルアミンを二価の有機カチオンに置換することで、理想的
なバンドギャップと水に対する安定性が得られる
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細菌ナノエレクトロニクスが拓く合成生物学

細菌と固体材料間の電子移動反応（左）とそれを
媒介する外膜シトクロム酵素複合体（右）へム電子
移動中心が10 nmに渡り電子移動を媒介するが、
プロトン移動によって電子移動速度が制御されて
いる。

Keywords: 細胞外電子移動、微生物電気化学、外膜シトクロム酵素

国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 独立研究者

岡本 章玄
OKAMOTO.Akihiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanointerface/iecmc_nims/index.html

 細菌の細胞外の固体材料へ電子を移動させるナノ電子回路（外膜シトクロム酵素 etc.）。

 既知の多くの細菌が「発電細菌」や「電気細菌」の特性を持っていることが明らかに。

 電極やナノ粒子を使って制御することができる生体活動は新しい生命観を与えている。

 電子によって制御される生命を用いた生体エネルギー論の再構築。

 外膜シトクロム酵素と生体膜の複合体が持つイオン・電気特性の解明と制御。

 材料研究による電子移動を介した細菌活性の制御技術や悪玉細菌センサーの開発。

・A. Okamoto, et al. “Proton Transport in the Outer-Membrane Flavocytochrome Complex Limits the Rate of Extracellular 

Electron Transport” Angew. Chem. Int. Ed. (2017) Vol 56, 9082-9086.

・X. Deng, "Multi-heme cytochromes provide a pathway for survival in energy-limited environments"Science Advances 
(2018) Vol 4, No.2

 外膜シトクロムを介した電子移動は、プロトン移動律

速。小分子による発電細菌の活性化。

 鉄腐食細菌による外膜シトクロムを介した細胞外電

極からの電子の引き抜き。

 暗所環境下におけるオンサイト電源の供給

 細菌による嫌気鉄腐食の抑制技術の開発

 悪玉細菌を検知する電気化学センサーの開発

Image from Marcus Edward @ UEA
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合成生物学：新しい生体パーツ、デバイス、システムのデザインと構築、ならびに自然界に存在する生体系を
再設計し、活用すること。そして、それを通して生命機能を理解すること。

電極上の発電細菌の１細胞活性を追跡、電子移
動と細菌によるエネルギー生産の定量的な関係に
迫り、生命の再定義を目指す。
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cell

@310 K

細胞外電子移動を行う鉄腐食・感染症細菌。
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単原子分析感度を有する電子顕微鏡法
Keywords: 走査透過電子顕微鏡法、球面収差補正装置、モノクロメーター

先端材料解析研究拠点 副拠点長

木本 浩司
KIMOTO.Koji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/AEMG/index-j.html

 材料イノベーションを加速するためには、材料の微細構造解析が一つの鍵となる。

 微量機能元素や微細構造制御による、新規物性の探索や優れた材料特性の開発が進んでいる。

 単原子レベルの高感度・ピコメートルオーダーの材料評価のため電子顕微鏡法を開発する。

 球面収差補正手法やモノクロメーターなどによる、高空間分解能、高エネルギー分解能化。

 独自の計測・解析ソフトウエア開発による、高感度化・高精度化・定量化・高速化。

 従来計測が困難であった実用材料群への、電子顕微鏡手法の展開。

・Kimoto and Ishizuka, Rapid measurement of low-order aberrations using Fourier transforms of crystalline Ronchigrams, 
Ultramicroscopy, 180 (2017) 59.

・Mitsuishi, Kimoto et al. Electron microscopy studies of the intermediate layers at the SiO2/GaN interface, Jpn. J. Appl. 
Phys. Rapid Comm., 56 (2017) 110312.

・山下、石塚、木本、環状暗視野STEM 像の定量計測と定量解析による結晶構造解析の試み, 顕微鏡 51 (2016) 181.
・ Koshiya, Yamashita, Kimoto, Microscopic observation of dye molecules for solar cells on a titania surface, Sci. Rep. 6

(2016) 24616.

 ＮＩMS独自の高SN定量ADF像解析

 Ronchigramによる低次収差計測(NIMS特許)

 高エネルギー空間分解能STEM観察技術

 元素戦略、GaNデバイス、複合アニオン材料展開

 新規電子顕微鏡法の開発とソフトウエア公開

 電子顕微鏡法に基づく計測インフォマティクス構築

Experiment

Simulation

Detected
electrons

400 e-

700 e-

150 meV
SrTiO3

Probe current: 56 pA

1nm

単層グラフェンの定量計測と、シミュ
レーションとの比較: Yamahista, 
Kimoto et al. Microscopy (2015)

TiO2ナノシートのＳＴＥＭ観察, Ti
欠陥とTopotactic還元の観察:  
Koshiya, Kimoto et al. (2016)

モノクロメーターと球面収差補正によ
るエネルギー分解能と空間分解能の
両立: Kimoto (2014)

a
c

TiO6 octahedron

Ti vacancy

70 pm

0.14 nm

オペランド表界面ナノ計測技術の開発

先端材料解析研究拠点 拠点長

藤田 大介
FUJITA.Daisuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fujita_daisuke/

Keywords: オペランド計測，ナノスケール，表面，界面，多次元データ

 半導体、太陽電池、二次電池や複合材料などの機能が発現するサイトの多くは表界面である。

 デバイスや材料の機序解明のためオペランド環境での表界面ナノ計測へのニーズがある。

 オペランド環境の創製技術や多次元データ相関性の解析などの新規計測基盤技術が必要。

・ H.X. Wang et al., “Informatics-Aided Raman Microscopy for Nanometric 3D Stress Characterization”, J. Phys. Chem. C, 122,  
7187-7193 (2018)

・ H. Masuda et al., “Internal potential mapping of charged solid-state-lithium ion batteries using in situ Kelvin probe force   
microscopy”, Nanoscale 9, 893-898 (2017)

 全固体二次電池のイオン輸送機序の解明

 太陽電池素子の電荷分離輸送の機序解明

 半導体素子のキャリア輸送機序の解明

 複合材料の界面強度機序の解明

 材料やデバイスの必要性に対応した多様なオペランド表界面計測環境の創製技術を開発する。

 表界面計測手法の複合的運用により創出される多次元データの解析技術を開発する。

 次世代エネルギー素子や複合材料の表界面ダイナミクスに応用し、定量評価法を確立する。

 素子性能評価に対応した測定量の高分解能・高速

計測と定量化

 多次元複合データの相関解析のための手法開発

 オペランド測定のための特殊環境創製技術の開発

ケルビンプローブフォース顕微鏡による
全固体LIB断⾯のオペランドナノ電位計測

全固体リチウム電池（LIB）の多次元オペランド表界⾯計測

⼤気⾮暴露試料調製法の開発
複合材料の引張試験における
オペランドナノ⼒学特性評価

顔
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単原子分析感度を有する電子顕微鏡法
Keywords: 走査透過電子顕微鏡法、球面収差補正装置、モノクロメーター

先端材料解析研究拠点 副拠点長

木本 浩司
KIMOTO.Koji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/AEMG/index-j.html

 材料イノベーションを加速するためには、材料の微細構造解析が一つの鍵となる。

 微量機能元素や微細構造制御による、新規物性の探索や優れた材料特性の開発が進んでいる。

 単原子レベルの高感度・ピコメートルオーダーの材料評価のため電子顕微鏡法を開発する。

 球面収差補正手法やモノクロメーターなどによる、高空間分解能、高エネルギー分解能化。

 独自の計測・解析ソフトウエア開発による、高感度化・高精度化・定量化・高速化。

 従来計測が困難であった実用材料群への、電子顕微鏡手法の展開。

・Kimoto and Ishizuka, Rapid measurement of low-order aberrations using Fourier transforms of crystalline Ronchigrams, 
Ultramicroscopy, 180 (2017) 59.

・Mitsuishi, Kimoto et al. Electron microscopy studies of the intermediate layers at the SiO2/GaN interface, Jpn. J. Appl. 
Phys. Rapid Comm., 56 (2017) 110312.

・山下、石塚、木本、環状暗視野STEM 像の定量計測と定量解析による結晶構造解析の試み, 顕微鏡 51 (2016) 181.
・ Koshiya, Yamashita, Kimoto, Microscopic observation of dye molecules for solar cells on a titania surface, Sci. Rep. 6

(2016) 24616.

 ＮＩMS独自の高SN定量ADF像解析

 Ronchigramによる低次収差計測(NIMS特許)

 高エネルギー空間分解能STEM観察技術

 元素戦略、GaNデバイス、複合アニオン材料展開

 新規電子顕微鏡法の開発とソフトウエア公開

 電子顕微鏡法に基づく計測インフォマティクス構築

Experiment

Simulation

Detected
electrons

400 e-

700 e-

150 meV
SrTiO3

Probe current: 56 pA

1nm

単層グラフェンの定量計測と、シミュ
レーションとの比較: Yamahista, 
Kimoto et al. Microscopy (2015)

TiO2ナノシートのＳＴＥＭ観察, Ti
欠陥とTopotactic還元の観察:  
Koshiya, Kimoto et al. (2016)

モノクロメーターと球面収差補正によ
るエネルギー分解能と空間分解能の
両立: Kimoto (2014)

a
c

TiO6 octahedron

Ti vacancy

70 pm

0.14 nm

オペランド表界面ナノ計測技術の開発

先端材料解析研究拠点 拠点長

藤田 大介
FUJITA.Daisuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/fujita_daisuke/

Keywords: オペランド計測，ナノスケール，表面，界面，多次元データ

 半導体、太陽電池、二次電池や複合材料などの機能が発現するサイトの多くは表界面である。

 デバイスや材料の機序解明のためオペランド環境での表界面ナノ計測へのニーズがある。

 オペランド環境の創製技術や多次元データ相関性の解析などの新規計測基盤技術が必要。

・ H.X. Wang et al., “Informatics-Aided Raman Microscopy for Nanometric 3D Stress Characterization”, J. Phys. Chem. C, 122,  
7187-7193 (2018)

・ H. Masuda et al., “Internal potential mapping of charged solid-state-lithium ion batteries using in situ Kelvin probe force   
microscopy”, Nanoscale 9, 893-898 (2017)

 全固体二次電池のイオン輸送機序の解明

 太陽電池素子の電荷分離輸送の機序解明

 半導体素子のキャリア輸送機序の解明

 複合材料の界面強度機序の解明

 材料やデバイスの必要性に対応した多様なオペランド表界面計測環境の創製技術を開発する。

 表界面計測手法の複合的運用により創出される多次元データの解析技術を開発する。

 次世代エネルギー素子や複合材料の表界面ダイナミクスに応用し、定量評価法を確立する。

 素子性能評価に対応した測定量の高分解能・高速

計測と定量化

 多次元複合データの相関解析のための手法開発

 オペランド測定のための特殊環境創製技術の開発

ケルビンプローブフォース顕微鏡による
全固体LIB断⾯のオペランドナノ電位計測

全固体リチウム電池（LIB）の多次元オペランド表界⾯計測

⼤気⾮暴露試料調製法の開発
複合材料の引張試験における
オペランドナノ⼒学特性評価

顔
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Ｘ線元素動画で見る化学反応

Keywords: 蛍光X線、イメージング、元素分布、冷却X線カメラ、電荷分割補正技術

先端材料解析研究拠点 上席研究員

桜井 健次
sakurai@yuhgiri.nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/xray/lab/

 Society 5.0 のインフラストラクチャとなる新しいマテリアル探索ニーズの増大

 従来よりもワンランク上の分析・評価によりマテリアル研究を加速するスマート計測技術

 静から動へ

 物質合成や機能発現の過程など、「変化」に関わる現象の追跡、解析

 特に、これまで不可能に近いと思われていた元素分布の動画イメージングの実現と材料研究への応用

・ Wenyang Zhao and Kenji Sakurai, ACS Omega, 2 (8), 4363-4369 (2017). 
・ Kenji Sakurai and Wenyang Zhao, Spectroscopy 32, (7) 32-34 (2017). 
・ Wenyang Zhao and Kenji Sakurai, Rev. Sci. Instrum. 88, 063703 (2017).
・ Wenyang Zhao and Kenji Sakurai, Scientific Reports. 7, 45472 (2017). 

光学顕微鏡等に使用される可視光用の通常のカメラ

をX線検出器として転用する技術を発明。従来の蛍光

X線分析法を拡張し、元素別イメージング、特に多元

素同時の動画イメージングも可能になった

 定量分析における高信頼性

 自走式ロボット技術との融合

 国際標準化

蛍光X線スペクトルによる元素分析 化学反応の元素動画イメージング

カメラ レンズ

窓材の変更

元の窓 交換後の窓

とりはずす

冷却可視光カメラをX線画像検出器へ転用

蛍光X線スペクトルの取得例 (絵皿の分析）

表側と裏側の比
較から顔料（ブ
ルー）はコバルト
起源と判明。X線
スペクトルも写真
（モノクロ）も同じ
カメラで取得。

A

B

A
B

A
B

1 mm

1 mm

Ca

Fe

3h 5h 7h 15h1h

ケミカルガーデンのリアルタイム撮像

Fe

Ca

反応終了後の光学顕微鏡
写真 蛍光X線スペクトル

ケイ酸塩媒質中を拡散する鉄とカルシウムのX線動画

ナノ材料の非線形光学物性
Keywords: ナノフォトニクス、３次光学感受率、非線形光学物性

先端材料解析研究拠点 副拠点長

武田 良彦
TAKEDA.Yoshihiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/ionbeam

 ナノフォトニクスにおいても非線形光学効果は重要な特性

 これまでのデータは断片的、離散的

 材料開発にはスペクトル評価が必要

 ナノ材料の非線形光学物性の解明

 ナノ構造制御による機能発現

 ナノフォトニクスデバイスへの応用

・武田良彦, Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan, 23 (2016) 39-43.(和文解説）

・R. Sato, et al., Journal of Applied Physics, 117 (2015) 113101.

・R. Sato, et al., Physical Review B 90 (2014) 125417.

 分光エリプソメトリとフェムト秒ポンプ-プローブ分光計測

によるナノ非線形光学物性解析

 紫外〜近赤外での波長分散スペクトル評価

 非線形性の物理的起源、ナノサイズ効果の理解

 ナノフォトニクスデバイスへの応用

 ナノ構造最適化による機能発現

 データベース化

分光エリプソメトリー計測解析 + フェムト秒ポンププローブ分光計測

３次光学感受率（実数部、虚数部）スペクトル（紫外〜近赤外域）

TiNナノ粒子
Agナノ粒子

Polydiacetyleneナノ結晶

近赤外対応材料 励起子による発現

量⼦サイズ効果発現（<15nm）
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Ｘ線元素動画で見る化学反応

Keywords: 蛍光X線、イメージング、元素分布、冷却X線カメラ、電荷分割補正技術

先端材料解析研究拠点 上席研究員

桜井 健次
sakurai@yuhgiri.nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/xray/lab/

 Society 5.0 のインフラストラクチャとなる新しいマテリアル探索ニーズの増大

 従来よりもワンランク上の分析・評価によりマテリアル研究を加速するスマート計測技術

 静から動へ

 物質合成や機能発現の過程など、「変化」に関わる現象の追跡、解析

 特に、これまで不可能に近いと思われていた元素分布の動画イメージングの実現と材料研究への応用

・ Wenyang Zhao and Kenji Sakurai, ACS Omega, 2 (8), 4363-4369 (2017). 
・ Kenji Sakurai and Wenyang Zhao, Spectroscopy 32, (7) 32-34 (2017). 
・ Wenyang Zhao and Kenji Sakurai, Rev. Sci. Instrum. 88, 063703 (2017).
・ Wenyang Zhao and Kenji Sakurai, Scientific Reports. 7, 45472 (2017). 

光学顕微鏡等に使用される可視光用の通常のカメラ

をX線検出器として転用する技術を発明。従来の蛍光

X線分析法を拡張し、元素別イメージング、特に多元

素同時の動画イメージングも可能になった

 定量分析における高信頼性

 自走式ロボット技術との融合

 国際標準化

蛍光X線スペクトルによる元素分析 化学反応の元素動画イメージング

カメラ レンズ

窓材の変更

元の窓 交換後の窓

とりはずす

冷却可視光カメラをX線画像検出器へ転用

蛍光X線スペクトルの取得例 (絵皿の分析）

表側と裏側の比
較から顔料（ブ
ルー）はコバルト
起源と判明。X線
スペクトルも写真
（モノクロ）も同じ
カメラで取得。
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B
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B
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B
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Ca

Fe

3h 5h 7h 15h1h

ケミカルガーデンのリアルタイム撮像

Fe

Ca

反応終了後の光学顕微鏡
写真 蛍光X線スペクトル

ケイ酸塩媒質中を拡散する鉄とカルシウムのX線動画

ナノ材料の非線形光学物性
Keywords: ナノフォトニクス、３次光学感受率、非線形光学物性

先端材料解析研究拠点 副拠点長

武田 良彦
TAKEDA.Yoshihiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/group/ionbeam

 ナノフォトニクスにおいても非線形光学効果は重要な特性

 これまでのデータは断片的、離散的

 材料開発にはスペクトル評価が必要

 ナノ材料の非線形光学物性の解明

 ナノ構造制御による機能発現

 ナノフォトニクスデバイスへの応用

・武田良彦, Journal of the Society of Inorganic Materials, Japan, 23 (2016) 39-43.(和文解説）

・R. Sato, et al., Journal of Applied Physics, 117 (2015) 113101.

・R. Sato, et al., Physical Review B 90 (2014) 125417.

 分光エリプソメトリとフェムト秒ポンプ-プローブ分光計測

によるナノ非線形光学物性解析

 紫外〜近赤外での波長分散スペクトル評価

 非線形性の物理的起源、ナノサイズ効果の理解

 ナノフォトニクスデバイスへの応用

 ナノ構造最適化による機能発現

 データベース化

分光エリプソメトリー計測解析 + フェムト秒ポンププローブ分光計測

３次光学感受率（実数部、虚数部）スペクトル（紫外〜近赤外域）

TiNナノ粒子
Agナノ粒子

Polydiacetyleneナノ結晶

近赤外対応材料 励起子による発現

量⼦サイズ効果発現（<15nm）
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白金表面でのO2分子軸方位を制御した触媒酸化反応

顔
写真

Keywords: 白金表面、酸素分子、配向、CO酸化反応

極限計測分野 表面物性計測グループ

倉橋 光紀
KURAHASHI.Mitsunori@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/kurahashi_mitsunori/

白金表面への酸素分子吸着過程は、排ガス浄化反応や燃料電池酸素還元反応の速度を支配す

る応用上重要な過程です。白金平坦面への酸素吸着確率がパラジウム、イリジウム等の貴金属表

面での値の1/3程度と低く、異常なエネルギー依存性を示す理由はよく理解されていませんでした。

独自開発の分子軸方位を制御できる量子状態選別酸素分子ビームを用い、白金表面に入射する

O2分子の向きが、吸着、散乱、触媒反応過程に与える影響を解明し、これらの過程の詳細理解を

得ることを目的としました。

[1] H. Ueta and M. Kurahashi, Angew. Chem. Int. Ed., 56, 4174 (2017).
[2] H. Ueta and M. Kurahashi, J. Chem. Phys., 147,  194705 (2017). 
[3] M. Kurahashi, Prog. Surf. Sci., 91, 29-55 (2016). 

 白金表面へのO2吸着、触媒酸化反応にO2分子配向

が多大な影響与える点を示した。

 Pt(111)表面へのO2吸着異常挙動の起源を解明した。

 測定感度、試料温度制御性の向上

 表面化学状態分析装置との融合

 実用触媒分析への応用

Pt(111)表面へのO2吸着確率は低エネルギー条件で
低く、運動エネルギーを上げても0.25程度に飽和する
挙動[下図S0(R)]を示しますが、その起源は不明でした。

白金表面へのO2吸着分子軸方位依存性

表面平行と垂直のO2分子の吸着確率は大きく異なり、
0.4eV以上の条件では互いに競合するエネルギー依
存性を示します。吸着活性化障壁、散乱過程の違い
を基に本結果は理解されます[1]。

CO触媒酸化反応へのO2分子配向の影響

CO吸着白金表面に配向O2ビーム(E0=0.1eV)を照射し、
CO酸化速度を計測しました。平行分子が主に寄与する
helicopter配置でCO2収率が高いことがわかりました[2]。

CO触媒酸化反応はO2解離、拡散、反応、脱離の多段
過程(Langmuir-Hinshelwood過程)で進行し、吸着が反
応速度を支配する点を本結果は反映しています[2]。

社会実装を考慮した革新的環境回復技術の開発

Keywords: 放射性汚染物質・粘土鉱物・吸着・除染・減容・資源化

先端材料解析研究拠点 特命研究員

山田 裕久
YAMADA.Hirohisa@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamada_hirohisa

 福島第一原発事故による放射能汚染の修復に向けての取り組み

 放射性廃棄物の処理・処分の安全・安心なシステムの構築への貢献

 材料科学・環境科学・地球科学・社会科学等の分野横断による推進

 環境調和型処分再生利用に向けた化学プロセス及び物質循環システムの検討

 環境回復技術の社会実装を考慮した最適化への提言

 極微量放射性元素の挙動に関する先端物質材料科学による検討

・H. Yamada et al. (2014) Cesium-adsorption Behavior of Weathered Biotite from Fukushima Prefecture Depends on 
the Degree of Vermiculitization, J. Ion Exchange, 25, No.4, pp.207-211.

・E. Fujii, K. Tamura, H. Yamada, T. Yaita and T. Kogure (2015) Cesium sorption to paddy soil in Fukushima, Clay 
Science, 19, 17-22.

・山田裕久 (2015) 除染研究に対する粘土からの取り組み－背景と課題－，粘土科学，154(1)，9-12

 粘土鉱物等による放射性汚染物の除染・減容

 処理に用いる材料選択のためのデータベース構築

 土壌に固着した放射性Ｃｓの状態解明

 福島第一原発周辺および広域に汚染が拡大した

地域の除染・減容への貢献

 放射性廃棄物（特に多量の土壌汚染物）の効果的

な処理・減容への貢献

放射性物質の除去・回収のための吸着材料の
基礎データベースを構築
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白金表面でのO2分子軸方位を制御した触媒酸化反応

顔
写真

Keywords: 白金表面、酸素分子、配向、CO酸化反応

極限計測分野 表面物性計測グループ

倉橋 光紀
KURAHASHI.Mitsunori@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/profiles/kurahashi_mitsunori/

白金表面への酸素分子吸着過程は、排ガス浄化反応や燃料電池酸素還元反応の速度を支配す

る応用上重要な過程です。白金平坦面への酸素吸着確率がパラジウム、イリジウム等の貴金属表

面での値の1/3程度と低く、異常なエネルギー依存性を示す理由はよく理解されていませんでした。

独自開発の分子軸方位を制御できる量子状態選別酸素分子ビームを用い、白金表面に入射する

O2分子の向きが、吸着、散乱、触媒反応過程に与える影響を解明し、これらの過程の詳細理解を

得ることを目的としました。

[1] H. Ueta and M. Kurahashi, Angew. Chem. Int. Ed., 56, 4174 (2017).
[2] H. Ueta and M. Kurahashi, J. Chem. Phys., 147,  194705 (2017). 
[3] M. Kurahashi, Prog. Surf. Sci., 91, 29-55 (2016). 

 白金表面へのO2吸着、触媒酸化反応にO2分子配向

が多大な影響与える点を示した。

 Pt(111)表面へのO2吸着異常挙動の起源を解明した。

 測定感度、試料温度制御性の向上

 表面化学状態分析装置との融合

 実用触媒分析への応用

Pt(111)表面へのO2吸着確率は低エネルギー条件で
低く、運動エネルギーを上げても0.25程度に飽和する
挙動[下図S0(R)]を示しますが、その起源は不明でした。

白金表面へのO2吸着分子軸方位依存性

表面平行と垂直のO2分子の吸着確率は大きく異なり、
0.4eV以上の条件では互いに競合するエネルギー依
存性を示します。吸着活性化障壁、散乱過程の違い
を基に本結果は理解されます[1]。

CO触媒酸化反応へのO2分子配向の影響

CO吸着白金表面に配向O2ビーム(E0=0.1eV)を照射し、
CO酸化速度を計測しました。平行分子が主に寄与する
helicopter配置でCO2収率が高いことがわかりました[2]。
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過程(Langmuir-Hinshelwood過程)で進行し、吸着が反
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社会実装を考慮した革新的環境回復技術の開発

Keywords: 放射性汚染物質・粘土鉱物・吸着・除染・減容・資源化

先端材料解析研究拠点 特命研究員

山田 裕久
YAMADA.Hirohisa@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yamada_hirohisa

 福島第一原発事故による放射能汚染の修復に向けての取り組み

 放射性廃棄物の処理・処分の安全・安心なシステムの構築への貢献

 材料科学・環境科学・地球科学・社会科学等の分野横断による推進

 環境調和型処分再生利用に向けた化学プロセス及び物質循環システムの検討

 環境回復技術の社会実装を考慮した最適化への提言

 極微量放射性元素の挙動に関する先端物質材料科学による検討

・H. Yamada et al. (2014) Cesium-adsorption Behavior of Weathered Biotite from Fukushima Prefecture Depends on 
the Degree of Vermiculitization, J. Ion Exchange, 25, No.4, pp.207-211.

・E. Fujii, K. Tamura, H. Yamada, T. Yaita and T. Kogure (2015) Cesium sorption to paddy soil in Fukushima, Clay 
Science, 19, 17-22.

・山田裕久 (2015) 除染研究に対する粘土からの取り組み－背景と課題－，粘土科学，154(1)，9-12

 粘土鉱物等による放射性汚染物の除染・減容

 処理に用いる材料選択のためのデータベース構築

 土壌に固着した放射性Ｃｓの状態解明

 福島第一原発周辺および広域に汚染が拡大した

地域の除染・減容への貢献

 放射性廃棄物（特に多量の土壌汚染物）の効果的

な処理・減容への貢献

放射性物質の除去・回収のための吸着材料の
基礎データベースを構築
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断面SPMによるオペランドデバイス解析
Keywords: オペランド計測、ケルビンプローブフォース顕微鏡（KPFM）、太陽電池、リチウムイオン電池

石田 暢之
ISHIDA.Nobuyuki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/ishida_nobuyuki?locale=ja

近年、デバイス動作下において直接物性を評価する手法は“オペランド計測”と呼ばれ注目を集め

ている。我々のグループでは高空間分解能オペランド計測技術を開発するために、様々な環境場で

動作する走査型プローブ顕微鏡（SPM）の基盤技術開発を行っている。

デバイス動作下で種々の物性を評価することで、デバイス性能向上に資する情報を得ることを目的

として研究を進めている。手法は、断面SPM技術を用い、様々な環境場（光照射・電圧印加）での物

性計測のみならず、良好な断面を作製するための試料作製技術の開発にも力を入れている。

・Cai Molang, Nobuyuki Ishida et al. Joule 2, (2018) 296-306

・Hideki Masuda, Nobuyuki Ishida et al. Nanoscale 9 (2017) 893-898

 オペランド電位計測による太陽電池中のp-n接合の

可視化技術を開発した。

 充放電によるリチウムイオン電池電極中の電位分布

の変化を観察することに成功した。

 様々なデバイス評価へと応用し信頼性を高める。

 得られたミクロな情報とマクロなデバイス特性を比較

することでデバイス動作原理の理解を深める。

 デバイス性能向上に資する設計指針を提供する。

p-n接合の空間認識技術

その場断面KPFM計測

光照射・暗状態でそれぞれ
電位分布を計測した。

その差分プロファイルから
電荷分離の生じる箇所を特
定することに成功した。

全固体型リチウムイオン電池の評価

Pd Co TiTopography SEM-EDS

Ar+ ion beam

Sample

集電体

正極複合材

固体電解質

セパレータ

固体電解質

集電体

(負極)

*LATP: Li1+xAlxTi2-x(PO4)3 , 

*LAGP: Li1+xAlxGe2-x(PO4)3

KPFM像 （充電前） KPFM像 （充電後）

Arイオンによる断面処理

充電前後のKPFM（電位）計測

充電状態の不均一性

太陽電池の評価

様々な環境場（光照射・電圧印加）でその場計測

Pd Co Ti

極限計測分野 表面物性計測グループ 

 For 13 years (2005-2018) developing in NIMS, technologies to build an artificial brain 
to transform human society. In this route we had to build, new computing principle, 
new types of sensors, design and synthesize nano-bots for remote destruction of 
cancer cells, fourth circuit element that correlates magnetic flux and charge. 

 Developing atomic scale cavity resonator to replace patch clamp. Building STM that 
images dielectric resonance, differential magneto-sensor. Building wireless chip 
based on 4th circuit element that feeds on white noise. Multi-frequency lock-in amp.

Anirban Bandyopadhyay

Anirban.BANDYOPADHYAY@nims.go.jp | www.anirbanlab.co.ga  Blog www.nanobraintech.com 

Keywords: 4th Circuit element, nanobot drug, dielectric scanner, time crystal analyser, big data, AI

Brain inspired technologies

 Treating fatal diseases without a chemical drug
 Electro-magnetic wireless information processing 

chips that does not require power, only thermal & 
white noise (electrical).

 Dielectric atomic scanning microscope (DASM)
 Coaxial atomic patch clamp (CAPC)

1. US patent for the new class of 4th circuit element 
Hinductor feeds on white noise and ultra-low power, time 
crystal generator device. Target 10 Billion USD market of 
wireless chips, made of helical nanowire.
2. Filed patents for the cancer and Alzheimer's drug shine 
particular electromagnetic spectrum then it kills cancer 
cells selectively or destroy amyloid beta plaques. Replace 
chemotherapy 15 Billion USD market.
3. Biosensor. Our cavity resonator based probes captures 
signal at the nanoscale and measures vibrations under 
noise. Market of patch clamp is around 10 million USD.
4. Optimizing dielectric STM scanner could image dielectric 
property inside a material. The estimated market is 
minimum 2Billion USD, in the medical science.
5. We are developing a tool to instantly measure Time 
Crystal. Multi-frequency lock-in amplifier based Time 
crystal pen to detect disease instantly.
6. We are building a voice assistant SA, as proof of concept 
of our new computing model. The market cap by 2022 is 
122 Billion USD.
7. A geometric language simulator for processing big data. 
The market by 2022 is 1 trillion USD.

The picture (above) time crystal model of human brain.
Below: Organic brain jelly under testing

 Drugs for cancer and alzheimers; replacing 
chemotherapy.

 Noisefree, wireless, ultralow power Device
 Dielectric Scanner, Time crystal analyzer, 

atomprobe, Coaxial patch clamp.
 Voice Assistant & Big data analysis simulator

 Sahu et al, Inductor made of an arrayed capacitor, JP-511630; US-9019685B2
 A vertical parallel processor (2006) JP-5187804
 Ghosh et al Information, 5, 28-99 (2014)

 Nano Characterization Field / Surface Characterization Group
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超高輝度と頑丈なナノ構造電子点光源

極限計測分野 表面物性計測グループ

張 晗
ZHANG.Han@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/zhang_han

Keywords: 電界放出、小型化、電子顕微鏡、半導体検査

集束電子ビーム計測器は、半導体製造および検査、電子顕微鏡および化学分析装置にとって重

要な構成要素である。

これらの用途では、高スループット、高空間分解能、高エネルギー分解能、高環境耐性が急務です。

 ナノワイヤ電子源電子顕微鏡および化学分析器;

 ナノワイヤアレイからのマルチビームを用いたハイスルー

プット半導体検査システム;

 実際の大きさの物体を高解像度で観察するための小型

電子顕微鏡。

ナノテクノロジーによる超高輝度・単色電子源の実現。

従来の電子源を8桁の大きさで小型化し、5桁のエネルギー消費を削減。

不十分な真空で安定した動作が可能で、半導体製造方法と互換性があります。

 ナノワイヤエミッタ用の新しい電子銃の設計；

 新しい電子光学カラムの設計；

 ナノワイヤエミッタに基づく半導体製造技術を使用して、

電子顕微鏡全体を小型化します。

LaB6ナノワイヤ電界放出電子銃を備えた
プロトタイプSEM。

 H. Zhang, etc., MRS BULLETIN, 42, 511-517 (2017);
 H. Zhang, etc., Nature Nanotechnology, 11, 273, (2016);
 H. Zhang, etc., Nano Letters, 10, 3539-3544 (2010).

LaB6ナノワイヤエミッタは、従来のW（310）電界エミッタよ
り3000倍⾼いプローブ電流を⽣成します。放射された電⼦
ビームエネルギー幅は、低エネルギーテールでのW（310）エ
ミッタの放射よりも50％低い。

LaB6ナノワイヤエミッタは、放射減衰のな
い普通なUHV条件下で低ノイズの⾼プロー
ブ電流を⽣成します。

超⾼輝度電⼦ビームは、LaB6ナノワイヤ電⼦エミッタ
の頂点上の数個のLa原⼦から放出される。

共用ヘリウムイオン顕微鏡の計測技術開発

顔
写真

Keywords: イオン顕微鏡、高空間分解能、絶縁体計測、微細加工

極限計測分野 表面物性計測グループ

大西 桂子
ONISHI.Keiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/surface-characterization/

ナノマテリアルの創製に伴い、その表面微細構造をナノスケールで評価できる新たな顕微鏡法が求

められています。しかし、一般的な評価手法であるSEM, AFM, TEMのどれをとっても、ナノスケール

表面微細構造観察には不十分です。

画期的なヘリウムイオン源を搭載した新しい顕微鏡が市販されました。この装置は、NIMS微細構造

解析プラットフォームにおける共用装置となっていますが、ナノスケールで表面微細構造を評価する

ためには適切な観察条件選択と得られた像の適切な解釈が必要です。

・大西桂子：顕微鏡，48, 154-158 (2013)

 試料の前処理をほとんどせずに、金属、半導体、生
体試料の表面微細構造を観察できる

 試料表面に局所的にガスを導入し、ヘリウムイオン
ビームで分解することにより、ナノスケールで金属や
SiO2などを堆積することができる

 二次電子像および反射イオン像のコントラスト
に影響する要素の分離

ヘリウムイオン
ビーム

二次電子

後方散乱イオン

中和用電子線

イオン源

引出電極

集束レンズ

対物レンズ

走査コイル

中和電子銃

二次電子検出器

後方散乱イオン検出器

試料

走査型ヘリウムイオン顕微鏡(SHIM)
は、走査型電子顕微鏡(SEM)とよく
似た装置ですが、電子ビームではな
くヘリウムイオンビームを試料上で走
査します。

電子とヘリウム
イオンでは試
料との相互作
用が異なるた
め、像から得ら
れる情報も異
なります。
試料の組成や
形状と得られる
像のコントラスト
の関係を調べ
ることにより、ほ
しい情報を得る
ための条件を
求めたり得られ
た像を適切に
解釈することが
できます。

二次電子像 反射イオン像

メラミンスポンジ（絶縁体）

コーティングなしで絶縁体観察でき、
焦点深度が深い
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・大西桂子：顕微鏡，48, 154-158 (2013)

 試料の前処理をほとんどせずに、金属、半導体、生
体試料の表面微細構造を観察できる

 試料表面に局所的にガスを導入し、ヘリウムイオン
ビームで分解することにより、ナノスケールで金属や
SiO2などを堆積することができる

 二次電子像および反射イオン像のコントラスト
に影響する要素の分離

ヘリウムイオン
ビーム

二次電子

後方散乱イオン

中和用電子線

イオン源

引出電極

集束レンズ

対物レンズ

走査コイル

中和電子銃

二次電子検出器

後方散乱イオン検出器

試料

走査型ヘリウムイオン顕微鏡(SHIM)
は、走査型電子顕微鏡(SEM)とよく
似た装置ですが、電子ビームではな
くヘリウムイオンビームを試料上で走
査します。

電子とヘリウム
イオンでは試
料との相互作
用が異なるた
め、像から得ら
れる情報も異
なります。
試料の組成や
形状と得られる
像のコントラスト
の関係を調べ
ることにより、ほ
しい情報を得る
ための条件を
求めたり得られ
た像を適切に
解釈することが
できます。

二次電子像 反射イオン像

メラミンスポンジ（絶縁体）

コーティングなしで絶縁体観察でき、
焦点深度が深い
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固液界面その場観察法の開発と応用

その場AFM測定システム．

Keywords: その場計測、電気化学、表面科学、燃料電池、二次電池

極限計測分野 表面化学分析グループ

増田 卓也
MASUDA.Takuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/masuda_takuya

二次電池および燃料電池の固液界面では物質の吸着脱離、酸化還元、溶解析出といった現象に

加え、電解液の分解、電極の劣化などの予期せぬ副反応が同時に起こっており、エネルギー変換

効率や耐久性の向上を図るためには、これらの理解と制御が不可欠である。

固液界面現象をその場観察するための基盤技術の開発と、その実用材料への応用を推進している。

材料の劣化要因である副反応、反応中間体の生成、電極表面の電子的・幾何的構造変化に基づ

き反応機構を解明し、材料設計指針に落とし込むことによって、物質・材料研究を先導する。

・ T. Masuda, Topics in Catalysis (2018) in press. T. Masuda, K. Uosaki, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 221 (2017) 
88-98. T. Masuda, et al., Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 111605-1. T. Masuda, et al., J. Phys. Chem. C 117 (2013) 
12168. T. Masuda, et al., J. Phys. Chem. C 117 (2013) 15704. T. Masuda, et al., J. Phys. Chem. C 120 (2016) 16200. 

・T. Masuda, K. Uosaki, “Novel In Situ Techniques”, Electrochemical Science for a Sustainable Society A Tribute to John 
O’M Bockris. (2017) 147-174. 増田卓也, 燃料電池 15[1] (2015) 35. 増田卓也, 化学と工業 69[5] (2016) 394. 

 その場AFMを燃料電池界面および二次電池用

コンポジット電極に応用

 その場XAFSを燃料電池触媒に応用

 世界で初めて固液界面におけるその場XPSを実現

 より広範な実材料系への応用に展開し、機構解明に

基づく新材料設計

 多次元データの蓄積および情報科学との連携により

未踏の新材料を提案

その場XPS測定システム．

その場XAFS測定システム．

燃料電池モデル界面のその場観察
アイオノマーの吸着・脱離挙動

従来型白金触媒

白金表面酸化
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Ce3+

Ce4+

Pt

白金セリア触媒

酸化抑制

二次電池用コンポジット電極の
ナノスケール力学特性分布

燃料電池触媒の酸化状態その場観察

世界初その場XPS計測

LCO graphite

物質表面で発現する超伝導の探索

顔
写真

極低温・磁場中走査トンネル顕微鏡（STM）測定で
観測した表面超伝導体の量子渦（明るい領域）。
表面の単原子ステップに引っかかった量子渦は、
ステップに沿って変形し、ジョセフソン渦となる。

Keywords: 走査トンネル顕微鏡、低温物性計測、表面科学

極限計測分野 表面物性計測グループ

吉澤 俊介
YOSHIZAWA.Shunsuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshizawa_shunsuke

 基板表面に成長した原子層物質における超伝導転移の発見

 物質表面の「自由度」に由来する新しい超伝導関連現象の可能性

 表面敏感な計測手法を駆使した原子層物質特有の性質の解明

 表面の特性を生かしたユニークな性質を持つ超伝導体の探索

• S. Yoshizawa, et al. Phys. Rev. Lett. 113, 247004 (2014) "Imaging Josephson vortices on the surface 
superconductor Si(111)-(√7×√3)-In using a scanning tunneling microscope“

• S. Yoshizawa et al. Nano Lett. 17, 2287 (2017) “Controlled modification of superconductivity in epitaxial atomic 
layer-organic molecule heterostructures”

 表面ステップに形成されるジョセフソン渦

 有機分子層とのヘテロ構造： 超伝導臨界温度の

ナノスケール制御

 ジョセフソン渦ダイナミクスの解明と制御

 大気中に取り出すための表面保護技術の開発

 より臨界温度の高い超伝導原子層物質の探索

磁場

0.08 テスラ

0.04 テスラ

電気抵抗の温度依存性。
単分子層（1 ML）前後の
被覆率のとき、超伝導転移
温度が上昇している。

表面超伝導体の上に成長
した銅フタロシアニン分子の
自己組織化膜（STM 像）。

測定温度：室温
50 nm × 50 nm

測定温度： 0.4 K
500 nm × 1500 nm

⾯
抵
抗

(Ω
)

温度 (K)

0 テスラ

表面ステップに形成されるジョセフソン渦 金属原子層・有機分子層ヘテロ構造超伝導
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固液界面その場観察法の開発と応用

その場AFM測定システム．

Keywords: その場計測、電気化学、表面科学、燃料電池、二次電池

極限計測分野 表面化学分析グループ

増田 卓也
MASUDA.Takuya@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/masuda_takuya

二次電池および燃料電池の固液界面では物質の吸着脱離、酸化還元、溶解析出といった現象に

加え、電解液の分解、電極の劣化などの予期せぬ副反応が同時に起こっており、エネルギー変換

効率や耐久性の向上を図るためには、これらの理解と制御が不可欠である。

固液界面現象をその場観察するための基盤技術の開発と、その実用材料への応用を推進している。

材料の劣化要因である副反応、反応中間体の生成、電極表面の電子的・幾何的構造変化に基づ

き反応機構を解明し、材料設計指針に落とし込むことによって、物質・材料研究を先導する。

・ T. Masuda, Topics in Catalysis (2018) in press. T. Masuda, K. Uosaki, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 221 (2017) 
88-98. T. Masuda, et al., Appl. Phys. Lett. 103 (2013) 111605-1. T. Masuda, et al., J. Phys. Chem. C 117 (2013) 
12168. T. Masuda, et al., J. Phys. Chem. C 117 (2013) 15704. T. Masuda, et al., J. Phys. Chem. C 120 (2016) 16200. 

・T. Masuda, K. Uosaki, “Novel In Situ Techniques”, Electrochemical Science for a Sustainable Society A Tribute to John 
O’M Bockris. (2017) 147-174. 増田卓也, 燃料電池 15[1] (2015) 35. 増田卓也, 化学と工業 69[5] (2016) 394. 

 その場AFMを燃料電池界面および二次電池用

コンポジット電極に応用

 その場XAFSを燃料電池触媒に応用

 世界で初めて固液界面におけるその場XPSを実現

 より広範な実材料系への応用に展開し、機構解明に

基づく新材料設計

 多次元データの蓄積および情報科学との連携により

未踏の新材料を提案

その場XPS測定システム．

その場XAFS測定システム．

燃料電池モデル界面のその場観察
アイオノマーの吸着・脱離挙動

従来型白金触媒

白金表面酸化
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Ce3+

Ce4+
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白金セリア触媒

酸化抑制

二次電池用コンポジット電極の
ナノスケール力学特性分布

燃料電池触媒の酸化状態その場観察

世界初その場XPS計測

LCO graphite

物質表面で発現する超伝導の探索

顔
写真

極低温・磁場中走査トンネル顕微鏡（STM）測定で
観測した表面超伝導体の量子渦（明るい領域）。
表面の単原子ステップに引っかかった量子渦は、
ステップに沿って変形し、ジョセフソン渦となる。

Keywords: 走査トンネル顕微鏡、低温物性計測、表面科学

極限計測分野 表面物性計測グループ

吉澤 俊介
YOSHIZAWA.Shunsuke@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshizawa_shunsuke

 基板表面に成長した原子層物質における超伝導転移の発見

 物質表面の「自由度」に由来する新しい超伝導関連現象の可能性

 表面敏感な計測手法を駆使した原子層物質特有の性質の解明

 表面の特性を生かしたユニークな性質を持つ超伝導体の探索

• S. Yoshizawa, et al. Phys. Rev. Lett. 113, 247004 (2014) "Imaging Josephson vortices on the surface 
superconductor Si(111)-(√7×√3)-In using a scanning tunneling microscope“

• S. Yoshizawa et al. Nano Lett. 17, 2287 (2017) “Controlled modification of superconductivity in epitaxial atomic 
layer-organic molecule heterostructures”

 表面ステップに形成されるジョセフソン渦

 有機分子層とのヘテロ構造： 超伝導臨界温度の

ナノスケール制御

 ジョセフソン渦ダイナミクスの解明と制御

 大気中に取り出すための表面保護技術の開発

 より臨界温度の高い超伝導原子層物質の探索

磁場

0.08 テスラ

0.04 テスラ

電気抵抗の温度依存性。
単分子層（1 ML）前後の
被覆率のとき、超伝導転移
温度が上昇している。

表面超伝導体の上に成長
した銅フタロシアニン分子の
自己組織化膜（STM 像）。

測定温度：室温
50 nm × 50 nm

測定温度： 0.4 K
500 nm × 1500 nm

⾯
抵
抗

(Ω
)

温度 (K)

0 テスラ

表面ステップに形成されるジョセフソン渦 金属原子層・有機分子層ヘテロ構造超伝導
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デバイス動作中の放射光軟X線イメージング

顔
写真

Keywords: オペランド分析、顕微分光、表面界面分析、マテリアルズインフォマティクス

極限計測分野 表面化学分析グループ

永村 直佳
NAGAMURA.Naoka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/surface-chemical-analysis/

 高輝度放射光X線を活用した先端計測への需要拡大

 計測技術の進歩による、モデル構造の分析から実デバイスの分析への転換

 デバイスの微細化に伴う、界面設計による物性制御や欠陥エンジニアリングの実現への期待

 ナノ構造体内部の界面・欠陥周辺における電子状態・化学状態の3次元空間分布解析

 オペランド顕微分光観測による、デバイス(半導体・電池・触媒)動作中の局所状態の解明

 機械学習を用いた高速自動スペクトルデータ処理による多次元(多パラメータ同時)解析の実現

・永村直佳 他 「電子デバイスのオペランド光電子分光実験」 表面科学 Vol. 37, No. 1, pp. 25-30 (2016).

・E. Sakai, N. Nagamura et al. Nanoscale 8, 18893 (2016). ・N. Nagamura et al. APL 106, 251604 (2015). 

・K. Horiba et al. Rev. Sci. Instrum. 82, 113701 (2011).

 放射光軟X線をプローブとした、空間分解能

100 nmをきるスペクトルイメージングが可能

 半導体や二次電池、触媒などの機能性デバイ

スを動作させながらの分光分析が可能

 デバイスの種類の応じ試料ホルダー(セル)開発

の技術拡充

 機械学習を取り入れた高速自動データ処理シス

テムを汎用ソフト化

放射光軟X線走査型光電子顕微分光装置

●独立5端子試料ホルダーでデバイ
スに電圧を印加しながら分光測定

●空間分解能(面内) 70 nmで
光電子スペクトルイメージング

●角度分解光電子アナライザー
で深さ方向解析

SPring-8

分析例1：光触媒クラスター

分析例2：GaN HEMT
(高速通信用半導体パワーデバイス)

個々のクラスターにおけるバンドアラインメントを計測
→性能のばらつきやサイズ依存性も評価可能

動作中の半導体チャネル内で、内殻ピーク
シフトの空間分布からポテンシャルマッピング

CO molecules nucleated close to 
one‐dimensional organometallic 

molecular structures on a 
Gold (111) surface.

Characterization of technologically relevant 
materials from an atomistic perspective

Keywords: Scanning probe microscopy

CUSTANCE, Oscar
Nano Characterization Field / Nanomechanics Group
CUSTANCE.Oscar@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanomechanics/

 Ultra-high resolution scanning probe microscopy (SPM)

 To study properties of technologically relevant materials from an atomistic 
perspective using scanning probe microscopy

 Nature Communications, Vol. 6,  page 7265 (2015)
 Nature Nanotechnology, Vol. 4,  page 803 (2009)
 Science, Vol. 322, page  413 (2008)

 Advanced SPM techniques 
 Manipulation of atoms and molecules
 Study technological properties of materials

 Publications in high-impact factor journals

Nano‐structures created 
by laterally manipulating 

Cu‐Phthalocyanine
molecules (left) and by 

positioning 
approximately 700 atoms 
of silver (right) on a Silver 

surface
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デバイス動作中の放射光軟X線イメージング

顔
写真

Keywords: オペランド分析、顕微分光、表面界面分析、マテリアルズインフォマティクス

極限計測分野 表面化学分析グループ

永村 直佳
NAGAMURA.Naoka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/surface-chemical-analysis/

 高輝度放射光X線を活用した先端計測への需要拡大

 計測技術の進歩による、モデル構造の分析から実デバイスの分析への転換

 デバイスの微細化に伴う、界面設計による物性制御や欠陥エンジニアリングの実現への期待

 ナノ構造体内部の界面・欠陥周辺における電子状態・化学状態の3次元空間分布解析

 オペランド顕微分光観測による、デバイス(半導体・電池・触媒)動作中の局所状態の解明

 機械学習を用いた高速自動スペクトルデータ処理による多次元(多パラメータ同時)解析の実現

・永村直佳 他 「電子デバイスのオペランド光電子分光実験」 表面科学 Vol. 37, No. 1, pp. 25-30 (2016).

・E. Sakai, N. Nagamura et al. Nanoscale 8, 18893 (2016). ・N. Nagamura et al. APL 106, 251604 (2015). 

・K. Horiba et al. Rev. Sci. Instrum. 82, 113701 (2011).

 放射光軟X線をプローブとした、空間分解能

100 nmをきるスペクトルイメージングが可能

 半導体や二次電池、触媒などの機能性デバイ

スを動作させながらの分光分析が可能

 デバイスの種類の応じ試料ホルダー(セル)開発

の技術拡充

 機械学習を取り入れた高速自動データ処理シス

テムを汎用ソフト化

放射光軟X線走査型光電子顕微分光装置

●独立5端子試料ホルダーでデバイ
スに電圧を印加しながら分光測定

●空間分解能(面内) 70 nmで
光電子スペクトルイメージング

●角度分解光電子アナライザー
で深さ方向解析

SPring-8

分析例1：光触媒クラスター

分析例2：GaN HEMT
(高速通信用半導体パワーデバイス)

個々のクラスターにおけるバンドアラインメントを計測
→性能のばらつきやサイズ依存性も評価可能

動作中の半導体チャネル内で、内殻ピーク
シフトの空間分布からポテンシャルマッピング

CO molecules nucleated close to 
one‐dimensional organometallic 

molecular structures on a 
Gold (111) surface.

Characterization of technologically relevant 
materials from an atomistic perspective

Keywords: Scanning probe microscopy

CUSTANCE, Oscar
Nano Characterization Field / Nanomechanics Group
CUSTANCE.Oscar@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanomechanics/

 Ultra-high resolution scanning probe microscopy (SPM)

 To study properties of technologically relevant materials from an atomistic 
perspective using scanning probe microscopy

 Nature Communications, Vol. 6,  page 7265 (2015)
 Nature Nanotechnology, Vol. 4,  page 803 (2009)
 Science, Vol. 322, page  413 (2008)

 Advanced SPM techniques 
 Manipulation of atoms and molecules
 Study technological properties of materials

 Publications in high-impact factor journals

Nano‐structures created 
by laterally manipulating 

Cu‐Phthalocyanine
molecules (left) and by 

positioning 
approximately 700 atoms 
of silver (right) on a Silver 

surface
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走査型トンネル顕微鏡による表面物性計測

顔
写真

Keywords: 表面科学, STM, 半導体, 金属, 分子, グラフェン

極限計測分野 ナノメカニクスグループ

鷺坂 恵介
SAGISAKA.Keisuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanomechanics/

 金属・半導体・金属酸化物・グラフェン・分子などの

様々な材料表面を原子分解能でSTM計測が可能

 世界最高レベルのSTM計測技術を維持していくための

技術開発

 半導体表面やグラフェン中の欠陥が及ぼす電子状

態への影響、金属酸化物表面と分子の反応性な

ど、材料表面の持つ特性を原子レベルで計測し、

材料の実用化に活用される基礎データの提供

グラフェンの構造・電子状態解析

半導体表面の欠陥検出 分子の吸着・電子状態

金属酸化物表面の反応性 新材料表面の基礎特性評価

高エネルギー分解能トンネル分光

2nm 6nm 6nm

Graphene TiO2 anatase (101) AgInYb quasicrystal

STS on Pb(111)

環境・資源・エネルギー課題を解決するための物質・材料研究において、原子・分子レベルでの特性
制御と計測の重要性はますます高まっています。固体材料表面の原子・分子を実空間で観察可能な
走査型トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscopy: STM)は電子状態計測と原子操作の機能を
備えた強力な研究ツールです。

本研究では、世界最高レベルのSTM計測技術を持続するための技術開発を継続していくとともに、半導
体・金属・二次元電子材料などの表面に発現する新しい現象や機能性を原子レベルで解明していくこと
を狙いとしています。

Molecules/Au(111)

6nm3nm

GaN

強磁場ＮＭＲを利用した材料評価

800MHz固体高分解能NMRシステム 500MHz固体高分解能NMRシステム

Keywords: 強磁場、固体ＮＭＲ、構造評価

極限計測分野 強磁場ＮＭＲグループ

丹所 正孝
TANSHO.Masataka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/HF-NMR

 固体用核磁気共鳴（ＮＭＲ）装置を用いた材料の構造評価

 XRD等では、評価が難しい系への適用

 産官学との共同利用

 固体ＮＭＲ法の得意な局所構造を解析するのに利用

 ガラスやアモルファスの構造解析にも利用

 強磁場などを用いた高分解能解析

 Tansho, M, K. Tamura, T. Shimizu, Identification of multiple Cs+ adsorption sites in a hydroxyl interlayered 
vermiculite-like layered silicate through 133Cs MAS NMR analysis. Chem. Lett. 2016, 45, 1385.

 Suehiro, T; Tansho, M; Shimizu, T. Quaternary Wurtzitic Nitrides in the System ZnGeN2–GaN: Powder Synthesis, 
Characterization, and Potentiality as a Photocatalyst. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 27590–27596. 

 アモルファスやガラスの局所構造解析に最適

 特定の部位間の相関を調べることが可能

 強磁場を用いると、感度と分解能が飛躍的に向上

 民間企業からの問い合わせも近年増加

 プローブの拡充等により、対応できる対象を増やすこと

が可能
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走査型トンネル顕微鏡による表面物性計測

顔
写真

Keywords: 表面科学, STM, 半導体, 金属, 分子, グラフェン

極限計測分野 ナノメカニクスグループ

鷺坂 恵介
SAGISAKA.Keisuke@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nanomechanics/

 金属・半導体・金属酸化物・グラフェン・分子などの

様々な材料表面を原子分解能でSTM計測が可能

 世界最高レベルのSTM計測技術を維持していくための

技術開発

 半導体表面やグラフェン中の欠陥が及ぼす電子状

態への影響、金属酸化物表面と分子の反応性な

ど、材料表面の持つ特性を原子レベルで計測し、

材料の実用化に活用される基礎データの提供

グラフェンの構造・電子状態解析

半導体表面の欠陥検出 分子の吸着・電子状態

金属酸化物表面の反応性 新材料表面の基礎特性評価

高エネルギー分解能トンネル分光

2nm 6nm 6nm

Graphene TiO2 anatase (101) AgInYb quasicrystal

STS on Pb(111)

環境・資源・エネルギー課題を解決するための物質・材料研究において、原子・分子レベルでの特性
制御と計測の重要性はますます高まっています。固体材料表面の原子・分子を実空間で観察可能な
走査型トンネル顕微鏡(Scanning Tunneling Microscopy: STM)は電子状態計測と原子操作の機能を
備えた強力な研究ツールです。

本研究では、世界最高レベルのSTM計測技術を持続するための技術開発を継続していくとともに、半導
体・金属・二次元電子材料などの表面に発現する新しい現象や機能性を原子レベルで解明していくこと
を狙いとしています。

Molecules/Au(111)

6nm3nm

GaN

強磁場ＮＭＲを利用した材料評価

800MHz固体高分解能NMRシステム 500MHz固体高分解能NMRシステム

Keywords: 強磁場、固体ＮＭＲ、構造評価

極限計測分野 強磁場ＮＭＲグループ

丹所 正孝
TANSHO.Masataka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/HF-NMR

 固体用核磁気共鳴（ＮＭＲ）装置を用いた材料の構造評価

 XRD等では、評価が難しい系への適用

 産官学との共同利用

 固体ＮＭＲ法の得意な局所構造を解析するのに利用

 ガラスやアモルファスの構造解析にも利用

 強磁場などを用いた高分解能解析

 Tansho, M, K. Tamura, T. Shimizu, Identification of multiple Cs+ adsorption sites in a hydroxyl interlayered 
vermiculite-like layered silicate through 133Cs MAS NMR analysis. Chem. Lett. 2016, 45, 1385.

 Suehiro, T; Tansho, M; Shimizu, T. Quaternary Wurtzitic Nitrides in the System ZnGeN2–GaN: Powder Synthesis, 
Characterization, and Potentiality as a Photocatalyst. J. Phys. Chem. C 2017, 121, 27590–27596. 

 アモルファスやガラスの局所構造解析に最適

 特定の部位間の相関を調べることが可能

 強磁場を用いると、感度と分解能が飛躍的に向上

 民間企業からの問い合わせも近年増加

 プローブの拡充等により、対応できる対象を増やすこと

が可能
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超偏極技術を用いた局所敏感NMR法の開発

顔
写真

Keywords: 核磁気共鳴（NMR）、 動的核偏極、 光ポンピング、ヘテロ界面観測

極限計測分野 強磁場NMRグループ

後藤 敦
GOTO.Atsushi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-field-nmr/

 現代の科学・技術の多くでは、表面・界面における物質の状態観測・制御が鍵を握る。

 核磁気共鳴法（NMR）は、多彩な情報がミクロなレベルで非侵襲的に得られる重要な分析技術

だが、感度と空間選択性に課題があり、これまで、表面・界面分析への適用は限定的であった。

 表面・界面等に超偏極核スピンを局在化させる「超偏極ラベリング技術」を開発し、NMRの感度と

空間選択性の問題を克服。

 太陽電池やLEDなどの性能を左右する「半導体ヘテロ界面」を対象に、「局所敏感NMR」を実現。

・A. Goto, K. Hashi, S. Ohki and T. Shimizu, Physical Review Materials 1 (2017) 074601.
・A. Goto, S. Ohki, K. Hashi and T. Shimizu, Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 126701.
・A, Goto, S. Ohki, K. Hashi and T. Shimizu, Nature Communications 2 (2011) 378. 

 光ポンピングNMR技術を基礎として、表面・界面に超

偏極を局在化させる「超偏極ラベリング技術」を開発。

 半導体ヘテロ界面の局所敏感NMR測定に成功。

 「表面・界面敏感NMR」や「光誘起現象のNMR測

定」等、光と組み合わせた次世代NMR技術の実現。

 環境・エネルギー分野等、基幹技術における機能発

現機構の解明、光物質科学研究への貢献。

Optical systemOptical system Control systemControl system

Optical-pumping 
NMR probe

Optical-pumping 
NMR probe

GM cryocoolerGM cryocooler

SC magnetSC magnetOptical system Control system

Optical-pumping 
NMR probe

GM cryocooler

SC magnet

光ポンピングNMRシステム

核スピンの偏極状態である「超偏極」を界面近傍に
局在化させるための角運動量連続転写プロセス。 半導体界面への超偏極生成・局在化プロセス。

InGaP/GaAsヘテロ界面における光ポンピング71Ga-NMR
スペクトルの光子エネルギー依存性。緑・青色部分が界
面に局在した超偏極により増強されたサテライト共鳴信号。

強磁場ＮＭＲの開発と材料分析への応用
Keywords:: 核磁気共鳴法（ＮＭＲ）、強磁場、 機器開発、構造解析

極限計測分野 強磁場ＮＭＲグループ

端 健二郎
HASHI.Kenjiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/HASHI_Kenjiro?locale=ja

 核磁気共鳴法(NMR)は有機化学や材料研究など広い分野で利用されている。

 NMR装置の感度と分解能は測定で使用する磁場が高いほど良くなる。

 より高い感度と分解能を得るための装置開発が求められてきた。

 従来のＮＭＲ装置は金属系超伝導線材を利用した超伝導磁石が用いられてきた。

 金属系超伝導線材のみで発生できる磁場の上限は1000MHzであった。

 酸化物超伝導線材を利用して1000MHzを超える世界最高磁場のＮＭＲ装置の開発を行った。

・K. Hashi et al., J. Magn. Reson. 256 (2015) 30.
・K. Hashi et al., Chem. Lett. 45 (2016) 209.
・材料イノベーションを加速する先進計測テクノロジーの現状と動向(ISBN:978-4-9900563-7-7), p101.

 世界最高磁場のＮＭＲシステムを開発

 酸化物高温超伝導線材を利用

 生体材料・無機材料で強磁場の効果を実証

 NMRプローブ・分光計の高度化

 オペランドＮＭＲ計測の実現

 高温超伝導線材の接続技術

双極⼦核 四極⼦核

従来のNMR測定は双極子核（水色）が主な対象

高磁場化により四極子核（ピンク）も対象になる。

生体材料の17O-NMR
高い磁場のほうが線幅がシャープになり
感度が向上している。

無機材料の11B-NMR
高い磁場ではピークが2本になり、解析
が容易になっている。
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超偏極技術を用いた局所敏感NMR法の開発

顔
写真

Keywords: 核磁気共鳴（NMR）、 動的核偏極、 光ポンピング、ヘテロ界面観測

極限計測分野 強磁場NMRグループ

後藤 敦
GOTO.Atsushi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/high-field-nmr/

 現代の科学・技術の多くでは、表面・界面における物質の状態観測・制御が鍵を握る。

 核磁気共鳴法（NMR）は、多彩な情報がミクロなレベルで非侵襲的に得られる重要な分析技術

だが、感度と空間選択性に課題があり、これまで、表面・界面分析への適用は限定的であった。

 表面・界面等に超偏極核スピンを局在化させる「超偏極ラベリング技術」を開発し、NMRの感度と

空間選択性の問題を克服。

 太陽電池やLEDなどの性能を左右する「半導体ヘテロ界面」を対象に、「局所敏感NMR」を実現。

・A. Goto, K. Hashi, S. Ohki and T. Shimizu, Physical Review Materials 1 (2017) 074601.
・A. Goto, S. Ohki, K. Hashi and T. Shimizu, Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 126701.
・A, Goto, S. Ohki, K. Hashi and T. Shimizu, Nature Communications 2 (2011) 378. 

 光ポンピングNMR技術を基礎として、表面・界面に超

偏極を局在化させる「超偏極ラベリング技術」を開発。

 半導体ヘテロ界面の局所敏感NMR測定に成功。

 「表面・界面敏感NMR」や「光誘起現象のNMR測

定」等、光と組み合わせた次世代NMR技術の実現。

 環境・エネルギー分野等、基幹技術における機能発

現機構の解明、光物質科学研究への貢献。

Optical systemOptical system Control systemControl system

Optical-pumping 
NMR probe

Optical-pumping 
NMR probe

GM cryocoolerGM cryocooler

SC magnetSC magnetOptical system Control system

Optical-pumping 
NMR probe

GM cryocooler

SC magnet

光ポンピングNMRシステム

核スピンの偏極状態である「超偏極」を界面近傍に
局在化させるための角運動量連続転写プロセス。 半導体界面への超偏極生成・局在化プロセス。

InGaP/GaAsヘテロ界面における光ポンピング71Ga-NMR
スペクトルの光子エネルギー依存性。緑・青色部分が界
面に局在した超偏極により増強されたサテライト共鳴信号。

強磁場ＮＭＲの開発と材料分析への応用
Keywords:: 核磁気共鳴法（ＮＭＲ）、強磁場、 機器開発、構造解析

極限計測分野 強磁場ＮＭＲグループ

端 健二郎
HASHI.Kenjiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/HASHI_Kenjiro?locale=ja

 核磁気共鳴法(NMR)は有機化学や材料研究など広い分野で利用されている。

 NMR装置の感度と分解能は測定で使用する磁場が高いほど良くなる。

 より高い感度と分解能を得るための装置開発が求められてきた。

 従来のＮＭＲ装置は金属系超伝導線材を利用した超伝導磁石が用いられてきた。

 金属系超伝導線材のみで発生できる磁場の上限は1000MHzであった。

 酸化物超伝導線材を利用して1000MHzを超える世界最高磁場のＮＭＲ装置の開発を行った。

・K. Hashi et al., J. Magn. Reson. 256 (2015) 30.
・K. Hashi et al., Chem. Lett. 45 (2016) 209.
・材料イノベーションを加速する先進計測テクノロジーの現状と動向(ISBN:978-4-9900563-7-7), p101.

 世界最高磁場のＮＭＲシステムを開発

 酸化物高温超伝導線材を利用

 生体材料・無機材料で強磁場の効果を実証

 NMRプローブ・分光計の高度化

 オペランドＮＭＲ計測の実現

 高温超伝導線材の接続技術

双極⼦核 四極⼦核

従来のNMR測定は双極子核（水色）が主な対象

高磁場化により四極子核（ピンク）も対象になる。

生体材料の17O-NMR
高い磁場のほうが線幅がシャープになり
感度が向上している。

無機材料の11B-NMR
高い磁場ではピークが2本になり、解析
が容易になっている。
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水のポリアモルフィズムの水溶液系への応用

水のポリアモルフィズムの観点
から構築された水の状態図。低
密度水（LDL）、低密度非晶質
氷（LDA)、高密度水（HDL）高密
度非晶質氷（HDA）、液‐液臨界
点（LLCP）。

Keywords: 水、ポリアモルフィズム、液‐液臨界点、水溶液

原子構造物性分野 電子顕微鏡グループ

鈴木 芳治
SUZUKI.Yoshiharu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/water/j_index.html

低温での水の奇妙な振る舞いの解明。

水の液‐液転移及び水の液‐液臨界現象という新規な臨界現象の検証。

2つの異なるアモルファス氷の構造を特徴づけるパラメーターの探索。

水の液‐液臨界点（LLCP）仮説の証明。特にLLCPの存在を実験的に示す。

水のポリアモルフィズムと水溶液の動的構造や機能との関係の解明。

水のガラス化と結晶化の制御方法の確立。

・Y. Suzuki and O. Mishima, J. Chem. Phys., 141 (2014) 094505.
・Y. Suzuki and O. Mishima, J. Chem. Phys., 145 (2016) 024501.

・Y. Suzuki, J. Chem. Phys., 147 (2017) 064511.

 水溶液の溶媒状態は低密度水と高密度水の２つの

液体状態で特徴づけられる。

 水（溶媒水）のポリアモルフィズムは水溶液の動的・

静的構造に影響することが確認された。

 水のポリアモルフィズムと水和構造との関係の解明。

 細胞の冷凍保存や食品の冷凍技術への応用。

 水のポリアモルフィズムを利用したタンパク質の２次

構造、３次構造の制御。

150Kのグリセロール水溶
液のポリアモルフィック転
移とその濃度依存性。濃
度（ｘ）は溶質のモル分率。

水のポリアモルフィズムの観点から考察
されたグリセロール水溶液の溶媒水の
圧力-温度-濃度（P-T-x）状態図。
150Kのグリセロール水溶液のLLCPの
位置はP=0.045GPa、x=0.135と実験
的に見積られた。

電子エネルギー損失分光の応用と高度化
Keywords: 電子エネルギー損失分光（EELS）、透過電子顕微鏡（TEM）、モノクロメータ

原子構造物性分野 電子顕微鏡グループ

吉川 純
KIKKAWA.Jun@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/AEMG/index-j.html

 ナノ・サブナノメートル領域における微細電子構造の解析ニーズ

 モノクロメータによるEELSの高エネルギー分解能化

 嫌気性材料や電子線に弱い各種先端材料の計測ニーズ

 高エネルギー分解能EELSを用いた微細電子構造の解析と分光イメージング

 散乱ベクトル依存（=運動量移送依存）EELSを用いた電子状態異方性や分散関係の解析

 大気や電子線によって変質しやすい材料のための計測技術確立と解析

・J. Kikkawa et al., Phys. Rev. B, in press (2018).

・J. Kikkawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 57, 035802 (2018). 

・J. Kikkawa et al., J. Phys. Chem. C 119, 15823 (2015).

 高エネルギー分解能EELSのLi K吸収端への応用

 嫌気性かつ電子線に弱い材料でEELSの定量解析

 散乱ベクトル依存EELSでLi 2p状態の異方性を解明

 EELSエネルギー分解能のさらなる向上

 大気非暴露や低照射量電子線での計測技術

 先端計測のためのプログラミング

LiCoO2はリチウムイオン二次電池の正極材料
として利用されている。 散乱ベクトル依存（運
動量移送依存）EELSにより、 LiCoO2のLi K吸
収端の異方性を明らかにした。この異方性は、
Liの2p電子状態が、c軸に並行な成分と垂直
な成分では異なることに起因する。

Li2O2はリチウム空気電池の放電時の主生成物である。
電子線に弱い材料である。電子線照射でLi2O2がLiO2

へ変化することを、EELSで定量的に調べた。上図は、
変化途中のスペクトル（Experiment）を成分解析した
もので、 40%がLiO2へ変化している。
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水のポリアモルフィズムの水溶液系への応用

水のポリアモルフィズムの観点
から構築された水の状態図。低
密度水（LDL）、低密度非晶質
氷（LDA)、高密度水（HDL）高密
度非晶質氷（HDA）、液‐液臨界
点（LLCP）。

Keywords: 水、ポリアモルフィズム、液‐液臨界点、水溶液

原子構造物性分野 電子顕微鏡グループ

鈴木 芳治
SUZUKI.Yoshiharu@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/water/j_index.html

低温での水の奇妙な振る舞いの解明。

水の液‐液転移及び水の液‐液臨界現象という新規な臨界現象の検証。

2つの異なるアモルファス氷の構造を特徴づけるパラメーターの探索。

水の液‐液臨界点（LLCP）仮説の証明。特にLLCPの存在を実験的に示す。

水のポリアモルフィズムと水溶液の動的構造や機能との関係の解明。

水のガラス化と結晶化の制御方法の確立。

・Y. Suzuki and O. Mishima, J. Chem. Phys., 141 (2014) 094505.
・Y. Suzuki and O. Mishima, J. Chem. Phys., 145 (2016) 024501.

・Y. Suzuki, J. Chem. Phys., 147 (2017) 064511.

 水溶液の溶媒状態は低密度水と高密度水の２つの

液体状態で特徴づけられる。

 水（溶媒水）のポリアモルフィズムは水溶液の動的・

静的構造に影響することが確認された。

 水のポリアモルフィズムと水和構造との関係の解明。

 細胞の冷凍保存や食品の冷凍技術への応用。

 水のポリアモルフィズムを利用したタンパク質の２次

構造、３次構造の制御。

150Kのグリセロール水溶
液のポリアモルフィック転
移とその濃度依存性。濃
度（ｘ）は溶質のモル分率。

水のポリアモルフィズムの観点から考察
されたグリセロール水溶液の溶媒水の
圧力-温度-濃度（P-T-x）状態図。
150Kのグリセロール水溶液のLLCPの
位置はP=0.045GPa、x=0.135と実験
的に見積られた。

電子エネルギー損失分光の応用と高度化
Keywords: 電子エネルギー損失分光（EELS）、透過電子顕微鏡（TEM）、モノクロメータ

原子構造物性分野 電子顕微鏡グループ

吉川 純
KIKKAWA.Jun@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/AEMG/index-j.html

 ナノ・サブナノメートル領域における微細電子構造の解析ニーズ

 モノクロメータによるEELSの高エネルギー分解能化

 嫌気性材料や電子線に弱い各種先端材料の計測ニーズ

 高エネルギー分解能EELSを用いた微細電子構造の解析と分光イメージング

 散乱ベクトル依存（=運動量移送依存）EELSを用いた電子状態異方性や分散関係の解析

 大気や電子線によって変質しやすい材料のための計測技術確立と解析

・J. Kikkawa et al., Phys. Rev. B, in press (2018).

・J. Kikkawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 57, 035802 (2018). 

・J. Kikkawa et al., J. Phys. Chem. C 119, 15823 (2015).

 高エネルギー分解能EELSのLi K吸収端への応用

 嫌気性かつ電子線に弱い材料でEELSの定量解析

 散乱ベクトル依存EELSでLi 2p状態の異方性を解明

 EELSエネルギー分解能のさらなる向上

 大気非暴露や低照射量電子線での計測技術

 先端計測のためのプログラミング

LiCoO2はリチウムイオン二次電池の正極材料
として利用されている。 散乱ベクトル依存（運
動量移送依存）EELSにより、 LiCoO2のLi K吸
収端の異方性を明らかにした。この異方性は、
Liの2p電子状態が、c軸に並行な成分と垂直
な成分では異なることに起因する。

Li2O2はリチウム空気電池の放電時の主生成物である。
電子線に弱い材料である。電子線照射でLi2O2がLiO2

へ変化することを、EELSで定量的に調べた。上図は、
変化途中のスペクトル（Experiment）を成分解析した
もので、 40%がLiO2へ変化している。
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Characterizing low-dimensional materials by 
using advanced electron microscopy
Keywords: in-situ experiments, carbon nanotubes, semiconductor nanowires

Cretu Ovidiu
Atomic Structure and Physics Field / Electron Microscopy Group
CRETU.Ovidiu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/cretu_ovidiu

Atomic-scale defects determine the properties of current materials. Despite the 
excellent structural data available for these objects, their effect on the material is in 
most cases determined indirectly, or predicted based on theoretical calculations.

The goal of this research is to relate the atomic-scale structure and chemical properties 
of defects in low-dimensional materials to their performance. This will be achieved 
through a combination of state-of-the art microscopy techniques and innovative in-situ 
experiments using specialized sample holders.

1) Carbon nanotube telescoping:  the exposed core of a 
nanotube can be contacted with a metallic probe and 
reproducibly pulled out then re-inserted, while measuring 
electrical properties at each movement step. Due to the low 
friction between the nanotube walls, a large number of cycles 
can be performed, highlighting the stability of these structures, 
which represent the ultimate flexible contacts.

2) Luminescence center mapping in CdS: optical data can be 
acquired from individual nanowires by positioning a fiber close 
to the sample, through cathodoluminescence. This method 
reveals the distribution of centers with nanometer-precision, 
allowing us to associate them with various intrinsic defects.

3) Optoelectronic measurements on CdS: the electrical 
properties of individual nanowires are probed before, during 
and after mechanical deformation, while irradiated with a light 
source. This complex experiment involving 3 simultaneous 
stimuli reveals details such as their optical ON/OFF ratios and 
wavelength-dependent photocurrent generation.

 O. Cretu, C. Zhang, D. Golberg, Appl. Phys. Lett. 110, 111904, 2017
 C. Zhang, O. Cretu, et.al., Nano Lett. 16, 6008-6013, 2016
 K. Moore, O. Cretu, M. Mitome, D. Golberg, Carbon 107, 225–232, 2016

● In-situ experiments are performed on individual 
nanoscale objects inside a microscope.

● The measured properties of these objects are 
correlated with their structure, obtained by 
observing them at high magnification.

● Our methods allow us to measure properties of 
individual nanostructures which would not be 
accessible otherwise.

● The techniques developed in these studies can 
be readily extended to other materials.

電子顕微鏡による位相計測

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

三石 和貴
Mitsuishi.Kazutaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/in-situ-characterization-technique/

Keywords: 電子顕微鏡、位相計測

 電子顕微鏡は微細な構造を観察する目的で使用されていますが、電子は波であり、試料を透過

した電子線には通常では取り出すことが出来ない、位相の情報が含まれています。この情報は

磁場や電場などの情報を含み、大変有益ですが、通常、位相の計測に用いられる電子線ホログ

ラフィーは様々な制約があり、より簡便な手法が求められています。

・A. Ishizuka, K. Mitsuishi, K. Ishizuka, Ultramicroscopy 194 (2018) 7-14.
https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2018.06.010

 試料中の電場の可視化

 試料中の磁場・磁区の可視化

 その場観察による、2次電池や半導体界面の抵抗因

子の解明

 この状況を打開するため、強度輸送方程式による位相回復手法の改良を行いました。 強度輸

送方程式による位相回復は、数枚の焦点の異なる像のみから位相を回復する手法で、位相情

報の取得が容易になる事が期待出来ます。

 画像取得条件の最適化

強度輸送方程式は、物体を通過する電子が受ける位相変化と、それにより生じる画像の強度
変化を関係づける方程式です。 異なる焦点位置で取得された数枚の画像から、物体による
位相変化を求めることが可能です。

しかしながら、この⼿法は画像の強度の保存が必
要なため、画像中に孤⽴した系にしか⽤いる事が
出来ず、多くの実際的な系では使⽤することが出
来ませんでした。

本研究では制限視野絞りという、回折パターンを取得する際に使⽤する絞りを⽤いて、視
野を制限することで、絞りも含めた像を物体とすることで、強度保存の問題を解決し、強
度輸送⽅程式による位相回復を可能とするものです。 異なる焦点位置で取得された複数
の画像から、電⼦線の位相を回復することに成功しています。
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Characterizing low-dimensional materials by 
using advanced electron microscopy
Keywords: in-situ experiments, carbon nanotubes, semiconductor nanowires

Cretu Ovidiu
Atomic Structure and Physics Field / Electron Microscopy Group
CRETU.Ovidiu@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/cretu_ovidiu

Atomic-scale defects determine the properties of current materials. Despite the 
excellent structural data available for these objects, their effect on the material is in 
most cases determined indirectly, or predicted based on theoretical calculations.

The goal of this research is to relate the atomic-scale structure and chemical properties 
of defects in low-dimensional materials to their performance. This will be achieved 
through a combination of state-of-the art microscopy techniques and innovative in-situ 
experiments using specialized sample holders.

1) Carbon nanotube telescoping:  the exposed core of a 
nanotube can be contacted with a metallic probe and 
reproducibly pulled out then re-inserted, while measuring 
electrical properties at each movement step. Due to the low 
friction between the nanotube walls, a large number of cycles 
can be performed, highlighting the stability of these structures, 
which represent the ultimate flexible contacts.

2) Luminescence center mapping in CdS: optical data can be 
acquired from individual nanowires by positioning a fiber close 
to the sample, through cathodoluminescence. This method 
reveals the distribution of centers with nanometer-precision, 
allowing us to associate them with various intrinsic defects.

3) Optoelectronic measurements on CdS: the electrical 
properties of individual nanowires are probed before, during 
and after mechanical deformation, while irradiated with a light 
source. This complex experiment involving 3 simultaneous 
stimuli reveals details such as their optical ON/OFF ratios and 
wavelength-dependent photocurrent generation.

 O. Cretu, C. Zhang, D. Golberg, Appl. Phys. Lett. 110, 111904, 2017
 C. Zhang, O. Cretu, et.al., Nano Lett. 16, 6008-6013, 2016
 K. Moore, O. Cretu, M. Mitome, D. Golberg, Carbon 107, 225–232, 2016

● In-situ experiments are performed on individual 
nanoscale objects inside a microscope.

● The measured properties of these objects are 
correlated with their structure, obtained by 
observing them at high magnification.

● Our methods allow us to measure properties of 
individual nanostructures which would not be 
accessible otherwise.

● The techniques developed in these studies can 
be readily extended to other materials.

電子顕微鏡による位相計測

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

三石 和貴
Mitsuishi.Kazutaka@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/in-situ-characterization-technique/

Keywords: 電子顕微鏡、位相計測

 電子顕微鏡は微細な構造を観察する目的で使用されていますが、電子は波であり、試料を透過

した電子線には通常では取り出すことが出来ない、位相の情報が含まれています。この情報は

磁場や電場などの情報を含み、大変有益ですが、通常、位相の計測に用いられる電子線ホログ

ラフィーは様々な制約があり、より簡便な手法が求められています。

・A. Ishizuka, K. Mitsuishi, K. Ishizuka, Ultramicroscopy 194 (2018) 7-14.
https://doi.org/10.1016/j.ultramic.2018.06.010

 試料中の電場の可視化

 試料中の磁場・磁区の可視化

 その場観察による、2次電池や半導体界面の抵抗因

子の解明

 この状況を打開するため、強度輸送方程式による位相回復手法の改良を行いました。 強度輸

送方程式による位相回復は、数枚の焦点の異なる像のみから位相を回復する手法で、位相情

報の取得が容易になる事が期待出来ます。

 画像取得条件の最適化

強度輸送方程式は、物体を通過する電子が受ける位相変化と、それにより生じる画像の強度
変化を関係づける方程式です。 異なる焦点位置で取得された数枚の画像から、物体による
位相変化を求めることが可能です。

しかしながら、この⼿法は画像の強度の保存が必
要なため、画像中に孤⽴した系にしか⽤いる事が
出来ず、多くの実際的な系では使⽤することが出
来ませんでした。

本研究では制限視野絞りという、回折パターンを取得する際に使⽤する絞りを⽤いて、視
野を制限することで、絞りも含めた像を物体とすることで、強度保存の問題を解決し、強
度輸送⽅程式による位相回復を可能とするものです。 異なる焦点位置で取得された複数
の画像から、電⼦線の位相を回復することに成功しています。
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超高真空その場観察システムの構築

超高真空の透過型電子顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡を組み合わせることで、材料やその表面のナノ構造を多
方向から観察する手法を開発しました。また、電子線やイオンビームを組み合わせることで、特定反応を促進さ
せたり特異な反応を誘起したりし、その表面構造や内部構造を明らかにしています。

Keywords: UHV-TEM、UHV-STM、電子ビーム、イオンビーム

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

田中 美代子
TANAKA.Miyoko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tanaka_miyoko

 複雑な構造や反応の中核部分を抽出しシンプルに評価することが求められている

 表面構造と結晶構造を結びつける手法の開拓

 反応温度の低下、特異構造の創出、表面状態の制御

 超高真空環境を利用したアーティファクトのない状態の実現

 理想表面やナノ構造物の作製、表面状態と内部構造を対応させた評価

 電子線やイオンビーム等による反応促進

・M. Tanaka, Beilstein J. Nanotech. 7, 817 (2016) 

・M. Tanaka, Jpn. J. Appl. Phys. 54, 04DH09-1 (2015)

・M. Tanaka, Appl. Surf. Sci. 311, 324 (2014)

 超高真空環境下で材料のその場創製・評価が行える

システムの構築

 電子・イオンビームによる反応促進

 表面構造と内部構造の対応

 環境・エネルギー材料への対応

 水素ガス環境下での評価

 その場低温ステージの開発

電子線による反応促進

イオンビームによる表面改質

UHV-STMによる表面構造評価

ナノ反応観察

ナノ構造の作製と評価

UHV-TEMによる構造評価

YSZ(100)
SrTiO3(100)

W nano-dots

Mn Silicide

Si(111)-7x7, Si(111)-AgInIn nanoparticles

UHV-TEM

UHV
-STM

beams

TEM内その場解析からの新材料合成法開発

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

石川 信博
ISHIKAWA.Nobuhiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/in-situ-characterization-technique/

 透過型電子顕微鏡（TEM)はミニ実験室として利用可能

 TEM内ならバルク実験では精製できないような物質も合成可能

 特に製錬分野では二酸化炭素排出削減を初めとして環境負荷軽減が喫緊の課題

・石川信博他 TEM内外におけるシリカとヘマタイトの反応解析,「材料とプロセス」,29（2016）,226

・N.Ishikawa et.al. “In-situ observation of the cross-reaction of the oxides promoted by electron irradiation”,Proc. 19th 
IMC(2018)

 二酸化炭素を発生しない製錬法の開発

 二酸化炭素を発生しない合成法の開発

 汎用元素のみを用いた低環境負荷プロセスの開発

 二酸化炭素を生成しない物質系での新製錬法の開発

 TEM内で新たに見いだした物質の同定

 TEM内で起こした反応のバルク条件で起こす手法の開発

 ＴＥＭ外で同様の現象を起こす条件の確立

 ＴＥＭ外で同様の物質を合成する条件の確立

 ＴＥＭ外で当該物質を大量生産する設備の開発

Keywords: TEM内その場解析 還元 製錬 合成

ヘマタイト（（Fe2O3）とシリカ(SiO2)を複合化した物質に
電子線を照射すると静水圧的形状で鉄が析出する。
2枚の写真のタイムラグは約20秒。この実験は通常
の製鉄が行われる温度より大幅に低温の400℃で実
施。

二酸化チタン（TiO2)とアルミナ(Al2O3)を重ね合わせて約90
分700℃に保持した後の明視野像。円形に変化した部分は
電子線が照射された部分で中心部に残留している析出物は
チタンとアルミニウムの合金であった。この反応はアルミニウム
を使って二酸化チタンを還元したわけでは無くアルミナを使用
している。

※酸化物や窒化物を組み合わせて互いに分解し合い、単体を
析出させる組みあわせをすでに数種確認済み。

5nm
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超高真空その場観察システムの構築

超高真空の透過型電子顕微鏡と走査型トンネル顕微鏡を組み合わせることで、材料やその表面のナノ構造を多
方向から観察する手法を開発しました。また、電子線やイオンビームを組み合わせることで、特定反応を促進さ
せたり特異な反応を誘起したりし、その表面構造や内部構造を明らかにしています。

Keywords: UHV-TEM、UHV-STM、電子ビーム、イオンビーム

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

田中 美代子
TANAKA.Miyoko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/tanaka_miyoko

 複雑な構造や反応の中核部分を抽出しシンプルに評価することが求められている

 表面構造と結晶構造を結びつける手法の開拓

 反応温度の低下、特異構造の創出、表面状態の制御

 超高真空環境を利用したアーティファクトのない状態の実現

 理想表面やナノ構造物の作製、表面状態と内部構造を対応させた評価

 電子線やイオンビーム等による反応促進

・M. Tanaka, Beilstein J. Nanotech. 7, 817 (2016) 

・M. Tanaka, Jpn. J. Appl. Phys. 54, 04DH09-1 (2015)

・M. Tanaka, Appl. Surf. Sci. 311, 324 (2014)

 超高真空環境下で材料のその場創製・評価が行える

システムの構築

 電子・イオンビームによる反応促進

 表面構造と内部構造の対応

 環境・エネルギー材料への対応

 水素ガス環境下での評価

 その場低温ステージの開発

電子線による反応促進

イオンビームによる表面改質

UHV-STMによる表面構造評価

ナノ反応観察

ナノ構造の作製と評価

UHV-TEMによる構造評価

YSZ(100)
SrTiO3(100)

W nano-dots

Mn Silicide

Si(111)-7x7, Si(111)-AgInIn nanoparticles

UHV-TEM

UHV
-STM

beams

TEM内その場解析からの新材料合成法開発

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

石川 信博
ISHIKAWA.Nobuhiro@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/in-situ-characterization-technique/

 透過型電子顕微鏡（TEM)はミニ実験室として利用可能

 TEM内ならバルク実験では精製できないような物質も合成可能

 特に製錬分野では二酸化炭素排出削減を初めとして環境負荷軽減が喫緊の課題

・石川信博他 TEM内外におけるシリカとヘマタイトの反応解析,「材料とプロセス」,29（2016）,226

・N.Ishikawa et.al. “In-situ observation of the cross-reaction of the oxides promoted by electron irradiation”,Proc. 19th 
IMC(2018)

 二酸化炭素を発生しない製錬法の開発

 二酸化炭素を発生しない合成法の開発

 汎用元素のみを用いた低環境負荷プロセスの開発

 二酸化炭素を生成しない物質系での新製錬法の開発

 TEM内で新たに見いだした物質の同定

 TEM内で起こした反応のバルク条件で起こす手法の開発

 ＴＥＭ外で同様の現象を起こす条件の確立

 ＴＥＭ外で同様の物質を合成する条件の確立

 ＴＥＭ外で当該物質を大量生産する設備の開発

Keywords: TEM内その場解析 還元 製錬 合成

ヘマタイト（（Fe2O3）とシリカ(SiO2)を複合化した物質に
電子線を照射すると静水圧的形状で鉄が析出する。
2枚の写真のタイムラグは約20秒。この実験は通常
の製鉄が行われる温度より大幅に低温の400℃で実
施。

二酸化チタン（TiO2)とアルミナ(Al2O3)を重ね合わせて約90
分700℃に保持した後の明視野像。円形に変化した部分は
電子線が照射された部分で中心部に残留している析出物は
チタンとアルミニウムの合金であった。この反応はアルミニウム
を使って二酸化チタンを還元したわけでは無くアルミナを使用
している。

※酸化物や窒化物を組み合わせて互いに分解し合い、単体を
析出させる組みあわせをすでに数種確認済み。

5nm
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真空

温度

雰囲気

試料ホルダーを利用したその場観察

→ 既存のTEMを利用可能
→ 改良・改造が容易

TEM本体とは独立

→ ガス層の厚さを調節可能

試料ホルダーを利用した
ガス雰囲気加熱その場TEM観察

Keywords: 透過型電子顕微鏡、その場観察、試料ホルダー、触媒材料

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

橋本 綾子
HASIMOTO.Ayako@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hashimoto_ayako

 透過型電子顕微鏡（TEM）は原子レベルで材料の構造や挙動を観察・分析できる計測手法

 一般的には、真空、室温での観察となり、材料が実際に使用される環境とは乖離

 実環境での観察のニーズの高まりにより、その場TEM観察技術の発達

 試料ホルダーを用いたその場TEM観察システムの開発

 ガス雰囲気で高温下での、材料の構造や挙動のその場観察

 グラフェン上の触媒ナノ粒子のその場観察

・A. Hashimoto and M. Takeguchi, Journal of Electron Microscopy, 61 (2012) 409.
・A. Hashimoto, M. Takeguchi, 18th International Microscopy Congress, September, 2014, Prague, Czechoslovakia, proceeding 
IT-6-P, 1815.

 触媒のその場TEM観察のための試料ホルダーシス

テムの開発

 ガス雰囲気中高温下での触媒ナノ粒子の挙動観察

 制御系の改良による試料ホルダーシステムの安定化

（高分解能観察、EELS分析への期待）

 環境・エネルギー材料などのその場観察への応用

温度

ガス雰囲気・圧力

触媒材料

→ガス雰囲気で
加熱ができる
観察システム

制御PC

コントローラ

ガスボンベ

電源
分析装置

観察用カメラ

TEM本体

試料

ヒーター
ガスノズル

圧力計
バルブ

制御PC

試料ホルダー

メリット

デメリット
サイズの制約

触媒材料のその場観察のための試料ホルダーシステム

ガス導入および
加熱の制御系

試料ホルダー

ガス雰囲気下加熱試料ホルダーおよびシステム

試料ホルダー

ガス導入バルブの制御

グラフェン上の白金ナノ粒子のその場観察

雰囲気：0.5 Pa空気

温度：600 ℃

白金ナノ粒子

エッチング

白金ナノ粒子
グラフェン上を移

動 し な が ら 、 グ ラ
フェンを酸化エッチ
ング

精密波長可変光源を用いた光照射STM-AFM
Keywords: プローブ顕微鏡、STM、原子間力顕微鏡(AFM)、光照射、アモルファスSi太陽電池

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

三井 正
MITSUI.Tadashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/in-situ-characterization-technique/index.html

 再生可能エネルギー源として、アモルファスSi太陽電池は、コスト、元素戦略、無害性から優位。

 しかしながら、ステブラー・ロンスキー効果という「初期光劣化現象」が存在する。

 Si中の水素原子の脱離、拡散が原因とみられているが、詳細は発見から40年間わかっていない。

 アモルファスSi太陽電池の断面に発生する光起電力分布をSTMを用いて実働環境測定する。

 AFM機能も用いて、p, i, n各層及びその界面の形状や欠陥と電位分布の関係について解明する。

 半値幅の狭い単色光が得られる波長可変光源を開発し、各エネルギー準位を精密に励起する。

・T. Mitsui et al., Nano Lett., Vol. 8, pp. 853-858 (2008).

・T. Mitsui et al., Adv. Mater., Vol. 22, pp. 3022-3026 (2010).

・http://www.deltaoptics.co.jp/products/index.html#prod_3： 株式会社 デルタ光器ホームページ（動画あり。共同開発）

 太陽電池断面の閉回路状態光起電力分布測定。

(KPFM等によるポテンシャル分布ではない。）

 株式会社 デルタ光器と共同研究・開発を行い、

精密波長可変光源を商品化した。

 試料セット、波長制御等の装置の操作性の向上

 光劣化現象の加速試験用装置の導入

 光触媒材料や有機蛍光色素材料の実働環境

計測への応用

チューナブルフィルタを用いた精密波長可変光源光照射STM-AFMシステム

•試料劈開断面を、Ptコア
を持つガラスAFMプローブ
で観察する。

•光はガラス基板側から照
射する（側面照射配置）。

1. Pt Core
AFM Probe;

2. Light Guide;
3. Specimen;
4. Earth Line
(Cu wire)

V

Light

1

2

3

4

原理： 長波長側を透過する誘電体エッジフィルタと、短波長側
を透過するフィルタを傾斜させて透過波長域を変え、
２枚の透過波長域が一部重なるようにすると、透過波長
と波長半値幅を自由に制御できる。

特長： 回折格子を使わないため、① 色分離が起こらない、
② 透過率が高い、③ 光学系の構造が単純で堅牢。

1 2

1 2

装置全景
(上図)

波長スペクトル

波長半値幅の変化
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試料ホルダーを利用したその場観察

→ 既存のTEMを利用可能
→ 改良・改造が容易

TEM本体とは独立

→ ガス層の厚さを調節可能

試料ホルダーを利用した
ガス雰囲気加熱その場TEM観察

Keywords: 透過型電子顕微鏡、その場観察、試料ホルダー、触媒材料

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ

橋本 綾子
HASIMOTO.Ayako@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/hashimoto_ayako
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 ガス雰囲気で高温下での、材料の構造や挙動のその場観察

 グラフェン上の触媒ナノ粒子のその場観察

・A. Hashimoto and M. Takeguchi, Journal of Electron Microscopy, 61 (2012) 409.
・A. Hashimoto, M. Takeguchi, 18th International Microscopy Congress, September, 2014, Prague, Czechoslovakia, proceeding 
IT-6-P, 1815.

 触媒のその場TEM観察のための試料ホルダーシス
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 ガス雰囲気中高温下での触媒ナノ粒子の挙動観察

 制御系の改良による試料ホルダーシステムの安定化

（高分解能観察、EELS分析への期待）
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Keywords: プローブ顕微鏡、STM、原子間力顕微鏡(AFM)、光照射、アモルファスSi太陽電池

原子構造物性分野 実働環境計測技術開発グループ
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MITSUI.Tadashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/in-situ-characterization-technique/index.html
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 AFM機能も用いて、p, i, n各層及びその界面の形状や欠陥と電位分布の関係について解明する。
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・T. Mitsui et al., Adv. Mater., Vol. 22, pp. 3022-3026 (2010).

・http://www.deltaoptics.co.jp/products/index.html#prod_3： 株式会社 デルタ光器ホームページ（動画あり。共同開発）

 太陽電池断面の閉回路状態光起電力分布測定。
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を持つガラスAFMプローブ
で観察する。

•光はガラス基板側から照
射する（側面照射配置）。

1. Pt Core
AFM Probe;

2. Light Guide;
3. Specimen;
4. Earth Line
(Cu wire)

V

Light

1

2

3

4

原理： 長波長側を透過する誘電体エッジフィルタと、短波長側
を透過するフィルタを傾斜させて透過波長域を変え、
２枚の透過波長域が一部重なるようにすると、透過波長
と波長半値幅を自由に制御できる。

特長： 回折格子を使わないため、① 色分離が起こらない、
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オペランド水素顕微鏡の開発

原子構造物性分野 表界面物理計測グループ

板倉 明子
ITAKURA.Akiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/itakura_akiko?locale=ja

Keywords: 水素の可視化，透過，金属系構造材料，水素環境材料

 水素フィルター・水素吸蔵合金・構造材料の水素透過の可視化のニーズがある

 水素エネルギーをはじめとする水素社会における周辺材料の脆化現象の解明が求められている

 バリア膜や改質表面の機能診断は実験的制約が多く、信頼性確保が難しい

・N. Miyauchi et al., “2D Mapping of Hydrogen Permeation from a Stainless Steel Membrane” Scripta Materialia 144 (2018) 69–73
・板倉 明子他. 「水素計測電子顕微鏡の開発」 配管技術 59 (2017) 14-18 
・中村(板倉)明子他「水素透過拡散経路観測装置及びそれを用いて試料を透過する水素イオンを計測する方法」特開2017-187457
・中村(板倉)明子他「イオンの測定装置及びそれを用いた点欠陥の位置検出方法」 出願日2018年2月16日 出願番号2018-26518

 水素周辺金属材料中の水素挙動の調査

 水素制御の改質表面の欠陥確認

 水素以外の気体･金属以外の材料への展開

 実時間で水素透過を可視化し、目的に合わせた水素透過量を実測，材料開発に貢献する

 脆化起点となる水素のトラップサイトを特定、脆化抑制研究を加速化する

 バリア膜・封止デバイス・改質表面からのガス放出を実測・積算し、信頼性を確保する

顔
写真

 高分解能測定用電子線源へ改良(SEM機種の変更)

 汎用性を高める/特定試料に特化した試料ホルダー

 構造解析との比較、拡散モデルと材料開発への反映

SEMおよびオペランド水素顕微鏡を用いたSUS316板の水素透過の時間分解測定例、および透過解析の模式図。

DIET水素像①ではオーステナイトの水素透過時間より早く、粒界の位置に水素が現れたが、②の長時間の積算後に

は、粒からの透過水素に埋没する。各位置の水素量をSEM像やEBSD(Electron Back Scatter Diffraction)像と対応させ、

グラフ化することで、各構造・方位での拡散係数をはじめとする水素挙動を把握することができる。

左：オペランド水素顕微鏡の装置模式図

右：透過のイメージ図

超高真空電子顕微鏡（SEM）に水素ラインを導入し、

試料薄板で蓋をし、試料を介して超高真空環境に透過

する水素を、電子遷移誘起脱離法(Desorption Induced by

Electronic Transition：DIET）で測定する。

MSSを用いた水素センサーの開発

原子構造物性分野 表界面物理計測グループ

矢ヶ部 太郎
Yakabe.taro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yakabe_taro

Keywords: 水素センシング、MSS（膜型ストレスセンサー）

 クリーンエネルギーとしての水素利用が進められている

 水素を安心安全に利用するために水素検出技術は欠かせない

 MSSは小型かつ高感度なセンサーとしてNIMSにおいて開発された

・G. Yoshikawa et al., Nano Lett. 11, 1044 (2011)
・特願2017-155808

 水素吸蔵膜を最適化することにより高速化が期待

 燃料電池車や水素ステーションへの利用

 水素はこれからのエネルギーキャリアとして最も有望なものである

 水素センサーは様々な方法が研究されており、今後の市場も大きくなると予想されている

 MSSのポテンシャルを活かし水素センサーとしての応用

 水素感応膜の最適化

 吸蔵・放出速度が大きい材料を用いて高速化

感応膜に水素が吸蔵されるとMSSの円盤部分に応力
がかかり、円盤を支えるピエゾ起電力が発生

水素と窒素の混合気体中の水素濃度に
対する応答0.2%～4%を例示

水素吸蔵膜としてパラジウムを用いた試料で5ppm～4%(40,000ppm)の
水素濃度を測定可能であることを確認
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オペランド水素顕微鏡の開発

原子構造物性分野 表界面物理計測グループ

板倉 明子
ITAKURA.Akiko@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/itakura_akiko?locale=ja

Keywords: 水素の可視化，透過，金属系構造材料，水素環境材料

 水素フィルター・水素吸蔵合金・構造材料の水素透過の可視化のニーズがある

 水素エネルギーをはじめとする水素社会における周辺材料の脆化現象の解明が求められている

 バリア膜や改質表面の機能診断は実験的制約が多く、信頼性確保が難しい

・N. Miyauchi et al., “2D Mapping of Hydrogen Permeation from a Stainless Steel Membrane” Scripta Materialia 144 (2018) 69–73
・板倉 明子他. 「水素計測電子顕微鏡の開発」 配管技術 59 (2017) 14-18 
・中村(板倉)明子他「水素透過拡散経路観測装置及びそれを用いて試料を透過する水素イオンを計測する方法」特開2017-187457
・中村(板倉)明子他「イオンの測定装置及びそれを用いた点欠陥の位置検出方法」 出願日2018年2月16日 出願番号2018-26518

 水素周辺金属材料中の水素挙動の調査

 水素制御の改質表面の欠陥確認

 水素以外の気体･金属以外の材料への展開

 実時間で水素透過を可視化し、目的に合わせた水素透過量を実測，材料開発に貢献する

 脆化起点となる水素のトラップサイトを特定、脆化抑制研究を加速化する

 バリア膜・封止デバイス・改質表面からのガス放出を実測・積算し、信頼性を確保する

顔
写真

 高分解能測定用電子線源へ改良(SEM機種の変更)

 汎用性を高める/特定試料に特化した試料ホルダー

 構造解析との比較、拡散モデルと材料開発への反映

SEMおよびオペランド水素顕微鏡を用いたSUS316板の水素透過の時間分解測定例、および透過解析の模式図。

DIET水素像①ではオーステナイトの水素透過時間より早く、粒界の位置に水素が現れたが、②の長時間の積算後に

は、粒からの透過水素に埋没する。各位置の水素量をSEM像やEBSD(Electron Back Scatter Diffraction)像と対応させ、

グラフ化することで、各構造・方位での拡散係数をはじめとする水素挙動を把握することができる。

左：オペランド水素顕微鏡の装置模式図

右：透過のイメージ図

超高真空電子顕微鏡（SEM）に水素ラインを導入し、

試料薄板で蓋をし、試料を介して超高真空環境に透過

する水素を、電子遷移誘起脱離法(Desorption Induced by

Electronic Transition：DIET）で測定する。

MSSを用いた水素センサーの開発

原子構造物性分野 表界面物理計測グループ

矢ヶ部 太郎
Yakabe.taro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yakabe_taro

Keywords: 水素センシング、MSS（膜型ストレスセンサー）

 クリーンエネルギーとしての水素利用が進められている

 水素を安心安全に利用するために水素検出技術は欠かせない

 MSSは小型かつ高感度なセンサーとしてNIMSにおいて開発された

・G. Yoshikawa et al., Nano Lett. 11, 1044 (2011)
・特願2017-155808

 水素吸蔵膜を最適化することにより高速化が期待

 燃料電池車や水素ステーションへの利用

 水素はこれからのエネルギーキャリアとして最も有望なものである

 水素センサーは様々な方法が研究されており、今後の市場も大きくなると予想されている

 MSSのポテンシャルを活かし水素センサーとしての応用

 水素感応膜の最適化

 吸蔵・放出速度が大きい材料を用いて高速化

感応膜に水素が吸蔵されるとMSSの円盤部分に応力
がかかり、円盤を支えるピエゾ起電力が発生

水素と窒素の混合気体中の水素濃度に
対する応答0.2%～4%を例示

水素吸蔵膜としてパラジウムを用いた試料で5ppm～4%(40,000ppm)の
水素濃度を測定可能であることを確認
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強磁場分光による半導体物性研究

様々な半導体２次元電子系におけるサイクロトロン共鳴測定

Keywords: 半導体、強磁場、分光

原子構造物性分野 強磁場物性グループ

今中 康貴
IMANAKA.Yasutaka@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imanaka_yasutaka

 半導体は現代社会を支える基盤材料の一つであり、構造や外場の制御により、様々な機能を持

たせることが可能な物質です。特に高精度に構造を制御した新規半導体材料を中心に、基本的

な特性を評価し、その可能性を検証することが必要となっています。

 半導体デバイスの高度化に伴い、様々な構造や物質を使ったデバイスが提案されていますが、

その電子物性の詳細が明らかになっていない場合が多くあります。そこで様々な周波数帯の光と

強磁場を駆使して新規物質の物性について詳細に調べ、半導体デバイスの創出に貢献しています。

・Y. IMANAKA, J .Low Temp. Phys., 170, 389 (2013). 

・Y. IMANAKA et al., J. Phys., 334, 012061 (2011). 

 強磁場テラヘルツ分光

 ミリ波から紫外域までの磁気光学測定

 各種強磁場分光法の開発

 光による輸送パラメーターの非接触測定

 強磁場分光計測により新物質や新材料の基本

的な性質を非接触で引き出すことができます。

より高度で簡易な測定法を確立し、様々な新規

物質材料への応用を目指します。

InGaAs/InAlAs系 CdTe/CdMgTe系

ZnMgO/ZnO系AlGaN/GaN系

高温超伝導線材のコイル化技術開発

原子構造物性分野 強磁場物性グループ

松本 真治
MATSUMOTO.Shinji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nmp/

Keywords: 高温超伝導線材，コイル化技術，NMR磁石

 高臨界電流密度や耐電磁力特性を示す高温超伝導線材の開発の進展

 高温超伝導コイルが実用段階

 高温超伝導コイルを利用した強磁場磁石の開発が期待される

・IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 22, no. 3, 9501604, 2012.
・Superconductor Science and Technology, 25, 2, 025017, 2012.
・IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23, no. 3, 4602704, 2013.

 強磁場NMR磁石への応用

 強磁場MRI磁石への応用

 ２０テスラを超える超伝導磁石への応用

 高温超伝導コイルのコイル化技術の確立

 超伝導磁石の強磁場化

 NMR磁石の強磁場化・小型化

顔
写真

 コイルの磁場遮蔽効果への対策

 コイルの保護方法の確立

 コイルの製造コストの削減

 実装可能な超伝導接続（低抵抗接続）

酸化物高温超伝導体（HTS）が発見されて２０数年が経ち，セラミックス材料であるHTS材料を線材として利用で
きるところまで発展を遂げた．HTS材料のなかでも，Bi-2223 線材は長尺化にも成功し，磁石や送電ケーブルなど
様々な応用研究・開発がすでに行われている．高い臨界電流密度や耐電磁力特性を示すRE系（RE-Ba-Cu-O）
線材の開発も進み，現在では，RE系コイルを組込んだ超伝導磁石が実用段階になりつつある．実用超伝導磁石は，
これまで，Nb3SnやNb-Ti低温超伝導（LTS）線材による開発が行われてきた．特に1980年代後半，コイルを超流
動ヘリウムで２ケルビン（セ氏約マイナス２７１度）以下に冷却する技術が実用化されて以降は，２０テスラを超える
超伝導磁石の開発が急速に進み，２００９年にはLTS線材による磁石では限界と考えられている２３.５テスラに到達
しており，高温超伝導コイルの応用が期待されてきた．（独）科学技術振興機構の研究成果展開事業「戦略的イノ
ベーション創出推進プログラム」（S－イノベ）研究課題名「高温超伝導材料を利用した次世代NMR技術の開発」に
おいて，高温超伝導（HTS）材料を超伝導磁石およびNMRプローブに応用した，次世代高温超伝導NMRシステム開
発を，物質・材料研究機構，ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社，理化学研究所，千葉大学，株式会
社JEOL RESONANCEにより構成された研究チームで行っている．

磁石を小型化するには，同じコイルサイズでより強い磁場を発生させる必要がある．それにはコイル断面あたりの
電流密度を大きくしなければならない．また，コイルには励磁中に，コイル軸方向に圧縮力，径方向にはコイルを膨
らませる電磁力が生じるが，電流密度を大きくすることで電磁力もより大きくなる．磁石を小型化するには，より大き
な臨界電流密度をもち，耐電磁力特性にも優れた超伝導線材が必要である．GdBCO線材で製作したコイルを，
Nb3SnとNb-Tiコイルと組み合わせ，液体ヘリウム温度（４.２ケルビン：セ氏約マイナス２６９度）で２４テスラの発生に
も成功した．

今後，これまで開発してきた，高温超伝導線材のコイル化技術を活かし，強磁場化にともない大型化してきた
NMR磁石の小型化，さらなる強磁場化を目指している．
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強磁場分光による半導体物性研究

様々な半導体２次元電子系におけるサイクロトロン共鳴測定

Keywords: 半導体、強磁場、分光

原子構造物性分野 強磁場物性グループ

今中 康貴
IMANAKA.Yasutaka@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/imanaka_yasutaka

 半導体は現代社会を支える基盤材料の一つであり、構造や外場の制御により、様々な機能を持

たせることが可能な物質です。特に高精度に構造を制御した新規半導体材料を中心に、基本的

な特性を評価し、その可能性を検証することが必要となっています。

 半導体デバイスの高度化に伴い、様々な構造や物質を使ったデバイスが提案されていますが、

その電子物性の詳細が明らかになっていない場合が多くあります。そこで様々な周波数帯の光と

強磁場を駆使して新規物質の物性について詳細に調べ、半導体デバイスの創出に貢献しています。

・Y. IMANAKA, J .Low Temp. Phys., 170, 389 (2013). 

・Y. IMANAKA et al., J. Phys., 334, 012061 (2011). 

 強磁場テラヘルツ分光

 ミリ波から紫外域までの磁気光学測定

 各種強磁場分光法の開発

 光による輸送パラメーターの非接触測定

 強磁場分光計測により新物質や新材料の基本

的な性質を非接触で引き出すことができます。

より高度で簡易な測定法を確立し、様々な新規

物質材料への応用を目指します。

InGaAs/InAlAs系 CdTe/CdMgTe系

ZnMgO/ZnO系AlGaN/GaN系

高温超伝導線材のコイル化技術開発

原子構造物性分野 強磁場物性グループ

松本 真治
MATSUMOTO.Shinji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nmp/

Keywords: 高温超伝導線材，コイル化技術，NMR磁石

 高臨界電流密度や耐電磁力特性を示す高温超伝導線材の開発の進展

 高温超伝導コイルが実用段階

 高温超伝導コイルを利用した強磁場磁石の開発が期待される

・IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 22, no. 3, 9501604, 2012.
・Superconductor Science and Technology, 25, 2, 025017, 2012.
・IEEE Trans. Appl. Supercond., Vol. 23, no. 3, 4602704, 2013.

 強磁場NMR磁石への応用

 強磁場MRI磁石への応用

 ２０テスラを超える超伝導磁石への応用

 高温超伝導コイルのコイル化技術の確立

 超伝導磁石の強磁場化

 NMR磁石の強磁場化・小型化

顔
写真

 コイルの磁場遮蔽効果への対策

 コイルの保護方法の確立

 コイルの製造コストの削減

 実装可能な超伝導接続（低抵抗接続）

酸化物高温超伝導体（HTS）が発見されて２０数年が経ち，セラミックス材料であるHTS材料を線材として利用で
きるところまで発展を遂げた．HTS材料のなかでも，Bi-2223 線材は長尺化にも成功し，磁石や送電ケーブルなど
様々な応用研究・開発がすでに行われている．高い臨界電流密度や耐電磁力特性を示すRE系（RE-Ba-Cu-O）
線材の開発も進み，現在では，RE系コイルを組込んだ超伝導磁石が実用段階になりつつある．実用超伝導磁石は，
これまで，Nb3SnやNb-Ti低温超伝導（LTS）線材による開発が行われてきた．特に1980年代後半，コイルを超流
動ヘリウムで２ケルビン（セ氏約マイナス２７１度）以下に冷却する技術が実用化されて以降は，２０テスラを超える
超伝導磁石の開発が急速に進み，２００９年にはLTS線材による磁石では限界と考えられている２３.５テスラに到達
しており，高温超伝導コイルの応用が期待されてきた．（独）科学技術振興機構の研究成果展開事業「戦略的イノ
ベーション創出推進プログラム」（S－イノベ）研究課題名「高温超伝導材料を利用した次世代NMR技術の開発」に
おいて，高温超伝導（HTS）材料を超伝導磁石およびNMRプローブに応用した，次世代高温超伝導NMRシステム開
発を，物質・材料研究機構，ジャパンスーパーコンダクタテクノロジー株式会社，理化学研究所，千葉大学，株式会
社JEOL RESONANCEにより構成された研究チームで行っている．

磁石を小型化するには，同じコイルサイズでより強い磁場を発生させる必要がある．それにはコイル断面あたりの
電流密度を大きくしなければならない．また，コイルには励磁中に，コイル軸方向に圧縮力，径方向にはコイルを膨
らませる電磁力が生じるが，電流密度を大きくすることで電磁力もより大きくなる．磁石を小型化するには，より大き
な臨界電流密度をもち，耐電磁力特性にも優れた超伝導線材が必要である．GdBCO線材で製作したコイルを，
Nb3SnとNb-Tiコイルと組み合わせ，液体ヘリウム温度（４.２ケルビン：セ氏約マイナス２６９度）で２４テスラの発生に
も成功した．

今後，これまで開発してきた，高温超伝導線材のコイル化技術を活かし，強磁場化にともない大型化してきた
NMR磁石の小型化，さらなる強磁場化を目指している．
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強磁場による量子機能材料評価

今後の応用が期待される大面積グラフェン試
料を、強磁場共用施設を用い強磁場中での
電気伝導度や光学的測定（可視光領域、赤
外線領域）などの様々な手段で特性評価を
行う。

Keywords: グラフェン、強磁場、磁気光学効果

原子構造物性分野 強磁場物性グループ

竹端 寛治
TAKEHANA.Kanji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nmp/

グラフェンなどの量子機能材料は、新規現象の探求や新機能デバイス開発の可能性を求めて激し

い研究競争が行われていますが、強磁場を印加することでより多彩な特性を示すことが知られてお

り、その解明、および応用が期待される。

強磁場下における精密測定により電子の有効質量や移動度などの重要な特性を調べることに加

え、強磁場で現れる量子ホール効果との相関など未解明な部分に関して研究を進める。

・K. Takehana et al., Current Applied Physics, 17, 474-478 (2017). 

・K. Takehana et al., Current Applied Physics, 14, S119-122 (2014). 

・K. Takehana et al., Applied Physics Letters 96, 193110 (2010). 

 グラフェンなどの量子機能材料を強磁場中で電

気伝導度や光学的測定などの様々な手段で特

性評価を行っている。

 様々な次世代機能材料の電子の有効質量や移

動度などの重要な特性を強磁場磁気光学測定

などの特殊な計測技術を用いて評価することで

貢献する。

SiC上成長二層グラフェンのサイクロトロン共鳴

磁気光学測定可能な高濃度
電荷制御イオンゲルゲート

量子力学的状態の直接観測

SrMn3P4O14という物質を研究対象とした。左図の○はMn2+イオンを表す。楕円で囲まれた3つのMn2+イオンを1
つのセットとして、それらが規則的に並んでいる。磁性の源は電子のスピン（小さな磁石）で、その大きさは本来は
5/2である。しかしながら、量子力学的効果により、実際の値は○中の数値になると理論的に予測される。磁場
を加えると、小さな磁石であることを反映して、スピンは磁場に平行（正の数値の場合）または反平行（負の数値
の場合）に並ぶ。ここで中性子を照射すると、スピンが規則的に配列していることから来る複数の回折信号（回折
ピーク、ブラッグピーク）が得られる。各回折信号について、実験値を横（x）成分、計算値を縦(y)成分として表記
したのが、右図の赤○である。赤線はy = xを表す。実験値と計算値がほぼ一致していることが分かる。青○は量
子力学的効果を無視した場合の計算値を縦成分とした場合の結果である。こちらは実験値とはあっていない。本
研究では、中性子散乱を利用して、左図のような量子力学的状態が実現していることが証明できた。磁性体で
は初めて、量子力学的状態の直接観測に成功した。

Keywords: 量子力学的状態（固有状態）、中性子散乱、磁性体

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

長谷 正司
HASE.Masashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/neutron-scattering/

スピン、電荷、軌道などの効果が絡み合った強相関系物質が次世代のデバイス材料となる。微細化

した際には、マクロスケールでは見られない量子力学的効果が顕著となる。デバイス設計においては、

量子力学的状態の理解が必要である。

中性子散乱技術を利用して、磁性体の量子力学的状態の直接観測を行う。

・M. Hase et al., J. Phys. Soc. Jpn. 83, 104701 1-5 (2014).
・M. Hase et al., Phys. Rev B 95, 144429 1-7 (2017).

・M. Hase et al., Phys. Rev B 96, 214424 1-8 (2017).

中性子散乱を利用して、磁性体の量子力学

的状態の直接観測に初めて成功した。

量子コンピュター用の物質・材料研究
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強磁場による量子機能材料評価

今後の応用が期待される大面積グラフェン試
料を、強磁場共用施設を用い強磁場中での
電気伝導度や光学的測定（可視光領域、赤
外線領域）などの様々な手段で特性評価を
行う。

Keywords: グラフェン、強磁場、磁気光学効果

原子構造物性分野 強磁場物性グループ

竹端 寛治
TAKEHANA.Kanji@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nmp/

グラフェンなどの量子機能材料は、新規現象の探求や新機能デバイス開発の可能性を求めて激し

い研究競争が行われていますが、強磁場を印加することでより多彩な特性を示すことが知られてお

り、その解明、および応用が期待される。

強磁場下における精密測定により電子の有効質量や移動度などの重要な特性を調べることに加

え、強磁場で現れる量子ホール効果との相関など未解明な部分に関して研究を進める。

・K. Takehana et al., Current Applied Physics, 17, 474-478 (2017). 

・K. Takehana et al., Current Applied Physics, 14, S119-122 (2014). 

・K. Takehana et al., Applied Physics Letters 96, 193110 (2010). 

 グラフェンなどの量子機能材料を強磁場中で電

気伝導度や光学的測定などの様々な手段で特

性評価を行っている。

 様々な次世代機能材料の電子の有効質量や移

動度などの重要な特性を強磁場磁気光学測定

などの特殊な計測技術を用いて評価することで

貢献する。

SiC上成長二層グラフェンのサイクロトロン共鳴

磁気光学測定可能な高濃度
電荷制御イオンゲルゲート

量子力学的状態の直接観測

SrMn3P4O14という物質を研究対象とした。左図の○はMn2+イオンを表す。楕円で囲まれた3つのMn2+イオンを1
つのセットとして、それらが規則的に並んでいる。磁性の源は電子のスピン（小さな磁石）で、その大きさは本来は
5/2である。しかしながら、量子力学的効果により、実際の値は○中の数値になると理論的に予測される。磁場
を加えると、小さな磁石であることを反映して、スピンは磁場に平行（正の数値の場合）または反平行（負の数値
の場合）に並ぶ。ここで中性子を照射すると、スピンが規則的に配列していることから来る複数の回折信号（回折
ピーク、ブラッグピーク）が得られる。各回折信号について、実験値を横（x）成分、計算値を縦(y)成分として表記
したのが、右図の赤○である。赤線はy = xを表す。実験値と計算値がほぼ一致していることが分かる。青○は量
子力学的効果を無視した場合の計算値を縦成分とした場合の結果である。こちらは実験値とはあっていない。本
研究では、中性子散乱を利用して、左図のような量子力学的状態が実現していることが証明できた。磁性体で
は初めて、量子力学的状態の直接観測に成功した。

Keywords: 量子力学的状態（固有状態）、中性子散乱、磁性体

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

長谷 正司
HASE.Masashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/neutron-scattering/

スピン、電荷、軌道などの効果が絡み合った強相関系物質が次世代のデバイス材料となる。微細化

した際には、マクロスケールでは見られない量子力学的効果が顕著となる。デバイス設計においては、

量子力学的状態の理解が必要である。

中性子散乱技術を利用して、磁性体の量子力学的状態の直接観測を行う。

・M. Hase et al., J. Phys. Soc. Jpn. 83, 104701 1-5 (2014).
・M. Hase et al., Phys. Rev B 95, 144429 1-7 (2017).

・M. Hase et al., Phys. Rev B 96, 214424 1-8 (2017).

中性子散乱を利用して、磁性体の量子力学

的状態の直接観測に初めて成功した。

量子コンピュター用の物質・材料研究
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磁性研究・磁性材料開発を加速する
中性子透過分光法の開発

顔
写真

Keywords: 磁気ブラッグエッジ/ブラッグディップ テーブルトップ トモグラフィ

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

間宮 広明
MAMIYA.Hiroaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nsg/mamiya/index.htm

 羅針盤からモーター、磁気記録に至るまで、全ての電子スピンが一方向にそろった単純な強磁性

をそのまま使ってきたが、個々のスピンやその複雑な配列の特性を複合的に活用する時代へ

 スピンの協力現象を突き詰めるために特化した中性子回折法にもこの変化に合わせた展開を

 スピン集団の新現象・新機能の発見が期待される極限場環境にそくしたスピン配列評価法の開発

 新機能の実用化サイクルを加速する超小型中性子源を用いたラボ-スピン配列の評価法の開発

 新スピン材料の複合的なデバイス化に不可欠な磁気的状態のオペランドイメージング法の開発

・H. Mamiya et al., Scientific Reports 7 (2017) 15516.

・間宮広明 日本中性子科学会誌 波紋 28 (2018) 123.

・間宮広明 NIMS NOW 18 (2018).

 極限環境でのスピン機能探索範囲を拡大する方法

 磁性材料開発サイクルを短縮するラボ装置で有効

 磁気システムのオペランドスピン状態評価が可能に

 極限環境での有効性の検証

 コンパクト集光光学系のメリットの実証

 実用デバイスでの有用性の確認

NiO単結晶の中性子透過スペクトル

解析

得られたスピン配列

ﾌﾞﾗｯｸﾞｴｯｼﾞ/ﾃﾞｨｯﾌﾟ
解析によるｽﾋﾟﾝ配列
情報の取得を実証

散乱中性子の軌道を空けなければならない既存
の回折法と異なり、針の孔一本分の隙間で十分

発生装置内の微小空間に極限環境を作り出し
そこでスピン状態を評価する際に極めて有効

1個の時間分解型
中性子検出器

微弱な中性子
発生源

ラボにおける中性子-スピン配列評価装置実現へ途

超小型源からの中性子をたった一つの検出器に集めて使える

既存回折法は
軌道が交差

透過分光法はレントゲン
撮像的手法と組合せ可

鉄製磁気回路
のイメージング像磁性デバイスのオペランド

スピン状態評価が可能に

中性子を利用した機能性材料の精密構造解析

Keywords: 中性子回折、構造解析

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

茂筑 高士
MOCHIKU.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/neutron-scattering/

 材料における機能発現の理解には、原子配列(構造)に関する情報が必要

 X線回折では、重元素中の軽元素、原子番号の近い元素の識別、同位体の識別が困難

 結晶構造だけでなく、構造の乱れを含めた広いスケール(d領域)の構造の情報が必要

 複数の遷移金属元素を含む機能性材料の構造解析

 水素、リチウム、酸素等の軽元素を含む機能性材料の構造解析

 飛行時間(TOF)法中性子回折による広いd領域・高分解能回折データの収集

・茂筑高士, RADIOISOTPES 59 (2010) 211-219.

・H. Yasuoka et al. Physica C 523 (2016) 23-27. 

・P. Miao et al., Adv. Mater. 29 (2017) 1605991.  

 2次元的に超伝導と磁性とが共存する超伝導体の構

造解析

 バルク絶縁性の高いトポロジカル絶縁体の構造解析

 サイクル耐久性の高い正極活物質の構造解析

 材料や製品の稼働中の精密構造解析(オペランド解

析)

 精密構造解析とマテリアルズ・インフォマティクスを

連携させた効率的な材料開発

物質設計・合成・評価(DSC)サイクル。
評価方法に中性子回折を加えること
で、精密な構造の情報を設計にフィー
ドバックし、合成条件を最適化して、高
品質の機能性材料を開発。

バルク絶縁性の高
いトポロジカル絶縁
体BiSbTeSe2

設計
(Design

)

合成
(Synthesis)

構造
解析

物性
解析

中性子
回折

評価 (Characterization)

従来までの方法

2次元的に超伝導
と磁性が共存する
高温超伝導体
FeSr2YCu2O6+

サイクル耐久性が
高いリチウムイオン
二次電池正極活物
質Li2MnO3

CuとFeの配列と
酸素欠損の決定

各元素の分布の
決定

Li及びMnの分布、
酸素量、Mn原子価
の決定

構造的観点からの
機能発現機能の解明
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磁性研究・磁性材料開発を加速する
中性子透過分光法の開発

顔
写真

Keywords: 磁気ブラッグエッジ/ブラッグディップ テーブルトップ トモグラフィ

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

間宮 広明
MAMIYA.Hiroaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nsg/mamiya/index.htm

 羅針盤からモーター、磁気記録に至るまで、全ての電子スピンが一方向にそろった単純な強磁性

をそのまま使ってきたが、個々のスピンやその複雑な配列の特性を複合的に活用する時代へ

 スピンの協力現象を突き詰めるために特化した中性子回折法にもこの変化に合わせた展開を

 スピン集団の新現象・新機能の発見が期待される極限場環境にそくしたスピン配列評価法の開発

 新機能の実用化サイクルを加速する超小型中性子源を用いたラボ-スピン配列の評価法の開発

 新スピン材料の複合的なデバイス化に不可欠な磁気的状態のオペランドイメージング法の開発

・H. Mamiya et al., Scientific Reports 7 (2017) 15516.

・間宮広明 日本中性子科学会誌 波紋 28 (2018) 123.

・間宮広明 NIMS NOW 18 (2018).

 極限環境でのスピン機能探索範囲を拡大する方法

 磁性材料開発サイクルを短縮するラボ装置で有効

 磁気システムのオペランドスピン状態評価が可能に

 極限環境での有効性の検証

 コンパクト集光光学系のメリットの実証

 実用デバイスでの有用性の確認

NiO単結晶の中性子透過スペクトル

解析

得られたスピン配列

ﾌﾞﾗｯｸﾞｴｯｼﾞ/ﾃﾞｨｯﾌﾟ
解析によるｽﾋﾟﾝ配列
情報の取得を実証

散乱中性子の軌道を空けなければならない既存
の回折法と異なり、針の孔一本分の隙間で十分

発生装置内の微小空間に極限環境を作り出し
そこでスピン状態を評価する際に極めて有効

1個の時間分解型
中性子検出器

微弱な中性子
発生源

ラボにおける中性子-スピン配列評価装置実現へ途

超小型源からの中性子をたった一つの検出器に集めて使える

既存回折法は
軌道が交差

透過分光法はレントゲン
撮像的手法と組合せ可

鉄製磁気回路
のイメージング像磁性デバイスのオペランド

スピン状態評価が可能に

中性子を利用した機能性材料の精密構造解析

Keywords: 中性子回折、構造解析

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

茂筑 高士
MOCHIKU.Takashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/neutron-scattering/

 材料における機能発現の理解には、原子配列(構造)に関する情報が必要

 X線回折では、重元素中の軽元素、原子番号の近い元素の識別、同位体の識別が困難

 結晶構造だけでなく、構造の乱れを含めた広いスケール(d領域)の構造の情報が必要

 複数の遷移金属元素を含む機能性材料の構造解析

 水素、リチウム、酸素等の軽元素を含む機能性材料の構造解析

 飛行時間(TOF)法中性子回折による広いd領域・高分解能回折データの収集

・茂筑高士, RADIOISOTPES 59 (2010) 211-219.

・H. Yasuoka et al. Physica C 523 (2016) 23-27. 

・P. Miao et al., Adv. Mater. 29 (2017) 1605991.  

 2次元的に超伝導と磁性とが共存する超伝導体の構

造解析

 バルク絶縁性の高いトポロジカル絶縁体の構造解析

 サイクル耐久性の高い正極活物質の構造解析

 材料や製品の稼働中の精密構造解析(オペランド解

析)

 精密構造解析とマテリアルズ・インフォマティクスを

連携させた効率的な材料開発

物質設計・合成・評価(DSC)サイクル。
評価方法に中性子回折を加えること
で、精密な構造の情報を設計にフィー
ドバックし、合成条件を最適化して、高
品質の機能性材料を開発。

バルク絶縁性の高
いトポロジカル絶縁
体BiSbTeSe2

設計
(Design

)

合成
(Synthesis)

構造
解析

物性
解析

中性子
回折

評価 (Characterization)

従来までの方法

2次元的に超伝導
と磁性が共存する
高温超伝導体
FeSr2YCu2O6+

サイクル耐久性が
高いリチウムイオン
二次電池正極活物
質Li2MnO3

CuとFeの配列と
酸素欠損の決定

各元素の分布の
決定

Li及びMnの分布、
酸素量、Mn原子価
の決定

構造的観点からの
機能発現機能の解明
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スピンダイナミクスおよび相転移機構

顔
写真

スピンダイナミクス

Keywords: 非平衡スピンダイナミクス、保磁力、長距離および短距離相互作用、臨界現象

西野 正理
NISHINO.Masamichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishino_masamichi?locale=ja

近年、超高密度磁気記録の開発、高保磁力磁石の開発が必要とされている。

光などの外場による状態制御法の開発において、ミクロな相互作用の性質とマクロに現れる現象

（協力現象）との関係を明らかにすることが重要となっている。

高保磁力磁石、 超高密度磁気記録の実現へ向けて理論、計算による機構の解明。

協力現象のモデル化による相転移・臨界現象および非平衡現象の解析を実用につなげる。

巨視的核生成などの新たな原理の発見とその応用。

・省/脱Dy ネオジム磁石と新規永久磁石の開発 （シーエムシー出版）第9章 (2015). 

・ M. Nishino and S. Miyashita, Phys. Rev. B. 91, 134411 (2015).
・ M. Nishino et al., Sci. Rep. 1, 162 (2011) .

 スピン系のダイナミクスの性質解明

（核生成、磁化反転、界面成長、光誘起相転移など）

 長距離相互作用と短距離相互作用の競合による相転

移機構の解明

 外場（光や磁場）を利用した状態制御方法の開発

 超高密度磁気記録の実現

 高保磁力磁石の実現

 新概念（巨視的核生成など）に基づく記録デバイス

 フォトンモード利用の記録デバイス

磁石のミクロな原子論的スピンモデルによる解析

ドメインウォール
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全系の大きさに対する核の大きさ（割合）

核生成における新概念 巨視的核生成

弾性的相互作用が長距離に及ぶ系では、

臨界核の大きさは系に相対的

R


準安定相

強磁性様 長距離相関 反強磁性様 短距離相関

異なる臨界現象

長距離相互作用(弾性系）と短距離相互作用の競合

M. Nishino et al., Phys. Rev. B 95, 094429 (2017).

理論的研究/ 光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ 

フラストレーション系磁性体の磁気誘電特性

Keyword: : フラストレーション、マルチフェロイック、中性子散乱

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

寺田 典樹
TERADA.Noriki＠nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/terada_noriki

磁性と誘電性を合わせ持つマルチフェロイック物質は、磁場で誘電分極を、電場で磁気分極をコン

トロールするという応用的観点から注目されています。

フラストレーション系磁性体がもつ磁気誘電特性の発現機構を、中性子散乱、放射光X線回折、

誘電率測定など用いて解明することを目的としています。

N. Terada et al, Phys. Rev. Lett. 109 097203 (2012)
Y. Tanaka and N. Terada et al, Phys. Rev. Lett. 109 127205 (2012)
寺田典樹 日本中性子科学会誌「波紋」 ２３ 137 (2013)

 不純物置換によって強誘電性が発現

 放射光X線回折によってフラストレーション物質の強

磁場中磁気弾性効果を解明

・室温付近でフラストレーション効果が現れる物質

探索

中性子散乱、放射光X線回折を駆使したマル
チフェロイック物質の強誘電性発現機構の解明

・

Cu(FeGa)O2単結晶
デラフォサイト型結晶構
造（三角格子を形成）

中性子散乱によってスピンのミク
ロな構造を決定。

Gaイオン不純物によって、
強誘電分極が発現！

－ 362－

先
端
材
料
解
析



スピンダイナミクスおよび相転移機構

顔
写真

スピンダイナミクス

Keywords: 非平衡スピンダイナミクス、保磁力、長距離および短距離相互作用、臨界現象

西野 正理
NISHINO.Masamichi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nishino_masamichi?locale=ja

近年、超高密度磁気記録の開発、高保磁力磁石の開発が必要とされている。

光などの外場による状態制御法の開発において、ミクロな相互作用の性質とマクロに現れる現象

（協力現象）との関係を明らかにすることが重要となっている。

高保磁力磁石、 超高密度磁気記録の実現へ向けて理論、計算による機構の解明。

協力現象のモデル化による相転移・臨界現象および非平衡現象の解析を実用につなげる。

巨視的核生成などの新たな原理の発見とその応用。

・省/脱Dy ネオジム磁石と新規永久磁石の開発 （シーエムシー出版）第9章 (2015). 

・ M. Nishino and S. Miyashita, Phys. Rev. B. 91, 134411 (2015).
・ M. Nishino et al., Sci. Rep. 1, 162 (2011) .

 スピン系のダイナミクスの性質解明

（核生成、磁化反転、界面成長、光誘起相転移など）

 長距離相互作用と短距離相互作用の競合による相転

移機構の解明

 外場（光や磁場）を利用した状態制御方法の開発

 超高密度磁気記録の実現

 高保磁力磁石の実現

 新概念（巨視的核生成など）に基づく記録デバイス

 フォトンモード利用の記録デバイス

磁石のミクロな原子論的スピンモデルによる解析

ドメインウォール
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全系の大きさに対する核の大きさ（割合）

核生成における新概念 巨視的核生成

弾性的相互作用が長距離に及ぶ系では、

臨界核の大きさは系に相対的

R


準安定相

強磁性様 長距離相関 反強磁性様 短距離相関

異なる臨界現象

長距離相互作用(弾性系）と短距離相互作用の競合

M. Nishino et al., Phys. Rev. B 95, 094429 (2017).

理論的研究/ 光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ 

フラストレーション系磁性体の磁気誘電特性

Keyword: : フラストレーション、マルチフェロイック、中性子散乱

光・量子ビーム応用分野 中性子散乱グループ

寺田 典樹
TERADA.Noriki＠nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/terada_noriki

磁性と誘電性を合わせ持つマルチフェロイック物質は、磁場で誘電分極を、電場で磁気分極をコン

トロールするという応用的観点から注目されています。

フラストレーション系磁性体がもつ磁気誘電特性の発現機構を、中性子散乱、放射光X線回折、

誘電率測定など用いて解明することを目的としています。

N. Terada et al, Phys. Rev. Lett. 109 097203 (2012)
Y. Tanaka and N. Terada et al, Phys. Rev. Lett. 109 127205 (2012)
寺田典樹 日本中性子科学会誌「波紋」 ２３ 137 (2013)

 不純物置換によって強誘電性が発現

 放射光X線回折によってフラストレーション物質の強

磁場中磁気弾性効果を解明

・室温付近でフラストレーション効果が現れる物質

探索

中性子散乱、放射光X線回折を駆使したマル
チフェロイック物質の強誘電性発現機構の解明

・

Cu(FeGa)O2単結晶
デラフォサイト型結晶構
造（三角格子を形成）

中性子散乱によってスピンのミク
ロな構造を決定。

Gaイオン不純物によって、
強誘電分極が発現！
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究極の高エネルギー100 MeV級イオンビームで
金属ナノ粒子の形状と特性を制御

顔
写真

Keywords: 高速重イオン、ナノ粒子の集団的楕円変形、イオントラック、高密度電子励起

光・量子ビーム応用分野 光・イオンビーム物性グループ

雨 倉 宏
AMEKURA.Hiroshi@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/AMEKURA_Hiroshi-j.html

 大型加速器施設で発生させたX線や中性子線の材料科学への積極的な利用。イオンビームは？

 高速重イオンは原子と衝突しなくなる。広がり数ナノメートルの局所的高密度電子励起が実現。

 イオントラックなど高速重イオンと固体の相互作用は20世紀半ば以来の物理学の未解決の問題

 高エネルギー物理学とナノテクノロジーという異色な組み合わせの学際領域

 ナノテクは化学（低エネルギー）で成功。対極の高エネルギーは化学の弱点を補間するか？

 ナノ粒子を通して、高速重イオンのナノ領域での挙動が次々と明らかにされつつある。

・H. Amekura, et al., Counterevidence to the ion hammering scenario as a driving force for the shape elongation of embedded 
nanoparticles, AIP Advances 7, 085304-1-7 (2017).

・H. Amekura, et al., Are the triple surface plasmon resonances in Zn nanoparticles true?, Nanotechnology 28, 495712 (2017).
・雨倉 宏, 高速重イオンと材料照射効果、荷電粒子ビームの工業への応用第132委員会第225回研究会テキスト(2017) pp.1-8..

 新学際領域である「ナノ物質への高速重イオン照射」/

「高エネルギーナノテクノロジー」に期待。

 ナノ粒子の楕円化現象の機構解明は、従来の枠組み

を超えた基礎物理学的理解の必要性を示唆。

 当該分野の過去の成功例に学んで実用化戦略模索中。
 当該分野過去の成功例(1)：酸化物超伝導体の磁束ピニング

中心。照射実験で物理を完全に解明。照射材料を手本に、
製品は廉価な化学的手法で合成。

 当該分野過去の成功例(2): ナノ孔フィルター。高価だが、照
射法でしか実現できない超高品質を売り、少数だが一定の売
り上げ。

高速重イオン（100 MeV級）による埋め込まれた金属ナノ粒子の集団的楕円変形

シリカ中などに埋め込まれた球形の金属ナノ粒子
に対して、200 MeVのXeイオンを照射すると、
ビームと同方向に球形ナノ粒子が伸びて、楕円形
に変形する。

球形だと特別な方向が無いが、楕円化すると長軸と短軸方向で光学的・
磁気的などの性質が異なる。 どの粒子も同じ方向に楕円化するので、
マクロな非等方的材料が得られる。

最新の成果： 現在広く支持されている変形機構である「ハンマリング
＋融解」モデルの不備を実験より指摘

これまで本現象はTEM観察を中心に研究されてきたが、より変形に
高感度な光学的手法を用いて、低線量域から高線量域までの変形挙動
を詳しく調べた。その結果は現在広く支持されている「ハンマリング＋融解」
モデルの不備を実験により指摘した。

楕円変形したナノ粒子の断面TEM像

イオンビームによる表面改質と材料合成

顔
写真

Keywords: イオンビーム、イオン注入、材料合成、表面改質

光・量子ビーム応用分野 光・イオンビーム物性グループ

大吉 啓司
OYOSHI.Keiji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/oyoshi_keiji

イオン注入技術は、半導体製造プロセスにおける不純物ドーピングの手法として発展してきたが、

金属、ガラス、セラミクス、ポリマー等各種材料の表面改質や生体の改質にも適用されている。

イオン注入は、加速したイオンを物理的に打ち込むドーピングの技術であり、化学平衡に基づくプロ

セスではない。打ち込んだイオンが短時間のうちに基板表層に電子的・核的なエネルギーを与える

ため、非平衡な材料合成や表面改質の実現が期待できる。

・A. D. Pogrebnjak et al. , Journal of Alloys and Compounds 679(2016)155.

・R. Sato, M. Onuma, K. Oyoshi, and Y. Takeda, Journal of Applied Physics 117(2015)113101.

 イオン注入技術の特徴(任意の元素を任意の基板に、

注入深さと注入量の高度な制御性、局所的な温度上

昇を生む高密度電子励起, イオンビーム誘起結晶化

や非晶質化等)を生かした材料の創生と表面改質

 イオンビームの特徴を生かした機能性材料
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究極の高エネルギー100 MeV級イオンビームで
金属ナノ粒子の形状と特性を制御

顔
写真

Keywords: 高速重イオン、ナノ粒子の集団的楕円変形、イオントラック、高密度電子励起

光・量子ビーム応用分野 光・イオンビーム物性グループ

雨 倉 宏
AMEKURA.Hiroshi@nims.go.jp | http://samurai.nims.go.jp/AMEKURA_Hiroshi-j.html

 大型加速器施設で発生させたX線や中性子線の材料科学への積極的な利用。イオンビームは？

 高速重イオンは原子と衝突しなくなる。広がり数ナノメートルの局所的高密度電子励起が実現。

 イオントラックなど高速重イオンと固体の相互作用は20世紀半ば以来の物理学の未解決の問題

 高エネルギー物理学とナノテクノロジーという異色な組み合わせの学際領域

 ナノテクは化学（低エネルギー）で成功。対極の高エネルギーは化学の弱点を補間するか？

 ナノ粒子を通して、高速重イオンのナノ領域での挙動が次々と明らかにされつつある。

・H. Amekura, et al., Counterevidence to the ion hammering scenario as a driving force for the shape elongation of embedded 
nanoparticles, AIP Advances 7, 085304-1-7 (2017).

・H. Amekura, et al., Are the triple surface plasmon resonances in Zn nanoparticles true?, Nanotechnology 28, 495712 (2017).
・雨倉 宏, 高速重イオンと材料照射効果、荷電粒子ビームの工業への応用第132委員会第225回研究会テキスト(2017) pp.1-8..

 新学際領域である「ナノ物質への高速重イオン照射」/

「高エネルギーナノテクノロジー」に期待。

 ナノ粒子の楕円化現象の機構解明は、従来の枠組み

を超えた基礎物理学的理解の必要性を示唆。

 当該分野の過去の成功例に学んで実用化戦略模索中。
 当該分野過去の成功例(1)：酸化物超伝導体の磁束ピニング

中心。照射実験で物理を完全に解明。照射材料を手本に、
製品は廉価な化学的手法で合成。

 当該分野過去の成功例(2): ナノ孔フィルター。高価だが、照
射法でしか実現できない超高品質を売り、少数だが一定の売
り上げ。

高速重イオン（100 MeV級）による埋め込まれた金属ナノ粒子の集団的楕円変形

シリカ中などに埋め込まれた球形の金属ナノ粒子
に対して、200 MeVのXeイオンを照射すると、
ビームと同方向に球形ナノ粒子が伸びて、楕円形
に変形する。

球形だと特別な方向が無いが、楕円化すると長軸と短軸方向で光学的・
磁気的などの性質が異なる。 どの粒子も同じ方向に楕円化するので、
マクロな非等方的材料が得られる。

最新の成果： 現在広く支持されている変形機構である「ハンマリング
＋融解」モデルの不備を実験より指摘

これまで本現象はTEM観察を中心に研究されてきたが、より変形に
高感度な光学的手法を用いて、低線量域から高線量域までの変形挙動
を詳しく調べた。その結果は現在広く支持されている「ハンマリング＋融解」
モデルの不備を実験により指摘した。

楕円変形したナノ粒子の断面TEM像

イオンビームによる表面改質と材料合成

顔
写真

Keywords: イオンビーム、イオン注入、材料合成、表面改質

光・量子ビーム応用分野 光・イオンビーム物性グループ

大吉 啓司
OYOSHI.Keiji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/oyoshi_keiji

イオン注入技術は、半導体製造プロセスにおける不純物ドーピングの手法として発展してきたが、

金属、ガラス、セラミクス、ポリマー等各種材料の表面改質や生体の改質にも適用されている。

イオン注入は、加速したイオンを物理的に打ち込むドーピングの技術であり、化学平衡に基づくプロ

セスではない。打ち込んだイオンが短時間のうちに基板表層に電子的・核的なエネルギーを与える

ため、非平衡な材料合成や表面改質の実現が期待できる。

・A. D. Pogrebnjak et al. , Journal of Alloys and Compounds 679(2016)155.

・R. Sato, M. Onuma, K. Oyoshi, and Y. Takeda, Journal of Applied Physics 117(2015)113101.

 イオン注入技術の特徴(任意の元素を任意の基板に、

注入深さと注入量の高度な制御性、局所的な温度上

昇を生む高密度電子励起, イオンビーム誘起結晶化

や非晶質化等)を生かした材料の創生と表面改質

 イオンビームの特徴を生かした機能性材料
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微生物凝集制御によるコロニーアレイ

カルボキシメチルセルロースが介在する乳酸菌凝集の直接観察（左）と凝集サイズの時間変化（右）

Keywords: Aggregation, ｌactic acid bacteria, array

光・量子ビーム応用分野 光・イオンビーム物性グループ

中尾 秀信
NAKAO.ｈｉｄｅｎｏｂｕ@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakao_hidenobu

異なる種類の微生物1菌体あるいはコロニーを個別に認識する必要性

微生物機能の産業応用

シグナル化合物を介した微生物間コミュ二ケーションの理解

簡便で迅速なスクリーニング用途に用いる微生物凝集体のアレイ群生成装置の開発

微生物凝集やバイオフィルム形成の制御技術の確立

微生物1菌体レベルから代謝産物の測定方法の開発

・H. Nakao, et al., Anal. Sci., 2016, 32(10), 1047.
・H. Nakao et al., Nanoscale, 4, 6814-6822 (2012). 
・H. Nakao et al., Chem. Commun., 50, 11887-11890 (2014).

 簡単な微生物凝集体のアレイ群の生成方法の開発

 カルボキシメチルセルロースが介在する乳酸菌集合の

リアルタイム観察

 乳酸菌1菌体レベルでのラマンイメージング

 微生物コロニーアレイのラージスケール化

 微生物コロニーアレイの長期安定化

 ラマン測定の高感度高速化

カルボキシメチ
ルセルロースあ
り

なし

カルボキシメチ
ルセルロースあ
り

なし

微生物コロニーアレイの蛍光顕微鏡写真（左）とアレイ上の乳酸菌1菌体レベルのラマンイメージング（右）

偏光依存性を利用した硬X線光電子分光

価電子帯領域における偏光依存硬X線光電子スペクトルから得た3d遷移金属の3d, 4s部分状態密度

Keywords: 硬X線光電子分光、偏光依存性、3d遷移金属、部分状態密度

光・量子ビーム応用分野 シンクロトロンX線グループ

上田 茂典
UEDA.Shigenori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/materials-analysis/

 先端材料の電子状態測定における硬X線光電子分光のニーズが拡大している。

 価電子帯スペクトルの基礎データの蓄積とデータベース化が必要。

 基礎データを利用した先端材料の電子状態解析への応用。

 偏光依存性を含めた価電子帯の硬X線光電子スペクトルのデータベース化。

 偏光依存性を利用した電子軌道の相対的な励起断面積の決定。

 価電子帯スペクトルの偏光依存性から部分状態密度の抽出。

・S. Ueda and I. Hamada, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 124706 (2017).

 硬X線光電子分光にて、3d遷移金属の価電子帯

スペクトルの偏光依存性の詳細を得た。

 相対的な励起断面積を決定した。

 実験スペクトルから部分状態密度を抽出。

 4d, 5d遷移金属やIV族のデータの充足。

 主要元素を網羅した価電子帯スペクトル、ならび

に励起断面積のデータベース化。

 基礎、応用研究へのデータ活用。

(g)

(f)(e)(d)

(c)(b)(a)

(h)

4s軌道の励起断面積がX線の偏光によって大きく変調されることを利用することによって実現。

NIMS専用ビームライン
BL15XU/SPring-8にて測定。
hv = 5.95 keV, 300 K,

ΔE = 240 meV.
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微生物凝集制御によるコロニーアレイ

カルボキシメチルセルロースが介在する乳酸菌凝集の直接観察（左）と凝集サイズの時間変化（右）

Keywords: Aggregation, ｌactic acid bacteria, array

光・量子ビーム応用分野 光・イオンビーム物性グループ

中尾 秀信
NAKAO.ｈｉｄｅｎｏｂｕ@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakao_hidenobu

異なる種類の微生物1菌体あるいはコロニーを個別に認識する必要性

微生物機能の産業応用

シグナル化合物を介した微生物間コミュ二ケーションの理解

簡便で迅速なスクリーニング用途に用いる微生物凝集体のアレイ群生成装置の開発

微生物凝集やバイオフィルム形成の制御技術の確立

微生物1菌体レベルから代謝産物の測定方法の開発

・H. Nakao, et al., Anal. Sci., 2016, 32(10), 1047.
・H. Nakao et al., Nanoscale, 4, 6814-6822 (2012). 
・H. Nakao et al., Chem. Commun., 50, 11887-11890 (2014).

 簡単な微生物凝集体のアレイ群の生成方法の開発

 カルボキシメチルセルロースが介在する乳酸菌集合の

リアルタイム観察

 乳酸菌1菌体レベルでのラマンイメージング

 微生物コロニーアレイのラージスケール化

 微生物コロニーアレイの長期安定化

 ラマン測定の高感度高速化

カルボキシメチ
ルセルロースあ
り

なし

カルボキシメチ
ルセルロースあ
り

なし

微生物コロニーアレイの蛍光顕微鏡写真（左）とアレイ上の乳酸菌1菌体レベルのラマンイメージング（右）

偏光依存性を利用した硬X線光電子分光

価電子帯領域における偏光依存硬X線光電子スペクトルから得た3d遷移金属の3d, 4s部分状態密度

Keywords: 硬X線光電子分光、偏光依存性、3d遷移金属、部分状態密度

光・量子ビーム応用分野 シンクロトロンX線グループ

上田 茂典
UEDA.Shigenori@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/materials-analysis/

 先端材料の電子状態測定における硬X線光電子分光のニーズが拡大している。

 価電子帯スペクトルの基礎データの蓄積とデータベース化が必要。

 基礎データを利用した先端材料の電子状態解析への応用。

 偏光依存性を含めた価電子帯の硬X線光電子スペクトルのデータベース化。

 偏光依存性を利用した電子軌道の相対的な励起断面積の決定。

 価電子帯スペクトルの偏光依存性から部分状態密度の抽出。

・S. Ueda and I. Hamada, J. Phys. Soc. Jpn. 86, 124706 (2017).

 硬X線光電子分光にて、3d遷移金属の価電子帯

スペクトルの偏光依存性の詳細を得た。

 相対的な励起断面積を決定した。

 実験スペクトルから部分状態密度を抽出。

 4d, 5d遷移金属やIV族のデータの充足。

 主要元素を網羅した価電子帯スペクトル、ならび

に励起断面積のデータベース化。

 基礎、応用研究へのデータ活用。

(g)

(f)(e)(d)

(c)(b)(a)

(h)

4s軌道の励起断面積がX線の偏光によって大きく変調されることを利用することによって実現。

NIMS専用ビームライン
BL15XU/SPring-8にて測定。
hv = 5.95 keV, 300 K,

ΔE = 240 meV.
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機能性ガラス材料の原子レベル構造解析

Keywords: ガラス・アモルファス･X線回折・中性子回折･データ駆動型構造モデリング

光・量子ビーム応用分野 シンクロトロンX線グループ

小原 真司
KOHARA.Shinji@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kohara_shinji?locale=ja

 我々の生活に欠かせないガラス･アモルファス材料を研究対象とする。

 ガラスのネットワーク構造の組成による変化に注目。

 ガラス構造の可視化によりその機能発現メカニズムを明らかにする。

 放射光X線･中性子回折実験、データ駆動型構造モデリングの併用により実験データを

忠実に再現するガラスの3次元構造モデルを構築。

 ガラスの回折データを系統的に理解することにより回折パターンから機能の予測に挑戦。

・小原真司他, ガラス･液体･アモルファス材料の回折パターンの理解, New Glass, 33, 3-7(2018). 

・ Y. Onodera, S. Kohara et al., Formation of metallic cation-oxygen network for anomalous thermal 
expansion coefficients in binary phosphate glass, Nat. Commun., 8, 15449-8 (2017). 

 ガラスの回折パターンの系統的な理解に成功。

 低融点機能性ガラスの熱膨張係数の異常なふるま

いの原因の理解に成功。

 新奇機能性ガラス創製のための設計指針の

確立を試みる。

 ガラスの乱れた構造に潜んだトポロジーの

抽出と制御に挑戦。

Zr50Cu50ガラス、アモルファスSi、SiO2ガラスの構造因子

S(Q) 。横軸はS(Q)をフーリエ変換することにより得られた

実空間関数に現れる第一相関距離d(Å)で規格化されて

いる。同じ非晶質でも空隙の量にばらつきがあり、空隙越

しに存在する秩序がQ1やQ2 として現れている。

データ駆動型構造モデリングより得られた放射光X線･

中性子、NMRの実験データを再現するZnO-P2O5ガラ

スのZn-O多面体ネットワーク。

このネットワークが本ガラスの熱膨張係数の異常なふ

るまいの原因と考えられる 。赤：O（酸素）、青：Zn（亜

鉛） 。
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マテリアルズインテグレーションで
材料開発を加速

顔
写真

Keywords: ワークフロー、機械学習、クリープ寿命予測

統合型材料開発・情報基盤部門 副部門長

出村 雅彦
DEMURA.Masahiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-integration.html

新しい材料への要求は強く、しかも、開発期間の短縮を求められている。

一方、性能を保証するためには、多大な時間、コストがかかる。特に構造材料で顕著。

開発時間の短縮をするための新しい材料開発手法の構築が必要。

マテリアルズインテグレーションという新しい研究開発手法の構築

実験、データベース、理論、経験則、数値シミュレーションをデータ科学で融合

計算モジュールをつないだワークフローで複雑な材料問題にシステム的に対応

・K. Koiwa, M. Tabuchi, M. Demura, M. Yamazaki, M. Watanabe, “Prediction of Creep Rupture Time Using Constitutive 
Laws and Damage Rules in 9Cr1MoVNb Steel Welds,” accepted in Materials Transactions

・D. S. Bulgarevich, S. Tsukamoto, T. Kasuya, M. Demura, and M. Watanabe, “Pattern recognition with machine learning 
on optical microscopy images of typical metallurgical microstructures,” Scientific Reports (2018) 8:2078.

 鉄鋼溶接部を対象にプロセスから性能を予測す

るシステムを開発。

 データ科学を活用して、データベースから予測に

必要な情報を抽出。

 企業との共同研究でより実践的な材料に適用

 オフライン計算を活用した網羅的探索で逆問

題的なプロセス最適化手法を開発

部材
形状

部材
モデル化
モジュール

クリープ損傷解析
モジュール

溶接
条件

組成

入力

出力
寿命

損傷
箇所

溶金母材

熱影響部

CCT作成
モジュール time

Temperature

A

M
B

F P

CCT曲線

組織分布
モデル化
モジュール

クリープ
特性付与
モジュール

組織模擬
モジュール

溶接組織

Time

クリープ構成式・損傷モデル

冷却曲線

初期
組織

溶接模擬
モジュール

データベース

解析モデル

予測結果

寿命

損傷箇所

複数のモジュールを組み合わせたワークフローで、溶接部を含む耐熱綱の寿命を予測

MIのためのハイスループット材料合成・評価

顔
写真

STEP1: バーチャルスクリーニング

Keywords: コンビナトリアル材料合成、マテリアルズインフォマティクス、データ科学

統合型材料開発・情報基盤部門 情報統合型物質・材料研究拠点 副拠点長

知京 豊裕
CHIKYO.Toyohiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/chikyo_toyohiro

 計算科学・データ科学を使った材料開発におけるバーチャルスクリーニングの発展

 ハイスループット材料合成・評価を通じて実材料のクリーニングが必要

 材料開発へのロボティックスの導入による材料開発の変革へ

 材料のバーチャルスクリーニングのあとの材料のスクリーニングとしてのコンビナトリアル材料合成

 実験データとバーチャルスクリーニングの融合で精度の向上が期待できる。

 材料のプロセスデータの蓄積も可能

・Y.Suzuki, T.Nagata, Y.Yamashita, T.Nabatame, A.Ogura, T.Chikyow. “Effect of Y and Mn doping 
into rutile type TiO2/Ge stack structure by combinatorial synthesis”. Jpn.J.Appl.Phys. 56 
06GF11-1 (2017)

 材料開発にバーチャルスクリーニングとハイス

ループット材料合成・評価が融合しつつある。

 コンビナトリアル材料合成は材料合成のプロセス

データを集める観点からも有効

 多様な材料開発のためのバーチャルスクリーニン

グ手法の開発

 多様な材料開発に適用できるコンビナトリアル材

料合成手法と装置の開発

STEP2: ハイスループット材料合成
（コンビナトリアル材料合成）

STEP3: ハイスループット材料評価
（構造評価と特性評価）

第一原理計算による材料設計

機械学習による材料設計

新材料開発のための “Discovery Loop”
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マテリアルズインテグレーションで
材料開発を加速

顔
写真

Keywords: ワークフロー、機械学習、クリープ寿命予測

統合型材料開発・情報基盤部門 副部門長

出村 雅彦
DEMURA.Masahiko@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-integration.html

新しい材料への要求は強く、しかも、開発期間の短縮を求められている。

一方、性能を保証するためには、多大な時間、コストがかかる。特に構造材料で顕著。

開発時間の短縮をするための新しい材料開発手法の構築が必要。

マテリアルズインテグレーションという新しい研究開発手法の構築

実験、データベース、理論、経験則、数値シミュレーションをデータ科学で融合

計算モジュールをつないだワークフローで複雑な材料問題にシステム的に対応

・K. Koiwa, M. Tabuchi, M. Demura, M. Yamazaki, M. Watanabe, “Prediction of Creep Rupture Time Using Constitutive 
Laws and Damage Rules in 9Cr1MoVNb Steel Welds,” accepted in Materials Transactions

・D. S. Bulgarevich, S. Tsukamoto, T. Kasuya, M. Demura, and M. Watanabe, “Pattern recognition with machine learning 
on optical microscopy images of typical metallurgical microstructures,” Scientific Reports (2018) 8:2078.

 鉄鋼溶接部を対象にプロセスから性能を予測す

るシステムを開発。

 データ科学を活用して、データベースから予測に

必要な情報を抽出。

 企業との共同研究でより実践的な材料に適用

 オフライン計算を活用した網羅的探索で逆問

題的なプロセス最適化手法を開発

部材
形状

部材
モデル化
モジュール

クリープ損傷解析
モジュール

溶接
条件

組成

入力

出力
寿命

損傷
箇所

溶金母材

熱影響部

CCT作成
モジュール time

Temperature

A

M
B

F P

CCT曲線

組織分布
モデル化
モジュール

クリープ
特性付与
モジュール

組織模擬
モジュール

溶接組織

Time

クリープ構成式・損傷モデル

冷却曲線

初期
組織

溶接模擬
モジュール

データベース

解析モデル

予測結果

寿命

損傷箇所

複数のモジュールを組み合わせたワークフローで、溶接部を含む耐熱綱の寿命を予測

MIのためのハイスループット材料合成・評価

顔
写真

STEP1: バーチャルスクリーニング

Keywords: コンビナトリアル材料合成、マテリアルズインフォマティクス、データ科学

統合型材料開発・情報基盤部門 情報統合型物質・材料研究拠点 副拠点長

知京 豊裕
CHIKYO.Toyohiro@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/chikyo_toyohiro

 計算科学・データ科学を使った材料開発におけるバーチャルスクリーニングの発展

 ハイスループット材料合成・評価を通じて実材料のクリーニングが必要

 材料開発へのロボティックスの導入による材料開発の変革へ

 材料のバーチャルスクリーニングのあとの材料のスクリーニングとしてのコンビナトリアル材料合成

 実験データとバーチャルスクリーニングの融合で精度の向上が期待できる。

 材料のプロセスデータの蓄積も可能

・Y.Suzuki, T.Nagata, Y.Yamashita, T.Nabatame, A.Ogura, T.Chikyow. “Effect of Y and Mn doping 
into rutile type TiO2/Ge stack structure by combinatorial synthesis”. Jpn.J.Appl.Phys. 56 
06GF11-1 (2017)

 材料開発にバーチャルスクリーニングとハイス

ループット材料合成・評価が融合しつつある。

 コンビナトリアル材料合成は材料合成のプロセス

データを集める観点からも有効

 多様な材料開発のためのバーチャルスクリーニン

グ手法の開発

 多様な材料開発に適用できるコンビナトリアル材

料合成手法と装置の開発

STEP2: ハイスループット材料合成
（コンビナトリアル材料合成）

STEP3: ハイスループット材料評価
（構造評価と特性評価）

第一原理計算による材料設計

機械学習による材料設計

新材料開発のための “Discovery Loop”

－ 371－

統
合
型
材
料
開
発
・
情
報
基
盤



人工知能技術を用いた新規物質・材料発見

深層学習と、量子化学計算を用いた新規化
合物の生成。目的の吸収波長を持つ分子の
設計に成功。

Keywords: 人工知能、機械学習、マテリアルズインフォマティクス

情報統合型物質・材料研究拠点 データ科学グループ

津田 宏治
TSUDA.Koji@nims.go.jp |   http://tsudalab.org/ja/member/koji_tsuda/

 これまでの材料開発は、研究者個人の知識と直感に基づいていた

 そのため、網羅的な第一原理計算、不必要な実験などの無駄が多かった

 深層学習など、人工知能技術の発達は著しい

 データからの機械学習と、自動設計アルゴリズムを用いて材料開発を加速する

 ベイズ最適化、モンテカルロ木探索などを数理的基礎とする自動設計手法を開発する

 機械学習の基礎となるデータベースの整備を行う

・M Sumita, X Yang, S Ishihara, R Tamura, K Tsuda, ACS Central Science, 2018, to appear.
・S Ju, T Shiga, L Feng, Z Hou, K Tsuda, J Shiomi, Physical Review X, 2017.

 深層学習やベイズ最適化は材料開発に有用

 人間では設計できない複雑な材料も設計可能

 量子計算と機械学習は相互に補完しあう

 より広範な材料開発への適用

 少数しかデータ点がない場合への適用拡大

 既存データベースの知識を活かした材料開発

ベイズ最適化を用いたSi-Geナノ構造の設計。熱伝導
度を最大/最小にする最適な原子配置を発見。

MIを用いた高性能伝熱制御材料の開発

機械学習を活用した世界最小熱伝導率ナノ複合材料の設計と開発

Keywords: マテリアルズインフォマティクス（MI) 熱伝導率 放熱材料 断熱材料

情報統合型物質・材料研究拠点　データプラットフォーム プラットフォーム長

徐 一斌
XU.Yibin@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/thermal-management-thermoelectric.html

放熱・断熱材料は、エネルギー有効利用の観点から、建築や電子機器、発電プラント、航空機など、

日常生活から工業活動まで幅広く利用されています。近年、電子部品の高出力化や高密度化、自

動車の燃費向上などの産業需要によって、高性能な伝熱制御材料が要求されています。

 極高/極低熱伝導率を有する物質

 高性能放熱材料の設計・開発

 高性能断熱材料の設計・開発

・T. Zhan et al.,Sci. Rep. 7: 7109 (2017)
・Y. Wu et al., ACS Appl. Nano Mater., DOI:10.1021/acsanm.8b00575
・徐一斌等, 特願 2018-1587

 機械学習を用いて界面熱抵抗の高精度な予測

モデルを構築した。

 界面熱抵抗の高い材料組合せを設計した。

 極小熱伝導率を有するナノ複合材料を実現した。

 材料耐熱性の向上

 作製プロセスの最適化とコストダウン

複合材料組合せ探索

λ=0.16W/mK

世界最⼩熱伝導率
無機複合薄膜

専⾨家が選択した
機械学習モデル

機械学習界⾯熱抵
抗予測モデル作成 候補：2000組合せ

Bi/Si

Bi/Siナノ複合薄膜

多成分・ナノ構造精密制御成膜装置

成膜条件制御、構造最適化

界⾯熱抵抗DBの作成と記述⼦最適化

界⾯熱抵抗
実験値

物理特性
（密度、融点、⽐熱、単位

胞体積等）

化学特性
（原⼦座標、電気陰性度、
イオンポテンシャル等）

材料特徴
（膜厚、中間層）

746 データポイント
125 界⾯
56 論⽂

最適化された記述⼦

⾼界⾯熱抵抗
TOP100

専⾨家による選択
（合成し易さ、安定性、

毒性等）
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人工知能技術を用いた新規物質・材料発見

深層学習と、量子化学計算を用いた新規化
合物の生成。目的の吸収波長を持つ分子の
設計に成功。

Keywords: 人工知能、機械学習、マテリアルズインフォマティクス

情報統合型物質・材料研究拠点 データ科学グループ

津田 宏治
TSUDA.Koji@nims.go.jp |   http://tsudalab.org/ja/member/koji_tsuda/

 これまでの材料開発は、研究者個人の知識と直感に基づいていた

 そのため、網羅的な第一原理計算、不必要な実験などの無駄が多かった

 深層学習など、人工知能技術の発達は著しい

 データからの機械学習と、自動設計アルゴリズムを用いて材料開発を加速する

 ベイズ最適化、モンテカルロ木探索などを数理的基礎とする自動設計手法を開発する

 機械学習の基礎となるデータベースの整備を行う

・M Sumita, X Yang, S Ishihara, R Tamura, K Tsuda, ACS Central Science, 2018, to appear.
・S Ju, T Shiga, L Feng, Z Hou, K Tsuda, J Shiomi, Physical Review X, 2017.

 深層学習やベイズ最適化は材料開発に有用

 人間では設計できない複雑な材料も設計可能

 量子計算と機械学習は相互に補完しあう

 より広範な材料開発への適用

 少数しかデータ点がない場合への適用拡大

 既存データベースの知識を活かした材料開発

ベイズ最適化を用いたSi-Geナノ構造の設計。熱伝導
度を最大/最小にする最適な原子配置を発見。

MIを用いた高性能伝熱制御材料の開発

機械学習を活用した世界最小熱伝導率ナノ複合材料の設計と開発

Keywords: マテリアルズインフォマティクス（MI) 熱伝導率 放熱材料 断熱材料

情報統合型物質・材料研究拠点　データプラットフォーム プラットフォーム長

徐 一斌
XU.Yibin@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/thermal-management-thermoelectric.html

放熱・断熱材料は、エネルギー有効利用の観点から、建築や電子機器、発電プラント、航空機など、

日常生活から工業活動まで幅広く利用されています。近年、電子部品の高出力化や高密度化、自

動車の燃費向上などの産業需要によって、高性能な伝熱制御材料が要求されています。

 極高/極低熱伝導率を有する物質

 高性能放熱材料の設計・開発

 高性能断熱材料の設計・開発

・T. Zhan et al.,Sci. Rep. 7: 7109 (2017)
・Y. Wu et al., ACS Appl. Nano Mater., DOI:10.1021/acsanm.8b00575
・徐一斌等, 特願 2018-1587

 機械学習を用いて界面熱抵抗の高精度な予測

モデルを構築した。

 界面熱抵抗の高い材料組合せを設計した。

 極小熱伝導率を有するナノ複合材料を実現した。

 材料耐熱性の向上

 作製プロセスの最適化とコストダウン

複合材料組合せ探索

λ=0.16W/mK

世界最⼩熱伝導率
無機複合薄膜

専⾨家が選択した
機械学習モデル

機械学習界⾯熱抵
抗予測モデル作成 候補：2000組合せ

Bi/Si

Bi/Siナノ複合薄膜

多成分・ナノ構造精密制御成膜装置

成膜条件制御、構造最適化

界⾯熱抵抗DBの作成と記述⼦最適化

界⾯熱抵抗
実験値

物理特性
（密度、融点、⽐熱、単位

胞体積等）

化学特性
（原⼦座標、電気陰性度、
イオンポテンシャル等）

材料特徴
（膜厚、中間層）

746 データポイント
125 界⾯
56 論⽂

最適化された記述⼦

⾼界⾯熱抵抗
TOP100

専⾨家による選択
（合成し易さ、安定性、

毒性等）
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表面化学分析におけるデータ解析の自動化
Keywords: 表面化学分析、X線光電子分光、データ解析、自動化

材料データプラットフォームセンター 副センター長

吉川 英樹
YOSHIKAWA.Hideki.@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshikawa_hideki

機能性材料やデバイスのハイスループットな新規開発を実現するためには，開発の羅針盤となる材料の

電子構造や化学結合状態を迅速に知ることが重要である。電子構造や化学結合状態を知る手法として，

Ｘ線光電子分光に代表される電子分光法が適している。しかしながら，電子分光法はそのデータ解析が

難解とされハイスループット化が困難である。

X線光電子分光に代表される電子分光法のデータ解析を自動化しハイスループット化するための基

盤技術の開発を行う。

 XPSにおける自動ピーク分離技術の実施例
 信号電子の観察深さの導出に使用するエネルギー損失

関数の精密評価法の開発とシミュレーターの精度向上
 信号電子の観察深さの導出に使用するエネルギー損失

関数の精密評価法の開発とシミュレーターの精度向上

 XPSに代表される電子分光スペクトルのハイスループット
な定量解析を実現し，電子分光スペクトルのスパースモ
デリングとそのデータベース化を目指す。その電子分光
スペクトルデータベースと材料物性データベースを融合
することで，データ駆動型の材料研究であるマテリアル
ズ・インフォマティクスを加速する。

《電子分光スペクトルのデータ解析の自動化のための基盤技術の開発》

① 電子分光スペクトルの自動ピーク分離技術
電子分光スペクトルは，複雑な多重ピーク構造を持つ上に，
信号電子が物質内で非弾性散乱を受けることで生じるバック
グラウンドも大きい。そのため，データ解析の第１段階で，ピー
ク群およびバックグラウンドの分離が不可欠で，本研究ではそ
の自動化のアルゴリズムの開発とソフトウェアへの実装を行っ
た。この新規のデータ解析ソフトウェアによって，Si基板上の
SiO2ナノ薄膜のXPS測定のデータ解析において，解析者の判
断を介することなく定量的でかつ再現性に優れたデータ解析
を自動で行えることを実証した（図１参照）。

② 電子分光スペクトルのシミュレーターの要素技術開発
電子分光スペクトルは，信号電子の情報深さや試料の内部
構造等の条件に支配されるため，定量評価にはシミュレー
ターの利用が重要である。シミュレーター内の基礎物理関数
を精密かつハイスループットで求める手法を開発した。情報深
さの導出に使用する非弾性平均自由行程をエネルギー損失
関数から精密に評価する方法を開発した。エネルギー損失関
数が未知の物質については，多変量解析を使って反射エネ
ルギー損失スペクトルの実験結果からエネルギー損失関数を
導出する技術を開発した。

図１ Si上の約10nm厚のＳｉO2膜におけるXPSスペクトルの
バックグラウンドとピークの自動分離技術 [参考文献 2]

[1] 吉川英樹，田沼繁夫，表面科学，36 (2015) 521.
[2] R.Matsumoto, Y.Nishizawa, N.Kataoka, H.Tanaka, H.Yoshikawa, S.Tanuma, K. Yoshihara, J. Electron Spectros. Relat. 
Phenom. 207 (2015) 55. 

X線解析における数理とデータベース利用

材料データプラットフォームセンター 材料データベースグループ

石井 真史
ISHII.Masashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-database.html

Keywords: モデルフリー解析、客観解析、高速解析、計測インフォマティクス

 X線による構造解析の歴史は長いが、結果の可視化・定量化は容易ではなく、直観性に欠ける

 X線の波長は原子の大きさに近く、原子レベルの物理を取り込んだ仮定やモデルが必要

 解析者はデータ処理に膨大な時間をかけるが、多くの場合、客観性に乏しい

 コンピュータの進歩により、情報数理や大量データを活用できる時代に突入

・M. Ishii, OYO BUTURI, Vol. 85, p.p. 223-227 (2016).

・M. Ishii, The 17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, 22–27 July 2018, Kraków, Poland. 

 XAFS: 未知材料のモデルフリー局所構造解析

 XRD: 未知の混合結晶の客観・高速分析

 他の分析法への展開

 NIMSデータベースと計測装置の結合「ラボに直結し

たDB」の実現

 構造仮定モデルを使わないX線吸収微細構造（XAFS）解析法の開発

 データベースで長年収集したデータを使った、X線回折（XRD）パターンの高速・客観解析法の提案

 繰り返し測定のゆらぎの中から、本質的な量（特徴量）を引き出すロバスト解析の試行

 ビッグデータを有効利用し、情報数理を駆使する「計測インフォマティクス」の展開

顔
写真

 解析ソフトウェアの操作性の向上、UIの整備

 データベースから情報を効率的に検索抽出・クレンジ

ングする技術の開発

 データベースと大量のデータ交換を行う装置作り

 装置メーカー・ソフトメーカーの協力

X線微細構造 (XAFS) 解析における計測インフォマティクス：
従来のXAFSでは必要であった仮定構造モデルを使わない、純粋に数理的なアルゴリズム（自己無
頓着位相回復）で原子レベルの局所構造を精度よく決定することに成功。

自己無頓着位相回復アルゴリズム

X線回折 (XRD) 解析における計測インフォマティクス：
従来のXRDでは、混合結晶の解析は勘と経験と長い時間を要する。データベースに収蔵された

モデルフリー解析の例 元素・化学結合によらず高精度

XRD非負線形回帰アルゴリズム 微小成分まで瞬間・客観解析 ロバスト解析で繰り返し測定ゆらぎを解決

精度向上

ゆらぎ解消
非負最小二乗から
非負最小絶対値へ

過去のデータから確からしいものを自動選別し、客観的かつ高速に回帰分析することに成功。
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表面化学分析におけるデータ解析の自動化
Keywords: 表面化学分析、X線光電子分光、データ解析、自動化

材料データプラットフォームセンター 副センター長

吉川 英樹
YOSHIKAWA.Hideki.@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/yoshikawa_hideki

機能性材料やデバイスのハイスループットな新規開発を実現するためには，開発の羅針盤となる材料の

電子構造や化学結合状態を迅速に知ることが重要である。電子構造や化学結合状態を知る手法として，

Ｘ線光電子分光に代表される電子分光法が適している。しかしながら，電子分光法はそのデータ解析が

難解とされハイスループット化が困難である。

X線光電子分光に代表される電子分光法のデータ解析を自動化しハイスループット化するための基

盤技術の開発を行う。

 XPSにおける自動ピーク分離技術の実施例
 信号電子の観察深さの導出に使用するエネルギー損失

関数の精密評価法の開発とシミュレーターの精度向上
 信号電子の観察深さの導出に使用するエネルギー損失

関数の精密評価法の開発とシミュレーターの精度向上

 XPSに代表される電子分光スペクトルのハイスループット
な定量解析を実現し，電子分光スペクトルのスパースモ
デリングとそのデータベース化を目指す。その電子分光
スペクトルデータベースと材料物性データベースを融合
することで，データ駆動型の材料研究であるマテリアル
ズ・インフォマティクスを加速する。

《電子分光スペクトルのデータ解析の自動化のための基盤技術の開発》

① 電子分光スペクトルの自動ピーク分離技術
電子分光スペクトルは，複雑な多重ピーク構造を持つ上に，
信号電子が物質内で非弾性散乱を受けることで生じるバック
グラウンドも大きい。そのため，データ解析の第１段階で，ピー
ク群およびバックグラウンドの分離が不可欠で，本研究ではそ
の自動化のアルゴリズムの開発とソフトウェアへの実装を行っ
た。この新規のデータ解析ソフトウェアによって，Si基板上の
SiO2ナノ薄膜のXPS測定のデータ解析において，解析者の判
断を介することなく定量的でかつ再現性に優れたデータ解析
を自動で行えることを実証した（図１参照）。

② 電子分光スペクトルのシミュレーターの要素技術開発
電子分光スペクトルは，信号電子の情報深さや試料の内部
構造等の条件に支配されるため，定量評価にはシミュレー
ターの利用が重要である。シミュレーター内の基礎物理関数
を精密かつハイスループットで求める手法を開発した。情報深
さの導出に使用する非弾性平均自由行程をエネルギー損失
関数から精密に評価する方法を開発した。エネルギー損失関
数が未知の物質については，多変量解析を使って反射エネ
ルギー損失スペクトルの実験結果からエネルギー損失関数を
導出する技術を開発した。

図１ Si上の約10nm厚のＳｉO2膜におけるXPSスペクトルの
バックグラウンドとピークの自動分離技術 [参考文献 2]

[1] 吉川英樹，田沼繁夫，表面科学，36 (2015) 521.
[2] R.Matsumoto, Y.Nishizawa, N.Kataoka, H.Tanaka, H.Yoshikawa, S.Tanuma, K. Yoshihara, J. Electron Spectros. Relat. 
Phenom. 207 (2015) 55. 

X線解析における数理とデータベース利用

材料データプラットフォームセンター 材料データベースグループ

石井 真史
ISHII.Masashi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-database.html

Keywords: モデルフリー解析、客観解析、高速解析、計測インフォマティクス

 X線による構造解析の歴史は長いが、結果の可視化・定量化は容易ではなく、直観性に欠ける

 X線の波長は原子の大きさに近く、原子レベルの物理を取り込んだ仮定やモデルが必要

 解析者はデータ処理に膨大な時間をかけるが、多くの場合、客観性に乏しい

 コンピュータの進歩により、情報数理や大量データを活用できる時代に突入

・M. Ishii, OYO BUTURI, Vol. 85, p.p. 223-227 (2016).

・M. Ishii, The 17th International Conference on X-ray Absorption Fine Structure, 22–27 July 2018, Kraków, Poland. 

 XAFS: 未知材料のモデルフリー局所構造解析

 XRD: 未知の混合結晶の客観・高速分析

 他の分析法への展開

 NIMSデータベースと計測装置の結合「ラボに直結し

たDB」の実現

 構造仮定モデルを使わないX線吸収微細構造（XAFS）解析法の開発

 データベースで長年収集したデータを使った、X線回折（XRD）パターンの高速・客観解析法の提案

 繰り返し測定のゆらぎの中から、本質的な量（特徴量）を引き出すロバスト解析の試行

 ビッグデータを有効利用し、情報数理を駆使する「計測インフォマティクス」の展開

顔
写真

 解析ソフトウェアの操作性の向上、UIの整備

 データベースから情報を効率的に検索抽出・クレンジ

ングする技術の開発

 データベースと大量のデータ交換を行う装置作り

 装置メーカー・ソフトメーカーの協力

X線微細構造 (XAFS) 解析における計測インフォマティクス：
従来のXAFSでは必要であった仮定構造モデルを使わない、純粋に数理的なアルゴリズム（自己無
頓着位相回復）で原子レベルの局所構造を精度よく決定することに成功。

自己無頓着位相回復アルゴリズム

X線回折 (XRD) 解析における計測インフォマティクス：
従来のXRDでは、混合結晶の解析は勘と経験と長い時間を要する。データベースに収蔵された

モデルフリー解析の例 元素・化学結合によらず高精度

XRD非負線形回帰アルゴリズム 微小成分まで瞬間・客観解析 ロバスト解析で繰り返し測定ゆらぎを解決

精度向上

ゆらぎ解消
非負最小二乗から
非負最小絶対値へ

過去のデータから確からしいものを自動選別し、客観的かつ高速に回帰分析することに成功。
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Monte Carlo tree search
Keywords: Materials design, Monte Carlo tree search

Thaer M. Dieb

MOUSTAFADIEB.Thaer@nims.go.jp｜ https://samurai.nims.go.jp/profiles/moustafadieb_thaer

 The design of complex materials is often formulated as finding the optimal atoms 
configuration in the structure from a large number of potential possibilities. The 
importance yet exhaustive cost of this process, imposes the need for an optimal 
experimental design to efficiently utilize available resources. 

 We propose an experimental design tool based on Monte Carlo tree search to find 
the optimal design with as few experiments as possible. This tool is parameter-free 
and works autonomously in various problems. In comparison to a Bayesian 
optimization package, our algorithm showed competitive search efficiency and 
superior scalability.

 We have implemented a method to solve atom 
assignment problem in materials design using 
Monte Carlo tree search.

 MDTS is scalable with competitive performance to 
Bayesian optimization.

 MDTS works without parameter tuning in various 
materials design problems.

 MDTS can be applied to large scale combinatorial 
optimization problems.

 MDTS is available online at: 
https://github.com/tsudalab/MDTS
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 Representing a benchmark to provide ‘free-
standing’ nanomaterial information from 
measurements of substrate-supported samples 
and does not demand extra investment in 
equipment. 

 A new train of thought to extract meaningful 
information from background signals 

 A software for implementing four-point probe  
spectral analysis method

Four‐point probe spectral analysis method
Keywords: Nanomaterial, energy-filtered SEM, stainless steel

 Energy filtered scanning electron microscopy (EFSEM) is expected to investigate the 
passivation layer on stainless steel efficiently.

 The signals detected in EFSEM are generally regarded as background in most current 
existing data analysis approach, and can not provide any quantitative information.

 We aim to develop a heuristic data-driven spectral analysis method to extract 
information of the passivation layer information from the measurements without the 
influence from underlying stainless steel substrate. 

Solution: We developed the four-point probe spectral analysis method.

Problem: This problem in steel industry could be extended as how to study a substrate-
supported nanomaterial sample using EFSEM, and further specified by problems.

Experimental scheme Principle of new method
Results for graphene 
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Automatic Complex materials design using 
Monte Carlo tree search
Keywords: Materials Design, Monte Carlo tree search

Thaer M. Dieb

MOUSTAFADIEB.Thaer@nims.go.jp｜ https://samurai.nims.go.jp/profiles/moustafadieb_thaer
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 We propose an experimental design tool based on Monte Carlo tree search to find 
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 We have implemented a method to solve atom 
assignment problem in materials design using 
Monte Carlo tree search.

 MDTS is scalable with competitive performance to 
Bayesian optimization.
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materials design problems.

 MDTS can be applied to large scale combinatorial 
optimization problems.

 MDTS is available online at: 
https://github.com/tsudalab/MDTS
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SIP-MI統合システムの開発

源 聡 (ミナモト サトシ)
MINAMOTO.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/minamoto_satoshi?locale=ja

Keyword : SIP-MI, 統合システム, 構造材料, 

SIPにおける課題「革新的構造材料」では、強く、軽く、熱に耐える革新的材料を開発し、航空機を

始めとする輸送機器・発電等産業機器への実機適用を行うとともに、エネルギー転換・利用効率

向上を実現することを目指し、4つの領域(A(高分子、FRP開発), B(耐熱、金属間化合物), C(コー

ティング), D(MIシステムの開発))で研究を推進している。

 我が国が強い競争力を有する材料技術を基盤に、裾

野産業も含めた航空機産業を育成、拡大 させていく。

 さらに航空機材料以外の材料、金属、非金属などへの

応用を目指す。

航空機のエンジンおよび機体に用いられる部材を主な対象に、材料開発の大幅な時間短縮を可

能にするシステムの開発を目的とする（ｄ）マテリアルズインテグレーション、を研究開発項目を掲

げ、研究開発を推進する。

 実用開発を目的とした材料試験データなどの過去の知

見の集約が大きな課題。

材料データプラットフォームセンター 材料インテグレーショングループ

 

マテリアルズインテグレーションによる
インプロセスモニタリングの高度化

顔
写真

Keywords: 非破壊評価、アコースティック・エミッション(AE)法、マテリアルズインテグレーション（MI)

材料データプラットフォームセンター 材料インテグレーショングループ

伊藤 海太
ITO.Kaita@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-integration.html

 材料は製造加工プロセス中に性能や寿命に影響を与える欠陥やバラツキが生じる

 AE法はリアルタイムのインプロセスモニタリングを可能にするがデータハンドリングが難しい

 MIは実験・理論・数値演算にデータ科学を加えた様々なデータ評価手法を提供する

 プロセスモニタリングを簡便かつ高精度に行うAE計測システムの開発

 刻々膨大なモニタリングデータを生成する計測システムとMIシステムの接続

 MIシステムによる計測データの自動評価結果のフィードバック

・伊藤 海太, 榎 学, “AE波形の連続無線転送が可能な独立センサノードの開発”, 第21回アコースティック・エミッション
総合コンファレンス論⽂集, (2017) 113.

 材料の製造加工プロセスの非破壊モニタリング

 MIシステムを利用した計測データの自動評価

 評価結果のフィードバックによるプロセス最適化

 ワイヤレスセンサネットワークの構築と活用

 MIシステムと計測装置・加工装置の接続

 MIシステムとリアルタイム性の両立

MIを用いた無線AE計測データのリアルタイム解析結果のフィードバックによる材料プロセス最適化
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SIP-MI統合システムの開発

源 聡 (ミナモト サトシ)
MINAMOTO.Satoshi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/minamoto_satoshi?locale=ja

Keyword : SIP-MI, 統合システム, 構造材料, 

SIPにおける課題「革新的構造材料」では、強く、軽く、熱に耐える革新的材料を開発し、航空機を

始めとする輸送機器・発電等産業機器への実機適用を行うとともに、エネルギー転換・利用効率

向上を実現することを目指し、4つの領域(A(高分子、FRP開発), B(耐熱、金属間化合物), C(コー

ティング), D(MIシステムの開発))で研究を推進している。

 我が国が強い競争力を有する材料技術を基盤に、裾

野産業も含めた航空機産業を育成、拡大 させていく。

 さらに航空機材料以外の材料、金属、非金属などへの

応用を目指す。

航空機のエンジンおよび機体に用いられる部材を主な対象に、材料開発の大幅な時間短縮を可

能にするシステムの開発を目的とする（ｄ）マテリアルズインテグレーション、を研究開発項目を掲

げ、研究開発を推進する。

 実用開発を目的とした材料試験データなどの過去の知

見の集約が大きな課題。

材料データプラットフォームセンター 材料インテグレーショングループ

 

マテリアルズインテグレーションによる
インプロセスモニタリングの高度化

顔
写真

Keywords: 非破壊評価、アコースティック・エミッション(AE)法、マテリアルズインテグレーション（MI)

材料データプラットフォームセンター 材料インテグレーショングループ

伊藤 海太
ITO.Kaita@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/materials-integration.html

 材料は製造加工プロセス中に性能や寿命に影響を与える欠陥やバラツキが生じる

 AE法はリアルタイムのインプロセスモニタリングを可能にするがデータハンドリングが難しい

 MIは実験・理論・数値演算にデータ科学を加えた様々なデータ評価手法を提供する

 プロセスモニタリングを簡便かつ高精度に行うAE計測システムの開発

 刻々膨大なモニタリングデータを生成する計測システムとMIシステムの接続

 MIシステムによる計測データの自動評価結果のフィードバック

・伊藤 海太, 榎 学, “AE波形の連続無線転送が可能な独立センサノードの開発”, 第21回アコースティック・エミッション
総合コンファレンス論⽂集, (2017) 113.

 材料の製造加工プロセスの非破壊モニタリング

 MIシステムを利用した計測データの自動評価

 評価結果のフィードバックによるプロセス最適化

 ワイヤレスセンサネットワークの構築と活用

 MIシステムと計測装置・加工装置の接続

 MIシステムとリアルタイム性の両立

MIを用いた無線AE計測データのリアルタイム解析結果のフィードバックによる材料プロセス最適化
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機能オントロジー分解木による

機械学習枠組みの構築

顔
写真

Domain expertが持つ科学知識をデータ駆動科学の記述子選択に活かす枠組みを構築した。
Domain expertほど良いモデルの構築が可能になる。
研究者間の意思疎通が容易になる。
スパースモデリングによる物理的解釈を再びDomain expertが活用することが可能になる。

Keywords: 機械学習 機能オントロジー

材料データ科学グループ

木野 日織
KINO.Hiori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kino_hiori

高キュリー温度は磁石において重要な特性である。

従来の理論手法では実験値と一致するキュリー温度を予測するのは難しい。

データ駆動手法は強力であるが偏りなく記述子を与えることもまた難しい

機能オントロジーにより既存の理論手法とデータ駆動科学とを繋ぐ枠組みを構築したい。

希土類遷移金属二元系における重要な記述子を得たい。

希土類遷移金属二元系のキュリー温度を高精度に予測したい。

https://arxiv.org/abs/1705.00978

 機能オントロジーによる記述子候補生成枠組

みを構築した。

 重要な記述子の特定ができた。

 高精度回帰モデルを生成した。

 多元素系磁石への拡張

 構造探索

RETM合金のキュ
リー温度（TC)予
測モデルを作る。

有効モデル⽅式 データ駆動⽅式

有効モデ
ルを作る

実験TC
を得る

実験TCを
再現する
モデルを
選択する

実験TC
を得る

基本記述
子を得る

実験TCを
予測する
最適モデ
ル得る

Domain expertの知⾒

インフォマティクスを用いた材料設計
Keywords: マテリアルズ・インフォマティクス，材料設計

材料データ科学グループ

小山 幸典
KOYAMA.Yukinori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/koyama_yukinori

実験・理論・計算科学という従来の物質・材料研究のための手法に加え，第４の科学とも呼ばれて

いるデータ科学を活用することで，新材料の発見・開発・実装のための期間・コストを大幅に低減さ

せることが期待されている

所望の機能・性質を有する材料を設計するという逆問題に対して，実験・計算科学と機械学習を

融合させた材料探索手法を構築し，所望の材料の効率的な探索を可能とする

 機械学習結果の実験・計算科学による検証で

材料探索を効率化

 機械学習に必要な記述子ライブラリを開発

 物性と安定性を考慮した材料探索手法の確立

 効率的な材料設計のための記述子や

モデルライブラリの整備

物性予測
予
測
値

実測値

化合物データベース

機械学習

AX BX

CX

高

低

安定性スコアに基づいて新奇材料を探索中

安定性スコア

化合物記述子ライブラリ

https://github.com/yoshida-lab/XenonPy
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機能オントロジー分解木による

機械学習枠組みの構築

顔
写真
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Keywords: 機械学習 機能オントロジー
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KINO.Hiori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/kino_hiori

高キュリー温度は磁石において重要な特性である。

従来の理論手法では実験値と一致するキュリー温度を予測するのは難しい。

データ駆動手法は強力であるが偏りなく記述子を与えることもまた難しい

機能オントロジーにより既存の理論手法とデータ駆動科学とを繋ぐ枠組みを構築したい。
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希土類遷移金属二元系のキュリー温度を高精度に予測したい。
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 高精度回帰モデルを生成した。
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 構造探索
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Domain expertの知⾒
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材料データ科学グループ
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KOYAMA.Yukinori@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/koyama_yukinori
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いるデータ科学を活用することで，新材料の発見・開発・実装のための期間・コストを大幅に低減さ
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所望の機能・性質を有する材料を設計するという逆問題に対して，実験・計算科学と機械学習を

融合させた材料探索手法を構築し，所望の材料の効率的な探索を可能とする
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情報科学技術を活用したX線回折イメージング

共鳴軟X線小角散乱装置

Keywords: 放射光科学、コヒーレント回折イメージング、インフォマテイクス

 共鳴軟X線小角散乱・コヒーレント軟X線回折による実空間イメージング技術の開発

 スピントロニクスなどの新規エレクトロニクスデバイスにおける機能性計測への応用

・山崎 裕一, 中尾裕則, 「共鳴軟X線回折法の新展開」,  放射光. 30 [1] 1-10 (2017)
・Victor Ukleev, Yuichi Yamasaki et al., ”Coherent resonant soft X-ray scattering study of magnetic textures in FeGe”,    

QUANTUM BEAM SCIENCE, 2 [1] 3(2018)

 低温・磁場下での共鳴軟ｘ線小角散乱手法の開発

 コヒーレント軟X線回折イメージングにより、

数十ナノメートルの空間分解能で磁気構造を観測

 共鳴プロセスによる元素選択的イメージング

 コヒーレント軟X線回折イメージング技術を、

実デバイスへの計測に応用

 スパースモデリングや機械学習を活用した

解析技術の開発により高効率な情報抽出

材料データ科学グループ

山崎 裕一
YAMASAKI.Yuichi@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/personal/yuichiyamasaki/

 情報科学技術を活用することで必要な情報を効率よく抽出する解析技術の開発

 情報が欠損したデータやノイズが多いデータからも本質的なデータを抽出

 時間分割計測や動作環境下オペランド計測への応用
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磁気スキルミオン格子の共鳴軟X線小角散乱 低対称マスクを活用した磁気スキルミオン格子の
コヒーレント軟X線回折による実空間イメージング

スパースモデリングを使った位相回復解析手法の開発

スパースモデリング
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従来の解析⼿法

マテリアルズ・インフォマティクスを用いた
エネルギー材料設計

解明：第⼀原理分⼦動⼒学法に⽤いたセル（上）
および電⼦状態変化（下）

Keywords: 蓄電池用電解液材料 第一原理分子動力学法 機械学習手法

エネルギー材料設計グループ

袖山 慶太郎
ＳＯＤＥＹＡＭＡ．Ｋｅｉｔａｒｏ@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/energy-materials-design/index.html

 第一原理計算および実験から得られるデータと機械学習手法を融合させた新規材料の設計

 リチウムイオン電池用電解液を初めとする液体材料の特性発現メカニズムの理論的解明

 バーチャルスクリーニングによる効率的新材料提案手法の確立

 エネルギー材料、特に蓄電池用電解液材料を機械学習手法を用いて提案する。

 実験系における本質的な謎を、第一原理計算および機械学習手法を用いて実験研究者と共に解

明し、得られたメカニズムをオリジナルな記述子とした材料設計を行う。

・K. Sodeyama, Y. Igarashi, T. Nakayama, Y. Tateyama, M. Okada, Phys. Chem. Chem. Phys., in press (2018).  
DOI: 10.1039/c7cp08280k

・J. Wang, Y. Yamada, K. Sodeyama, E. Watanabe, K. Takada, Y. Tateyama, A. Yamada., Nature Energy, 3. 22-29 (2018). 

 第一原理計算による高濃度電解液の還元耐性向上

およびＬｉイオンの拡散メカニズムを解明

 ＳＥＩ被膜を安定化するLiFクラスター構造を提案

 機械学習手法であるES-LiR法を電解液材料に適用

 新規解明したメカニズムによる記述子の提案

 バーチャルスクリーニングを行うための新規分子

材料の自動生成と機能による絞り込み

 ＭＩ用実験データの収集と提案材料の合成

⾼濃度電解液におけるLi拡散メカニズム

LiFクラスターによるSEI被膜安定化メカニズム

線形回帰による全状態探索(ES‐LiR)法を⽤いた
溶媒分⼦の記述⼦抽出

⾼濃度電解液における還元耐性向上メカニズムの
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Keywords: 放射光科学、コヒーレント回折イメージング、インフォマテイクス
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新規ナノ空間材料の創製とその物性精密制御
Keywords: ゼオライト、ナノ多孔性高分子、吸着、分離、マテリアルズインフォマティクス

エネルギー材料設計グループ

チャイキッティスィン ワッチャロップ
CHAIKITTISILP.Watcharop@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/chaikittisilp_watcharop

 エネルギー・環境問題対策の一環としてナノ空間材料の活用が期待される。

 多孔性材料の構造を原子レベルからマクロスケールまで制御することは未だ難しい。

 これまでの主な試みは実験による広範囲な試行錯誤に立脚していた。

 実験、理論計算、データ分析を組み合わせることで、目的の物性を有するナノ空間材料を合成する。

 精密な分子設計により、ナノ空間材料の構造をマルチスケールで制御する

 得られた材料を吸着、分離、触媒反応、センシングなどへと応用する。

 マテリアルズインテグレーションに基づく

ユニークな特徴をもつナノ空間材料を創出した。

 分子設計による原子構造やマクロな形態を制御した。

 ナノポアの物性を向上させることができた。

 他の材料への展開。

 エネルギー消費の少ない分離技術など、

特定の応用に向けた材料設計。

 材料プロセッシングやコストを設計に含める必要。

細孔サイズの制御

鋳型分子設計に基づく
細孔径の精密制御

ナノ多孔性共役⾼分⼦のナノ繊維

粒子径・形態の制御

階層的細孔構造を有するゼオライト
精密に設計された分子やユニークな材料作製法による有効な形態を有するナノ空間材料の合成

設計された有機構造規定剤を用いた
ゼオライト骨格中Al原子位置の制御

原子位置の制御

 W. Chaikittisilp et al., Angewandte Chemie International Edition 2013, 52, 3355−3359.
 W. Chaikittisilp et al., Journal of the American Chemical Society 2016, 138, 6184−6193.
 W. Chaikittisilp et al., Angewandte Chemie International Edition 2018, 57, 3742−3746.

 State-of-the-art machine learning technics to infer physicochemical properties 
 Computational quantum experiments (DFT, TD-DFT, DFPT, MM, MD)
 Organic chemistry, polymers, micro-/macroscopic properties study

 Generation of novel materials based on a Bayesian framework
 Recursive learning from a priori selected computational experiments
 Enhancement of very small datasets
 Autonomous design of materials (small molecules, polymers)

Guillaume Lambard
Energy Material Design Group
LAMBARD.Guillaume@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/lambard_guillaume 

Keywords: Computational experiments, quantum chemistry, artificial intelligence, recursive learning

Autonomous design of materials

 Secondary-type batteries electrolytes
 High glass-transition temperature polymers
 Liquid-phase polymers
 Polymers of specific absorption/reflection spectra
 Physicochemical properties from very small datasets

 Electrolytes for high-charge, stable and non-toxic
secondary type batteries for specific functioning
temperature ranges

 High glass-transition temperature polymers for the
automotive and aviation industries

 Durable polymers for LEDs and controlled screening

 Ikebata, H. et al., Bayesian molecular design with a chemical language model, J. Comput. Aided Mol. Des., pp 1-13 
(2017)

 G. Lambard et al., Inverse Molecular Design: The IQSPR Software, J. Cheminf. (Software edition) (to be published)
 G. Lambard et al., Autonomous design of materials coupling machine learning with computational experiments, (to 

be published)

• Reach functional materials space where data are rare, i.e. beyond interpolative prediction
• Extrapolative physicochemical properties prediction via the coupling of machine-learning with 

computational experiments

Toward extrapolative predictions

Adaptive selection of the target space
• successive control of created materials
• reach the target when allowed via computational experiments

Proposed materials 
with desired 
properties
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生物をヒントにした機能性高分子材料の開発

データ駆動高分子設計グループ

内藤 昌信
NAITO.Masanobu@nims.go.jp |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/naito_masanobu?locale=ja

Keywords: 異材接着、防汚、防錆、抗菌、超撥水、自己修復、データ駆動型高分子設計

高機能、高効率、低コスト材料の開発の設計指針として、生物に倣う材料開発が進んでいる。中で

も私は、マルチマテリアル化が進む構造材料分野への応用を中心に、様々な高機能高分子材料

の開発を進めている。

・D. Payra, M. Naito, et. al., RSC Advances 5 (2015) 15977-15984.
・D. Payra, M. Naito, et. al., Chem. Commun. 52 (2016) 312-315.
・D. Payra, M. Naito, et. al., Polym. Chem. 8 (2017) 1654-1663.

 輸送機製造、インフラ構造物補修、食品包装、機能性

塗料、医療用品、接着剤、美容品、サニタリー

 保有技術のポートフォリオ化を展開

これまでに、海洋付着生物を模倣した接着剤・コーティング剤の開発に成功している。また、開発材

料には、抗菌、防錆、自己修復、接着性などの機能を付与することもできる。最近では、高速泳動す

る海棲生物にヒントを得た程摩擦材料の開発にも着手している。

新規材料の探索手法として、データ駆動型の高分子材料開発にも取り組んでいる。

 異種材料界面を自在に操る接着技術の開発

 キッシングボンドなどの接着界面現象の解明

 生物の界面制御テクノロジーに倣う機能性材料開発

ペンギンに倣う低摩擦化材料

芳⾹族バイオマスを
利⽤した抗菌樹脂

ムラサキイガイに倣う異材接着・
コーティング・補修剤

微多孔質高分子創製による相分離技術の開発

データ駆動高分子設計グループ

佐光 貞樹
SAMITSU.Sadaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/samitsu_sadaki?locale=ja

Keywords: 汎用高分子、相分離、多孔材料、分離機能、ナノファイバー、結晶化、加工プロセス、細孔分析

 高度な多孔化技術は高付加価値な高分子機能材料を実現

 用途例：セパレーター、水処理膜、ガス分離膜、中空糸、吸着材、断熱材、緩衝材、吸音材、除湿材

 素材・材料形態によって多彩な多孔化技術を使い分け

 工業材料として利用できる汎用高分子を用いた微細孔形成技術に制約

 高分子溶液の相分離技術を追究し、新しい相分離機構を提案

 エンジニアリングプラスチックを素材とした微多孔フィルム・モノリスを実現

100 nm 100 nm

耐熱性

【⽤途例】
ナノろ過膜
オイル吸着材
断熱材
光学材料

⽔

NaCl 薄膜コーティング

急速凍結ナノ結晶化法
・テンプレートフリーな作製⼯程
・汎⽤⾼分⼦が利⽤可能

(PS, PVC, PSF, PEI, PC, PAN, PVDF,nylon)
・フィルム・シート・繊維形状への成型
・均⼀な孔径制御 5–100 nm
・⽐表⾯積SBET>300 m2/g
・⼤きな空隙率（> 50%）
・階層的なメソ・マクロ連通孔構造

⾼分⼦の結晶化制御
・エンジニアリングプラスチック(PES)を多孔化
・溶液の加熱冷却による簡便な多孔化技術
・微細孔の耐熱性・化学安定性を⼤幅に向上
・150°Cで600時間安定な微細孔

 水浄化・ガス分離回収による環境・温暖化の解決

 省エネルギーと快適な生活を可能にする多孔質材料

 自然環境で生分解可能な多孔質高分子

 工業的に利用可能な製造装置の設計

 パイロット機での実証と低コスト化

 用途ごとの性能評価と最適化

・ S. Samitsu “Thermally stable mesoporous poly(ether sulfone) monoliths with nanofiber network structures”, Macromolecules 51, 
151-160 (2018)

・ S. Samitsu, et al. "Flash Freezing Route to Mesoporous Polymer Nanofiber Networks." Nature Commun., 4 2653, 1-7 (2013)
・ 佐光貞樹 『相分離による汎用高分子のナノ多孔化技術と応用』工業材料 66 16-20 (2018). 
・ 佐光貞樹. 『ナノ結晶化相分離法による高分子メソ多孔体の作製.』 多孔質フィルム／膜の製造方法（S&T出版） 13-32 (2016)
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生物をヒントにした機能性高分子材料の開発

データ駆動高分子設計グループ

内藤 昌信
NAITO.Masanobu@nims.go.jp |  https://samurai.nims.go.jp/profiles/naito_masanobu?locale=ja

Keywords: 異材接着、防汚、防錆、抗菌、超撥水、自己修復、データ駆動型高分子設計

高機能、高効率、低コスト材料の開発の設計指針として、生物に倣う材料開発が進んでいる。中で

も私は、マルチマテリアル化が進む構造材料分野への応用を中心に、様々な高機能高分子材料

の開発を進めている。

・D. Payra, M. Naito, et. al., RSC Advances 5 (2015) 15977-15984.
・D. Payra, M. Naito, et. al., Chem. Commun. 52 (2016) 312-315.
・D. Payra, M. Naito, et. al., Polym. Chem. 8 (2017) 1654-1663.

 輸送機製造、インフラ構造物補修、食品包装、機能性

塗料、医療用品、接着剤、美容品、サニタリー

 保有技術のポートフォリオ化を展開

これまでに、海洋付着生物を模倣した接着剤・コーティング剤の開発に成功している。また、開発材

料には、抗菌、防錆、自己修復、接着性などの機能を付与することもできる。最近では、高速泳動す

る海棲生物にヒントを得た程摩擦材料の開発にも着手している。

新規材料の探索手法として、データ駆動型の高分子材料開発にも取り組んでいる。

 異種材料界面を自在に操る接着技術の開発

 キッシングボンドなどの接着界面現象の解明

 生物の界面制御テクノロジーに倣う機能性材料開発

ペンギンに倣う低摩擦化材料

芳⾹族バイオマスを
利⽤した抗菌樹脂

ムラサキイガイに倣う異材接着・
コーティング・補修剤

微多孔質高分子創製による相分離技術の開発

データ駆動高分子設計グループ

佐光 貞樹
SAMITSU.Sadaki@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/samitsu_sadaki?locale=ja

Keywords: 汎用高分子、相分離、多孔材料、分離機能、ナノファイバー、結晶化、加工プロセス、細孔分析

 高度な多孔化技術は高付加価値な高分子機能材料を実現

 用途例：セパレーター、水処理膜、ガス分離膜、中空糸、吸着材、断熱材、緩衝材、吸音材、除湿材

 素材・材料形態によって多彩な多孔化技術を使い分け

 工業材料として利用できる汎用高分子を用いた微細孔形成技術に制約

 高分子溶液の相分離技術を追究し、新しい相分離機構を提案

 エンジニアリングプラスチックを素材とした微多孔フィルム・モノリスを実現

100 nm 100 nm

耐熱性

【⽤途例】
ナノろ過膜
オイル吸着材
断熱材
光学材料

⽔

NaCl 薄膜コーティング

急速凍結ナノ結晶化法
・テンプレートフリーな作製⼯程
・汎⽤⾼分⼦が利⽤可能

(PS, PVC, PSF, PEI, PC, PAN, PVDF,nylon)
・フィルム・シート・繊維形状への成型
・均⼀な孔径制御 5–100 nm
・⽐表⾯積SBET>300 m2/g
・⼤きな空隙率（> 50%）
・階層的なメソ・マクロ連通孔構造

⾼分⼦の結晶化制御
・エンジニアリングプラスチック(PES)を多孔化
・溶液の加熱冷却による簡便な多孔化技術
・微細孔の耐熱性・化学安定性を⼤幅に向上
・150°Cで600時間安定な微細孔

 水浄化・ガス分離回収による環境・温暖化の解決

 省エネルギーと快適な生活を可能にする多孔質材料

 自然環境で生分解可能な多孔質高分子

 工業的に利用可能な製造装置の設計

 パイロット機での実証と低コスト化

 用途ごとの性能評価と最適化

・ S. Samitsu “Thermally stable mesoporous poly(ether sulfone) monoliths with nanofiber network structures”, Macromolecules 51, 
151-160 (2018)

・ S. Samitsu, et al. "Flash Freezing Route to Mesoporous Polymer Nanofiber Networks." Nature Commun., 4 2653, 1-7 (2013)
・ 佐光貞樹 『相分離による汎用高分子のナノ多孔化技術と応用』工業材料 66 16-20 (2018). 
・ 佐光貞樹. 『ナノ結晶化相分離法による高分子メソ多孔体の作製.』 多孔質フィルム／膜の製造方法（S&T出版） 13-32 (2016)
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分子化学的アプローチによる高分子材料開発

Keywords: 高分子合成化学・精密重合・ポリマーネットワーク

データ駆動高分子設計グループ

中村 泰之
NAKAMURA.Yasuyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/data-driven-polymer-design/index.html

 自在な分子構造をもつ有機分子・高分子の合成開発が可能になりつつある。

 高分子材料の重要性が高まるとともに機能性のさらなる発展が期待されている。

 材料性能のブレイクスルーには分子（ミクロ）～三次元（マクロ）にわたる構造制御が必要とされる。

 分子構造をつくりこむところから、高分子（材料）のミクロ・マクロ構造と性質を操る。

 高分子材料に新しい機能性を付与する化学反応・修飾基・分子構造を開発する。

 プロセス性・再利用・自己修復・粘着性・高強度などを志向したポリマ―ネットワークの創製。

・ Nakamura, Y. et al. Chem. Eur. J. 2017, 23, 1299.

・ Nakamura Y. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 57, 305.

・ 中村, 高分子論文集, 2018, in press (総説)

 合成反応や新規高分子の開発による高分子材料の創

製を行っている。

 精密重合を用いた新規高分子ネットワークの合成に成

功している。

 合成法の最適化と適用範囲の拡大

 普遍的なポリマーを簡便に修飾・変換する手法の開発

 分子構造と機能性の関係性の明確化

反応性基の
数と位置

モノマーの構造

分子量・
分子量分布

反応性基

材料物性を決定づける高分
子鎖の構造の特徴を合成法
によりつくりこむ。 モノマー組成・配列

高分子の一次・高次構造と物性の関係性の
解明と制御を行う

有機化学
高分子化学
精密重合 重合・反応法の開発、

反応機構の研究

再利用性ポリマー
ネットワーク（架橋ポ
リマー）の新規合成
開発

特性空間分析システムの構築

アルミ合⾦の再結晶挙動（左）と，Phase‐Field
法とアンサンブルカルマンフィルタを⽤いた局
所歪エネルギー分布の⾃動抽出（右）

Keywords: 構造材料，計算材料科学，スパースモデリング，データ同化

SIP-MIラボ 特性空間分析チーム

井上 純哉
INOUE.Junya@nims.go.jp

 従来の新規材料の研究開発は研究者の経験や勘，更には膨大な量の試行錯誤に依存

 少子高齢化社会を背景に研究者・技術者人口の大幅な減少とノウハウの消失

 最新の科学技術の成果や知識を駆使し，材料の研究開発を効率的に行うシステムが必要

計算材料科学とデータ科学の融合による因果律の効率的な抽出

蓄積された膨大なデータ・ノウハウの有効利用

構造材料分野における材料研究開発の効率化と大幅な期間短縮

・H. Kim, and J. Inoue, ISIJ International, 57, 2229-2236 (2017)

・S. Ito, H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, STAM, 18, 857-868 (2017)

・S. Ito, H. Nagao, et al., Physical Review E, 94, 043307 (2016)

 計測困難な物理量の簡易測定の実現

 データに潜む物理の抽出と自動選択

 蓄積データを用いた効率的な特性予測の実現

 様々な実問題への適用

 多様な問題に対応する計算モジュールの充実

 逆問題を可能にする数理手法の実現

鋼の熱膨張曲線（左）と，交換モンテカルロ
法を用いたフェライト変態キネティクスの自
動抽出（右）

膨大な論文データから抽出した鋼の変態点予測
（左）と，データに潜む人為エラーの抽出（右）

実際のアルミ合金の溶接部破断（左）と，
データ駆動型モデルによる溶接部強度予測（右）

‐35

‐25

‐15

‐5

5

15

25

‐35

‐25

‐15

‐5

5

15

25

0 5 10 15 20

St
ra
in
 E
ne

rg
y 
(J/

m
ol
)

Annealing Time (min)

Sバンド

Brassバンド

Cu粒

∆･ →･ ≈ 10

回復

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

 

 

P(
D

|


)P
(

)

K2

 GBFE(Elliptic)
 GBFP(Pillbox)
 GBFE+FSP
 GBFP+FSP

5083-5183

実験継⼿引張試験後外観

5052-5183

溶接部

溶接部

全厚継⼿変形挙 （ FEM）

応⼒ 値スケール

5052-5183

5083-5183

150

250

350

450

550

150 250 350 450 550

Es
tim

at
ed

 M
s, 

o C

Experimental Ms, oC

(a) Andrews (linear)

150

250

350

450

550

150 250 350 450 550
Experimental Ms, oC

(b) Grange

150

250

350

450

550

150 250 350 450 550

Es
tim

at
ed

 M
s,
 o C

Experimental Ms, oC

(c) AIC

150

250

350

450

550

150 250 350 450 550
Experimental Ms (oC)

(d) BIC

150

250

350

450

550

150 250 350 450 550

Es
tim

at
ed

 M
s, 

o C

Experimental Ms, oC

(e) ABIC

150

250

350

450

550

150 250 350 450 550Experimental Ms, oC

(f) CV

RMSE=30.56 RMSE=38.18

RMSE=23.87 RMSE=24.46

RMSE=23.85 RMSE=23.87

700

800

900

1000

1100

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Te
m
pe

ra
tu
re
, o
C

Carbon, wt%

Mo 0wt%

Mo 1wt%

Mo 2wt%

Dashed: BIC equation
Solid: Thermocalc

－ 388－

統
合
型
材
料
開
発
・
情
報
基
盤



分子化学的アプローチによる高分子材料開発

Keywords: 高分子合成化学・精密重合・ポリマーネットワーク

データ駆動高分子設計グループ

中村 泰之
NAKAMURA.Yasuyuki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/research/group/data-driven-polymer-design/index.html

 自在な分子構造をもつ有機分子・高分子の合成開発が可能になりつつある。

 高分子材料の重要性が高まるとともに機能性のさらなる発展が期待されている。

 材料性能のブレイクスルーには分子（ミクロ）～三次元（マクロ）にわたる構造制御が必要とされる。

 分子構造をつくりこむところから、高分子（材料）のミクロ・マクロ構造と性質を操る。

 高分子材料に新しい機能性を付与する化学反応・修飾基・分子構造を開発する。

 プロセス性・再利用・自己修復・粘着性・高強度などを志向したポリマ―ネットワークの創製。

・ Nakamura, Y. et al. Chem. Eur. J. 2017, 23, 1299.

・ Nakamura Y. et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 57, 305.

・ 中村, 高分子論文集, 2018, in press (総説)

 合成反応や新規高分子の開発による高分子材料の創

製を行っている。

 精密重合を用いた新規高分子ネットワークの合成に成

功している。

 合成法の最適化と適用範囲の拡大

 普遍的なポリマーを簡便に修飾・変換する手法の開発

 分子構造と機能性の関係性の明確化

反応性基の
数と位置

モノマーの構造

分子量・
分子量分布

反応性基

材料物性を決定づける高分
子鎖の構造の特徴を合成法
によりつくりこむ。 モノマー組成・配列

高分子の一次・高次構造と物性の関係性の
解明と制御を行う

有機化学
高分子化学
精密重合 重合・反応法の開発、

反応機構の研究

再利用性ポリマー
ネットワーク（架橋ポ
リマー）の新規合成
開発

特性空間分析システムの構築

アルミ合⾦の再結晶挙動（左）と，Phase‐Field
法とアンサンブルカルマンフィルタを⽤いた局
所歪エネルギー分布の⾃動抽出（右）

Keywords: 構造材料，計算材料科学，スパースモデリング，データ同化

SIP-MIラボ 特性空間分析チーム

井上 純哉
INOUE.Junya@nims.go.jp

 従来の新規材料の研究開発は研究者の経験や勘，更には膨大な量の試行錯誤に依存

 少子高齢化社会を背景に研究者・技術者人口の大幅な減少とノウハウの消失

 最新の科学技術の成果や知識を駆使し，材料の研究開発を効率的に行うシステムが必要

計算材料科学とデータ科学の融合による因果律の効率的な抽出

蓄積された膨大なデータ・ノウハウの有効利用

構造材料分野における材料研究開発の効率化と大幅な期間短縮

・H. Kim, and J. Inoue, ISIJ International, 57, 2229-2236 (2017)

・S. Ito, H. Nagao, T. Kasuya, and J. Inoue, STAM, 18, 857-868 (2017)

・S. Ito, H. Nagao, et al., Physical Review E, 94, 043307 (2016)

 計測困難な物理量の簡易測定の実現

 データに潜む物理の抽出と自動選択

 蓄積データを用いた効率的な特性予測の実現

 様々な実問題への適用

 多様な問題に対応する計算モジュールの充実

 逆問題を可能にする数理手法の実現

鋼の熱膨張曲線（左）と，交換モンテカルロ
法を用いたフェライト変態キネティクスの自
動抽出（右）

膨大な論文データから抽出した鋼の変態点予測
（左）と，データに潜む人為エラーの抽出（右）

実際のアルミ合金の溶接部破断（左）と，
データ駆動型モデルによる溶接部強度予測（右）
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イムノセラピーのためのナノメディシン

顔
写真

既存のアジュバントであるアラム（アルミニウム塩）は、ヘルパー2T細胞を介した抗体産生を増強するが、ヘル
パー1T細胞を介した抗体産生および細胞傷害性T細胞を誘導することはできない。一方、シトシン（C）とグアニ
ン（G)の連続した配列をもつCpG DNAはヘルパー1T細胞および細胞傷害性T細胞を誘導できるが、CpG DNAは
化学修飾されているため、安全性の問題が指摘されている。
本研究で開発したアジュバントは、化学修飾されていない天然の2本鎖CpG DNAを低結晶性リン酸カルシウム

と複合化している。リン酸カルシウムはヨーロッパでアラムの代替アジュバントとして使用され、ヒトに対する安全性
が担保されている。
この化学修飾されていない天然の2本鎖CpG DNAを低結晶性リン酸カルシウムと複合化した新規アジュバント

は、ヘルパー1T細胞とヘルパー2T細胞を介した抗体産生、さらに細胞傷害性T細胞を誘導することができ、広
範囲なワクチンのアジュバントとして応用が可能である。また、生産コストも安く、スケールアップも容易である。
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・Hanagata et al., Double-stranded phosphodiester cytosine-guanine oligodeoxynucleotide complexed with calcium
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 2本鎖CpG DNA-リン酸カルシウム複合体は、抗体産

生および細胞傷害性T細胞の両方を誘導できるため、

広範囲なワクチンのアジュバントとして応用できる。

 感染症ワクチンのためのアジュバントとして応用

 癌ワクチンのためのアジュバントとしての応用
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技術開発・共用部門 副部門長

 

次世代省エネルギー半導体デバイスの開発

図１．文科省委託事業におけるGaN結晶ウェハおよび
標準要素デバイスの評価・計測循環の概略

Keywords: 窒化ガリウム、ダイヤモンド、省エネトランジスタ、パワー集積回路、

技術開発・共用部門 部門長 / 窒化ガリウム評価基盤領域 ／ 天野・小出共同研究ラボ

小出 康夫
KOIDE.Yasuo@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/nims/organization/www.nims.go.jp/gan/

 情報通信・エネルギー伝送・環境分野における新奇半導体デバイスの社会実装

 ワイヤレス電力給電およびエネルギーネットワーク網の普及

 自動運転を目指した車載レーザセンサおよび超高周波レーダの工業化

 III族窒化物およびダイヤモンド半導体を用いた省エネルギーデバイスの開発

 III族窒化物／ダイヤモンドハイブリッドデバイスの開発

 パワー半導体材料の光電物性

1. R. G. Banal, M. Imura, H. Ohata, M. Y. Liao, J. W. Liu, Y. Koide, “Effect of Sputter Deposition Atmosphere of AlN on the 
Electrical Properties of Hydrogen-Terminated Diamond Field Effect Transistor with AlN/Al2O3 Stack Gate,” Phys. Stat. 
Solidi A , 214, (2017) 1700463-1.

2. J. W. Liu, H. Osato, M. Y. Liao, M. Imura, E. Watanabe, and Y. Koide, “Annealing effects on hydrogenated diamond NOR 
logic circuits,” Appl. Phys. Lett. 112, (2018） 153501

 高品質窒化ガリウム結晶ウェハおよび要素デバイス

の全NIMS評価・計測

 AlN／ダイヤモンドヘテロ接合トランジスタ試作

 ダイヤモンド論理回路試作

 デバイスおよびウェハ製造メーカとの密接な連携

 インチ級ダイヤモンドウェハの工業化

 熱安定性の確保

図2．開発されたAlN／ダイヤモンドヘテロ接合
トランジスタ[文献1]

図3．開発されたダイヤモンド論理回路デバイス[文献2]
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レーザを用いたアーク溶融現象の制御

顔
写真

ファイバーレーザ装置（出⼒: 6 
kW、ファイバー径: 50 μm、焦点
距離: 150 mm)のレーザ照射ヘッ
ドとGMA溶接トーチ

Keywords: ファイバーレーザ、クリーンMIG溶接、GMA溶接

材料創製・加工ステーション ステーション長

中村 照美
NAKAMURA.Terumi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nakamura_terumi

 高性能溶接金属が得られるクリーンMIG溶接を行うためには、同軸複層構造を持つ溶接ワイヤが必

要であるが、汎用性を確保するために市販のワイヤを使用したクリーンMIG溶接が求められている。

 市販のソリッドワイヤを使用するためには、溶接時のワイヤの溶融現象を制御できる新プロセスが必要

である。

 GMA(Gas Metal Arc）溶接のワイヤ溶融挙動をレーザで制御する。

 溶接不安定の原因となるワイヤ先端部の溶融金属液柱をレーザにより切断・除去することで、クリーン

MIG溶接の安定化を図る。

 純Arシールドガス中を用いたGMA溶接(クリーンMIG溶接）を市販のソリッドワイヤで可能にする。

・T. Nakamura, Laser-Enhanced Ar-GMA Welding, Quarterly Journal of 
the Japan Welding Society, 2015, Vol. 33, No. 2, 63s-66s

 レーザ照射により、ワイヤ先端部の溶融挙動を制御

がすることが可能である。

 純Arシールドガス中で、市販のソリッドワイヤを用いて

安定に溶接することができる。

 2レーザヘッドﾞによるワイヤ溶融挙動の高精度制御

 レーザヘッドを溶接トーチに組み込み小型化を図る

 レーザ出力の小型化による溶接法の汎用化
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レーザ照射前(a)では⻑く伸びた溶融⾦属の液柱 (Column 
of molten liquid metal：CLM) が⽣じる。レーザを照射し
てCLMを短くすることができる(b)

レーザを照射しない時(Pulse laser off)には、アーク⻑が不規則に
変動し、ビード始端部に凹凸が⽣じる。レーザを照射時には
（Pulse laser on)、アーク⻑の変動を押さえることができるので、
良好なビード形状が得られる。レーザ照射により電流、電圧を
規則的に変動させて、アークを安定化することができる。

レーザを2⽅向か
ら照射して、ワイ
ヤ溶融の制御性を
⾼めたレーザヘッ
ドと溶接トーチ

走査型共焦点電子顕微鏡法(SCEM)の開発
Keywords: STEM 3次元 共焦点 原子構造

電子顕微鏡ステーション ステーション長

竹口 雅樹
TAKEGUCHI.Masaki@nims.go.jp | http://www.nims.go.jp/tem/takeguchi.html

 触媒などの研究において、ドーパント原子やナノ粒子の3次元的な位置を原子レベルで解析する

必要があるが、TEM/STEMによる実用的技術はまだない。走査型共焦点電子顕微鏡法(SCEM)

が実現すれば、原子レベル3次元観察が可能となると期待されている。

 本研究では、照射系・結像系に収差補正機構を備えた電子顕微鏡において共焦点光学系を実

現し、高速ピクセルアレイ検出器を用いた4Dデータセット取得技術を組み合わせた4D-SCEMによ

る、原子レベル3次元観察法を確立することを目指している。

・”4D-Data Acquisition in Scanning Confocal Electron Microscopy for Depth-Sectioned Imaging”, T. Hamaoka, M. 
Takeguchi, K. Mitsuishi and A. Hashimoto, e-J. Surf. Sci. Nanotech. 16, 247-252, 2018.
・”Annular dark-field scanning confocal electron microscopy studied using multislice simulations”, T. Hamaoka, C. Y. Jao, 
and M. Takeguchi, Microsc. 66, 78-88, 2017.

 １枚の4D-SCEMデータセットより、異なる深さの断層像

を得ることができるため、取得時間が短縮でき、実用的

かつより高分解能でのSCEMを行う事が可能となる。

 ピクセル分割型検出器や高感度CMOSカメラを用

いることによる、高速かつ高分解能なSCEMを実現

する。

R : 光軸からの距離(半径)
M : 結像系の倍率
β : 散乱角
ｚ : 試料表面からの距離(深さ)

R1

R2

高さZだけ異なった場所からの散
乱電子の像面(カメラ上)での強度

R = M β z

円環暗視野(ADF)対物絞りに
よりβ1～β2の散乱電子のみ
結像に用いる。

円環暗視野(ADF)モードで
の4D-SCEMの光学系

実験的に得られたプローブ像と断層像取
得のための同心円フィルターの様子

z= 0 nm z= 16 nm z= 38 nm z= 60 nm z= 82 nm
(R= 0.00 nm) (R= 0.57 nm) (R= 1.33 nm) (R= 2.09 nm) (R= 2.85 nm)

カーボン担持体上
のCoナノ粒子の
ADF-STEM像

ADF-SCEM (Depth sectioning)
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R = M β z

円環暗視野(ADF)対物絞りに
よりβ1～β2の散乱電子のみ
結像に用いる。

円環暗視野(ADF)モードで
の4D-SCEMの光学系

実験的に得られたプローブ像と断層像取
得のための同心円フィルターの様子

z= 0 nm z= 16 nm z= 38 nm z= 60 nm z= 82 nm
(R= 0.00 nm) (R= 0.57 nm) (R= 1.33 nm) (R= 2.09 nm) (R= 2.85 nm)

カーボン担持体上
のCoナノ粒子の
ADF-STEM像

ADF-SCEM (Depth sectioning)
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高性能熱電材料開発向けてSb-doped 
Mg2Si0.5Sn0.5 の透過電子顕微鏡法解析

Keywords: Mg2Si0.5Sn0.5, 微細構造、 ナノ粒子、熱電

電子顕微鏡ステーション ナノ構造解析グループ

長谷川 明
Minghui.SONG@nims.go.jp | http://home.nims.go.jp/tem/

Mg2Si1-xSnx 系化合物は中温段(400-800 K)において有望な熱電材料である。その材料は高い温度
で動作させるため、熱処理による熱電性能の変化とその変化のメカニズムの解明は非常に重要である。

本研究は0.33 mol% Sb-doped Mg2Si0.5Sn0.5熱電化合物において、熱処理(1068 K, 250 h) による
構造的、熱電性能的の変化を透過電子顕微鏡法(TEM), 熱電性能解析法(thermoelectric 
measurements)などで解析し、それらの変化のメカニズムを解明した。

J. W. Liu, et al, J. Electronic Mater. 44 (2015) 407, and 45 (2016) 602. 

• 熱処理によりZT(figure of merit)が減小したことが
分かった。そのメカニズムは熱処理によって材料中
の多数の微小のSi, Snの粒子が溶解し、および点
欠陥が減少したと説明できる。

• 本研究は熱電材料の性能の最適化に構造中の異
相粒子や、点欠陥などのコントロールは重要である
ことを示した。

• 高性能熱電材料の設計、開発に重要なヒントを示
した。

σ, conductivity  κL, 
lattice thermal 

conductivity

Changes in thermoelectric properties after annealing

After the annealing, σ, and ke decreased, which resulted in a deterioration in ZT from ~0.34 (394 K) to 
~ 0.24 (71%, at 388 K). (The hot pressed is the specimen not annealed.)

ZT=σS2T/(κe+ κl)

(d)

Structure of the specimen before annealing. Small particles of Si, Sn,
MgO exist with high density.

LAADF

HAADF

HAADF

(a)
HAADF

TEM of the hot pressed specimen

(c)

κe, electronic thermal 
conductivity

Annealed

Hot pressed

(c)

(b)

(c)

TEM of the annealed specimen

(a)

After the annealing. Particles of Si
and Sn disappeared.

半導体ウエハや金属ナノ粒子の結晶性の評価

顔
写真

ルテニウム(Ru)ナノ粒子の原子配列構造と触媒
活性との関連を見いだす

Keywords: 高輝度シンクロトロンX線、回折、材料の機能と構造品質

高輝度放射光ステーション ステーション長

坂田 修身
SAKATA.Osami@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/sakata_osami?locale=ja

材料の新規開発・創製には、構造や電子状態の解析・評価、物性測定、理論計算が有機的に連

携することが重要である。

高輝度シンクロトロンX線を利活用した原子配列、電子状態・構造の解析・評価から材料創製に貢

献する。

半導体ウエハの結晶品質を評価するための新しい解析方法を開発し、局所的な結晶面の曲がり

を数10ミクロンの分解能で可視化すること。

グリーン・環境触媒である金属ナノ粒子の構造と触媒機能との相関関係を見出すこと。

・結晶格子面分布測定方法 特願2018-83268
・Appl. Phys. Express 11, 081002 (2018). 

 ウエハ全面に対し一度に、しかも数10マイクロメートルの
空間分解能で、GaN半導体の直径2インチウエハ結晶面
(格子面)の「ゆがみ」を可視化する新たな評価手法を開
発した。

 数ナノメートルのサイズの金属Ruナノ粒子の局所構造と
全体の平均構造を調べ、触媒活性との関係を調べた。

 材料の機能（たとえば触媒活性や水素吸蔵特性）と
より関係づけられるよう、金属ナノ粒子の原子配列
構造や電子状態を議論できるデータを得るためのシ
ンクロトロンX線の技術や解析法を開発すること。

回折X線トポグラフ解析から、半導体ウエハ全面の
“格子面の局所的な曲がり分布”を可視化

格子面法線ベクトルの表
面内成分

格子面法線ベクトル（単位長
さ）の絶対値の表面内成分

・従来のX線回折を用いた結晶面（格子面）を数10ミ
クロンの分解能で評価するには、入射ビームサイズを
小さくする必要があるため、ウエハ全面の測定に時間
を要する欠点があった。
・ウエハ全面にX線を照射し、結晶面を一度に測定す
る方法では、局所的な結晶面の方向など詳細な情報
はこれまで得られていなかった。

窒化ガリウム(GaN)半導体2インチウエハ

・Phys. Chem. Chem. Phys. 18, 30622 (2016).

・Sci. Rep. 6, 31400 (2016). 

・高いCO酸化触媒 活性を持つルテニウム（Ru）ナノ粒
子のわずかな構造の違いが、触媒機能に影響する可能
性を明らかにした。局所的な原子スケールの構造と平
均構造の両方を数値化することで実現した。
・数ナノメートルのサイズの金属ナノ粒子を高エネルギー
X線回折で調べ、2体分布関数、逆モンテカロモデリング
により原子配列構造を、またリートベルト法により平均構
造を、解析、評価した。

図：fccタイプのRuナ
ノ粒子とhcpタイプの
Ruナノ粒子の提案し
た構造秩序パラメー
ターのナノ粒子のサ
イズとの関係。挿入
図は粒子サイズによ
るCO触媒活性の変
化を示す。

触媒活性の尺度であるT50はCOの反応率が50 %に達する温度を
示すので、T50が低いほど高い触媒活性を持っていることを示す。
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Changes in thermoelectric properties after annealing

After the annealing, σ, and ke decreased, which resulted in a deterioration in ZT from ~0.34 (394 K) to 
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原子層堆積法を用いた機能性ナノ金属-酸化膜

ナノテクノロジー融合ステーション ナノファブリケーショングループ

生田目 俊秀
NABATAME.Toshihide@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nabatame_toshihide

Keywords: ALD、RuO2、Al2O3/TiO2積層膜、(Hf/Zr)O2強誘電体膜

新たな社会の”Society 5.0”の基本となる全ての情報が繋がる IoT (Internet of Things) の骨格と

なる不揮発性トランジスタ及び不揮発性メモリ等の多種多様な電子デバイスの早期の開発が望まれ

ている。これらの電子デバイスには、ナノオーダーでの多層膜の3次元構造へ形成する技術と新たな

機能を発現する材料組み合わせの設計技術が要求されている。

・ 生田目俊秀, 応用物理, 87 (2018) 25-28.
・ T. Onaya, T. Nabatame et al., Appl. Phys. Express 10 (2017) 081503. 
・ A. Uedono, T. Nabatame et al., J. Appl. Phys. 123 (2018) 155302.

 Society 5.0の実現へ向けたIoTの標準電子デバイス

 不揮発トタンジスタ及び不揮発性メモリ

 車載用パワーデバイス

原子層堆積法 (Atomic layer deposition : ALD) は、基板表面での飽和吸着反応律速の利点を

生かして、ナノ金属及び酸化膜を下地層を変えることで選択的に成膜可能であり、しかも、サブナノ

メートルオーダーでの膜厚制御、室温成膜及び3次元構造への均質膜も形成できる。ここでは、オリ

ジナルなアイデアのALD-ZrO2シード層を用いた(Hf/Zr)O2強誘電体膜の特色について報告する。

顔
写真

 ナノスケールでの新材料設計

 不揮発性デバイスの大面積化&低コスト化

 金属/酸化物/チャネル界面の原子制御技術

ALD法で作製したナノ結晶ZrO2層をシード層に用いることで、
1. (Hf/Zr)O2 (HZO) 層は、ZrO2結晶に従ってエピライク成長。
2. HZO膜は、主に強誘電体を示す結晶相。
3. ZrO2シード層を用いることで、強誘電体特性は大きく改善。

強誘電体キャパシタ

ナノ結晶ZrO2シード層

(Hf/Zr)O2強誘電体結晶

強誘電体特性

強磁場NMRの開発と分析応用

強磁場ステーション　ステーション長

清水 禎
SHIMIZU.Tadashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shimizu_tadashi

Keywords: NMR、超伝導応用、材料分析

 NMRは磁場強度が1割増えれば得られる情報量が1割増える。

 そのため、NMR磁石の高磁場化は70年のNMR開発史において最重要な開発要素の一つである。

 従来技術では磁場強度１GHｚ（２４T)が超えられない壁として立ちはだかっていた。

・ K.Hashi, et.al. Journal of Magnetic Resonance, 256, 30-33, 2015. .
・ K.Hashi, et.al.  Chem.Lett. 45, 209-210, 2016. 

 銅酸化物高温超伝導体の最終目標は1.5GHzである

 生体物質や材料の精密分析に貢献が期待される

 特に、非晶質・不均一構造の解析に光明を灯す

 本研究の狙いは、世界で初めて銅酸化物超伝導体をNMR磁石に用いることによって、従来技術

では超えられなかった１GHｚの壁を超えるNMR装置を開発することである。

 現状では永久電流運転ができないので、磁場安定度

が十分でない。その課題を克服するためには、銅酸化

物高温超伝導体の超伝導接続を実現させることが今

後の最大の課題である。

NMRは1945年に開発（下図①）されて以来、常に高磁場化の技術革新（下図③⑤⑧⑩⑪）を繰り返してきた。
高磁場になるにつれ、物質科学の新たな発見と応用範囲の拡大（下図②④⑥⑦⑨）を遂げてきている。
銅酸化物高温超伝導体をNMR磁石に用いて従来技術の限界である1GHzを超えるための開発は30年間にわ
たり日欧米で競争となっていたが、世界に先駆けて、NIMSとその共同研究チームが達成（下図⑪）した。

－ 398－

技
術
開
発
・
共
用



原子層堆積法を用いた機能性ナノ金属-酸化膜

ナノテクノロジー融合ステーション ナノファブリケーショングループ

生田目 俊秀
NABATAME.Toshihide@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/nabatame_toshihide

Keywords: ALD、RuO2、Al2O3/TiO2積層膜、(Hf/Zr)O2強誘電体膜

新たな社会の”Society 5.0”の基本となる全ての情報が繋がる IoT (Internet of Things) の骨格と

なる不揮発性トランジスタ及び不揮発性メモリ等の多種多様な電子デバイスの早期の開発が望まれ

ている。これらの電子デバイスには、ナノオーダーでの多層膜の3次元構造へ形成する技術と新たな

機能を発現する材料組み合わせの設計技術が要求されている。

・ 生田目俊秀, 応用物理, 87 (2018) 25-28.
・ T. Onaya, T. Nabatame et al., Appl. Phys. Express 10 (2017) 081503. 
・ A. Uedono, T. Nabatame et al., J. Appl. Phys. 123 (2018) 155302.

 Society 5.0の実現へ向けたIoTの標準電子デバイス

 不揮発トタンジスタ及び不揮発性メモリ

 車載用パワーデバイス

原子層堆積法 (Atomic layer deposition : ALD) は、基板表面での飽和吸着反応律速の利点を

生かして、ナノ金属及び酸化膜を下地層を変えることで選択的に成膜可能であり、しかも、サブナノ

メートルオーダーでの膜厚制御、室温成膜及び3次元構造への均質膜も形成できる。ここでは、オリ

ジナルなアイデアのALD-ZrO2シード層を用いた(Hf/Zr)O2強誘電体膜の特色について報告する。

顔
写真

 ナノスケールでの新材料設計

 不揮発性デバイスの大面積化&低コスト化

 金属/酸化物/チャネル界面の原子制御技術

ALD法で作製したナノ結晶ZrO2層をシード層に用いることで、
1. (Hf/Zr)O2 (HZO) 層は、ZrO2結晶に従ってエピライク成長。
2. HZO膜は、主に強誘電体を示す結晶相。
3. ZrO2シード層を用いることで、強誘電体特性は大きく改善。

強誘電体キャパシタ

ナノ結晶ZrO2シード層

(Hf/Zr)O2強誘電体結晶

強誘電体特性

強磁場NMRの開発と分析応用

強磁場ステーション　ステーション長

清水 禎
SHIMIZU.Tadashi@nims.go.jp | https://samurai.nims.go.jp/profiles/shimizu_tadashi

Keywords: NMR、超伝導応用、材料分析

 NMRは磁場強度が1割増えれば得られる情報量が1割増える。

 そのため、NMR磁石の高磁場化は70年のNMR開発史において最重要な開発要素の一つである。

 従来技術では磁場強度１GHｚ（２４T)が超えられない壁として立ちはだかっていた。

・ K.Hashi, et.al. Journal of Magnetic Resonance, 256, 30-33, 2015. .
・ K.Hashi, et.al.  Chem.Lett. 45, 209-210, 2016. 

 銅酸化物高温超伝導体の最終目標は1.5GHzである

 生体物質や材料の精密分析に貢献が期待される

 特に、非晶質・不均一構造の解析に光明を灯す

 本研究の狙いは、世界で初めて銅酸化物超伝導体をNMR磁石に用いることによって、従来技術

では超えられなかった１GHｚの壁を超えるNMR装置を開発することである。

 現状では永久電流運転ができないので、磁場安定度

が十分でない。その課題を克服するためには、銅酸化

物高温超伝導体の超伝導接続を実現させることが今

後の最大の課題である。

NMRは1945年に開発（下図①）されて以来、常に高磁場化の技術革新（下図③⑤⑧⑩⑪）を繰り返してきた。
高磁場になるにつれ、物質科学の新たな発見と応用範囲の拡大（下図②④⑥⑦⑨）を遂げてきている。
銅酸化物高温超伝導体をNMR磁石に用いて従来技術の限界である1GHzを超えるための開発は30年間にわ
たり日欧米で競争となっていたが、世界に先駆けて、NIMSとその共同研究チームが達成（下図⑪）した。
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大沼　郁雄 CALPHAD 法による鉄鋼材料の粒界偏析計算 202
大塚　秀幸 BCC-Fe における原子間相互作用の第一原理計算 203
佐原　亮二 電子論に基づく耐熱材料の階層的機構解明 204
阿部　太一 カルファド法による熱力学解析 205
大出真知子 Ｐｈａｓｅ－ｆｉｅｌｄ法によるミクロ組織予測 206
解析・評価分野
片山　英樹 電気化学インピーダンス法によるモルタル中鉄筋の腐食モニタリング 207
小野　嘉則 極限環境下での構造材料の力学特性評価 208
古谷　佳之 高強度金属材料のギガサイクル疲労特性評価 209
蛭川　　寿 疲労特性に優れた高強度鋼創製指針の確立 210
西川　嗣彬 微小疲労き裂発生，進展挙動の観察技術 211
早川　正夫 次世代型火力発電用材料の高温疲労特性 212
長島　伸夫 ナノインデンテーションを用いた微小領域解析の鉄鋼材料への応用 213
宮原　健介 微笑球反発試験機 214
廣本　祥子 Mg 合金の腐食制御被膜の開発 215
村瀬　義治 放射線模擬環境下 SCC 試験研究 216
田淵　正明 先進耐熱材料の高温損傷と破壊 217
松永　哲也 フェライト系耐熱鋼溶接材の組織安定化 218
平　　徳海 炭素鋼中のオメガ相の微細構造解析 219
渡邊　育夢 材料組織の数値シミュレーションによるバルク特性評価 220
岸本　　哲 モアレ法を用いた脆性材料のひび（き裂）幅測定  221
井　誠一郎 定量的顕微技術による粒界物性測定技術開発 222
接合・造型分野
渡邊　　誠 マテリアルズインテグレーションを活用した粒子　積層材料の開発 223
目黒　　奨 ステンレス鋼中の微量窒素の定量分析 224
北野　萌一 機械学習を利用した溶接部特性予測モデルの構築 225
戸田　佳明 耐熱材料設計ツールの構築 226
北嶋　具教 チタン合金の特性向上と特性予測 227
内藤　公喜 炭素繊維の異方性（構造と力学特性評価） 228
小熊　博幸 接着構造の信頼性評価と設計手法の確立 229
何　　東風 高感度磁気センサーと電磁非破壊検査の開発 230
譯田　真人 原子論に基づく金属材料の組織形成プロセス評価 231
草野　正大 レーザ積層造形法によるチタン合金材料 232
垣澤　英樹 1400℃から室温までのひずみ分布連続測定 233
下田　一哉 セラミックスナノ素材複合化による高付加価値材創生 234
細田奈麻絵 バイオミメティック可逆的接合技術 235
Christopher Mercer 3-D laser printed functional lattices 236
重藤　暁津 高信頼性低温大気圧ハイブリッド接合 237
土佐　正弘 先進トライボセラミックコーティング  238
本田　博史 精密レーザ加工 239
西村　聡之 非酸化物セラミックスの特性向上 240
郭　　樹啓 構造用セラミックス複合材料の創製と設計 241
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●構造材料研究拠点
構造材料試験プラットフォーム
澤田　浩太 耐熱鋼の長時間クリープに伴う組織変化 242
構造材料解析プラットフォーム
原　　　徹 電子顕微鏡における組成分析技術の高度化 243

●国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
佐々木高義 ２次元ナノシートの創製と機能開発 246
中山　知信 ナノ機能の活用と集積に関する研究 247
若山　　裕 有機トランジスタで多値論理演算回路を開発 248
大野　隆央 ナノ構造・機能シミュレーション 249
山内　悠輔 機能性無機ナノ材料（多孔体など） 250
Dmitri Golberg Nanomaterial analysis by in situ TEM 251
有賀　克彦 百万倍の感度でターゲットをセンシングできる分子膜 252
寺部　一弥 原子スイッチと関連したナノイオニクスデバイスの開発 253
塚越　一仁 高移動度トランジスタのためのナノ酸化膜半導体 254
古月　　暁 誘電体によるトポロジカルフォトニクスに向けて 255
高野　義彦 新超伝導材料の開発と線材化の研究 256
葉　　金花 高機能ナノ光触媒材料の研究開発 257
宮崎　　剛 大規模第一原理手法開発とナノ材料への応用 258
長尾　忠昭 波長選択型の赤外線光熱変換デバイス 259
深田　直樹 半導体ナノ構造材料の機能化とデバイス応用 260
小林　尚俊 機能化ナノ繊維医療デバイスの開発 261
ナノマテリアル分野
白幡　直人 環境に優しい量子ドットの合成と応用 262
海老名保男 新規ナノシートの合成と高機能化  263
冨中　悟史 二体分布関数を用いたナノ材料の先端構造解析 264
坂井　伸行 ナノシートのヘテロ集積と高次機能化 265
馬　　仁志 電池・キャパシタの高性能化に向けた２次元ナノシート材料の開発 266
谷口　貴章 酸化グラフェンの機能開拓 267
Dai Ming Tang Materials structure-properties relation at atomic scale 268
井出　裕介 シリカ・酸化チタンのスマート高機能化 269
Joel Henzie Materials systems for optics and catalysis 270
三留　正則 強度輸送方程式による電子位相の定量計測 271
川本　直幸 TEM による微細構造・電気・熱の同時計測 272
Jonathan P.Hill Dyes for sensing/sensitizing applications 273
Lok Kumar Shrestha Fullerene cube with manipulable micropockets 274
長田　貴弘 コンビナトリアル手法による新電子材料探索 275
吉武　道子 マテリアルキュレーション ®：俯瞰的材料探索法 276
柳生進二郎 材料計測データの収集・解析と利活用 277
山下　良之 デバイス動作下での電子状態観測 278
陳　　　君 CL/EBIC による半導体材料の評価 279
中西　尚志 機能性分子「液体」材料 280
田代健太郎 金属錯体シークエンスの科学 281
石原　伸輔 カーボンナノチューブを用いたホルムアルデヒドセンサ 282
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●国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
名倉　和彦 フォールドしたπ共役巨大分子 283
Wipakorn Jevasuwan Nanowires for next generation devices 284
松村　　亮 絶縁基板上における Ge 系 IV 族半導体の結晶成長 285
押切　光丈 不均一光触媒システムの理論研究 286
加古　哲也 光を有効利用した化学燃料製造と環境浄化  287
ナノシステム分野
川井　茂樹 原子間力顕微鏡による表面化学の創生 288
新ヶ谷義隆 マルチプローブ AFM/KFM の開発 289
櫻井　　亮 格子欠陥を操作した UV 光センサー：PPC 問題の解決 290
鶴岡　　徹 原子スイッチ型抵抗変化メモリの開発 291
土屋　敬志 磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタ 292
加藤　誠一 アルミ酸化物を用いた不揮発性素子 293

中払　　周 遷移金属ダイカルコゲナイド半導体α -MoTe2 のトランジスタ応用へ向け
た伝導電荷の極性制御 294

森山　悟士 グラフェン超格子構造のトポロジカル量子伝導 295
早川　竜馬 分子を用いた縦型共鳴トンネルトランジスタ 296
内橋　　隆 表面原子層超伝導体のジョセフソン渦糸 297
長岡　克己 低仕事関数薄膜の ex situ ナノスケール評価 298
山口　尚秀 ダイヤモンド電界効果トランジスタ 299
荒船　竜一 レーザー励起非弾性光電子分光 300
苅宿　俊風 トポロジカル物質の設計と制御の理論 301
竹屋　浩幸 炭素系繊維状軽量超伝導ファイバーの素材研究 302
石井　　智 遷移金属窒化物を用いた光電変換と光熱変換 303
川上　亘作 無秩序ソフトマターの非平衡ダイナミクス 304
片岡　知歩 リン脂質と油脂の物理化学 305
白井　暢子 DDS システムを応用した機能性食品  306
中西　　淳 光応答足場材料による細胞の動的パターニング 307
荏原　充宏 健康寿命延伸に向けた抗炎症スマートポリマー 308
上木　岳士 高分子ゲルの粘弾性制御を基盤とした細胞足場材料の創製 309
ナノセオリー分野
新井　正男 第一原理的手法による電子構造解析 310
末原　　茂 典型元素無機化合物の理論計算研究 311
速水　　渉 MXene-グラフェン複合層状化合物 312
井上　純一 新規物質判定スキームの理論的構築 313
小林　一昭 未知物質の探索 314
田中　秋広 トポロジカル物質の設計理論の構築 315
Igor V Solovyev Emergent magnetic properties of complex oxide materials 316
野々村禎彦 クラスター非平衡緩和法の新展開 317
奈良　　純 計算科学による表面・ナノ構造の研究 318
田村　　亮 データサイエンスによる物質・材料科学研究 319
中田　彩子 大規模第一原理 DFT 計算の開発と応用 320
独立研究者
鴻池　貴子 磁場誘起超伝導状態の熱物性による解明 321
Sang Liwen（桑  立雯） III-V 窒化物光電デバイスの開発 322
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●国際ナノアーキテクトニクス研究拠点
Jan Labuta Chemical sensing and detection 323
今村　　岳 データ解析で切り開く嗅覚センサの実現 324
梅山　大樹 分子で構造展開した複合ペロブスカイト材料 325
岡本　章玄 細菌ナノエレクトロニクスが拓く合成生物学 326

●先端材料解析研究拠点
藤田　大介 オペランド表界面ナノ計測技術の開発 328
木本　浩司 単原子分析感度を有する電子顕微鏡法 329
武田　良彦 ナノ材料の非線形光学物性  330
桜井　健次 X 線元素動画で見る化学反応 331
山田　裕久 社会実装を考慮した革新的環境回復技術の開発 332
極限計測分野
倉橋　光紀 白金表面での O2 分子軸方位を制御した触媒酸化反応  333
Anirban 
Bandyopadhyay Brain inspired technologies 334

石田　暢之 断面 SPM によるオペランドデバイス解析  335
大西　桂子 共用ヘリウムイオン顕微鏡の計測技術開発 336
Han Zhang（張  晗） 超高輝度と頑丈なナノ構造電子点光源 337
吉澤　俊介 物質表面で発現する超伝導の探索 338
増田　卓也 固液界面その場観察法の開発と応用 339
永村　直佳 デバイス動作中の放射光軟 X 線イメージング 340

Oscar Custance Characterization of technologically relevant materials from an 
atomistic perspective 341

鷺坂　恵介 走査型トンネル顕微鏡による表面物性計測 342
丹所　正孝 強磁場ＮＭＲを利用した材料評価 343
後藤　　敦 超偏極技術を用いた局所敏感 NMR 法の開発 344
端　健二郎 強磁場ＮＭＲの開発と材料分析への応用 345
原子構造物性分野
鈴木　芳治 水のポリアモルフィズムの水溶液系への応用  346
吉川　　純 電子エネルギー損失分光の応用と高度化 347

Cretu Ovidiu Characterizing low-dimensional materials by using advanced 
electron microscopy 348

三石　和貴 電子顕微鏡による位相計測 349
田中美代子 超高真空その場観察システムの構築 350
石川　信博 TEM 内その場解析からの新材料合成法開発 351
橋本　綾子 試料ホルダーを利用したガス雰囲気加熱その場 TEM 観察 352
三井　　正 精密波長可変光源を用いた光照射 STM-AFM 353
板倉　明子 オペランド水素顕微鏡の開発 354
矢ヶ部太郎 MSS を用いた水素センサーの開発 355
今中　康貴 強磁場分光による半導体物性研究 356
松本　真治 高温超伝導線材のコイル化技術開発 357
竹端　寛治 強磁場による量子機能材料評価 358
光・量子ビーム応用分野
長谷　正司 量子力学的状態の直接観測 359
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●先端材料解析研究拠点
間宮　広明 磁性研究・磁性材料開発を加速する中性子透過分光法の開発 360
茂筑　高士 中性子を利用した機能性材料の精密構造解析 361
西野　正理 スピンダイナミクスおよび相転移機構 362
寺田　典樹 フラストレーション系磁性体の磁気誘電特性 363

雨倉　　宏 究極の高エネルギー 100 MeV 級イオンビームで金属ナノ粒子の形状と特
性を制御 364

大吉　啓司 イオンビームによる表面改質と材料合成 365
中尾　秀信 微生物凝集制御によるコロニーアレイ 366
上田　茂典 偏光依存性を利用した硬 X 線光電子分光 367
小原　真司 機能性ガラス材料の原子レベル構造解析 368

●統合型材料開発・情報基盤部門
出村　雅彦 マテリアルズインテグレーションで材料開発を加速 370
情報統合型物質・材料研究拠点
知京　豊裕 MI のためのハイスループット材料合成・評価  371
津田　宏冶 人工知能技術を用いた新規物質・材料発見  372
徐　　一斌 MI を用いた高性能伝熱制御材料の開発 373
材料データプラットフォームセンター
吉川　英樹 表面化学分析におけるデータ解析の自動化 374
石井　真史 X 線解析における数理とデータベース利用 375

Thaer M.Dieb Automatic complex materials design using Monte Carlo tree 
Search 376

Da Bo Four-point probe spectral analysis method 377
源　　　聡 SIP-MI 統合システムの開発 378
伊藤　海太 マテリアルズインテグレーションによるインプロセスモニタリングの高度化 379
材料データ科学グループ
小山　幸典 インフォマティクスを用いた材料設計 380
木野　日織 機能オントロジー分解木による機械学習枠組みの構築 381
山崎　裕一 情報科学技術を利用した X 線回折イメージング 382
エネルギー材料設計グループ
袖山慶太郎 マテリアルズ・インフォマティクスを用いたエネルギー材料設計 383
Guillaume Lambard Autonomous design of materials 384
チャイキッティスィン ワッチャロップ 新規ナノ空間材料の創製とその物性精密制御 385
データ駆動高分子設計グループ
内藤　昌信 生物をヒントにした機能性高分子材料の開発 386
佐光　貞樹 微多孔質高分子創製による相分離技術の開発 387
中村　泰之 分子化学的アプローチによる高分子材料開発 388
ＳＩＰ－ＭＩラボ
井上　純哉 特性空間分析システム構築 389

●技術開発・共用部門
小出　康夫 次世代省エネルギー半導体デバイスの開発 392
花方　信孝 イムノセラピーのためのナノメディシン 393
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●技術開発・共用部門
材料創製・加工ステーション
中村　照美 レーザを用いたアーク溶融現象の制御 394
電子顕微鏡ステーション
竹口　雅樹 走査型共焦点電子顕微鏡法（SCEM）の開発 395
長谷川　明 高性能熱電材料開発向けて Sb-doped Mg2Si0.5Sn0.5 の透過電子顕微鏡法解析 396
高輝度放射光ステーション
坂田　修身 半導体ウエハや金属ナノ粒子の結晶性の評価 397
強磁場ステーション
清水　　禎 強磁場 NMR の開発と分析応用 398
ナノテクノロジー融合ステーション
生田目俊秀 原子層堆積法を用いた機能性ナノ金属 - 酸化膜  399
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＜五十音順＞
氏名 研究課題 頁
あ
相澤　　俊 ホウ化物薄膜熱電材料の開発 125
相見　順子 有機フラッシュメモリ材料開発  117
安達　　裕 酸化物半導体ガスセンサの表面構造とガスセンシング特性 13
阿部　太一 カルファド法による熱力学解析 205

雨倉　　宏 究極の高エネルギー 100 MeV 級イオンビームで金属ナノ粒子の形状と特
性を制御 364

新井　正男 第一原理的手法による電子構造解析 310
荒船　竜一 レーザー励起非弾性光電子分光 300
有賀　克彦 百万倍の感度でターゲットをセンシングできる分子膜 252
有沢　俊一 走査 SQUID 顕微鏡による電流の直接測定 65
安藤　寿浩 新しいナノ炭素材料合成 100
い
井　誠一郎 定量的顕微技術による粒界物性測定技術開発 222
井口　　亮 スピン流による熱制御機能の開拓 168
池田亜矢子 ジェットエンジン用高温材料の開発 196
池田　太一 ２・３次元における電気・イオン伝導性材料 82
砂金　宏明 機能性有機色素材料の開発 154
石井　　智 遷移金属窒化物を用いた光電変換と光熱変換 303
石井　真史 X 線解析における数理とデータベース利用 375
石川　信博 TEM 内その場解析からの新材料合成法開発 351
石田　暢之 断面 SPM によるオペランドデバイス解析  335
石原　伸輔 カーボンナノチューブを用いたホルムアルデヒドセンサ 282
Ashraful Islam Organic-inorganic hybrid solar cells 139
磯上　慎二 逆ペロブスカイト遷移金属窒化物によるスピントロニクス素子の特性向上 166
磯部　雅朗 強相関超伝導物質 60
板倉　明子 オペランド水素顕微鏡の開発 354
一ノ瀬　泉 ナノ濾過膜の実用化 3
井出　裕介 シリカ・酸化チタンのスマート高機能化 269
伊藤　海太 マテリアルズインテグレーションによるインプロセスモニタリングの高度化 379
伊藤　仁彦 実用化を目指す Li 空気 2 次電池の開発 132
井上　純一 新規物質判定スキームの理論的構築 313
井上　純哉 特性空間分析システム構築 389
井上　忠信 高次塑性加工による高強度高性能材料の創出 183
今井　基晴　 機能性を持つ Si 化合物の探索 9
今中　康貴 強磁場分光による半導体物性研究 356
今村　　岳 データ解析で切り開く嗅覚センサの実現  324
井村　将隆 次世代半導体光・電子デバイスの開発 26
色川　芳宏 窒化物半導体を用いた水素センサの研究 25
岩長　祐伸 超高感度な光バイオセンシング 51
う
上木　岳士 高分子ゲルの粘弾性制御を基盤とした細胞足場材料の創製 309
上路林太郎 塑性加工プロセスとメゾスケール複合金属材料 200
上田　茂典 偏光依存性を利用した硬 X 線光電子分光 367
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氏名 研究課題 頁

魚崎　浩平 固液界面エネルギー変換 – 実験・理論・計測の融合による高効率電極触媒
開発と反応機構解明 155

宇治　進也 低次元有機超伝導体における新奇量子物性 4
打越　哲郎 電気泳動堆積法によるセラミックス膜形成 77
内田　健一 スピントロニクスを用いた熱エネルギー制御 167
内橋　　隆 表面原子層超伝導体のジョセフソン渦糸 297
梅山　大樹 分子で構造展開した複合ペロブスカイト材料 325
え
Mehdi Estili Carbon nanostructure composites 72
荏原　充宏 健康寿命延伸に向けた抗炎症スマートポリマー 308
海老名保男 新規ナノシートの合成と高機能化  263
江村　　聡 β型チタン合金のヘテロ構造制御 186

Sherif El-Safty Hierarchical meso-structures for environment cleanup system & 
energy storage  8

お
大井　修一 ナノ構造による高温超伝導体の機能化 68
大垣　　武 岩塩型窒素化合物半導体の光・デバイス半導体への応用 15
大久保勇男 第一原理計算・インフォマティクスを活用した新物質開拓  126
大久保忠勝 ネオジム磁石の組織解析と特性向上 169
大澤　健男 酸化物界面構造の機能創出 16
大島　祐一 HVPE 法による高品質 Ga2O3 結晶の高速成長 36
太田　鳴海 固体電解質利用による新二次電池系の探索 134
大竹　晃浩 遷移金属ダイカルコゲナイド単層膜成長 47
大塚　秀幸 BCC-Fe における原子間相互作用の第一原理計算 203
大出真知子 Ｐｈａｓｅ－ｆｉｅｌｄ法によるミクロ組織予測 206
大西　桂子 共用ヘリウムイオン顕微鏡の計測技術開発 336
大西　　剛 薄膜技術を用いたリチウムイオン電池研究 131
大沼　郁雄 CALPHAD 法による鉄鋼材料の粒界偏析計算 202
大野　隆央 ナノ構造・機能シミュレーション 249
大橋　直樹 電子を操る・イオンを操る、そして材料を操る 2
大村　孝仁 局所力学特性評価による強化機構解析 177
大吉　啓司 イオンビームによる表面改質と材料合成 365
岡田　勝行 低圧誘導結合プラズマ CVD によるナノクリスタルダイヤモンドの合成  12
緒形  俊夫 転位と格子欠陥に代わるスピン構造材料研究 181
岡本　章玄 細菌ナノエレクトロニクスが拓く合成生物学 326
小川由希子 高性能マグネシウム合金の開発 198
小熊　博幸 接着構造の信頼性評価と設計手法の確立 229
長田　俊郎 航空機エンジン用超耐熱材料の開発 195
押切　光丈 不均一光触媒システムの理論研究 286
落合　哲行 トポロジカルフォトニクス 45
小野　嘉則 極限環境下での構造材料の力学特性評価 208
か
貝塚　芳久 ナノバイオ材料による細胞制御と生体精密計測 90
垣澤　英樹 1400℃から室温までのひずみ分布連続測定 233
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氏名 研究課題 頁
郭　　樹啓 構造用セラミックス複合材料の創製と設計 241
加古　哲也 光を有効利用した化学燃料製造と環境浄化  287
葛西　伸哉 磁気トンネル接合のための新規バリア材料探索 163
片岡　知歩 リン脂質と油脂の物理化学 305
片山　英樹 電気化学インピーダンス法によるモルタル中鉄筋の腐食モニタリング 207
加藤　誠一 アルミ酸化物を用いた不揮発性素子 293
亀井　雅之 植物由来添加剤を用いた無機多孔質膜の形成 106
苅宿　俊風 トポロジカル物質の設計と制御の理論 301
川井　茂樹 原子間力顕微鏡による表面化学の創生 288
川上　亘作 無秩序ソフトマターの非平衡ダイナミクス 304
川岸　京子 高性能 Ni 基単結晶超合金の開発 193
川喜多　仁 モイスチャーセンサ：湿潤を測り分け 111
川嶋　哲也 高圧合成ダイヤモンドへの元素ドーピング 98
川添　直輝 幹細胞機能制御のためのパターン化表面 92
川津　琢也 GaSb タイプⅡ量子ドットの光学特性 49
川村　史朗 超高圧下での化学反応による新規窒化物合成 97
川本　直幸 TEM による微細構造・電気・熱の同時計測 272
菅家　　康 冷却で電荷秩序と体積膨張を示す物質 61
き
菊川　直樹 機能性酸化物の量子物性 55
菊池　章弘 新しいフレキシブル化合物超伝導線材の開発 30
菊池　正紀 水産廃棄物由来の人工骨材料 85
岸本　　哲 モアレ法を用いた脆性材料のひび（き裂）幅測定 221
北口　　仁 高温超伝導線材の高性能化と応用開発 5
北嶋　具教 チタン合金の特性向上と特性予測 227
北野　萌一 機械学習を利用した溶接部特性予測モデルの構築 225
吉川　　純 電子エネルギー損失分光の応用と高度化 347
木野　日織 機能オントロジー分解木による機械学習枠組みの構築 381
金　　済徳 高分子電解質膜 145
金　　炳男 透明異方性セラミックスの開発 73
木村　一弘 耐熱鋼のクリープ強度特性評価 176
木村　勇次 耐水素脆化特性に優れた超高強度鋼の開発 199
木本　浩司 単原子分析感度を有する電子顕微鏡法 329
く
草野　正大 レーザ積層造形法によるチタン合金材料 232

Oscar Custance Characterization of technologically relevant materials from an 
atomistic perspective 341

久保　祥一 先端光・電子材料開発を目指した微細造形 42
久保　佳実 究極の二次電池：リチウム空気電池 156
Ivan Gutierrez-Urrutia High-throughoutput microstructure characterization  187
倉橋　光紀 白金表面での O2 分子軸方位を制御した触媒酸化反応  333
栗村　　直 波長変換デバイス・材料の研究 33

黒田　聖治 サスペンションプラズマ溶射による遮熱セラミック皮膜（TBC）の組織形成
メカニズム 182
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氏名 研究課題 頁
黒田　　隆 量子ドットを用いた量子光源の開発 43
こ
小泉　　聡 次世代半導体ダイヤモンドデバイス基礎研究 21
小出　康夫 次世代省エネルギー半導体デバイスの開発 392
河野　昌仙 モット転移と高温超伝導体の電子状態 53
小塚　裕介 酸化物電子材料を用いた量子情報基盤 173

後藤　真宏 コンビナトリアルスパッタ成膜装置（COSCOS）による革新的エネルギー
関連材料の開発 142

後藤　　敦 超偏極技術を用いた局所敏感 NMR 法の開発 344
小林　由佳 非ドープ型高伝導性有機電子材料の創製 115
鴻池　貴子 磁場誘起超伝導状態の熱物性による解明 321
小林　一昭 未知物質の探索 314
小林　　清　 電気化学インピーダンス統合解析ソフトの開発 70
小林　敬道 衝撃波による高圧物性研究と高機能化 95
小林　尚俊 機能化ナノ繊維医療デバイスの開発 261
小原　真司 機能性ガラス材料の原子レベル構造解析 368
小森　和範 シームレス高温超伝導ループを用いた磁束伝達回路 66
小山　幸典 インフォマティクスを用いた材料設計 380
Dmitri Golberg Nanomaterial analysis by in situ TEM 251

Cretu Ovidiu Characterizing low-dimensional materials by using advanced 
electron microscopy 348

Taras Kolodiazhnyi Defect chemistry of functional materials 62
さ
齋藤　紀子 高感度半導体ガスセンサの開発 19
坂井　伸行 ナノシートのヘテロ集積と高次機能化 265

坂牛　　健 高効率エネルギー変換・貯蔵反応機構の理解とその知見に基づく高特性材料
の合成 149

坂口　　勲 同位体元素の可視化と材料研究への応用 17
坂田　修身 半導体ウエハや金属ナノ粒子の結晶性の評価 397
坂本　謙二 高機能・高性能有機薄膜の作製技術の開発 113
鷺坂　恵介 走査型トンネル顕微鏡による表面物性計測 342
佐久間　博 粘土鉱物による材料開発・メカニズムの解明 107
佐久間芳樹 遷移金属ダイカルコゲナイドの MOCVD 技術 46
桜井　健次 X 線元素動画で見る化学反応 331
櫻井　裕也 Cr（IV）酸化物の探索とその電子物性 63
櫻井　　亮 格子欠陥を操作した UV 光センサー：PPC 問題の解決 290
桜庭　裕弥 異常ネルンスト効果を利用した新規熱電応用を目指した材料開発 160
迫田　和彰 光ディラックコーンの実証研究 10
佐々木泰造 低次元物質の基礎的物性の理論 153
佐々木泰祐 金属材料のマルチスケール組織解析 170
佐々木高義 ２次元ナノシートの創製と機能開発 246
渡邊　賢司 窒化ホウ素をめぐる新しい応用展開 11
佐藤　宗英 機能創発に向けた多段階無機合成 120
佐原　亮二 電子論に基づく耐熱材料の階層的機構解明 204
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氏名 研究課題 頁
佐光　貞樹 微多孔質高分子創製による相分離技術の開発 387
澤口　孝宏 耐疲労γ／ε二相合金による構造物の長寿命化 190
澤田　浩太 耐熱鋼の長時間クリープに伴う組織変化 242
Sang Liwen（桑  立雯） III-V 窒化物光電デバイスの開発 322
Han Zhang（張  晗） 超高輝度と頑丈なナノ構造電子点光源 337
し
Wipakorn Jevasuwan Nanowires for next generation devices 284
重藤　暁津 高信頼性低温大気圧ハイブリッド接合 237
篠原　嘉一 ユビキタス元素系実用熱電発電素子の開発 141
柴　　弘太 ニオイを測る／解析する新技術の開発 122
島村　清史 新しい機能性単結晶材料の開発 32
清水　　禎 強磁場 NMR の開発と分析応用 398
下田　一哉 セラミックスナノ素材複合化による高付加価値材創生 234
下野　昌人 コンピューターシミュレーションを使った材料開発 180
下村　周一 水熱反応による多孔質膜の合成 102
許　　　亜 高性能水素製造触媒の開発 144
徐　　一斌 MI を用いた高性能伝熱制御材料の開発 373
白井　康裕 ペロブスカイト太陽電池の開発 148
白井　暢子 DDS システムを応用した機能性食品  306
白幡　直人 環境に優しい量子ドットの合成と応用 262
Alok Singh Microstructure investigations for developing novel materials  185
新ヶ谷義隆 マルチプローブ AFM/KFM の開発 289
す
末次　　寧 アパタイトを利用した放射性廃棄物の固定 86
末原　　茂 典型元素無機化合物の理論計算研究 311
末廣　隆之 窒化物微粒子の合成と機能開拓 39
杉安　和憲 孤立化されたπ電子系ポリマー 116
介川　裕章 スピネルバリア：スピネル酸化物を用いた強磁性トンネル素子 164
鈴木　　拓 イオンビームによる表面・界面の分析と創製 18
鈴木　　達 強磁場を用いたセラミックスの微構造制御 69
鈴木　芳治 水のポリアモルフィズムの水溶液系への応用  346
角谷　正友 III-V 族窒化物薄膜成長と欠陥準位評価 22
Lok Kumar Shrestha Fullerene cube with manipulable micropockets 274
せ
瀬川　浩代 酸窒化物粉末封止用ガラス材料の開発 14

Sepehri Amin Hossein Functional Magnetic Materials; from permanent magnets to data 
storage 171

そ
袖山慶太郎 マテリアルズ・インフォマティクスを用いたエネルギー材料設計 383
染川　英俊 結晶粒界制御による軽金属材料の高性能化 197
Igor V Solovyev Emergent magnetic properties of complex oxide materials 316
た
Da　Bo Four-point probe spectral analysis method 377
高井　淳朗 新奇π共役分子とその集積体の機能開拓 118
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氏名 研究課題 頁
高際　良樹 “ 真 ” 環境調和型熱電変換材料の創製 143
高澤　　健 有機ナノファイバーによるナノフォトニクス 44
高田　和典 イオン伝導性セラミックに関する研究 128
高野　義彦 新超伝導材料の開発と線材化の研究 256
高橋有紀子 微細組織および磁化ダイナミクス制御による超高密度磁気記録の実現 162
高森　　晋 発泡性耐火コーティング 191
田口　哲志 血管新生能と湿潤組織接着性を示す成長因子フリー多孔膜 83
竹内　正之 π電子系有機材料の開発 112
竹口　雅樹 走査型共焦点電子顕微鏡法（SCEM）の開発 395
武田　隆史 粒子１粒を用いた新蛍光体開発 38
武田　良彦 ナノ材料の非線形光学物性  330
竹端　寛治 強磁場による量子機能材料評価 358
竹屋　浩幸 炭素系繊維状軽量超伝導ファイバーの素材研究 302
田代健太郎 金属錯体シークエンスの科学 281
立木　　実 STM-SQUID 磁気顕微鏡の開発 67
橘　　　信 新奇な遷移金属酸化物の探索と結晶育成 64
館山　佳尚 エネルギー・環境材料の最先端計算科学 150
田中　秋広 トポロジカル物質の設計理論の構築 315
田中美代子 超高真空その場観察システムの構築 350
谷口　彰良 肝細胞の機能を向上させるナノバイオ材料 87
谷口　貴章 酸化グラフェンの機能開拓 267
田淵　正明 先進耐熱材料の高温損傷と破壊 217
田村　堅志 機能性粘土材料の開発 105
田村　　亮 データサイエンスによる物質・材料科学研究 319
Dai Ming Tang Materials structure-properties relation at atomic scale 268
丹所　正孝 強磁場ＮＭＲを利用した材料評価 343
ち
陳　　　君 CL/EBIC による半導体材料の評価 279
知京　豊裕 MI のためのハイスループット材料合成・評価  371
千葉　亜耶 鉄鋼材料の耐食性に及ぼす固溶炭素の影響解析 189
チャイキッティスィン ワッチャロップ 新規ナノ空間材料の創製とその物性精密制御 385
邱　　　海 鉄鋼材料の破壊特性の微視的評価 201
陳　　国平 再生医療のための高分子足場材料の開発 91
つ
塚越　一仁 高移動度トランジスタのためのナノ酸化膜半導体 254
辻本　吉廣 複合アニオン化アプローチによる新機能材料の探索 58
津田　俊輔 分光研究による電子状態解析 : 遠赤外から硬 X 線まで 56
津田　宏冶 人工知能技術を用いた新規物質・材料発見  372
土谷　浩一 金属系構造・機能材料のナノ組織化 184
土屋　敬志 磁気でイオンを輸送する新原理のトランジスタ 292
鶴岡　　徹 原子スイッチ型抵抗変化メモリの開発 291
て
鉄井　利光 大型部品用新 TiAl 合金 194
出村　雅彦 マテリアルズインテグレーションで材料開発を加速 370
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氏名 研究課題 頁
寺地　徳之 超高純度ダイヤモンド結晶 23
寺嶋　太一 超伝導体のフェルミオロジー 52
寺田　典樹 フラストレーション系磁性体の磁気誘電特性 363
寺部　一弥 原子スイッチと関連したナノイオニクスデバイスの開発 253
と
唐　　　捷 新たな低次元ナノ材料の開発及び応用 152
土佐　正弘 先進トライボセラミックコーティング  238
戸田　佳明 耐熱材料設計ツールの構築 226
轟　　眞市 携帯端末による歪み可視化シートの画像解析 41
冨中　悟史 二体分布関数を用いたナノ材料の先端構造解析 264
な
内藤　公喜 炭素繊維の異方性（構造と力学特性評価） 228
内藤　昌信 生物をヒントにした機能性高分子材料の開発 386
名嘉　　節　 無機有機ハイブリッド微結晶 78
中尾　秀信 微生物凝集制御によるコロニーアレイ 366
長尾　忠昭 波長選択型の赤外線光熱変換デバイス 259
長岡　克己 低仕事関数薄膜の ex situ ナノスケール評価 298
長島　伸夫 ナノインデンテーションを用いた微小領域解析の鉄鋼材料への応用 213
中田　彩子 大規模第一原理 DFT 計算の開発と応用 320
長田　貴弘 コンビナトリアル手法による新電子材料探索 275
中谷　友也 高感度磁気センサの開発 161
中西　　淳 光応答足場材料による細胞の動的パターニング 307
中西　尚志 機能性分子「液体」材料 280
中西　和嘉 界面における分子機械の構造・運動制御 119
長沼　　環 細胞 - 材料間相互作用による生理活性機能制御 88
中根　茂行 新機能創出を目指した酸化物の局在物性制御 80
中野　智志 超高圧を用いた水素化物の構造物性研究 96

中払　　周 遷移金属ダイカルコゲナイド半導体α -MoTe2 のトランジスタ応用へ向け
た伝導電荷の極性制御 294

中村　照美 レーザを用いたアーク溶融現象の制御 394
中村真佐樹 層状ホモロガス化合物の電子材料化への過程 20
中村　　優 硫化物単結晶の育成 34
中村　泰之 分子化学的アプローチによる高分子材料開発 388
永村　直佳 デバイス動作中の放射光軟 X 線イメージング 340
中山　知信 ナノ機能の活用と集積に関する研究 247
名倉　和彦 フォールドしたπ共役巨大分子 283
生田目俊秀 原子層堆積法を用いた機能性ナノ金属 - 酸化膜  399
奈良　　純 計算科学による表面・ナノ構造の研究 318
に
新倉ちさと シリコンヘテロ接合太陽電池 140
西川　　慶 高容量次世代二次電池のための金属負極  135
西川　嗣彬 微小疲労き裂発生，進展挙動の観察技術 211
西口　昭広 セルロースナノファイバーの医療材料への展開 84
西島　　元 応用高温超伝導 29
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氏名 研究課題 頁
西野　正理 スピンダイナミクスおよび相転移機構 362
西村　　睦 高純度水素精製用 V 合金膜 129
西村　俊弥 鉄鋼材料の耐食性向上技術確立 188
西村　聡之 非酸化物セラミックスの特性向上 240
任　　暁兵 PZT を凌駕する非鉛圧電材料の開発 7
の
野口　秀典 固 / 液界面反応ダイナミクスのその場計測 146
野田　武司 量子ドットを利用する超高効率太陽電池 138
野々村禎彦 クラスター非平衡緩和法の新展開 317
野村　晃敬 超高容量なリチウム空気電池 136
は
端　健二郎 強磁場ＮＭＲの開発と材料分析への応用 345
橋爪　秀夫 鉱物と有機物や無機物の相互作用 103
橋本　綾子 試料ホルダーを利用したガス雰囲気加熱その場 TEM 観察 352
Oleg Vasylkiv Ultra-high temperature ceramic by ECAST 71
長谷　正司 量子力学的状態の直接観測 359
長谷川　明 高性能熱電材料開発向けて Sb-doped Mg2Si0.5Sn0.5 の透過電子顕微鏡法解析 396
花方　信孝 イムノセラピーのためのナノメディシン 393
早川　正夫 次世代型火力発電用材料の高温疲労特性 212
早川　竜馬 分子を用いた縦型共鳴トンネルトランジスタ 296
林　　将光 革新的ナノスピン素子の開発 165
速水　　渉 MXene-グラフェン複合層状化合物 312
原　　　徹 電子顕微鏡における組成分析技術の高度化 243

Randy Jalem Combining DFT methods and informatics for efficient search of 
novel fast ion conductors 151

Anirban Bandyopadhyay Brain inspired technologies 334
伴野　信哉 超伝導でつなげる・出すー超伝導キーコンポーネント 31
ひ
樋口　昌芳 メタロ超分子ポリマーのエレクトロクロミズム 81
Encarnacion Garcia 
Villora

Oxide and fluoride single-crystals for optical isolators and high-
brightness white light sources 35

Jonathan P.Hill Dyes for sensing/sensitizing applications 273
蛭川　　寿　 疲労特性に優れた高強度鋼創製指針の確立 210
廣崎　尚登 サイアロン蛍光体 37
廣田　憲之 磁場を利用した物質挙動の非接触制御 79
廣本　祥子 Mg 合金の腐食制御被膜の開発 215
平　　徳海 炭素鋼中のオメガ相の微細構造解析 219
ふ
深田　直樹 半導体ナノ構造材料の機能化とデバイス応用 260
藤井　和子 無機 - 有機ハイブリッド材料のナノ構造と機能 104
藤井　宏樹 Ex situ 法 MgB2 線材の開発 27
藤田　大介 オペランド表界面ナノ計測技術の開発 328
不動寺　浩 歪み可視化シートによる構造材料の簡便検査 40
古月　　暁 誘電体によるトポロジカルフォトニクスに向けて 255
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氏名 研究課題 頁
古谷　佳之 高強度金属材料のギガサイクル疲労特性評価 209
へ
何　　東風 高感度磁気センサーと電磁非破壊検査の開発 230
Alexei A Belik Search for ferroelectric-magnetic materials 59
Joel Henzie Materials systems for optics and catalysis 270
ほ
宝野　和博 磁性材料の構造と磁気特性に関する研究 158
細田奈麻絵 バイオミメティック可逆的接合技術 235
本田　博史 精密レーザ加工 239
ま
馬　　仁志 電池・キャパシタの高性能化に向けた２次元ナノシート材料の開発 266
Christopher Mercer 3-D laser printed functional lattices 236
眞岩　幸治 包晶凝固組織形成の研究 93
松田　翔一 ハイスループット電気化学評価システム 137
増田　卓也 固液界面その場観察法の開発と応用 339
松永　哲也 フェライト系耐熱鋼溶接材の組織安定化 218
松村　　亮 絶縁基板上における Ge 系 IV 族半導体の結晶成長 285
松本　明善 実用化に向けた高温超伝導線材応用のための研究 28
松本　真治 高温超伝導線材のコイル化技術開発 357
間野　高明 ｎ型 GaAs への両面ノンアロイオーミックコンタクト形成 48
間宮　広明 磁性研究・磁性材料開発を加速する中性子透過分光法の開発 360
み
三浦　良雄 スピントロニクスデバイス実現に向けた新規材料探索と微視的理論構築 172
三谷　誠司 界面垂直磁気異方性薄膜材料 159
御手洗容子 Ti 基高温 - 高機能構造材料の開発 178
道上　勇一 熱電変換材料の探索と結晶構造解析 124
三井　　正 精密波長可変光源を用いた光照射 STM-AFM 353
三石　和貴 電子顕微鏡による位相計測 349
三留　正則 強度輸送方程式による電子位相の定量計測 271
源　　　聡 SIP-MI 統合システムの開発 378
三成　剛生 塗って描く！プリンタブル電子回路 109
宮川　　仁 高圧環境を利用した透明酸化物の機能開拓 99
宮崎　　剛 大規模第一原理手法開発とナノ材料への応用 258
宮崎　英樹 省電力 CO2 濃度計のためのメタ表面赤外光源 50
宮原　健介 微笑球反発試験機 214
三好　正悟 固体電解質の界面輸送特性制御 133
む

Thaer M.Dieb Automatic complex materials design using Monte Carlo tree 
search 376

村上　秀之 高温用金属材料への耐酸化コーティング  179
村瀬　義治 放射線模擬環境下 SCC 試験研究 216
め
目黒　　奨 ステンレス鋼中の微量窒素の定量分析 224
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氏名 研究課題 頁
も
茂筑　高士 中性子を利用した機能性材料の精密構造解析 361
森　　孝雄 新規な熱電材料および高性能化手法の開発 123
森　　利之 高効率発電と安定性両立を可能にする中温作動酸化物形燃料電池材料 130
森田　孝治 外場効果を活用した多機能セラミックスの創製  74
森山　悟士 グラフェン超格子構造のトポロジカル量子伝導 295
や
矢ヶ部太郎 MSS を用いた水素センサーの開発 355
柳生進二郎 材料計測データの収集・解析と利活用 277
安田　　剛 共役高分子を用いた有機薄膜デバイス 114
栁田　真利 CH3NH3PbI3 ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送層としての NiOx 薄膜 147
山内　悠輔 機能性無機ナノ材料（多孔体など） 250
山口　尚秀 ダイヤモンド電界効果トランジスタ 299
山崎　智彦 診断・治療のためのバイオナノ分子の構築 89
山崎　裕一 情報科学技術を利用した X 線回折イメージング 382
山下　良之 デバイス動作下での電子状態観測 278
山瀬　博之 量子多体物性の理論的研究 54
山田　裕久 社会実装を考慮した革新的環境回復技術の開発 332
山浦　一成 量子機能性材料の特性向上と新規開拓 57
山本　玲子 医療応用のための材料の生体適合性・機能性評価 6
ゆ
遊佐　　斉 遷移金属窒化物合成と弾性率測定 94
よ
葉　　金花 高機能ナノ光触媒材料の研究開発 257
吉尾　正史 物質輸送機能を有する液晶ポリマーフィルム 110
吉川　元起 嗅覚 IoT センサへの新技術「MSS」と「AMA」 121
吉川　英樹 表面化学分析におけるデータ解析の自動化 374
吉澤　俊介 物質表面で発現する超伝導の探索 338
吉田　英弘 セラミックスの低温・高速加工技術 75
吉武　道子 マテリアルキュレーション ®：俯瞰的材料探索法 276
吉中　奎貴 新しい耐疲労合金の創製を目指した 3D 疲労破壊メカニズム解明 192
ら
Jan Labuta Chemical sensing and detection 323
Guillaume Lambard Autonomous design of materials 384
り
Ji-Guang Li（李 継光） Optically functional ceramic materials 76
劉　　江偉 ダイヤモンド MOSFET 論理回路の開発 108
Meiyong Liao（廖 梅勇） 集積化多機能ダイヤモンド MEMS センサ 24
わ
若原　孝次 多機能ナノ結晶の開発とデバイス化 101
若山　　裕 有機トランジスタで多値論理演算回路を開発 248
譯田　真人 原子論に基づく金属材料の組織形成プロセス評価 231
渡邊　育夢 材料組織の数値シミュレーションによるバルク特性評価 220
渡邊　　誠 マテリアルズインテグレーションを活用した粒子　積層材料の開発 223
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