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現代の錬金術─新材料 をつくりだせ !
世界をリードする元素戦略で脱レアメタルへ

元素戦略

元素の特性に注目して新材料をつくる

ネオジム磁石，青色 LED など現代の社会を支える材料の多くは，日本人が中心となり開発したも

レアメタル（希少金属）は私たちの生活を支えるさまざ

のだ。資源の少ない日本において，いかに資源を有効に使うか，その技術の開発は，死活問題で

まな機械に使用され，私たちの生活に不可欠な元素である。

もある。日本の物質科学者たちは 2004 年，資源問題を元素科学で解決しようと，世界にさきが

しかしレアメタルはそれぞれ，中国，ロシア，南アフリカ

け「元素戦略」を提案した。それから 10 年，資源を有効に使う，新材料の開発はめざましい成果
をあげている。私たちの生活を一変させる可能性をもつ，“現代の錬金術” を紹介しよう。
協力

など非常にかたよった一部の国でしか産出しない場合が多
い。レアメタル資源のとぼしい日本では，その資源をいか
に有効に使うかが重要になる。
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て「元素戦略」の構想をつくりあげた。そして 2007 年に
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2004 年，元素の特性にあらためて注目し，戦略的に資源

た。2010 年に中国のレアメタル輸出制限によって資源危機
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「元素戦略は，たしかに化学そのものです。元素戦略で

なかでも規制戦略は，使用量の規制や基準を技術開発で

は，元素の性質を再認識することを重要視しています。分

乗りこえ，日本の競争力を高めようという戦略だ。近年，

子をデザインするとき，ただ元素を選ぶのではなく，元素

EU（欧州連合）は健康や環境保護のため，輸入規制を行っ

の特性をもう一度しっかり知り，調べた上で取り組みまし

ている。たとえば「ローズ指令」によって EU は， 鉛 や水

ょうと。それが元素科学であり，それを国の戦略として進
めるのが元素戦略です」
（玉尾研究顧問）
。
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レアメタルとは，希少な金属元素をさす。上の周期表で色がついている 54 元素の総称だ。そのうち緑色の 17 元素をレアアース（希土類元素）
とよぶ。備蓄レアメタルとは，供給不安にそなえて備蓄されている元素だ。イラストのようにレアメタルは私たちのまわりの多くのものに使わ
れ，生活を支える重要な元素である。今，レアメタルの使用量を減らしたり，入手しやすい元素で置きかえたりすることが求められている。

まったく新しい社会基盤をつくりあげる可能性も
「元素戦略は，ただの『希少元素の代替』ではない。元素
の新しい機能をみつける，革新的な物質材料研究だ」と多

元素の特性を意識した物質科学研究
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で，規制を逆風ではなく追い風にしていこうというのだ。
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それも重要な研究になるわけです」
（玉尾研究顧問）
。

しい活用法で元素の機能をひきだす「新機能戦略」だ。
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21

Cs Ba
インジウム

規制

影 響 をおよぼす元素を少なくする「規制戦略」
，そして新

20

37

リサイクルの技術を開発する
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元素戦略には，五つの柱があるという。五つとは，希少

セレン

だい たい
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元素の利用を減らす「減量戦略」
，希少元素のかわりを探す

リチウム

希少元素の利用を減らす

使ってもかまいません」と話す。
「たとえば，今， 触 媒で

チタン

元素戦略は大きくわけて五つの柱がある

ネオジム

減量

が訪れると，一気に世界中が日本の「元素戦略」に注目す

ガリウム

インジウム

コンピューターの
ハードディスク

元素戦略では，元素の特性を再認識して，資源を有効に使う技術
を開発し，持続可能な社会の実現をめざしている。そのために，
下の五つの柱からアプローチするという。

るようになった。

私たちの身近に利用されているレアメタル

ネオジム

元素戦略とは ? その五つの柱

くの研究者たちがいう。これまで，テレビがブラウン管か
えきしょう

これらの元素戦略研究は，レアメタル以外のありふれた

ら液 晶 にかわったり，固定電話よりスマートフォンが主流

元素だけを使って行われているのだろうか。元素戦略にコ

になったりしたように，新しい材料の誕 生 は私たちの生活

ンセプトの発案当初からかかわる理化学研究所の玉尾皓平

を一変させる可能性を秘めている。快適で持続可能な社会

研究顧問は「新しい化学を生みだすならば，レアメタルを

をつくる新技術を生みだすことも大きな目的の一つなのだ。

たま お こう へい

こ もん

たんじょう
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元素戦略の具体例

未来の自動車には，こんな技術が使われる !
し

重量の 70% 程度を占めている。鉄鋼部分を軽量化すること

去するためには，プラチナやロジウムなどの希少元素が触

められている。また次世代の自動車として期待されている，

されるのだろう。私たちの身近に存在しながら，高い性能

は，燃費削減による資源節約の面で重要だ。鉄鋼の性能は，

媒の材料に使われている。これらをなくしたり，別の元素

燃料電池車では，燃料である水素の貯蔵に新しい技術開発

を求められる，自動車やパソコン，スマートフォンなどに

微 量 な合金元素を添加することで，大きく変化することが

で代用ができるようになると，価格をおさえた，高機能な

が求められている。

は多くの技術が応用されていくにちがいない。下では，未

知られている。元素戦略ではあらためてその 詳 細なメカニ

自動車が登場する可能性が高まるだろう。

来の自動車に使われる可能性のある材料を取り上げている。

ズムの解明にいどんでいる。その成果によって，より強く

元素戦略の研究成果は，私たちの生活にどのようにいか

び りょう

てん か

しょうさい

しなやかな鉄鋼ができれば，使用量が減らすことができて，
広く普及する鉄鋼でさえ，まだまだ発展の可能性がある

よって省電力で高い解像度のスマートフォンが登場したよ
新しい自動車を見すえた技術開発

うに，近い将来，新しい技術によって，現在よりも低コス

ハイブリッド自動車のリチウムイオン電池に使われるリ

さらに軽量化が期待できる。

イグゾー

IGZO ディスプレイ（くわしくは 126 ページ）の開発に

こ かつ

こう とう

トで，燃費がよく，快適な自動車が登場するにちがいない。

たとえば，現在の自動車を改良することを考えよう。ま

また，モーターを動かすネオジム磁石には，高価で希少

チウムも，資源の枯渇や値段の高騰が心配されている。こ

元素戦略を通して，そのような技術を日本が世界ではじめ

ずボディやエンジン，車輪の軸などに使われる鉄鋼は，総

なジスプロシウムが添加されている。自動車の排ガスを除

れをナトリウムイオン電池に置きかえようとする研究が進

てつくることに期待が集まっている。

じく

ネオジム磁石の改良─粒子のサイズ

協力 杉本 諭 東北大学大学院工学研究科教授

自動車のモーターなどに使われるネオジム磁石には，レアメタルのジスプロシウム
ふく
が含まれている。高温下では，ジスプロシウムがないと磁力を保てないためだ。
これまでの研究によって，磁石内の結晶の粒子が小さければ小さいほど，保磁力
が大きくなることが知られていた。そこで杉本教授らは，作製の際に使う合金粉末
りゅう けい
を粒 径が約 5 マイクロメートルだった従来のものから，粒径約 1.1 マイクロメート
ルの微細なものにかえ，低温で焼き固めることで，磁石内の結晶の粒子も微細にし，
おおはば
さくげん
保磁力を大幅に上げることに成功した。その結果，ジスプロシウムを 40％も削減す
ることができたという。
現在，さらに細かな 0.3 マイクロメートルという粒径の合金粉末の作製にも成功
せい ぎょ
しており，今後，さらに結晶の粒子サイズやその構造を制御することで，より保磁
力が高いネオジム磁石ができあがるかもしれない。

新しい鉄鋼材料のボディ

はい

ネオジム磁石の改良─ 微結晶の制御
協力

協力 北川 宏 京都大学大学院
理学研究科教授

せいぎょ

微結晶の向きといった構造を細かく制御する
ことで保磁力を高めて，ジスプロシウムがな
くても高温下で使用可能な，ネオジム磁石の
開発が行われている。くわしくは 124 ページ。

未来の燃料電池車

コントローラ

燃料タンク
燃料電池

協力 古原 忠 東北大学金属材料研究所教授

ボディなどに使われる鉄鋼は，すでに鉄と炭素だけではなく，さまざまな元素が付加されて，性
質が制御されている。その作成のレシピの多くは過去の経験にもとづいて，最適なものが構築さ
れてきた。古原教授らのグループは，原子の並び方などを詳細に観測することで，そのレシピの
化学的なメカニズムを解明し，さらに最適な材料をつくろうと研究を行っている。
ちっ そ
鉄鋼の主要元素である炭素や窒素は，重量比でわずか 0.1% 程度添加するだけで，鉄の強度を
ひ やく
飛 躍 的に向上させる。また，ホウ素は鉄鋼
1 グラムの中に 0.00001 グラム程度という
ごくごく微量加えるだけで，高強度の鉄鋼
の破壊をおさえるはたらきをになっている。
「これらの元素は軽元素に分類されますが，
そう ご
ほかの重元素と相互 作用をおこして鉄鋼の
性質に影響をあたえることがわかっていま
す」と古原教授は話す。
鉄の結晶中に微量に含まれるマンガンや
クロム，ニッケル，モリブデン，ニオブ，
バナジウムなどの重元素と，炭素，窒素，
ホウ素などの軽元素が均一に分布したり，
原子数個から数百個の単位で結合したりす
ることで，強くてしなやかな鉄鋼ができる。
それらが実際に鉄鋼の中でどのようにふる
き よ
まい，どのように材質に寄 与 するのかが明
けん び きょう さつえい
らかになれば，添加する元素の最適な量が 上は高分解能電子顕微鏡で撮影した鉄の結晶中でクロム
わく
決まったり，希少元素の量を減らしたり， と窒素が結合したナノ粒子（黄色の点線枠内）。下は鉄
今まで以上にがんじょうでしなやかな鉄鋼 の結晶中のクロム元素の分布をあらわす。このような粒
子が鉄鋼の材質に影響をあたえている。
がつくれたりするようになる。
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排ガス浄化用触媒

宝野和博 物質・材料研究機構フェロー

二次電池

モーター

自動車排ガスの浄化用触媒とし
ては，プラチナとともにロジウ
ムが使われている。北川教授ら
は，パラジウムとルテニウムを
原子レベルでまぜて合金にする
ことで，ロジウムに性質の似た
“人工ロジウム” の開発に成功し
た。人工ロジウムは，価格はロ
ジウムの 3 分の 1，触媒として
の性能はロジウムをこえるとい
う。くわしくは 125 ページ。

プラチナをこえる触媒

協力 阿部英樹 物質・材料研究機構主幹研究員

自動車の排気ガスに含まれる有害な分子
を除去するために，さまざまな触媒が使
われている。触媒とは化学反応を助ける
物質で，自動車では，排気ガス中の一酸
ちっ そ
化炭素や炭化水素，酸化窒素などを無害
な物質にかえる反応を助けるはたらきを
する。
なかでも，プラチナ（白金，Pt）は触
媒として重要で，車 1 台につき，1 グラ
ムほどが排ガスを浄化するために使われている。プラチナはレアメ
タルであり，値段も高い。プラチナをチタンなどのほかの金属と合
金にすることで，触媒として使用するプラチナの量を減らし，また
触媒としての機能をさらに高めることができると考えられている。
阿部主幹研究員は，合成したチタンとの合金粒子（上の画像，
Pt3Ti）が白金単独よりも一酸化炭素の浄化能力が高いことを発見し
はっ き
た。また Pt3Ti は燃料電池の電極としても高い能力を発揮すること
が期待される。燃料電池車の値段にプラチナは大きく関係している
といわれ，これらの技術により燃料電池車がより手に入れやすくな
るかもしれない。

経済性の高いナトリウムイオン電池

タイヤに内蔵する “最も強い鉄鋼”
協力 古原 忠 東北大学金属材料研究所教授
うす

自動車のタイヤは，ゴムの中に薄い「スチールベル
ト」が入っている。スチールベルトは，断面直径が
0.3 ミリメートルほどの細い高強度の鉄鋼のワイヤ
ー（スチールコード）を，すだれのように編んだも
しょうげき
のだ。衝撃を吸収したり，タイヤの変形を防いだり
くぎ
する役割をもつ。また，その存在によって，釘など
ふ
を踏んでもパンクしにくくなっているという。
タイヤ用のスチールコードは，炭素を多く（約
1%）含み，鉄鋼の中で最も強い材料である。現在，
ワイヤーの断面積 1 平方ミリメートルあたりで，
400 キログラムの重量を支えることができる。鉄の
結晶を制御することで，さらに強いスチールコード
が開発されれば，タイヤの軽量化がはかれるという。

協力 岡田重人 九州大学先導物質化学研究所教授
現在，ハイブリッド自動車や電気自動車用大型二次電池としても「リチウムイオン電池」
じゅうでん
が使われはじめている。二次電池とはくりかえし充電して使用できる電池のことだ。リチ
けいこう
ウムは，イオン化傾向（陽イオンへのなりやすさ）が最も大きく，最も軽いため，電池の
ひっ す
高電圧化，小型軽量化にとって必須の負極元素である。リチウムは，レアメタルの中では
まいぞう
埋蔵資源量は多い方だ。しかし電気自動車（50kWh）1 台には，スマートフォン（5Wh）
ふ きゅう
及が本格化する数年後
1 万台分のリチウムイオン電池を必要とするため，電気自動車の普
じゅよう
け ねん
にはリチウムの年産量が需要に追いつかなくなる事態が懸念されている。
そこでリチウムのかわりとして注目されるのが，周期表でリチウムの下に位置するナト
リウムだ。ナトリウムを使うと電池の電圧は約 2.7V と 0.3V ほど低下する。またイオン
の大きさもリチウムより大きいため，かさばってしまい，エネルギー密度の点ではかなわ
ない。しかし，ナトリウムはリチウムよりも，3 けた以上資源量が豊富で安価である。そ
のため，自動車や発電機用といった大型二次電池ではナトリウムが有望な負極元素になる。
岡田教授は「二次電池が大型になればなるほど，ナトリウムイオン電池の優位性が高ま
ります。経済性や安全性を考えると，理想は電解質に水溶液，正極に鉄系化合物や有機化
合物を使った水系ナトリウムイオン電池が有望です」と語る。この次世代電池が実現され
れば，代表的な二次電池のいいとこどりをしたコストパフォーマンスのすぐれた二次電池
けんいん
として，蓄電立国の日本を牽 引する戦略機器になると期待されている。

電子
負極

電解質
正極

ナトリウムイオン

ナトリウムイオン電池のイメージ。放電するとき，負極内にあ
ったナトリウムイオンが正極に向けて移動する。電池を充電す
るときは逆に正極から負極に移動する。正極・負極の材料はよ
り多くイオンが入り，かつ出入りしやすい構造が求められる。
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錬金術の方法

ナノサイズで原子の構造を設計し，制御する
■ 元素を組み合わせて，“ 新元素 ” をつくる

元素戦略研究にはさまざまな手法が存在するが，そのほとんどが元素と元素の相互作用を調べることで新しい機
能を生みだそうとしている。実際の研究はどのように行われているのだろうか。二つの研究を例に，現代の錬金
術ともいえる研究の方法をみていこう。

協力
ひ

中世，ヨーロッパでは「卑金属から貴金属をつくること」

■原子の並びを立体的に観測して，最強磁石をデザインする
協力

ネオジム磁石は，自動車，エアコンや冷蔵庫などの家庭

宝野和博

れんきんじゅつ

物質・材料研究機構フェロー

かぎをにぎるのは磁石中の微細構造だ。ネオジム磁石は，

北川 宏

京都大学大学院理学研究科教授

高価で，希少なものの一つだ。

を目的とした錬金 術 がさかんに行われた。卑金属とは，安

周期表上でロジウムの左右にあるのはルテニウムとパラ

価で豊富に存在する金属のことだ。金属を組み合わせて別

ジウムだが，二つは通常はまざりあわない。北川教授らは

の金属をつくる，まさに現代版の錬金術を行っているのが，

試行錯誤し，二つを原子レベルで制御することでまぜあわ

京都大学の北川宏教授だ。

せることに成功した。しかも，作成した “人工ロジウム”

し こう さく ご

電化製品，コンピューターのハードディスクドライブ，風

ネオジムと鉄とホウ素でできた細かい結晶が集まってでき

はじまりは，パラジウムと白金を使って，金属中に水素

合金は，ロジウムよりも，有害な窒素酸化物（NOx）や一

力発電機などのさまざまな機器で使われている。ネオジム

ている。以前から，結晶を細かくするほど，保磁力が高く

を取りこませる実験をしたことだった。パラジウムと白金

酸化炭素を浄化する性能がすぐれていることがわかったの

磁石は，主にネオジム，鉄，ホウ素でできた磁石で，1982

なることが知られていた。また，
結晶と結晶の間に存在する，

はいわば “水と油” のように，まざりあわないことが昔か

だ。この成果は触媒の耐 久 性を上げることにつながるため，

年に佐川眞人博士が発見した，今なお，史上最強の磁石で

原子の種類やその構造も保磁力に大きくかかわるとされる。

ら知られていた。しかし水素と反応させる過程で偶然，二

自動車のコストが削減できたり，家庭用燃料電池の耐久性

つがまざりあった粒子が合成されたのだ。常識はずれの結

が大きく向上したりすることが期待される。

ある。
結晶のすき間を設計することで，高い保磁力を実現
高価なジスプロシウムを使わない方法

たいきゅう

果に，世界中の研究者の注目が集まった。
“新たな元素” を合成できる可能性

物質・材料研究機構の宝野和博フェローのグループは，
けん び きょう

周期表で「目的の元素」の両わきにある元素を組み合わせる

この技術を応用すれば，ほかの希少元素や，これまで材

通常のネオジム磁石は高温になると，急速に磁力が失わ

最先端の電子顕微 鏡 や独自に開発した「3 次元アトムプロ

れてしまう性質がある。自動車のモーターのような高温に

ーブ」という装置を用いて，磁石の結晶構造を原子レベル

なる場所で使うネオジム磁石には，磁力を保つため，ジス

で詳細に分析した。すると，結晶と結晶の間に磁力の弱い

すると，周期表上でパラジウムの左右にある元素を組み合

ある。ただ目的の元素のかわりをつくるだけではない。二

プロシウムが添加されている。ジスプロシウムはその 99%

薄い層ができると，高い保磁力が得られることがわかった。

わせることで，パラジウムと似た性質をもつ合金の作成に

つの元素をまぜて合金をつくる場合，1：1 でまぜるだけで

が中国で産出されるため，2010 年のレアメタル輸出制限の

ほかにも，宝野フェローらは磁気をもつ微細な結晶を磁気

成功したのだ。そこで，北川教授らは，触媒として重要な

なく，さまざまな比率でまぜることが可能だ。すると，周

際に大きな影響を受けた。そのような問題もあって，ジス

をもたない層で分断することで，保磁力の向上に成功して

ロジウムに注目した。触媒とは化学反応を助けるはたらき

期表の元素の “間” にある性質をもつ，“新たな元素” を合

プロシウムを使わずに，高温で使用できる保磁力（磁力を

1
いる。現状では実用化を考えると，まだ保磁力は十分では

をもつ物質である。自動車排ガスの浄化用などにロジウム

2
成することもできる。今後，これまでにない性能をもつ物

触媒は使われている。ただしロジウムは金属のなかで最も

質が誕生する可能性を秘めているのだ。

保つ力）の高い磁石の開発が急務となっている。

磁石の構造を調べる

北川教授らは元素の組み合わせをかえて実験をつづけた。

ぶん せき

そう

H
ないが，今後のさらなる研究に期待が集まっている。
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ルテニウムとパラジウムでロジウムに似た合金を作成

Na Mg

Al Si

P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In合金粒子
Sn Sb Te
Cs Ba
Fr Ra

I Xe

Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
三つの画像は，ネオジム・鉄・ホウ素（Nd2Fe14B）の超微細結晶で構成されるネオジム磁石の電子顕微鏡画像である。左は，鉄元素の分布
を緑色であらわしている。長さ 400 nm，高さ 100 nm 程度の超微細な板状の結晶がみえている。中央は，結晶と結晶の境界部分の高分解
能電子顕微鏡写真だ。境界に 1.3 nm 程度の薄い層（黄色矢印）が観察される。右は中央と同じ領域のネオジム元素の分布をみたもの。薄
い層では，磁性をもたないネオジムの濃度が高くなっていることがわかる（なお，磁石の磁性は主に鉄が生みだしている）
。
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Ac Th Pa
U Np Pu Am Cm Bk RuCf
Es Fm Pd
Md
Lr
画像は合成された，“人工ロジウム”
の合金粒子を撮影したもの。
北川教授らは周期表で並んだ，ルテニウム（
）とパラジウム（
） No
を使って，
ロジウム（Rh）に似た性質をもつ合金粒子をつくりだした。
二つの原子をどのような比率でまぜるかも設計することができ，それ
によって合金の性質をコントロールすることができる。

むらさき

粒子中にみえる点は原子をあらわし， 紫 色がルテニウム，水色
がパラジウムだ。二つの原子がまざりあった粒子ができているこ
とがわかる。これまでにない，まったく新しい物質だ。
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トップインタビュー

省エネディスプレイを実現した「 IGZO

新規材料研究の世界的な第一人者，東京工業大学の細野秀雄教授に，材料研究の極意を聞いた。

新しい材料の研究はイチかバチかではない
ちょう でん どう

Newton ── 先生は，鉄系 超 伝導体 *1 など，これまでだれ
もができないと思っていた革新的な材料を次々に発表してい
ます。そのような新規の材料をみつけようとすると，結果は
“ 当たるか外れるか ” になるように思いますがいかがですか ?
細野── そのようによく誤解されるのですが，オール・オア・
ナッシング（all or nothing）には絶対になりません。それが
物質材料研究のいちばんいいところです。よく例にあげるの
いっしょうけんめい

ですが，月に行こうとして一 生 懸命考えて向かったとします。
結果として，方向がずれていて月に行けなかった，と。でも，
ふ

む

振り向いてみたら地球からは見えなかった月の裏側が見える
でしょう ?

最初に思っていたこととちがっても，一生懸命

やっていると，ちがう風景が見えるんですよ。

Newton ──新しい材料やテーマは，どのようにみつけるの
でしょうか。
細野 ── 2010 年にノーベル賞を受賞されたガイムさん（ イ
ギリス，マンチェスター大学 ）のグラフェン *2 の研究は，簡
えん ぴつ

しん

単にいうと，鉛 筆 の芯 を一枚一枚はがしたことによってわ
かった成果です。鉛筆の芯ですよ ?

若い人で「 もう新しい

ものはない 」という人がいますが，そんなことはありません。
探せば，新しい “ 鉱脈 ” はやっぱりたくさんあるんですよ。

Newton ──これを調べると大きな鉱脈にあたるというのは

な研究をずっとやっていれば自然にわかると思います。

Newton ──若手の先生やお弟子さんから，先生にとって想
定外の研究を「 やってみたい 」と相談された場合，先生はや
らせてみようと思いますか ?
細野── 予備実験の結果があれば，OK します。予備実験の
もうそう

結果がないときは，それは単なる妄想なのでダメです。それ
でお金を使うなんてとんでもありません。

Newton ──まず人にみせられる結果を出せと ?
細野── それは当然ですよね。そんなに甘くないです。よく
日本は，芽をつむ国だっていいますが，私はそうは思いませ
ん。一生懸命，芽をのばす国ですよ。私自身もいろいろな人
から，まだ小さい芽のときから，あらん限りの力で，強引に
ひっぱりあげてもらいましたから。

Newton ── 先生が代表をつとめる，JST「 さきがけ 新物
質科学と元素戦略 」のプロジェクトは，若手の研究者の集ま
りですが，どのようにメンバーを選ばれたのですか ?
細野── 若くて，生意気な研究者を選びました。

Newton ──生意気ですか ?
細野── そうしないと，新しいことはできないですから。生

います。生意気な人でないと，今までの伝統をひっくり返し
てやろうということはできないですから。

IGZO の開発は，簡単な発想から
Newton ─ スマートフォンの省エネディスプレイとして
登場した，IGZO*3（ 酸化物半導体 ）も細野先生の研究成果
をもとにしています。 むずかしいといわれてきた実用化に
結びつく酸化物半導体を，どのように開発されたのですか。
細野── シリコンなどの代表的な半導体や酸化物半導体で
せん い

も，ほかの研究者は遷移金属 *4 を使っていました。これらの

鉄を含み超伝導の現象をしめす化合物。超伝導とは，電気抵抗が
ゼロになるといった現象をさす。2008 年，鉄を使った超伝導体
はできないという研究者の常識を，細野教授らがくつがえした。

細野教授らが作製し
とう めい
た，透 明 で曲げられ
る高性能トランジス
タの写真。中にみえ
る素子が酸化物半導
体 IGZO（ イ ン ジ ウ
あ えん
ム・ガリウム・亜鉛・
酸素でできた酸化物）
でできている。

日本は，若手の芽をのばす国

分でやってやろうと思う，そういう人を私は生意気といって

*1 鉄系超伝導体

新しい電子材料として期待さ
れる窒化カルシウム。この物
質の新たな性質の発見は
2013 年にイギリスの科学誌
「窒
『nature』に発表された。
化カルシウムでは，層の間に
ある電子はきわめてよく動き
ます。金属のカルシウムより
も電気をよく流すくらいで
電子
す。すき間にある電子が，外
に出やすい性質を利用して，
いろいろな応用を考えている
ところです」
（細野教授）
。

細野── ホームランではなく，小さなシングルヒットのよう

悪いという意味ではなく，人のいうことにまどわされずに自

126

窒素 カルシウム

長年の勘でしょうか。

しん し

き どう

東京工業大学応用セラミックス研究所教授。JST さきがけ「新物質
科学と元素戦略」の研究総 括 をつとめる。ノーベル賞の受賞も期待
されている，新規材料研究の第一人者。

層構造の間を電子が動く新しい電子材料

IGZO ─ 透明アモルファス酸化物半導体

かん

意気といっても，みなさん普段はとても紳士ですよ。態度が

細野秀雄

半導体 」の生みの親が語る材料研究の極意とは ?

物質では，遷移金属の電子軌道の形（p 軌道 ）が球形でないの
で，原子を並べると（ アモルファス *5 にすると ）電気がうま
く流れなくなってしまいます。そこで私は球形の電子軌道（s

*2 グラフェン

1 原子の厚さの炭素のシート。

*3 IGZO

インジウム（In），ガリウム（Ga），亜鉛（Zn）
，酸素（O）
によって構成された酸化物半導体。半導体とは，電気を通
す導体と，電気を通さない絶縁体の中間の性質をもつもの。

と ちゅう

軌道 ）をもつ原子を利用しました。丸ければパチンコの玉の

ラスの電荷 ）のまわりを勝手に動いていますが，その途中で

ようにどんな風に並んでも，電気の流れ方はかわらないはず

プラスのイオンにぶつかってしまいます。それが電気抵 抗

だという発想です。

です。でも，シートを重ねたような構造をもった窒 化 カル

Newton ── そこに着目された方がいなかったのですか ?

シウム（Ca2N）では，シートとシートの間に電子があるため，

細野── 意外に少なかったということですね。そういうこと

プラスのイオンにぶつかることなく，電子が動きまわるこ

をいう人はいませんでした。

とができます。それが二次元エレクトライドです。このよ

Newton ── その発想はどこから浮かんだのでしょうか。

うな性質は材料のごく限られた部分でしかみられない現象

細野── 簡単に，シンプルに考えました。やはり新しいこと

でしたが，はじめてかたまり全体としてその性質をもつ物

をやろうと思うと，簡単な発想からいかないとうまくいかな

質を私たちはみつけたのです。

いんです。文献を読みすぎたり，複雑に考えたりするとわか

Newton ── どのようにして発見されたのですか ?

らなくなってしまいます。それでも酸化物半導体は同じよう

細野── シート構造をしていて，その間に電子があるよう

な研究をする人がいた方です。セメントを電子材料にすると

な組成の物質を探したのです。Ca2N は物質としては知られ

いう研究では，ほかに研究している人は本当にゼロでした。

ていましたが，このような性質をもつことを私たちがはじ

Newton ── セメントに電気は絶対に流れないとだれもが考

めてみつけました。報告されている物質たちは，私たちに

えていたのでしょうか。

とってはデータベースのようなものです。そこから，コン

ぶんけん

ふん

てい こう

ちっ か

細野── はい。電気が流れるなんてとんでもないといった雰

セプトに合った物質を探すわけです。

囲気でした。

Newton ── 超伝導だけを研究される方も多い中，先生は

Newton ── 先生は，なぜ研究しようと思われたのですか ?

いろいろな分野の研究をされているようにみえます。

細野── 物質の研究をやっていると，小さいことがいろいろ

細野── 触媒，半導体，超伝導と，みんなちがう世界にみ

とみつかってきます。するとここに何かあるな，というのが

えますよね ?

わかるようになります。だれもやらないから自分もやらない

体の中の電子を使っているだけです。固体の中の電子を電

というのではなく，こっちにかけてみるかと思うわけです。

場の中で動かすのが超伝導などの電子材料，表面にもって

い

き

新しい機能をみつける元素戦略的な研究

ですが，そんなことはありません。どれも固

きて分子と反応させれば触媒です。基本的に考えは同じで，
私はあまりわけて考えてはいません。

Newton ── 先生自身が現在行っている元素戦略研究は，ど

Newton ── 今後，つくりたい材料はありますか。

のようなものですか。

細野── 本質的には，世の中の社会的困難を解決する材料

細野──「 二次元エレクトライド * 」という材料を研究して

をつくりたいと思っています。材料を研究するからには，

います。普通，金属では電子（ マイナスの電荷 ）が原子核（ プ

やっぱり役に立つ材料をつくらないとだめですから。

6

かく

*4 遷移金属

周期表の 3 族から 11 族の元素。

*5 アモルファス

原子が結晶構造をつくらず，ランダム
に並んだまま，固まった状態。

*6 二次元エレクトライド

陽イオンと陰イオンからなる「イオン結晶」のうち，電子
が陰イオンとしてふるまう化合物をエレクトライドとよぶ。
その中で，電子が二次元のすき間に存在する物質をいう。
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若手インタビュー

地球科学研究から生まれた「 割れないセラ

元素戦略を行う若手研究者の中で「 異色 」といわれるのが，ドイツ電子シンクロトロンに所属する西山宣正博士
だ。西山博士は，地球内部のような高い圧力を利用するという斬新な方法で，世間の常識をくつがえす「 割れな
いセラミックス 」をつくりだした。その注目の材料について西山博士に聞いた。

ミックス 」
ためには，表面をぴかぴかにみがく必要があるので，清家く
んにたのんだら，
「 どうしてもここの一部だけはみがけませ

硬くて割れにくい SiO2 ナノ多結晶体

ん 」というのです。

Newton ── みがけないほど硬いものができたのですね。

スタートは，地震研究だった

部ではダイヤモンドになるのと似ています。その場合，どち

西山── はい。それでおかしなものができた，といろいろと

Newton ── 先生は，地球科学がご専門とうかがいました。

らも炭素ですが，構造がちがいます。石英もスティショバイ

条件をかえて，合成をくりかえすうちに，ナノ構造をとった

そもそも先生が，材料を研究されるようになったのはなぜで

トも SiO2 という同じ組成でできた鉱物ですが，構造がちが

ものができたことがわかってきました。

すか ?

うので，硬 さなどの性質もちがいます。私たちはもともと，

Newton ── それはどういうものですか ?

ぐうぜん

じ しん は

かた

西山──それは偶然です。もともと行っていたのは地震波の

そのスティショバイトを人工的に合成して，地下に相当する

西山── 電子顕微鏡でみてみると，通常のミクロレベルの結

研究でした。日本の太平洋側の海底では，海洋プレートが沈

条件下で，地震波をどれくらいの速度で伝えるのかを実験的

晶ではなく，ナノレベルの結晶の集まりであることがわかっ

みこんでいます。海洋プレートがずれると，地震がおこりま

に研究しようと思っていました。

たのです。ナノ多結晶体のスティショバイトができたと。そ

す。 海 洋 プ レ ー ト の 主 な 成 分 は 二 酸 化 ケ イ 素（ シ リ カ，

Newton ──地震波の伝わり方を調べるのはなぜですか ?

こから，学生が試行錯誤をくりかえして，試料全体がナノ多

西山── 海洋プレートの挙動などの地球深部のようすは，

結晶体のスティショバイトが合成できました。

しず

SiO2 ）です。二酸化ケイ素は私たちは「 石英 」という鉱物の
形でみることが多いですが，二酸化ケイ素は，地球内部に沈

「 地震波トモグラフィー」という方法でみています。実際の

みこんでいくと，構造変化（ 構造相転移 ）をおこして，「 ス

地震観測データから地球内部の地震波が伝わる速さを画像化

ティショバイト 」になります。

質がちがうのですか ?

する方法です。やさしくたとえるなら，人体の内部を CT（ コ

西山── 今までのものとはちがって，みがくのが困難で，破

Newton ──構造変化とはどのような変化ですか ?

ンピューター断層撮影 ）でみるのと少し似ています。地球の

壊することがほとんどできませんでした。割ってみようと

西山── 鉛筆の芯などにも使われるグラファイトが地球内

地下 200 キロメートルより深いところがどのような物質で

思っても割れない。そこで，金属の破壊を専門にされている

できているのかは，直接，物質を手に入れて調べることがで

先生に相談して，硬さと割れにくさを測定しました。

きません。そこで地震波トモグラフィーで地下のようすを
“ 見る ” わけです。
私たちは，地下に相当する高温高圧の環境を実験的につく

西山── ただし，そもそもスティショバイトという鉱物その
せっさく

ものは，硬い鉱物です。切削用工具に使われる，炭化タング

速さを調べていました。そして，その結果と地震波トモグラ

ステンよりも硬いことはすでにわかっていました。でも，ス

フィーの結果を比較することで，地球の深い部分にどのよう

ティショバイトは割れやすい材料なので，そのような用途に

な物質がどう分布しているのかがわかってくるわけです。

使うことはできないのです。一般に，結晶粒が細かくなると，

その物質をつくる実験の過程で 100 ナノメートル（1 万分
の 1 ミリ ）サイズの結晶がランダムに集まった「 ナノ多結晶
体 」のスティショバイトができたのです。

ものが硬くなるという性質が知られています。測定する前は，
「 ひょっとすると，世界でいちばん硬い酸化物ができたので
は ?」と期待しましたが，そうではありませんでした。硬さ
は通常のステショバイトと同じだったのです。

偶然にできた，不思議な材料

Newton ── 硬さはかわらなかったのですね ?

ちゃ わん

ドイツ電子シンクロトロン・ビームラインマネージャー。専門は，
地球科学。写真のうしろの装置は，共同研究先である物質・材料研
究機構がもつ，高い圧力をつくりだすことができる「大容量ベルト
型高圧発生装置」だ。

セラミックスなのに，割れにくい

りだして，地下に存在すると思われる物質が地震波を伝える
ひ かく

西山宣正

Newton ── 通常のミクロ構造のスティショバイトとは，性

Newton ── セラミックスのお茶碗を落としたらすぐ割れ

西山── はい。硬さの測定で少しがっかりしましたが，割れ

るように，セラミックスは割れやすいというのは常識です。

にくさを測定してみると，圧倒的に割れにくい材料だという

先生方が合成したナノ多結晶体スティショバイトは，セラ

ことがわかってきて，はじめはまったく信じられませんでし

あっとうてき

ミックスでありながら割れにくいという，これまでにない性

た。信じられずに何度も同じものをつくって，何度測定して

質があるそうですね。合成できたときは，おどろきましたか ?

も結果がそうなったので，これは本当なのだと思いました。

西山── はじめはおかしなものができたな，と思いました。

Newton ── セラミックスは割れやすいというのは，多くの

直径 2.5 ミリメートル，高さ 2 ミリメートルくらいの “ ガラ

人が当然だと思っていることの一つですよね。

ス ” の棒からスティショバイトをつくったのですが，その端

西山── SiO2 は非常にありふれた物質です。そんな物質か

はし

に少しだけできていたんです。この研究は，愛媛大学地球深
せい け さと し

ら，硬くて割れにくいという機能をもった物質ができるとい

部ダイナミクス研究センターで，当時学部 4 年生の清家郷詩

うのは，元素を有効活用する元素戦略にぴったりですよね ?

くんとともに実験を行っていました。地震波の速度をはかる

そこで，細野先生が総 括 されている「 さきがけ（ 国の戦略

そう かつ

高圧をかけて作成された，ナノ多結晶体スティショバイト。二酸化ケ
イ素（SiO2）でできたセラミックスでありながら，硬くて割れにく
い性質をもつ。現在のところ，5 ミリ程度の大きさしか作成できない
ちょうこう
が，超硬合金をこえる硬さをもつことから，今後の利用が期待される。

おう ぼ

目標の達成に向けた基礎研究推進プログラム ）」に応 募 しま
した。

Newton ── 自然に物質材料研究につながったのですね ?
西山── はい。ただし，私たちの研究がもともと物質科学研
究と遠いかといわれると，それほど遠くないと思います。さ
きほども話しましたが，ダイヤモンド合成も地球の内部で行
われたもので，そのような研究をされている方もいますから，
それほど遠い分野ではないです。

メカニズムを解明して実用化を目指す
Newton ── なぜ硬いけれども，もろくはないという性質を
もつのでしょうか ?
西山── それを，さきがけの元素戦略研究の中で研究してい
ます。現在，日本の SPring-8 やドイツの PETRAIII などのシ
ンクロトロン放射光施設（ 輝度の高い光を使って原子レベル
で機能を調べる施設 ）を使用した分析や，電子顕微鏡による
観察などを行いながら，ナノレベルでおきているメカニズム
を解明しようとしています。

Newton ── この材料はどのような利用が考えられますか。
西山── 切削用工具に使われる炭化タングステンの代替をめ
ざしています。タングステンは希少で，その枯渇が心配され
ています。どこにでもある SiO2 で代替できれば，こんなす
ばらしいことはありません。ただし，現状の作成したスティ
ショバイトは，高い圧力下でしか合成できず，直径 5 ミリの
えんばん

円盤をつくるのがやっとです。
今後，この性質のメカニズムが理解できれば，SiO2 に別
な元素を入れたり，別の酸化物を使ったりすることで，低い
圧力で合成できて炭化タングステンの特性をこえる物質がで
きるのではないか，と考えています。

a

（担当：編集部 森 久美子）
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PR

スタートから 10 年の節目，元素戦略を語る

2004 年に物質科学者たちが “箱根会議” で「元素戦略」を提案してから，今年で 10 年がたつ。世界をリードする日本の「元
素戦略」をつくりあげてきた 3 人の研究者たちに，日本の元素戦略の現状とその今後を聞いた。

今後，元素問題で日本が主導権を握る
Newton ── 村井先生は「 元素戦略 」のコンセプトが生まれた

サイエンスに裏づけられた物質科学研究を
Newton ── 玉尾先生は，元素戦略研究のうち，CREST（ 国
が設定した戦略目標達成に向けたバーチャル・ネットワーク型
研究所 ）の代表（ 研究総括 ）です。CREST として，どのような
研究を行っていますか ?
玉尾── 元素戦略は，希少元素の代替戦略だけではなく，すべ
ての元素を対象とした，持続社会構築のための元素活用戦略で
す。私が総括する CREST では，それに沿った基本方針として，

“ 箱根会議 ” の主宰者であり，現在も，国へ政策提言されていま

いくつかの共通認識をかかげています。たとえば，第一に「 物

す。今後の国際的な元素の資源問題についてどうお考えですか。

質科学が支え役ではなく，先導役として，資源・エネルギー，

村井── 今は，元素の供給不安があらわになりだした時代です。

環境分野はもとよりライフサイエンス分野や情報分野の課題解

資源の取り合いで国どうしが競争しています。2020 年代にな

決にあたるのだ，との強い決意 」をもつ，第二に「 元素の特性

ると，各国がテーブルについて協調しなければ，残り少ない資

を再認識し，機能性物質創製を行うサイエンス，すなわち『 元

源を使えなくなる時代になるでしょう。今，地球温暖化の問題

素科学 』に戦略性をこめて，課題解決型研究に転換するのが『 元

から，国どうしで二酸化炭素の売買が行われているのと同じよ

素戦略 』
。しっかりしたサイエンスに裏づけられた戦略研究，

うにです。

革新技術でなければならない 」といったぐあいです。
「 元素資

そのとき，日本が技術的なアドバンテージをもって，主導権
をとる，もしくは世界に貢献するのが大事だと思います。たと
えば，今の日本は，大学の鉱山学科がなくなり，鉱物の精錬や
採掘に関する新技術が少なくなりました。もしそれらの高い技
術を開発できれば，今後，資源をもつ国と取引できるかもしれ

村井眞二

奈良先端科学技術大学院大学特任教授。大阪大学名誉教授。岩谷産
業株式会社中央研究所所長。科学技術振興機構上席フェロー。専門は，
有機合成化学・触媒化学。科学技術政策立案を行う JST 研究戦略セ
ンターの立ち上げに参画。2004 年の “箱根会議” を主宰。

でしょう。現在，日本は，国内のスーパーコンピューターや

Newton ─アメリカも網羅的に材料を研究する「 マテリアル・

SPring-8（ 輝度の高い光を使って原子レベルで機能を調べる

ゲノム・イニシアチブ 」を 2011 年にはじめています。今後，元

施設 ）などの最新の機器を連携して使う環境がうまく整ってい

素戦略で日本はリードしていけるでしょうか。

ます。そのような環境をいかせば，日本はサイエンスでもテク

村井── やはり，日本のものづくりの技術が重要になってくる

ノロジーでもリードをキープできると思っています。

理化学研究所研究顧問。京都大学名誉教授。専門は有機化学。2004
年の “箱根会議” では，議長をつとめた。現在，JST の戦略的創造研
究推進事業 CREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能
の創出」の研究総括をつとめる。

源問題はサイエンスで解決する !」を共通標語としています。

というやり方では，課題は解決してもサイエンスとしては何も

Newton ──サイエンスを強調するのはなぜですか ?

残していく，それがその後の発展の基盤だと思います。CREST

玉尾── 課題解決型の研究は出口志向になりがちです。とにか

のメンバーに対しては，研究終了時までには必ず新しいコンセ

くものができればいい，元素の新しい活用法が見つかればいい，

プトを発信するよう要請しつづけています。

残りません。なぜそれができたのか，サイエンスをきっちりと

ません。そのようにいかに，先を見すえた技術を開発していく
かが重要になるのではないでしょうか。

玉尾皓平

元素戦略は日本が最も早くスタートさせた
Newton ── 2004 年の “ 箱根会議 ” で，物質科学者からの政策
提案という形で元素戦略がスタートしました。中村先生は，
「元
素戦略 」の名づけ親とうかがっています。当時，どのような想
いをおもちだったのでしょうか。

2004 年の “箱根会議” が世界にさきがけて「元素戦略」を提唱

中村栄一 ── 物質科学の研究者の集まりだったので，提案を一
つにまとめるのならば，資源問題を解決する元素研究だという
ことになりました。政策提案の標語として，政治家へうったえ
る言葉でなければと考え，
「 元素戦略 」という言葉をすぐに思い
つきました。
今になって考えてみると，
「 戦略 」と「 戦術 」とは，有機合成
の分野でよく使われる言葉です。むずかしい化合物を合成する
場合，どうつくりあげるかという戦略と，個々の反応をどうす
るのかという戦術を考えることが重要です。戦略は戦いを連想

中村栄一

東京大学大学院理学系研究科教授。専門は，
有機化学。2004 年の “箱
根会議” で，政策提案のためのコンセプトを「元素戦略」と名づけた。

してなじまないという方もいましたが，研究するときに，戦略
は必要なものですから，私にとって違和感はありませんでした。

Newton ──資源問題と元素戦略は切りはなせないものですか ?

Newton ──元素戦略は日本からスタートして世界へ広まって

中村── ロバート・マルサスが著書の『 人口論 』
（1798 年 ）で

いったわけですね ?

2004 年 JST 研究開発戦略センターワークショップ「夢の材料の実現へ」での写真。日本を代表する物質科学研究者が 30 人以上，箱根に集まり，
政策提案をまとめた会議だ。通称「箱根会議」とよばれ，元素戦略のコンセプトが生まれた。この会議が日本の物質科学の重要な転換点となった。

「 悪いことは絶望をもたらすのではなく，新しい活動をもたら

中村── 日本では 2004 年に化学者が立案して，2007 年から

すものである 」といっています。これは食料枯渇の話ですが，今，

政策になりました。2010 年に EU が，2011 年にアメリカが，

資源枯渇で同じことがおきています。いろいろな問題はありま

2012 年に中国が同様の政策をはじめています。2010 年に中国

すが，新しいサイエンスは ここから生まれるのではないか，そ

のレアアースの輸出制限があって，世界中がその問題に気づい

う思います。今後，資源枯渇で紛争がおきるとしたら，それを

たというように感じます。

防げるのは化学者がつくる技術だけだと思います。

JST 元素戦略 研究課題一覧
現在，
「元素戦略」をキーワードに，日本全国でさまざまな研究が進められている。その中でも，2010 年よりはじまった，

JST（独立行政法人科学技術振興機構）の「CREST」，「さきがけ」の研究課題をまとめた。国が定める戦略目標達成に向け，
CREST ではチーム型研究を行い，さきがけでは，若手中心の個人型研究が行われている。
ほかに産業界を中心とした研究開発を支援する NEDO（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のプロジェク
トや，文部科学省元素戦略プロジェクト，研究拠点形成型プロジェクトも進行中だ。

■ CREST「元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の創出」
研究者氏名／所属機関・役職

杉本 諭

研究課題名／概要
結晶構造制御による Fe 基新規磁性化合物の探索

Fe，Co などの遷移金属基材料を中心に，高い結晶磁気異方性を有した新規磁性材料の探索を行い，永久磁石材料へ応用することにより，レアアース

東北大学大学院工学研究科 使用量削減を目指す。その目的達成のために，
「基板制御などによる薄膜技術」
「元素置換または侵入型原子の導入または複合化などの微粒子・粉末技術」
教授
「超高圧技術」などの材料科学的手法，および計算科学を連携させた研究を推進する。

宝野 和博

物質・材料研究機構磁性
材料ユニット フェロー

古原 忠

東北大学金属材料研究所
教授

北川 宏

ネオジム磁石の高保磁力化

京都大学化学研究所
教授

高田 潤

岡山大学大学院自然科学
研究科 特任教授

長谷川 哲也
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上野 和紀

希少元素を含まない新規超伝導体の電場誘起キャリアドーピング法による開発

梅澤 直人

物質・材料研究機構 主任研究員

ユビキタス元素を用いた高活性光触媒の開発

遠藤 恆平

金沢大学 准教授

有機化学による擬元素創製へのアプローチ

小西 玄一

東京工業大学 准教授

新しい電子移動パラダイムに基づく有機触媒の創製

佐藤 和則

大阪大学 准教授

ナノスピノダル分解による高効率太陽電池材料の設計

中村 芳明

大阪大学 准教授

ユビキタス元素を用いた高性能熱電変換ナノ材料の創成

一杉 太郎

東北大学 准教授

酸化物エレクトロニクスのパラダイムシフトを目指したアトムエンジニアリング

水口 将輝

東北大学 准教授

ナノ自己組織化を用いたスピン注入型超高効率熱電素子の開発

電場誘起キャリアドーピング法が拓く新物質開発

理論と実験の連携によって新規光水分解触媒を開発する

分子状クラスターの自在制御法によりテーラーメード型元素機能発現に挑戦する
π共役系の弱い有機電荷移動錯体で光レドックス触媒をつくる
相分離現象を利用して太陽電池を高効率化する
熱を電気に変えるシリコンをナノ技術で創る

酸化物薄膜の電子状態を原子レベル空間分解能で丸裸にする
スピンを用いて新たな熱電素子を開発する

イオン伝導パスを有する分子結晶電解質の創製

東京大学 准教授

酸化物半導体表面における新機能の探索

竹内 恒博

豊田工業大学 教授

フェルミ準位近傍の微細電子構造と特徴的フォノン分散を利用した環境調和型熱電材料と機能性電子材料の創製

元素間融合を基軸とする新機能性物質・材料の開発

バルク状態では相分離する多数の金属元素の組み合わせを原子レベルで固溶化させること（元素間融合）で，多くの新しい物質を創成すると共に，

異常原子価および特異配位構造を有する新物質の探索と新機能の探求

高度情報化社会を支え，未来へ向けた持続可能な社会の構築に向けて，電子デバイス材料のみならず，資源・エネルギー・環境問題の解決に寄与する新しい
機能特性を示す材料の開発を中心とした物質創製研究を推進する。特に，ユニークな物質合成手法を駆使することにより，ありふれた 3d 遷移金属元素を中
心に，異常原子価状態と特異な配位構造をもつ新物質の「ものづくり」による革新的機能の開拓を目指した「元素戦略」研究を展開する。

微生物由来のナノ構造制御鉄酸化物の革新的機能創出

自然界に生息する鉄酸化細菌は，地下水が湧き出る場所で細胞外に鞘状やリボン状の特異な形をした酸化鉄構造体を作る。研究代表者らは，これまで
不要廃棄物とされてきたこの微生物由来の酸化鉄が鉄やケイ素を主成分とする非晶質ナノ粒子から構成されており，優れた機能（例えば，Li イオン電
池負極特性やヒト細胞への親和性等）を持つことを発見した。本研究では，材料科学，微生物学，電気化学，バイオテクノロジー，触媒化学，計算科
学といった異分野融合体制のもと，人工的に化学組成やナノ構造を制御したエコ材料を創り出し，革新的機能を創出することを目指す。

軽元素を活用した機能性電子材料の創出

有機材料を用いた次世代強誘電物質科学の創成

レアメタルフリーである炭素材料「導電性ダイヤモンド」に着目し，環境問題を解決する次世代の革新的環境改善材料としての機能開発，機能解明
からデバイス創製までを目指す。材料の界面物性を含む基礎物性・極限性能を明らかにするとともに「環境汚染物質センシング」
「高効率水処理・汚
水浄化」
「高効率 CO2 還元」などの環境改善デバイス創製を行い，次世代グリーンイノベーション推進に広く貢献できる技術を確立する。

安定な有機ラジカルの蓄電および光電変換材料への応用

独自に開発した空気中でも安定な有機ラジカルであるトリオキソトリアンギュレン TOT を基盤とした新たな分子を設計・合成し，基礎的な電子物性
を解明する。そして，これらの分子を活用した「非レアメタル系次世代型有機二次電池」の開発と，これらの分子を用いた「近赤外光に応答する光
電変換薄膜」の調製とそれを活用した「全波長領域応答ハイブリッド型太陽電池」の開発を行う。これらの研究を基に，次世代有機電子デバイスの
開発に向けた新しい学術的基礎の構築と，資源・環境問題の解決に向けた元素戦略アプローチを推進する。

有機合成用鉄触媒の高機能化

医農薬や機能性樹脂のような化学製品の合成・製造プロセスでは，触媒としてレアメタルが多用されているが，今後は，鉄に代表される，環境に優しく，

再利用性に優れた鉄触媒完全回収系を元素科学とプロセス化学の融合により実現する。

早稲田大学先進理工学部
教授

超伝導密度汎関数理論で超伝導体の理論物質設計への道を拓く

東京大学 准教授

石坂 香子

軽元素は微量添加でも鉄鋼材料の著しい機能向上あるいは機能劣化をもたらすことが知られている。研究では，最先端実験解析と計算材料科学を駆
使して，社会を支える最重要金属材料である鉄のナノ構造と軽元素との相互作用を解明する。軽元素や他の合金元素の機能の本質的理解に基づいて，
力学特性制御のブレークスルーにつながるナノ・メゾ・ミクロにわたるマルチスケールでの材料設計原理を体系化し，限りなくレアメタルフリーで
優れた機能をもつ鉄鋼材料の創製を目指す。

「配位子場制御」や「媒体反応駆動」
九州大学先導物質化学研 資源量が豊富で安価な金属で代替し，さらには，それらを完全回収再利用するプロセスが求められる。本研究は，
という触媒開発，プロセス開発に係わる新しい二つの考え方に基づいた触媒系基礎科学を確立することを目指す。さらに，活性，選択性，分離回収
究所 教授

中井 浩巳

非バルク的環境を活用した次世代材料の理論設計

軽元素戦略に基づく鉄鋼材料のマルチスケール設計原理の創出

栄長 泰明

永島 英夫

卑金属から白金族金属をつくる

新規異常高原子価物質における革新的機能の開発

革新的環境改善材料としての導電性ダイヤモンドの機能開発

愛知工業大学工学部応用
化学科 教授

有田 亮太郎

理化学研究所 チームリーダー

金属間化合物を活性点とする貴金属フリー排ガス清浄化触媒の開発

大阪府立大学 特別講師

有毒な鉛や希少金属を含まない強誘電体の開発は，元素戦略上の最重点課題でありながら，解決の見通しはいまだ得られていない。そこで，有機材料に
よる強誘電体のパラダイムシフト実現を目指し，研究代表者らが近年見出した C，H，O，N 元素からなる有機強誘電体を基盤に，分子系特有の強誘電性
発現機構の微視的解明と，耐久性・動作性向上・薄膜化・印刷化を目指した新物質・プロセス開発を推進し，次世代強誘電物質科学の創成を図る。

森田 靖

物質・材料研究機構 主任研究員

山田 幾也

産業技術総合研究所フレキ
シブルエレクトロニクス研
究センター チーム長

慶應義塾大学理工学部
教授

阿部 英樹

研究課題名／一行標語

守谷 誠

B，C，N，F といった軽元素を有効に用いることで，酸化物材料の結晶構造やバンド構造を制御し，希少元素や毒性元素を使わない革新的電子材料の
東京大学大学院理学系研 創出を目指す。ここでは，単なる元素代替にとどまらず，従来材料にはない新機能を付け加えることで，戦略的な元素代替を促す。具体的には，仕事
究科 教授
関数や屈折率を制御した脱 In 系透明導電体，Pb や希土類元素を使わない可視光応答強誘電体（光電変換材料）等の開発を行う。

堀内 佐智雄

研究者氏名／所属機関・役職

ネオジム磁石のミクロから原子レベルまでのマルチスケール構造解析を行い，微細構造と保磁力の関係を実験的に解明する。同時に，第一原理計算
とマイクロ磁気シミュレーションによるマルチスケール計算を行い，保磁力が理論限界の 50％以上に到達し得る微細構造を予測する。その知見から，
ネオジム磁石の界面構造・組成を最適化し，資源確保が困難になっているジスプロシウムを使わずにハイブリッド・電気自動車に使える高保磁力ネ
オジム磁石の実証を目指す。

京都大学大学院理学研究科 元素間融合による革新的な材料の開発を行う。この元素間融合を戦略基軸として，非平衡合成，ナノサイズ化，水素プロセスなどの手法により，天
教授
然では固溶しない金属元素同士を混和させ，新型触媒，新物質，新材料の探索を徹底的に行う。

島川 祐一

『Newton』2014 年 11月号

■さきがけ「新物質科学と元素戦略 研究課題」

PR

相対論的電子論が拓く革新的機能材料設計

希少元素や規制元素の多くは重元素であり，相対論的効果が無視できない。そこで，理論的基盤として相対論的量子化学理論の確立を目指す。そし
て，触媒活性・電磁気特性・電子機能材料・生体光機能・機能性高分子に対して，理論的手法を用いて元素の特性を理解し，革新的な機能を持つ物質・
材料を設計することを目的とする。特に，異種元素間の化学結合，種々のスピン状態が関与するスピンクロスオーバー現象，同一組成であっても機
能に大きな違いをもたらすナノサイズ効果に着目し，研究を推進する。

辻 勇人

静岡大学 講師

東京大学 准教授

中野 秀之（株）豊田中央研究所 主任研究員
西山 宣正

ドイツ電子シンクロトロン（DESY）
ビームラインサイエンティスト

野呂 真一郎

北海道大学 准教授

ありふれた分子を並べてイオンを流す

鉄イオンが示す特異な電子状態・機能を解明する

電子の直接観測により固体表面が持つ性質・機能を解明する
微細電子構造を利用した機能性電子材料の創製

有機エレクトロニクスの革新に資するユビキタス有機材料の開発
分子構造を制御して炭素本来の機能を引き出す

遷移金属フリーのアニオン二次電池の開発
炭素とケイ素で創る二次電池

SiO2 ナノ多結晶体：超高靭性高硬度を有する新材料の開発
超高圧を用いてシリカを高靱性セラミックスに変える

「フェイク分子」法による多孔性金属錯体空間の超精密ポテンシャル制御とオンデマンド二酸化炭素分離機能発現
偽分子を利用して二酸化炭素を自由自在に分離する

畠山 琢次

関西学院大学 准教授

次世代半導体材料を目指した螺旋 π共役分子の創製

藤田 武志

東北大学 准教授

ユビキタス元素を用いた革新的ナノポーラス複合材料とデバイスの創成

堀毛 悟史

京都大学 助教

固体イオニクス未開領域を拓く錯体集積体の創出

松尾 司

近畿大学 准教授

元素ドーピングで高効率 OLED を開発する

ナノポーラス金属で画期的な触媒・エネルギーデバイスを創出する
金属に有機物を組み込んで燃料電池の基板材料を生み出す

低配位汎用元素を鍵とする機能性物質科学の開拓
ありふれた元素を従来にない形で結合させる

薬師寺 啓

産業技術総合研究所 主任研究員

単原子層デザインによる希少金属フリー超高磁気異方性薄膜の開発

山本 明保

東京大学 助教

粒界エンジニアリングで創る超高保磁力ユビキタス磁石

梅津 理恵

東北大学 准教授

新規高スピン偏極材料の探索と原子配列制御に伴う電子状態と物性変化

岡田 純平

宇宙航空研究開発機構 助教

超過冷却液体を用いたナノスケール複合材料の創製

亀川 厚則

東北大学 准教授

革新的磁石材料の為の超高圧合成法による新規磁性化合物の探索

紅林 秀和

ユニバーシティーカレッジロンドン 講師

界面電子軌道混成を利用した新物質創生と超省電力磁化反転技術の開発

小林 玄器

自然科学研究機構分子科学研究所 准教授

ヒドリド酸化物の直接合成による新規機能性材料の探索

近藤 剛弘

筑波大学 講師

グラファイトの電子状態制御による新規触媒の創成

関 真一郎

理化学研究所 ユニットリーダー

磁気バブルメモリの刷新に向けた，スキルミオンの結晶学と電磁気学の構築

既成概念脱却を起点としたスピントロニクス材料のブレークスルー
汎用可能な超伝導永久磁石に日本発・新材料で挑む

相図を駆使した原子配列制御より電子状態をチューニングする
シリコンを浮かせて融かし，冷やしてアモルファスをつくる

高圧合成法によりレアアース含有量が少ない磁性化合物を高保磁力化する
スピン軌道相互作用を用いた新しいスピン制御と材料学／材料設計
ヒドリド酸化物の物性を明らかにし新たな物質領域を開拓する
グラファイトの特異な性質に着眼して新しい触媒を創成する
物質の対称性を通じて，スピンの渦を自由に操る

塚崎 敦

東北大学 教授

自発分極変調を機軸とする物質探索と機能開発

中辻 知

東京大学 准教授

スピンのナノ立体構造制御による革新的電子機能物質の創製

宮内 雅浩

東京工業大学 准教授

構造由来の電界を利用して電荷輸送を活性化させる

スピンの立体構造から，新しい量子輸送機能を作り出す

ユビキタス量子ドットの創製と光エネルギー変換材料への展開
ナノ粒子と界面の制御により高活性な光触媒を開発する
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