
11）物質・材料の分類と変遷
物質・材料は、図１に示すように、製造・合成

（Process）、構造（Structure）、性質・特性

（Property）、性能（Performance）の構成要素によ

って分類することができ、また、力学、電子、光や

磁気などの機能や利用システムあるいは使い方によ

っても分けることができる。最も一般的な分類は、

図２に示される無機材料・有機材料に大別し、金

属・セラミックス・半導体材料・高分子材料・複合

材料に分ける方法であろう。一方、図３に示すAllen

らが提唱した非結晶相、結晶相及び液晶相による物

質・材料の分類法もある。1)これは、構造を中心に置

いて、転位に代表される構造欠陥の重要性を基軸に

置いた分類法である。

図４は、Ashbyにより1980年に発表された材料の

変遷予測図である。2)金属は、1960年頃に相対的な重

要度（Relative Importance）が70～80％と最大にな

り、その後ポリマー、コンポジット、セラミックス

やガラスの比率が増えるために、金属の相対重要度

が減少していくとした予測である。興味深いことは、

本図の左右が対称形であること、言い換えればセラ

ミックスやコンポジットなどの材料が自然物から人

工物に置き換わっても元の比率に戻ることである。

次いで、2000年頃から金属以外の材料が飽和しつつ

あることが興味深い。これは、構造材料としてセラ

ミックスや複合材料を使おうと試みたが、脆性材料

における信頼性の問題があり、金属との代替が進ま

なかったためと考えられる。この脆性の問題が解決

すれば、歴史は金属以外の物質・材料の利用拡大の

方向に向かう可能性があろう。
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図１　物質・材料の構成要素・機能及び利用システム

図２　物質・材料の分類

図３　構造で分類した物質・材料研究1)

図４　材料の変遷2)



図５は、金属・ナノテクノロジー・半導体材料・

高分子材料・複合材の各物質・材料がどのような発

展を遂げてきたのか、どの物質・材料がいつ使われ

たのか、それを支えた計測・解析・実験技術は何か、

関係する理論・背景は何か、得られた実用物は何か、

という歴史をまとめたものである。この図から支え

た技術と出現した材料がよく対応していること、そ

れを追いかける形で理論が現れたことが分かる。物

質・材料別に歴史を振り返ると、金属の計測解析技

術は非常に早い段階から発展し、これを支える理論

も初期の時代から登場していると言える。金属の後

に登場したファインセラミックスは、一部は金属と

似た傾向を示しており、独特の計測技術が発展し、

焼結や熱力学などセラミックス特有の理論が支えて

きたと考えられる。高分子材料は近年重要な位置を

占めるものが多く出てきており、半導体材料も至近

の数十年で重要な理論と解析技術が急激に結び合っ

て発展してきている。これに対して、ナノテクノロ

ジーでは、透過型電子顕微鏡が以前からあったもの

の、走査型トンネル顕微鏡が開発されたことが大き

な支えになり材料開発につながったと考えられ、複

合材料では、非破壊検査が重要技術になっている。

22）マテリアルサイエンスの成り立ち
マテリアルサイエンス（Materials Science）の変

遷を表１に示す。ごく大雑把に見るとマテリアルサ

イエンスは、金属、セラミックス、ポリマーなど物

質・材料に好奇心を抱いて学問を形成したCuriosity

Drivenの時代（1965年まで）、機能を重視し構造材

料・種々の機能材料などの実用化を図ったFunction

Drivenの時代（1985年まで）、実用システムとして

より一層の実用化を目指したSystem Drivenの時代

（2000年まで）を経て現在に至っている。現在は、

図６に示すようにCuriosity DrivenとSystem Driven

が融合したナノテクノロジー・ナノマテリアルの時

代を迎えている。ナノスケールの効果、すなわちナ

ノにして表面積が大きくなる表面効果や量子効果を

取り入れた新しい物質・材料科学が求められる時代

となってきた。

図７は材料革新と景気循環の関係を示した図であ

る。3) 景気には50～60年程度の周期が認められるが、

蒸気機関や自動車の発明などの産業革命とともに、

新たな物質・材料により得られた技術革新が経済発

展の原動力となっていることが分かる。今後は、ナ

ノマテリアルによる材料革新が、環境問題とライフ

サイエンスに関わる問題解決と相まって、経済発展
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図５　物質・材料の変遷と支える技術・理論



の原動力となることが期待されている。

今後のマテリアルサイエンスの方向を図８に示

す。１つは原子・分子の操作でナノスケールマテリ

アルを作ってナノスケール効果を取り入れるという

ものである。もう１つは、結晶相・非結晶相・液晶

相という考え方で、非平衡プロセスからナノ・ミク

ロ構造を作り、新しい特性を見出すというものであ

る。これらはいずれも、無機・有機材料を統一的に

扱う方法であり、今後の新しいマテリアルサイエン

スを確立するものとして期待されている。

33）物質・材料における今後の研究動向
本書では、図９に示すように、特性に注目したシ

ーズから生まれた物質・材料として (1) ナノマテリ

アル、(2) 超伝導材料、(3) 磁性材料、(4) 半導体材料、

ニーズ指向の (5) 生体材料、(6) エコマテリアル、

(7) ジェットエンジン・ガスタービン用超耐熱材料、

素材性能を追求する物質・材料として (8) 金属、

(9) セラミック材料、(10) 複合材料、(11) 高分子材料、

物質・材料の研究開発に関わる研究基盤として、

(12) 分析・評価技術、(13) 強磁場発生技術とその応

用、(14) ナノシミュレーション科学、(15) 新物質創

製技術、(16) 材料データ・情報の取得と発信、(17)

国際標準に大別し、各項目について今後の研究動向

を調査・分析した。本章では今後の研究動向につい

て概説し、４章に各項目の研究動向を述べる。

（１）ナノマテリアル

ナノマテリアルは、現在最も注目される材料であ

り、その適用範囲は多岐に渉る。ナノチューブでは、

半導体あるいは金属だけの性質を示す選択的な合成

と制御が重要である。ナノチューブの機能や機構の

解明を通じた素子等への応用が可能かどうかの基礎
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図７　材料革新と景気循環の関係3)

図６　今後のマテリアルサイエンス

表１　マテリアルサイエンスの進展

図９　本書における物質・材料の分類

図８　今後の物質・材料科学（ナノマテリアル）
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基盤研究が必須となる。ナノ粒子では、粒子作成技

術の課題として数～数十nmサイズでの粒径制御や形

態・界面が制御され安定なナノ粒子を得るためのナ

ノ粒子表面の改質、基板に配列、集積させる技術が

求められる。ナノ粒子合成では、生成過程のその場

観察、コロイド・エアロゾル科学の導入とシミュレ

ーション技術の高度化が重要である。量子ドットレ

ーザは実用化レベルに近づいているため、標準化が

重要になるとともに、量子ドットの単電子効果素子、

量子情報処理、スピンエレクトロニクスへの応用、

あるいは生体分子識別への応用に関する研究が重要

になる。半導体デバイスは、高性能化に限界がある

ため、ブレークスルー技術としてのナノデバイスに

対する期待が高まっている。そのため、単電子デバ

イスや分子デバイス等の開発研究が活発化すると考

えられる。金属を用いる原子デバイスの特性を利用

し、ユビキタス情報化社会を実現する高性能携帯端

末の開発に不可欠なプログラマブルデバイスの開発

が既に始まっており、これらのデバイスはニューラ

ルネットワーク構築を実現する可能性がある。

（２）超伝導材料

超伝導材料は、酸化物系と金属系の２通りあり、

酸化物超伝導材料は金属系超伝導材料と比べ臨界温

度Tcと臨界磁場Bc2がともに高いという長所を有す

るが、金属系超伝導材料は応力や歪みに対する耐性

に勝り、取り扱い性に優れるという酸化物系超伝導

材料にない特徴を持つ。酸化物系超伝導材料では、

ビスマス系酸化物とイットリウム系酸化物の実用化

が検討されている。ビスマス系のBi2Sr2CaCu2Ox

（Bi-2212）とBi2Sr2Ca2Cu3Oy（Bi-2223）線材は、実

用化にはまだ特性が不十分であるが潜在的に十分な

能力を有することがわかっており、特性向上に向け

た精力的な研究が進められている。一方イットリウ

ム系酸化物超伝導材料では、線材長尺化技術の開発

と製造コスト低減が実用化の鍵である。

金属系超伝導材料では、Nb3SnやNb3Al線材など

の高磁場における特性の向上が重要である。また長

尺化や安定化、交流損失の低減等の研究開発が望ま

れる。MgB2では、特性の向上と共に長尺化・多芯

線化・安定化材複合などの技術開発が必要になる。

また金属系、酸化物系ともに核融合実証炉への応用

を視野に入れた低誘導放射化対応の超伝導線材の開

発も重要と考えられる。

超伝導線材の高性能化には、ナノレベルの構造制

御が有効と考えられ、酸化物系では出発物質のナノ

粒子化、層状結晶構造、粒界構造の改変などが重要

な研究課題になると考えられる。一方酸化物系、金

属系ともに、臨界電流密度Jcを飛躍的に増大するた

めに、ナノサイズの人工ピン導入が有効であること

がわかっており、今後さらに研究が進むであろう。

新超伝導物質探索の分野では、超高圧・超高ガス

圧・ソフト化学等の特殊環境を活用した合成が興味

深く、今後の進展が期待される。

（３）磁性材料

自動車１台で25～30個のモーターが使われてお

り、永久磁石を高性能化することによる自動車の軽

量化に与える効果は大きい。ハイブリッド自動車や

電気自動車では200℃の温度域で使用できる永久磁

石が必要であり、重希土類元素Dyを添加せずに高保

持力が得られる永久磁石、耐熱性Nd-Fe-B磁石、異

方性ナノコンポジット磁石材料の開発が重要であ

る。また携帯機器の小型化について薄膜プロセスで

エネルギー積の高い磁石を工業的に大量生産できる

製造方法への関心が高まっている。

軟磁性材料では、情報通信機器の発達や磁気記録

の高密度化に伴い用途別に最適な特性を持つ材料開

発が進められるが、GHz帯通信対応の高電気抵抗軟

磁性材料の重要性が増すと考えられる。磁気記録の

記録ヘッド用には現在FeCoで実現される以上の高い

磁束密度材料が必要とされており、永久磁石材料の

分野でもNd2Fe14Bの特性を超える化合物が20年来見

いだされていない。今後は計算材料科学の手法で、

現状の特性を超える可能性のある新しい化合物材料

の予測が必要であり、計算科学の助けなしでは新材

料の探索は不可能となってきている。

磁気記録媒体は、現在面内方式から垂直方式への

過渡期である。垂直磁気記録方式は、原理的に面内

方式よりもはるかに記録密度を高めることの出来る

方法であり実用化されようとしている。垂直磁気記

録方式で記録密度を上げるためにはさらに保磁力の

高い媒体を使う必要があり、現行ヘッドでの記録が

困難になってきている。そのため高Ku材料を斜め方

向に配向させた斜め記録方式やソフト相とハード相

を交換結合させたナノコンポジット媒体を実現する
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ための材料研究が盛んに行われると予想される。垂

直磁気記録方式が限界の密度に達したとき、新たに

媒体として使われる可能性が高いのがFePt等の高結

晶磁気異方性材料（高Ku材料）である。保磁力が極

めて高くなるFePtナノ粒子媒体を記録再生するため

に熱アシスト方式が提案されているが、そのために

はFePtナノ粒子のL10規則化過程の研究、ナノ粒子

の２次元配列、規則化熱処理による粒子の合体成長

の抑制や粒子の配向などFePtを熱アシスト方式に適

した媒体構造に作りこむための研究開発が必要であ

る。一方、FePtなどの高Ku材料だけでなくCoWや

CoMoのような結晶磁気異方性定数K2の高い媒体材

料研究も進めるべきである。

磁気記録密度を高めていくためのボトルネックは

再生ヘッドの開発であり、より再生感度の高いGMR

素子の開発が望まれるが、近年のGMR素子は３次元

ナノ構造が複雑になってきており、産業界における

デバイス開発と平行して原理の確立やナノ構造解析

についての研究を産官学で分担して進めて行くべき

と思われる。一方、MRAMや再生ヘッドへの応用が

検討されているトンネル型磁気抵抗素子について

も、複雑化するナノ構造の解析や、ハーフメタルを

用いたトンネル磁気抵抗（TMR）ジャンクションを

用いた高いTMR値の実現を目指して、一層の研究が

推進されるべきと考える。

（４）半導体材料

これまでSi系電子デバイスは、リソグラフィーを

使った集積化により高速化及び高機能化を実現して

きたが、今後は材料や構造を変えてゲートノード

22nm（実際のゲート幅は10nm）までこのトレンド

を維持する。そのために高誘電体ゲート絶縁膜、メ

タルゲート、低誘電体層間絶縁膜などの開発がすす

められていく。この時代は2020年前後とされており、

それまでの向こう15年間はこれらの技術をつかって

Siデバイスが半導体デバイスの90%以上を占めるこ

とは確実である。また、より高速化を目指して、Ge

やCNTチャネルを使ったMISFETやGaNをつかった

高周波トランジスタとSi-MOSFETとの混載など１チ

ップで多機能を実現するデバイスが出現すると考え

られる。有機系デバイスは現在、まだ表示機器の一

部にしか使われていないが、将来は曲がるデバイス

など特徴ある領域に使用されると思われる。また、

化合物半導体は量子ドットなど各種量子効果デバイ

スを担うGaAs系材料と、発光素子、照明器具、THz

領域高周波トランジスタなどへの応用が期待される

GaN系とに分かれると考えられる。

（５）生体材料

治療としての人工臓器材料や組織再生材料では、

異物反応や免疫反応を回避できる超生体親和性材料

の創製や細胞外マトリックス類似環境を作り上げる

ための材料、細胞の分化・増殖を誘導する材料に関

する空間的ナノ構造の最適条件を遺伝子、たんぱく

質の発現レベルを指標として明らかにする研究、細

胞機能を最大限生かすための細胞集団を制御する技

術などが必要となるほか、安全安心なナノバイオ材

料の基本的な材料設計指針等を策定することが求め

られる。

診断としてのバイオエレクトロニクスでは、ナノ

加工技術・デバイスを用いた生体分子の高感度計測

技術が今後の動向として注目される。高齢化社会に

おいて増大する医療ニーズに対応するために、在宅

医療はますます重要になると考えられるが、診断に

有用な情報をより多くかつ迅速に提供するために、

半導体微細加工技術により製作されるマイクロ化学

分析システム（μTAS）やLab-on-a-chipの技術開発

が求められ、さらにはIT技術と組み合わせた在宅検

査システムへの展開が望まれる。

（６）エコマテリアル

エコマテリアルという概念は、1991年に構造材料

に関して環境、資源に配慮した材料をEnvironment

Conscious Materials（環境配慮材料）と名づけたの

が始まりであり、現在では国際的なキーワードとな

っている。本書では、エコマテリアルを、浄化機能

や触媒など物質の化学的機能が生かされる機能対応

型エコマテリアル、高効率クリーンエネルギーシス

テムを実現するために必要な材料であるシステム要

素型エコマテリアル、材料自体が環境に優しいある

いはリサイクルに適合するライフサイクル型エコマ

テリアルに分類している。

機能対応型エコマテリアルでは、光触媒の用途開

発の拡大に伴い、光触媒反応機構・活性向上・可視

光化・安定性化などに関する基礎研究が必要不可欠

となる。特に、新規可視光応答型光触媒の開発と実
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用化が当面の課題である。また特定の化学種を選択

的・効率的に分離･分解･除去するために、ナノテク

ノロジーや自己組織化、鋳型反応等を駆使して高度

のセンシング機能を備えた環境浄化材料の創製も求

められている。さらにそのように期待されるナノ材

料そのものについても水環境、土壌環境などの地球

環境下での化学的安定性、有害化学物質を吸着した

後のナノ材料の離脱能など解明すべき課題を有し、

安全･安心･快適環境の創製に寄与する環境浄化材料

への適用を行う必要がある。

システム要素型エコマテリアルは環境適応型の新

しいエネルギーシステムに不可欠な素材である。実

用化の期待が高い固体高分子形燃料電池や水素エネ

ルギー利用の早期実用化、低温度熱源の利用などを

目指すシステム化研究を進めるために、今後は物

質・材料の基礎に立ち返り、緻密な解析と組織制

御・構造制御に基づく特性向上を目指した研究の進

展が求められている。

ライフサイクルデザイン型エコマテリアルは、素

材の資源採取から廃棄・リサイクルにいたるライフ

サイクル全般で環境負荷を下げる材料である。その

典型例としてハンダの鉛フリー化がすすんでいる

が、電子実装全体を鉛フリー化するためには高温系

及び低温系はんだ合金とその周辺技術の開発が不可

欠である。はんだ合金を使用しない接合システム、

例えば、一部実用化されている導電性接着技術も今

後の研究のトレンドになると思われる。今後、鉛フ

リー関連技術の標準化を国家戦略として産学官です

ばやく推進することが求められる。リサイクル技術

について、分離・精製技術の向上を目指す研究を進

めるだけでなく、人工不純物の存在を許容する、あ

るいは不純物を利用するプロセス技術をさらに推進

する必要がある。使用後リサイクルが行いやすいよ

う、予めリサイクラブル材料設計を組み込む必要も

あると考えられる。

（７）ジェットエンジン・ガスタービン用超耐熱材料

化石燃料の節約、CO2削減、地球温暖化防止など、

地球規模での問題解決のために、ジェットエンジン

や天然ガス複合発電ガスタービンなど、各種熱機関

のいっそうの高性能化が求められている。その達成

のため超耐熱材料の高度化への期待は大きい｡

超耐熱材料として代表的なNi基超合金の中では単

結晶合金が最も高い耐用温度を有する。単結晶合金

にも、初期の第１世代合金からレニウム(Re)を３

wt%程度含む第２世代合金、Reを5-6wt%含む第３世

代合金などがあり、広く用いられるようになってい

る。ルテニウム(Ru)など白金族金属を添加した第４

世代や第５世代Ni基単結晶超合金のジェットエンジ

ンでの使用も現実化しつつある。

将来Ni基超合金を越える可能性のある材料として、

Nb、Mo、W、Taなどをベースとした合金開発が長

年行われてきた。しかし未だ耐酸化性や靱性と高温

強度を両立させるには至ってない。このため、これ

らの合金の使用は真空中や不活性ガスなど保護性雰

囲気中に限られる。一方、耐酸化性に優れ、融点の

高い白金族金属をベースメタルに用いてNi基超合金

と同じγ/γ’組織を有する高融点超合金に期待が集

まっているが、価格、比重、延性などの点で解決す

べき課題も多い。今後、Ni、Co、Ir、Rh、Ptなどの

FCC系金属同士を混合したγ固溶体をベースメタル

として用いることにより、Ni基から白金族基まで連

続した幅広い特性とコストパフォーマンスを提供す

る一連の超合金の開発が進むことが期待される。

（８）金属

金属の研究分野は多岐に渉るため、本書では鉄鋼、

非鉄合金、熱遮蔽コーティング・溶射に分類した。

鉄鋼は、実使用を前提とした利用技術の開拓が必

要である。例えば、高温多湿であり地震が多発する

東アジアでは鉄鋼材料の耐食性及び耐震性の確保が

必要である。耐熱鋼では長時間の安全性を保障する

ために、ナノ析出物の高温使用中の遷移過程の解明

や高温長時間、ナノ厚さの表面保護スケール生成と

耐はく離性、破壊力学に立脚した溶接継ぎ手部の脆

性破壊挙動解明に関する研究が必要である。近年、

水素燃料電池自動車の実用化に向けた開発が進めら

れているが、ガソリン車なみの航続走行距離を得る

ための貯蔵圧力の高圧化が検討されており、水素使

用環境で信頼性の高い関連材料の研究が進められる

ようになるであろう。鉄鋼材料の信頼性研究では、

構造材料のデータシート作成プロジェクトと材料開

発を関連させた構造材料の信頼性研究プロジェクト

を進展させることも重要である。

非鉄合金において、アルミ合金では航空機などの

需要を伸ばすために、材料特性及びプロセスの技術
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革新だけでなく、リサイクルの点でもアルミ合金の

優位性を生かす技術開発が重要になる。マグネシウ

ム合金は、軽量化が推進される自動車用大型部材な

どへの適用範囲拡大が期待される。双ロールキャス

ティングのように量産化による展伸材の低コスト化

に寄与する新合金開発を目指した、分散状態を最適

化するためのナノ組織解析やナノ組織制御に関する

研究開発も増加すると考えられる。チタン合金では、

次世代航空機のエンジン部材分野、生体硬組織代替

材料などの生体関連分野で大きな需要が見込まれ、

新たな合金開発が必要となる。ポーラス合金は、輸

送機器の衝突安全性を高める高強度・軽量でかつ衝

撃吸収性や制振性に優れた材料や、セルの中にセル

壁とは異なる物質を入れて新たな機能を発現する材

料、セル構造をスマートに利用したハイブリッド材

料などが今後研究を推進すべき材料である。金属間

化合物の用途拡大や種類を拡張するためには、コス

ト低減などの製造技術の改善と延性・靭性の向上が

不可欠である。数千種以上と言われる金属間化合物

は、未知・未利用の特性や機能を持つ材料群であり、

これらを利用するためにシーズ探索の基礎・基盤研

究が必要である。高融点合金では、強度だけでなく、

耐酸化性、耐腐食性、製造性などの条件を明確にし

てコストを低減した最先端の材料開発が要求され

る。形状記憶合金は、用途拡大に向けた研究開発が

進められており、センサやアクチュエータ、制振性、

超弾性などの多機能を有するインテリジェントな材

料として今後の応用拡大が期待できる。

熱遮蔽コーティングでは、高温化と長寿命化が重

要である。これまでは高温化に対応しトップコート

材の設計や被覆プロセス開発に興味が注がれてきた

が、今後長寿命化に対応し、下地となる酸化物層

（TGO）の成長速度が遅く安定で、母材の組織変化

を抑制可能なボンドコート材の開発が最重要課題と

考えられる。金属からプラスチックまでの広範な材

料を大面積、高速で成膜できるコーティングプロセ

スである溶射では、溶射皮膜の組織微細化を目的と

した高速化・低温化の傾向が続くと予想される。ナ

ノ構造を有する材料の皮膜化では耐磨耗特性や密着

性の向上が得られており、溶射が特に大きな威力を

発揮する分野として注目される。溶射は材料表面に

耐環境性能を付与する多くの選択肢を提供する重要

な技術であるが、基礎現象解明の遅れが指摘されて

おり、今後の検討課題である。

（９）セラミック材料

非酸化物系セラミック材料としての炭素は構造材

料や電子材料等として応用範囲が広く、最近はバイ

オや環境分野への応用も研究されている。また、ダ

イヤモンドにおける超伝導や、熱分解黒鉛、フラー

レンにおける強磁性など、新たな現象も報告されて

おり、依然として多方面から強い関心が寄せられて

いる材料である。一方、同じく非酸化物の炭化物、

窒化物、ホウ化物系の代表的な材料は、炭化ケイ素、

窒化ケイ素、サイアロン、窒化ホウ素、炭化ホウ素、

金属ホウ化物などであるが、エンジニアリングセラ

ミックスとしての幅広い用途がある。また最近、新

規サイアロン蛍光体、MgB2系超伝導体、電子放出

能を持つ窒化ホウ素などの発見が相次ぎ、光やエレ

クトロニクス関連の機能でも注目を集めている。

酸化物系ファインセラミック材料の代表として

は、アルミナ、ジルコニア、マグネシア及びその複

酸化物が挙げられる。これらは古くから知られてい

る材料であるが、粒界･粒内、結晶粒・構成相・空

隙の形状や配列、組成分布などを100nm以下の寸法

で設計および制御しようとするアプローチが主流と

なりつつあり、この動向は今後一層強まると考えら

れる。また、機能の組み合わせを最適化するために、

ナノ領域での構造制御手法の開拓、ナノ構造の実験

及び理論計算、構造と特性の関係解明に関する研究

が重要性を増しつつある。

3d遷移金属酸化物は、触媒、光触媒、強誘電性、

磁性、超伝導など、極めて多彩な物理的・化学的機

能を発現することから、環境浄化・低負荷材料、エ

ネルギー材料、情報･通信材料及び電子・光学材料

として幅広く研究されている。今後も、その重要性

に変化はなく、引き続き活発な研究が続くものと思

われる。一方、4d、5d系のニオブ酸化物、タンタル

酸化物に関しては強誘電材料等としての興味から精

力的な研究が行われている。特に、定比組成を有し

たニオブ酸リチウム結晶やタンタル酸リチウム結晶

が高い特性を持つことで注目を集めている。希土類

酸化物は固体レーザー用など発光材料として利用さ

れている。この分野では、透光性セラミックスをレ

ーザーホストに利用しようとする開発研究が行われ

ている。
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ガラスは極めて広範に使われている材料である

が、近年、環境、エネルギー、情報等の分野におい

て、その一層の高機能化が希求されている。重点的

に研究されている材料は、高度に組織制御すること

で新規の機能が発現するナノガラスとも呼ばれる機

能性ガラスであり、さまざまな製造法を駆使するこ

とで、高精度化・高機能化が追及されている。

（10）複合材料

複合材料では、従来から行われていた強化素材、

マトリックス、界面というパラメーターによる取り

扱いから、それぞれの素材自体や界面での組織制御

や設計を行い、総合的なパフォーマンスを制御でき

る技術が必要になると考えられる。このため、特に、

プラスチックス系、セラミックス系複合材料などを

対象としてマトリックス自体や界面ナノ構造制御、

ナノオーダーの弾性率や熱膨張係数の差を利用した

従来特性をはるかに凌ぐパフォーマンスを持つ複合

材料の研究などを積極的に行うことが必要である。

今後の方向としては、ナノ材料技術を積極的に利用

した新たな複合効果の探索、最近の科学技術の進歩

を積極的に利用した試験・計測技術の開発が望まれ

る。一方、繊維強化プラスチックスなどでは用途の

拡大と高度化に伴い従来技術では十分に対応しきれ

ない問題が生じている。これらの分野ではプロセス、

特性評価、信頼性確保と保障などの古くて新しい重

要な未解決の問題へのチャレンジが強く望まれる。

さらに、複合材料単体での用途を目指したものでは

なく、既存の他種材料とのハイブリッド化を行い、

材料の持つ特性を拡大し、同時に複合材料の弱点を

補った用途開発も必要である。

（11）高分子材料

高分子は、産業の基盤材料としてのプラスチック、

ゴムや接着剤、フォトレジストや分離膜、ゲルや生

体材料など、その用途が幅広い。また、繊維や発砲

スチロール、紙などを含めると、今日の複雑かつ多

様な産業構造と密接に関連している材料と言える。

高分子材料は、金属やセラミックスと同様に生産

の規模が大きく、石油や環境問題への影響も大きい。

環境負荷低減の技術としては、ハロゲンフリーな難

燃剤、VOC（揮発性有機化合物）を含まない水溶性

高分子塗料などが開発されており、高分子膜を用い

る水処理技術、軽量の高分子複合材料などの省エネ

関連の技術開発、あるいは燃料電池などのエネルギ

ー関連の高分子膜、リサイクルが可能なカーペット

などの幅広い研究が行われている。また、CO2を原

料とする非ホスゲン法ポリカーボネート製造プロセ

ス、自己消化性エポキシ樹脂、リサイクル塗装シス

テムなど注目すべき新技術も見られる。

一方、高分子材料は、ナノテクノロジーの重要な

要素として認識されており、医療やバイオテクノロ

ジーに不可欠な基盤材料でもある。また、高分子材

料は、環境、安全、エネルギーなど、今日の我が国

の諸問題を克服し、Sustainable Growthを支える重

要な材料であると考えられる。

（12）分析・評価技術

ナノ計測は、限られた材料の評価に特化した形で

開発され、一般性を欠くものが多かった。今後、一

般性･汎用性のあるナノ計測装置・手法の開発が必

要とされる。特に、原子レベルの精度で組み上げら

れた大規模集積回路を評価することができるナノ計

測技術の研究開発に注力していく必要がある。マル

チプローブ計測は超並列大規模化することによっ

て、ナノ計測の枠組みを超え、これまでにない精密

さと規模を両立したナノ構造作製・計測技術へと展

開できると考えられる。極限場計測では、極限場

STM計測において磁場強度が強いほど新規物性や機

能の発現が可能になることから、磁場強度の開発競

争は今後も続くものと思われる。高度先端計測技術

の開発には、精密計測技術や極限場環境創製技術な

どは不可欠であり、ナノ構造の発現する機能や物性

のメカニズムを解明するうえで強力なツールとな

り、全く新しいナノ機能や量子効果の発見をもたら

す可能性がある。表面分析では、スペクトル測定か

ら２次元・３次元の元素分布及び構造を、度量衡学

的な厳密さを伴い高空間分解能でかつ高速に推定す

ることが重要になると考えられる。このためには固

体中における電子と物質の相互作用を記述する正確

な物理量データベースとその輸送現象に対する精密

な知見を基にしたモデリングが必要である。透過型

電子顕微鏡では、電子顕微鏡の高安定化、電子ビー

ムの単色化、レンズの収差補正など、トータルとし

て性能向上させるための開発研究が進められてい

る。形態や構造、組成変化だけでなく電気・磁気特
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性も含めたその場ナノ物性測定を透過型電子顕微鏡

内で行うことにより、ナノ物質・材料の構造・組成

に依存したナノ物性発現の探求が可能になると考え

られる。評価法の標準化では、分析結果の再現性や

トレーサビリティを保証するために、分析に関する

ガイドラインを正確に示し，測定するべき対象を明

確にする必要があり、標準化や規格の制定がますま

す重要となっている。

（13）強磁場発生技術とその応用

強磁場NMRにおいて、今後開発すべき強磁場磁石

は、電源駆動型の超伝導磁石（1.2GHz級）及びハイ

ブリッド磁石（1.5GHz級）である。これらの強磁場

磁石は永久電流駆動の超伝導磁石に比べて磁場強度

は上がる反面、磁場の安定度が本質的に1桁以上劣る

ので、この状況でも高分解能NMR測定を可能にする

ような機器開発及び測定手法の開発が必要となる。

NMRを用いた計測には、その他、磁気共鳴イメー

ジング（MRI）がある。この技術は臓器の異常部位

の発見など医療に使用されてきたが、今後は機能計

測にも適用されると期待されている。NMRは理論的

に磁場の3/2乗に比例して感度が上昇するので、機

能計測という観点から強磁場MRIの開発が望まれて

いる。NMRスペクトロメータに比べ人体用MRIはほ

ぼ10倍の直径に強磁場を発生する必要があるため、

NbTi線材に加えて、臨界磁場の高いNb3Sn線材や

Nb3Al線材を高電磁力下で使用する技術開発が必要

である。

質量分析では、生物科学やナノテクノロジーにお

ける質量分析法の重要性が急速に高まったことで、

10テスラを超える超強磁場を用いて、FT-ICR法の性

能を飛躍的に向上させる試みが今後積極的に行われ

ると考えられる。強磁場TOF-MS法は、強磁場中の

物質の質量分析と分光測定を同時に行うことができ

るため、質量選択されたタンパク分子やナノクラス

ターの構造や反応性に対する強磁場効果を、分光測

定で観測することができ、今後の発展が期待できる。

（14）ナノシミュレーション科学

計算科学手法は対象となる物質のサイズと現象の

時間スケールに応じて、電子レベルを対象とする第

一原理計算、原子や分子の集団運動を扱う分子動力

学法、バルク材料を対象とする有限要素法や統計熱

力学法、メゾスケールを扱うPhase-field法等に分類

される。特に、ナノ・バイオ物質に関しては、原子

スケールでの設計・制御による革新的な機能の発

現・探索が期待されており、実験では困難な高精

度・高分解能な数値解析を行い、また完全に制御さ

れた環境での機能を予測し、実験にフィードバック

する等、計算科学に対する要望は極めて大きい。そ

のため、ナノ・バイオ物質における電子状態と物

性・機能との相関を解明する先進的量子シミュレー

ション手法の開発が必要とされ、超大規模計算、多

機能解析（マルチフィジクス）、強相関モデリング、

マルチスケール手法等の開発と高度化が急務となっ

ている。

（15）新物質創製技術

新物質創成技術として、粒子ビーム応用技術と真

空プロセス応用技術を取り上げる。粒子ビーム応用

技術では、イオン注入技術による非平衡性・空間制

御性を利用したナノ粒子・ナノ構造作製に関し、金

属及び酸化物を始めとする多種ナノ粒子やナノロッ

ド形成等の多様化が引き続き進展するものと考えら

れる。これらのナノ材料の高機能化には、ランダム

ナノ粒子構造から（１次元的）配列化ナノ粒子構造

への展開は必須であり、微細加工技術やレーザー照

射等と組み合わせたハイブリッド化が比重を高める

ものと考えられる。電子線誘起蒸着を用いたナノ構

造作製では、得られた構造の精密な同定技術を発展

させていく必要があるほか、結晶性などの物性にか

かわる点を改善していくことが必要である。真空プ

ロセス応用技術では、今後の次世代デバイスの開発

研究において、例えば配線材料を半導体系材料ばか

りでなく、ガス吸着しやすく扱いが難しい金属系材

料へ移行させるなどの検討、さらに配線幅をナノス

ケールへダウンサイズさせる等が推し進められると

推察される。極高真空の原子･分子レベルで、超清

浄環境下で一貫して操作ができる極高真空一貫プロ

セスはさらなる性能向上を遂げると考えられる。

（16）材料データ・情報の取得と発信

構造材料データベースのクリープでは、先進耐熱

鋼及び耐熱合金の長時間クリープ特性の取得ととも

に、自動車等の省エネルギー化に需要の高いAl合金

やMg合金等の軽量非鉄金属材料についても検討を

10

物
質
・
材
料
研
究
の
今
後
の
展
望

ⅠⅠ

http://michimori.nims.go.jp/portal/kajiyama/outolook/outlook2005-chap04-34.pdf
http://michimori.nims.go.jp/portal/kajiyama/outolook/outlook2005-chap04-38.pdf
http://michimori.nims.go.jp/portal/kajiyama/outolook/outlook2005-chap04-37.pdf
http://michimori.nims.go.jp/portal/kajiyama/outolook/outlook2005-chap04-40.pdf


行う必要がある。疲労研究では、107 サイクル以上

の超高サイクル疲労域の破壊、特に内部破壊の解明

等に研究テーマが移ってきている。今後、平均応力

がある状態でのギガサイクル疲労特性や溶接継手に

おける板厚効果及び切り欠き効果の系統的検討、Ni

基超合金の高温疲労特性などの新しい試験条件の分

野や材料等に進むと思われる。腐食データは、大気

腐食環境において、実用材料を含めたいろいろな材

料の腐食性を評価し、大気腐食現象に関する基礎デ

ータの拡充を図っていくべきである。宇宙関連材料

強度データシートでは、強度以外にも要望が強い疲

労き裂進展特性や破面データ集の出版と銅合金等の

他のエンジン材料や重要構造材料の取得についても

検討を進めることが必要である。物質・材料に関す

る普遍的で高品質の基礎データについては、国際連

携のもとデータの蓄積を進めるとともに、データイ

ンフォマティクスによる物質・材料に関する知識の

発見を目指す研究も活発に行われるであろう。

（17）国際標準

標準物質におけるナノ領域分析では、材料計量を

キーとして現場で使える２次標準や実用標準の整備

が急速に進むと予想される。VAMAS（国際標準化

研究）では、多くの国でナノマテリアルを国家施策

として取り込み、国際標準化を競い始めた状況であ

り、今後、国や産業界においてVAMAS国際標準化

活動を活用することの重要性が高まることは明らか

である。ナノテクノロジーの標準化は、今後数年の

間で飛躍的に進展すると考えられる。日本がISOな

どの国際標準活動を積極的に主導して、ナノテクノ

ロジーの標準化におけるイニシアティブを確保する

必要がある。
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