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文部科学省の世界トップレベル研究拠点プログラムによる研究拠点形成のための拠点長候補者とし

て、私がこの研究拠点の形成のために傾けている熱意とその源となっている研究のビジョンについて申

し述べたいと思います。 
 
1 はじめに 

 
1.1 材料は科学と技術を生み出す母である 

この表題は、私が35年にわたる研究生活において常に実感してきたことを表現しています。以下しば

らく、私が研究者として最初に行った仕事と今まさに行っている仕事の２つを取り上げ、その実感がど

のように得られたかを説明させていただきます。 
35年前、電子顕微鏡や電子線露光機などのために、優れた電子線放射材料が必要とされていました。

その頃、異常に低い仕事関数（2.3 eV）をもつ六硼化ランタン（LaB6）という有望な物質の存在が知ら

れていましたが、この物質がなぜ異常に低い仕事関数をもつか、その原因は不明でした。私はその原因

の解明に成功しましたが（後述）、それは私がNIMSの前身の一つである無機材質研究所（NIRIM）にい

たからこそ可能だったと言えます。そこでは融点が2700 oCと非常に高いLaB6 の単結晶を浮遊帯域法に

よって成長させることが30年前にできたのです。こうして成長させた単結晶LaB6 の表面の構造（原子

配列）をみずから建設した２つの新計測装置（角度分解Ｘ線／紫外線光電子分光装置と直衝突イオン散

乱分光装置）を駆使して解析しました。その結果、LaB6 の (001) 表面は単層のLaイオンによって覆わ

れていること、そしてそれが異常に低い仕事関数の原因であることが分かりました。この発見を契機と

して, LaB6 単結晶の (001) 表面を先端にもつ電子放射デバイスが企業（Denka）と共同で開発され、そ

れはいまや電子顕微鏡や電子線露光機をはじめとする電子線を用いる各種の装置において不可欠のも

のとなっています。研究者として最初に取り組んだこの一連の研究を通して、新しい技術は新しい材料

によって生み出されることを私は強烈に実感しました。 
もう一つの例を最近の研究から挙げておきます。私は数年前に「原子スイッチ」を発明（発見）しま

したが、それはセレンディピティーによるものでした。新技術事業団（現在の科学技術振興機構（JST））
のERATO事業の「青野アトムクラフト・プロジェクト」以来の一つの懸案として、固体電解質である

硫化銀（Ag2S）を走査トンネル顕微鏡の探針として用い、この物質の中で液体のように動き回っている

銀イオンを電圧の印加によって１個ずつ外に取り出して対向電極である試料の表面に供給しつつその

探針を走査すれば、走査経路に沿って銀原子の鎖による導電回路が自由に形成できるであろうとの期待

のもとに実験を行ったのです。期待どおり実験は成功しましたが、もっと興味深いことが起こりました。

すなわち、ある電圧条件では銀原子が硫化銀探針の表面に析出して探針と試料とを架橋すること、かつ

（ホスト機関名：物質・材料研究機構      拠点構想の名称：国際ナノアーキテクトニクス研究拠点）  

1 



電圧の極性を逆転すると銀原子が硫化銀探針に再固溶することによって架橋は消滅することが分かっ

たのです。ナノ寸法の新しいスイッチが実現されたわけで、私達はこれを原子スイッチと呼ぶことにし

ました。その後の研究によって、原子スイッチは予想をはるかに越える数々の優れた特性をもつことが

明らかになり、共同研究を行っているNECは、原子スイッチを搭載した次世代のプログラマブル論理演

算デバイスを製造するための研究にすでに入りました。また、私達の原子スイッチに触発されてレジス

ティブRAMとかレドックスRAMとか呼ばれる新しいメモリーデバイスが世界的に研究されています。

この原子スイッチの研究を通して、私は新しい技術は新しい材料の開発によって生み出されることを改

めて強く認識しました。 
私自身の研究経験を述べるために多くの行数を費やしてしまいましたが、100年前のエジソンの電球

が京都の竹によって実現されたように、ここ50年間の情報通信技術がシリコンによって支えられたよう

に、最近の青色発光素子が窒化ガリウムによって実現されたように、また食料の大増産に新しい肥料や

農薬が決定的な役割を演じたように、上で述べた新しい材料が新しい技術を生み出すことは歴史によっ

ても証明されています。この事実は意外によく認識されていませんが、これは技術にとっての材料は我

々にとっての空気ほど重要であることの証しとも言えます。 
 

1.2 技術の世紀としての21世紀と新材料開発 

20世紀は科学の世紀であったと言われます。実際、相対論の発見、量子力学の建設、DNAの発見とい

う３つの偉大な科学の発展があり、それらは原子力エネルギー、情報通信技術、遺伝子治療などを通し

て我々の生活に変革をもたらしました。偉大な科学の発展は21世紀にも続くでしょうが（とくに脳科学

の発展に期待がかけられます）、21世紀はむしろ技術の世紀になろうという予測は正しいと思います。

技術はともすると科学より価値が低いとみなされますが、21世紀の技術は20世紀の技術とは様相を変え

て人間の哲学をも変革する高度なものとなります。人類が火星に人を送ることができれば人間の哲学は

変革を受けるでしょうが、それは科学というよりはむしろ技術によって起こされるのです。 
このように人類に多大の恩恵と福祉をもたらす技術は、一方で、地球規模での環境汚染に象徴される

深刻な問題を引き起こしています。また、技術に支えられた急激かつグローバルな産業の拡大は、資源

やエネルギーの枯渇という新たな危機を生んでいます。こうして、21世紀は人類が地球の限りある大き

さをはじめて実感として認識する時代であり、人類の未来は、エネルギー、環境、資源にかかわる深刻

な制約のもとで、持続可能な発展への道筋を見つけることができるかどうかにかかっています。技術が

もたらした深刻な問題は、技術の放棄によってではなく、より進んだ技術によって解決されなければな

りません。科学技術立国を国是とする日本はその先頭に立つべきでしょう。 
しかし、そのような進んだ新技術を実現するために必要な新材料への要求はきわめて高度化していま

す。太陽電池にシリコンが用いられるのは半導体であるこの物質がその目的に適しているからですが、

これからはそのような単機能だけでは不十分であり、シリコンと類似のまたはそれを超える機能をもち

ながらシリコンのように製造に多量のエネルギーを要しない複合的な特徴をもつ材料が必要とされま

す。超伝導磁気浮上列車のための超伝導材料は今は低温に冷却することが当然と考えられていますが、

将来は常温超伝導材料が必要とされるでしょう。情報通信技術をより革新してユビキタスな社会を実現

するためのナノエレクトロニクスの開拓には、今日のシリコンCMOSデバイスとまったく異なる原理で

動作するデバイスの開発が必要であり、それに必要な材料の開発はきわめて高度で多様なものにならざ

るをえません。このような高度な要求に応えうる新材料の開発は、これまでの材料開発のパラダイムに

留まっていてはできません。材料開発の新しいパラダイムを切り開く必要があります。 
 

2 研究拠点がめざすもの 
 

2.1 材料開発の新しいパラダイムとナノアーキテクトニクス 
材料開発の新しいパラダイムはどのようにして開くことができるでしょうか。最近20数年間のナノテ

クノロジー（およびその基礎としてのナノサイエンス）の目覚しい発展がその答の半分を与えてくれて

います。 すなわち、マクロな構造材料であれミクロな電子デバイス材料であれ、また 無機材料、有機

材料、生体材料などの種類を問わず、ナノスケールで構造を制御することによって、それまでにはなか

った興味深く多様な新機能を材料にもたせうることが数多くの実例によって示されました。これは新し

いパラダイムの材料開発においても一つの揺るぎない柱となるでしょう。 
ナノナノテクノロジーの目覚しい発展は、材料開発にたずさわる研究者に大きい自信を与え、その発

展の延長線上には夢のような展開があろうとの期待を抱かせました。しかし、最近、ナノテクノロジー

は本当に期待どおりの発展を遂げているのだろうかとの疑問が投げかけられています。これは、ナノテ

クノロジーがナノサイエンスの域を脱して実用にまでつながる本当のテクノロジーとなるためには、何

らかのブレークスルーが必要であるという材料研究者の最近の認識と軌を一にしています。何かが足り
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ないのです。 
ナノサイエンスおよびナノテクノロジーは、ナノスケールの局所におけるサイエンスあるいはテクノ

ロジーとして発展してきました。そこでは材料科学者を驚かせるデモンストレーションが次々と行われ

ましたが、いずれもナノスケールの限られた空間における少数の原子や分子に対して行われたのです。

たとえば、原子や分子を個々に操って意図した配列に並べうる、平衡状態の原子や分子の配列を局所的

に異なる配列に変化させうる、単分子の刺激によって連鎖重合反応を誘起し導電性高分子鎖を任意の位

置に作りうるなどの物質の創製や加工のデモンストレーションは、限られたナノ空間の限られた数の原

子や分子に対して行われたものであり、カーボンナノチューブの異常に優れた電気伝導、各種の単電子

トランジスター（SET）の動作特性、単分子トランジスターの機能などのデモンストレーションは、基

本的に１個の分子や構造に対して行われたものです。しかし、実用の目的にとっては、そのような創製

や加工の方法をより大きいスケールにまで適用可能にすること、また個々の機能分子や機能構造を有機

的に集積しかつ互いにリンクさせること、そしてそれによって実用可能な機能をシステムとして発現さ

せることが必要とされます。 
要するに、有用な機能をもつ個々のナノ構造を意図した配列に配置させうる新しい技術体系が必要と

されます。我々はそのような技術体系をナノアーキテクトニクス（nanoarchitectonics）という語で表現

し＊、本研究拠点においてその開拓を目指します。 
ナノアーキテクトニクスは、「ナノマテリアル創製」（NanoMaterial Creation ）と「ナノシステム

構築」（NanoSystems Organization）に大別できます（図１を参照）。「ナノマテリアル創製」 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
＊脚注: この意味での”nanoarchitectonics” という語は、私が2000年に筑波において第１回 Inter- 
national Symposium on Nanoarchitectonics Using Suprainteractions（NASI-1）を議長として開催した際

に世界で最初に使いました。なお、第２回のNASI-2は2002年にUCLA のJim Gimzewski教授（本研究拠

点の主任研究者の一人）を議長としてロスアンジェルスにおいて開催され、第３回のNASI-3は2008年
に ケンブリッジ大学のMark Welland教授（本研究拠点の主任研究者の一人）を議長としてケンブリッ

ジにおいて開催される予定です。なお、この会議の名称における”suprainteraction”という語も我々の造

語であり、原子・分子・ナノ構造の自己組織化において作用する遠距離相互作用を表わしています。こ

れもまた本研究拠点の研究における重要な概念の一つです。 
の端的な例として、層状物質から化学的に単層剥離したナノシートを異種物質と複合化して化学的に再

積層し、天然にはありえない新しいマテリアルを創製することがすでに行われています。このような方

法を高度化すれば興味深い新機能をもつ多様な新物質が創製できるでしょう。「ナノシステム構築」の

端的な例として、ナノエレクトロニクス回路の構築があります。カーボンナノチューブや機能分子を用

いた興味深い電子デバイスが単独のデバイスとして試作されていますが、それらを集積し互いにリンク

させてシステム化する技術がなければ実用には至りません。 

 
図１ ナノアーキテクトニクスによる材料開発のパラダイムシフト 
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本研究拠点では、このナノアーキテクトニクスを４つの方向での各種新技術の開発により実現します。

４つの方向とは、「原子・分子の新しいタイプの操作」（Atom/Molecule Novel Manipulation）、「化学

的なナノ構造操作」（Chemical NanoManipulation）、「強い外場による物質の制御」（Field-induced 
Materials Control）、「”人工的な” 自己組織化」（”Artificial” Self-organization）です。それらの内容が

図２に例をもって示されています（例はいずれもNIMSにおいて行われた世界最初の研究から選ばれて

います）。 
「原子・分子の新しいタイプの操作」は、走査トンネル顕微鏡（STM）や原子間力顕微鏡（AFM）な

どの近接プローブによって個々の原子や分子の配列や結合状態を制御する方法を基本とします。この方

法は 個々の原子や分子を操りうるという他の方法をもって代えがたい特徴をもちますが、多数の原子

や分子を操作しようとすると膨大な時間を必要とするという欠点があります。 しかし、その欠点のた

めにこの方法を放棄するというよりはむしろその欠点を積極的に克服してこの方法の優れた特徴を生

かそうという立場を我々はとります。その欠点は、多数のプローブをコンピューター制御によって超並

列に駆動すること、またそれによって形成されたテンプレートを物質の自己組織化を制御する舞台とし

て用いることによって克服します。「化学的なナノ構造操作」は、液体や固体あるいはそれらの複合体

における化学的な平衡状態と非平衡状態を時間的・空間的に巧妙に使い分けることによってナノスケー

ルの物質や構造を構築することです。この方法は多様なナノ物質やナノシステムを前者の方法より能率

よく構築することができます。「強い外場による 

 
図２ ナノアーキテクトニクスの４つの技術領域の説明．実際の研究開発ではそれらの融合が重要． 

 
物質の制御」は、電場、磁場、電磁場（光、Ｘ線）、応力場、電子流、イオン流の存在下では物質の状

態が変化することを巧みに利用することです。これはこれまでにも行われてきましたが、本研究拠点で

はこれまでに試みられなかった新しい方法を積極的に開発します。たとえば、下地に吸着した分子を走

査プローブなどによって意図したパターンに配列したあとその分子種に対して適切に選ばれた波長の

Ｘ線を照射するとそれらの分子の位置を固定化できることが最近の研究で分かりました。また、非磁性

のナノ粒子の結晶方位を磁場によって配向させうることも分かりました。「”人工的な” 自己組織化」は、

分子（あるいは原子）が本来もつ相互作用を利用する従来の自己組織化法を基本にしますが、それに “
人工的な” 手を加えます。その方法は２つに分類できます。一つは、外場によって分子の状態を制御し

て（局所外場の印加やテンプレートの利用を含みます）自己組織化を “人工的に” 制御すること、もう
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一つは、自己組織化によって創られた構造を後で巧みな加工法によって “人工的に” 制御することです。

なお、上で述べた例のいくつかにすでに現れているように、これらの４つの方向の各種新技術は融合さ

れることが重要です。 
これらの技術開発に基づくナノアーキテクトニクスによって、材料研究の新しいパラダイムを切り拓

き、21世紀の持続可能な発展にとって必要な新技術の開発を可能にする革新的材料をこの研究拠点にお

いて開発して行きます。 
 

2.2 ホスト機関としてのNIMSの優れた特徴 
上で述べた新技術を総合的に開発しナノアーキテクトニクスによる新材料開発の実りある成果を上

げることは、個々の技術の開発に加えてそれらの融合が必要であることを考えると、一定の規模以上の

優れた人材、経験、設備を備えた材料研究を専門とする機関でなければ困難でしょう。その意味で、NIMS
は本研究拠点のホスト機関としてきわめてふさわしいと言えます。 じっさい、NIMSは、新物質の創製

に関して、ダイアモンド薄膜の気相成長に初めて成功、ダイアモンド単結晶の超高圧合成に成功、ビス

マス系酸化物高温超電導体の発見と構造決定、世界最大最高品質の誘電体単結晶の成長、六硼化ランタ

ン単結晶電子放射材料の基礎研究と実用化（既述）、各種の超耐熱合金の開発、世界の追従を許さない

高品質の “超鉄鋼” の開発、高温超伝導物質の線材化技術の開発と実用化など 多くの優れた成果を上げ

てきました。その伝統は引き継がれ、最近は、水和コバルト酸化物超伝導体の発見、超高速塑性セラミ

クスの開発、超伝導ダイアモンドの創製などの著しい成果を上げています。ナノスケールでの物質創製

に関しては、18年前に組織されたERATO事業の「青野アトムクラフト・プロジェクト」（既述）以来

の原子･分子操作による各種ナノ構造の構築の経験、そこから生まれた原子スイッチの発見と利用（既

述）、局所連鎖重合反応の誘起による導電性高分子鎖の任意位置への形成、ビット密度が100 Tb / in2 以
上のC60 分子を用いたメモリーなどをはじめ、カーボンナチューブを用いたナノ温度計、有用な機能を

もつ金属酸化物のナノシートの発見と利用、液滴エピタキシー法を用いた内部構造も制御した半導体量

子ドットの実現など 多くの実績があり、ナノスケールの計測技術に関しても、走査トンネル顕微鏡

(STM）の探針を２、３、４本と複数にした多探針STM（ナノテスター）の開発と利用、STMから放出

される光の分光と偏光解析によってナノ構造の電子状態やスピン状態を解析する新技術の開発と利用、

極低温・強磁場・極高真空で動作するSTMの開発と利用など 数多くのユニークな実績をもっています。

さらに、世界最強磁場の発生装置、それを用いた世界最高周波数の核磁気共鳴装置（NMR）、人工ダイ

アモンドの合成さえ可能な超高圧発生装置、高輝度放射光発生施設(SPring-8）の特色ある専用ビームラ

イン、マイクロ／ナノ加工のためのよく整備されたファウンドリー、大電流金属イオンビーム発生装置

など 数多くの大型設備が活発に稼動しています。 
また、本研究拠点における研究は、世界的に開かれた環境の中で世界から優れた人材を集めて推進す

る必要がありますが（これは文部科学省「世界トップレベル研究拠点（WPI）」事業の一つの大きい目

標でもあります）、そのためには英語を公用語とするなどの国際化の経験が必要とされます。この点で

もNIMSは十分な実績をもっています。すなわち、2002年に若手国際研究拠点(ICYS）を設置して以来５

年間の運営を通して、公用語として英語を使用（研究活動および事務作業）、多国籍の若手研究者集団

の組織化、国際的に著名な研究者のアドバイザーとしての招聘など 多様な国際経験を積んできました。

さらに、NIMSはケンブリッジ大学およびカリフォルニア大学と学生サマースクールを毎年開催して若

手家研究者の国際交流に力を注いでいます。 
このような研究および運営の両面で優れた環境をもつNIMSは、WPI事業の研究拠点の形成にきわめて

適した機関であることは疑う余地がありません。 
 

2.3 若い研究リーダーの育成について 
WPI事業の趣旨は世界トップレベルの水準の研究拠点を形成することにあることをよく承知した上で、

このような研究拠点においてはこれからの若い研究者とくに若い研究リーダーを育成することもまた

重要であることを指摘したいと思います。あえて言う必要もありませんが、多くの場合、研究は若い研

究者の独創によって進展します。その視点から日本の科学技術の研究現場を眺めますと、若い研究者（学

生、ポスドク、若い研究リーダーを含む）の育成がほとんど組織化されていません。多くの大学におい

て、学生が英語論文の書き方を学ぶ講義が開講されていません。ポスドクは、多くの場合、上司である

研究者の下請け的な研究を行っています。若い研究リーダーは、大学の助教にしても研究機関のグルー

プリーダーにしても、雑用の処理に追われています。もう一つの現象として、日本の最近の若い研究者

は世界に羽ばたいて国際経験を積もうという意欲に欠けています。こうした状況の中で、このたびの

WPI事業がポスドクやシニア研究者が研究に専念できる環境を形成することならびに国際化を謳ってい

ることは時宜を得ていると思います。そうであるならば、もう一歩進んで、若い研究者の育成を目的の

一つに含めるべきだと思います。これは日本の科学技術の発展にとってきわめて重要なことであると考
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えます。NIMSは、これまで若い研究者の育成および国際化に力を注いできました。上で述べた若手国

際研究拠点（ICYS）、ケンブリッジ大学およびカリフォルニア大学との学生サマースクール（前者は私

が責任者であり、この夏に 約20名のNIMSに滞在している学生を連れてケンブリッジ大学へ行きます）、

ノーベル賞受賞者（H. Rohrer 博士、H. Kroto 教授など）と若い研究者の非公開のミニセミナーなどが

その例です。 
このような若い研究者の育成の観点から、本研究拠点では、世界トップ水準の研究を実施するだけで

なく、NIMSに設置されている 筑波大学物質・材料専攻大学院 を本研究拠点に組み入れて学生の教育

をさらに充実するとともに、主任研究者の中のシニアな研究者が若い研究リーダーを育成して行くメン

ター制度を取り入れたいと考えています。また、若い研究者には研究成果を実用化するための企業との

連携についても学んで欲しいと思いますので、NIMSが運営している企業との共同研究のための「プラ

ットフォーム」および 企業の研究者を対象にした「イブニングセミナー」（毎週開催）も活用して行

くつもりです。 
 

3 さいごに 
科学技術立国を国是とする日本は、我々に恩恵と福祉をもたらす技術が一方において地球規模の環境

破壊によって象徴される深刻な問題を引き起こしつつあることに正面から対処する責務を負っていま

す。世界の持続可能な発展の道筋は日本が率先して開拓すべきです。そのためには、環境、エネルギー、

資源、情報通信（先進国が消費しているエネルギーの過半は実は情報通信のために使われています）、

医療にかかわる各種の新技術を開発する必要があり、それに必要な革新材料の開発はきわめて大きい重

要性をもっています。本研究拠点では、その要求に応えるために材料開発の新しいパラダイムを ”ナノ

アーキテクトニクス” によって切り開き、必要な革新材料を開発して世界に提供します。 
この目的のために、NIMSをホスト機関として、優れた研究者を世界から集めて本研究拠点を形成し

ます。主任研究者として、NIMS から選りすぐられた研究者の他に、UCLA、ケンブリッジ大学、ジョ

ージア工科大学、フランスCNRS、筑波大学、東京理科大学から世界トップクラスの研究者が参加しま

す。 
最後になりましたが、走査トンネル顕微鏡の発明の功績によって1986年にノーベル物理学賞を受賞さ

れた私の尊敬するHeinrich Rohrer 博士が、本件に関して私の推薦状を書きたいと申し出されたことに

心から感謝いたします。 
 

以上 
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