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数学と材料科学の融合を組織全体で
推進する「世界初の」研究拠点

■ 基本情報 （2015年度）
拠  点  長 ：小谷  元子  （2011年度まで 山本  嘉則）
主任研究者（PI）：28名 （内 外国人研究者数 13名、女性研究者数 2名）
その他研究者：140名 （内 外国人研究者数 74名、女性研究者数 13名）
研究支援員 ：75名
事 務 部 門 ：部門長　塚田 捷
  スタッフ　30名 （内 英語対応者割合 90%）
サテライト機関・連携機関：ケンブリッジ大学（英国）、カリフォルニア大学サンタ
 バーバラ校（アメリカ）、シカゴ大学（アメリカ）、中国科学院化学研究所
 （中国）、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（英国）、清華大学（中国）など
URL：http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp

AIMRは、東北大学が世界的優位を誇る材料科学、物理、化学、工学の研究者
を集結し、革新的材料を産み出して社会に貢献するために設立された。
2007年の設立時から一貫して原子分子制御に基づいた異分野間の融合研究成
果を世に送り出し、2011年には、さらなるダイナミックな融合研究を期すた
めに「材料科学全般に数学を導入する」という方針を決定。以後、数学者と、
材料科学者、物理学者、化学者、工学者との協働を推進し、「材料科学と数学の
融合研究を研究所全体で推進する世界初の研究拠点」として現在に至っている。   

東北大学 原子分子材料科学高等研究機構
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論文情報
総論文数 2609報
トップ 10%論文 17.6%

トップ 1%論文 2.4%

国際共同研究論文 43.3%
（データベース：WoS 2007-2015年）

〒 980-8577　宮城県仙台市青葉区片平 2-1-1
Phone: 022-217-5922　
Email: office_member@wpi-aimr.tohoku.ac.jp

数学によって導く材料科学
半世紀にわたる謎であった金属ガラスの構造を解明。数学者（幾何学者）と材料科学者
による画期的な融合研究であり、AIMRの先進性を象徴する成果である。

多孔質材料を進化させる研究
ナノサイズの穴が多数あいたナノ多孔質金属の高効率触媒への応用。ナノ多孔質金属を
鋳型として、2次元の電子移動度を保持した 3次元ナノ多孔質グラフェンの作製技術を
構築。AIMRはナノ多孔質材料の材料科学をめざましく進化させている。

磁性・スピンに関する新たな原理の解明
磁気の波（スピン波）を用いて熱エネルギーを望みの方向に移動させられる原理を考案。
さらには世界最高分解能のスピン・角度分解光電子分光装置（spin-ARPES）を開発して
物性の発現メカニズムを解明。磁性・スピン分野の最前線を進む。

多機能ハイブリッド材料や錯体水素化物等の応用
超臨界水を反応溶媒に用いて危険な化学物質を使用することなく多機能ハイブリッド材
料を創製。また、錯体水素化物（Na2B10H10）の優れたイオン伝導性を発見し、二次電
池の固体電解質に展開。新しい材料を作り、その使い道を示す。

MEMSやバイオセンシングデバイス等の構築
顕微鏡でなければ見えないMEMS（微小電気機械システム）の分野において金属ガラス
を使ったマイクロミラーを開発。また、VSM-SECMによる非侵襲的高解像度イメージ
ング法を開発し、生きている細胞のモニタリングに展開。

ありふれた物質に革新的機能を与える
酸化物エレクトロニクス
基本的に絶縁体で電気を通さない酸化物に電界効果ドーピングを施し、超伝導を発現。
さらに、酸化物材料では世界で初めて分数量子ホール効果を観測。また、AIMRの成果
からは透明な超伝導体も誕生した。

背景はグラフェン。
蜂の巣状に炭素原子が並ぶ二次元シート。

Advanced Institute for Materials Research AIMR
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 材料科学の最前線を拓
ひら

く
あらゆる「物質」は人類によって使われ始めた瞬

間から「材料」という呼び名に変わる。その材料を
研究する科学を「材料科学」と呼ぶ。物質を人の役
に立てるための科学「材料科学」は、物理学、化学、
工学、生命科学など実に広範な自然科学の領域にま
たがっている。2007年、AIMR は、この広範な領
域の研究者を集結して融合研究を進め、材料科学の
最前線を開拓するために設立された。
設立後 10年の歴史において、前半は化学者であ

る山本嘉則 拠点長のもと、材料科学者、物理学者、
化学者、工学者、生命科学者による融合研究を展開
し、後半は数学者である小谷元子 拠点長（現）のも
と、「数学を材料科学全般に導入する」との方針に
のっとって材料科学分野の融合研究を進めてきた。
特に現在は「材料科学の様々な現象や原理を数学

で記述することによって共通原理を導き出し、そこ
から未知の材料の構造等を数学的に予想すること、
そして、実際にその未知の材料を現出させること」
を目指すという革新的な方向に進み始めている。
そこで、ここからは、幅広い材料科学の各分野に

おいて AIMRが創り出してきた幾つかの研究成果を
紹介する。まずは、数学を導入することにより実現
した画期的成果から挙げてみたい。

1 数学によって導く材料科学
陳 明偉（PI）、小谷 元子（PI）、平田 秋彦（准教授）

材料科学に数学を導入して成功した例として「金
属ガラス構造の解明」がある。
そもそも、物質には固体、液体、気体の三つの状

態がある。それらの中身をナノスケールで見てみる
と、固体は原子が規則的に並ぶ結晶となって固まっ
ている。液体は原子が近距離に集まってはいるが無
秩序に動いている。気体は原子の位置も距離も自由
に変化できる状態になっている。
では、すべての固体中で原子が規則正しく配列し

ているかといえば、そうではない。窓やコップなど
の材料として使われている「ガラス」は、見た目は
固体なのだが、原子が規則配列した結晶にはなって

いない。液体のように無秩序なのだ。
私たちは日頃、ガラスとは材料の「種類」だと思っ

ている。窓やコップのあの透明な材料がガラスであ
ると思っている。ところが、科学の世界では、ガラ
スという用語はむしろ物質の「状態」に着目して使
用される。私たちがガラスと呼んでいる透明な材料
はケイ素、酸素を主成分とする原料を高温で溶融さ
せて冷却する過程で原子の規則配列が間に合わず、
無秩序な「ガラス状態」になったものである。
では、金属はどうかというと、金属は高温で溶融

し冷却すると急速に原子が規則正しく配列して結晶
になる傾向がある。しかし、ある条件がそろうと原
子配列が無秩序のまま固体になる。このような物質
を「透明」ではないが、ガラス状態であるので「金
属ガラス」と呼ぶ。金属ガラスは結晶からなる金属
の数倍の強度を示す新しい材料だ。破壊の原因とな
る粒界（結晶粒と結晶粒のつなぎ目）がなく高強度
となるが、原子配列が無秩序であるが故に構造を特
徴づけることが難しく、謎の多い材料でもあった。

2013年、AIMRの数学者と実験科学者（材料科学者）
の融合研究チームはこの金属ガラスの構造を明らか
にすることに成功した。まず、実験科学者が電子線
回折という方法によって金属ガラスの原子配列に見
られる幾つかの特徴的な形（原子クラスタ）を抽出・
整理し、さらに数学者が「計算ホモロジー」という
幾何学的手法を用いて原子配列構造の特徴を解析し
た（原子クラスタの存在は過去にも指摘されていた
が、その明確な構造を明らかにしたのは世界初であ
る）。その結果、「金属ガラスの中の原子配列は『同
じ様にゆがんだ 20面体』が連続してつながった構造
になっている」ということを見いだした（図 1）。
「なぜ、通常は結晶になりやすい金属が無秩序な
原子配列のガラス状態になれるのか」という問題
は、「一見無秩序に思われる原子配列の中に『ゆが
んだ 20面体の構造』が隠れており、かつ一様に大
量にある。一方、正 20面体で空間を隙間なく詰め
ることは『数学的に禁止』されており、結晶を形作
ることはけっしてありえない。つまり、結晶の原子
配列とは異なるために結晶化が進まずガラス状態と
なる」という結論に達した。
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実のところ、「20面体」に関しては半世紀以上前
に提唱された理論予測があり、多くの研究者が試み
るも、直接確認することができなかった。AIMRでは、
最高の実験技術と最先端の数学を組み合わせること
でこの仮説を裏付け、半世紀にわたり展開された議
論に決着をつけたのである。光ファイバーなどガラ
ス構造を持つ物質は実用材料として既に幅広く利用
されている。今回の金属ガラスの構造解明によって
得られた知見は、ガラス材料の改良や新ガラス材料
の開発にもつながっていくであろう。

A. Hirata,et al., Science 341, 376 (2013).

2 多孔質材料を進化させる研究
陳 明偉（PI）、山本 嘉則（PI）、浅尾 直樹（教授）、
藤田 武志（准教授）、伊藤 良一（准教授）

ナノサイズの穴が多数あいた材料をナノ多孔質材
料と呼ぶ。AIMRではナノ多孔質の金属（図 2）を
作製する技術の開発と応用を進め、またナノ多孔質
金属を鋳型とし、更に新しい材料の開発にも成功し
た。
ナノ多孔質金属の作製には「脱合金」という技術

を用いた。例えば、ナノ多孔質の金を作製する場合、
最初に金と銀の合金を作り、酸等によって銀を溶解
し、金のみを残す。合金状態では金と銀がナノレベ
ルで混合しているため、銀を溶かした後の金は微細
な穴をもったナノ多孔質になる。AIMRの研究チー
ムはこのようにして作製したナノ多孔質の金に化学
反応を促進する触媒の効果があることを発見した。

金は腐食されにくい不活性な物質であり、昔は触
媒として機能しないと思われていた。しかし、30

年ほど前、ナノ粒子の金に触媒活性があることが発
見され、それから爆発的に金ナノ粒子触媒の研究が
広がった。金ナノ粒子触媒には「粒子の凝集による
触媒活性の低下」という問題があり、その解決が大
きな研究テーマとなっている。ここで、AIMRの研
究者チームは、皆が注目する金ナノ粒子から視点を
変え、ナノ多孔質金に着目した。そして、水による
有機シラン化合物の酸化反応において優れた触媒と
して機能することを見いだした。また、ナノ多孔質
金では、粒子のような凝集も起こらず、高い触媒活
性を維持したまま、何回も再利用可能であることが
分かった。触媒は化学工業において不可欠なもので
あり、ナノ多孔質金は高効率の触媒として、将来社
会に大きく貢献するであろう。

図 1　金属ガラスの原子配列の模式図。従来、金属ガラスの無秩序な原子配列【左図】の中に 20
面体が形成されることは予想されていたが、本研究により、「ゆがんだ 20面体」【右図】が
連続してつながり、結晶化を妨げていることが判明した。図の紫の球は、白金（Pt）を、白
い球はジルコニウム（Zr）を表している。

図 2　透過電子顕微鏡のトモグラフィー技術によって
 得られた 3次元ナノ多孔質金属の立体像
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AIMRでは、このようなナノ多孔質の金属を利用
し、全く新しい材料の創製にも成功している。炭
素原子が蜂の巣のような六角形の格子構造をとっ
た原子 1層のシート状の物質をグラフェンと呼ぶ。
2010年のノーベル物理学賞で話題となった物質で
もある。このグラフェンは、電気伝導性が極めて高く、
現在電子デバイスに利用されている半導体（シリコ
ン）や金属に代わる未来の導電材料として期待され
ている。このグラフェンの 2次元のシートに見られ
る電気伝導性を保ったまま 3次元構造体を作る試み
がなされてきたが、過去に成功した例はなかった。
AIMRの研究者は、上述のような多孔質金属を鋳型
として、「高い電子移動度の 3次元ナノ多孔質グラ
フェン構造体」を作る方法を開発した。脱合金の方
法で作製したナノ多孔質ニッケルの表面に化学気相
成長法によってグラフェンを成長させ、最後にニッ
ケルを溶解してグラフェンのみが残るようにした。
この 3次元ナノ多孔質グラフェンは 2次元グラフェ
ンの性質を維持しているため電子デバイスへの応用
も期待されるが、水素燃料電池における化学反応の
触媒としても使用できることがわかり、にわかに注
目を集めている。燃料電池車用の水素ステーション
や水素社会の実現に 3次元ナノ多孔質グラフェンが
貢献できるよう、さらなる研究を進めている。

N. Asao et al., Angewandte Chemie International 
Edition 49, 10093 (2010).
Y. Ito et al., Angewandte Chemie International Edition 
53, 4822 (2014).

3 磁性・スピンに関する新たな原理の
解明
齊藤 英治（PI）、高橋 隆（PI）、相馬 清吾（准教授）

東北大学の得意分野である磁性・スピン関連の研
究においても AIMRは目覚ましい成果を産み出して
いる。その一つがスピンと熱との相互作用を操る「ス
ピンカロリトロニクス」である。一般的に、熱は温
度の高いところから低いところへと流れる性質があ
り、その流れを制御することは困難であった。そこ
で、AIMRの研究者とその共同研究チームは、磁気
の波（スピン波）を使うことで熱エネルギーを望み
の方向に移動させる基本原理を考案した。この原理
を使えば熱エネルギーを熱源から離れた場所に運
ぶ、熱流制御デバイスが可能になるため、次世代省
エネルギーデバイスへの応用が期待されている。
もうひとつが、世界最高分解能のスピン・角度分

解光電子分解装置（図 3）の開発とそれを使った様々
な電子状態の解明である。物質が示す電子的な性質
の発現メカニズムを知るためには、その根源である
電子状態を調べる必要がある。そのための強力な手
法が「光電子分光」だ。物質には「光を当てると電
子が外に飛び出す」という性質（アインシュタイン
が原理を解明した光電効果）がある。光を当てて飛
び出してきた電子のエネルギーを測定し、当てた光
のエネルギーと比べれば、物質の中の電子の束縛エ
ネルギーを算出できる。この方法によって、物質中

図 3　物質中の電子が持つ 3種類の物理
量（エネルギー、運動量、スピン）
をすべて測定できる「スピン・角
度分解光電子分解装置」
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の電子が持つ 3種類の物理量（エネルギー、運動量、
スピン）のうち、エネルギーと運動量を測定するこ
とができる。AIMRの研究者らは、3つ目の物理量
であるスピンを検出するために、モット検出器を搭
載した「世界最高分解能のスピン・角度分解光電子
分光装置（spin-ARPES）」を開発。以後、この spin-

ARPESを使って、超伝導体やトポロジカル絶縁体な
ど、新奇物性を発現する様々な材料の電子状態を測
定し、物性発現メカニズムを解明してきた。
パソコン等の電子機器において、スピンを使った

技術が実用化すれば、実に 8割の省電力になると言
われている。上記の研究や、これもまた AIMR研究
者がパイオニアであるトンネル磁気抵抗効果、磁性
半導体などのスピンに関わる研究は、夢の省電力電
子機器を実現するための大きな一歩なのである。

T. An et al., Nature Materials 12, 549 (2013).
Y. Tanaka et al., Nature Physics 8, 800 (2012).
 

4 多機能ハイブリッド材料や錯体水素
化物等の応用
阿尻 雅文（PI）、折茂 慎一（PI）

AIMRの研究者たちは材料科学を駆使して実用に
つながる革新的な材料を創り出している。　
例えば、AIMRの研究チームは超臨界状態の水を

反応触媒に利用して、危険な化学物質を使用する
ことなく多機能ハイブリッド材料を創り出してい
る。臨界点以上の温度・圧力におかれた物質は気体
とも液体とも区別がつかない超臨界状態となる。研
究チームは超臨界状態となった水を使って 10ナノ
メートル以下の CeO2ナノキューブ（酸化セリウ
ムのサイコロ型結晶）を創り出した（図 4）。この
CeO2ナノキューブは一般的な触媒では見られない
低温での触媒活性を示し、環境浄化、廃棄物分解な
どの触媒への使用が期待されている。
もうひとつ、錯体水素化物を次世代蓄電池の固体

電解質に使用するという道筋も AIMRが産み出した
成果である。蓄電池（二次電池）は液体電解質を使
用するのが一般的だが、液体では高温での安全性な
どに問題があり、電解質の固体化が社会から望まれ
ている。AIMRの研究チームはナトリウムとホウ素

を含有する「錯体水素化物（水素を含む『塩』のよ
うな安定な物質。Na2B10H10など）」のナトリウムイ
オン伝導率が 100℃付近の温度になると、室温時の
10万倍に上昇することを発見した。この高いイオ
ン伝導率を室温で実現出来るような全固体ナトリウ
ム二次電池を実装するため研究を続けている。

J. Zhang et al., Nano Letters 11, 361 (2011).
T.J. Udovic et al., Advanced Materials 26, 7622 (2014).

5 MEMSやバイオセンシングデバイス
等の構築
江刺 正喜（PI）、T.ゲスナー（PI）、末永 智一（PI）、
林 育菁（准教授）

AIMRはその材料科学の知見によって画期的なデ
バイスを創り出してきた。ここではMEMSとバイ
オセンシングデバイスを例として挙げたい。

MEMS（微小電気機械システム）は、顕微鏡でな
ければ見えないほど小さな機械システムのこと。こ
の分野は東北大学で最も強い応用研究分野である。
AIMRの融合研究チームはシリコンを用いたマイク
ロミラーを支える梁

はり

に、大きく変形させても壊れな
い金属ガラスを使った（図 5）。マイクロミラーは内
視鏡などにも搭載でき、光を走査して組織の断層像
を撮ることができる。材料科学者とデバイス工学者
の出会いが、従来では考えられなかった材料による
MEMSの開発という斬新な成果を産み出したのだ。
バイオセンシングデバイスの例としては、AIMR

の研究者らが開発した電圧切替モード走査型電気化
学顕微鏡（VSM-SECM）という特別な顕微鏡がある。

図 4　超臨界水熱合成によって作製された
 ナノキューブの集合体
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細胞が放出・消費する神経伝達物質や活性酸素系分
子を細胞表面から検出することはとても難しいこと
なのだが、AIMRの研究者らはこの特別な顕微鏡を
使って、非侵襲的に（細胞に触れることなく）、高
解像度の形状像と電気化学像を同時に得ることに成
功した。彼らの次の目標は神経伝達物質の放出に伴
うニューロンの形状変化のモニタリングである。医
療への幅広い応用が期待されている。

Y.-C. Lin, Y.-C. Tsai et. al., Advanced Functional 
Materials 25, 5677 (2015).
Y. Takahashi et al., PNAS USA 109, 11540 (2012).

6 ありふれた物質に革新的機能を与え
る酸化物エレクトロニクス
川﨑 雅司（PI）、一杉 太郎（Junior PI）

AIMR設立後、早期に急成長した分野が「酸化物
エレクトロニクス」だ。特に、酸化物の電界効果ドー
ピングによる超伝導の発現と分数量子ホール効果の
観測は、世界中の研究者から注目される重要な発見
となった。
特定の物質を非常に低い温度まで冷却したときに

電気抵抗が急激にゼロとなる現象を「超伝導」とい
う。超伝導物質を使って電線を作れば、エネルギー
ロスがほとんどない送電システムが実現するため、
世界のエネルギー問題の解決に大きく貢献できる。
これまでに見つかっている超伝導体は超伝導状態に
するために冷却する必要があり、常温でも超伝導状
態になる物質の探索が続いているが、その突破口を
見いだすため、新物質の探索とともに、新しい超伝
導の発現手法も探究されている。そのような状況で、
AIMRの研究チームは「酸化物の電界効果ドーピン

グによる超伝導の発現」という全く新しい超伝導発
現手法の確立に成功したのである。
彼らは通常、絶縁体であり、電気を通さないチタ

ン酸ストロンチウム（SrTiO3）の表面に、電界効果
ドーピングという方法で多量の電子を注入し、超伝
導状態を実現した。従来は不純物のドーピングによ
り電子を注入していたのだが、不純物をドーピング
できる酸化物は種類が限られているため研究の広が
りにも限界があった。この新手法の発見は超伝導材
料探索の幅を一気に広げ、世界の材料科学者に大き
なインパクトをもたらした。
また、AIMRの研究者たちは、酸化亜鉛を用いて

酸化物材料では世界で初めて電気抵抗が量子力学の
基本定数を用いた値の分数倍になる分数量子ホール
効果を確認したほか、高輝度発光ダイオード（図 6）
の作製にも成功している。この 2つの成功は、技術
的に困難と言われた酸化物薄膜の原子レベルでの制
御が鍵になっており、研究者のたゆまぬ努力によっ
て生まれたものである。スピネル型チタン酸リチウ
ム薄膜の原子数比を精密に制御することで、可視光
透過率 70%の透明な超伝導体を創り上げたことも
そのさらなる一例である。どこにでもある、ありふ
れた酸化物が高性能エレクトロニクス材料として飛

ひ

翔
しょう

できることを証明した研究成果である。
K. Ueno et al., Nature Materials 7, 855 (2008).
A. Tsukazaki et al., Nature Materials 9, 889 (2010).

図 6　酸化亜鉛材料を用いた発光ダイオードの発光

図 5　金属ガラス応用マイクロミラーと撮られた皮膚断層像
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 新たな領域創出への道
AIMRは、ここに紹介した成果を含む多様にして

目覚ましい研究成果を次々に産み出してきた。
それを可能にした第一の理由は「世界レベルで優

秀な研究者を多数集結できたこと」にある。ホスト
機関の東北大学は世界の材料科学界を長年にわたっ
て先導してきた歴史があり、その歴史への信頼を背
景に続々と優秀な研究者が集まった。
第二の理由としては「融合研究を進めやすい環境

を作り、様々な工夫を凝らした施策を展開したこと」
を挙げたい。世界トップレベルの研究のための施設
や装置を整備し、海外から着任した研究者のために
研究・生活両面での手厚い支援体制を実施した。そ
して、組織内外において様々な研究イベントを実施
した。年に一回、世界 15か国以上から研究者が集
う AIMR国際シンポジウムを実施し、海外連携機関
とのジョイントワークショップも多数開催して、幅
広い材料科学界の中の異分野交流を促進していった。
第三の理由としては「材料科学全般に数学を導入

する」という「明確な方針と野心的な戦略を定め、
それを推進していったこと」が挙げられる。研究者
にとって極めて魅力的かつ野心的なターゲットプロ
ジェクトを定めて、数学と材料科学の融合研究を推
進していった。現在も AIMRでは「数学的力学系に
基づく非平衡材料の研究」、「トポロジカル機能性材
料の研究」、「離散幾

き

何
か

解析に基づくマルチスケール
階層性材料の研究」、「ナノエネルギー材料創製のた
めの基盤技術構築」という4つのダーゲットプロジェ
クトが進行中である。
以上の第一から第三の理由に関わる施策は、いず

れもWPI拠点であったからこそ、為
な

し得た施策だっ
たということができる。そして、これらの施策に加
え、AIMRは一貫して「次世代を担う若手研究者へ
の支援と育成」に力を注

そそ

ぎ続けてきたのである。

 AIMR ̶ 未来への展望
AIMRは 10年の歴史を通じて、異分野融合研究

に挑戦する若手研究者を奨励し、支援し続けてき
た。実際、通常の大学や研究機関であれば知り合う

ことすら少ない、異分野の若手たちがティータイム
で語り合い、ワークショップで議論をし、「分野の
壁」を越えていく姿が随所で見られた。そこから産
まれた研究成果を更に発展させて、将来、彼らが新
しい科学を創造していくであろうことは想像に難く
ない。この「意欲的な若手研究者が分野の壁を越え
て育ち、世界に羽ばたいていった」という事実こそ
が、研究拠点、AIMRの最大の成果であり、組織の「核」
なのだと言うことができよう（図 7）。
現在の AIMRの組織的目標は「数学 -材料科学連

携に基づいた、新機能の予見を可能とする新しい材
料科学」の創生・樹立である。全く新しい学術領域、
全く新しい科学を打ち立てるために、AIMRは今後
も着実に研究成果を産み出しながら、未来を創り出
す研究者を育てていく。

(文責：清水 修 )　

図 7 AIMRの若手研究者たちと小谷拠点長。国籍、性別、分
野の「壁」を乗り越えて成果が産み出されていく。




