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図１ 研究室集合写真

図２  粉砕機内部の粒子挙動のシミュレーション

図３  国際会議での会場の様子

（ドイツ、ベルリン）
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図1. 熱電変換材料を用いた廃熱発電の概略図

図2. Naを用いた様々な形態の金属シリサイドの合成

円偏光には2種類、
右円偏光と左円偏光がある。

光学異性体の例：アミノ酸の一つアラニン。
鏡を挟んで向かい合う立体配置だけど、絶対重なり合わない！

図　有機分子内の原子核密度分布（右）と電子密度分布
（左）。水素原子核 H+ と電子 e- の重心位置のズレが、
1原子内部に巨大な電場を生んでいる。

集合写真

リチウムイオン電池用正極活物質 LiFePO4ナノ結晶の
超臨界流体合成と充放電サイクル特性

実験風景

皆さんは多元物質科学研究所と聞いて、何について研究しているところだとお思いになられますか。正直、漠然としていてよく分からないのではないかと思います。恥ずかしながら、私も正確に答えられるわけではありません。それは多元研の研究分野が非常に幅広く、一括りにすることが難しいからです。今回は多種多様な研究が行われている多元研の中で、私の所属している研究室と研究内容をご紹介し、皆さんに興味を持って頂けたらと思います。

まず初めに、多元研がどのようなところなのかを簡単にご説明したいと思います。多元研の一番の特徴として、学生に対する教員の数が他の研究科よりもはるかに多いことが挙げられます。そのため、先生との議論やご指導を頂く時間を多くとれるため、学生が研究を行ううえで非常に良い環境であると感じています。私は加納研究室（図1）に所属しており、加納先生のご指導のもと、日夜“粉”の研究に励んでおります。粉の研究と聞くとあまり華やかでなく、地味な印象を持たれるかも知れません。しかし、私たちの生活に欠かせない小麦粉などの食品や化粧品、医薬品はもちろんのこと、産業界のいたるところで粉体は扱われています。目立たないけれども社会に必要とされている、そんな研究です。

粉を大量に生産するためには「粉砕」という粉体操作が必要であり、私の研究はコンピュータシミュレーションを用いて、より高効率な粉砕条件の探索や、新型粉砕機の設計を行うことです（図2）。研究室では世界で最先端のシミュレーション技術を学ぶことができ、そのような研究に携われることが嬉しく、研究を進めるモチベーションとなっています。研究をしていて嬉しいことは、自らの研究が実際の製品開発の一助となっていることを実感できる時です。

このように、今の研究にのめり込んでいる私ですが、初めから粉に興味があったわけではありません。実のところ、当初

希望していた研究室の選考にもれ、現在の研究室に配属されました。当時の自分にとってベストではなかったかもしれませんが、与えられた環境と真摯に向き合うことで意識は変わり、研究に対する喜びを見出すことができました。もちろん、今ではこの研究室に入ることができてよかったと思っています。修士課程を終えたら就職するつもりが、気が付いたら進学していました。

また、研究をしていて楽しみの一つは、国際会議に参加することです。世界に向けて発信するわけですから、それなりの研究成果を出すことも大変で、発表自体も英語で行われるため、発表前日は眠れない程に緊張もします。しかし、それを終えた後にはちょっとした観光を楽しむことができ、美味しい料理が待っています。初めて行ったドイツでの学会の時、ベルリンで飲んだビールは美味しかったです（図3）。

研究をしていると楽しいことばかりでなく、思うような結果がでず、苦しむ時ももちろんあります。それは研究以外のどのような分野を志してもあることだと思いますが、そんな時は自らの目標を再確認し、それを達成したイメージを描くことで自分を奮い立たせることにしています。まとまりのない文章ではありますが、これから大学や大学院への進学を考えている皆さんに、大学での研究がどんなものなのか、またその面白さを少しでも伝えることができたならば幸いです。

加 納 研 究 室
石 原 真 吾さん
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量子ビームを使って
原子の配列を「観る」
多元物質科学研究所　構造材料物性研究分野　木村　宏之 准教授

　固体物質の殆どは、原子が規則的に配列した「結晶」と呼ばれる構造を持ちます。このような物質
に温度や磁場や圧力を加えると原子の規則配列が変化します。例えば鉛筆の原料である黒鉛に高温・
高圧を加えると、地球上で最も硬いダイヤモンドに変化しますが、「相転移」と呼ばれるこの変化は、
結晶中の炭素原子の配列が変わる事で起こります。また鉄は約770℃以下で磁石になりますが、こ

の相転移は、結晶中の電子スピンという微
小な磁石が同一の方向に配列する事で起こ
ります。1個1個 の 結 晶 の 大きさは10-

22cm 程度のとても小さい物ですが、これが
アボガドロ数（6.02x1023）個規則的に並ぶ
事で、「目に見える」変化として現れるので
す。私たちは、結晶中の原子や電子の配列
を調べて、様々な物質の相転移現象の仕組
みを研究しています。原子や電子の配列を
調べるために、「量子ビーム」と呼ばれる、
X 線や中性子線を物質に照射して、その散
乱を観察します。X線は電子を、中性子線
は原子核や電子スピンを「観る」ことが得意
です。両者の長所を生かして実験する事で
原子核・電子（または電子軌道）・電子スピン

で構成される原子の詳しい配列を明らかにすることができます。
　図はある有機物中の分子の構造です。左図は中性子線で観た原子核の分布で右図は X 線で観た
電子の分布です。一番外側の水素原子（H）に注目してください。水素原子核の位置とその周りに分
布する1個の電子の位置がずれています。更に、図上段に示す O-H-O 結合の拡大図を見ると、原
子核 H+ は中央に位置しているのに対し、電子 e- が2カ所に位置しているのが分かります。電子が
1個しか無いのに2カ所に同時に存在しています。これは量子力学の世界のトンネリングという現象
です。また、正の電荷 H+ と負の電荷 e- の位置が異なることにより、巨大な電場が発生しています。
原子と聞くと、原子核の周りを太陽系のように電子が回っている丸い玉というイメージを持つ事が多
いですが、実際には全然丸くなく、むしろ丸くないことがこの物質の性質（相転移）の仕組みを決めて
いるのです。結晶中の原子核や電子の分布を知る事は、固体物理全ての研究の基礎になります。
　私たちは様々な面白い「目に見える」現象を示す物質について、その仕組みを、結晶中の原子・電
子の配列という観点研究しています。実際の実験では、片平キャンパスの研究室の X 線装置だけで
はなく、国内外の様々な装置を用います。例えば国内では高輝度放射光施設 SPring-8や Photon 
Factory の X 線回折装置、日本原子力研究開発機構・東海3号炉や大強度陽子加速器施設
J-PARC の中性子回折・散乱装置など、「量子ビームのある所」どこにでも赴いて、最先端の実験
や測定装置開発をおこなっています。
　私は学生の頃から量子ビームを用
いて研究をしてきました。若い時から
世界中の様々な装置を使用して研究
し、現地の研究者と交流できた事は
私に取って貴重な経験で、かけがえ
の無い財産になっています。現研究
室の学生にもできるだけこのような経
験をしてもらいながら研究に取り組ん
でもらいたいと考えています。

円二色性測定を発展させて
新たな生命科学研究を展開する
有機生命科学研究部門　荒木　保幸 助教

　「人によるね、ただ食わず嫌いはいけないな。もし食べたら君の真の姿が見えるかもし
れないしね。」
　多元物質科学研究所　有機生命科学研究部門　生命機能制御物質化学研究分野（和
田研究室）では、生命現象を化学的な視点から解明し、そして応用へ結びつけるための研
究が行われています。実際には細かいテーマ分けがありますが、それらの中の一つとして
円二色性と呼ばれる現象を使ったタンパク質や DNA などの形を時々刻々ととらえようと
いう研究を行っています。タンパク質や DNA の形は、これらの分子の機能に直結してい
ると考えられているので、これら分子の形を知るということは、非常に重要な研究テーマ
でありますが、円二色性と呼ばれる手法をメインに用いていて、さらに時々刻々と測定を
行うところに我々の研究の特色があります。

　「円二色性」といっ
ても、みなさんには馴
染みがないと思いま
す。これはなんなので
しょうか？
　まず「円偏光」とい
う言葉から、皆さんは
何を思いつくでしょう

か？　カメラが好きな方なら、カメラのレンズに取り付ける円偏光フィルタ（C-PLフィルタ）
を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません。円偏光には、右回りに回転する電気ベ
クトルを持ちつつ進んでくる右円偏光、その逆の回転をする左円偏光があります。円二
色性とは、この時に出てくる円偏光と分子のとある特性に関係した現象です。
　皆さんはタンパク質や核酸といった生命の基本となる物質が、アミノ酸やヌクレオチドと
いったより小さな分子から構成されていることをご存じかとおもいます。アミノ酸は（グリ
シンを除いて）掌性という性質をもちます。掌性とは、右手と左手の関係性にもたとえら
れます。右手と左手は、構成する要素が同じでも決して重なり合いません。掌性は光学
活性とも呼ばれ、右手の分子と左手の分子の関係を光学異性体の関係とも呼びます。

　構成する原子が同じ、
また原子の繋がり方も同
じである光学異性体同
士は、融点、沸点などの
性質が同じで、一見見
分けがつきません。た
だし、光学異性体の片
方だけを取り出すと、右
円偏光、もしくは左円偏
光に対して、そのどちら
かをより多く吸収する性
質を持つことが知られて
います。これが「円二
色性」です。
　つまり、ある分子に対
して円二色性という性質
を調べることで、その分
子がもつ掌性、つまりは
分子の形について知ることができるのです。
　また、光学異性体の考え方は、アミノ酸やヌクレオチドにとどまりません。その重合体で
あるタンパク質やDNAも、当然光学活性となります。重合体であるタンパク質やDNAは、
実はあまりガッチリとした分子でないことがわかっています。グニャグニャ動くタンパク質
や核酸は、それに対応した光学異性体を考える事ができるわけですから、動きに応じて円
二色性の見え方が異なることが予想されます。つまり、円二色性をリアルタイムに観察す
ることができれば、光学活性な物質、ここではタンパク質や DNA がどのくらい動くのかと
いうことに対する情報が得られると期待できるのです。
　ちょっと話は変わるのですが、生命現象と円偏光とのかかわりは、これだけにはとどまり
ません。生物と円偏光にかかわる話で興味深いのは、コガネムシの表面からの反射が円
偏光しているというものです。1，2　この話は、最近の一流の科学雑誌でも話題になって
いますが、残念ながらこの円偏光した光沢とコガネムシの生態についての結論はついてい
ないようです。
1. Structure Origin of Circularly Polarized Iridescence in Jweeled Beetles, V. Sharma, et al., Science 

325(2009)449.
2.http://www.op.titech.ac.jp/lab/Take-Ishi/html/ki/hg/et/sb/goldbug/goldbug.html

熱電変換金属シリサイドの
新しい製造法を開発
新機能無機物質探索研究センター　山田　高広 准教授

　今回、ご紹介します研究は（私が気に入っているフレーズで表現させて頂くと）『ナトリウム（Na）を利
用して何でも金属シリサイドに！』です。金属シリサイドは金属元素とシリコン（Si）で構成される化合物（金
属ケイ化物）で、金属元素の種類や、金属とSi の量比によって様々な特性が発現します。
　この金属シリサイドの特性を活かした応用例の中で、私が最も注目しているのは熱電変換材料です。
熱電変換材料とは、材料の両端に温度差を生じさせると、その温度差に比例した電圧が生じる現象（ゼー
ベック効果）を利用して発電ができる材料です。具体的には、焼却炉や自動車のエンジン付近などの熱源
に熱電変換材料の一端を接触させることで、その熱（材料内に生じた温度差）から電気を取り出すことが
できます（図1）。現在の石油等の化石燃料のエネルギー効率は約30% で、残りの70% は熱として捨
てられています。この『廃熱』の有効利用を可能にするのが熱電変換材料です。

　金属シリサイドの熱電変換材料としては、β-FeSi2や MnSi1.7, Mg2Si などが注目されています。これら
金属シリサイドの構成元素は、Siを含め資源的にも豊富で毒性が低いため、安価で環境にも優しい材料
となり得ます。実用化には、材料の特性を向上させることがもちろん大事なのですが、私は、大量に効率
よく合成できるプロセスの開発も重要であると考えて研究を進めています。
　金属シリサイドの合成には、通常、原料に金属とSi（融点1414˚C）が用いられ、これらを反応させる
ために1000~1500˚C の高温や高圧力の条件が必要です。ところが、前述のβ-FeSi2は982˚C 以上
で分解し、高温で安定な相に変化してしまいます。このため、熱電特性を示すβ-FeSi2の合成では、高
温で合成されたものを900˚C で100 h 以上熱処理するなど複雑な工程がとられています。
　最近、私たちは Fe の粉末や圧粉成型体に、Si と低融点（98˚C）のアルカリ金属であるナトリウム

（Na）を加え、500˚C~900˚C で6~24 h 加熱するだけで、β-FeSi2の粉末や焼結体を作製できるこ
とを見出しました（図2）。また、この手法の原料金属の Fe を Mn や他の金属に変えることで、
MnSi1.7をはじめ様々な金属シリサイドも低温で合成できることも分かりました。この合成法で、様々な
金属シリサイドが低温で合成できる理由は、Si が500˚C でも Na 融液中に溶解し、この融液中の Si
が多くの金属と高い反応性を示すためであることが分かってきています。（この点が『なんでも金属シ
リサイドに！』と表した理由です。）
　現在、この Na を利用した合成法を活かして、様々な種類・形態の金属シリサイドの合成を研究して
います。さらに、金属シリサイド以外の物質群の新規物質の合成と新しい材料開発を目指した研究も進
めています。ご興味がある方は、山根研究室に遊びに来て下さい！

多元研発エネルギーイノベーション
サステナブル理工学研究センター　苫居　高明 助教

　地球温暖化や資源・エネルギー枯渇などの環境問題が近年、世界規模で大きく注目されていま
す。また、一昨年の大震災以降、特に日本国内においては、エネルギー供給の問題が活発に議
論されており、ニュースでも連日取り上げられています。
　これらの問題を克服して持続可能な社会を構築するためには、自然エネルギーや資源を効率的
に利用するのが最も良い解決策でしょう。本間研究室では、自然エネルギーや資源を効率的に、
我々が最も利用しやすい電気エネルギーに変換する「太陽電池」や「燃料電池」、また、必要に応
じて電気エネルギーを貯蔵・放出できる「二次電池」、といった持続可能社会の実現に不可欠な
「エネルギーデバイス」の技術開発や基礎研究を行っています。
　さて、皆さんは「固体」と聞くと、どのようなイメージを持っていますか？ 多くの方は、硬くて動
かないものをイメージすると思います。しかし実際には、固体内のイオンや電子は絶えず熱振動し
ていますし、イオンは隣のイオンと位置を入れ替えることにより動くことができます。エネルギー
デバイスにはこのように、イオンや電子が動くことのできる固体材料が必要不可欠で、実際に市販
されているリチウムイオン二次電池や太陽電池などにもこのような「固体」が使用されています。
　エネルギーデバイスのロス（損失）を少なくし、より効率を高めるためには、イオンや電子の移
動を速めていく必要があります。この課題を解決するために、我々は、数個～数十個の原子で構
成される「ナノ」材料に注目しています。
　固体材料はサイズを小さくすればするほど、内部のイオンの移動速度を大きくすることができ、
エネルギーデバイスをより高効率化することが出来ます。また、ナノサイズの材料は、量子効果
の発現により、特異な性能を示すものもあり、これまでの常識を打ち破る未知の可能性が残され
ています。当研究室では、このようなナノ材料作製手法の開発を通して、エネルギーデバイスの
高効率化を実現する新材料／新機能の開拓に取り組んでいます。
　本間研究室は現在、本間格教授主導のもと2名の助教、3名の博士研究員、1名の技術職員、
1名の実験補佐員、1名の秘書、6名の大学院院生、2名の学部学生の計17名で日々研究に取
り組んでいます。
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