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事業計画書 

 

１ 事業目的と組織 

１－１ 事業目的 

公益財団法人電磁材料研究所（以下「本法人」という。）は、「自然と調和しつつ健全な人

類社会を支える電磁に関連する機能材料の重要性を強く認識し、新規で優れた性能を持つ材

料の開発とその有効な応用分野の開拓を進め、得られた研究成果を広く一般に公開し、学術

及び科学技術並びに産業の振興を通じて次世代社会の発展と幸福に貢献するための公益活

動を行う」ことを設立の目的としている。 

 この目的を達成するため、本法人は、以下の事業を行う。 

（１） 電磁に関連する機能材料及びデバイスの研究開発並びに試作に関する事業 

（２） その他本法人の目的を達成するために必要な事業 

 ここで、（１）の事業は、公益目的事業であり、（２）の事業は、この公益目的事業を実施

するのに必要な財源の一部に充当するための収益事業である。 

 

１－２ 事業実施のための組織体制 

本法人の組織は、事業全体を統括する法人本部と、その下に設置される研究開発事業部及

び事務部から成る。 

法人本部は、理事会及び常任理事会の決議に沿って、法人の管理及び運営に関する総合的

職務を行う。 

研究開発事業部は、本法人の研究開発事業を実施する部局であり、３研究開発部門及び２

開発施設並びに事業支援室で構成され、相互に密接な連携を保ちつつ事業を行う。研究開発

部門及び開発施設では、本法人の研究員及び技術員が自主研究、受託研究、共同研究及び試

作開発研究として事業を実施する。事業支援室は、外部研究機関及び企業等との受託研究、

共同研究及び試作開発研究の契約、知的財産権の出願、登録、維持、管理及び実施権供与、

研究開発成果の公開など事業の支援に関する業務を行う。 

事務部は、本法人を運営するための総務及び財務関係の事務処理を行う。 

本法人は、上記組織体制に拠り、研究開発事業を効率的かつ積極的に進め、設立目的を確

実に実現することを目指す。 

 

１－３ 公益性確保のための基本方針 
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 本法人は、事業の公益性を確保するため、事業内容及び事業の成果などを社会一般の研究

者、技術者、企業家等に広く公開・提供することを基本方針としている。 

 この基本方針に則り、研究開発の課題、内容及び成果の概要並びに提供し得る試作品の内

容等に関しては、本法人の事業計画及び事業報告に記載し事務部に保管して一般の閲覧に供

すると共に、インターネットのホームページ、要覧、展示等により広く公開する。また、研

究開発成果の詳細は、関連する学術誌、講演会、研究会、国際会議等で一般に公表する。 

知的財産である「特許」の取得に関しては、わが国の科学技術の発展に寄与するばかりで

なく、最先端技術の保護としても極めて重要であることから、国内外に積極的に出願・登録

し、本法人独自の技術資産の蓄積を図る。この知的財産権に関しての情報は、本法人のイン

ターネットのホームページ、事業報告等で広く一般に公開する。 

地域社会への貢献としては、地元企業との共同研究及び試作開発研究の実施、地方自治体

及び民間機関との協同事業（展示会・発表会等）への参加等を積極的に勧め、地域社会の産

業の振興に協力する。 

 

２ 公益目的事業  

２－１ 研究開発の公益目的事業範囲 

本法人の公益目的事業の具体的内容は、「新たな高機能性を持つ電磁材料を自らの手で探

索し、それら材料を活用して高性能かつ超小型機能デバイスを開発し、その実用化を図り、

社会の発展に寄与すること」である。 

この目的を達成するため、本事業では、得られた研究成果が実用化に至るまでの研究開発

を公益目的事業の範囲とし、その過程を「研究段階」、「開発段階」及び「実証段階」の３段

階に分け、各々の段階で以下の研究を実施する。 

最初の「研究段階」での研究は、本法人の研究員によって行われる「自主研究」である。

この研究は、以降の過程の研究の基となるものであり、得られた成果は、学術論文、インタ

ーネットのホームページ等で公開すると共に一部は特許出願する。 

「開発段階」では、自主研究の更なる発展及び展開を目的に、公的または民間機関の競争

的資金による「受託研究」、或いは企業または大学等の公的研究機関と「共同研究」を実施

する。これら研究によって得られた成果は、学術論文、展示会、ホームページ等を通して公

開し、特に実用上有効な成果は、特許出願する。 

「実証段階」では、上述した自主研究、受託研究及び共同研究で得られた成果の完成度の

更なる向上及び実用化の促進を図るため「試作開発研究」を実施する。この研究では、企業

等に研究開発成果の試作品を提供（有償）して実装試験及び実機試験等を行い、その試験結

果を参考にして、試作品の実用上での問題点の抽出とその改良、新規応用分野の開拓、有効

性の実証などを行う。この研究は、公益目的事業の中の「試作に関する事業」として位置づ



 3

けられ、他に類例を見ない本法人独自のものであり、企業からの研究申し込みが多く好評で

あることから、今後とも積極的に進める。 

 

２－２ 研究開発の内容と実施体制  

２０２０年度(以下「本年度」とも言う。)に３研究開発部門及び２開発施設で実施する研

究開発事業内容及び実施体制は、平成２８年（２０１６年）１１月７日の理事会で承認され

た「中期事業計画（平成２９年度（２０１７年度）から５年間）」に基づくものであり、そ

の研究開発テーマは、以下の通りである。 

[研究開発部門] 

（１）新機能材料創生部門 :「新機能電磁材料の研究開発」 

（２）デバイス用高機能材料開発部門 :「デバイス用高機能薄膜材料の研究開発」 

（３）次世代デバイス開発部門 :「次世代デバイスの研究開発」 

[開発施設] 

（４）素形材開発施設 :「次世代バルク機能材料の開発及びその試作研究」 

（５）デバイス開発施設 :「高性能電磁素子及びデバイスの試作研究」 

 

２－３ 各研究開発部門及び開発施設の研究開発計画 

本年度の各研究開発部門及び開発施設の研究開発計画内容は、以下の通りである。 

 

[１] 新機能材料創生部門 

本部門は、異種の機能材料をナノサイズで複合化し組織制御するなどにより、電磁に関

係する新機能性、高次機能性及び複合機能性を発現する新たな実用的機能材料を創生する

ことを目的とする。 

この目的を達成するために、本年度に計画している研究開発の題目及びその内容並びに研

究担当者は、以下の通りである。 

（１） 透明強磁性ナノグラニュラー薄膜の磁気光学効果に関する研究 

(小林主席研究員，池田主任研究員) 

本部門では、スッパタ法により成膜された磁性ナノグラニュールとフッ化物や窒化物

等のマトリックスから成るナノグラニュラー薄膜が、可視光から光通信領域を含む広い

波長帯域の光に対して優れた透過性を示すと共に、室温で強磁性を示す『透明強磁性体』

であり、光通信帯域の波長光において従来材料の 40 倍もの巨大ファラデー効果を示す

ことを世界に先駆けて見出した。 

本研究は、光透過性能に優れかつ大きなファラデー回転角を有する、即ち性能指数の
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大きなナノグラニュラー薄膜材料の開発を目指す。 

昨年度は、ナノグラニュラー薄膜の性能指数が加熱基板上への成膜、更には成膜後の

熱処理によって大幅に改善することを明らかにした。 

本年度は、これら加熱及び熱処理条件の最適化を進め、ナノグラニュラー薄膜の性能

指数の更なる向上を目指す。 

また、詳細な構造解析及びナノグラニュールの磁気モーメントの解析を行い、巨大フ

ァラデー効果の発現メカニズムについて更なる検討を進めると共に、企業等と協力して

光学デバイスへの応用を検討する。 

（２） ENZ（Epsilon Near Zero）マトリックスを用いたナノグラニュラー薄膜の検討 

(池田主任研究員、小林主席研究員) 

ナノグラニュラー薄膜は、磁性ナノグラニュールのマトリックスとの界面近傍の磁気

モーメントがエンハンスされることにより巨大なファラデー効果が発現すること、マト

リックスの結晶性に由来する高い光透過性を有すること、微細加工しても光学特性が劣

化しにくいことなどから、集積フォトニクスデバイスへの応用が考えられる。また、光

導波路用コア材として使用した場合、更なる磁気光学特性の向上を図ることにより、既

存材料では実現困難な特異な現象の発現も期待される。 

本研究は、集積フォトニクスデバイス及び光導波路用コア材として使用可能な大きな

ファラデー効果を有するナノグラニュラー薄膜の実現を目的とする。 

本年度は、誘電率の実数成分がほぼ零である ENZ（Epsilon Near Zero）材料をマトリ

ックス材として採り上げ、誘電率の対角成分を減少させることにより大きなファラデー

効果を示す新たな材料の実現を目指す。 

（３） 光機能性酸化物薄膜の光触媒特性に関する基礎研究 

(阿部主席研究員) 

サステナブル社会の実現に向けて、環境浄化や希少元素を使わない材料体系の構築が

求められている。 

本研究は、ありふれた元素である「鉄」に着目し、この鉄酸化物に機能性を発現する

第三元素を添加し熱処理を施すことにより形成される特異な相構造と、その光触媒特性

との関係を検討することを目的とする。 

昨年度は、Ge を添加した Fe3O4薄膜を大気中で熱処理すると、膜表面にナノメートル

スケールの凹凸構造を有するα-Fe2O3 層が自己形成され、疑似太陽光照射下で、純α

-Fe2O3単体よりも優れた光触媒機能を発現することを見出した。 

本年度は、これまで研究対象としてきた薄膜試料の他に粉末試料を新たに採り上げ、

大気中熱処理条件を種々変え、それにともなう試料表面の特異な相構造と光触媒特性と

の関係を検討する。 

（４） 鉄酸化物エピタキシャル単結晶薄膜の合成 

（渡邉主任研究員） 
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Fe3O4 薄膜は、ハーフメタルであるため強磁性トンネル接合の磁性層として用いると

理論的には無限大の MR比が予想され、第三世代 Spin Transfer Torque(STT)-MRAM 用の

垂直磁化層への応用が期待される。 

本研究は、Fe3O4薄膜に垂直磁気異方性を付与することを目的とする。 

昨年度は、SrTiO3(111)基板上に成長させた Fe3O4(111)エピタキシャル膜が垂直磁化膜

となることを見出した。 

本年度は、SrTiO3(111)基板とFe3O4(111)の格子定数のミスフィットが約7%と大きく、

このミスフィットが垂直磁気異方性の発現に関連すると考えられることから、ミスフィ

ット値を種々変えた基板を用い垂直磁気異方性との関係を検討する。 

また、得られた Fe3O4薄膜の磁化及びトルク特性などの静的磁気特性の他に、MRAM に

要求されるダンピング定数等についての検討も行う。 

 [２] デバイス用高機能材料開発部門 

本部門は、センサ、高周波デバイス及びアクチュエータ等のデバイスの高性能化を図るた

め、それらを構成する電磁薄膜材料の高機能化と新規機能薄膜材料の開発を目的とする。 

この目的を達成するために、本年度に計画している研究開発の題目及びその内容並びに研

究担当者は、以下の通りである。 

（１） 新規高性能ひずみセンサ薄膜及び素子に関する基礎的研究 

（丹羽主席研究員） 

本部門で開発した Cr-N 薄膜ひずみセンサは、高感度ひずみ特性及び安定した

温度特性を有することから、各種力学量計測に使用されている。 

昨年度は、第一原理計算により、スピン密度波の励起に起因する磁気体積効

果が Cr-N 薄膜の高ゲージ率発現要因のひとつであることを明らかにした。また、

Cr-N ひずみセンサが持つ大きな横感度特性を有効利用することにより、新たな

小型・高感度力学量計測センサが実現可能であることを示した。 

本年度は、Cr-N 薄膜中の窒素原子がひずみ特性に及ぼす効果について理論的

検討を進め、更なるひずみセンサ特性の向上を目指す。 

また、Cr-N 薄膜ひずみセンサの横感度特性を利用したデバイスの用途開拓を

進める。 

（２） 特殊環境用新規ひずみセンサ素子の開発研究 

（丹羽主席研究員） 

内燃機関や各種プラント等における高温環境、或いは高圧水素雰囲気中などの特殊環

境下での力学量計測のため、それらの環境下でも安定した高感度ひずみ特性を有する安

価なひずみセンサの実現が熱望されている。 

昨年度は、高温用Cr系ひずみセンサ薄膜の高温における電気抵抗の優れた安定性は、

大気中熱処理を施すことにより薄膜表面に自然形成される酸化層が薄膜内部の酸化の
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進行を阻止することに起因することを明らかにすると共に、700℃で熱処理してもゲー

ジ率は殆ど劣化せず性能が保持されることを確認した。 

本年度は、650℃まで使用可能な高性能ひずみセンサ薄膜材料の実現を目指し開発を

継続する。 

また、高圧水素ガス環境下で安定して使用可能なひずみセンサとして、本分野で開発

した Cr-N 薄膜/ジルコニア基板素子の実用化に向けた検討を進める。 

（３） 高周波ナノグラニュラー薄膜の下地層の検討による実用膜の開発 

（直江主任研究員） 

近年、電子機器の高周波化に伴い、高周波帯域でも優れた磁気特性を維持し、機器の

高周波化に対応可能な磁性薄膜材料の実現が望まれている。例えば、磁気素子として良

く知られるインダクタでは、100 MHz 帯域で高透磁率と低損失特性を併せ持つ薄膜材料

の開発が熱望されている。 

本研究は、このインダクタ用薄膜材料として、高電気抵抗特性有し強磁性共鳴周波数

が高いナノグラニュラー薄膜を採り上げ、その磁気特性の薄膜面内等方性化及び強磁性

共鳴半値幅の低減化を図ることを目的とする。 

昨年度は、高周波磁気特性の面内等方性化の実現を目的として磁化が互いに直交した

ナノグラニュラー膜を多重に積層した薄膜構造体を作製し、基板と薄膜との界面に形成

される下地層が面内等方性化に大きな影響を及ぼすことを明らかにした。 

本年度は、この下地層の面内等方性化に及ぼす効果の解明を図ると共に、強磁性共鳴

半値幅の低減化の検討を進める。 

（４）非鉛系圧電セラミック膜の形成及びデバイス化に関する研究 

（川上主任研究員） 

本研究は、ステンレス基材上にエアロゾルデポジション法により鉛フリー高性能圧電

セラミック厚膜を形成し、IoT における情報の無線送受信のための振動発電デバイスへ

の応用を目的とする。 

昨年度は、圧電膜の材料、膜形状及び素子構造を種々検討し、片持ち梁構造とした場

合、1 回のスナップ振動で約 40μJ のエネルギーが発電可能であることを確認した。 

本年度は、発電エネルギーの更なる増大を目指し、成膜時に使用する粉末材料の粒径

及び性状、成膜条件、熱処理条件等を詳細に検討して圧電特性の向上を図る。 

[３] 次世代デバイス開発部門 

本部門は、次世代社会の発展に必要不可欠な電気・電子機器の高性能化及び高品位化を図

るため、それら機器を構成する情報処理・制御、電磁変換及び生体情報等に関連する新たな

高次機能デバイスを創成すること目的としている。 

この目的を達成するために、本年度計画している研究開発の題目及びその内容並びに研究

担当者は、以下の通りである。 



 7

（１） 多次元磁気情報センシング技術の研究開発 

（早坂主席研究員） 

次世代社会では、様々な電気・電子機器、土木構造物、生物などから発生する磁気エ

ネルギーを可視化して内部情報を非破壊で検知し、動作状態や機能を診断するための新

たな技術開発が望まれている。 

昨年度は、生体の活動に伴って発生する極微弱な磁気信号の計測を目的として、

CPW 線路上に軟磁性薄膜を配した高周波キャリア型磁気センサ素子と信号検出モジュー

ルを試作し、検出可能磁界の限界値として従来の GIGS○R 磁気センサの 1000 分の 1 以下

である約 0.04nT を確認することができた。このセンサは、伝送線路の動作伝送行列の 

S11 要素成分を活用するもので、検出磁界の高感度化と素子の小型化の両立が期待され

る。 

本年度は、検出磁界感度の更なる向上を図ると共に、センサ素子を組み合わせて

3×3ch のアレイ構成したセンサモジュールを試作し、生体等から発生する磁気エネ

ルギーの可視化に関する基礎的検討を行う。 

（２） 磁気光学応用デバイスの開発 

（大場特任研究員） 

本研究は、新機能材料創生部門で研究開発が進められつつあるナノグラニュラー薄

膜が持つ優れた磁気光学効果を有効に利用した新規な磁気光学デバイスの開発を目的

とする。 

昨年度は、超常磁性を示す FeCo-MgF 系ナノグラニュラー薄膜のファラデー効果を利

用したプローブ型光磁気センサの検出感度の向上とセンサの小型化を図るため、光学系

を改善した新たなプローブの試作を行った。 

本年度は、昨年度に引続きセンサの更なる検出感度の向上及び小型化を図ると共に、

検出磁界成分の多次元化を検討する。 

（３） 三次元位置計測システムの研究開発 

（若生特任研究員） 

人体の動きや物体の移動などを連続的に計測する技術は、スポーツ、リハビリテー

ション、更には人間工学に基づく機器設計など様々な分野への応用が期待される。 

本研究は、遮蔽環境下等でも安定して計測可能な新たな磁気式三次元位置計測シス

テムの実現を目的とする。 

   昨年度は、３本の指先それぞれに磁気マーカを装着し、各々の指（マーカ）の動きを

同時計測する三次元位置計測システムにおいて、指が静止した状態での位置計測並びに

指の位置を高速度・高精度で推定するアルゴリズムの検討及び指の推定位置を可視化す

るソフトウェアの開発を行い、計測システムとしての基本性能の評価を行った。 

本年度は、この計測システムを用い、３本の指を動かした場合の連続的位置計測を行

うと共に、計測精度の向上及び計測可能空間領域の拡大を検討する。 
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また、この三次元位置計測システムを展示会等に出展し、新たな用途開拓や問題点の

抽出を行う。 

（４） 装着型小型運動情報計測システムの研究開発 

（佐々木研究員） 

本研究は、運動情報や歩行時の転倒の原因となる動き等を検知して外部に送信する

装着型小型運動情報計測システムの実現を目的とする。 

昨年度は、歩行時に靴底の各部に加わる反力を検出するセンサ部が靴底内部に完全

に内蔵されて外観上普通の靴と殆ど変わりなく、また、得られた反力情報を無線で外部

に送信する靴底反力計測システムを完成させた。 

本年度は、このシステムに方位センサ、加速度センサ等を組み込み、多機能化を進

め、歩行時の歩き癖や疾病等により多様化した歩行状況の計測も可能な運動情報計測シ

ステムの実現を図る。 

また、上述の靴底反力計測システムを展示会等に出展してデモンストレーションを

行い、実試験を希望する研究者に複製した計測システムを貸し出すなどして、様々な分

野での用途開拓を行う。 

[４] 素形材開発施設及びデバイス開発施設 

素形材開発施設及びデバイス開発施設は、上記３研究開発部門が実施する研究開発事業に

おいて、材料、素子及びデバイスの試作並びにそれらの性能評価に関し全面的な支援を行う

と共に、それらの製造技術及び評価技術に関する独自の開発を行う。更に試作開発研究とし

て、外部機関の求めに応じて本法人の研究開発成果である素形材並びに電磁素子及びデバイ

スの試作品の提供も行う。 

また、素形材開発施設では、昨年度は、バルク機能材料の溶解技術を改善することにより

試作品提供先での加工工程の歩留まりの大幅な改善に寄与することができた。 

本年度も引き続き素形材開発相談室の協力を得ながら、試作品の高品質化に積極的に取り

組んで行く。 

デバイス開発施設では、本年度は、昨年度に引続き種々の形状の起歪体上に Cr 系ひずみ

センサを作製可能とする成膜技術及び微細加工技術の検討を進め、外部機関からの様々な要

求に迅速かつ的確に応じられる体制の構築を目指す。 

 

３ 収益事業 

 

上記の公益目的事業のほか、本法人の目的を達成するために必要な事業として、下記の収

益事業を行う。 
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３－１ 知的財産権の供与   

機能材料及びデバイスに関し、本法人が所有する有効な特許件数（登録及び出願中の特許)

は、国内７６件、国外３件（４カ国）である（２０１９年１２月１日現在）。 

本事業は、これら知的財産権の実施を希望する企業に実施権を供与し、企業活動の中で幅

広く利用し、社会に役立ててもらうことを目的とする。これら知的財産権についての問い合

わせには、事業支援室が対応する。ただし、供与する知的財産権は、「できるだけ多くの企

業を対象にして広範囲な普及を図る」という本事業の基本方針に基づき、原則として、通常

実施権とする。 

 

３－２ その他の収益事業 

本法人は、「その他の収益事業」に該当する事業として、本法人が所有する土地の一部を

電柱等敷地として東北電力に賃貸する事業を行う。 

 


