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平成２０年度日本大学学術研究戦略プロジェクト 
戦略推進事業（ユニバース型）計画研究実績報告書 

 
平成 ２１年 ４月 ８日 

日 本 大 学 総 長  殿 
 
 

研究代表者 
 氏   名 大月 穣     印 
 所属・資格 理工学部・准教授   

 
 下記のとおり報告いたします。 

 
１ 研究課題 

    ナノ物質を基盤とする光・量子技術の極限追求 

２ 研究期間 

    平成２０年 ７月 から 平成２１年 ３月 まで 

３ 予算額および執行額 
 

    予算額  6,249,000 円 

                 
 

執行額  6,248,870 円 

４ 研究の目的 

 

  本研究は，社会から最も深刻な技術的要請がある，情報，エネルギー，医療分野について，

国内トップクラスの実績がある我々のナノ物質を用いた光・量子技術を，学部連携に基づい

てさらに発展させることにより， 

  ●重点課題１―情報：超高速・超高密度記録および量子情報処理技術の極限， 

  ●重点課題２―エネルギー：ナノ構造による太陽光エネルギー利用技術の極限， 

  ●重点課題３―医療：医療応用のためのナノバイオ技術の極限 

を追求し，新規高度化技術として応用をはかる． 

  これらの重点課題追求のために必要な共通の科学技術基盤を確立するために， 

  ●基盤課題：ナノ物質系と光・量子融合領域の未踏科学開拓と新規技術創出 

を併せて推進する．すなわち，超分子，自己組織，ナノ物質，ナノデバイス，そして量子理

論と計算を融合した学際研究によって，ナノ物質系と光の相互作用を科学的に解明し，情報，

エネルギー，医療のためのナノ材料，技術を開発し，さらに革新的な技術シーズを創成する． 

  これらの成果を，学際領域の新しい科学，新しい技術として社会に提供し，その過程で社

会に活力を与える人材を輩出し，「健やか未来の想像」のために貢献する． 

  なお，「計画研究」期間は，各研究者間の共同研究を発展させる特に大事な期間であること

を考慮して，チームメンバーの顔合わせ，ネットワーク構築，外部共同研究者との打ち合わ

せを集中的に行うことによって，プロジェクト研究計画を具体化することを目的とした． 
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５  研究組織 
・研究代表者 

 
  大月穣 
 
  ・研究分担者 
 

  浅井朋彦，淺田泰男，伊掛浩輝，石田浩，伊藤彰義，井上修一郎，岩田幸，遠藤克， 
  大貫進一郎，加野浩一郎，草深竹志，桑本剛，佐甲徳栄，鈴木薫， 
  高瀬浩一（8月 23日まで），高野良紀，高橋悟，高橋元一郎，茶圓茂，塚本新，中川活二， 
  永瀬浩喜，西宮伸幸，羽柴秀臣，橋本拓也，福田昇，藤川和男，松下祥子，松本宜明， 
  望月章介，山崎恒樹，  
 

 
６  研究の結果 

（※  執行された研究費と関連付けて研究の成果をご記入ください。） 
（※  研究チームの打ち合わせや調査を実施した場合は，その詳細［打ち合わせであれば， 

開催日・メンバー・内容等，調査であれば，調査日・調査先・調査の内容等］を 
ご記入ください。） 

 
 平成 20 年度は，平成 21 年度からの指定研究のスタートダッシュのために，各研究者間の
共同研究を発展させる特に大事な期間であることを考慮して，チームメンバーの顔合わせ，ネ

ットワーク構築，外部共同研究者との打ち合わせによって，プロジェクト研究計画の具体化を

集中的に行った．また，一部研究課題については，指定研究のための予備実験を進めた．（研

究費は 100千円以上の項目を記載した．） 
 
１．チーム全体としての活動記録 

2008年 
6月 30日 計画研究決定通知！ 
7月 14日 第１回学術戦略会議との協議 
8月 21日 第１回全体会議，第４回ビジネスミーティング，指定研究計画書第１版発行 
9月 22日 各計画研究の本部説明会 
9月 29日 第２回全体会議，第５回ビジネスミーティング，指定研究計画書第２班発行 
9月 30日 研究計画再提出 
10月 6日 第３次審査（最終ヒアリング） 
10月 20日 研究委員会・指定研究（案）決定 
10月 28日 常務理事会・指定研究決定！ 
11月 19日 第６回全体ビジネスミーティング 
2009年 
1月 21日 班長会議（駿河台） 
1月 23日 計画書決定版提出 
2月 27–28日 第３回全体会議（リトリート），第７回ビジネスミーティング 
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２．全体会議および指定研究計画書発行 

（１）第１回全体会議，8月 21日，駿河台 
 計画研究スタート時に，各自の研究内容，研究計画をお互いに理解し，懇親を深め，共同研

究をスタートすることを目的として，18 件の研究計画発表を行った．既にチームができて半
年の間に，学部横断型の共同研究の具体化が進んでいる報告が多数なされた．具体的な研究計

画を記載した「指定研究計画書第１版」を作成，発行した． 
参加者：大月穣，淺田泰男，伊掛浩輝，伊藤彰義，大貫進一郎，桑本剛，佐甲徳栄，鈴木薫， 
        高野良紀，茶圓茂，塚本新，中川活二，永瀬浩喜，西宮伸幸，羽柴秀臣，松下祥子， 
        望月章介，山崎恒樹 
 
（２）第２回全体会議，9月 29日，駿河台 
 指定研究用の学部連携共同研究の具体的な研究計画を立案することを目的とし，今回は各自

の研究計画に加えて，分野横断の共同研究の要になる技術や研究上のトピックスの発表を行っ

た．あわせて，具体的な共同研究計画をブラッシュアッップした「指定研究計画書第２版」を

作成した（学術戦略会議に提出済）．（印刷費 162千円等） 
参加者：浅井朋彦，伊掛浩輝，伊藤彰義，行方直人（井上研），大月穣，桑本剛，佐甲徳栄， 
        鈴木薫，高野良紀，塚本新，中川活二，渡部隆義（永瀬研），羽柴秀臣，橋本拓也， 
        藤川和男，望月章介，山崎恒樹 
 
（３）第３回全体会議（リトリート），2月 27―28日，熱海  
 今回は，グループ研究としてのまとまりを作り上げていくため，個人ではなく班長による，

これまでに具体化してきた各班の研究計画発表をメインに行った．その他，興味深いトピック

スの発表，ディスカッション，共同研究の打ち合わせ，およびアイディアの創造を行った．（宿

泊費 180千円等） 
参加者：浅井朋彦，淺田泰男，石田浩，伊藤彰義，井上修一郎，大月穣，大貫進一郎， 
         加野浩一郎，桑本剛，佐甲徳栄，鈴木薫，高野良紀，茶圓茂，塚本新，中川活二， 
         永瀬浩喜，西宮伸幸，羽柴秀臣，橋本拓也，松下祥子，山崎恒樹，渡邊隆義（永瀬研）， 
        信末博行（加野研） 
 
３．新規メンバーによるチーム強化 

  8 月 30 日付け「学術研究戦略会議への回答書」で述べたチーム強化のため，５名の新規メ
ンバー追加を行った．このうち医療班には４名のエキスパートに加わっていただいた：PI ポ
リアミドの臨床研究の福田昇（医学部・遺伝子治療学），前臨床試験における薬物動態解析の

松本宜明（薬学部・臨床薬物動態学），動物実験の遠藤克（生物資源科学部・動物生体機能学，

やむなく指定研究には加わらない），幹細胞技術を用いた新規疾患モデル作成の加野浩一郎（生

物資源科学部）．また，ナノ物質基盤分野として，ナノファブリケーションの強化のために，

岩田展幸（理工学部）に加わっていただいた．これでチームは５学部１研究所１研究科からな

ることになり，より全学的なチームになった． 
 
４．運営体制整備 

（１）チーム内体制整備 

 研究チーム内では，ナノ物質基盤系と極限追求系それぞれに班を設け班長を中心として，常

に班内・班間の研究進捗状況が充分把握できる体制で研究が進められるようにした． 
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  班および班長 

  基盤：超分子・自己組織班        伊掛浩輝 
      ：ナノ物質・ナノデバイス班  鈴木薫，橋本拓也 
      ：量子理論・計算班          佐甲徳栄 
  情報班：                        井上修一郎，中川活二 
  エネルギー班：                  淺田泰男 
  医療班：                        永瀬浩喜 
 

 
 
（２）研究評価委員と広報アドバイザー 

 指定研究開始にさきだって，インパクトのある研究成果を出していることを外部に対して保

証できる，すなわち説明責任を果たせる研究体制をつくるため，専門分野ごとに学外を中心と

した評価委員をお願いしたところ，そうそうたるメンバーに引き受けていただいた．さらに，

社会に対する成果発信のため，サイエンスコミュニケーションの専門家に広報アドバイザーに

就任していただいた．日本大学の全学的な立場からは学術研究戦略会議に評価をお願いし，ま

た，運営方法，進捗状況等もあわせて相談させていただき，当初の研究目的達成を実現したい． 
 
  研究評価委員 

  全般，医療：      齋藤烈，日本大学工学部次世代工学技術研究センター（NEWCAT) 
  ナノ物質基盤：    有賀克彦，物質・材料研究機構，超分子グループ，ディレクター 
  情報：            末宗幾夫，北海道大学電子科学研究所ナノテクノロジー研究センター 
  エネルギー：      三宅淳，産業技術総合研究所，セルエンジニアリング研究部門 
  医療：            Allan. Balmain，University of California, San Francisco 
  広報アドバイザー：木村政司，日本大学藝術学部デザイン学科 

 
５．班内，班間，共同研究者間の研究活動 

５－１．超分子・自己組織班 
（１）超分子・自己組織班班会議 

第１回 12月 8日，駿河台．出席者: 伊掛，伊藤，大月，塚本 
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第 2回 1月 20日，桜上水．出席者: 伊掛，伊藤，大月，塚本，松下 
（i）研究テーマの進捗状況，（ii）連携研究員（室賀嘉夫博士）の受け入れ，（iii）平成 21 年
度超分子・自己組織班予算計画について議論し，（iv）班内及び情報，エネルギー，医療の各
班との連携を図る，超分子・自己組織班研究計画を作成した．  
 
（２）予備実験および共同研究 

  超分子・自己組織班内では，文理学部と理工学部間の連携を進めている．例えば，松下が学
生とともに伊掛研究室を訪問し，共同研究打ち合わせを行った． 
  また分子自己集合に関する予備的な検討を進めた．大月は，１つの原子の周りの分子の回転
を直接観察することに初めて成功した．（ACRアセトン-d6他 101千円，Acetonirile anhydrous
他 274千円等） 
 

（３）ナノ物質・ナノデバイス班，情報班との共同研究 

・セミナー，7月 11日，桜上水．羽柴が，松下研究室で，"QD detector for Passive Terahertz Imager"
のタイトルで講演を行い，フォトニック結晶型電極の作製およびその測定に関する共同研究打

ち合わせを行った． 
・共同研究学会発表．三好早希，羽柴秀臣，松下祥子「微粒子自己集積体を利用したメタマテ

リアルの作製」日本化学会第８９春季年会，日本大学，3月 27-30日．要旨には入ってないが
当日は伊藤，塚本も共同研究者として発表された． 
・共同研究．文理学部松下研究室の学部 4年生三好が数回にわたり理工学部伊藤・塚本研究室
へ訪問し、実験装置を使用した． 
・共同研究打ち合わせ．井上と大月と双方の学生１名ずつとで，有機ナノ結晶からの単一光子

発生の共同研究について打ち合わせを行った．（駿河台） 
・セミナー，2月 2日，駿河台．伊藤研のDr. Chen Zhiminが大月研で"Synthesis and Properties 
of Some Metal(II) Hydrazone Complexes for Application as Recordable Blu-ray Recording 
Media"と題するセミナーを行った． 
 

５－２．ナノ物質・ナノデバイス班 

（１）ナノ物質・ナノデバイス班（理工）班会議 

12月 18日，駿河台．出席者：鈴木，羽柴，高野，浅井 
  班内での共同研究の可能性について議論し，薄膜形成などにおける研究体制をグループ内に
構築した． 
・羽柴の単一光子検出器作製と高野の超伝導薄膜作製を組み合わせ、新規のデバイスを創成す

る． 

・浅井の磁化プラズマガンと鈴木の水素発生材料の薄膜堆積技術及び西宮の水素吸蔵材料技術

を組み合わせ、新規の水素発生／吸蔵デバイスを創成する． 

 

（２）班内共同研究 

  橋本の所有している微細粉末合成技術，CeO2 の酸素不定比性についての知見，結晶構造解

析技術が望月の計画しているガス吸収・貯蔵材料の探索および機構解析に使用できることが判

明した．平成 21 年度からは望月研究室で研究員をしていた藤代史博士が橋本研究室付の助教
に採用されることが決定され，今後の共同研究発展に大きな期待が持てる． 
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（３）班間の共同研究 

  平成 21 年度は超分子・自己組織班に属している文理学部・松下祥子准教授が走査型二次電
子顕微鏡を導入する予定である．これは望月・茶圓・橋本が行おうとしているナノ～マイクロ

レベルの組織観察に充分に対応していることを確認した．また松下准教授は回折法による構造

解析を希望しているが，これは橋本がアドバイザーとなることが確認できた． 
 

（４）大学院生の国際学会派遣 

 チームからの成果発信と大学院生の支援を兼ねて，国際学会発表をサポートした．極限的に

高い閉込め効率をもつ磁場反転配位の物理特性の制御に関する研究成果発表のため，松澤芳樹

（浅井研，博士後期課程），山本直樹（浅井研，修士前期課程）の２名を韓国・太田で開催さ

れた 7th International Conference on Open Magnetic System for Plasma Confinementへ派
遣した． 
 
（５）国内外，産官学共同研究体制の確立 

・量子ビットナノデバイス作製，二次元層状ナノ物質合成等をすすめた．（AutoCAD 156千円，
粒状アルミニウム他 954千円，液体ヘリウム 151千円，） 

・以下の研究機関と共同研究体制を確立した：東京大学大学院総合文化研究科小宮山研究室 小
宮山進教授；Royal Holloway University of London, Physics Department, Dr. Vladimir Antonov；
NTT物性科学基礎研究所 
・燃料電池用セラミックスの機械強度測定について，東北大学多元物質科学研究所の水崎純一

郎教授との共同研究体制が整った． 
 
５－３．量子理論・計算班 

  理論・計算班では，主に電子メールを用いて，班の運営・研究の方向性について議論を行っ

た．まず，各メンバーの研究特色を生かして，本プロジェクトの柱である量子情報，情報記録，

光エネルギーおよびナノ物質について，その理論的基盤を強化・解明していくための体制作り

を行った．具体的には，藤川が量子情報，大貫および佐甲が情報記録，山崎が光エネルギー，

石田がナノ物質を担当する．プロジェクト内の共同研究としては，藤川-井上グループ，大貫-

中川グループ，佐甲-塚本グループの共同研究が既にスタートしている．今後は，計画研究に

おいて構築された共同研究体制に基づいて研究を推進し，具体的な研究成果へとつなげる． 

 

（１）研究成果例 

  理論・計算班の研究成果の一例として，佐甲とストラスブール大学・Hervieux 教授(海外招

聘研究者)との共同研究によって得られた，磁性原子内包型量子ドットの光応答についての結

果を下図に示す．量子ドットに磁性原子を内包させることによって，振動子強度がプラズモン

励起近傍のスピン電子準位に分配されることを示している．この結果は，適切な励起波長を選

択することによって，磁性原子のスピン状態を制御できる可能性を示唆している． 
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擬 1次元人工原子の振動子強度分布. 各図右上は磁性原子の数および空間配置の模式図. 

 

（２）国際共同研究 

・共同研究打ち合わせ，9月 6–21日，ミュンヘン．佐甲が，プラズモンの理論モデルについ
て，Geerd Diercksen教授（マックスプランク研究所・宇宙物理部門）と打ち合わせを行っ
た． 
・招聘．11月 8–18日，船橋．Paul-Antoine Hervieux教授（ストラスブール大学・材料物理
化学研究所）を共同研究のため招聘し，磁性原子を内包した量子ドットの電子構造について

議論を行い，理論モデルの構築を行った．また，量子理論・計算班の共同研究の打ち合わせ

を行った． 
・セミナー，11月 13日，船橋．Paul-Antoine Hervieux教授による"Quantum hydrodynamic 

model for the nonlinear electron dynamics in thin metal films"と題するセミナーを行っ
た． 

 
（３）情報班との共同研究 

・共同研究打ち合わせ，8 月 3 日，船橋． 塚本と佐甲が，超短時間スケールにおける光・電
子相互作用に関する研究打合開始． 

・共同研究打ち合わせ 

    以下に開催日一覧を示すように，中川，芦澤（中川研），大貫を中心に，極めて実質的か

つ緊密に近接場情報書き込みに関する研究打ち合わせを行っている．  

  開催日一覧：8月 7日，船橋；11 月 24 日，駿河台；12 月 12 日，駿河台；12 月 26 日，駿河

台；1 月 6 日，駿河台；1 月 22 日，駿河台； 1 月 30 日，駿河台；2 月 5 日，駿河台；2 月

12 日，駿河台；2月 19 日，駿河台；3月 12 日，駿河台；3月 26 日，船橋． 

 

５－４．情報班 

（１）情報班（量子情報）班会議 

・11月 4日，駿河台．出席者：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣，行方直人，藤井剛 
  各自の研究テーマの紹介および今後の展開について議論した． 
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・12月 25日，駿河台．出席者：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣，行方直人 
  各自の研究テーマに関する世界的動向などについて議論した． 
・1月 8日，駿河台，出席者：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣，行方直人 
  ５年間の研究計画について議論した． 
・1月 13日，駿河台．出席者：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣，行方直人 
  来年度の具体的な研究計画および予算について議論した． 
 

（２）情報の超高速書き込みに関する国際共同研究 

・国際共同研究．超短時間光・磁性体間作用に関する共同研究につき，4月 28日―5月 1日，
塚本がオランダで打ち合わせ，7 月 5 日，作製試料をオランダへ送付，8 月 31 日―9 月 6
日，オランダにて打ち合わせ，実験を行った． 
・招聘，11月 11日―18日，船橋．Dr. Alexey Kimelをオランダより本学へ招聘，情報の超
高速書き込みに関する共同研究打ち合わせを行った．（航空運賃 113千円等） 
・セミナー，1月 16日，船橋． Dr. Alexey Kimel（オランダラドバウト大学分子材料研究所
固体／表面分光学科）による“Physics of Ultrafast Magnetism: Ferromagnets vs 
Antiferromagnets”と題するセミナーを行った． 

 

（３）量子情報に関する国内外共同研究 

・招聘．スウェーデン王立工科大学のグンナー・ビヨルク教授を招聘し（9 月 1 日―9 月 30
日），タイプ IIパラメトリック下方変換により発生される光子対によるシュレディンガーの
猫状態生生成に関して議論し，従来とは異なるシュレディンガーの猫状態の生成方法を見出

した．現在，そのアイデアを実証するための実験準備を進めている．（宿泊料 360千円等） 
・国際会議．井上は，量子暗号の会議（the SECOQC international conference，10月 8日か
ら，ウイーン）に出席し，G. Ribordy社長（スイス，id Quantique社）と技術移転，招聘
に関する打ち合わせを行った． 

・セミナー，10月 14日，駿河台．ナノ結晶からの単一光子発生の発見者である増尾貞弘（京
都工芸繊維大学，JSTさきがけ）を招聘し，「サイズ制御した有機構造体からの単一光子発
生」と題するセミナーを行った． 

 
（４）本年度の主な研究成果 

・ここ数年開発を行っている正弦波ゲート動作アバランシェ・フォトダイオードによる高速単

一光子検出に関して，駆動回路を改良することにより，世界最高速の 2 GHz動作を実現した. 
・タイプ II導波路型 PPLNにより発生させた量子もつれ光子対を正弦波ゲート動作アバランシ
ェ・フォトダイオードで検出することにより，非局所的な量子相関の測定を行った．得られ

た干渉度は，世界最高水準の 87.5 %であった．また，ベルの不等式（CHSH不等式）の破れ
を評価するための S値は 2.7±0.1であり，ベルの不等式が成立しないことを検証した． 
・ルビジウム 87原子の D1遷移（波長 795nm）における電磁誘起透過（EIT）現象に伴うスペ
クトルの観測に成功した．透明化の効率（透過率）として最大 80%を達成した． 
・EIT に伴って生じるパルス光の減速の観測に成功した．半値幅約 3 ms のパルス光をルビジ
ウム原子のガスセル中に入射し，364 ns遅延させた．これは光速を 137 km/sに減速したこと
に相当する． 
・光を保存するための媒質である，極低温原子気体を生成する装置の開発に成功した．また，

ほぼ純粋な量子気体であるボース・アインシュタイン凝縮体の生成にも成功した． 
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（上記実験用消耗品として，両側 FC 真空コネクタ 136 千円，APD ピッグテイル化 168 千円等） 

 

５－５．エネルギー班 

（１）エネルギー班班会議 
12月 17日，駿河台．出席者：淺田，大月，西宮，橋本，松下 
  各自の研究経過および研究計画を簡単に講演後，班内外での共同研究体制について討議し
た．  
 
（２）成果発信 

  西宮は，日本化学会第 89春季年会（3月 27日，日本大学理工学部船橋）で「持続可能な「健
やか未来」を構築する化学 ―総合力の中心をになう―」と題する特別企画を開催した．健や
か未来をスローガンとして，日本大学から澤口孝志（理工），青山忠（理工），東徹（商），佐

藤勇（量子科学研究所），岩村秀（総合科学研究所）が，さらに外部から５名の招待講演を行

った． 
 
５－６．医療班 

（１）ポリアミドミーティング（ポリアミド研究関係者を集めた研究リポート発表会，板橋） 
永瀬、福田は全て出席 
・4月 24日 発表者：永瀬浩喜 Peter Dervan教授（カリフォルニア工科大）とのミーティン
グ 報告 
・5月 8日 発表者：渡部隆義 ポリアミドの自動合成  
・6月 26日 発表者：羅智靖，梶原麻実子 FcRγに対する PIポリアミド開発  
・7月 24日 発表者：草深竹志，矢野隆光，RAJEEV MISHRA Ｍｙｃをターゲットにしたポ

リアミドの応用  
・8月 28日 発表者：永瀬浩喜 9月 16日 17日の「ポリアミドシンポの打ち合わせ会」 
・9月 17日 インターナショナルシンポジウム 
・9月 25日 発表者：井口晃史 PIポリアミドの RNA結合能の検討 
・10月 16日 発表者：王暁斐 A novel pre-transcriptional gene-silencing approach to human matrix 

metalloproteinase-9 (MMP-9)  
・10月 30日 学術フロンティア報告会 リサーチセンター４Fホール 
・11月 13日 発表者：福田昇 PIポリアミドの ADMEについて 
・12月 18日 発表者：成瀬健司 インプリンティング領域の PIポリアミド化合物による調節 
・1月 15日 発表者：齋藤孝輔，福島暁子，高橋利実 癌原因子 ZbTb7に対する PIポリアミ
ドの開発 
・1月 29日 発表者：王暁斐，陳敏 蛍光ラベルしたポリアミドの実験動物内動態 
・2月 12日 発表者：常見明子 ABCA1遺伝子をターゲットとする PIポリアミドの開発 
・3月 12日 発表者：渡部隆義 ユニークタイプＰIポリアミドによるＤＮＡ認識配列の拡張 
・4月 9日 発表者：木村真 ポリアミドを用いたヒストン修飾への挑戦 
 
（２）ポリアミド打ち合わせ 

・１月 26 日薬学部松本，大学院総合科学研究科福田，医学部永瀬で医学部リサーチセンター
においてポリアミド薬物動態について打ち合わせ 

・ピロールイミダゾールポリアミドを癌関連遺伝子 DNA の選択的発光プローブとして開発する
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研究計画を永瀬，渡邊（永瀬研），大月，諏訪（大月研）が，以下の打ち合わせを経て，立

案した：5月 13日，板橋；5月 19–20日，一ッ橋，日本ケミカルバイオロジー研究会にて；
3月 19日，市ヶ谷．  

 
（３）国際共同研究による社会発信 

  永瀬は，Peter Dervan（Caltech），Jackie Barton（Caltech），杉山弘（京大），菅浩明（東
大）教授らを招聘し，International Symposium on Molecular Recognition of DNA: Biological 
Applicationを開催した．新たな国際コンソーシウムの形成と国際学会の設立を目指した定期学
術集会の企画を決定した． 
  永瀬は「Pre-Transcriptional Gene Regulation for Molecular Targeting Cancer Therapy」および
「Pyrrole-Imidazole Polyamides: Lessons from Cell Proliferation Inhibition Assay for Anti-Cancer 
drug Screening」と題する講演，福田は「Development of a Novel Gene Silencer Pyrrole-Imidazole 
Polyamide Targeting TGF-β1」，大月は「Colorimetric Sensing of Duplex and Quadruplex DNA by 
Dinuclear Ruthenium(II) Complexes」と題する講演を行った． 
 
６．学部連携とそのアピール 

  学部連携とそのアピールの一つとして，11月 29日開催の理工学部学術講演会にて，理工学
部／文理学部合同の英語セッションの開催．両学部の研究者，学生が発表した．Nihon 
University, Nanotechnology Excellence-Nanomaterial based Photonic and Quantum 
Technologies-ナノ物質を基盤とする光・量子技術の極限追求（日本大学学術研究戦略プロジ
ェクト）．発表者は以下の通り． 
・Gunnar Björk (Royal Institute of Technolocy, Sweden), "Quantum error correction: an 

efficiency analysis" 
・Sk. Jamimuddin（大月，理工） (Assam University, Nihon University), "Coordination 

Chemistry of Ruthenium, Osmium, and Platinum with Arylazoheterocycles" 
・橋本（文理）"Fabrication of La0.70Ca0.05Sr0.25CrO3 Ceramics with High Mechanical Strength 

for Development of Solid Oxide Fuel Cells with High Reliability" 
・藤代史（望月，文理）"Photo-induced PL spectral change of oxygen storage material: 

(x)CeO2–(1–x)ZrO2 solid solutions" 
・ 諏 訪 和 也 （ 大 月 ， 理 工 ） "Photochromism of Shuttlecock- and Bowl-Shaped 

Phenylazopyridines and Its Application to a Supramolecular Photoswitch" 
 
７．外部資金申請 

（１）科学技術振興調整費「イノベーション創出若手研究人材養成」 

  2月 26日に応募した．課題名：「健やか未来創造へ人材養成日大プロジェクト」平成 21年
度から平成 25年度，8000万円×5年．毎年，博士後期課程学生 10名，ポスト・ドクトラル・
フェロー10名の１年分の経費を支出．本研究を皮切りに，引き続く N.研究プロジェクトで最
先端の学部横断・産官学連携研究の場で若手育成とキャリアパスの構築をはかる構想． 
 
（２）文理学部と理工学部とのチームメンバーの連携による研究費申請 

・松下祥子（文理），礒島隆史，羽柴秀臣（理工），“トップダウン・ボトムアップ両方式によ

るフォトニック結晶太陽電池”，平成 21 年度（2009 年度）科学研究費新学術領域，2009
年度, 1,872,000円，2010年度，1,900,000円，申請中． 
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・松下祥子（文理），羽柴秀臣（理工），礒島隆史，“電池系フォトニック結晶による新奇光電

エネルギー変換反応の解明”，平成 21年度（2009年度）科学研究費特定領域，2009年度，
2,382,000円，2010年度，2,400,000円，申請中． 

 
８．研究サポート 

（１）チーム内ネットワーク． 

  駿河台（理工），船橋（理工，薬），桜上水（文理），板橋（医），湘南（生物資源科学）の地
理的な距離を克服して，研究情報を共有化して連携を強化するために，理工学部情報教育セン

ター開発によるWeb会議システムを活用した「NanoPQT」（Nanomaterial-based Photo and 
Quantum Technologies）の試用を行った．メンバーが ID とパスワードでアクセスし，研究
情報などの情報共有が可能になっている．また，全員にWebマイク，カメラを配布し，Skype
にメンバー登録し，離れたキャンパス間の研究者間で，いつでも自由にオンラインでディスカ

ッションができる体制を作った． 
 
（２）臨時職員 

  研究者ができるだけ研究に専念できるようにするため，臨時職員１名を雇用し，プロジェク
ト研究の間接業務を担当してもらった．（給与，月当たり 120千円，119千円，110千円，136
千円，ノートパソコン 189千円等） 
 
（３）ホームページ 

  外部に向けた研究成果発信，チームの PR，また内部用には共通機器予約システム等に利用
するホームページ作製を進めている．現在ほぼ原案ができた状態であり，新年度早い段階でオ

ープンにする予定である． 
 
９．チームメンバーの業績詳細 

  2008（平成 21）年度のチームメンバーの業績詳細は別紙にまとめた． 
 
７ 今後の展開 
（※ 計画研究を実施して，当該研究課題の今後の展開について明記してください。） 

（※ 外部資金の申請を予定する場合は、「外部資金名称」「支給元」「研究期間」「資金額」 

「課題名」等必要な事項をご記入ください。） 

 

１．概要 

  「計画研究」期間を通して，チームメンバー間のコミュニケーション，ネットワーク構築，

外部共同研究者との打ち合わせ，そしてチーム内部の研究体制整備，外部研究者による評価，

広報体制を整え，プロジェクト研究計画の具体化を集中的に行った．幸いなことに，「指定研

究」に選定されたので，これまでの準備をフルに活用して，平成 21年度からの指定研究をス
タートダッシュさせる計画である． 
  ナノ物質，ナノデバイスと光が関わる分野の科学と技術をさらに発展させ，それに基づいて
情報，エネルギー，医療の諸問題の解決をはかる．情報分野では，超高速・超高密度記録およ

び量子情報処理技術の極限，エネルギー分野では，ナノ構造による太陽光エネルギー利用技術

の極限，そして医療分野では医療応用のためのナノバイオ技術の極限を追求し，新規高度化技
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術として応用をはかる．これらの成果を，学際領域の新しい科学，新しい技術として社会に提

供し，その過程で社会に活力を与える人材を輩出し，「健やか未来の想像」のために貢献する． 

 

２．外部資金 

  外部資金に関しては，大型資金としてすでに，文部科学省，科学技術振興調整費「イノベー

ション創出若手研究人材養成」に課題名：「健やか未来創造へ人材養成日大プロジェクト」（平

成 21年度から平成 25年度，8000万円×5年=4億円）として応募した． 
  この採択の可否をみて，さらに大型の文部科学省，科学技術振興調整費「若手研究者の自立
的若手研究人材養成」（例えば平成 22 年度から平成 26 年度，1億 2 千万円×5年＝6億円）へ

の申請を検討している． 

  メンバー間の学部連携型，分野横断型共同研究のための研究費として，文部科学省，科学技

術研究補助金，新学術領域研究への申請をメンバーに推奨している．既に本年度２件申請中で

ある（前項参照）．  
  さらに今後，研究の発展とその実績を礎に大型外部資金に応募することを予定している． 
 
３．各班の今後の展開 

３－１．超分子・自己組織班 

（１）コロイダル酸化チタンを用いた逆オパール膜の作製（伊掛） 
  単分散ポリスチレン（PSt）を用いたコロイド結晶膜の作製，コロイダル酸化チタン（TiO2）

を用いたインバースオパール薄膜の作製，そして TiO2逆オパール膜の膜厚制御を行う． 
 
（２）光歪応答性を持つキラル高分子のナノ薄膜の作製（伊掛） 
  キラル高分子: ポリ乳酸（PLA）を用いた高配向ファイバー作製における最適化，PLAの高
配向ナノ薄膜の作製，そして 2軸延伸法を用いた PLA高配向膜の多層化技術の確立そ行う． 
 
（３）高分子ミセルの自己組織化 3次元稠密空間配列（伊藤，塚本） 
  ナノサイズ凹凸周期（15nm 以下）の表面構造を有するテンプレートの作成し，ナノ構造形
成条件の最適化と 2次元稠密空孔配列の形成を行う．ナノ構造金属材料形成用テンプレート基
板の開発に利用可能なテンプレート材料の探索および作製条件の検討を行う．そして，ナノ構

造テンプレートを利用した孤立磁性微粒子が高密度に 2次元配列した磁性材料を開発し，高密
度記録媒体形成用磁性薄膜，微粒子形成への応用をはかる．  
 
（４）光吸収ユニットと水素／酸素発生触媒部位を結合した超分子合成（大月） 
  水素発生確認，酸素発生の試み，酸素発生の実現と高効率化を行う． 
 
（５）癌診断用プローブ化合物の合成（大月） 
  発光超分子試作，細胞レベルでの動作，生体内及び診断への応用へと順次発展させる． 
 
（６）単分子からナノ構造を構築する手法開拓と分子ナノマシンの創出（大月） 
  2次元配列形成，光応答性部位の導入とすすめ，高次な動作への発展をはかる． 
 
（７）色素増感型太陽電池の自己組織的作製（松下） 

  色素増感型フォトニック結晶太陽電池の自己組織的作製方法を確立し，10 層以上の周期を
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持つ色素増感型フォトニック結晶太陽電池の自己組織的作製を行い，そして，色素増感型太陽

電池の耐久性の向上をめざす．  
 
３－２．ナノ物質・ナノデバイス班 

  班としての今後の展開及び他の班との協力体制は以下の研究計画に従い進めていく． 

 

（１）広バンドギャップ半導体ナノロッドデバイスの開発（鈴木） 

・カーボンナノファイバー配線と金属内包技術の開発→CNF 配線と金属内包 CNT のセンサー応

用→カーボンナノセンサーの開発（岩田との共同研究） 

・広バンドギャップ水分解／水素吸蔵物質の探索→水分解／水素吸蔵物質の融合→水分解／水

素吸蔵物質の大量生成（西宮，浅井との共同研究） 

・光歪応答性キラル高分子の重合創成→光歪応答性キラル高分子の近接場光効果の検討→キラ

ル高分子での微粒子／DNA 固定（伊掛，永瀬との共同研究） 

 

（２）高温・自己組織化プラズマの工学的応用（浅井） 

  以下の計画に従ってすすめる：Spk パルスによる短波長光源の開発，プラズマ内部構造の観

測，高ベータと FRC プラズマの発生と安定化，Ｘ線分光分析による評価，多チャンネル PMP 計

測系の開発，直接エネルギー変換の実証，光源の高輝度化と短波長化．そして，連続パルスプ

ラズマガンのプロセス応用（鈴木，西宮との共同研究）． 

 

（３）ナノファブリケーション（岩田） 

  カーボンナノフラーレンのポリマー化技術の開発，カーボンナノフラーレンの一次元or/and

二次元配線技術の開発，そして一次元 or/and 二次元配列カーボンナノフラーレンデバイスの

開発（鈴木との共同研究） 

 

（４）層状希土類-遷移金属-オキシプニクダイドの超伝導機構解明と新超伝導物質探索（高野） 

  単結晶試料の作成，超伝導特性の測定，高転移温度の物質探索，高転移温度の物質探索，放

射光によるＸ線光電子分光と圧力効果の検討を行う．さらに超伝導デバイスへの応用をはかる

（羽柴との共同研究） 

 

（５）ナノ加工技術の確立・量子情報デバイスの開発・THz 帯単一光子検出器開発（羽柴） 

・nm 級金属微細加工技術の検討，評価と改良，そして確立 

・THz 帯単一光子検出器の試作，改良，そして，単一光子源／検出器／ゲート／プラズモン変

換への応用（井上，高野との共同研究） 

 

（６）高強度・低温作動型燃料電池材料の開発（橋本） 

  ナノ～サブミクロン粒子を用いたプロセスを発展させ、高強度・低温作動型燃料電池材料の

開発を目指す． 

 

（７）高効率室温作動光制御型ガス吸蔵デバイスの開発（望月） 

  金属の酸化物・水素化物の固体,ナノ粒子の紫外レーザー光に誘起された酸素放出・水素放

出機構の解明を行う． 
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（８）ナノバイオマシン作動原理の解明（茶圓） 

  生体分子モータータンパクの２カ所に作動状態を調査する目印として，２種の量子ドットを

結合させるため遺伝子組換え技術を用いて，ミオシン分子の改変を行う． 

 

３－３．量子理論・計算班 

  今後は，計画研究において構築された共同研究体制に基づいて研究を推進し，具体的な研究

成果へとつなげる． 

 

３－４．情報班 

  今年度に開発した量子もつれ光源を利用して，BBM９２量子暗号プロトコルに基づく量子
鍵配送実験および量子もつれスワッピング実験を行う．また，ルビジウム原子遷移周波数幅（約

6MHz）程度の狭帯域幅偏光量子もつれ光子対発生装置の開発を行い，電磁誘起透過現象によ
る量子もつれ光子対の保存実験を行う． 
 

３－５．エネルギー班 

  今後の研究のコンセプトを下図にまとめた．ナノテク，ナノ構造を共通の研究（開発）よう

そとした光エネルギー変換が中心課題であるが，水素の生産，貯蔵，利用サイクルが重要な位

置を占める．共同研究については，以下のことを特筆しておく． 

・フォトニック構造を有する光増感材料の合成（松下，伊掛） 

・水素吸蔵合金とバクテリアによる水素生産との組み合わせ（西宮，淺田） 

 
 

３－６．医療班 

  医療班は，N.研究プロジェクトの研究体制から構築される新たながん治療・診断に結びつく

成果を可及的に選択し，臨床応用に向けた基礎研究・前臨床研究・臨床研究を随時進める体制

を構築している．大月らが開発中の診断用新規発光化合物による癌術中診断，外来診断に向け

ての研究を今後進める予定である． 

 

 


