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審議事項 ２ 

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）指定研究 
平成２１年度（単年度）研究計画書 

 
平成２１年 ４月１３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  

（  受領時 

下記のとおり報告いたします。 

研究課題名 ナノ物質を基盤とする光・量子技術の極限追求 

成果タイプ 
協働研究推進タイプ・国際技術協力タイプ・産学連携イノベーションタイプ・ 

その他タイプ                   ※ いずれかに○をしてください。 

審査区分 
健康活力社会・高度科学技術社会・地球主義社会 

    ※ いずれかに○をしてください。 

研究代表者 大月 穣（理工学部・准教授） 

研究開始年度 平成２１年度 研究総額 
          60,000 万円 

（うち本年度 12,000 万円） 

研究目標 

※課題，グループ等研究組織単位での平成２５年度の研究終了時点での研究成果の達成基準

を明確に記入してください。また，研究テーマの後に担当する研究者を（ ）内に列記して

ください。 
 

本研究の目標と研究組織単位について 

 
  以下，「課題，グループ等研究組織単位」における研究成果の達成基準を
述べるにあたって，その研究組織単位についてまとめておく．本研究プロ

ジェクトは，ナノ物質とナノ構造の科学と技術を全体をまとめる基盤とし

て，情報，エネルギー，医療分野の本質的な課題を解決するための技術の

極限を追求しようとするものである（詳しくは，既提出の研究計画書参照）．

この目的達成のために，それぞれの重点課題に対して班として集中的に取

り組み，さらに班間の連携によって基礎から応用まで一環した科学に基づ

く技術を開発し，日大発イノベーションを社会に発信することを構想して

いる． 
  チーム中のナノ基盤系として，（i）ボトムアップ的なナノ構造構築を追
求する「超分子・自己組織班」，（ii）トップダウンを含めたナノ物質，ナノ
構造の合成と物性を追求する「ナノ物質・ナノデバイス班」，そして（iii）
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これらのナノ物質，ナノ構造と光の相互作用を理論的にあるいは計算によ

って解明する「量子理論・計算班」を設けた．この基盤系３班と密接な連

携を取りながらそれぞれの分野の課題の解決にあたる極限追求系の３班と

して，（i）超高密度超高速記録と量子情報処理の実現をめざす「情報班」，
（ii）太陽光エネルギーの有効利用を追求する「エネルギー班」，そして（iii）
DNAに基づく究極の医療技術の開発をめざす「医療班」を設けた．これら
の班が密接に協力して，分野を融合し基礎から応用の先端までを縦断する

学部横断型研究をすすめ，インパクトのある成果を日大発イノベーション

として社会に発信し，健やか未来の創造に貢献することを目標とする．以

下，班別に研究成果の達成基準を記述する． 
 
              ナノ基盤系：超分子・自己組織 班 
                          ナノ物質・ナノデバイス 班 
                          量子理論・計算 班 
              極限追求系：情報 班 
                          エネルギー 班 
                          医療 班 

 

「ナノ物質を基盤とする光・量子技術の極限追求」の班編成 
 
１．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

超分子および自己組織化の研究（班長：伊掛浩輝，伊藤彰義，

大月穣，塚本新，松下祥子） 

 

  本研究プロジェクトにおいて基盤研究をなす超分子・自己組織班では，

「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」を当班

の共通テーマに掲げ，光合成型エネルギー変換への応用，癌診断用プロー

ブ化合物の合成，単一光子発光材料の調製，超高密度記録材料の作製，色

素増感型太陽電池の開発，無機／高分子ハイブリッド型スイッチング材料

などといった我々人類社会が今後安定的に発展をする上で必要不可欠な喫

緊なテーマについて検討し，さらには本プロジェクト内の「情報」，「エネ

ルギー」，「医療」班とも連携を強化し，新たなマテリアルデザインを提供

することを目的とする． 

・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） 
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・光歪応答性を持つキラル高分子のナノ薄膜の作製（伊掛） 

・高分子ミセルの自己組織化三次元稠密空間配列（伊藤，塚本） 

・ナノ構造金属材料形成用テンプレート基板の開発（伊藤，塚本） 

・高密度記録媒体形成用磁性薄膜／微粒子形成への応用（伊藤，塚本） 

・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） 

・癌診断用プローブ化合物の合成（大月） 

・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） 

・色素増感型太陽電池の効率向上（松下） 

 
２．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス 

ナノ物質およびナノデバイスの研究（班長：鈴木薫，副班長：

橋本拓也，浅井朋彦，岩田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，

望月章介） 

 
  新しいナノ構造作製法を開発し，超伝導物質の転移温度の高温化をめざ
すと同時に，デバイス作製への展開を行い超伝導半導体量子ドットによる

THz 帯単一光子源や検出器などを開発する．磁化同軸プラズマによる光触
媒反応物質の創製や，カーボンナノチューブおよびフラーレンのポリマー

化により新機能を有するナノセンサーの開発やナノスケールのアレイの作

製を行う．また，酸化物積層膜，および超格子作製により超伝導発現や，

室温で巨大電気磁気効果を示す物質群を開発する． 
  ナノ～サブミクロンサイズの粒子や薄膜の合成方法の開発を行い，高強
度・低温作動燃料電池材料や酸素・水素放出材料を開発するとともに，機

能性発現機構の解明を行う．燃料電池材料としては 600 ℃程度での低温作
動および破壊強度 120 MPa以上の高強度電池の開発をめざす．また高効率
のガス吸蔵デバイスの提案も行う． 
  ナノプロセスのバイオサイエンスへの応用としてはナノバイオマシン
（生体分子モーター）１分子の動きをリアルタイムにイメージングし，作

動原理の解明をめざす． 
 
３．ナノ基盤系：量子理論・計算 

量子理論および計算の研究（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進

一郎，藤川和男，山崎恒樹） 

 

  ナノ物質系と光の相互作用の理論モデルを構築し，各実験グループと共

同して実験データを検証し，物理・化学過程の理解を進め，ナノ物質系と

光の科学基盤の確立に貢献する．具体的には，量子力学基礎理論および場

の理論を用いて, 量子情報デバイスの基礎原理を解明し(藤川)，密度汎関

数法に基づく第一原理計算および動的平均場近似法を用いた電子構造の計

算によって, 単一分子や原子鎖を含むナノ接合系の特性を解明し（石田），

さらに, 配置間相互作用法に基づく電子状態の精密計算を用いて, 電子の

集団運動(プラズモン)と原子・分子との相互作用を解明する（佐甲）. ま
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た，高速かつ信頼性の高いマルチスケール電磁界シミュレーション法を開

発し，近接場光から伝搬光までを統一的に解析する手法を確立する．これ

により，光とナノ物質の関わる系，特に情報班の磁気記録デバイスにおけ

る光とナノ物質の相互作用(大貫)，および超分子・自己組織班のフォトニ

ック導波路の伝搬特性を解明する(山崎)． 

 

４．極限追求系：情報（班長：井上修一郎，副班長：中川活二，

伊藤彰義，桑本剛，塚本新，羽柴秀臣） 

①超高密度超高速記録（中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

 
  本研究では，超高速・超高密度記録の極限追求のための基盤となる基礎
に重点を置く．このために，光と物質の超短時間・局所的相互作用解明に

向けて，「超短時間プラズモニック・近接場生成のメカニズムの解析」と「超

局在円偏光の可能性に向けた解析」を進めることで基礎を築く．さらに，

これらの未踏領域研究の基礎から具現化に向けた手法解明にチャレンジす

る．  
  ①本グループが発見した「光誘起超高速磁化反転現象」（→超高速記録：
塚本），②高分子の自己組織化を利用したナノ構造磁性体作製法（→超高密

度記録媒体：伊藤，塚本），そして，③近接場光書き込み技術（→超高密度

記録方式：中川）をそれぞれ発展させ，組み合わせた技術を開発する．従

来の光磁気記録は，光によって温度が上昇することを利用しており書き込

み速度が本質的に遅く，書き込み領域が小さくなると磁化が不安定になり

情報が消えてしまう．また，波長以下の領域に光を絞れないという理由に

よって書き込み高速化，高密度化とも限界を迎えている．これを打破する

には，「光誘起超高速磁化反転現象」と表面プラズモンの活用で局所的な円

偏光生成が必要になるが，フェムト秒オーダーでのプラズモン共鳴現象の

研究は行われていない．そこで，超短時間での共鳴現象の解析・解明のた

めに，実験的手法と解析的手法の両面からアプローチする．更に，局所的

に円偏光を生成するための表面プラズモンアンテナについても未知の領域

であり，従来培ってきた近接場光記録技術の知見を活用・発展して，従来

の限界打破に挑戦する． 
 
超高速・超高密度記録技術の達成目標 
項目 現状 ⇨ 本研究の独創的技術に

よって ⇨ 
達成目標 

①書き込み速度 0.25 Gbits 
s‒1 

光直接磁化反転 25000 Gbits s‒1 (10
万倍） 

②媒体記録密度 0.2 Tbits 
inch-2  

自己組織転写ナノ磁性体 2 Tbits inch-2 (10
倍） 

③書き込み密度 0.6 µm2 bit-1 熱近接場書き込み ≤0.006 µm2 bit-1 
(≥100倍） 
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②量子情報処理（井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

 
  ナノデバイスによる量子光源（量子もつれ光子対源・単一光子源・スク
ィーズド光源），光子検出器（高速単一光子検出器・光子数識別器），原子

気体による量子メモリー（ボーズ・アインシュタイン凝縮体の内部自由度

や電磁誘導透過現象の利用）を開発するとともに，光子数量子非破壊測定

技術を確立し，長距離量子情報通信に不可欠な量子中継の実現をめざす．

また，ナノ構造体における表面プラズモン・ポラリトンの物理特性を明ら

かにし，新規量子情報通信デバイス（単一光子源・光子検出器）の可能性

を探る． 
 
量子情報処理技術の達成目標 
項目 現状 ⇨ 本研究の独創的技術に

よって ⇨ 
達成目標 

①単一光子源 発生効率＜
10％ 

量子ドットによる単一光
子発生 

30％ 

②・低雑音単一光
子検出器 
 

量 子 効 率
1%，暗計数
~10-8 

超電導細線による単一光
子検出 

50％, 10-8 

・光子数識別器 分解能 0.2 
ev，繰返 
40 kHz 

超電導転移端センサでの
光子数識別 

0.2 ev, 1 MHz 

③量子メモリー 1 ms 極低温原子集団・ボース凝
縮体利用 

10 ms 

 
５．極限追求系：エネルギー班（班長：淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，橋本拓也，松下祥子） 

 

  エネルギー班は，全体として光などの一次エネルギーから，電気や水素

のエネルギーキャリアーの生産と相互変換技術に関する革新的なシーズと

実現可能性を示す． 

  具体的には， 

・フォトニック結晶を組み込んだ色素増感型太陽電池の特性を明らかにす

る．（松下） 
・光エネルギーによって水を水素と酸素に分解する均一系超分子触媒を創

製する．（大月） 
・アルコール類を資化する光合成細菌，Rhodopseudomonas palustris No. 

7 を用い，イソオキサゾールやアセトフェノンなどの不斉還元と水素生
産の実現可能性を検証する．水素生産については，シアノバクテリアの

嫌気的水素生産能を評価する．（淺田） 
・水素をエネルギー源とする燃料電池システムにおいて，（i）光充電可能
化，（ii）水素貯蔵材料の水素吸蔵・放出の光制御および（iii）バイオ技
術による水素生産の現場からの水素回収を行い，化石燃料に依存しない

エネルギーシステムを構築する．（i）および（ii）では，原理確認と特許
出願を最優先させ，外部資金獲得のテコとする．（iii）においては，原理



 
 
20090309戦略会議 
［指定研究単年度実施報告書案 20090303版］ 

 

審議事項 ２ 

確認後ただちに提携先を外部に求め，早期に大型化 (10 L H2 / h 程度) 
をはかる．（西宮） 

・高強度酸化物セラミックスの創製方法の開発およびこれを用いた高強

度・高出力燃料電池の開発を最終達成目標とする．（橋本） 
 

ナノ構造による太陽光エネルギー利用技術の達成目標 
項目 現状 ⇨ 本研究の独創的技術に

よって ⇨ 
達成目標 

①超分子水の完
全光分解 

存在しない 光吸収，酸化，還元触媒を
超分子化 

初めて実現 

②光アシスト水
素吸蔵 

概念から新
しい 

独自に発見した光脱離現
象 

量子収率>0.1, >6
質量% 

③高強度燃料電
池 

破 壊 強 度
60 MPa，
作 動 温 度
900 ℃ 

マイクロ・ナノ粒子からの
新合成プロセス 

強度２~５倍，
600 ℃ 

④安価な色素の
色素増感太陽電
池 

エネルギー変
換効率 3％ 

ナノ構造による光閉込め
効果を利用 

5％ 

⑤光合成細菌利
用光反応 

速 度 34 
nmol/h/mg 

遺伝子導入光合成細菌 １桁上昇させる 

 
６．極限追求系：医療班（班長：永瀬浩喜，加野浩一郎，高橋

悟，高橋元一郎，草深竹志，福田昇，松本宜明） 

 

  医療班では，ナノバイオロジー，ケミカルバイオロジーを利用した診断・

治療の試みを既に行っており，これに理工学部，文理学部のグループで開

発するナノ構造を用いた独創的先駆的技術を，新しいバイオ技術として開

発，医療応用をめざす．具体的には：①医療班で同定した癌早期診断マー

カーとなる生体内物質（特許取得済）および今後同定するバイオマーカー

等に対し，これを標的とする医学研究科学術フロンティアで開発中の探索

プローブ化合物もしくは本プロジェクトによる新規探索プローブ化合物を

合成する．②このプローブに新規発光性化合物を結合させ，癌診断用探索

プローブを開発する．③同探索プローブによる血液等の検体を用いた ex 
vivo診断検査系を確立する．④さらに in vivo画像診断検査系への応用を検
討する．⑤プローブの癌特異性を検討後，殺細胞性物質をプローブと結合

させた合成化合物や遺伝子発現調節をゲノム領域特異的に制御することで

癌治療への応用を試みる．さらに，同様の取り組みにより，生活習慣病や

難治性疾患にたいする診断治療の応用を試みる．下表に達成目標をまとめ

た． 

 

医療応用のためのナノバイオ技術の達成目標 
項目 現状 ⇨ 本研究の独創的技術に

よって ⇨ 
達成目標 

①癌探索プローブ
の開発 

候補検討中 癌特異的生体物質認識化
合物の同定 

初めて実現 
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②生体蛍光・発光
物質の開発 

安全性，感
度に問題 

独自に高感度の低波長蛍
光物質を合成，さらに安全
性の高いものを開発 

癌特異的生体物質
の化合物による検
出 

③ex vivo診断検査
系の確立 

診断率が低
い 

高感度で高特異性癌診断
検査法を開発 

診断率 80%以上，擬
陽性率 10%以下 

④in vivo画像診断
検査系への応用 

癌早期診断
は困難 

癌早期画像診断技術の向
上と安価な検査機器の開
発への道を開く 

生体に使用可能な
化合物候補を合成 

⑤癌治療他の難治
性疾患への応用 

非癌部へ影
響，対象疾
患検討 

癌特異的な殺細胞物質の
誘導，生活習慣病・難治性
疾患の診断治療 

臨床前試験の開始 

 

 

本年度の 
研究計画 

※課題，グループ等研究組織単位での平成２１年度の研究成果の達成基準を明確に記入して

ください。また，研究テーマの後に担当する研究者を（ ）内に列記してください。 
（併せて人材育成に関してもご記入ください。） 

 
１．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

超分子および自己組織化の研究（班長：伊掛浩輝，伊藤彰義，

大月穣，塚本新，松下祥子） 

 
  初年度では，ナノ物質作製法の開発，特性解析法，理論的解析手法など

試料の調製方法や物性評価の基礎といったプロジェクトを推進していく上

で重要な項目について焦点を当て，研究を進める方針である．以下の具体

的な検討項目について班内で検討を行い，試料作製法の条件最適化，解析

手法の確立を図る． 

・単分散ポリスチレン（PSt）を用いたコロイド結晶膜の作製（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（伊掛） 

・ナノサイズ凹凸周期（15 nm 以下）の表面構造を有するテンプレートの
作成（伊藤，塚本） 

・水素発生確認／酸素発生の試み／発光超分子試作／二次元配列形成（大

月） 
・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の確立（松

下） 
 

２．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス 

ナノ物質およびナノデバイスの研究（班長：鈴木薫，副班長：

橋本拓也，浅井朋彦，岩田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，

望月章介） 

 

  超伝導物質として層状希土類-遷移金属-オキシプニクダイド単結晶試料
の作成を行い，超伝導特性の測定を行う．nm級超伝導金属の微細加工技術
を検討し，THz帯単一光子検出器の試作をめざす．磁化同軸プラズマ内部
の構造を観測し，プラズマの安定化を図ることによって高品質な光触媒反
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応物質の創製をめざす．カーボンナノチューブやファイバーによる配線や

金属内包技術の開発およびフラーレンのポリマー化技術やカイラリティ制

御技術の開発をめざす． 
  燃料電池のインターコネクター材料として注目されている Cr 系酸化物
について，マイクロ～ナノ粒子からの焼結による高強度化をめざす．また

室温～900 ℃での強度測定を実施し，作動条件下での強度評価方法を確立
する．強度目標値としては破壊靱性が 3.5 MPa m1/2以上，高温での曲げ強度

120 MPaをめざす．またガス吸蔵材料としては酸化セリウム CeO2の固体結

晶，薄膜結晶，ナノ結晶について，連続発振の紫外レーザー光を用いて，

光誘起酸素吸蔵と光誘起酸素離脱を室温で実現する. 
  バイオサイエンスへの応用としては生体分子モータータンパクであるミ
オシン分子内の２カ所にそのコンフォメーション変化の目印として，発光

波長の異なる２種の量子ドットを結合できるように，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．ナノ基盤系：量子理論・計算 

量子理論および計算の研究（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進

一郎，藤川和男，山崎恒樹） 

 
  研究の本格的なスタートとなる平成 21年度は, ナノ物質系と光の相互作
用の理論モデルの構築および計算手法の開発を行う. 具体的にはまず, 量
子情報デバイスの基礎原理の解明（藤川）においては, エンタングルメン
トの定量的な判定条件を見出す. 次に, 大規模電子状態計算に基づくナノ
接合系の特性の解明（石田）においては, 強相関ヘテロ界面の電子状態に
取り組み, 半無限ハバード模型を用いて遷移金属酸化物ヘテロ界面のモデ
ル計算を行う. そして, 界面サイトの自己エネルギーを動的平均場理論
（DMFT）により決定し, ヘテロ界面での金属絶縁体転移を調べる. また, 
電子状態の精密計算に基づくプラズモンと原子・分子の相互作用の解明（佐

甲）においては, プラズモン電子を量子ドット内に拘束された電子でモデ
ル化し, 量子ドットの次元性および形状による電子状態の変化を明らかに
する. さらに, 高速かつ信頼性の高い電磁界シミュレーションにおいては, 
まず, ナノ粒子におけるプラズモン共鳴のモード解析（大貫）を行い, 境界
要素法を用いて，任意形状のナノ粒子のプラズモン共鳴を解析する. この
解析結果を情報班の中川が FDTD法により数値実験を行った結果と比較・
検討し，本解析法が，高速かつ形状変化に対してより高精度な解析が可能

であることを示す. また, フォトニック導波路の伝搬特性の解明（山崎）に
おいては, フォトニックバンドギャップ構造による伝搬問題を高精度に解
析し, フォトニックナノ構造でのエア構造が散乱および伝搬特性に及ぼす
影響を検討する. 
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４．極限追求系：情報（班長：井上修一郎，副班長：中川活二，

伊藤彰義，桑本剛，塚本新，羽柴秀臣） 

①超高密度超高速記録（中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

 

  超高速記録には，（i）光誘起高速磁化反転現象そのものの物理的・実験
的解析が研究途上にありその系統的な解明が重要である．また，（ii）光誘
起高速磁化反転には，円偏光により高速スピン制御が行われていると考え

られており，これを高密度記録に活用するには近接場光利用の表面プラズ

モン共鳴が重要であるのに，フェムト秒オーダーでのプラズモン共鳴現象

の物理的解明は全く行われていない．更に，（iii）高密度化に適した記録媒
体の実現も必須であり，10 nm オーダーの磁性微粒子を高重点密度で二次
元状に配置した媒体が望まれるが，その実現には今までに無い多くの困難

が伴い明確な指針が見出されていない． 
  そこで，本年度はこれらの基盤として重要な以下の事項を推進する． 

・薄膜の縦プラズモンをフェムト秒レーザで解析する手法を検討する． 
・表面プラズモンの円偏光モード解析を行う． 
・磁性金属における光誘起磁化現象応答物質，発現条件の探索を行う． 
・光誘起磁化応答物質探索の対象物質として，各種希土類，遷移金属合の

単体，合金試料につき垂直磁化を有する薄膜試料を作成する． 
・上記計画における光誘起磁化現象の発現条件の探索において，平成 21
年度予算で購入のパラメトリック増幅器すなわち波長変換器を導入して

実験する． 
・高分子ミセルの自己組織化三次元稠密空孔配列，これと双対なナノサイ

ズ凹凸構造を実現する SiO2球の自己配列，によるテンプレート用基板の

開発を行う．（本形成プロセスの検討は，基盤課題中「超分子・自己組織

班」における協力体制の下進める） 
・上記テンプレート上への磁性薄膜/微粒子の形成を行い，基板上ナノ凹凸
と磁気特性の相関につき検討を行う．局所的磁気特性検討のため，平成

21年度予算で購入の磁気力顕微鏡制御装置を実験に用いる． 
 

②量子情報処理（井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

 
  次世代量子光源に必要となるシリコン細線導波路の作製・評価プロセ
スの確立をめざす．また，狭帯域単一光子源を実現するためにフォトニ

ック結晶の作製および CdSe/ZnS 量子ドットのフォトニック結晶への
埋め込みを行う．これと平行して，これまで開発してきたタイプ II 擬
似位相整合波長変換デバイスを偏光量子もつれ光子対源，正弦波ゲート

動作アバランシェフォトダイオードを高速単一光子検出器として，偏光

量子もつれを利用した BBM92 量子暗号プロトコルを実現するシステ
ムを開発する．さらに，ルビジウム原子の遷移に対応した狭帯域な偏光

量子もつれ光子対を生成し，電磁誘起透過現象による量子もつれ光子対

の保存を試みる．一方，金属ナノストライプ導波路およびカップラーの
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作製・評価，超電導転移端センサの量子効率の改善を行い，表面プラズ

モン・ポラリトンのボーズ粒子性検証実験の準備を進める． 
 
５．極限追求系：エネルギー班（班長：淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，橋本拓也，松下祥子） 

 
  色素増感型太陽電池に関しては，安価な自己集積タイプのフォトニック
結晶を，太陽電池の基材となる酸化チタンで作製する．（松下） 
  人工光合成に関しては，光エネルギーによって水から水素を発生する均
一系超分子触媒のプロトタイプを合成する．（大月） 
  光合成細菌反応に関しては，No. 7の不斉還元生成物の光学純度を確認す
る．シアノバクテリアによる嫌気発酵的水素生産能を確認する．（淺田） 
  水素貯蔵材料に関して，光充電可能化および水素吸蔵・放出の光制御で
は，真空中の光照射で水素を放出する合金系を 5-6 種探し出し，これを水
素中で光照射した時の挙動を解析する．光照射で生じる電子‐ホール対の

生成・反応過程を追跡し，光充電および水素の安定性の光制御に関する作

業仮設を検証する．バイオ技術による水素生産の現場からの水素回収では，

混合ガスから水素を選択的に回収できる複合材料を開発し，シアノバクテ

リアによる水素生産と組み合せて水素生産効率の向上をはかる．（西宮） 
  燃料電池に関しては，900 ℃まで 120 MPa程度の曲げ強度，3.5 MPa m1/2

以上の破壊靱性を持つインターコネクター材料の開発を行う．（橋本） 
 
６．極限追求系：医療班（班長：永瀬浩喜，加野浩一郎，高橋

悟，高橋元一郎，草深竹志，福田昇，松本宜明） 

 

  医療班では，ナノバイオロジー，ケミカルバイオロジーを利用した診断・

治療の試みを既に行っており，これに理工学部のグループで開発するナノ

構造を用いた独創的先駆的技術を，新しいバイオ技術として開発，医療応

用をめざす．具体的には：①医療班で研究を進めている癌早期診断マーカ

ーMYCN遺伝子を標的にする探索プローブ化合物を複数合成する．（草深，
福田，永瀬）②このプローブに理工学部大月らの提案する発光物質を結合

させ，癌診断用探索プローブを複数開発する．（松本，福田，永瀬）③同探

索プローブによる合成 DNA および患者腫瘍細胞株等の検体を用いた ex 
vivo診断検査系の予備実験を行う．（加野，松本，福田，永瀬）④さらに③
が上手く言った場合，in vivo画像診断検査系への応用を検討するため，細
胞株を免疫不全マウスに移植し，移植腫瘍組織を同定できるか検討する．

(高橋(元)，松本，福田，永瀬）⑤プローブの癌特異性を検討後，殺細胞性

物質をプローブと結合させた合成化合物や遺伝子発現調節をゲノム領域特

異的に制御することで癌治療への応用を検討する．さらに，癌早期診断マ

ーカーHER2遺伝子等でも同様の取り組みを開始する．（高橋(悟)，松本，
福田，永瀬） 
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７．人材育成 

達成基準 

１．博士後期課程学生 6 名，博士研究員 2 名をプロジェクトの研究実践に

より育成する． 

２．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」に応募

した．採択の場合は，提案したシステムを立ち上げる．不採択の場合は再

応募する．  

 

（１）博士後期課程大学院生支援等による若手研究者育成 
  学部を横断し，分野を融合し，基礎から応用まで縦断し，産官学が連携

し，国内外で恊働するこのプロジェクトの研究環境で，若手研究者に研究

実践を経験してもらうことによって，自主創造の気風と地球的視野を備え，

社会の必要に応え，かつ社会に活力を与える人材を育てる． 

  指定研究初年度は，博士後期課程学生を６名を研究実践を通じて育成す

る．リサーチアシスタントとしての財政的な支援を行うが，時期的に可能

な場合は学術振興会等への応募をも義務づけた． 

  リサーチアシスタントとしての財政的な支援とプロジェクトの研究環境

が博士課程進学のインセンティブとなりうることを周知して，平成 22 年度

からの進学者を確保し，博士後期課程学生を毎年１名ずつ増員することを

目標とする． 
 

（２）ポスト・ドクトラル・フェロー採用による研究戦力確保と若手研究

者育成 
  また，本格的に研究を推進するための戦力としてポスト・ドクトラル・
フェローを採用し，学部を横断し，分野を融合し，基礎から応用まで縦断

し，産官学が連携し，国内外で恊働するこのプロジェクトの研究環境で研

究を実践してもらうことによって，これらの若手研究者を育成する．指定

研究初年度後半から２名を採用し，成果と設備の充実に伴って年ごとに増

員していく．外部資金獲得の一環として，時期的に可能な場合は学術振興

会等の外部資金にも応募することを採用の条件とする．また，人材育成の

観点から，博士課程時と同一の研究室での採用は原則行わない． 
 
（３）科学技術振興調整費への申請 

  本研究プロジェクトを中心として，本年度の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」への応募を既に行った． 
  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，8,000万円×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・産官学連携研究に加え，
共同研究先での研究実践プログラムを通じて若手育成とキャリアパスの構

築をはかる構想． 
  この応募を本年度限りの試みとせず，採否に関わらず若手育成を N.研究
で実践しつつ，計画のブラッシュアップを図り，５年間のうちには採択を
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めざす．採択後は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」への応募にとりくむ． 
 

次年度以降 
の研究計画 

※課題，グループ等研究組織単位での平成２２年度以降の研究成果の達成基準を年度ごとに

簡潔に記入してください。 

 
平成２２年度 

１．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

超分子および自己組織化の研究（班長：伊掛浩輝，伊藤彰義，

大月穣，塚本新，松下祥子） 

 
 平成 22年度は，応用技術への発展を視野に入れ，前年度に作製した試料
の機能評価，機能発現の最適化を中心に検討を行う．早期の開発が見込ま

れる一部試料については，基礎的物性データを構築することを目的に「情

報」，「エネルギー」，「医療」班へ試作サンプルを提供し，中期計画にある

「応用技術からのフィードバックによる最適化新規技術創出」を円滑に進

められるよう共同研究体制の整備も併せて行う． 
・単分散ポリスチレン（PSt）を用いたコロイド結晶膜の光機能評価（伊掛） 
・ポリ乳酸（PLA）高配向ファイバーの光応答性（伊掛） 
・ナノ構造形成条件の最適化と二次元稠密空孔配列の形成（伊藤，塚本） 
・水素発生量の向上／酸素発生確認／発光超分子機能評価（大月） 
・色素増感型フォトニック結晶太陽電池の電気化学的評価（松下） 
 
２．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス 

ナノ物質およびナノデバイスの研究（班長：鈴木薫，副班長：

橋本拓也，浅井朋彦，岩田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，

望月章介） 

 

  超伝導質における高転移温度の物質探索と放射光によるＸ線光電子分光
と圧力効果を検討する．nm級超伝導金属の微細加工技術の評価と改良を行
い，THz帯単一光子検出器の改良をめざす．磁化同軸プラズマのＸ線分光
分析による評価や多チャンネル PMP計測系の開発を行い，光触媒反応物質
での直接エネルギー変換による水素発生の実証をめざす．カーボンナノチ

ューブ配線と金属内包カーボンナノファイバーによるセンサー応用および

カイラリティ制御されたカーボンナノチューブの作製，C60ナノ構造体の作

製と電気特性制御法の開発をめざす． 
  燃料電池の電解質材料についてもナノ～サブミクロン粒子からの合成を
試み，高強度かつ低温作動可能な燃料電池材料の開発をめざす．また種々

の遷移金属酸化物，希土類金属酸化物について平成 21年度と同様の研究を
行うとともに,これらの酸化物ナノ結晶と金属水素化物との複合体を対象
に紫外レーザー光誘起酸素（水素） 脱離の実験を行う. 
  バイオの分野では遺伝子組換え技術で改変したミオシン分子に量子ドッ
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トを結合させ，リアルタイムにコンフォメーション変化をイメージングす

る実験系を確立する． 
 

３．ナノ基盤系：量子理論・計算 

量子理論および計算の研究（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進

一郎，藤川和男，山崎恒樹） 

 
  前年度に開発した理論モデルの精緻化を行い, 開発した計算コードを用
いて比較的小規模な系の計算を行う. 具体的には, まず, 量子情報デバイ
スの基礎原理の解明（藤川）においては, 量子情報通信のキーとなる不確
定性関係と量子力学の基礎的な実験の関係の考察を行う. 次に, 大規模電
子状態計算に基づくナノ接合系の特性の解明（石田）においては, 金属／
絶縁体界面の電子状態の解明に取り組む. エムベッディッド Green 関数法
に基づく半無限界面の電子構造計算プログラを用いて金属／絶縁体界面で

のショットキー障壁，電荷中性準位などの電子状態を解明する. 電子状態
の精密計算に基づくプラズモンと原子・分子の相互作用の解明（佐甲）に

おいては, プラズモンの近傍に置かれた原子の電子物性を計算し, プラズ
モンが原子の電子状態に与える影響を明らかにする. さらに, 高速かつ信
頼性の高い電磁界シミュレーションにおいては, まず, 前年度のプラズモ
ン共鳴の解析結果を基に高効率な近接場発光素子の開発を行う（大貫）. 円
偏光入射に対する高効率な近接場発光素子を設計し，スポットサイズを数

十ナノメートルオーダに制御する方法を確立する. また，GPU (Graphics 
Processing Unit)やCellなどのManycore CPUに対応した計算コードの並列化
を行い，従来よりも数倍から数十倍程度の高速計算を実現する. また, フォ
トニック導波路の伝搬特性の解明（山崎）においては, 前年度の解析結果
を受けて, フォトニックナノ構造体のエアホール構造が円形, 楕円, およ
び角柱の誘電体の場合の伝搬特性を明らかにし, フォトニック構造に欠陥
を設けた場合の伝搬特性を調べる. 
 
４．極限追求系：情報（班長：井上修一郎，副班長：中川活二，

伊藤彰義，桑本剛，塚本新，羽柴秀臣） 

①超高密度超高速記録（中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

 
  前年度の結果を踏まえて以下の事項を実施する． 
・縦プラズモンのフェムト秒レーザによる解析手法を構築し，プラズモン

応答評価を開始する． 
・シミュレーションによるプラズマ励起の過渡応答現象解析手法の検討を

進める． 
・表面プラズモンによる円偏光モードから，時間応答現象解析へのアプロ

ーチ法を検討する． 

・稠密空孔配列二次元化（現在の三次元配列における厚さ方向の空孔層数

を１とする）による，各種金属基板エッチング用テンプレートへの利用
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について検討を行う． 
・ナノ構造テンプレートをマスクとした金属基板のエッチングにおいて，

平成 22 予算に挙げた真空エッチング装置が必要となる．これは，平成
24年度計画に挙げたプラズモンアンテナの試作，基盤課題における「超
分子・自己組織班」でのナノ構造形成においても用いる． 

 
②量子情報処理（井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

 
  平成 21年度に作製したシリコン細線導波路を用いて量子もつれ光子対，
直交位相スクィーズド光の生成実験を行う．また，フォトニック結晶に埋

め込んだ CdSe/ZnS 量子ドットの発光特性を調べる．これと平行して，タ
イプ II擬似位相整合波長変換デバイスを用いた偏光量子もつれ光子対源を
もう１つ準備し，正弦波ゲート動作アバランシェフォトダイオードを用い

た高速単一光子検出により，量子もつれスワッピングの実験を行う．さら

に，ルビジウム原子による電磁誘起透過現象を利用した光保存により偏光

量子もつれが保存されることを実証し，冷却原子による量子メモリーの可

能性を示す．一方，単一光子により金属ナノストライプカップラーに表面

プラズモン・ポラリトンを励起し，その伝播特性および超電導転移端セン

サによる検出効率の最適化を行う． 
 
５．極限追求系：エネルギー班（班長：淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，橋本拓也，松下祥子） 

 
  自己集積タイプのフォトニック結晶太陽電池の電池特性・電気化学イン
ピーダンスを明らかにする．（松下） 
  光エネルギーによって水から水素を発生する均一系超分子触媒の効率を
プロトタイプより上昇させる．（大月） 
  Rp. palustris No.7 の ADH遺伝子を取得する．（淺田） 
  600℃程度で低温作動する固体電解質を開発する．（橋本） 
 
６．極限追求系：医療班（班長：永瀬浩喜，加野浩一郎，高橋

悟，高橋元一郎，草深竹志，福田昇，松本宜明） 

 

  平成 22年度には：①医療班で研究を進めている癌早期診断マーカーHer2
遺伝子を標的にする探索プローブ化合物を複数合成する．（草深，高橋（悟），

福田，永瀬）②このプローブに発光物質を結合させ，癌診断用探索プロー

ブを複数開発する．（松本，福田，永瀬）③同探索プローブによる合成 DNA
および患者腫瘍細胞株等の検体を用いた ex vivo診断検査系の予備実験を行
う．（加野，松本，福田，永瀬）④さらに③が上手く言った場合，in vivo画
像診断検査系への応用を検討するため，細胞株を免疫不全マウスに移植し，

移植腫瘍組織を同定できるか検討する．(高橋(元)，松本，福田，永瀬）⑤

プローブの癌特異性を検討後，殺細胞性物質をプローブと結合させた合成
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化合物や遺伝子発現調節をゲノム領域特異的に制御することで癌治療への

応用を検討する．⑥平成 22年度中に新たな癌早期診断マーカーの遺伝子で
新たな検出法の可能性を検討する．（松本，福田，永瀬） 

 
７．人材育成 

達成基準 

１．博士後期課程学生 7 名，博士研究員 7 名をプロジェクトの研究実践に

より育成する． 

２．若手企画で，学外に向けてオープンなシンポジウムを開催する． 

 

（１）若手研究者育成 

  育成人数は，振興調整費の採否に依存する．採択されている場合にはほ

ぼ倍の人数になる．不採択だった場合は，経験と計画の再構成により，再

応募する． 

 

（２）若手企画シンポジウム． 
  若手自身（大学院学生を含む）の企画による学外

．
の第一線の若手研究者

と協力した若手シンポジウムを実施する．指定研究２年めを予定．学外で

活発に活動している同世代若手と講演会を企画，実行するのは，研究上の

刺激にとどまらず，若手が社会に出て行くにあたって人脈を築くのにも非

常に有効である． 
 

平成２３年度 

１．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

超分子および自己組織化の研究（班長：伊掛浩輝，伊藤彰義，

大月穣，塚本新，松下祥子） 

 
  研究計画の中期にあたる平成 23年度は，これまでに作製した試料をプロ
ジェクト内の「情報」，「エネルギー」，「医療」班に提供し，「応用技術から

のフィードバックによる最適化新規技術創出」を超分子・自己組織班の中

心テーマに据え，試料作製条件を含め新規技術創出を目指したマテリアル

デザインを追求する． 
・コロイダル酸化チタン（TiO2）を用いた逆オパール薄膜の作製(伊掛) 
・PLAの高配向ナノ薄膜の作製（伊掛） 
・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（伊藤，塚本） 
・細胞レベルでの動作／光応答性部位の導入／試料耐久性の向上（大月） 
・10層以上の周期を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（松下） 
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 ２．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス 

ナノ物質およびナノデバイスの研究（班長：鈴木薫，副班長：

橋本拓也，浅井朋彦，岩田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，

望月章介） 

 
  超伝導質における高転移温度の物質探索と放射光によるＸ線光電子分光
と圧力効果を解析する．nm級超伝導金属の微細加工技術の解析と評価によ
る改良を行い，THz帯単一光子検出器の開発をめざす．磁化同軸プラズマ
のＸ線分光分析による評価や多チャンネル PMP計測系を解析・評価し，光
触媒反応物質での直接エネルギー変換による水素発生法の有効な検証をめ

ざす．カーボンナノチューブ配線と金属内包カーボンナノファイバーによ

るセンサー応用およびカイラリティ制御されたカーボンナノチューブの作

製，C60ナノ構造体の作製と電気特性制御によるナノスケール FETの作製
をめざす． 
  燃料電池については，得られた材料をベースに実際に小型燃料電池の試
作を行い，発電可能かを検証する．バイオの分野では光ピンセット技術を

実験系に導入する準備を進める． 
 
３．ナノ基盤系：量子理論・計算 

量子理論および計算の研究（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進

一郎，藤川和男，山崎恒樹） 

 
  前年に開発した理論モデルの数学的な解析を行い, 様々な系への応用を
スタートし, さらに計算コードの大規模・高速化を行う. 具体的には, まず, 
量子情報デバイスの基礎原理の解明（藤川）においては, 前年度に引き続
き不確定性関係と量子力学の基礎的な実験の関係の考察を深める. 次に, 
大規模電子状態計算に基づくナノ接合系の特性の解明（石田）においては, 
単一分子架橋系の電子伝導の研究に取り組み, エムベッディッド Green関
数法に基づく半無限界面の電子構造計算プログラムを用いて金属電極間を

架橋する単一有機分子や原子鎖の電気伝導率や熱伝導を計算する. 電子状
態の精密計算に基づくプラズモンと原子・分子の相互作用の解明（佐甲）

においては, プラズモンの近傍に置かれた原子および分子の光励起スペク
トルの計算を行い, プラズモン特有の光学励起を明らかにする. さらに, 
高速かつ信頼性の高い電磁界シミュレーションにおいては, マルチスケー
ル電磁界解析法を開発する（大貫）. 近接場光から伝搬光までを統一的か
つ高精度に解析するため，積分方程式法基づく大規模なマルチスケール電

磁界解析法の開発を行う. また, フォトニック導波路の伝搬特性の解明（山
崎）においては, メタマテリアル構造の伝搬特性の解明に取り組み, 屈折率
分布が正負に混合した不均質媒質の伝搬特性を調べる. 
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 ４．極限追求系：情報（班長：井上修一郎，副班長：中川活二，

伊藤彰義，桑本剛，塚本新，羽柴秀臣） 

①超高密度超高速記録（中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

 
  以下の項目を実施する． 
・フェムト秒オーダーのプラズマ共鳴による応答解析を，実験・解析の面

から確立し，研究計画再構築を行う． 
・円偏光モード解析から，光直接記録に適した近接場アンテナ形状検討を

進める． 
・ナノ構造テンプレート形成条件の最適化，それによる二次元稠密空孔配

列の形成，そして磁性ナノ構造形成へナノ構造テンプレートを利用す

る．また，ナノ構造磁性体特有の磁化挙動につきシミュレーションによ

り検討を行う． 
 
②量子情報処理（井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

 
  量子もつれ光子対および直交位相スクィーズド光生成のためのシリ
コン細線導波路の最適化を行う．また，狭帯域単一光子源（フォトニッ

ク結晶に埋め込んだ CdSe/ZnS 量子ドット）の光子数量子非破壊測定
への応用を検討する．これと平行して，ルビジウム原子ボーズ凝縮体の

光トラップおよび電磁誘起透過現象の確認を行う．一方，金属ナノスト

ライプカップラーと超電導転移端センサを一体化することにより，光子

検出効率の向上をめざす．さらに，表面プラズモンの利用による超電導

転移端センサの光子検出効率の向上について検討する． 
 
５．極限追求系：エネルギー班（班長：淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，橋本拓也，松下祥子） 

 
  フルフォトニックバンドギャップを持つフォトニック結晶を，リソグラ
フィーを使用して酸化チタンを用いて作製する．（松下） 
  光エネルギーによって水から酸素を発生する均一系超分子触媒のプロト
タイプを合成する．（大月） 

2 異種の光合成細菌 Rb.sphaeroides RV（アルコール資化能はない）へ
ADH遺伝子を導入，（過剰）発現させる．（淺田） 
  開発した固体電解質およびインターコネクター材料の電気伝導特性や機
械特性を向上させる．（橋本） 
 
６．極限追求系：医療班（班長：永瀬浩喜，加野浩一郎，高橋

悟，高橋元一郎，草深竹志，福田昇，松本宜明） 

 

  基本的な取り組みは，平成 22年度までと同様であるが，新たな癌特異的
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遺伝子変異の検出法の開発に取り組む． 

  ①医療班で研究を進めている癌早期診断マーカーMYCN，Her2遺伝子を
標的にする探索プローブ化合物による遺伝子増幅の同定法を引き続き開発

する．（草深，高橋（悟），福田，永瀬）②プローブの検出系としての新た

な発光蛍光物質を開発する．（大月，松本，福田，永瀬）③同探索プローブ

による合成 DNAおよび患者腫瘍細胞株等の検体を用いた ex vivo診断検査
系の確立を行う．（加野，松本，福田，永瀬）④さらに③が上手く言った場

合，in vivo画像診断検査系への応用を少なくとも実験動物で可能とする．
(高橋(元)，松本，福田，永瀬）⑤プローブの癌特異性を検討後，殺細胞性

物質をプローブと結合させた合成化合物や遺伝子発現調節をゲノム領域特

異的に制御することで癌治療へ応用する．（草深，高橋（悟），加野，松本，

福田，永瀬）⑥新たな癌早期診断マーカーの開発．（加野，松本，福田，永

瀬）⑦量化研で開発を見込んでいるコヒーレント X線機器の完成を見越し
て，干渉空間 X線研究を発展させた新たな画像診断や X線感作剤による新
規治療の開発．（高橋（元），草深，高橋（悟），福田，永瀬） 

 

７．人材育成 

達成基準 

１．博士後期課程学生 8 名，博士研究員 8 名をプロジェクトの研究実践に

より育成する． 

 

 

平成２４年度 

１．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

超分子および自己組織化の研究（班長：伊掛浩輝，伊藤彰義，

大月穣，塚本新，松下祥子） 

 
  平成 24 年度では，応用技術テーマを担当する「情報」，「エネルギー」，
「医療」班からのフィードバックに基づき，材料設計について検討を深め

る．特に，翌年度の本プロジェクト終了後の外部資金の獲得をも視野に入

れ，これまでの研究交流をさらに強化し，研究の中期・長期計画にあたる

当年度では，応用技術面への特化を図る． 
・TiO2逆オパール膜の光学特性（伊掛） 
・PLAの高配向ナノ薄膜の光応答性（伊掛） 
・ナノ構造テンプレートを利用した孤立磁性微粒子の高密度に二次元配列

した磁性材料の開発（伊藤，塚本） 
・酸素発生の実現と高効率化／生体内および診断への応用／高次な動作へ

の発展（大月） 
・色素増感型太陽電池の耐久性の向上（松下） 
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 ２．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス 

ナノ物質およびナノデバイスの研究（班長：鈴木薫，副班長：

橋本拓也，浅井朋彦，岩田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，

望月章介） 

 
  超伝導物質である層状希土類-遷移金属-オキシプニクダイド単結晶をデ
バイス応用する．nm級超伝導金属の微細加工技術を確立し，THz帯単一光
子源／検出器／ゲート／プラズモン変換への応用を図り，光・量子融合領

域の科学的解明をめざす．磁化同軸プラズマで光触媒反応物質を創製し，

太陽光エネルギー利用のための水素発生効率の改善をめざす．カーボンナ

ノチューブ配線や金属内包ファイバーおよびフラーレンポリマーによるナ

ノセンサーアレイデバイスへの応用を図る．また，強磁性体/Cr2O3 積層膜

による室温での巨大電気磁気効果の発生，Bi(or 希土類金属)FeO3/Sr(or 
Ca)FeO3 人工格子の作製による二次元伝導系物質および巨大電気磁気効果

の発生をめざす． 
  燃料電池は作動温度の低温化（600℃程度）を試みる．またスタック化
による高出力化の可否を検討する．また室温動作型光制御型酸素（水素）

吸蔵デバイスの高効率化を試みる．バイオ分野では ATP存在下でアクチン
フィラメントと相互作用しながらミオシン分子が力を発生する様子の観測

を試みる． 
 
３．ナノ基盤系：量子理論・計算 

量子理論および計算の研究（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進

一郎，藤川和男，山崎恒樹） 

 
  開発した理論モデルおよび計算コードを実験系に応用し結果の解析を行
う. 具体的には, まず, 量子情報デバイスの基礎原理の解明（藤川）におい
ては, スピンのような離散的な系と光の第 2 量子化に関係した連続的な系
での量子情報の基礎的な特性の差異を解明する. 次に, 大規模電子状態計
算に基づくナノ接合系の特性の解明（石田）においては, 界面電気伝導へ
の電子相関効果の解明に取り組む. 強相関ヘテロ界面や単一分子架橋系の
一電子バンド構造を密度汎関数法の第一原理で計算し, これをDMFT法お
よび非平衡 Green関数法を組合せることにより, 界面電気伝導における電
子相関の効果を明らかにする. 電子状態の精密計算に基づくプラズモンと
原子・分子の相互作用の解明（佐甲）においては, プラズモンの近傍に置
かれた原子および分子のプラズモン特有の光励起の起源を明らかにし, プ
ラズモンによる光励起増強効果のメカニズムを探る. さらに, 高速かつ信
頼性の高い電磁界シミュレーションにおいては, 前年度に開発したマルチ
スケール電磁界解析法を用いて, マルチスケールな光デバイスの電磁界解
析を行う（大貫）. 近接場発光素子，近接場光‐伝搬光変換素子，フォト
ニック結晶構造導波路などから構成される，マルチスケールな光デバイス
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 の電磁界解析を行う. また, フォトニック導波路の伝搬特性の解明（山崎）
においては, 光エネルギーデバイスの設計を目指して, フォトニック導波
路構造にメタマテリアル構造を適用した時の伝搬特性を解明する. 

 
４．極限追求系：情報（班長：井上修一郎，副班長：中川活二，

伊藤彰義，桑本剛，塚本新，羽柴秀臣） 

①超高密度超高速記録（中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

 
  以下の事項を実施する． 
・再構築した研究計画に基づき，高速応答表面プラズモン材料の探索を行

う． 
・円偏光生成表面プラズモンアンテナ試作検討と評価法検討を行う． 
・ナノ構造をテンプレートとした超高密度記録用磁性複合膜の物性解明お

よび記録磁区安定性をマイクロマグネッティクシミュレーションと実

験により明らかにする． 
 
②量子情報処理（井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

  
 シリコン細線導波路により生成した量子もつれ光子対および直交位相
スクィーズド光と超電導転移端センサを用いて，測定誘起非線形現象に

よる非ガウス状態（光子数状態やシュレディンガーの猫状態など）の生

成および光子数量子非破壊測定の実験を行う．これと平行して，ルビジ

ウム原子ボーズ凝縮体への量子もつれ光子対の保存実験を行う．さら

に，超電導転移端センサと一体化した金属ナノストライプカップラーの

２つの入力ポートに，相関光子対により表面プラズモン・ポラリトンを

同時に励起し，金属ナノストライプカップラーからの出力の光子統計を

測定する．これにより，表面プラズモン・ポラリトンのボーズ粒子性を

検証する． 
 
５．極限追求系：エネルギー班（班長：淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，橋本拓也，松下祥子） 

 
  リソグラフィー使用のフォトニック結晶太陽電池の電池特性・電気化学
インピーダンス特性を明らかにする．（松下） 
  光エネルギーによって水から酸素を発生する均一系超分子触媒の効率を
プロトタイプより上昇させる．（大月） 
前年度と同様，アルデヒド脱水素酵素遺伝子を導入，発現させる．（淺田） 

  開発した材料を用いての単独セルを開発する．（橋本） 
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６．極限追求系：医療班（班長：永瀬浩喜，加野浩一郎，高橋

悟，高橋元一郎，草深竹志，福田昇，松本宜明） 

 
  平成 24 年度は，23 年度までの既存の癌特異的遺伝子変異に対する検出
法について臨床応用に取り組むことと，新たな遺伝子変異標的に対する検

出法の開発に鋭意努力する．具体的には 
  ①医療班で研究を進めている癌早期診断マーカーMYCN，Her2遺伝子を
標的にする探索プローブ化合物による遺伝子増幅の発光・蛍光検出系を確

立し，GLPグレードの ex vivo診断検査系を開発．（大月，草深，高橋（悟），
松本，加野，福田，永瀬）②臨床試験のための倫理的な問題を解決してお

く．（高橋(元)，草深，高橋（悟），永瀬）③in vivo画像診断検査系への応用
を量子化学研究所が開発中のコヒーレントX線源を利用することも念頭に
実験動物で可能とする．(高橋(元)，草深，高橋（悟），福田，永瀬）④プロ
ーブの癌特異性を検討後，殺細胞性物質をプローブと結合させた合成化合

物や遺伝子発現調節をゲノム領域特異的に制御すること，さらに X線治療
を増感させること等により癌治療へ応用するための動物実験を開始する．

（高橋(元)，草深，高橋（悟），加野，松本，福田，永瀬）⑤新たな癌早期
診断マーカー検出系についても鋭意開発努力をする．（加野，松本，福田，

永瀬） 
 
７．人材育成 

達成基準 

１．博士後期課程学生 9名，博士研究員 12 名をプロジェクトの研究実践に

より育成する． 

 

 

平成２５年度 

１．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

超分子および自己組織化の研究（班長：伊掛浩輝，伊藤彰義，

大月穣，塚本新，松下祥子） 

 
  全体総括にあたる最終年度では，これまで構築した材料の機能や構造の
安定性，さらには外部資金の獲得を目指し，総括と併行して技術改良も実

施する．その中でも，材料の構造については高次構造化を図り，機能につ

いてもこれまで構築した高度な機能の組合せにより次々世代を指向した材

料の創製を行う． 
・TiO2逆オパール膜のハニカム構造安定性（伊掛） 
・2軸延伸法を用いた PLA高配向膜の多積層膜への応用（伊掛） 
・ナノ構造テンプレートを用いた高密度二次元配列磁性材料の機能評価（伊

藤，塚本） 
・分子ナノマシンの作成（大月） 
・色素増感型太陽電池の耐久性評価（松下） 
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 ２．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス 

ナノ物質およびナノデバイスの研究（班長：鈴木薫，副班長：

橋本拓也，浅井朋彦，岩田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，

望月章介） 

 
  層状希土類-遷移金属-オキシプニクダイドを超伝導デバイス応用する．
nm級超伝導金属の微細加工技術を確立し，THz帯単一光子源／検出器／ゲ
ート／プラズモン変換への応用をはかり，光・量子融合領域の科学的解明

をめざす．磁化同軸プラズマで光触媒反応物質を創製し，太陽光エネルギ

ー利用のための水素発生効率の改善と応用をはかる．カーボンナノチュー

ブ配線や金属内包ファイバーおよびフラーレンポリマーによるナノセンサ

ーアレイデバイスへの応用をはかる．また，強磁性体/Cr2O3 積層膜による

室温での巨大電気磁気効果の発生，Bi(or希土類金属)FeO3/Sr(or Ca)FeO3人

工格子の作製による二次元伝導系物質および巨大電気磁気効果の応用をは

かる． 
  燃料電池およびガス吸蔵分野では企業とタイアップして大型化・高出力
化を試みる．バイオ分野ではミオシン分子のコンフォメーション変化と力

発生との相関を解析する．  
 
３．ナノ基盤系：量子理論・計算 

量子理論および計算の研究（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進

一郎，藤川和男，山崎恒樹） 

 
  研究の最終年である平成 25年度には, ナノ物質系と光の相互作用の理論
研究の総括を行う. 前年度までに明らかにしたナノ物質の物性とその電磁
場との相互作用の知見を基に, 新奇光デバイスのデザインへとつなげる. 

 
４．極限追求系：情報（班長：井上修一郎，副班長：中川活二，

伊藤彰義，桑本剛，塚本新，羽柴秀臣） 

①超高密度超高速記録（中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

 
  以下の事項を実施し，プロジェクト目標である超高速高密度記録を実現
できることを理論的・実験的検討から立証する． 
・再構築した研究計画に基づき，光直接記録の理論的・実験的検討を進め

る． 
・高密度記録用記録媒体として，ナノ構造テンプレートを利用した 10 nm
以下の孤立磁性微粒子が高密度で二次元状に充填した磁性材料を開発

する．（基盤課題中「超分子・自己組織班」との連携により本計画を達

成する） 
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 ②量子情報処理（井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

 
  平成 24年度までに開発した量子もつれ光子対源，光子数量子非破壊
測定技術，量子メモリーを統合して量子中継の実証実験を行う． 
 
５．極限追求系：エネルギー班（班長：淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，橋本拓也，松下祥子） 

 
  自己集積タイプ・リソグラフィータイプの両見地から得られた結果を元
に，フォトニック結晶を組み込んだ色素増感型太陽電池の最終形式を提案

する．（松下） 
  光エネルギーによって水を水素と酸素に分解する均一系超分子触媒を創
製する．（大月） 
前年度取得した遺伝子導入株の解析と不斉還元および水素生産のための

最適条件について検討する．以上と平行してシアノバクテリアによる嫌

気的水素生産について評価する．（淺田） 
  セルの積層化による高出力電源を試作する．（橋本） 
   水素貯蔵材料に関して，光充電可能化および水素吸蔵・放出の光制御で
は，真空中の光照射で水素を放出する合金系を 5-6 種探し出し，光充電可
能化では光半導体と金属水素化物の積層化をはかり，電池システムを完成

させる．最適な成膜技術を開発した後，外部資金獲得へ向かう．水素吸蔵・

放出の光制御の原理が確認できたらNEDOの水素貯蔵プログラムに新規提
案する．バイオ技術による水素生産の現場からの水素回収では実用化をめ

ざし，提携企業とともに NEDO，環境省等の新エネルギープログラムに参
入する．（西宮） 

 
６．極限追求系：医療班（班長：永瀬浩喜，加野浩一郎，高橋

悟，高橋元一郎，草深竹志，福田昇，松本宜明） 

 
  平成 25 年度は，24 年度までに開発された癌特異的遺伝子変異の検出法
の臨床応用，治療法を少なくともひとつを臨床試験へ導入し，最終年度と

して臨床化への前臨床試験の完成に取り組む． 

  ①医療班で研究を進めている癌早期診断マーカー遺伝子を標的にする探

索プローブ化合物による遺伝子増幅の発光・蛍光検出系による診断検査系

を臨床応用に導く．（大月，草深，高橋（悟），松本，加野，福田，永瀬）

②治験センターとの連携のもと臨床試験を開始する．（高橋(元)，草深，高

橋（悟），永瀬）③in vivo画像診断検査系について臨床試験を開始する．(高
橋(元)，草深，高橋（悟），福田，永瀬）④上記プローブの癌特異性を利用

した治療法の開発を終了し，開発が上手くいった場合，臨床試験への準備

を終える．（高橋(元)，草深，高橋（悟），加野，松本，福田，永瀬） 
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審議事項 ２ 

 

 ７．人材育成 

達成基準 

１．博士後期課程学生 10 名，博士研究員 10 名をプロジェクトの研究実践

により育成する． 
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審議事項 ２ 

 

※学部ごとに１部作成してください。本書をもって後日当該部科校へ研究費を送金いたします。 

【別添】 

学術研究戦略プロジェクト 平成２１年度研究経費予算 

    

予算額の欄は，各支払科目ごとの積算基礎を合計し，千円未満を切り捨てて記入してください。 

積   算   基   礎 
支払科目名 予算額 

積算にあたっては，各支払科目ごとに使途・数量・単価等を明記し，円単位まで計算してください。 

人件費 11,280  000 

RA : 960,000 円×2名＝1,920,000 円   

PD : 2,100,000 円×2名＝4,200,000 円 

連携研究員 : 250,000 円×12 ヶ月＝3,000,000 円  

学生アルバイト : 500,000 円  

臨時職員 : (880 円×7.5 時間×20 日+交通費 18,700)×11 月＝1,657,700 円 

消耗品費 11,951  000 実験研究用消耗品 

通信運搬費 50  000 郵送料 

印刷製本費 200  000 
研究計画集：100,000 円 

研究成果報告集：100,000 円 

旅費交通費 5,060  000 

学会発表 90,000 円×2件×18 名＝3,240,000 円 

DOE レビューミティング（海外）500,000 円 

招聘者旅費 130,000 円×2名＝260,000 円 

共同研究用宿泊費 10,000 円×20 泊×2名＝400,000 円 

共同研究用旅費 66,000 円×10 件＝660,000 円 

修繕費 1,300  000 実験用機器備品の修繕 

業務委託費 1,000  000 実験用試料の分析依頼 

損害保険料   000  

賃借料   000  

手数料・報酬 200  000 講演料 40,000 円×5件＝200,000 円 

会合費 100  000 会議 20,000 円×5回＝100,000 円 

雑費 900  000 学会参加費 25,000 円×2回×18 名＝900,000 円 

機 器 備 品 48,509  000 

雰囲気制御 STM アジレント 5100 11,640,000 円×1件 

ガスクロマトグラフ 島津 GC-8AIT/C-R8A 880,000 円×1件 

蒸着機 K-science マグネトロンスパッタ機構 KS-8794-SP1  4,980,000 円×1件 

ファイバー近接ステージ（4 組）＋デバイスマウント 駿河精機 1,316,000 円×1 件

時間―振幅コンバーター ORTEC 9353（MCS） 2,733,000 円×1件 

進行波型偏変調器 250,000 円×2件＝500,000 円  

半導体レーザー Toptica 社 DL pro 780 3,450,000 円×1件 

オプティカルパラメトリックアンプ，スペクトラフィジックス社製 10,000,000 円×1件 

環境制御型磁気力顕微鏡装置，SII 7000,000 円×1件 

全量捕集型水素定量装置，三鈴， 370,000 円×1件 

その他 

合計 80,550  000  

   理工学部 学部代表者氏名： 大月 穣                   
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審議事項 ２ 

 

※学部ごとに１部作成してください。本書をもって後日当該部科校へ研究費を送金いたします。 

【別添】 

学術研究戦略プロジェクト 平成２１年度研究経費予算 

    

予算額の欄は，各支払科目ごとの積算基礎を合計し，千円未満を切り捨てて記入してください。 

積   算   基   礎 
支払科目名 予算額 

積算にあたっては，各支払科目ごとに使途・数量・単価等を明記し，円単位まで計算してください。 

人件費   000  

消耗品費 520  000 実験研究用消耗品 

通信運搬費   000  

印刷製本費   000  

旅費交通費 430  000 
学会発表 80,000 円×1件＝80,000 円 

学会発表（海外）350,000 円 

修繕費   000  

業務委託費   000  

損害保険料   000  

賃借料   000  

手数料・報酬 50  000 講演料 50,000 円×1件＝50,000 円 

会合費   000  

雑費   000  

機 器 備 品   000  

合計 1,000  000 
 

   生物資源科学部 学部代表者氏名：   加野 浩一郎                      
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審議事項 ２ 

 

※学部ごとに１部作成してください。本書をもって後日当該部科校へ研究費を送金いたします。 

【別添】 

学術研究戦略プロジェクト 平成２１年度研究経費予算 

    

予算額の欄は，各支払科目ごとの積算基礎を合計し，千円未満を切り捨てて記入してください。 

積   算   基   礎 
支払科目名 予算額 

積算にあたっては，各支払科目ごとに使途・数量・単価等を明記し，円単位まで計算してください。 

人件費 1,200  000 RA : 1,200,000 円×1名＝1,200,000 円   

消耗品費 2,264  000 実験研究用消耗品 

通信運搬費   000  

印刷製本費   000  

旅費交通費 800  000 
学会発表 60,000 円×2件×5名＝600,000 円 

海外での国際会議参加 1名分 200,000 円 

修繕費 400  000 実験用機器備品の修繕 

業務委託費   000  

損害保険料   000  

賃借料   000  

手数料・報酬   000  

会合費   000  

雑費 300  000 
学会参加費 20,000 円×1回×5名＝100,000 円 

論文投稿料 50,000 円×4 件＝200,000 円 

機 器 備 品 21,366  000 

冷間静水圧プレス 三庄インダストリーCPP35 1,026,000円×1件＝1,026,000円  
3Dリアルサーフェスビュー顕微鏡 キーエンスVE-9800SP 11,180,000円×1件＝11,180,000円 
EMCCDカメラ アンドール社DU897E-IQ 7,040,000円×1件＝7,040,000円 
スクロールポンプ コスモテック社14700PTS300 650,000円×1件＝650,000円 
並列コンピュータ HPCシステム社HPC-ProServer DPrT5400 1,470千円×1件＝1,470,000円 

合計 26,330  000 
 

   文理学部 学部代表者氏名：  橋本 拓也                      
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審議事項 ２ 

 

【別添】 

学術研究戦略プロジェクト 平成２１年度研究経費予算 

    

予算額の欄は，各支払科目ごとの積算基礎を合計し，千円未満を切り捨てて記入してください。 

積   算   基   礎 
支払科目名 予算額 

積算にあたっては，各支払科目ごとに使途・数量・単価等を明記し，円単位まで計算してください。 

人件費   000  

消耗品費 900  000 実験研究用消耗品 

通信運搬費   000  

印刷製本費   000  

旅費交通費 70  000 学会発表 70,000 円×1件×1名＝70,000 円(日本薬物動態学会) 

修繕費   000  

業務委託費   000  

損害保険料   000  

賃借料   000  

手数料・報酬   000  

会合費   000  

雑費 30  000 学会参加費 30,000 円×1回×1名＝30,000 円 

機 器 備 品   000  

合計 1,000  000 
 

   薬学部 学部代表者氏名：    松本宜明                    
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審議事項 ２ 

 

 

【別添】 

学術研究戦略プロジェクト 平成２１年度研究経費予算 

    

予算額の欄は，各支払科目ごとの積算基礎を合計し，千円未満を切り捨てて記入してください。 

積   算   基   礎 
支払科目名 予算額 

積算にあたっては，各支払科目ごとに使途・数量・単価等を明記し，円単位まで計算してください。 

人件費 5,910  000 
RA : 960,000 円×2 名＝1,920,000 円   

連携研究員 :380,000 円×10.5 ヶ月＝3,990,000 円 

消耗品費 3,000 000 
実験研究用消耗品（化合物合成費用1,000,000円，DNA結合アッセイ400,000円，ヌードマウ
ス 100,000 円，細胞培養・培養イメージング 500,000 円，リポータアッセイ・コンペティションアッ
セイ 400,000 万，遺伝子発現解析 600,000 円） 

通信運搬費 20  000 郵送料 

印刷製本費   000  

旅費交通費 950 000 
学会発表 90,000 円×1件×5名＝450,000 円 

ミーティング（海外）500,000 円 

修繕費 500  000 実験用機器備品の修繕 

業務委託費 500  000 実験用試料の分析依頼 

損害保険料   000  

賃借料   000  

手数料・報酬 100  000 講演料 50,000 円×２件＝100,000 円 

会合費 40  000 会議 20,000 円×2回＝４0,000 円 

雑費 100 000 学会参加費 20,000 円×1回×5名＝100,000 円 

機 器 備 品   000  

合計 11,120 000 
 

   医学部 学部代表者氏名：    永瀬浩喜                        


