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ください。 

 

１．極限追求系：情報 

（１）超高密度超高速記録（班長：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礎技術に重点

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．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開発にチャレンジする．  

  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
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審議事項 ２ 

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 本研究の特徴 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） 

 
（２）量子情報処理（班長：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 本研究の特徴 達成目標 

①単一光子源 発光効率＜
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 

30％, 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 

 
２．極限追求系：エネルギー班（班長：橋本拓也，淺田泰男，大月穣，西

宮伸幸，松下祥子） 
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審議事項 ２ 

 

  エネルギー班は，太陽光の一次エネルギーから，電気や水素というエネ

ルギーキャリアーの生産と相互変換技術の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）長波長吸収する新規色素を合成し，効率>12%をめざす．（大

月） 

・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について研究

する．水素生産については，シアノバクテリアの嫌気暗条件ならびに嫌

気明条件での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

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，中低温作動可能な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 本研究の特徴 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・ナノ粒子または
液相経由のナノレベル均
質混合によるからの新合
成プロセス 

強度２〜５倍，作動
温度 600 ℃ 

④色素増感太陽
電池 

安価な色素

でエネルギ

ー変換効率

3％ 
変換効率 11
% 

ナノ構造による光閉込め
効果を利用 
 
 
新規長波長吸収色素 

5％ 
 
 
 
12%以上 

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 

 

３．極限追求系：医療班（班長：福田昇，阿部克己，舛廣善和，加野浩一

郎，越永従道，高橋悟，永瀬浩喜，藤原恭子，松本宜明） 
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審議事項 ２ 

  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いる．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先駆的技術を，新しいバイオ技術として開発し，

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）およびがん特異的なゲノム増幅領域等に

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既知・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や放射性同位体元素を結

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，遺伝子発現をゲノム領域特異的に

制御すること，もしくは放射線感受性誘導の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対する診断治療

の応用を試みる．  

 

医療応用のためのナノバイオ技術の達成目標 

項目 現状 本研究の特徴 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 

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 

非癌部への
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 

 

４．ナノ基盤系：超分子・自己組織班（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る．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

料などの本プロジェクト内の「情報」，「エネルギー」，「医療」班の基盤と

なるテーマについて検討し，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．平成 25 年度までに当班が取り組むテーマを以下に示す． 

・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） 

・光歪応答性を持つキラル高分子のナノ薄膜の作製（伊掛） 

・光学材料を指向した環境調和型新規高分子材料の創製（伊掛） 
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審議事項 ２ 

・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） 

・分子の自己集積構造と動的挙動の分子レベルでの解明（大月） 

・自己集積錯体を用いた光エネルギーによる水からの水素発生（大月） 

・X 線を用いた光線力学療法のための化合物合成（大月） 

・フォトニック結晶による色素増感型太陽電池の効率向上の解明（松下）

・微粒子自己集積体による光学･分析デバイス作製（松下） 

・油水界面における自発的張力変動の現象解明（松下） 

  これらのテーマ群は，物質の「ナノ構造」にスポットを当てている．物

質の構造を精密に組み立て，材料設計することで発現する性能，機能は様々

な特性を有しており，多岐の分野に応用することが可能である．当班では，

電子顕微鏡，走査型トンネル顕微鏡，放射光散乱装置など様々な手法を駆

使し，物質の姿をナノメートルオーダーまで掘り下げることで，物質の持

つ無限の可能性を引き出し，開拓することにある 

   
５．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス（班長：鈴木薫，浅井朋彦，岩

田展幸，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，望月章介） 

  ナノ物質・ナノデバイス班は新しいナノ構造作製法を開発し，超伝導物

質や水素・酸素吸蔵物質，光触媒反応物質，燃料電池材料，カーボンナノ

チューブ及びフラーレン，酸化物積層膜及び超格子などの創成をめざす．

同時に，これらの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，新機能を有するナノセンサーの開発や

フォトメモリーの作製を行う．また，生体の情報伝達機構を１分子レベル

で解明をめざす．このような基盤要素であるナノ物質・ナノデバイスを情

報やエネルギー・医療班に提供し，連携して研究を行うことを目的とする．

・層状構造を持つ鉄砒素系超伝導体のバルクを作成し，これをパルスレー

ザ堆積法でナノ薄膜に堆積させ，反応性イオンエッチング法により量子

ドット創成をめざす． 

・金属内包カーボンナノチューブを集束イオンビーム加工し，走査型プロ

ーブ顕微鏡用の磁気センサ開発を行う． 

・単層カーボンナノチューブのカイラリティ、成長位置、配向成長を制御

し，ナノスケール電界効果型トランジスタを作製する． 

・トップダウン，ボトムアップ技術の組み合わせにより、C60を用いたナノ

スケール電界効果型トランジスタ及び単一分子トランジスタを簡易的に

作製する． 

・機能性酸化物積層膜及び人工超格子を作製し電界印加による磁気特性制

御、電気的特性制御を室温で行える新機能性電子デバイスを作製する．

・光触媒作用による水分解反応で水素と酸素を発生する広バンドギャップ

半導体ナノ薄膜を成膜し，水素吸蔵合金を磁化同軸プラズマガンで溶出

形成し，金属酸化物・水素化物のナノ粒子による酸素，水素の吸蔵・放

出過程の制御を検討する． 

・光誘起局所的構造変化を利用した新カラーフォトメモリー物質を探索し，
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審議事項 ２ 

同時多色蛍光 1 分子観察技術を開発し，複数種類のタンパク質分子間の

相互作用をリアルタイムイメージングすることにより，生体の情報伝達

機構を１分子レベルで解明することをめざす． 

・前年度までに開発した小型極端紫外光源について，波長〜数 nm 領域で

の特性評価を完了し，実用へ向けた検証へ移行する． 

・大気圧低温 LF プラズマの CNT 親水性処理への応用実験を他班との共同

研究として進める（自己組織化班，伊掛講師）．また，LF プラズマ医療

応用の検討を医療班および学外グループと展開する． 

 

ナノ物質・ナノデバイス技術の達成目標 
項目 現状 本研究の特徴 達成目標 

① 金属内包カ
ーボンナノ
チューブ 

直線状で高
アスペクト
比は存在し
ない 

ニッケルや鉄を直径 10～
80 nm・長さ 100～800 nm
で直線的に内包 

走査型磁気力顕微
鏡プローブへ集束
イオンビーム加工 

② 水分解のた
めの太陽光
触媒の成膜 

固体バルク
や粉末 

薄膜状で低温成膜 水 素 発 生 効 率 ， 
0.16 Lh–1 m-2

以上へ 

③ 鉄砒素系高
温超伝導材
料 

バルクでは
新超伝導物
質が得られ
ている。 

鉄系超伝導薄膜作製はエ
レクトロニクス応用には
重要であるが、これまで、
報告は非常に少ない。 

薄膜の超伝導化を
目指す。 

④ 水素吸蔵合
金 

固体バルク
粉末 

磁化同軸プラズマガンで
溶出形成 

薄膜の水素吸蔵特
性を検討 

⑤ 単層カーボ
ンナノチュ
ーブ 

成長位置制
御法を確立
し、数種類
のカイラリ
ティを持つ
半導体のみ
を成長。 

単層カーボンナノチュー
ブ 1 本を用いた超高密度
ナノスケール電界効果型
素子の作製 

電気特性の均一な
ナノスケール電界
効果型素子を作製，
目 標 移 動 度 は
100cm2/V/s 

⑥ 室温マルチ
フェロイッ
クの発現 

Cr
2
O

3
、

REFeO
3
/A

FeO
3
(RE=

La,Bi,A=C
a,Sr) 単 結
晶単層膜
の作製 

室温で電界によって磁化
を制御する全く新しい現
象を発現し新規デバイス
に応用する。 

強磁性膜 /Cr
2
O

3
、

REFeO
3
/AFeO

3
人工

超格子成長制御、室
温で電界による磁
化特性制御 

⑦ THz 帯単一
光子検出器 

THz 光の単
一光子検出
はLHe以下
の低温が必
要 

量子ドットを熱レゼヴォ
アとして使用し、10K 以上
の高温動作が可能 

10K 以下の量子ド
ットプラズマ励起
の様相を明らかに
する 

⑧ 金属酸化物
による炭酸
ガスの固定
や吸着・脱離
の光制御 

固体バルク
や粉末 

CeO
2
，CeO

2
-ZrO

2
固溶体酸

素,水素の光誘起吸着・脱
離現象，ZrO

2
ナノ粒子での

水の光分解物質 

酸素,水素の光誘起
吸着・脱離現象解
明，水の光分解物質
の探索 

⑨ 多分子イメ
ージング 

蛍光タンパ
ク DNA 作
製 

タンパク１分子観察 同時多色蛍光１分
子観察 

 
６．ナノ基盤系：量子理論・計算（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進一郎，

藤川和男，山崎恒樹） 
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  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，原子・

分子の励起状態の構造および光との相互作用を解明する（佐甲）．また，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)． 

 

７．人材育成 

  PD をのべ 33 名（人数×年）をプロジェクトの研究実践を通じて育成，輩

出する．また，プロジェクトの広報によって希望者を増やし，なるべく多

くの博士後期課程学生を RA として雇用し，育成を図る． 

 

８．日本大学 N.研究プロジェクト発・研究拠点を立ち上げる 

  以上の研究成果を基とした，あるいは，さらにそれらを融合した分野に

おける，日本大学 N.研究プロジェクト発の研究拠点を，外部資金によって

立ち上げることを目標とする． 総務省 SCOPE，学部連携による科研費，

京大，Caltech，製薬企業とのコンソーシアム等の芽をさらに発展させると

ともに，N.研究プロジェクトの研究成果に基づく新しい外部資金獲得の芽

をさらに増やす． 
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平成２３年

度の研究計画 

※課題，グループ等研究組織単位での平成２３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．極限追求系：情報 

（１）超高密度超高速記録班 

  以下の項目を実施する． 

１）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． 

２）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の検

討を進める． 

３）高速記録過程，すなわち非可逆である磁化反転機構を計測/解明するた

め，超高時間分解計測装置改良と測定実施を行う． 

４）十数 nm スケールのナノ構造を有するテンプレート基盤を利用した金属

/磁性体ナノ構造形成を実施検討する． 

５）ナノ構造を有する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）量子情報処理班 

  平成 22 年度に開発した量子もつれスワッピング装置の評価（偏光量子も

つれ純度の測定，別々の量子もつれ光源から生成される光子の識別不可能

性の測定）をこれまでに開発した高速単一光子検出器により行う．次に，

ベル測定により別々に生成された光子間に偏光量子もつれが形成されるこ

とを確認する．超伝導ナノ細線単一光子検出器に関しては，量子論・計算

班との共同研究により設計した金属ナノストライプ導波路結合型デバイス

の作製とその評価を行う．また，金属ナノストライプカップラーの作製技

術を確立し，高速単一光子検出器を用いて表面プラズモン・ポラリトンの

干渉実験を行う．量子メモリーに関しては，電磁誘起透明化により室温ル

ビジウム原子気体中への偏光量子もつれ光子対の保存実験を行う．単一光

子源に関しては，これまでに作製したフォトニック結晶中に周期欠損を入

れてキャビティ構造を作り Q 値の評価を行う． 

 

２．極限追求系：エネルギー班 

１）色素増感太陽電池について，自己集積型フォトニック結晶の入射単色

光光電変換効率を測定し、これまでの知見と比較して、周期構造が効

率に与える影響を検討する（松下）．またこれまでに試作した色素増感

太陽電池用色素の特性解析によって効率向上のための鍵を見つけ，第

二世代の色素を合成する（目標効率４％）（大月）．  

２）超分子触媒について昨年度見いだした新しい水素発生光触媒の構造，

反応機構を解明する（大月）． 

３）水素吸蔵合金について，水素吸蔵・放出の光制御が可能な水素貯蔵材

料の範囲を錯体系から合金系に拡大して探索し，光エネルギーを水素

という化学エネルギーの形で貯蔵できるシステムを例示する（西宮）．

４）生物化学プロセスによる水素発生では，微生物による水素産生の規模
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を 100 mL レベルに高め，このバイオ水素を 100 mg の水素吸蔵合金

で分離・回収できるシステムを構築する（西宮，淺田）． 

５）固体酸化物型燃料電池については，本研究で発見された水素イオン導

電体およびカソード材料を用いて、実際にセルを組み 600 ℃での運転

を目指す（橋本）． 

 

３．極限追求系：医療班 

  医療班ではケミカルバイオロジーを利用した診断・治療の試みを行って

いる．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先駆的技

術を，新しいバイオ技術として開発し，医療応用をめざす．具体的には：

１）がん特異的なゲノム増幅領域に対し，これを標的とする探索プローブ

化合物に新規発光性化合物や放射性同位体元素を結合させ，癌診断用

探索プローブを開発する． 

２）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． 

３）PI ポリアミドの創薬開発として, ヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミド

のリード化合物の決定,マーモセットでの前臨床試験を行う. 

４）ヒト iPS 細胞に TGF-β1 の抑制が重要である事が報告され、今回ヒト

TGF-β1 に対する PI ポリアミドによる iPS 細胞の誘導を試みる． 

５）癌に対するハイスループットドラッグディスカバリーの為 PI ポリアミ

ドを用いたコンビナトリアルケミストリーの開発を理工学部と共に試

みる．  

 

医療応用のためのナノバイオ技術の達成目標 

項目 現状 本研究の特徴 達成目標 

①癌探索プローブ
の開発 

プローブの
開発 

癌特異的生体物質認識化
合物の同定 

高効率プローブ確
認 

②ex 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 

③PI ポリアミドの
創薬開発 

小動物での
効果確認 

PI ポリアミドの実地医薬
としての開発 

ヒト PI ポリアミド
の前臨床試験 

④PI ポリアミドで
の iPS 細胞誘導 

計画段階 PI ポリアミドを用いた世
界初 iPS 細胞誘導 

iPS 細胞誘導 

⑤コンビナトリア
ルケミストリーの
開発 

計画段階 PI ポリアミドの高効率創
薬開発法 

コンビナトリアル
ケミストリーの確
立 

 

４．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

  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．また，併せて平成 22 年度に構築してきた学内外の研

究協力（共同研究）を強く推進する． 

１）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）．
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２）磁場及び電界誘起ポリ乳酸（PLA）結晶配向フィルムの作製（伊掛）．

３）光学材料を指向した環境調和型新規高分子材料の創製（伊掛）． 

４）高配列化，配列領域拡大（>µm 四方）を重点課題とし，ナノ構造テン

プレート形成手法/条件の改善を行う（伊藤，塚本）． 

５）自己集積錯体を用いた光触媒の開発：水素発生／色素増感太陽電池：

新規色素改良／新規癌治療法開発：X 線を用いた光線力学療法のため

の化合物合成，の各項目を推進する（大月）． 

６）色素増感型フォトニック結晶太陽電池の効率向上の解明（松下）． 

７）微粒子自己集積体による光学･分析デバイスの作製（松下）． 

８）油水界面における自発的張力変動の現象解明（松下）． 

 

５．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス班 

１）ナノカーボン材料について，以下を行う． 
    ▶ ナノチューブを走査型磁気力顕微鏡用のプローブとして加工，▶ 

ナノチューブのカイラリティ，位置，配向を制御し，ナノスケール電
界効果トランジスタを作製，▶ C60単結晶あるいは C60一分子を用いた
トランジスタの検討． 

２）16 μL h–1 cm–2で水素発生することを見いだした TiO2に La と Sr・Ba・
Ca 等をドープした材料を低温で軽量な基板上に結晶性が高い状態で
成膜する方法を検討する． 

３）超伝導に関して，従来よりも超伝導転移温度の高い物質の探索を行う．
特に鉄以外の遷移金属化合物についてもその可能性を探る．薄膜化に
成功した(Sr1-xLaxF)FeAs 薄膜の超伝導化を目指す．また、(Sr1-xLaxF)FeAs
よりも超伝導転移温度の高い物質が得られたので，この超伝導薄膜化
も試みる． 

４）水素吸蔵合金を磁化同軸プラズマガンで溶出形成し，最適な材料の探
査を行う．また，極端紫外光源について，プラズマ内部構造診断のた
めのトモグラフィシステムの開発を基に商業化の検討を進める。 

５）強磁性体/Cr2O3 積層膜を作製し，磁場冷却のみによって，強磁性体の
磁気特性を制御できることを実証する． 

６）REFeO3/AFeO3超格子の作製と電気磁気効果の発生（RE = La, Bi, A = Ca, 
Sr）：PLD 法で最も重要なターゲット作製条件の最適化を行い，原子レ
ベルで平坦な界面をもつ人工超格子構造を作製する． 

７）THz 光検出のため，プラズマ励起した電子の運動方向を制御を試みる．
また，量子ドットによる THz プラズマ励起の 10 K 程度までの温度依
存性を明らかにし、高温動作特性を解明する． 

８）CeO2，CeO2-ZrO2固溶体と新たに各種水素化物を対象に，酸素，水素の
光誘起吸着・脱離現象を示す物質を見つける．また，種々の酸化物や
複合体を試料として，新しいフォトメモリー物質を探索する. 

９）ZrO2 系酸化物固溶体ナノ粒子を対象に，新しい水の光分解物質を見つ
ける．また，この ZrO2系酸化物固溶体ナノ粒子を主成分とする長残光
性高輝度発光体を開発する. 

10）バイオ分野では，対象タンパク質に蛍光タンパク質ないしは量子ドッ
トを結合させることにより、リアルタイムにそのコンフォメーション
変化をイメージングする実験を行う． 

 

６．ナノ基盤系：量子理論・計算班 

まず, 量子情報理論の基礎的な問題であるエンタングルメントの本質の

解明（藤川） においては, 量子力学の基礎的な側面の理解を得ると同時に，

理論グループ全体としての光と物質の相互作用のより定量的な研究を行
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う．次に，強相関ヘテロ界面の電子構造の解明（石田）においては, 前年

までに行った強結合モデル-量子多体計算に基づく強相関系の界面・ヘテロ

構造の電子構造の研究を第一原理計算に拡張し，実際に興味をもたれてい

る実験系の解析を行う．例えば，SrTiO3 基板／SrVO3 薄膜において，SrVO3

吸着層の膜厚の減少とともに，吸着層の電子構造が 3 次元から 2 次元的に

変化する様子を調べる．計算は密度汎関数法の範囲で行い，必要ならば

LDA+U などにより，電子相関の効果を取りいれる．また，精密な電子状態

計算に基づく原子・分子の励起状態の構造および光との相互作用（佐甲） に

おいては, 前年まで解明した原子における「フントの規則」の起源および

共役フェルミ孔の概念を拡張し，通常の原子および人工原子（量子ドット）

も含めた理論の構築を行う．さらに，局所的円偏光生成表面プラズモンア

ンテナの設計（大貫）については, 記録媒体表面及び内部でナノスケール

の局所的円偏光を生成するアンテナの設計を行う．また, ナノオーダーの

金属細線と光を高効率でカップリングさせるためのプラズモン導波路の設

計も行う．さらに，分子モーターの理論解析として，分極した分子に静電

界を印加した場合のシミュレーションを行う．フォトニック結晶の伝播特

性（山崎）においては, 開発した，任意形状および負屈折媒質を含む任意

屈折率分布に適用可能フーリエ級数展開法を用いて, ナノ物質系と光の相

互作用としてのフォトニックナノ構造での光閉じ込作用を電磁界分布から

解析する. 

また, 前年に開始した量子理論・計算班全体のプロジェクト（石田，大

貫，佐甲, 藤川，山崎）として, 光とナノ物質の相互作用の本質を明らかに

するために，マックスウェル-シュレディンガー方程式の数値解法の確立を

行う．具体的には，計算コードのプロトタイプの開発を行い，テスト計算

を行う． 

 

７．人材育成 

  平成 23 年度は，（博士）研究員 8 名，博士課程学生支援として RA 7 名の

雇用を計画している． 

  参考：平成 21 年度：（博士）研究員 3 名，RA５名 

        平成 22 年度：（博士）研究員 7 名，RA５名 

  また，学会発表による学生等の受賞を奨励する． 

  参考：平成 21 年度：4 件 

        平成 22 年度：7 件 

 

８．日本大学 N.研究プロジェクト発・研究拠点 

  本プロジェクト完了時には，研究成果を基とした，あるいは，さらにそ

れらを融合した分野における，日本大学 N.研究プロジェクト発の研究拠点

を，外部資金によって立ち上げることを目標としている．そのために各メ

ンバーの外部資金獲得を奨励すると同時に，プロジェクトとして，あるい

はプロジェクトの班単位等で，中〜大型外部資金の獲得をめざす．そのた

めにも一層の共同研究，特に学部横断共同研究を推進する． 

  参考：外部資金，平成 22 年度：32 件，61,995 千円． 



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

 12

審議事項 ２ 

        平成 22 年度学部横断共同研究の推進 

        共著論文 4 件，特許出願 1 件，学会発表 10 件． 

 

９．研究経費の主な使途 

 
大型設備の整備ほぼ完了へ 

 ▶ 斜入射真空紫外分光器                           10,199,000 円 

  開発した極端紫外光源（Nubic より特許申請）の性能評価 

  超微細加工，生体細胞のホログラフィ，高速製膜（Nubic より特許申請）

 ▶ 希釈冷凍機                                     28,000,000 円 

  低温超伝導体の利用による光子数識別器の開発，量子情報のための量子

中継機開発 

 

人件費  研究推進の本格的な加速および若手育成 

 ▶ （博士）研究員      8 名                     31,000,000 円 

 ▶ RA             7 名                      5,160,000 円 

 

平成２４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２４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２４年度 

 

１．極限追求系：情報 

（１）超高密度超高速記録班 

 以下の事項を実施する． 

１）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． 

２）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． 

３）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）量子情報処理班長：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣 

  平成 22 年度に開発した BBM92 量子暗号プロトコルに基づく量子鍵配送

システムと平成 23 年度に性能評価した量子もつれスワッピング装置を用

いて量子鍵配送実験を行う．また，平成 23 年度に作製した金属ナノストラ

イプ結合型超伝導ナノ細線単一光子検出器の改良および性能評価を行う．

金属ナノストライプカップラーによる表面プラズモン・ポラリトンの干渉

実験に関しては，超伝導転移端センサーの光子数識別能力を利用して表面

プラズモン・ポラリトンのボーズ粒子性を直接検証する．量子メモリーに

関しては，電磁誘起透明化装置の最適化により光子対保存時間の最大化を

図るとともに，保存後の光子対の量子もつれ純度の評価を行う．単一光子

源に関しては，フォトニック結晶に CdSe/ZnS 量子ドットを埋め込み，発光

特性を評価する． 
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審議事項 ２ 

 

２．極限追求系：エネルギー班 

１）色素増感太陽電池について，周期構造が効率に与える影響をより深く

探るため，リソグラフィーによるフォトニック結晶型太陽電池の作製

を行う（松下）．また前年度と同じサイクルであるが，これまでに試作

した色素増感太陽電池用色素の特性解析によって効率向上のための鍵

を見つけ，第三世代の色素を合成する（目標効率８％）（大月）．  

２）超分子触媒について，昨年度までの水素発生光触媒の知見に基づいて，

より効率の良い触媒を開発する（大月）． 

３）水素吸蔵合金について，光アシスト水素吸蔵を行わせた合金から 100℃

程度の低温加熱で水素を取り出す手法を開発して移動体用の水素源と

しての応用をはかるとともに，電気エネルギーに変換するシステムを

開発する（西宮）. 

４）生物化学プロセスによる水素発生では，微生物による水素産生の規模

を 1 L レベルに高め，このバイオ水素を 1 g の水素吸蔵合金で分離・

回収できる中型システムを構築する（西宮，淺田）． 

５）固体酸化物型燃料電池については，強度の高いインターコネクターを

用いてセルのスタック化を検討し、2-3 個のセルを直列につないだデバ

イスの運転を目指す（橋本）． 

 

３．極限追求系：医療班 

  医療班では，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技術

を，新しいバイオ技術として開発，医療応用を目指す．具体的には： 

１）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

複数合成し、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（阿部, 越永，高橋，永瀬）． 

２）さらに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（加野，永瀬）． 

３）PI ポリアミドの創薬開発として, ヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミド

のリード化合物の決定，マーモセットでの前臨床試験のため，ゲノム

解析から，マーモセットでの腎症とリウマチモデル確立（福田，藤原，

松本）. 

４）ヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミド存在下での，山中４因子プラスミ

ドによるヒト iPS 細胞誘導効率の向上（福田, 舛廣）． 

５）癌に対するハイスループットドラッグディスカバリーのため PI ポリア

ミドを用いたコンビナトリアルケミストリーを in silico で開発する（藤

原, 福田）． 

 

４．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

  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
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審議事項 ２ 

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． 

１）酸化チタンインバースオパール膜の光学特性（伊掛）． 

２）外部誘起ポリ乳酸配向結晶ナノ薄膜の精密構造解析（伊掛）． 

３）光学材料を指向した環境調和型新規高分子材料の熱的安定性評価（伊

掛）． 

４）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）． 

５）自己集積錯体を用いた光触媒の開発：水素発生効率向上／色素増感太

陽電池：新規色素さらに改良／新規癌治療法開発：X 線を用いた光線

力学療法のための化合物合成と機能評価，の各項目を推進する（大月）．

６）色素増感型フォトニック結晶太陽電池の耐久性の向上（松下）． 

７）微粒子自己集積体による光学･分析デバイスの性能評価（松下）． 

８）油水界面における自発的張力変動現象の解明（松下）． 

 

５．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス班 

１）ナノカーボン材料について，以下を行う． 

  ▶ 強磁性の鉄やマンガン・コバルト等内包したカーボンナノチューブ

を走査型磁気力顕微鏡用のプローブとして加工．▶面内配向，成長位置，

カイラリティ制御された単層カーボンナノチューブの電界効果トランジ

スタ作製の最適条件を探索し，特性を評価する．目標は移動度 1–10 

cm2/V/s．▶ ナノスケール C60 の電界効果トランジスタ作製手法の最適化

と特性改善．目標は移動度 1 cm2/V/s． 

２）La と Sr・Ba・Ca 等をドープした TiO2による，16 μL h–1 cm–2以上への

水素発生効率の改善を目指すとともに，成膜方法を検討する． 

３）鉄砒素系超伝導体の薄膜化に成功した次のステップとして，超伝導デ

バイスへの応用を試みる．また，新高温超伝導物質の探索を行う． 

４）水素吸蔵合金を磁化同軸プラズマガンで溶出形成し、水素吸蔵特性を

検討し，効率の改善を目指す．また，極端紫外光源の高輝度化を進め，

次世代リソグラフィ用光源（13.5 nm（Li, Xe））としての評価へ移る．

５）強磁性体/Cr2O3/下地電極積層膜を作製し，電界印加による磁化制御を

検証する． 

６）REFeO3/AFeO3超格子を作製し，電界印加による界面物性の変化とその

起源を明らかにする．University of Twente, IMS group (UT-IMS), D.H.A. 

Blank との共同研究により行う． 

７）ゲート電極形状の最適化を通じて、GaAs/AlGaAs 量子ドットのプラズ

マ励起による電子輸送方法を確立する．また，単一電子トランジスタの

改良により，10 K から 77 K の温度領域での THz 帯単一光子検出を行う．

８）新奇な金属酸化物・水素化物のナノ粒子による酸素(水素)の吸蔵・放

出過程の制御を探索する． 

９）バイオ分野では，受容体のみならずリガンド分子も蛍光１分子イメー

ジングすることをめざす． 
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審議事項 ２ 

６．ナノ基盤系：量子理論・計算班 

まず, 量子情報理論の基礎的な問題であるエンタングルメントの本質の

解明 (藤川) については, 近年話題となっている「エンタングルしていない

が量子力学の特性を持つ系」のメカニズムについて考察を進める. 次に, 強

相関ヘテロ界面の電子構造 (石田) については, 平成 21-23 年度の経験を生

かして，密度汎関数法によるバンド計算と動的平均場法の範囲の量子多体

計算を組み合わせた強相関ヘテロ界面の理論解析の手法を確立することを

目指す. また, 少数自由度系の精密な量子計算  (佐甲) においては, 前年ま

でに明らかにした原子・人工原子の内部波動関数の理解に基づき, 光によ

って誘起される電子運動の特性を明らかにする. そして, 局所的円偏光生

成表面プラズモンアンテナの設計及び基礎検証 (大貫) においては, 情報班

の中川教授, 伊藤教授, 塚本専任講師の協力のもと, 設計したアンテナの

基礎検証を行う. また, プラズモン導波路について, 情報班の井上教授の

協力し, 設計した導波路の基礎検証を行う. さらに, 分子モーターの解析

については, 大月教授の協力のもと, 分極した分子と印加する回転電場と

の相互作用を検討し分子の回転運動を明らかにする. フォトニック結晶の

伝播特性 (山崎) においては, 前年に解析を行った光閉じ込作用の成果を論

文としてまとめ, また, メタテリアル構造 (負媒質) の伝搬特性を調べる. 

また, 量子理論・計算班全体のプロジェクトである「マックスウェル-シ

ュレディンガー方程式の同時解法」(石田，大貫，佐甲, 藤川，山崎) につい

ては, 前年までに開発した計算コードを用いて, 比較的簡単な系について

光とナノ物質との相互作用のシミュレーションを行い, 基本的な物性を調

べる. 

 

平成２５年度 

 

１．極限追求系：情報 

（１）超高密度超高速記録班 

  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． 

１）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． 

２）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） 

 

（２）量子情報処理班 

  最終年度には本プロジェクトで開発した量子光源（偏光量子もつれ光子

対源・単一光子源），超伝導光子検出器（超伝導ナノ細線単一光子検出器・

超伝導転移端センサー）、量子もつれスワッピング技術，ルビジウム原子に

よる量子メモリーを駆使して 200 km を超える量子鍵配送実験を行う． 
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審議事項 ２ 

２．極限追求系：エネルギー班 

１）色素増感太陽電池について，リソグラフィーによるフォトニック結晶

型太陽電池の電池特性を測定して自己集積型の結果と比較すると共

に，フォトニック結晶型太陽電池の実用的な作成を検討していく（松

下）．また，これまでに試作した色素増感太陽電池用色素の特性解析に

よってさらなる効率向上のための鍵を見つけ，第四世代の色素で現在

の記録 11%を突破を目標とする（大月）． 

２）超分子触媒では，我々の水素発生光触媒と酸素発生光触媒を組み合わ

せて，水の完全分解をめざす（大月）． 

３）水素吸蔵合金および生物化学プロセスによる水素発生では，微生物に

よる水素産生の規模を 10 L レベルに高め，このバイオ水素を 1 g の水

素吸蔵合金で分離・回収できる中型システムを構築する（西宮，淺田）．

４）固体酸化物型燃料電池について，企業とタイアップし、一般家庭用と

して使用可能な出力を 600℃程度で出す（橋本）． 

 

３．極限追求系：医療班 

  平成 25 年度には： 

１）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を神経芽

腫，また前立腺癌診断用探索プローブを動物実験で確認する（阿部, 越

永，高橋，永瀬）． 

２）さらに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

を動物実験で確認する（加野，永瀬）． 

３）PI ポリアミドの創薬開発として, ヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミド

のリード化合物のマーモセットでの腎症とリウマチモデルでの効果確

認（福田，藤原，松本）. 

４）ヒト TGF-β1 に対する PI ポリアミドと E-カドヘリンのみでのヒト iPS

細胞誘導法の確立（福田, 舛廣）． 

５）癌に対するハイスループットドラッグディスカバリーとして PI ポリア

ミドを用いたコンビナトリアルケミストリープレートを更に改良し、

癌細胞増殖の抑制の確認（藤原, 福田）． 

 

４．ナノ基盤系：超分子・自己組織班 

  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．また，本プロジェクトで構築された技術を礎に，更なる

発展と飛躍をめざし産官学民との新たな融合を推進していく． 

１）酸化チタンインバースオパール膜のハニカム構造安定性（伊掛）． 

２）外部誘起ポリ乳酸高配向膜の多積層膜化への応用（伊掛）． 

３）光学材料を指向した環境調和型新規高分子材料の力学特性評価（伊掛）．

４）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）． 
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審議事項 ２ 

５）自己集積錯体を用いた光触媒の開発：水素発生・酸素発生連結による

水の完全分解実現／色素増感太陽電池：効率＞12%をめざす／新規癌

治療法開発：X 線を用いた光線力学療法の試験評価，並びに診断技術

との融合，の各項目を推進する（大月）． 

６）色素増感型フォトニック結晶太陽電池の耐久性評価（松下）． 

７）微粒子自己集積体による光学･分析デバイスの応用展開（松下）． 

８）油水界面における自発的張力変動の応用発展（松下）． 

 

５．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス班 

１）ナノカーボン材料について，以下を行う． 

    ▶ 鉄や他の合金を内包したカーボンナノチューブを走査型磁気力顕

微鏡のプローブとして加工する．スピンデバイスヘの応用について

も検討する．▶ 面内配向，成長位置，カイラリティ制御された単層カ

ーボンナノチューブの電界効果トランジスタ特性を評価する．目標は

移動度 10 cm2/V/s 以上．▶ 面内配向単層カーボンナノチューブからの

単一光子放出を，「極限追求系・情報班」井上と検討する．▶ C60 電界

効果トランジスタを作成する．目標は移動度 10 cm2/V/s．フレキシブ

ル基板上にも同作製技術を適用する．▶「ナノ基盤系・ナノ物質ナノデ

バイス班」羽柴と，C60単分子トランジスタ特性を明らかにする． 

２）La と Sr・Ba・Ca 等を組み合わせてドープした TiO2で高効率での水素

発生を目指す．また，これを大面積で軽量な基板の上に低温で結晶性

が高い状態で成膜する方法を検討する． 

３）鉄砒素系超伝導体バルクを薄膜で結晶化し，超伝導特性を得て，単一

電子検出器への応用を目指す．また，引き続き新高温超伝導物質の探

索を行う． 

４）水素吸蔵合金を磁化同軸プラズマガンで溶出形成し，水素発生材料薄

膜との複合化を図り，デバイスの形成を試みる．また，極端紫外光源

の高輝度化を進め，次世代リソグラフィ用光源（13.5nm（Li, Xe））と

しての応用を目指す． 

５）強磁性体/Cr2O3/下地電極積層膜を作製し，電界印加のみによって磁化

が反転する、巨大電気磁気効果を立証する． 

６）University of Twente, IMS group (UT-IMS), D.H.A. Blank との共同で，

REFeO3/AFeO3 超格子を作製し，電界印加による磁気特性の制御可能

性，超格子界面の電荷密度状態，およびスピン配列を明らかにする．

７）引き続きゲート電極形状の最適化を通じて，GaAs/AlGaAs 量子ドット

のプラズマ励起による電子輸送方法を確立する．また，単一電子トラ

ンジスタの改良により，10 K から 77 K の温度領域での THz 帯単一光

子検出を行う． 

８）新奇な金属酸化物・水素化物のナノ粒子による酸素(水素)の吸蔵・放

出過程の制御を応用する． 

９）バイオ分野では，同時多色蛍光１分子観察技術を開発し、複数種類の

タンパク質分子間の相互作用をリアルタイムイメージングすることを

めざす． 
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審議事項 ２ 

 

６．ナノ基盤系：量子理論・計算班 

量子理論・計算班全体のプロジェクトである「マックスウェル-シュレデ

ィンガー方程式の同時解法」(石田，大貫，佐甲, 藤川，山崎) を推進し, 前

年までに開発した計算コードおよび解析手法を用いて, 具体的な実験系に

ついて光とナノ物質との相互作用のシミュレーションを行い, 基本的な物

性を明らかにする. 

 

 


