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  本プロジェクトの全体構想およびこれまでの成果は，「平成 23 年度（単

年度）実績報告書」の冒頭部分からの「A. 平成 23 年度の成果のまとめ」

を参照されたい． 

  これまでおおむね当初計画に沿って，あるいは，分野によってはそれ以

上の成果をあげていると考えている． 

  本プロジェクト開始から３年間で，情報分野では，通信速度，距離，効

率などで世界のトップを走りつつ，次世代量子通信技術の実用化のための

キーとなる技術の開発が進んでいる．また，ボーズ粒子性，スピンといっ

た物理学の根本的な概念に関わる世界初の実験的および理論的成果をあげ

ている．エネルギー分野では，水素エネルギー利用の要となる燃料電池の

高性能材料の開発が着々と進んでおり，いよいよ燃料電池試作に入る．新

しい水素吸蔵材料の合成法も開発された．医療分野では DNA 塩基配列認

識化合物の細胞実験，マウス実験が進んでおり，哺乳動物による実験の準
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備を始めている． 

  残り２年間で，光とナノ物質の相互作用に関する研究を基盤として，情

報，エネルギー，医療分野で実用化のキーとなる技術を見いだし，健やか

未来の創造のために技術の側面から貢献することが目標である． 

 

１．極限追求系情報班 

１−１．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

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 m2 bit-1 熱近接場書き込み ≤0.006 m2 bit-1 
(≥100 倍） 

 

１−２．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），光子

検出器（高速低雑音単一光子検出器・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
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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高速低雑音単  
一光子検出器 

 

量 子 効 率
1%，暗計数
~10-8 

正弦電圧ゲート動作 APD
による単一光子検出 

20％, 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） 

  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， 

１）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．貴金属を用いない有機増感色素で 5%の効率を，また，貴金属を

用いる増感色素では，新規色素を合成し効率>12%をめざす．（松下，

大月）． 

２）光エネルギーによって水から水素を発生させる貴金属を用いない均一

系超分子触媒を創製する．（大月） 

３）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） 

４）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，西宮（下記 5), iii）と共同研究によっ

て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） 

５）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） 

６）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 
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項目 現状 本研究の特徴 達成目標 

①水の光分解に
よる水素発生 

貴金属を使
用 

貴金属なしで光吸収，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％ 

貴金属色素で
で変換効率 

11% 

ナノ構造による光閉込め
効果を利用 

 

 

非貴金属増感色素 

新規貴金属色素 

5％ 

 

 

 

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，阿部修，阿部克己，加野浩一郎，

越永従道，相馬正義，高橋悟，永瀬浩喜，藤原恭子，舛廣善和，松本宜明） 

 

  医学研究の目的は，未だ現代の医療での治らない多くの致死的疾患に対

する新規診断・治療法の開発である．医療班では N.研究プロジェクト体制

の中で理工学，生物，薬学の学部に跨がってナノバイオロジー，ケミカル

バイオロジーの分野で新規医療法を開発イノベーションから産学連携を通

して，実用化を目指して社会に還元し，健やか未来の創造をめざす．今後

の計画として：ケミカルバイオロジーにより理工学部と共同で, ①光線力

学療法や放射線増患効果化合物による新たながん治療法の開発を試み新た

ながん放射線治療法の開発．PI ポリアミドの開発として，②小児癌に対す

る PI ポリアミド. ③TGF-β1 に対する PI ポリアミドの創薬．④Stabilon と

PI ポリアミドによる iPS 細胞誘導法開発．⑤PI ポリアミドとヒストン脱ア

セチル化酵素阻害剤による癌治療開発．⑥環状 PI ポリアミドの固相合成開

発. ⑦PI ポリアミドの薬物体内動態解析. ナノバイオロジー⑧多能性前駆

細胞 DFAT 移植による乳癌発症モデルマウスの作製. 以上を平成 24 年度以

降の計画とする． 

 

医療応用のための達成目標 

項目 現状 本研究の特徴 達成目標 

①光線力学化合
物による放射線
治療法確立 

In vitro 効
果確認 

光線力学療法や放射線
増患効果を利用した新
たながん治療法 

動物実験から霊
長類での前臨床
試験 

②小児癌への新
規抗癌 PI ポリ
アミド 

In vitro 実
験 

腎芽腫、肝芽腫への
LITS遺伝子 PIポリアミ
ド開発 

動物実験から霊
長類での前臨床
試験 

③TGF-β1PI ポリ
アミド創薬 

小動物で
の効果確
認 

最も臨床応用に近い PI
ポリアミド 

GMP/GLP 開発か
ら臨床第 I 相試験 

④安全な iPS 細 ヒト iPS細 日本大学オリジナル技 高効率 iPS 細胞誘
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胞誘導法 胞誘導 術 Stabilon, PI ポリアミ
ドによる iPS 細胞誘導 

導 

⑤DFAT 移植乳
癌発症モデル作
製 

マウス乳
癌形成 

より自然な乳癌の発生
および進行を誘導可能 

確実なマウスで
の乳癌モデル確
立 

⑥PI ポリアミド
-SAHA による癌
治療開発 

特定遺伝
子発現増
加 

特定分子のエピジェネ
ティックな遺伝子発現
増強 

PI ポ リ ア ミ ド
-SAHA 技術確立 

⑦環状 PI ポリア
ミドの合成法 

環状 PI ポ
リアミド
合成成功 

環状 PI ポリアミドの安
定したDNAの結合と低
濃度での遺伝子制御 

8 塩基認識環状 PI
ポリアミドの合
成 

⑧PI ポリアミド
の薬物動態解析 

血中濃度
測定確立 

PI ポリアミドの創薬開
発の為の薬物動態 

薬物動態測定系
の確立 

 

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，精密に造られた材料のナノ構造にスポットを

当て，新たなマテリアルデザインと新規機能の創出をめざすものである．

平成 25 年度までに当班が取り組むテーマを以下に示す． 

・伊掛グループ 

  自己組織化による高分子の高次構造制御と機能物性について検討する． 

  1) 光歪応答性を持つキラル高分子のナノ薄膜の作製 

  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 

  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 

・伊藤･塚本グループ 

  自己組織/集積形成テンプレートを利用して以下の項目に取り組む． 

  1) ナノ構造を有する金属薄膜の開発 

  2) 高密度分布した孤立磁性微粒子材料の開発 

  3) テンプレート構造の高配列化 

・大月グループ 

  1) 自己集積錯体を用いた光触媒の開発：水素発生効率向上 

  2) 色素増感太陽電池：新規色素さらに改良 

  3) 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

細胞レベルの機能評価 

・松下グループ 

  平成 23 年度に作製した微粒子自己集積体による光学･分析デバイスのナ

ノ構造体の生成収率を向上させ，偏光依存性を持ったナノ光学デバイスを

作製する予定である． 

  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
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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（班長：鈴木薫，浅井朋彦，

岩田展幸，十代健，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，超伝導単一電子トランジ

スタと半導体量子ドットによる THz 帯単一光子検出器，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． 

・強磁性や常磁性・反磁性金属内包カーボンナノチューブを高アスペクト

比で高密度に生成し，集束イオンビーム加工することにより，走査型プ

ローブ顕微鏡用の磁気センサ開発を行う． 

・レーザ誘起前方転写法により高分子基板上に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，

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． 

・1111 系超伝導体において不純物を含まない試料作成を行い，超伝導特性

の精密測定を行う．1111 系超伝導体のバルクを利用して，パルスレーザ

堆積法により超伝導薄膜を作成し，その物性評価を行う．さらに，反応

性イオンエッチング法を用いて，量子ドット創成をめざす． 

・ 磁化プラズマガンを用いた製膜法について，水素吸蔵合金膜の高速生成

への応用を確立し，運転条件の最適化や生成された合金膜の評価を行

う． 

・小型極端紫外光源について，感度帯域 5-30nm の斜入射真空紫外分光シス

テムを開発し，次世代リソグラフィ等の実用化へ向けた特性評価を行う． 

・大気圧低温 LF プラズマの CNT 親水性処理への応用実験（自己組織化班，

伊掛講師），施薬への応用実験（医療班，産総研）を班外研究者と共同で

実施する． 

・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とともに，カイラ

リティ制御の成長機構を明らかにする． 

・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． 

・強磁性金属/Cr2O3 積層膜を作製し，界面での磁気的交換相互作用および

Cr2O3の電気磁気効果を利用して，電界で磁化反転を誘起する新機能性酸
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審議事項 ２ 

化物素子を作製する． 

・酸化物人工超格子を作製し，強誘電性強磁性体マルチフェロイックマテ

リアルを作製する．加えて電界で磁気特性を制御できる機能を付加し，

高多機能性スマートマテリアル実現を目指す． 

・10 K 以下の量子ドットプラズマ励起の様相を明らかにし，高温動作への

可能性を探る．また，束縛ポテンシャルの形状を改良し，ダークカウン

トの低下を目指す． 

・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す

る． 

・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． 

・生体分子モーターのメカニクスとキネティクスを同時イメージングし，

その作動原理の解析を行う．生体の情報伝達機構を１分子レベルで解明

することをめざして、金ナノクリスタルを細胞膜受容体のリガンドにラ

ベルし，X 線ビームを金ナノクリスタルに当て，その散乱を解析するこ

とにより，タンパク分子のオングストローム精度の揺らぎを捉える． 

・ナノらせん構造の構築と制御をめざし，銀アセチリド系化合物の結晶成

長機構を解明する． 

・大気圧低温 LF プラズマの CNT 親水性処理への応用実験を自己組織化

班・伊掛他との共同研究として進める．また，LF プラズマ医療応用の検

討を泌尿器科と膀胱炎治療および歯学部と歯周病治療へと展開する． 

・自由電子レーザの照射によるヤマトヒメミミズの破片分離と再生・分化

に関する研究を医学部や生産工学部と共同研究を開始する． 

 

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 

強磁性体（ニッケル・
鉄など）や常磁性体（ア
ルミニウム・白金な
ど）・反磁性体（銅・銀
など）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 

薄膜状で高分子基板上
に低温成膜 

水素発生効率， 
0.16 L h–1 m–2以上 

③ 鉄 砒 素 系
高 温 超 伝
導材料 

バルクで
は転移温
度の高い
1111 系超
伝導体が
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、1111 系超伝導
体薄膜の報告は非常に
尐ない 

薄膜の超伝導化
を目指す 

④ 水 素 吸 蔵
合金 

固体バルクや
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

成長位置
制御法を

単層カーボンナノチュ
ーブ(SWNT) 1 本を用い

自由電子レーザ
ーによるカイラ
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審議事項 ２ 

チューブ 確立し、数
種類のカ
イラリテ
ィを持つ
半導体の
みを成長．
r 面サファ
イア基板
上に面内
配向した
SWNT を
作製した． 

た究極の電界効果型ト
ランジスタを作製す
る．基板表面処理と自
由電子レーザー(FEL)照
射による成長中カイラ
リティ制御により，ボ
トムアップ的に，超高
密度・超低消費電力ナ
ノスケール電界効果型
素子が作製できる 

リティ制御とそ
の制御機構解明．
基板選択による
面内配向を組み
合わせて、成長さ
せるだけで超高
密度・超低消費電
力の電界効果型
トランジスタを
作製する．目標移
動 度 は 100 
cm2/V/s 

⑥ 室 温 マ ル
チ フ ェ ロ
イ ッ ク の
発現 

Cr2O3 膜
の成膜条
件最適化
と詳細な
結晶構造
解 析 。
Bi(orLa)F
eO3/CaFe
O3人工超
格子の高
精度な成
長環境の
達成 

室温で電界によって磁
化を反転する巨大電気
磁気効果の発現．強誘
電性強磁性マルチフェ
ロイックマテリアルの
作製と電界で磁化特性
を制御する新機能性を
持たせた高多機能スマ
ートマテリアルを作製
し新規デバイスに応用 

強磁性膜/Cr2O3，
積層膜の作製と
電界による磁化
特性制御．界面が
原子レベルで平
坦な完全な酸化
物人工超格子を
作製し、強磁性特
性を誘起させる 

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，10 
K 以上の高温動作が可
能 

高温下 (10 K 程
度)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 

CeO2，CeO2-ZrO2固溶体
酸素 ,水素の光誘起吸
着・脱離現象，ZrO2 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 

⑩ ナ ノ ら せ
ん構造 

銀アセチ
リド結晶
のナノら
せん構造
の発見 

低分子の結晶歪みがナ
ノ構造の形状を決定 

分子パッキング
を含めた結晶構
造の詳細決定 

 

６．ナノ基盤系：量子理論・計算班（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，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，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, 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高速かつ信頼性の

高い数値解析を行う．これにより，光とナノ物質の関わる系，特に情報班

のプラズモニックデバイス設計に必須な光とナノ物質の相互作用の解明
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審議事項 ２ 

(大貫)，また, ナノスケールでのフォトニック結晶導波路内での光閉じ込

め効果の最適化ならびに超分子・自己組織班のフォトニック導波路のモデ

ル化および伝搬特性の解明（山崎）を行う. 

 

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． 

 

平成２４年

度の研究計画 

※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：情報班 

１−１．超高密度超高速記録（班長：中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

  本年度は，以下の計画を実施する． 

１）前年度に準備を進めた，針状アンテナを配置した磁性記録膜への短パ

ルス記録実験について， 

      ・電磁界・熱伝導シミュレーション解析 

      ・構造設計，電子ビーム露光による試作 

      ・フェムト秒レーザによる記録実験 

    を継続し，近接場光を用いた世界初のフェムト秒レーザによる熱アシ

スト磁気記録実証実験の成功を目指す． 

２）新規な領域である短時間（フェムト秒オーダー）での物性応答（特に，
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審議事項 ２ 

光学，熱，磁性）について，上記１）の実験検討と連携して，物理検

討とこの分野に適した材料探索を行う． 

３）熱アシスト磁気記録用表面プラズモンアンテナや，円偏光生成表面プ

ラズモンアンテナへのエネルギー伝搬手法について，誘電体導波路と

表面プラズモンエネルギー伝搬との組み合わせについてシミュレーシ

ョン検討を行い，新分野の光エネルギー伝搬手法の検討を行う． 

４）既検討課題である自己組織/集積形成ナノテンプレート基板および高磁

気異方性 FeCuPt 規則合金微粒子形成手法の相補的利用により、ナノ構

造化超高密度記録用磁性膜の形成、構造/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． 

 

１−２．量子情報処理（班長：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

１）量子もつれスワッピングにより生成した量子もつれ状態の評価（井上） 

２）低損失 Au ナノストライプ方向性結合器の作製（羽柴） 

３）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（桑本） 

４）金属ナノストライプ結合型超伝導光子検出器の設計（井上） 

 

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） 

 

  色素増感型太陽電池に関しては，フォトニック結晶内の色素の蛍光寿命

測定を行い，フォトニック結晶と太陽電池の関係データを全取得する．ま

た，フルフォトニックバンドギャップを持つ電気化学系フォトニック結晶

の作製をリソグラフィーを用いて行う．また新たな色素を使用した太陽電

池の開発も行い，有機色素で 5%，新規貴金属色素で 10%程度の変換効率

を目標とする． 

  光触媒に関しては，新たに非貴金属超分子色素を合成し，性能を評価す

る．  

  水素吸蔵合金の光刺激水素放出に関しては，合金，光触媒および助触媒

の存在状態や化学状態を最適に制御して，10 W 以下でも現象確認できる

ようさらなる効率化をはかる．助触媒無しの系で見いだした水素の光安定

化を応用して，低圧水素の光アシスト水素吸蔵を実現する． 

  生物化学プロセスによる水素発生では，合金共存による水素増収効果が

律速段階をどのように活発化させることが原因かを明らかにし，さらなる

増収をはかる．水素 1 L を燃料電池に供給できるレベルを目指す． 

  固体酸化物型燃料電池に関しては，本プロジェクトで新たに発見された

物質を用いて燃料電池単セルを組み上げて発電試験を行う．従来は 900 ℃

以上の燃料電池作動温度を 600 ℃まで低下させることを目指す． 

 

３．極限追求系：医療班（班長：福田昇，阿部修，阿部克己，加野浩一郎，

越永従道，相馬正義，高橋悟，永瀬浩喜，藤原恭子，舛廣善和，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・

治療の試みを行っている．これに理工学部の光線力学療法や放射線増患効

果を利用した新たながん治療法の開発、生物資源科学部の蛋白の細胞導入
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審議事項 ２ 

技術を用いた医療応用をめざす．具体的には：①ヨウ素導入ポルフィリン

化合物を用いた新たながん放射線治療法の開発．②小児癌に対する新規抗

癌 PI ポリアミド開発. ③TGF-β1 に対する PI ポリアミドの創薬開発．④

Stabilon と PI ポリアミドによる iPS 細胞誘導の開発．⑤能性前駆細胞 DFAT

移植による乳癌発症モデルマウスの作製．⑥PI ポリアミドとヒストン脱ア

セチル化酵素阻害剤による癌治療開発. ⑦環状 PI ポリアミドの固相合成

開発. ⑧PI ポリアミドの薬物体内動態解析である. 

 

医療応用のためのナノバイオ, ケミカルバイオロジーの達成目標 

項目 現状 本研究の特徴 達成目標 

①光線力学化合
物による放射線
治療法 

In vitro 効
果確認 

光線力学療法や放射線
増患効果を利用した新
たながん治療法 

In vivo での効果
確認 

②小児癌への新
規抗癌 PI ポリ
アミド 

In vitro 実
験 

腎芽腫、肝芽腫への
LITS遺伝子 PIポリアミ
ド開発 

In vivo での効果
検討 

③TGF-β1 PI ポ
リアミド創薬 

マーモセ
ット細胞
実験 

最も臨床応用に近い PI
ポリアミド 

臨床前試験の開
始 

④安全な iPS 細
胞誘導法 

ヒト iPS細
胞誘導 

日本大学オリジナル技
術 Stabilon, PI ポリアミ
ドによる iPS 細胞誘導 

高効率 iPS 細胞誘
導 

⑤DFAT 移植乳
癌発症モデル作
製 

マウス乳
癌形成 

より自然な乳癌の発生
および進行を誘導可能 

確実なマウスで
の乳癌モデル確
立 

⑥PI ポリアミド
-SAHA による癌
治療開発 

特定遺伝
子発現増
加 

特定分子のエピジェネ
ティックな遺伝子発現
増強 

PI ポ リ ア ミ ド
-SAHA 技術確立 

⑦環状 PI ポリア
ミドの合成法 

環状 PI ポ
リアミド
合成成功 

環状 PI ポリアミドの安
定したDNAの結合と低
濃度での遺伝子制御 

8 塩基認識環状 PI
ポリアミドの合
成 

⑧PI ポリアミド
の薬物動態解析 

血中濃度
測定確立 

PI ポリアミドの創薬開
発の為の薬物動態 

薬物動態測定系
の確立 

 

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） 

  研究計画の中期基盤形成から応用発展に移行する平成 24 年度は，これま

でに築いた手法や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」，更には，日大を核とした NUBIC を介して産学官連携を視野に入

れた学外ネットワーク（共同研究）の構築を超分子・自己組織班の中心テ

ーマに据え，試料作製条件（知的財産）を含め新規技術創出を指向したマ

テリアルデザインを追求する． 

・光歪応答性を持つキラル高分子のナノ薄膜の機能評価（伊掛） 

・磁場及び電界誘起ポリ乳酸結晶配向フィルム作製の最適化条件（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） 

・ナノ構造を有する金属薄膜の開発（伊藤･塚本） 

・高密度分布した孤立磁性微粒子材料の開発（伊藤･塚本） 

・テンプレート構造の高配列化（伊藤･塚本） 
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・自己集積錯体を用いた光触媒の開発：水素発生効率向上（大月） 

・色素増感太陽電池：新規色素さらに改良（大月） 

・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 

細胞レベルの機能評価（大月） 

・微粒子自己集積体による光学･分析デバイスのナノ構造体の生成収率の向

上と偏光依存性を持ったナノ光学デバイスの作製（松下） 

 

５．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス班（班長：鈴木薫，浅井朋彦，

岩田展幸，十代健，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，望月章介） 

  強磁性（ニッケル・鉄など）や常磁性体（アルミニウム・白金など）・

反磁性体（銅・銀など）金属内包カーボンナノチューブを直線的，直径 10–80 

nm・長さ 100–800 nm の高アスペクト比で高密度に生成させ，集束イオン

ビーム加工することにより，走査型プローブ顕微鏡用の磁気センサ開発を

行う．またレーザ誘起前方転写法により高分子基板上に光触媒作用による

水分解反応で水素と酸素を発生する LaSrBaTiO3 などの広バンドギャップ

半導体ナノ薄膜を成膜し，組成比率や不純物導入により，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．

同時に，光触媒作用による水分解反応で水素と酸素を別々に発生する広バ

ンドギャップ半導体ナノ薄膜デバイスの創成を試みる．鉄砒素系超伝導体

ナノ薄膜により，超伝導デバイスの作成を探索する．（鈴木） 

1111 系以外の鉄砒素系超伝導体薄膜作製のために，ターゲット材料の検

討を行う．パルスレーザ堆積法はパワーが強いため，Li などの揮発性の高

い元素を用いず，かつ生成膜の化学量論比にある程度幅があっても超伝導

特性が得られやすいものを探索する．バルク材料の研究としては，複数の

鉄砒素系超伝導体の超伝導特性を明らかにすることにより，それらに共通

な鉄イオンの二次元正方格子の役割りを明らかにする．（高野） 

磁化プラズモイド加速による高速製膜法の運転条件の最適化と，生成さ

れた水素吸蔵膜の性能評価を完了する．LF ジェットによる施薬への応用実

験を医療班，産総研と共同で開始する．小型極端紫外光源について，5–30 nm

の波長帯域における性能評価を行い，本プロジェクトによる出願実績を元

に実用化への検討を行う．（浅井） 

  単層カーボンナノチューブ（SWNT）のカイラリティ制御，電極間のみ

に SWNT が成長する処理条件，さらに基板による面内配向成長の促進の 3

条件を最適化することにより，超高密度・超低消費電力の電界効果型トラ

ンジスタを作製する．目標移動度は 100 cm2/V/s である．また，フラーレン

ナノウィスカーのボトムアップ的な成長で，目標移動度 20 cm
2
/V/s の n 型

半導体を作製する．（岩田） 

  強磁性膜(Fe, Co)/Cr2O3積層膜を作製する．下部電極となるバッファー層

を探索し，交換バイアス磁場が最大になるよう積層構造を最適化する．超

分子・自己組織班・塚本と共同で，FMM の磁化特性を測定する．交換バイ

アス磁場の目標値は室温において 1 kOe とする．（岩田） 

  酸化物人工超格子 [REFeO3/AFeO3]n (RE = La, Bi, A = Ca, Sr) を

High-Pressure RHEED によるその場観察により原子レベルで成長制御させ
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る．超格子界面の電気的磁気的物性からその起源を明らかにし，強誘電性・

強磁性の両者を保持していることを実証する．（岩田） 

4.2 K 以上での半導体量子ドット検出器の高温動作をめざし，THz 帯プラ

ズマ励起の温度依存性の解明を追及すると共に，ゲート電極の更なる最適

化による量子効率の向上及び励起電流制御を追求する．（羽柴） 

紫外レーザー光誘起金属酸化物のフォトメモリー現象とフォトルミネッ

センス増大に関連して，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する．CO2 の有効利用に関する研究として，金属酸化

物ナノ粒子光触媒による CO2の光還元と CO を含む光化学反応，メタノー

ル合成反応(CO2 + 3 H2 = CH3OH + H2O) や，金属酸化物ナノ粒子の CO2中

での紫外光照射によるフォトルミネッセンスの高輝度化を試みる．（望月） 

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

ングの対象とし，受容体-リガンド間相互作用をリアルタイムイメージング

することにより，受容体を介する情報伝達機構の詳細な作動機序の解明を

目指す．（茶園） 

ナノらせん構造の構築と制御をめざし，銀アセチリド系化合物の結晶成

長機構を解明する．ナノらせん構造として，銀アセチリド結晶のナノらせ

ん構造を発見し，低分子の結晶歪みがナノ構造の形状を決定することを見

出し，分子パッキングを含めた結晶構造の詳細を決定する．（十代） 

 

６．ナノ基盤系：量子理論・計算班（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進一

郎，藤川和男，山崎恒樹） 

  金属電極を架橋する単一分子，原子鎖を含むナノ接合系の電子構造や電

気伝導に対する，分子内の強電子相関の効果を，厳密対角化法を用いた

Green 関数の計算により明らかにする．（石田） 

  自然原子・人工原子における共役フェルミ孔の構造と励起状態における

電子構造の関係を解明し，閉じ込めポテンシャルの違いによる電子物性の

特質を明らかにする．（佐甲） 

  平成 23 年度に開発したマルチスケール電磁界シミュレーション法を用

いて，情報班の光直接記録の高密度化に向けた，プラズモニックアンテナ

と粒子記録媒体の相互作用の解明を行う．（大貫） 

  マックスウェルーシュレディンガー混合数値解析法を確立する．（大貫） 

  フォトニック結晶導波路内の光閉じ込め効果を制御する誘電体形状の最

適化ならびに超分子・自己組織班のフォトニック導波路のモデル化して伝

搬特性を解明し，解析モデルの正当性と有効性を得る．（山崎） 

 

７．人材育成 

  平成 24 年度は，（博士）研究員 12 名，博士課程学生支援として RA 5 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 

        平成 23 年度：（博士）研究員 9 名，RA 3 名 

  また，学会発表による学生等の受賞を奨励する． 
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  参考：平成 21 年度：4 件 

        平成 22 年度：7 件 

        平成 23 年度：4 件 

  本年度は，分野が異なる（博士）研究員，博士課程学生の交流の促進の

ための「若手研究会」を企画している． 

  また，本プロジェクト出身者が増えていくので，その人たちの進路を一

括してフォローしておく． 

  文部科学省のポストドクター・キャリア開発事業（旧ポスドドクター・

インターンシップ推進事業）への応募のため，学内および協力いただける

企業と打ち合わせを進めている． 

 

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． 

            平成 23 年度：27 件，64,984 千円 

  学部横断共同研究 

            平成 22 年度：共著論文 4 件，特許出願 1 件，学会発表 10 件． 

            平成 23 年度：共著論文 3 件，特許出願 0 件，学会発表 6 件． 

 

９．研究経費の主な使途 

  大型（高額）装置：当初の５年間計画通り，大型（高額）装置の整備は，
前年度までにほぼ完了しており，本年度は 500 万円以上の高額装置の購入
予定はない． 

   

参考：既購入の 500 万円以上の装置   

平成 21 年度 

・雰囲気制御 STM（アジレント 5100）                 11,592,000 円 

・オプティカルパラメトリックアンプ（スペクトラフィジクス） 

                                                     9,771,300 円 

・環境制御型磁気力顕微鏡                             6,982,500 円 

・3D リアルサーフェスビュー顕微鏡                   11,181,450 円 

平成 22 年度 

・エバークールシステム                              16,399,950 円 

・真空エッチング装置                                15,750,000 円 

平成 23 年度 

・248/310 OG 型斜射真空紫外分光器                    10,199,000 円 

・希釈冷凍機                                        28,000,000 円 

 

  人件費：後半に入り，研究推進を本格的に加速するためおよび人材養成

のための人件費 

・（博士）研究員         12 名                        48,648,000 円 
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・ RA                   5 名                           468,000 円 

 

参考： 

  平成 21 年度  （博士）研究員：3 名，RA：5 名 

  平成 22 年度  （博士）研究員：7 名，RA：5 名 

  平成 22 年度  （博士）研究員：9 名，RA：3 名 

 

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２５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。 

 

  以下，平成 25 年度の計画である． 

 

１．極限追求系：情報班 

１−１．超高密度超高速記録（班長：中川活二，伊藤彰義，塚本新） 

  当初の五カ年計画の達成目標である１）書き込み速度，２）媒体記録密

度，３）書き込み密度実現のため，平成 24 年度までの実験検討の総まとめ

を以下のように行う． 

１）書き込み速度 

  記録速度達成だけでなく，過渡現象での物理応答解析も実施する．過渡

応答現象は，新たな物理現象として世界的にも注目されている． 

２）媒体記録密度 

  「超分子・自己組織班」と連携し，プロジェクト目標を達成する．この

ために，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． 

３）書き込み密度 

  フェムト秒熱アシスト磁気記録にてプロジェクト目標を達成する．この

ために，記録膜上に表面プラズモンアンテナを配置し，従来の光スポット

では記録不可能であった磁区記録実証を行い，目標を達成する． 

 

１−２．量子情報処理（班長：井上修一郎，桑本剛，羽柴秀臣） 

  本プロジェクトで開発した量子もつれスワッピング装置，高速低雑音単

一光子検出器を用いて BBM92 プロトコルによる量子鍵配送実験を行う． 

 

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） 

 

  色素増感型太陽電池に関しては、フルフォトニックバンドギャップを持

つ電気化学系フォトニック結晶の作製をリソグラフィーを用いて行う．ま

た新たな色素を用いた太陽電池を有機色素使用で 5%，新規貴金属色素使用

で 12%以上を目標として開発する． 

  光触媒に関しては，新たに非貴金属超分子色素の性能を向上させる． 

  水素吸蔵合金の光刺激水素放出に関してさらなる効率化をはかる．助触

媒無しの系で見いだした水素の光安定化を応用して，低圧水素の光アシス

ト水素吸蔵を実現する． 

  生物化学プロセスによる水素発生ではさらなる増収をはかり，水素 1 L 
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以上を燃料電池に供給できるレベルを目指す． 

  また固体酸化物型燃料電池分野では 600 ℃で作動している燃料電池の

燃料に都市ガスやガソリンが直接導入可能か否かを検証，直接発電を目指

す．またバイオシステムで発生した水素が本燃料電池の燃料となりうるか

否かも検証する． 

 

３．極限追求系：医療班（班長：福田昇，阿部克己，加野浩一郎，越永従

道，相馬正義，高橋悟，永瀬浩喜，藤原恭子，舛廣善和，松本宜明） 

  医療班では，医学部のナノバイオロジー，ケミカルバイオロジーを利用

した診断・治療の試みに，理工学部の光線力学療法や放射線増患効果を利

用した新たながん治療法の開発，生物資源科学部の蛋白の細胞導入技術を

用いた医療応用をめざす．本年度の具体的な達成目標を以下に示す． 

①光線力学化合物による放射線治療法：動物実験から霊長類での前臨床試

験 

②小児癌への新規抗癌 PI ポリアミド：動物実験から霊長類での前臨床試

験 

③TGF-β1PI ポリアミド創薬：GMP/GLP 開発から臨床第 I相試験 

④安全な iPS 細胞誘導法：高効率 iPS 細胞誘導 

⑤DFAT 移植乳癌発症モデル作製：マウスでの確実な乳癌モデル確立 

⑥PI ポリアミド-SAHA による癌治療開発：PI ポリアミド-SAHA 技術確立 

⑦環状 PI ポリアミドの合成法：8 塩基認識環状 PI ポリアミドの合成 

⑧PI ポリアミドの薬物動態解析：薬物動態測定系の確立 

 

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） 

  最終年度となる平成 25 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，日大発の材料

設計･作製技術を確立する．また，並行して，本プロジェクト終了後の外部

資金の獲得に向け学外ネットワークの構築を強く推進していく．そのため

に必要な研究交流の深化を図り，NUBIC を基軸に産学官連携の強化，更に

は日大発ベンチャーを目指していく．最終年度の取り組みとしては，応用

技術面への特化を強く推進するものである． 

・光歪応答性を持つキラル高分子のナノ薄膜の機能発現とナノ構造（伊掛） 

・外部誘起ポリ乳酸（PLA）配向結晶ナノ薄膜の精密構造解析（伊掛） 

・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） 

・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作成と機能/

構造評価（伊藤，塚本） 

・自己集積錯体を用いた光触媒の開発：水素発生効率向上（大月） 

・色素増感太陽電池：効率＞12%をめざす（大月） 

・新規癌治療法開発：X 線を用いた光線力学療法の動物実験レベルの評

価（大月） 

・色素増感型フォトニック結晶太陽電池の性能評価（松下） 

・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） 
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審議事項 ２ 

・油水界面における自発的張力変動機構の解明（松下） 

 

５．ナノ基盤系：ナノ物質・ナノデバイス班（班長：鈴木薫，浅井朋彦，

岩田展幸，十代健，高野良紀，茶圓茂，羽柴秀臣，望月章介） 

  強磁性や常磁性体・反磁性体金属内包カーボンナノチューブを，高アス

ペクト比で高密度に生成させ，集束イオンビーム加工することにより，走

査型プローブ顕微鏡用の磁気センサ開発を行い，高密度磁気記録の書き込

みや読み込みのプローブを開発する．またレーザ誘起前方転写法により高

分子基板上に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，酸素・水素の吸蔵・放出過程を制御

する材料と組み合わせ，燃料電池の燃料ガスリザーバー開発を試みる．鉄

砒素系超伝導体ナノ薄膜により，超伝導デバイスを開発し，THz デバイス

の作成を探索する．  

  薄膜に関しては，再現性が高く，さらに高品位の超伝導デバイス作製用

のターゲット材料作製を行う．バルクとしては鉄砒素系超伝導体の超伝導

発現機構に迫り，新超伝導物質探索を行う． 

  小型極端紫外光源について，回折による波長選択法の開発をすすめ，応

用分野の拡大を検討する．同軸プラズマガンを用いた高速製膜装置につい

ては，水素吸蔵合金以外の機能性薄膜や内管処理等への応用への展開を図

る．LF ジェットの医療応用については継続的に研究を進める． 

  一種類のカイラリティに限定された半導体 SWNT をソース・ドレイン電

極にボトムアップ的に面内配向成長させ，トランジスタ特性を測定する．

目標移動度は 200 cm2/V/s である．同様にフラーレンナノウィスカーをボト

ムアップ的に成長させる．目標移動度 20 cm
2
/V/s である．いずれもフレキ

シブル基板に転写し超高速，超高密度，超軽量の次世代トランジスタを作

製する． 

  強磁性膜/Cr2O3 積層膜および酸化物人工超格子[REFeO3/AFeO3]n (RE = 

La, Bi, A = Ca, Sr)を作製する．電界印加によって磁化が反転する巨大電気磁

気効果を立証する．また人工超格子においては強誘電性強磁性体マルチフ

ェロイックマテリアルを立証し，強誘電性，強磁性が電界で制御できる高

多機能スマートマテリアルを作製する． 

  TiO2フォトニック結晶に関する発展事項をまとめ，新たなる研究課題を

追求する．単一光子源は，測定結果をまとめ次の構造を提案する．量子ド

ット THz 帯単一光子検出器の室温測定を行い，評価する． 

  紫外レーザー光誘起金属酸化物のフォトメモリー現象とフォトルミネッ

センス増大に関連して，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する．CO2 の有効利用に関する研究として，金属酸化

物ナノ粒子光触媒による CO2の光還元と CO を含む光化学反応，メタノー

ル合成反応（CO2 + 3H2 = CH3OH + H2O）や，金属酸化物ナノ粒子の CO2

中での紫外光照射によるフォトルミネッセンスの高輝度化を試みる． 

  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目指す． 
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審議事項 ２ 

  ナノらせん構造の構築と制御をめざし，銀アセチリド系化合物の結晶成

長機構を解明する．ナノらせん構造として，銀アセチリド結晶のナノらせ

ん構造を発見し，低分子の結晶歪みがナノ構造の形状を決定することを見

出し，分子パッキングを含めた結晶構造の詳細を決定する． 

 

６．ナノ基盤系：量子理論・計算班（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進一

郎，藤川和男，山崎恒樹） 

  密度汎関数法に基づく固体の電子状態計算プログラムにスピン軌道相互

作用の項を取り入れ，近年エレクトロニクスへの応用が期待されているト

ポロジカル絶縁体の表面電子構造を計算する（石田）． 

  有限量子系における共役フェルミ孔の構造の一般論を提示し，光との相

互作用における役割を解明する（佐甲）． 

  情報班との連携により，高密度磁気記録システムの提案を行う（大貫）． 

  マックスウェルーシュレディンガー混合数値解析法により，新規量子デ

バイスの設計を行う（大貫）． 

  ナノスケールでのエアホールフォトニック結晶導波路についても,光閉

じ込め効果が得られる制御用としての誘電体形状の最適化および超分子・

自己組織班のフォトニック導波路の実用化モデルを確立する(山崎). 

 


