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審議事項 ２ 

【様式１】 

 

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２５年度（単年度）研究計画書 

 

平成２５年 １月２６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・教授   

 

研究課題名 ナノ物質を基盤とした光・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 理工学部・大月  穣 

研究開始年度 平成２１年度 研究総額 
600,000,000円 

（うち本年度 120,000,000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。 

 

  これまで当初計画にあげた目標におおむね達しようとしていると判断し

ている．項目によっては，当初目標を既に達成したものもある．量子情報

では，単一光子検出器の性能などいくつか当初の数値目標をクリアした．

近接場光による書き込みの当初の目標密度にかなり近づいた．燃料電池材

料開発は終了し，燃料電池のテストを開始した．PI ポリアミドの創薬化で

は，哺乳動物実験や軟膏化も実施され始めている．量子力学と電磁気学の

同時解法のコードも完成し，実際の系に適用できるようになった． 

  本プロジェクトのこれまでの４年間のより詳細な成果は，「平成 24 年度

（単年度）実績報告書」を参照されたい． 

  最後の年，平成 25 年度は，当初目標の達成によって実用化へのキーとな

る技術を確立すること，先進的な研究拠点として認められることによって，

本プロジェクトの成果を次なる外部資金の獲得へつなげることが主要な目

標となる． 
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審議事項 ２ 

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，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：桑本剛，羽柴秀臣，行方直人） 

  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． 
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審議事項 ２ 

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） 

  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 H
2
 / 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

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

強度２〜５倍，作動
温度 600 ℃ 
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審議事項 ２ 

900 ℃ 成プロセス 

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，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, ①TGF-β1

に対する PI ポリアミドの創薬開発．②小児癌に対する PI ポリアミド. ③

Sutabilonと PIポリアミドによる日本大学オリジナルの iPS細胞誘導法開

発．④多能性前駆細胞 DFAT 移植による乳癌発症モデルマウスの確立.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による大量合成法の確立. ⑦PI ポリアミドの薬

物体内動態解析.以上を平成 25 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 

①TGF-β1PI ポリ
アミド創薬 

マーモセ
ットでの
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 

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 

③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 

④DFAT 移植乳
癌発症モデル作
製 

マウス乳
癌形成 

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 

⑤PI 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 

⑥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 

⑦PI 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 
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審議事項 ２ 

４．ナノ基盤系：超分子・自己組織班（班長：伊掛浩輝，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） 

・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（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） 

  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． 

・金属（Ni・Fe・Ti・V・Al・Si など）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ホイスラー

合金デバイスの開発を行う． 

・昨年度に引き続き，1111 系鉄系超伝導体薄膜作製を試みる．ターゲット
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審議事項 ２ 

材料だけでなく，軽元素であるフッ素を薄膜生成部に直接噴き出すよう

な製膜装置の機構の開発も含めて検討する。基礎物性評価としては電子

ドープ方法の違いによる物性変化を詳細に検討するとともに、線材とし

てのバルク応用の可能性も探る． 

・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． 

・トップダウン，ボトムアップ技術の組み合わせにより，C
60
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

半導体ナノ薄膜をフレキシブルな基板の上に成膜し，水素吸蔵合金を磁

化同軸プラズマガンで溶出形成する． 

・ミオシンとアクチンとの 再構成運動系において、メカニクス（力学）と

キネティクス（化学）を同時に計測する技術（昨年度成功）を用いて，

再構成運動系におけるいろいろな滑り運動の際のキネティクスを測定す

る． 

・大気圧低温 LF プラズマジェットの癌腫治療への応用実験を医療班と合

同で実施する．癌幹細胞のみを抑制するプラズマレベルを同定し，その

手法の特許化を目指す． 

・磁化同軸プラズマガンを利用した高速製膜法について，ポーラスアルミ

ナ等のセラミックや濾過膜等への製膜への応用を目指した実験を開始す

る． 

・超アルヴェン速度移送プラズモイドを用いたミュオン触媒核融合法の実

験シナリオの策定を行う． 

・アセチリドを利用した新しいアモルファスカーボンの製法として、ダイ

ヤモンドカーボンに対象を絞り、低温かつ真空プロセス不要な手法を開

発する． 

 

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 

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 

Ni や Fe・Ti・V・Al・Si
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
鏡プローブとホイ
スラー合金デバイ
ス加工 

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 フレキシブル基板
成膜で水素発生： 

0.2 Lh
–1
 m

-2
以上 

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。 

鉄系超伝導体では 122 系
の薄膜作製は行われてい
るが 1111 系薄膜に関して
は、報告は非常に少ない。 

1111 系超伝導薄膜
の作製とともに、
部新物質探索およ
びバルク応用を目
指す。 

水素吸蔵合金
など機能性薄

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．セラミ
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審議事項 ２ 

膜 ックや濾過膜等を
基板とした際の製
膜性能の評価． 

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
100cm

2
/V/s 

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 

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 

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 

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（班長：佐甲徳栄，石田浩，大貫進一

郎，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，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． 
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審議事項 ２ 

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． 

 

 

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２５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。） 

 

  本欄は，上記「研究目標」達成のための，最終年度の具体的な計画を記

した． 

 

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，塚本新） 

１）平成 24 年度に実現した近接場光を用いたフェムト秒レーザによる熱ア

シスト磁気記録の手法により継続的に実験を進め，5 年間のプロジェ

クト最終目標である 77 nm × 77 nm 相当のマークサイズ記録達成を目

指す． 

２）平成 24 年度に検討した新奇な磁化反転現象を含む極短時間（フェムト

秒オーダー）での物性応答（特に，光学，熱，磁性）の詳細検討に基

づく円偏光誘起磁化反転現象の機構解明と，項目４）の実験検討とを

連携し高密度記録材料への超高速記録実験を試みる． 

３）円偏光生成用の近接場光アンテナ（アパチャー）の試作を行う．  

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，完全孤
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審議事項 ２ 

立磁性微粒子の面内粒子数密度を増大し，2 Tbit/inch
–2
の記録可能な媒

体形成を達成する． 

 

１−２．量子情報処理（班長：桑本剛，羽柴秀臣，行方直人） 

１）直交偏光光子対の原子への保存（桑本） 

  直交偏光光子対のルビジウム蒸気による電磁誘起透明化の確認および原

子中への保存を行う．古典光（レーザー光）で実現した 100 μs 程度の保存

を達成し，さらなる長時間を目指す． 

２）量子もつれ状態の原子への保存（桑本） 

  直交偏光光子対を用いて量子もつれ状態を生成し，原子中への保存を行

う．100 μs 以上の保存を目指す． 

３）低損失 Au ナノストライプ方向性結合器の作成（羽柴） 

  Au 薄膜導波路の伝播損失が大きく減退することを抑制するため，ZPU

の成膜方法および電子線描画方法を改良する．電子線描画装置を改良し，

Au ナノストライプ結合効率の 3%程度の向上を目指す． 

４）半導体量子ドット単一光子源の開発（羽柴） 

  導波路を量子ドット近傍に配置することで，ポンプ光起源エバネッセン

ト光の量子ドットへのカップリングを行い，量子ドットの発光効率を上昇

させる． 

５）量子もつれの交換（行方） 

  励起用パルスレーザーの繰り返し周波数を向上させることで，量子もつ

れ共有速度の改善を試みる．交換後の量子もつれ状態純度 0.9 以上を目標

として量子もつれ交換の忠実度改善に取り組む． 

６）単一光子ストレージの原理検証実験（行方） 

  光ファイバーと高速光スイッチを組み合わせた簡素な系で単一光子スト

レージを実現する．本装置が開発済の高純度偏光量子もつれを保持し，保

持された光子がそれとは独立した光源からの単一光子と干渉が可能である

ことを証明する． 

 

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） 

 

  燃料電池についてはこれまでに発見された材料を組み合わせて，“オール

ペロブスカイト燃料電池”の作動を実現する．作動温度は 600 ℃を目標と

する． 

  色素増感太陽電池については新たな色素のテストやフォトニック結晶の

応用により変換効率として有機色素で 5％，金属錯体で 10%を目指す． 

  水素製造については，バイオプロセスの改善によりさらに発生効率のア

ップおよび光による水素吸蔵の効率アップを目指す．また引き続いて光エ

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の人工創製

を目指す． 
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審議事項 ２ 

３．極限追求系：医療班（班長：福田昇，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） 

  平成 25年度は前記の全体計画の中で，具体的に以下の研究を遂行する． 

1) 乳癌の病態の解明と，E2F に対する PI ポリアミドの開発（難治疾患Ｇ

藤原）：病理学増田しのぶ教授が見出した ER(-), HER2(-)の予後不良癌

での E2F の高発現の意義を明らかにし，達成基準は E2F に対する PI

ポリアミドを xenograft モデルで確認する.  

2) 小児癌に対する新規抗癌 PI ポリアミド開発（小児外科越永）： LIT1

遺伝子プロモーター領域にの CAAT box に結合するよう作成した PI ポ

リアミドを達成基準として肝芽腫細胞株，腎芽腫細胞株と xenograft モ

デルでの抗腫瘍効果を検討. 

3) TGF-β1に対する PI ポリアミドの前臨床試験（総合科学福田，難治疾患

Ｇ五十嵐）：実験動物中央研究所においてマーモセットにシク

ロスポリン A にて腎症を作成し，達成基準としてヒト TGF-β1

に対する PI ポリアミド GB1101 の効果を検討. 

4) Sutabilon と PI ポリアミドによる iPS 細胞誘導（総合科学福田，難治

疾患Ｇ齋藤，生物資源舛廣）：レトロウイルスベクターを用いたヒト iPS

細胞誘導時に初期化因子とともに，もしくはフィーダー細胞にリシード

した時に TGF-β1 阻害剤，TGF-β1 に対する PI ポリアミド，Apigenin

をそれぞれを用い，達成基準として iPS 細胞の誘導効率を検討. 

5) 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（生物資

源加野）：乳腺上皮細胞へ転換する DFAT-GFP に癌原遺伝子を導入し，

その発現をコンディショナルに調節することによって，より自然な乳癌

の発生および進行を誘導可能な新規の乳癌発症モデルマウスの開発 . 

達成基準としてモデルマウスの確立. 

6) PI 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抑制剤の開

発（千葉癌永瀬，渡部）：PI ポリアミドとヒストン脱アセチル化酵素阻

害剤 SAHA との複合化合物を合成し，ある特異性を持ってゲノム上の

特定の部位のヒストンアセチル化を誘導する. 達成基準として環状 PI

ポリアミドを通常のアミノ酸であるグルタミン酸を用いることで固相合成法によ

り簡便に合成する方法を検討. 

7) 光線力学治療化合物の薬物体内動態/薬効解析（薬学部松本，青山，理工

大月）：腫瘍親和性および放射線増感作用を期待し大月班により合成さ

れた新規化合物 CT101019a の HPLC による血漿中濃度測定系を確立

し，達成基準としてラットにおける体内動態を検討. 

8) プラズマによる皮膚悪性黒色腫の治療法開発（総合科学福田，難治疾患

Ｇ齋藤，藤原，理工浅井）：皮膚悪性黒色腫に存在するメラノーマ幹細

胞をターゲットに，メラノーマ幹細胞の活性酸素種耐性 CD44 を抑制す

る全トランスレチノイン酸(ATRA)を投与. 達成基準としてプラズマか

らの活性酸素種による，悪性黒色腫の治療法開発. 
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審議事項 ２ 

４．ナノ基盤系：超分子・自己組織班（班長：伊掛浩輝，大月穣，塚本新，

松下祥子） 

  本研究プロジェクトでの，基盤的な研究をなす超分子･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」をめざ

し，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 年度で当班が

取り組むテーマを以下に示す． 

・伊掛グループ 

１）電場･磁場印加によるポリ乳酸(PLA)配向フィルムの作製と光学的性質 

２）光学材料を指向した環境調和型新規高分子材料の創製 

  24 年度まで，光歪応答性を持つ PLA フィルムの作製と，作製する上で

必要な電場･磁場印加条件について検討を行って来たが，25 年度はこれら

を統合して，光学デバイスを指向した配向フィルムとして，フィルムの偏

光依存性など光学的性質について検討を行う．また，フィルム使用後のリ

サイクル法として，アルカリ加水分解における温度の影響より，反応速度

を求めることで定量的な評価へと繋げていく． 

・伊藤･塚本グループ 

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 

  自己組織/集積化現象を利用し，形成した超高密度なナノ構造を表面に有

するテンプレート基板の作製とその利用について提案し検討しているが，

24 年度に，膜面に対して c 軸配向している高磁気異方性単結晶 FeCuPt 規

則合金微粒子が作製できたことから，25 年度は，この単結晶 FeCuPt を用

いて，テンプレート構造の高配列化を目指す．また，配列化した構造体の

利用として，情報（記録）班に本試料を提供することで，性能を明らかに

するとともに，実用化に向けた具体的な障壁をクリアし，改善を図る． 

・大月グループ 

１）自己集積錯体を用いた光触媒の開発と水素発生効率の向上 

２）色素増感太陽電池：クロロフィル誘導体の集合構造の制御 

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 

  自己集合現象を利用したナノ構造体を 10
–9
サイズまで掘り下げて，設計

することで，材料機能の高効率化に繋がる．エネルギー密度の低い太陽光

など，従前のデバイスシステムでは，エネルギー活用の観点で実用化でき

ずにいたが，超分子系物質の集合構造や量子ドットなどを駆使し，アンテ

ナ構造を作製することで，効果的にエネルギーを集められるようになると

考えられる．25 年度は，これまで作製した構造体のエネルギー伝達などの

メカニズムを明らかにするとともに，エネルギーや医療班との連携によっ
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て実用化に向けての課題点をクリアにする． 

・松下グループ 

  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として，色素

増感型太陽電池を構成する酸化チタンのフォトニック結晶としての用途に

着目している．24 年度に，反応性イオンエッチングにより酸化チタン単結

晶の微細加工を行い，酸化チタン単結晶のリソグラフィー技術を確立した

ので，25 年度は，作製した微細構造の光学特性を検証する．また，貴金属

ナノ粒子やナノ構造体は局在表面プラズモン共鳴(LSPR)を示すが，LSPR

は構造体のサイズや形状に大きく依存し，構造を操作することによってそ

の特性を制御することが可能となる．24 年度に，Ni-Au を利用することに

より，誘電体上に均一に金属ナノ薄膜をコートすることに成功した．本年

度は，これまで作製した微細構造体を用いて，エネルギー班に本試料を提

供することで，性能の効率を検証するとともに，実用化に向けた課題点を

クリアにしたいと考えている． 

  これらのテーマ群は，物質の「ナノ構造」をキーワードに，「作製手法」

や「ナノ構造体の機能」に焦点を当てている．物質の構造を 10-9 メートル

と非常に小さなサイズで精密に組み立て，材料設計することで，これまで

にはない新たな性質，性能，機能など，様々な特性が発現し，多岐の分野

への応用が可能となる．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，物質の持つ可能性を引き出し，実用化に向けた

試料作製に繋ぐ知見の構築を目指したいと考えている． 

 

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） 

  強磁性（Ni・Fe・Ti・V）や常磁性体（Al・Si）及び反磁性体（Cu・Sb）

金属内包カーボンナノチューブを直線的に内包し，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やホイスラー合金デバイスの開発を行う．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

と酸素を発生する広バンドギャップ半導体ナノ薄膜をフレキシブル基板上

に成膜し，水素の吸蔵を制御する材料と組み合わせて，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

バイスを探索する．大気圧低温 LF プラズマジェットのプラズマ重合処理

への応用実験や大気圧低温 LF プラズマジェットやミミズへのレーザ照

射・ナノバブルのバイオやグリーンケミストリーへ応用する． 

  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．
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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． 

  単層カーボンナノチューブ（SWNT）の成長位置制御，面内配向成長の

精度を nm スケールとし，5 種類以下のカイラリティ制御を達成する．また，

1 本の SWNT-FET を作製し，超高密度・超低消費電力の電界効果型トラン

ジスタとしての可能性を立証する．目標移動度は 100 cm
2
/V/s である．また，

フラーレンナノウィスカーをボトムアップ的成長手法を用いてソース/ド

レイン電極間に簡便に成長制御する．目標移動度は 20 cm
2
/V/s の n 型半導

体である。[強磁性膜(Fe, Co)/Pt]/Cr
2
O

3
/電極バッファー積層膜を YAlO

3
基板

上に作製し評価する。達成目標は、電場磁場冷却による約 1 kOe の交換バ

イアス磁場，および，電界印加による磁化反転とする．ペチーニ法を用い

て，すべての材料において超高密度ターゲットを作製する．そのターゲッ

トを用いることにより，より原子レベルに近い成長制御された界面を持つ

酸化物人工超格子[REMO
3
/ABO

3
]n (RE = La, Bi，M = Fe, Fe

0.8
Mn

0.2
，A = Ca, Sr, 

La，B = Cr, Mn, Fe, Co)を作製する．面内・面直方向の電気的特性，電界印

加によるカー効果測定，磁化測定により，強誘電性，電界誘起型強磁性を

立証する． 

  TiO
2
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，測定結果を纏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． 

  CO
2
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

CO
2
の光還元と CO を含む光化学反応；メタノール合成反応(CO

2
 + 3 H

2
 = 

CH
3
OH + H

2
O)や，金属酸化物ナノ粒子の CO

2
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． 

  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，山崎恒樹） 

  これまでの研究を受けて，最終年度は以下の研究計画を遂行する： 

  （石田） 密度汎関数法に基づく半無限結晶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（達成基準：

計算プログラムを完成させ，Bi2Se3 など代表的なトポロジカル絶縁体の半

無限表面に適用する）． 

  （佐甲）人工原子の励起状態における電子の集団運動を，多電子の内部

空間におけるフェルミ孔および共役フェルミ孔の構造から明らかにする．

特に，通常の原子と比べて非常に大きいことが知られている，人工原子に

おける「角度相関」の由来を解明する（達成基準：二電子間の角度相関の
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大きさと閉じ込めの強さの関係を解明する）． 

  （大貫）高速かつ信頼性の高いマルチフィジックスシミュレーションに

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の解明及び量子通信における高感度光検出器の設

計を行う（達成基準：実験条件を加味した適切なモデルの構築およびマル

チフィジックスシミュレーションの実行）． 

  （山崎）フォトニック結晶導波路内の光閉じ込め効果を大きくする他の

構造（エアホール型と組み合せた構造）の検討を行う（達成基準：従来報

告した欠陥部へのエネルギー閉じ込め効率がより大きい構造を見出すこ

と）．また，超分子・自己組織班のフォトニック構造のモデル化について，

散乱問題に適用して反射特性を解析する（達成基準：各形状パラメータが

反射特性に及ぼす影響を解明する）． 

 

７．人材育成 

  平成 25 年度は，（博士）研究員 10 名，博士課程学生支援として RA４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，RA 5 名 

        平成 22 年度：（博士）研究員 7 名，RA 5 名 

        平成 23 年度：（博士）研究員 9 名，RA 3 名 

        平成 24 年度：（博士）研究員 11 名，RA 4 名 

  また，引き続き，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 

        平成 23 年度：4 件 

        平成 24 年度：8 件 

  プロジェクト終了にともない，願わくば，プロジェクト研究の業績を携

えて，よいポジションについてもらいたいが，研究員等の進路は把握して

おく． 

 

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 

            平成 24 年度：27 件，44,275 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 
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            平成 24 年度：共著論文 5 件，特許出願 0 件，学会発表 18 件 

 

９．研究経費の主な使途 

１．大型備品（500 万円以上） 

１）蛍光寿命測定装置                                5,000 千円 

  これまでに合成した太陽電池，光線力学療法のための色素類の光特性解

明に用いる． 

２）磁化同軸スパッタ装置                            6,680 千円 

  これまでに見いだした，水素発生触媒，水素吸蔵合金の知見を発展させ

て，水素，酸素発生や吸蔵合金薄膜を作製する． 

 

２．人件費  研究推進の本格的な推進および若手育成 

１）（博士）研究員      10 名                     40,000 千円 

２） RA             4 名                       3,840 千円 

 

  その他は，実験用消耗品，成果発表旅費などの研究費に加えて，最終年

度として企画している，シンポジウム，報告書，書籍発行などの経費を計

上する（以下参照）． 

 

成果公開 

研究費申請 

※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公開計画及び競争的研

究費等への申請計画を記入してください。 

 

１．研究成果の公開計画 

１−１．JST「大学連携新技術説明会」 

  NUBIC，研究推進部の協力のもと，JST の大学連携新技術説明会を開催

予定．本プロジェクトの約 20 件の特許出願を元に企業に対して技術および

その周辺の研究開発の話をする．現在 NUBIC に日程を調整していただい

ている段階． 

 

１−２．本「日本大学 N.研究プロジェクト物語（仮称）」 

  H24 年 12 月 21 日に開催された，学術研究戦略会議拡大委員会の意見を

踏まえて，本を出版することにした．コンセプトは，研究報告ではなくて，

失敗話，苦労話なども含めて，「日本大学 N.研究プロジェクト」の一環と

して行われた研究プロセスが，専門家以外，高校生にもわかるような情熱

物語．日本大学がこんな面白い，大掛かりなことをやったということが，

記録と記憶に残るような本にすることが目標． 

 

１−３．シンポジウム 

  毎年開催してきたシンポジウムの仕上げの回を開催する．５年間のプロ

ジェクトの研究成果を学内，学外の研究者に示すとともに，著名研究者を

招き，今後の更なる協力の契機としたい．最終回と言うこともあり，研究

推進部に協力をお願いして，ぜひ総長をお招きしたい．  
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１−４．報告書（日英二カ国語版） 

  毎年報告書（日英二カ国語版）を発行しているが，５年間分をまとめた

最終報告書を発行する． 

 

２．研究費申請ー研究拠点の構築へ向けて 

  本プロジェクトは，当初，５年後に代表的な研究分野で研究拠点を形成

すること，を目標に挙げた．この目標を実現するために，これまでのプロ

ジェクト研究の成果をもとに，大型予算申請を行っている．また，プロジ

ェクトメンバーから，計画班として，個々の研究ではなく科研費新学術領

域の「領域」の申請が２件行われている．計画班の研究者となることは，

その領域をリードしている証といえる． 

 

２ー１．H25-29 私大基盤形成事業（理工） 

  本プロジェクトの目玉であるナノ物質と光の相互作用の研究をさらに発

展させられる研究拠点形成を実現するための「超短時間光・物質相互作用

の理解・制御が切り開く新材料・物性・デバイスの探索と創生」日大理工

学部．研究代表者・塚本新，497,800 千円（内文科省 248,900 千円）． 

  本プロジェクトの理工学部の一部のメンバーが参加．文理学部の研究者

も加わる予定．現在日大本部審査を通過した段階で，近々文科省に申請予

定である． 

 

２ー２．創薬に向けた研究拠点 

  本プロジェクトの福田昇を中心とした PI ポリアミドの創薬化に向けた

共同研究体制を確立する．既に，京都大学杉山グループ，千葉県がんセン

ター永瀬グループ，Caltech Dervan グループと共同研究体制を確立してあ

る．H24 より実験動物中央研究所と共同研究契約により霊長類試験を開始

し，日大板橋病院製剤室と軟膏化の共同研究を開始した． 

  私大基盤形成事業「ゲノム化学に基づく先進医療開発研究拠点」（研究代

表者・相馬正義）と N.研究プロジェクトの成果で，文部科学省・厚生労働

省の臨床研究・治験活性化５か年計画助成金に，医学部が全国 30 の臨床研

究・治験拠点を目指し申請予定．N.研究プロジェクトで行っている PI ポ

リアミドの創薬開発が大学のシーズとして申請される． 

  また，JST A-STEP 本格研究開発ステージ実用化挑戦タイプ中小・ベン

チャー開発にハイペップ研究所と申請する．共同研究代表者・福田昇，年

55,000 千円×５年． 

 

２ー３．戦略的国際共同研究プログラム（日本ーEU共同研究） 

  科学技術振興機構（JST）および欧州委員会研究・イノベーション総局（EC 

DG RTD）共同国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プロ

グラム）H25 年度募集，日本－EU 共同研究課題「希少元素代替材料」，日

本チーム（3 大学１研究所），申請予算総額（JST 負担）：197,626 千円），

EU チーム（3 大学１研究所），申請予算総額（EC DG RTD 負担）：約 180

万ユーロ（補助額），Next generation Magnetic Materials without the Critical 
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Components Rare Earths. 

  本プロジェクトの塚本新が日本側申請代表者，中川活二が分担者．EU 側

代表は，本プロジェクト研究の共同研究者の Theo Rasing 教授（オランダ

Radboud 大学）である． 

 

２−４．科研費新学術領域領域計画班．理工と文理の共同研究から 

  科研費新学術・計画班として，新領域 H25-29 を申請中．5 千万円．石田

浩（研究代表者），佐甲徳栄（分担者）．特筆すべきは，本プロジェクトか

ら，文理学部・石田と理工学部・佐甲が共同で計画班に加わっている点で

ある． 

 

２−５．科研費新学術領域領域計画班．革新的エナジーハーベスティング 

  「革新的エナジーハーベスティングを目指したスピン変換手法の確立」

H25-29．本プロジェクトから，塚本新，分担金 6 千 500 万円． 

  本プロジェクトで発展させたり，発見した，光や熱によるスピン操作の

研究を更に進展させる． 

 

２−６．メンバーの申請 

  メンバー各自の申請中研究費については，「H24 年度実績報告書」参照． 

 

 

 

 


