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多 元の可 能 性が
新 しい世 界 を 拓 く

東北大学多元物質科学研究所 所長

村松 淳司
MURAMATSU, Atsushi

東北大学・多元物質科学研究所（以下、多元研。）
が

日々刻々と成長していく、多元研では、資源から最先

誕生して１５年目を迎えます。従来の区別にとらわれない、

端材料までの垂直方向、そして無機、有機、バイオなど

物質、材料を含む、あらゆる
“もの”
を多元的に研究す

あらゆる物質材料を含む水平方向の両機軸を、ハイブリッ

る、特徴ある研究所として２００１年４月に誕生し、おかげ

ドにカバーした、独創的で斬新な研究が、数多く行われ

さまで、一般社会にも次第に認知されつつあります。そ

ています。そうした多元研の研究者の横顔をシリーズ化

の礎は、創立１９４１年以来受け継がれる、選鉱製錬研

して紹介する
「TAGEN FOREFRONT」で、今回も最

究所（素材工学研究所）
、科学計測研究所、非水溶液

先端研究の一端を触れていただきます。

化学研究所（反応化学研究所）
のスピリットであり、今年

２０１１年３月の東日本大震災から４年が経過し、多元

で７５年目を迎える伝統の力を、ひしひしと感じます。先

研は物質材料における東北復興への貢献と、未来を背

人たちが切り開いてきた多くの研究分野と、輝かしい研

負う新進気鋭の優秀な研究者の輩出を、今後も積極的

究成果が、漏れることなく、多元研に引き継がれており、

に担っていきます。

過去から未来への時間軸の中で、研究所のあちらこちら
で、時空を超えて融合していく姿を見ることができます。
東北大学の学内での部局間交流も非常に活発であり、
昨年にはその象徴ともいえる、独立した産学連携先端材

そして今年は多元研は在籍する教職員、学生、研究生、
研究者らが一丸となって、多元研ブランドの浸透を目指して
「TEAM TAGEN」を
展開します。

料研究開発センターが設置されました。従来の研究所

今後とも、変わらぬ

連携に加えて、理学研究科、工学研究科、生命科学

ご支援を賜りますよう宜

研究科、環境科学研究科などすべての学内部局との密

しくお願いいたします。

接な連携から、新たな物質材料研究が日々誕生してきて
います。
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先端の熱流体解析手法により
革新的な環境適合素材プロセスを開発
世界のＣＯ２排出量に占める日本の排出量は、約３．
６パーセント。中
国（２４．
０）
、米国（１８．
１）
、インド
（５．
６）
、ロシア
（５．
１）
に次いで、世界
５位となっています
（２００９年資料）。さらに産業別の内訳を見てみる
と、日本の全量の中で約１５パーセントを製鉄業が占め、最大のＣＯ２
排出業種となっています。世界のＣＯ２排出量の約０．
５パーセントが日
本の製鉄分野から出ていることになります。
製鉄に代表される基盤材料の製造プロセスは、その製造量が膨大
であるため、資源・エネルギーの消費量も膨大で、これらを抑制し、
循環型社会の実現に資するための対策が求められています。もし製
鉄業においてエネルギーのロスとＣＯ２排出量を抑えることができれば、
世界のエネルギー環境の中でかなりインパクトを与えることができるとも
言えます。しかし、日本の製鉄技術はすでに世界最先端のレベルに
あり、優れたエネルギー効率を実現しています。これ以上さらにエネ

多元物質科学研究所
サステナブル理工学研究センター
環境適合素材プロセス研究分野

FOREFRONT REVIEW
環境負荷の低減と、 持続可能な社会への変革が進め

教授

埜上
洋
NOGAMI, Hiroshi

られている中で、 鉄鋼に代表される基盤材料の製造に
おいては、 現行プロセスのいっそうの効率化、 資源対

1963年新潟県生まれ。
1987年東北大学工学部化学

応の強化、さらに改善プロセスの開発など、さまざまな

専攻博士課程修了、
1992年東北大学選鉱製錬研究

対策の進展、 具体化が求められています。
埜上研究室では、 循環型社会の実現に資するための
素材製造プロセスの開発に向けて、 流体力学、 材料力
学、 機械力学、 伝熱工学、 反応工学、 熱力学など総
合工学的な知見を駆使したシミュレーション技術を用い、
新たな革新的技術の発見を目指します。

工学科卒業、
1992年同大学院工学研究科化学工学
所
（素材工学研究所）
助手、
1997年10月～1999年10
月 McGill大学
（カナダ）
Research Associate 日本学
術振興会海外特別研究員、
2001年東北大学多元物
質科学研究所助手、
2006年同研究所講師、
2006年
一関工業高等専門学校助教授、
2011年室蘭工業大
学大学院工学研究科教授、
2013年東北大学多元物
質科学研究所教授。
1996年原田研究奨励賞、
1999
年山岡賞、
2014俵論文賞。
所属学会／化学工学会、
日本鉄鋼協会、
日本エネルギー学会。

ルギー効率を高め、ＣＯ２を削減するためには、革新的な製鉄プロセ
ス技術の開発が必要とされています。
製鉄における主要な設備のひとつが高炉（溶鉱炉）
であり、高炉を
中心とした鉄鉱石から鉄を製造するプロセスに約７割のエネルギーが
投入されています。そのエネルギー効率を向上させるためには高炉
の特性を理解し、制御・設計することが必要です。高炉の中で生じ
ている現象を理論的に解明するための研究は日本では１９６０年代に
始まっていますが、近年の鉄鋼業界の再編により、国内では高炉を
持つ大規模な製鉄所を持つのは現在では４社（新日鐵住金、ＪＦＥ、
神戸製鋼、日新製鋼）
となり、高炉を中心的課題として取り組む研究
機関も限られています。環境適合素材プロセス研究分野に立ち向か
う東北大学多元研埜上研究室は、流体力学、材料力学、熱力学、
反応工学など総合工学の知見を駆使したシミュレーション技術をベー
スとして高炉研究における先導的な役割を果たすとともに、４社との
共同研究や、ＮＥＤＯ国家プロジェクトへの参画により、精力的な取り
組みを展開しており、今後の成果の進展に大きな期待が寄せられて
います。

http://www.tagen.tohoku.ac.jp/modules/
laboratory/index.php?laboid=94
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高炉の全景。鉄鉱石から鉄を取り出す製鉄所の主

基本となる研究実践ととも

要設備。大規模な製鉄所においては高炉は高さ約

に、研究課題の検証や新た

１００メートルに及ぶ。高炉メーカーは巨大な装置産

なモデル作成のために、
さま

業であり、現在日本では、新日鐵住金、神戸製鋼所、

ざまな手法を駆使したシミュ

高炉

日新製鋼、
ＪＦＥスチールの４社のみとなっている。

レーション技術の開発も重

写真提供：
（株）
神戸製鋼所

要となる。このため研究室

鉄鉱石を還元・溶解して溶けた銑鉄を製造する装

のスタッフは、流体力学、材

シミュレーション技術を駆使して
高炉の熱効率向上策を研究

料力学、機械力学、伝熱工
学、反応工学、熱力学など
総合工学的な側面を学ぶ。

高炉全景
（神戸製鋼所加古川第3高炉）

TERM INFORMATION
置。反応器は樽型で上部から塊状の鉄鉱石とコー
クスを装入し、下部の羽口と呼ばれるノズルから高
温に熱した空気を送風する。コークスと空気の燃
焼により発生する一酸化炭素と熱により鉄鉱石
中の酸化鉄を還元して鉄を生成し、溶解して溶鉄
および溶滓（スラグ・不純物）
を炉下部から取り出
す。名称はドイツ語の”
Hochofen”
、
オランダ語の

高炉内の４形態の物体の動きを
シミュレーションする技術

"hoog oven"から。溶鉱炉とも呼ばれる。

高炉研究やプロジェクト参画で
循環型社会の実現を目指す

コークス

「高炉に限らず反応プロセスの内部で

れると、とたんに解析は複雑となり、未だ

生じる現象を理解するためには、原料の

現象自体も理論的に説明できないものもあ

研究の方向性としては、エネルギー環

反応性や溶解挙動を把握すれば十分と

るのだとか。高炉研究におけるシミュレー

境に与える影響度が高い製鉄など基盤

考えられがちですが、実際にはプロセス

ション技術は、埜上教授が研究を開始し

安定操業を阻害する要因は、炉内の還

「基幹テーマは、製鉄の高炉研究。鉄

材料の製造プロセスにおいて、プロセス

内の物質やエネルギーの流れを把握する

た選鉱製錬研究所時代には、固体と気

元ガス流路に固体や粉体がつまるなど、

やその合金に関する材料研究は多くの人

内部で生じるさまざまな現象や原材料の

必要がある」
と埜上教授。高炉内では、

体の垂直方向の変化のみ予測可能であ

数多くあります」
と、埜上教授。

が取り組んでいますが、鉄鉱石から鉄を

反応特性などを探索することにより、現行

酸化鉄やコークスといった固体が上から

り、どちらも筒の中のところてんを押し出

たとえば、還元された鉄鉱石が高温

製造する段階の研究は非常に重要です

プロセスの高効率化や新たなプロセスの

下に、高温の還元ガスが下から上に、溶

すような運動のモデリングを行っていまし

になると鉱石の粒子がやわらかくなり
（軟

が、国内では取り組む研究者が少なくなっ

設計など、循環型社会の実現に資する

鉄や溶解した不純物などの高温液体が

た。「今は流体力学や粉体工学のシミュ

化）
、隣り合う鉄鉱石同士がくっつき合って

てきています。現在では東北大と九州大

開発を目指しています。

上から下に、また高炉内で発生した粉体

レーション技術が進み、物体の三次元的

（融着）粒子間のすき間が小さくなって、

がガスに伴われて下から上に流れます。

な複雑な運動も計算できるようになったし、

下から吹き上がって来る高温の還元ガス

高炉内の物質やエネルギーの流れを知る

粒体の流れも、個々の独立した粒子を追

の流れが悪くなってしまいます。また品質

製鉄所の主要設備であり、大型の

ためには、この固体・液体・気体と粉体、

跡するようなシミュレーションができるように

が良くない鉄鉱石が入ってきた場合、「還

ものは高さ約１００メートルに達しま

４形態の物質の動きを把握するのが基本

なりました」。高炉の中の温度や反応率

元がうまく進まず、軟化・融着後に粘つ

Fe3O4+H2→3FeO+H2Oなど）
が主な還元反応。

す。その中で実際に製鉄が行われ

となります。さらに、高炉は一般的な反

などの分布はこれら４体の運動と密接に

いた状態のまま完全な液体にならず、な

粉粒体

る高炉の本体は高さ約３０メートル

応器とは異なり、様々な形態の物質が存

関係しており、それらの関係を詳細に解

かなか滴下しない」などの不具合が出るこ

微細な固体粒子の集合体である粉体
（ふんたい）
と比較的粗い固体粒子の集合体である粒体
（りゅ

環境への影響度が高い
製鉄プロセスを研究

が中心的な役割を担うようになってきてい
ます」
と埜上教授は話します。

日本の製鉄は、４社１４カ所の製鉄所、
２７基の高炉で行われています。高炉は

高炉断面模式図。上部からは、鉄鉱石とコークス
（還元材であり
熱源でもある）
が投入され、下部から１０００度以上に加熱した空気
を吹き込む。燃焼反応で発生した還元ガスと熱により鉄鉱石が還
元・溶融し、液体状の銑鉄となって底部に蓄積する。火が入れられ
た高炉は常に稼動され、定期点検・修理の時でも原料の供給や
送風は停止されるが内部は高温のまま保持される。

「低エネルギー条件で高炉の高効率・

の樽型の反応器です。この高炉に

在するのみならず、多数の化学反応や

析すると、高炉における消費エネルギー

とがあります。「この鉄鉱石の軟化・融着

上部から、塊状の鉄鉱石とコークス

物理変化が逐次・並列的に互いに影響

低減に対する物理的、化学的、熱的な

が生じる領域をうまく制御してミニマム化

を投入し、下部から１０００度以上

を及ぼしながら進行しています。しかし、

ど様々な面での制約が明らかになり、そ

し、通気を確保することができれば高炉

に加熱した空気を吹き込むとコーク

内部に固体が詰め込まれ、温度が１５００

の壁を打ち破ったり、ボトルネックを押し拡

全体にガスが回って効率が良くなることに

スの燃焼によって一酸化炭素と熱

度以上になる炉内で実際の物質の動きを

げたりするための解決策の糸口を発見す

なる。しかしこの領域はこれまで研究のメ

が生成する。鉄鉱石中の酸化鉄は

捕捉するのは不可能なため、先端のシミュ

ることにつながります。「私たちはそうした

スが入っておらず、原料の設計法や変形

一酸化炭素による還元反応によっ

レーション技術を駆使します。流体力学

発見を複数組み合わせることによって、よ

挙動など理論面で不十分な点が多く残っ

て鉄となり、燃焼によって発生した

や粉体工学などにより、個々の物体の運

りエネルギー効率の高い高炉の操業方法

ています。様々な視点からの研究が必要

熱により溶鉄となって高炉下部から

動の解析方法は確立されていますが、実

や新たな還元プロセスの開発を目指して

で、いま日本鉄鋼協会に研究会を立ち上

取り出されるようになります。

プロセス内でこれらの運動が組み合わさ

います」。

げようと呼びかけているところです」。
埜上教授はこのような考察を重ねなが

ラグビーのクラブチームでの活動を楽しむ

MY FAVORITE

燃性の気体と炭素を主成分とする固体に分解す
る。
この分解の際に一旦溶融し、再固化する石炭
もある
（原料炭）
。
この溶融する性質を利用して、粉
状の石炭を箱形の炉の中に充填し、酸素を遮断し
て高温まで加熱することにより生成した塊状の多
孔質の炭素質の物体がコークスである。元の石炭
と比較して単位重量あたりの発熱量が高く高温が
得られる。還元材，
燃料や電極などに用いられる。

還元
一般に、酸素を含む化合物から酸素を取り除く反
応のこと。他にも対象物質が電子を失う、酸化数
の減少を伴う反応などの定義がある。製鉄におい
ては鉄鉱石中の酸化鉄
（Fe2O3、Fe3O4、FexO）
か
ら一酸化炭素（CO）
や水素（H 2）
を用いて酸素を
取り除く反応（3Fe 2O 3+CO→2Fe 3O 4+CO 2や

うたい）
の総称。粉粒体を構成する個々の粒子は
固体であるが、集合体としては流体のように振る
舞ったり、固体とも流体とも異なる挙動を示す場合
もあり、
その取り扱いは非常に複雑である。このた
め多くの工業分野の原料や製品が粉粒体である
が、粉粒体の取り扱いは経験的になされることが
多い。

COURSE50
“CO 2 Ultimate Reduction in Steelmaking
Process by Innovative Technology for Cool
Earth 50”の略称。2007年5月に発表された
「美
しい星50
（Cool Earth50）」
を達成するための革
新的製鉄プロセス技術開発であり、水素還元や
CO 2分離回収技術をはじめとする多くの課題が、

ら、新日鐵住金、ＪＦＥ、神戸製鋼所、日

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

新製鋼の４社との共同研究、またＮＥＤＯ

の研究開発プロジェクトとして実施されている。

ナショナルプロジェクトのＣＯＵＲＳＥ５０や

今は何かと時間がとれないのでしていませんが、４０歳過ぎまではラガーマンでした。仙台二高ＯＢ

循環型製鉄に関する研究会への参画、

が中心となって設立した
「北陵ラガー」
での活動をけっこう楽しんで続けていました。カナダのモントリ

２０１５年５月米国クリーブランドで開催さ

オールに２年間留学した時も、モントリオールアイリッシュというクラブチームでプレーしていました。
今年夏に、大学のラグビー部の同期が集まって仙台で飲み会をやろうと予定しています。そうい

れたＩＣＳＴＩ
「世界製鉄会議」での研究発

う集まりや、人のつながりは大切にしています。集まってバカ話をするのが好きですね。ふだんラグ

表など、高炉におけるエネルギー効率向

ビーをしている時は、お互いにただのスポーツマンの顔しか見ていないけれども、話しを聞くと仕事の
場面ではすごいことをしていたり、いつもと違う面が垣間見えたりするのも、楽しいものです。

石炭を300から500℃程度の温度に加熱すると可

上、循環型社会の実現に資する技術開
高炉内の物質の動きをさまざまな手法によりシミュレー
ションする。実際上は数億個の粒体はコンピュータ上

発のテーマに取り組んでいます。

では数万個～百万個程度に簡略化し、粒子間の衝
突や摩擦による粒子の回転運動まで追いかけるなど、
高度なレベルまで再現できるようになった。
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レーション技術の開発も重

写真提供：
（株）
神戸製鋼所

要となる。このため研究室

鉄鉱石を還元・溶解して溶けた銑鉄を製造する装

のスタッフは、流体力学、材

シミュレーション技術を駆使して
高炉の熱効率向上策を研究

料力学、機械力学、伝熱工
学、反応工学、熱力学など
総合工学的な側面を学ぶ。

高炉全景
（神戸製鋼所加古川第3高炉）
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置。反応器は樽型で上部から塊状の鉄鉱石とコー
クスを装入し、下部の羽口と呼ばれるノズルから高
温に熱した空気を送風する。コークスと空気の燃
焼により発生する一酸化炭素と熱により鉄鉱石
中の酸化鉄を還元して鉄を生成し、溶解して溶鉄
および溶滓（スラグ・不純物）
を炉下部から取り出
す。名称はドイツ語の”
Hochofen”
、
オランダ語の

高炉内の４形態の物体の動きを
シミュレーションする技術

"hoog oven"から。溶鉱炉とも呼ばれる。

高炉研究やプロジェクト参画で
循環型社会の実現を目指す
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反応性や溶解挙動を把握すれば十分と

るのだとか。高炉研究におけるシミュレー

境に与える影響度が高い製鉄など基盤

考えられがちですが、実際にはプロセス

ション技術は、埜上教授が研究を開始し

安定操業を阻害する要因は、炉内の還

「基幹テーマは、製鉄の高炉研究。鉄

材料の製造プロセスにおいて、プロセス

内の物質やエネルギーの流れを把握する

た選鉱製錬研究所時代には、固体と気

元ガス流路に固体や粉体がつまるなど、

やその合金に関する材料研究は多くの人

内部で生じるさまざまな現象や原材料の

必要がある」
と埜上教授。高炉内では、

体の垂直方向の変化のみ予測可能であ

数多くあります」
と、埜上教授。

が取り組んでいますが、鉄鉱石から鉄を

反応特性などを探索することにより、現行

酸化鉄やコークスといった固体が上から

り、どちらも筒の中のところてんを押し出

たとえば、還元された鉄鉱石が高温

製造する段階の研究は非常に重要です

プロセスの高効率化や新たなプロセスの

下に、高温の還元ガスが下から上に、溶

すような運動のモデリングを行っていまし

になると鉱石の粒子がやわらかくなり
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が、国内では取り組む研究者が少なくなっ

設計など、循環型社会の実現に資する

鉄や溶解した不純物などの高温液体が

た。「今は流体力学や粉体工学のシミュ
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、隣り合う鉄鉱石同士がくっつき合って

てきています。現在では東北大と九州大

開発を目指しています。

上から下に、また高炉内で発生した粉体

レーション技術が進み、物体の三次元的

（融着）粒子間のすき間が小さくなって、

がガスに伴われて下から上に流れます。

な複雑な運動も計算できるようになったし、

下から吹き上がって来る高温の還元ガス

高炉内の物質やエネルギーの流れを知る

粒体の流れも、個々の独立した粒子を追

の流れが悪くなってしまいます。また品質

製鉄所の主要設備であり、大型の

ためには、この固体・液体・気体と粉体、

跡するようなシミュレーションができるように

が良くない鉄鉱石が入ってきた場合、「還

ものは高さ約１００メートルに達しま

４形態の物質の動きを把握するのが基本

なりました」。高炉の中の温度や反応率

元がうまく進まず、軟化・融着後に粘つ
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が主な還元反応。
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となります。さらに、高炉は一般的な反

などの分布はこれら４体の運動と密接に

いた状態のまま完全な液体にならず、な

粉粒体

る高炉の本体は高さ約３０メートル

応器とは異なり、様々な形態の物質が存

関係しており、それらの関係を詳細に解

かなか滴下しない」などの不具合が出るこ

微細な固体粒子の集合体である粉体
（ふんたい）
と比較的粗い固体粒子の集合体である粒体
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製鉄プロセスを研究

が中心的な役割を担うようになってきてい
ます」
と埜上教授は話します。

日本の製鉄は、４社１４カ所の製鉄所、
２７基の高炉で行われています。高炉は

高炉断面模式図。上部からは、鉄鉱石とコークス
（還元材であり
熱源でもある）
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送風は停止されるが内部は高温のまま保持される。

「低エネルギー条件で高炉の高効率・

の樽型の反応器です。この高炉に

在するのみならず、多数の化学反応や

析すると、高炉における消費エネルギー

とがあります。「この鉄鉱石の軟化・融着

上部から、塊状の鉄鉱石とコークス

物理変化が逐次・並列的に互いに影響

低減に対する物理的、化学的、熱的な

が生じる領域をうまく制御してミニマム化
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を及ぼしながら進行しています。しかし、
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し、通気を確保することができれば高炉

に加熱した空気を吹き込むとコーク

内部に固体が詰め込まれ、温度が１５００

の壁を打ち破ったり、ボトルネックを押し拡

全体にガスが回って効率が良くなることに

スの燃焼によって一酸化炭素と熱

度以上になる炉内で実際の物質の動きを

げたりするための解決策の糸口を発見す

なる。しかしこの領域はこれまで研究のメ

が生成する。鉄鉱石中の酸化鉄は

捕捉するのは不可能なため、先端のシミュ
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挙動など理論面で不十分な点が多く残っ

て鉄となり、燃焼によって発生した

や粉体工学などにより、個々の物体の運

りエネルギー効率の高い高炉の操業方法

ています。様々な視点からの研究が必要

熱により溶鉄となって高炉下部から

動の解析方法は確立されていますが、実

や新たな還元プロセスの開発を目指して

で、いま日本鉄鋼協会に研究会を立ち上

取り出されるようになります。

プロセス内でこれらの運動が組み合わさ

います」。

げようと呼びかけているところです」。
埜上教授はこのような考察を重ねなが

ラグビーのクラブチームでの活動を楽しむ

MY FAVORITE

燃性の気体と炭素を主成分とする固体に分解す
る。
この分解の際に一旦溶融し、再固化する石炭
もある
（原料炭）
。
この溶融する性質を利用して、粉
状の石炭を箱形の炉の中に充填し、酸素を遮断し
て高温まで加熱することにより生成した塊状の多
孔質の炭素質の物体がコークスである。元の石炭
と比較して単位重量あたりの発熱量が高く高温が
得られる。還元材，
燃料や電極などに用いられる。

還元
一般に、酸素を含む化合物から酸素を取り除く反
応のこと。他にも対象物質が電子を失う、酸化数
の減少を伴う反応などの定義がある。製鉄におい
ては鉄鉱石中の酸化鉄
（Fe2O3、Fe3O4、FexO）
か
ら一酸化炭素（CO）
や水素（H 2）
を用いて酸素を
取り除く反応（3Fe 2O 3+CO→2Fe 3O 4+CO 2や

うたい）
の総称。粉粒体を構成する個々の粒子は
固体であるが、集合体としては流体のように振る
舞ったり、固体とも流体とも異なる挙動を示す場合
もあり、
その取り扱いは非常に複雑である。このた
め多くの工業分野の原料や製品が粉粒体である
が、粉粒体の取り扱いは経験的になされることが
多い。

COURSE50
“CO 2 Ultimate Reduction in Steelmaking
Process by Innovative Technology for Cool
Earth 50”の略称。2007年5月に発表された
「美
しい星50
（Cool Earth50）」
を達成するための革
新的製鉄プロセス技術開発であり、水素還元や
CO 2分離回収技術をはじめとする多くの課題が、

ら、新日鐵住金、ＪＦＥ、神戸製鋼所、日

新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

新製鋼の４社との共同研究、またＮＥＤＯ

の研究開発プロジェクトとして実施されている。

ナショナルプロジェクトのＣＯＵＲＳＥ５０や

今は何かと時間がとれないのでしていませんが、４０歳過ぎまではラガーマンでした。仙台二高ＯＢ

循環型製鉄に関する研究会への参画、

が中心となって設立した
「北陵ラガー」
での活動をけっこう楽しんで続けていました。カナダのモントリ

２０１５年５月米国クリーブランドで開催さ

オールに２年間留学した時も、モントリオールアイリッシュというクラブチームでプレーしていました。
今年夏に、大学のラグビー部の同期が集まって仙台で飲み会をやろうと予定しています。そうい

れたＩＣＳＴＩ
「世界製鉄会議」での研究発

う集まりや、人のつながりは大切にしています。集まってバカ話をするのが好きですね。ふだんラグ

表など、高炉におけるエネルギー効率向

ビーをしている時は、お互いにただのスポーツマンの顔しか見ていないけれども、話しを聞くと仕事の
場面ではすごいことをしていたり、いつもと違う面が垣間見えたりするのも、楽しいものです。

石炭を300から500℃程度の温度に加熱すると可

上、循環型社会の実現に資する技術開
高炉内の物質の動きをさまざまな手法によりシミュレー
ションする。実際上は数億個の粒体はコンピュータ上

発のテーマに取り組んでいます。

では数万個～百万個程度に簡略化し、粒子間の衝
突や摩擦による粒子の回転運動まで追いかけるなど、
高度なレベルまで再現できるようになった。
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01

研究室における熱エネルギー関連の主要テーマの１つに熱

埜上研究室では、溶鉱炉50分の1

交換器の研究がある。熱交換器の性能が仮に１０倍になれ

反応特性や熱エネルギー利用などさ

ば、大きかった交換器をその分ダウンサイジングすることがで

まざまな研究を行っている。

き、
また温度差が少ない条件での熱交換や、低温域の熱回

木炭高炉

収も十分に可能になる。熱交換器は産業用のさまざまな機器

還元材としてコークスではなく、木炭を使用する高

に使われており、高機能化、効率化への期待が大きい分野と
なっている。

炉の総称。高炉が開発された15から16世紀頃か
ら還元材として木炭が使用されてきたが、製鉄へ
の利用による森林資源の枯渇問題から18世紀

新しい熱交換の仕組みなど
エネルギーロスを減らす試み

初頭に高炉での石炭利用技術が開発され、以来
近代高炉は還元材としてコークスを使用している。

に近い部分には温度境界層と呼ばれる領
域が形成され、これが熱交換に対する抵
抗となります。この温度境界層の抵抗を

近年、木炭のカーボンニュートラル性から資源管理
の下での木炭高炉が注目されている。

バイオマス

熱」
という問題があります。製鉄のさまざ

ギーのカスケード利用と言います。工業

減らすことが熱交換器の性能を向上させ

まな段階で排熱が出ます。この製鉄所の

界全体としてエネルギーロスを少なく、と

るためのキーの一つになります。「２重管

ではないもの）
を指す。
その生成起源や形態により

Ｏ２は排出しますが、植物が成長過程でＣ

排熱について、どれだけをそのまま環境

いう発想です」。

式熱交換器の内側の管に接するように掻

などの木質系、農業残渣や家畜排泄物などの農

Ｏ２を吸収してきているので、いわゆるカー

に放出し、どれだけを回収できているか。

ただ現実問題として、下位の温度域の

き取り羽根を設置して、内管を回転させ

業・畜産・水産系、下水汚泥や厨芥ゴミなどの生活

「高炉の仕組み、炉内の物質の流れ

ボンニュートラル
（ＣＯ２の排出をＣＯ２の吸

その回収できていないエネルギーを有効

工業がいつも近接して立地するとは考え

ることにより温度境界層を機械的にはぎ取

に関わる効率化への模索について説明し

収で相殺する）
に近い結果を生み出すこ

に使える手法はないのか、という研究の

にくいので、「エネルギーを回収する、輸

るという手法で伝熱性能を１０倍近く向上

ましたが、もうひとつ還元材を別のもので

とができます。「日本の大規模な高炉では

視点があります。

送する、貯蔵する技術、各段階でロスが

させました。総括伝熱係数は約１２，
０００

温度の異なる二流体間で熱を移動させ、流体の加

代用できないか、という考え方があります」

現実的ではありませんが、広大な森林資

鉄鋼業は溶けた鉄を扱うため１５００～

出ないような高効率な技術の開発が求め

Ｗ／ｍ２Ｋ。高性能なプレート式熱交換器

流体間の壁を通して熱交換を行う隔壁式、水と空

と埜上教授。かつて教授は、石炭ではな

源がある地域で小規模な操業であれば

１６００度の熱エネルギーを扱う工業と言

られるということになります。

の係数が８，
０００程度でしたから、信じて

く木炭を還元材として使うとどうなるのか、

実用化できるという方向性の１つの表れ」

えます。同様にセメント焼成のプロセスは

石炭と同様な還元作用が可能なのか、

と話します。

１０００度～１１００度、セラミックス
（窯業）

木炭バイオマスを使った高炉で
低炭素化への取り組み

木炭高炉の効率性を計算して研究資料
を作成したことがあります。
その研究資料などがベースとなって、

は８００～９００度、炭化水素系を扱う化

排熱をカスケード利用し
工業全体でロスを減らす発想

もらえないようなデータでした」。

熱交換器の高機能化と
新しい蓄熱の研究を目指して

こうした熱交換器の開発により、さら
に性能向上が期待されるものがあります。

蓄熱式などの形式がある。工業的な機器ばかりで
なく、
自動車のラジエータ、
エアコンの室内機、
ガス
湯沸かし器など身の回りにも広く用いられている。

温度境界層

扱っています。「仮に扱う温度が高い鉄

化です。壁を挟んで流れる温度の異なる

原理を使っていますが、その吸収剤再生

押し流されてしまうため、流体の温度変化が生じる

のところにこの熱交換器を使えば非常に

木炭、つまり植物バイオマスを使えば、Ｃ

大な熱とエネルギーを使う製鉄所には「排

順番に排熱を使っていけば、新たに取り

体から低温の流体に熱を移動させるのが

短時間で再生でき、冷凍機の能力を高め

入れるエネルギーも放出するエネルギーも

熱交換器の原理です。両方の流体の壁

ることができます。以前活動していたコン
ソーシアムを再開させ、機械的な部分は
企業など得意なところにお願いし、研究
室では原理設計の分野で貢献していきた

図の最下部黒いところが常温環境、最上部が工業用

い」
と埜上教授は話します。

に必要とされる高温エネルギー。そのエネルギーを得る

さらに埜上研究室では新しい熱回収

には大量の化石燃料が必要となる。最も高温のエネル
ギーから鉄鋼業にエネルギーが投入されるが、使用後多
くの熱エネルギーが排熱として出されている。下位の温
度域の工業でも同様な排熱が生じている。右図は、高
温エネルギーを徐々に下位の工業にカスケード利用し、
利用が実現できる。

OFF TIME

存する。寒い日に風が吹くと寒く感じるのは、
風によ
り温度境界層が薄くなり、温度勾配が大きくなって
体から逃げる熱が多くなるため。

総括伝熱係数
隔壁式の熱交換器では、高温の流体から低温の
流体に熱が移動する際に、高温側の温度境界
熱交換の抵抗となる。
これら三つの伝熱抵抗を一
熱係数。数式上は、単位断面積・単位時間あたり

１５００度の高温で、蒸気の圧力が非常

に高温流体から低温流体に移動する熱量と両流

に高くなってしまい難しい。これを、ある

は
［Ｗ／ｍ２Ｋ］
。熱通過率とも呼ばれる。

した状態で輸送してそこで元に戻す反応

の熱抵抗を減らすことが性能を引き上げるキーとなる。

を起こして熱を取り出す。これが実現でき

この目的を果たすべく開発されたのが「境膜剥ぎ取り

れば、非常に高効率なエネルギーのカス

式熱交換器」。
２重管の内側の管 (隔壁) の外側に接

れ、流体と物体の熱の移動速度はその勾配に依

度に考慮した熱の伝わりやすさの指標が総括伝

な物質をふきつけてやる。化学的に安定
の表面に境膜を持ち、
この境膜の厚さを低減し、境膜

領域は物体のごく近傍の薄層状の領域に限られ
る。温度境界層内部には急な温度勾配が形成さ

ギーを回収するには蒸発潜熱という原理

分解して熱を吸収する反応を起こすよう
熱交換器は、高温の流体と低温の流体を隔てる隔壁

温度が変化する。温度が変化した流体は、流れに

層、隔壁の熱伝導および低温側の温度境界層が

化学反応で蓄熱することを考えています。

一関高専に赴任した時は、空飛ぶだんごで有名な厳美渓の近くの、田んぼやリンゴ農園があ

一定温度の流体の流れの中に温度の異なる物体

手法を考えています。「工業的にエネル
で回収しますが、高炉から出る不純物は

排熱を少量に抑えた場合、非常に効率的なエネルギー

で踏破しました。今でも、春に泉が岳のミズバショウを見に行ったり、自然の中によく出かけてい

するようにブレード (羽根) を固定し、
内側の管を回転さ

ケード利用になります」
と、埜上教授は新

きます。

せて境膜を剥ぎ取る方式となっている。

たな研究課題に挑戦し続けています。
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接触式、一旦物体に熱を蓄えてから熱交換を行う

を置くと、流体と物体の間の熱移動により流体の

流体間で、中央の壁を通して高温の流

を感じて走るのが大好きです。一関時代には、岩手県の三陸海岸沿いを南から北までスクーター

気のように混じり合わない流体を直接接触させる

側で蒸発させて温度を下げる吸収式の

鋼業から、セメント業、窯業、化学工業と、

若い頃はバイクが好きでしたが、その後乗りやすいスクーターに変わりました。自然の中を、風

熱・冷却・温度調節や凝縮などを行う機器のこと。

り組んでいるのが「熱交換器」の高機能

効率化・低炭素化という模索以外に、膨

するのが好きですね。

熱交換器

業、材料プロセスごとに異なる温度域を

つつあります。現地の植物から得られた

もあり、都会から離れたところで、季節を感じながらぶらぶら歩いたり、自然とふれあいながら生活

系などさまざま。

「産業用冷凍機は、水を吸収して反対

さらにこうした材料の転換などによる高

る緑豊かなところに住んでいました。室蘭に赴任した時は、登別温泉の近くでした。そういう体験

様々な分類がある。たとえば林地残材や製材廃材

その１つとして、埜上教授が従来より取

いまブラジルで小規模な木炭高炉が動き

自然の中で、季節を感じながら、風を感じながら過ごすのが好き

バイオマスとは生物起源の産業資源（化石資源

学工業は３００～４００度。それぞれの工

少なくできるのではないか。これをエネル

9

TERM INFORMATION

モデルや各種電気炉などを用いて、

体間の温度差の間の比例定数として表され、単位

潜熱
物質に熱を加えると温度が上昇し、一定の温度に
達すると状態変化（固体→液体，
液体→気体）
が
生じる。状態変化が生じている間は熱を加え続けて
も温度変化は生じない。温度変化を伴って物体に
吸収された熱を顕熱、状態変化中に温度一定の
物体に吸収された熱を潜熱と呼ぶ。固体と液体の
状態変化および液体と気体の状態変化が、
ぞれ
ぞれ溶融潜熱および蒸発潜熱と呼ばれる。通常
一定量の物質の状態変化が生じるのに必要な潜
熱のことを指し、単位は
［Ｊ／ｋｇ］
。
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ましたが、もうひとつ還元材を別のもので

とができます。「日本の大規模な高炉では

視点があります。

送する、貯蔵する技術、各段階でロスが

させました。総括伝熱係数は約１２，
０００

温度の異なる二流体間で熱を移動させ、流体の加

代用できないか、という考え方があります」

現実的ではありませんが、広大な森林資

鉄鋼業は溶けた鉄を扱うため１５００～

出ないような高効率な技術の開発が求め

Ｗ／ｍ２Ｋ。高性能なプレート式熱交換器

流体間の壁を通して熱交換を行う隔壁式、水と空

と埜上教授。かつて教授は、石炭ではな

源がある地域で小規模な操業であれば

１６００度の熱エネルギーを扱う工業と言

られるということになります。

の係数が８，
０００程度でしたから、信じて

く木炭を還元材として使うとどうなるのか、

実用化できるという方向性の１つの表れ」

えます。同様にセメント焼成のプロセスは

石炭と同様な還元作用が可能なのか、

と話します。

１０００度～１１００度、セラミックス
（窯業）

木炭バイオマスを使った高炉で
低炭素化への取り組み

木炭高炉の効率性を計算して研究資料
を作成したことがあります。
その研究資料などがベースとなって、

は８００～９００度、炭化水素系を扱う化

排熱をカスケード利用し
工業全体でロスを減らす発想

もらえないようなデータでした」。

熱交換器の高機能化と
新しい蓄熱の研究を目指して

こうした熱交換器の開発により、さら
に性能向上が期待されるものがあります。

蓄熱式などの形式がある。工業的な機器ばかりで
なく、
自動車のラジエータ、
エアコンの室内機、
ガス
湯沸かし器など身の回りにも広く用いられている。

温度境界層

扱っています。「仮に扱う温度が高い鉄

化です。壁を挟んで流れる温度の異なる

原理を使っていますが、その吸収剤再生

押し流されてしまうため、流体の温度変化が生じる

のところにこの熱交換器を使えば非常に

木炭、つまり植物バイオマスを使えば、Ｃ

大な熱とエネルギーを使う製鉄所には「排

順番に排熱を使っていけば、新たに取り

体から低温の流体に熱を移動させるのが

短時間で再生でき、冷凍機の能力を高め

入れるエネルギーも放出するエネルギーも

熱交換器の原理です。両方の流体の壁

ることができます。以前活動していたコン
ソーシアムを再開させ、機械的な部分は
企業など得意なところにお願いし、研究
室では原理設計の分野で貢献していきた

図の最下部黒いところが常温環境、最上部が工業用

い」
と埜上教授は話します。

に必要とされる高温エネルギー。そのエネルギーを得る
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OFF TIME

存する。寒い日に風が吹くと寒く感じるのは、
風によ
り温度境界層が薄くなり、温度勾配が大きくなって
体から逃げる熱が多くなるため。
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流体に熱が移動する際に、高温側の温度境界
熱交換の抵抗となる。
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熱係数。数式上は、単位断面積・単位時間あたり

１５００度の高温で、蒸気の圧力が非常

に高温流体から低温流体に移動する熱量と両流

に高くなってしまい難しい。これを、ある

は
［Ｗ／ｍ２Ｋ］
。熱通過率とも呼ばれる。

した状態で輸送してそこで元に戻す反応

の熱抵抗を減らすことが性能を引き上げるキーとなる。

を起こして熱を取り出す。これが実現でき

この目的を果たすべく開発されたのが「境膜剥ぎ取り

れば、非常に高効率なエネルギーのカス

式熱交換器」。
２重管の内側の管 (隔壁) の外側に接

れ、流体と物体の熱の移動速度はその勾配に依

度に考慮した熱の伝わりやすさの指標が総括伝

な物質をふきつけてやる。化学的に安定
の表面に境膜を持ち、
この境膜の厚さを低減し、境膜

領域は物体のごく近傍の薄層状の領域に限られ
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一関高専に赴任した時は、空飛ぶだんごで有名な厳美渓の近くの、田んぼやリンゴ農園があ

一定温度の流体の流れの中に温度の異なる物体

手法を考えています。「工業的にエネル
で回収しますが、高炉から出る不純物は

排熱を少量に抑えた場合、非常に効率的なエネルギー

で踏破しました。今でも、春に泉が岳のミズバショウを見に行ったり、自然の中によく出かけてい

するようにブレード (羽根) を固定し、
内側の管を回転さ

ケード利用になります」
と、埜上教授は新

きます。

せて境膜を剥ぎ取る方式となっている。

たな研究課題に挑戦し続けています。
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接触式、一旦物体に熱を蓄えてから熱交換を行う

を置くと、流体と物体の間の熱移動により流体の

流体間で、中央の壁を通して高温の流

を感じて走るのが大好きです。一関時代には、岩手県の三陸海岸沿いを南から北までスクーター

気のように混じり合わない流体を直接接触させる

側で蒸発させて温度を下げる吸収式の

鋼業から、セメント業、窯業、化学工業と、

若い頃はバイクが好きでしたが、その後乗りやすいスクーターに変わりました。自然の中を、風

熱・冷却・温度調節や凝縮などを行う機器のこと。

り組んでいるのが「熱交換器」の高機能

効率化・低炭素化という模索以外に、膨

するのが好きですね。

熱交換器

業、材料プロセスごとに異なる温度域を

つつあります。現地の植物から得られた

もあり、都会から離れたところで、季節を感じながらぶらぶら歩いたり、自然とふれあいながら生活

系などさまざま。

「産業用冷凍機は、水を吸収して反対

さらにこうした材料の転換などによる高

る緑豊かなところに住んでいました。室蘭に赴任した時は、登別温泉の近くでした。そういう体験

様々な分類がある。たとえば林地残材や製材廃材

その１つとして、埜上教授が従来より取

いまブラジルで小規模な木炭高炉が動き

自然の中で、季節を感じながら、風を感じながら過ごすのが好き

バイオマスとは生物起源の産業資源（化石資源

学工業は３００～４００度。それぞれの工

少なくできるのではないか。これをエネル

9
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モデルや各種電気炉などを用いて、

体間の温度差の間の比例定数として表され、単位

潜熱
物質に熱を加えると温度が上昇し、一定の温度に
達すると状態変化（固体→液体，
液体→気体）
が
生じる。状態変化が生じている間は熱を加え続けて
も温度変化は生じない。温度変化を伴って物体に
吸収された熱を顕熱、状態変化中に温度一定の
物体に吸収された熱を潜熱と呼ぶ。固体と液体の
状態変化および液体と気体の状態変化が、
ぞれ
ぞれ溶融潜熱および蒸発潜熱と呼ばれる。通常
一定量の物質の状態変化が生じるのに必要な潜
熱のことを指し、単位は
［Ｊ／ｋｇ］
。
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高精度の観測・解析技法を究め
構造物性研究の本質に迫る
「物質とは何か」
という問いに対して、「物性」から探っていくのが物
性物理学です。それでは「物性」
とは何でしょうか。物質内の電子・
原子核・電子スピンがどのように分布、配列され、あるいは運動して
いるかによって物質の性質が定まってくるという考え方に立ち、目に見
える性質を原子・電子レベルで解明していきます。
木村宏之教授の研究は「あまり応用に結びつくような方向に視野は
向いていない」
と自身が分析するように、物理学の非常に基礎的な
分野を扱っていますが、その探求法が極めて高精度のレベルにある
ため、先端的な研究につながる潜在力をつくり出しています。「今ま
で見えなかったものを見えるようにしたい、わからなかった物性を明ら
かにしたい」
と目標への強い意志をもって展開される木村教授の研究
は、何ものかが明らかになることによって画期的な発見が生まれる可
能性があり、また実験から導き出された特徴的な結果からは、まった

多元物質科学研究所
計測研究部門
構造材料物性研究分野

教授

木村
宏之
FOREFRONT REVIEW

K IMURA, Hiroyuki

1972年大阪府生まれ。1994年東北大学理学部
物理学科卒業、
1996年東北大学大学院理学研

木村研究室は、多元物質科学研究所において、計測研究部門の構造材料物性

究科物理学専攻博士前期課程修了、
1999年東

研究分野を扱っています。物性物理学の最も基本的なテーマの１つと言える「物質

北大学大学院理学研究科物理学専攻後期課程

とは何か」という課題を前に、さまざまな手法により「構造物性」を徹底的に調べ、

究所助手、
2001年多元物質科学研究所助手、

明らかにしていくことによって、その本質に迫ります。
Ｘ線、放射光、中性子を用いた高精度の測定技術と解析手法により、物質の構
造に立ち返って目に見える現象を説明していくことを目指しています。このため、
併せて超高精度の構造解析手法の開発も重要な研究テーマとなっています。

修了、
博士
（理学）
。1999年東北大学科学計測研

く新しい物性を予言することも可能になります。国内外さまざまな施
設を駆使したＸ線、放射光、中性子による超精密な観測技術と独自
の解析手法による構造物性の探求。それが木村教授の研究の根幹
です。けれども
「高性能な施設を使えば高精度の観測が実現できる
わけではない」
と木村教授が指摘するとおり、ほんとうに重要なのは、
高性能な施設で得られた測定データを解析する
「探求の眼」であり、
その探求の眼を支える高度な解析技法の開発です。
「見えていなかったけれども今までちゃんとそこにあった物。正しく
測定し、正しく解析すれば、正しく見えるようになる」
と、木村教授は
話します。構造物性の基本の基本をひとつずつ、ていねいに着実に
推し進め、創意工夫を凝らして探求し続ける。そうしたたゆみない挑
戦の先にだけ、新たな指標が見えてくるのかもしれません。

2007年助教、
2008年准教授、
2013年より現職。
所属学会／日本物理学会、
日本結晶学会、
日本中
性子科学会、
日本放射光学会。受賞歴／2006年
原田研究奨励賞、
2006年日本物理学会誌注目論
文賞、
2008年日本物理学会若手奨励賞。
http://db.tagen.tohoku.ac.jp/php/forweb/
outline.php?lang=ja&no=4015
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木村研究室の実験室にある単
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結晶4軸X線回折装置にマウント
された、単結晶試料。試料の中

構造物性研究

心にX線を照射し、試料のさまざ
まな反射面から回折されたX線の

物質が示すマクロな現象（＝物性）
の起源を、原

信号強度を観測する。

さまざまな物質の物性を
原子・電子レベルで明らかにする
マクロな現象を起こすのは
どんなミクロの構造か
木村教授の研究を端的に表現するな

いったいどういうミクロの構造を持ってい

木村研究室の実験室には、単結晶４軸Ｘ線回折装置

日本原子力研究開発機構の研究用原子炉ＪＲＲ－３Ｍ

子・電子の配列とそれらの運動というミクロな性質

が完備されている。
「世界的にもユニークな技術を導入

（茨城県東海村）
に設置した単結晶４軸中性子回折

（＝構造）
を調べることで明らかにする研究。
ミクロ

した」
と教授が話すように、
さまざまな実験室の装置は独

装置を操作する木村教授。木村研究室のスタッフは、

な性質を調べる有力な手段として電子線、
Ｘ線、中

自の工夫や技術を取り入れて開発したものが多い。研

このほかフォトンファクトリー
（茨城県つくば市）
の大型

性子などによる回折・散乱分光法がある。

究の一方の柱として測定技術の向上を目指しているた

放射光施設など、国内外の中性子施設、放射光施設

め、
高性能の装置の開発は重要なテーマとなっている。

におけるさまざまな実験のための出張の機会が多い。

電子スピン
電子が持っている内部状態のことであり、現在もス

中心部にチタンの陽イオンがあり、その周

これら量子ビームを発生させるには特

中性子で見ている左図は、赤いところ

殊な装置・施設が必要です。Ｘ線につい

が炭素の原子核の存在確率分布。外側

ては、木村研究室の実験室に高性能な

の黄色いところは水素の原子核。一方中

単結晶４軸Ｘ線回折装置が完備されてい

央と右はＸ線で電子の存在確率分布を見

るのかというと、磁気モーメント
（電子スピ

りに酸素の陰イオンがある。ある温度以

ます。放射光については、高エネルギー

ています。中央は炭素と酸素の電子が

ン）
の整列と説明できることがわかっていま

下から陽イオンは少しだけ上に動くのに対

加速器研究機構（ＫＥＫ／茨城県つくば

写っています。右図は同じデータをさらに

ピンが生じるメカニズムが完全に解明された訳では
ない。上向きの角運動量を持つスピン
（アップスピ
ン）
と下向きの角運動量を持つスピン
（ダウンスピ
ン）
の２つの状態を持つが、電子が自転していると
すれば、
その自転の回転方向
（右向きか左向きか）
により、
アップとダウンの向きが決まると考えること
ができる。電子はこのスピンに対応した磁気モーメ
ントを持つ事ができるが、
これが、負の電荷という、
電気の性質以外に磁石の性質を持つ起源となっ

ら、構造物性研究ということになります。

す。同じようにコンデンサのような電気を

して、周りの陰イオンは少し下に動く。そ

市）
のフォトンファクトリーや、大型放射光

高度に解析したもので、炭素の外側にあ

ている。

物質の性質というものは、物質内の電子、

蓄える強誘電性という現象は、ミクロな構

うするとお互いに重心がずれて電場が発

施設ＳＰｒ
ｉ
ｎｇ－８
（兵庫県）
。中性子につ

る水素の電子をとらえています。水素は

電気分極

原子核、電子スピンの分布、配列、運

造で見ると陰イオンと陽イオンの相対変位

生する。それが１０の２３乗個の原子すべ

いては、日本原子力研究開発機構の研

電子を１個しか持たないので、観測する

絶縁体
（電気を通さない物質）
に外から電場をかけ

動の状態によって決まってくる、という考

であると説明されています。

てで起きるので目に見える強誘電性として

究用原子炉ＪＲＲ－３Ｍや、Ｊ－ＰＡＲＣの大

のは極めて難しいのですが、木村教授は

たとき、電気双極子という、物質内部の正負の電

現れる。このように説明することができる」

強度陽子加速器施設（茨城県東海村）
な

観測を実現させました。さらに図の白い

と木村教授。

ど。さらには海外の大型 研究施設も駆

枠の中に注目すると、両側の酸素原子に

イオンと陰イオンに対応し、
それらの位置が互いに

使して、木村研究室では物質の構造を

挟まれて水素の原子核があり、左図はま

探索しています。

さしくその状態を表しています。さて右図

発的に」ペアを作り出して分極を生じる物質を強

えのもとに、今目に見えている現象はなぜ

「強誘電性について少し詳しく説明する

起きているのかを内部の構造を探ることに

と、例えばコンデンサなどの材料として使

よって説明していこう、という研究アプロー

というよ
われるＢａＴｉＯ（
３ チタン酸バリウム）

チです。マクロな現象としてよく知られた

く知られた物質があります。誘電分極装

強磁性と言われる性質
（磁石）。それは

置にかけると、ある温度以下で電気分極

Ｘ線、放射光、中性子
ミクロな構造を見る３つの眼

が現れ、確か に

それでは、そのような原子レベルの状

物質が強誘電性

態をどうやって調べるのでしょうか。「固

見えなかった原子の構造を
見えるようにする

の白い枠の中はというと、「水素が持って
いる電子１個がどういう状態なのかを示し
ている。電子１個のはずなのに、存在確

荷のペアが整列して、
マクロに電位差が生じる現
象。
ミクロな原子レベルで見れば、
正負の電荷が陽
ずれることでペアが生じる。電場をかけなくても
「自
誘電体と呼ぶ。

電子分極
上述の電気分極はイオンの相対変位による電気
双極子が源になっているため、
イオン分極、
あるい
は原子分極とも呼ばれる。それに対して電子分極

になっ たという、

体のミクロな構造を見るために、つまり調

Ｘ線で見る眼、放射光で見る眼、そし

率が高いことを示す赤い部分が２カ所ある

目に見える現 象

べる手法として僕らは３つの眼を持ってい

て中性子で見る眼。量子ビームの種類に

ように見えている。つまりこれは電子にとっ

になる。じゃあ、

ま す」と木村教授は話します。１つは、

よって見える物が違ってきます。「ある水

ての安定な位置が２つあり、その間を絶

その時に原子の

電子 を見る眼として適しているＸ線。２つ

素結合型物質の観測図があります。炭

えず行き来していることを示している」
と、

状態はどうなって

目は、Ｘ線よりも指向性と信号強度が強

素原子が６角形に並んでいるベンゼン環

木村教授は解説します。

いるかというと、

い放射光。そして３つ目に、原子核およ

が３つ、その外側に

び電子スピンを見る眼として、中性子があ

水素の原子があるよ

ります。これらの構造探査を目的として高

うな分 子を取り出し

宝石は単結晶である。単結晶はあらゆる方向に無

度に制御された放射線を量子ビームと呼

ている。これを違う

んでいます。

眼で見るとどう見え

れらの無数の面からの回折を捉えるための装置が

マクロな現象とミクロな構造。
ＢａＴ
ｉＯ３はある温度になると強誘電性を発現するというマクロ
な現象を示す。
これを原子レベルで見ると、
チタンの陽イオンが上向きに移動し、
それを取り
巻く酸素の陰イオンが下向きに移動し、
お互いの重心がずれる。
１０の２３乗個すべての原
子でこのずれが一斉に起きることで、電気分極という、
目に見える現象が起こる。

国内外、各地のクラフトビールを探して飲みに行くのが楽しみ
１２年ほど前にドイツに行った時に飲んだビールの味が最高で、今ではビールひとすじ。海外出
張の際は、各地の特徴的なビールを調べていって飲んでみます。近年ではチェコに行った時に飲

心位置がずれる事によって生じる電気双極子が源
になっている。前者が原子と原子の間の関係で生
まれるのに対し、後者は１原子の内部で生まれる。

単結晶４軸回折装置
単結晶とは、物質が原子レベルで規則正しく配列
し、
目に見える大きさまで成長した結晶のことであ
る。例えばサファイヤやルビー、
ダイヤモンドなどの
数の反射面を持ち、量子ビームに回折を起こす。
こ
単結晶４軸回折装置である。回折線を捉える検出
部の回転で１軸
（２θ軸）
、
そして単結晶を３次元の

るか。 左 図 は中 性

MY FAVORITE

は、原子内の原子核とそれを取り巻く電子雲の重

あらゆる方向に向けて回折の条件を作るための回

子で原子核を見てい

転軸が３軸
（ω、
χ、
φ軸）
あるので、
４軸回折装置と
いう。

る。中央と右はＸ線
で電子を見ている」
と木村教授。

んだビールがおいしくて、死ぬほど飲みました
（笑）
。チェコはビールの消費量が世界一なんです。
国内でもやはり各地のクラフトビールが好きで、イベントがあればビールを目当てに出かけます。た

水素結合型物質における電子分極の観測。注目したいのは白い枠の部分で、拡大図

とえば盛岡に有名なクラフトビールブルワリーがあり、年２回飲み放題のイベントがあります。その

がそれぞれ下部に示されている。左拡大図には中性子で見た水素の原子核が中央部

時は妻といっしょに高速バスで行って死ぬほど飲んで、最終バスで帰ってくるというパターンです。
いつか、ドイツのミュンヘンで開催されるオクトーバーフェストに２人で行ってみたいというのが、目
下の夢ですね。

に見えている。右拡大図はＸ線で見た水素が持っている電子１個の分布を表していて、
２カ所の赤い部分が電子が分布している存在確率が高いところである。水素の電子１
個は１カ所にじっとしているのではなく、
この２カ所の間を絶えず行き来している。原子核
と電子の位置のずれが巨大な電子分極を生み、
その分極がこの物質の目に見える性
質を支配している。
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木村研究室の実験室にある単

TERM INFORMATION

結晶4軸X線回折装置にマウント
された、単結晶試料。試料の中

構造物性研究

心にX線を照射し、試料のさまざ
まな反射面から回折されたX線の

物質が示すマクロな現象（＝物性）
の起源を、原

信号強度を観測する。

さまざまな物質の物性を
原子・電子レベルで明らかにする
マクロな現象を起こすのは
どんなミクロの構造か
木村教授の研究を端的に表現するな

いったいどういうミクロの構造を持ってい

木村研究室の実験室には、単結晶４軸Ｘ線回折装置

日本原子力研究開発機構の研究用原子炉ＪＲＲ－３Ｍ

子・電子の配列とそれらの運動というミクロな性質

が完備されている。
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に設置した単結晶４軸中性子回折
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した」
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の大型
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が炭素の原子核の存在確率分布。外側

ては、木村研究室の実験室に高性能な

の黄色いところは水素の原子核。一方中

単結晶４軸Ｘ線回折装置が完備されてい

央と右はＸ線で電子の存在確率分布を見

るのかというと、磁気モーメント
（電子スピ

りに酸素の陰イオンがある。ある温度以

ます。放射光については、高エネルギー

ています。中央は炭素と酸素の電子が
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の整列と説明できることがわかっていま

下から陽イオンは少しだけ上に動くのに対

加速器研究機構（ＫＥＫ／茨城県つくば

写っています。右図は同じデータをさらに

ピンが生じるメカニズムが完全に解明された訳では
ない。上向きの角運動量を持つスピン
（アップスピ
ン）
と下向きの角運動量を持つスピン
（ダウンスピ
ン）
の２つの状態を持つが、電子が自転していると
すれば、
その自転の回転方向
（右向きか左向きか）
により、
アップとダウンの向きが決まると考えること
ができる。電子はこのスピンに対応した磁気モーメ
ントを持つ事ができるが、
これが、負の電荷という、
電気の性質以外に磁石の性質を持つ起源となっ

ら、構造物性研究ということになります。

す。同じようにコンデンサのような電気を

して、周りの陰イオンは少し下に動く。そ

市）
のフォトンファクトリーや、大型放射光

高度に解析したもので、炭素の外側にあ

ている。

物質の性質というものは、物質内の電子、

蓄える強誘電性という現象は、ミクロな構

うするとお互いに重心がずれて電場が発
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。中性子につ
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生する。それが１０の２３乗個の原子すべ

いては、日本原子力研究開発機構の研

電子を１個しか持たないので、観測する

絶縁体
（電気を通さない物質）
に外から電場をかけ

動の状態によって決まってくる、という考

であると説明されています。

てで起きるので目に見える強誘電性として

究用原子炉ＪＲＲ－３Ｍや、Ｊ－ＰＡＲＣの大

のは極めて難しいのですが、木村教授は

たとき、電気双極子という、物質内部の正負の電

現れる。このように説明することができる」

強度陽子加速器施設（茨城県東海村）
な

観測を実現させました。さらに図の白い

と木村教授。

ど。さらには海外の大型 研究施設も駆

枠の中に注目すると、両側の酸素原子に

イオンと陰イオンに対応し、
それらの位置が互いに

使して、木村研究室では物質の構造を

挟まれて水素の原子核があり、左図はま

探索しています。

さしくその状態を表しています。さて右図

発的に」ペアを作り出して分極を生じる物質を強

えのもとに、今目に見えている現象はなぜ

「強誘電性について少し詳しく説明する

起きているのかを内部の構造を探ることに

と、例えばコンデンサなどの材料として使

よって説明していこう、という研究アプロー

というよ
われるＢａＴｉＯ（
３ チタン酸バリウム）

チです。マクロな現象としてよく知られた
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（磁石）。それは
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が現れ、確か に

それでは、そのような原子レベルの状

物質が強誘電性

態をどうやって調べるのでしょうか。「固

見えなかった原子の構造を
見えるようにする

の白い枠の中はというと、「水素が持って
いる電子１個がどういう状態なのかを示し
ている。電子１個のはずなのに、存在確

荷のペアが整列して、
マクロに電位差が生じる現
象。
ミクロな原子レベルで見れば、
正負の電荷が陽
ずれることでペアが生じる。電場をかけなくても
「自
誘電体と呼ぶ。

電子分極
上述の電気分極はイオンの相対変位による電気
双極子が源になっているため、
イオン分極、
あるい
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Ｘ線で見る眼、放射光で見る眼、そし

率が高いことを示す赤い部分が２カ所ある

目に見える現 象

べる手法として僕らは３つの眼を持ってい

て中性子で見る眼。量子ビームの種類に

ように見えている。つまりこれは電子にとっ

になる。じゃあ、

ま す」と木村教授は話します。１つは、

よって見える物が違ってきます。「ある水

ての安定な位置が２つあり、その間を絶

その時に原子の

電子 を見る眼として適しているＸ線。２つ

素結合型物質の観測図があります。炭

えず行き来していることを示している」
と、

状態はどうなって

目は、Ｘ線よりも指向性と信号強度が強

素原子が６角形に並んでいるベンゼン環

木村教授は解説します。
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び電子スピンを見る眼として、中性子があ

水素の原子があるよ
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うな分 子を取り出し

宝石は単結晶である。単結晶はあらゆる方向に無

度に制御された放射線を量子ビームと呼

ている。これを違う

んでいます。

眼で見るとどう見え

れらの無数の面からの回折を捉えるための装置が

マクロな現象とミクロな構造。
ＢａＴ
ｉＯ３はある温度になると強誘電性を発現するというマクロ
な現象を示す。
これを原子レベルで見ると、
チタンの陽イオンが上向きに移動し、
それを取り
巻く酸素の陰イオンが下向きに移動し、
お互いの重心がずれる。
１０の２３乗個すべての原
子でこのずれが一斉に起きることで、電気分極という、
目に見える現象が起こる。

国内外、各地のクラフトビールを探して飲みに行くのが楽しみ
１２年ほど前にドイツに行った時に飲んだビールの味が最高で、今ではビールひとすじ。海外出
張の際は、各地の特徴的なビールを調べていって飲んでみます。近年ではチェコに行った時に飲

心位置がずれる事によって生じる電気双極子が源
になっている。前者が原子と原子の間の関係で生
まれるのに対し、後者は１原子の内部で生まれる。

単結晶４軸回折装置
単結晶とは、物質が原子レベルで規則正しく配列
し、
目に見える大きさまで成長した結晶のことであ
る。例えばサファイヤやルビー、
ダイヤモンドなどの
数の反射面を持ち、量子ビームに回折を起こす。
こ
単結晶４軸回折装置である。回折線を捉える検出
部の回転で１軸
（２θ軸）
、
そして単結晶を３次元の

るか。 左 図 は中 性
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あるので、
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で電子を見ている」
と木村教授。

んだビールがおいしくて、死ぬほど飲みました
（笑）
。チェコはビールの消費量が世界一なんです。
国内でもやはり各地のクラフトビールが好きで、イベントがあればビールを目当てに出かけます。た

水素結合型物質における電子分極の観測。注目したいのは白い枠の部分で、拡大図
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してどうやってあぶり出すか。それが観

価電子

測技術の精度向上という課題」
と木村教

原子内の最外殻の電子軌道を占める電子のこ

授は指摘します。見えなかったものを見え

と。文字通り原子の一番外側の電子であるので、

るようにしたいというのが、研究の本質。

見えなかったものを見ることで
新しい物性を予言する
解析の精度が上がれば
物理が変わる
「
（前ページ下段の）
中央の図は、炭素
や酸素、水素がここにいるよね、というこ

隣り合う原子と化学結合や化学反応を起こしやす
い。
また無数に配列した結晶が示す物性に深く関

だからこそ、木村研究室では測定技術、
解析技術の向上も研究の重要な柱になっ
ているのです。

放射光により
電子軌道の観測を実現

木村研究室では、
Ｘ線・放射光・中性子を用いた精密な電子・

わっている。一方で原子核に近い軌道を占める電

原子核密度分布の解析に基づく構造物性の研究を基本とし

子
（内殻電子）
は物性にはほとんど寄与しない。物

ている。このため低温・強磁場・高圧下などの多様な環境条

質のミクロな構造から出発してマクロな現象を理解

件の下での観測技術の研究も重要なテーマとなっている。写

しようとする場合、最外殻を占める価電子の構造

真は実験室にある極低温誘電分極測定装置。微細な試料

及び運動を理解することが最も重要となる。

に端子を接続して測定する。

量子ビームが物質中に入射して散乱・回折を起こ

次に、２番目の見る眼として挙げた放射
線の２つの目を組み合わせることで、観測

光を用いた超精密構造解析によって、原

軌道が見えてきつつあると木村教授は話し

りませんでした。木村研究室では、マン

技術を向上させ、構造を正確に見ること

子から一番外側にある価電子を観察しよう

ます。正しいものを測っていれば正しいも

ガンイオンが鎖型配列を為した状態によっ

によって物理が新しいところに進んでいけ

ットリウム
という事例です。ＹＴｉＯ（
３ 酸化イ

のが見えてくる。木村研究室が測定や解

て磁性が発現し、イオンの持つ磁気モー

る」
と話します。

チタン）
の中のチタンイオンは１９個の電子

析技術を向上させてきたから実現できたと

メントの配列が電気的な性質を生むという

とを示しているだけで、これは物理ではな

「容易に想像できると思いますが、信号

を持ち、そのうち１個だけが価電子。そ

言うことができます。測定技術の高精度化

ことを、原子レベルで観測することに成功

い。ここにいた結果、何が起きて物理的

が弱いところを無理に強調すれば、うそ

の価電子の存在確率を調べた結果です。

を妨げている最大のものは、多重散乱で

しました。さらにこの物質は、2 種類のメ

な性質を決めているのかを明らかにする

の情報も強調してしまうことになる。結局

「今まで価電子の電子軌道はどう考えら

す。つまり、量子ビームを試料に入射させ

カニズムで強誘電性が現れる、他に例が

ことが、物理学者の基本的な姿勢」
と木

は、信号が強いところから弱いところまで、

れていたかというと、１個の電子が４つ葉

た時に、原子との衝突を多重的に繰り返

ない物質であるということを、中性子を使っ

村教授。「白い枠の中の水素原子のミク

高精度で計測しないといけない。
観測デー

のクローバーのような形の電子軌道上に

すために進行方向が変わってしまい、回

て世界で初めて観測しました。

ロな構造が明らかになった。中性子とＸ

タには実は全部の情報が入っている。ほ

存在するというモデルで説明されていまし

折信号にうその情報が含まれてしまうこと

「高性能な施設・装備を使えば観測で

た。それにそってマク

です。「１００のものが１１０に見えてくる要

きるかというと、そんなことはない」
と木村

ロな現 象に対する物

因を除いてやり、１００を１００として測れる

教授は話します。多重散乱回避技術の

理的解釈が為されて

技術の開発が、僕らの研究の鍵とも言え

開発など、測定のアルゴリズムをどうする

いたわけです。けれ

ることです」
と木村教授は話します。

か、観測するためにどんな眼を使い、得

ども僕らはそんなモデ
ルの仮定を一切しない
で、実験結果だけか

装置はあくまでも装置
解析する眼と解析力こそ重要

道を直接的に観測し

配列を見る眼について紹介します。希土

面白い現象があるかもしれないと推測した

た」。ここ２、３年ぐら

を取り上げ、
類マンガン酸化物（RMn2O5）

り、予言したり、次のステップや世界に行

い研究していて、これ

木村研究室において磁気的な性質と電

けるようになる。そういう橋渡しをしていく

まで見えなかった電子

気的な性質を調べたものです。従来、磁

ことが僕らの役割と考えている」
と木村教

気的な性質と電気的な性質がつながって

授。新しい物性の予言、新しい物性観

右／中性子を使って希土類マンガン酸化物の電子スピンの配列を見ることによって、強誘電性を生む２種類のメカニズムが

いるとわかってはいましたが、それがミクロ

測手法の開発など、木村教授の探求は

１つの物質に共存していることを、世界で初めて実証した。

にどのような構造に起因しているのかわか

さらに続きます。

フリークライミングで、ヨセミテの３００メートルの絶壁に挑戦
フリークライミングにはまってます。ボルダリングとも言いますが、道具は使わないで手と足と体
の力で岩に登るスポーツ。７〜８年前から娘といっしょに始めました。よく出かけるのが山形の岩場。
命綱をして自分で安全確保しながら登ります。ふだんはクライミングジムに行って練習します。クラ
イミングの聖地と言われる米国カリフォルニアのヨセミテ渓谷にも行きました。 花崗岩の絶壁があ
る有名なスポットがあり、高さ３００メートルのクライミングに挑戦しました。ロープは６０メートルなの
で、その範囲内で２人１組で何カ所か支点を作って登ります。どのルートをとるか考えながら、探し
ながら、ほぼ１日がかりのクライミングになります。 挑戦して壁を乗り越える感覚を体で実感できる
ところが好きですね。

多重散乱である。多重散乱により、本当の散乱・
回折強度に対して多重散乱による
「ニセの」強度
が重なる
（あるいは逆に多重散乱により本当の強
度が減じられる）
場合があり、
これが解析によって得
られる原子核・電子密度分布に誤差
（ノイズ）
を与
えてしまう。多重散乱を回避して本当の散乱強度
の情報を引き出すのは極めて難しい測定技術であ
り、世界的にも実現できている研究グループは多く
ない。

きない構造の可視化。「見えなかったも
のが見えるようになることで、ほかにもっと

OFF TIME

起こして物質の外に出て行く場合がある。これが

に考え、工夫しなければ、決して実現で

もう1 つ、中性子を使って電子スピンの

成功した。従来モデルでイメージされていた電子軌道を、先入観なしに、直接的に観測したことになる。

すのは一回切りとは限らず、複数回の散乱・回折を

たデータをどんな技術で解析するか、常

ら解 析して、電 子 軌

左／放射光によるＹＴ
ｉＯ３という物質の価電子の観測。木村研究室では、価電子の電子密度を、実験的に可視化することに

多重散乱

左図は従来の測定方法により得られた
残渣電子密度分布である。右図は多
重散乱回避技術という高度な測定手
法により得られた残渣電子密度分布で
ある。
どちらも非常に密度レベルの低い
所が強調されているが、
従来法で黄色
と水色のノイズ
（うその情報）
がＹ、Ｍｎ、
Ｏの各原子周りの密度を覆い隠してし
まっているのに対し、
多重散乱回避法
では、
ノイズをほぼ消し去る事に成功し
ている。価電子１個が占める電子軌道
の可視化には必須の技術であり、
この
レベルで電子密度分布を可視化できる
のは、
世界でも木村研究室だけである。
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超臨界流体、
イオン液体を用いた
革新的なプロセスを提案
物質が溶けるとは、どういうことだろう。化学反応を起さずに目的物
を溶かすことができる性質とは、どんなことだろう。例えば、半導体デ
バイスとして期待され、非常に安定した物質と言われる窒化ガリウム
は、塩酸にも硫酸にも溶けることはありません。「ところが、超臨界ア
ンモニアにはよく溶けるんですよ、面白いでしょ」
と横山千昭教授。化
学プロセスにおいて最も基本的な構成要素技術である溶媒に着目し、
さまざまな新奇な溶媒を創り出して、新しい反応プロセスの開発に取
り組んでいます。
横山研究室は、溶媒や触媒の研究を行うにあたり、２つのキーワー
ドを持っています。１つは、ある一定の温度・圧力の下で気体と液体
の区別がつかないような物質の状態である超臨界流体。昭和５０年
代後半、多元研の前身である東北大学非水溶液化学研究所におい
て日本の超臨界流体の研究がスタートしました。以降、数多くの研究

多元物質科学研究所
無機材料研究部門
超臨界流体・反応研究分野

FOREFRONT REVIEW

教授

横山
千昭
YOKOYAMA, Chiaki

横山研究室では、 豊富な経験を持つ高圧力下における反応と分離に

1953年生まれ。秋田県出身。1976年3月東北大

関する研究などを基盤として、 化学工学・反応工学の基本である溶媒に

科修士修了
（化学工学専攻）
、1981年東北大学

学工学部卒、1978年東北大学大学院工学研究

着目。さまざまな溶媒の熱物性を正確に知ることを出発点として、イオン

大学院工学研究科博士課程単位取得退学。工

液体の合成とその触媒活性に関する研究、超臨界流体を反応溶媒とする

授、1996年同研究所教授、2002年東北大学多

学博士。1991年東北大学反応化学研究所助教

化学プロセスの研究、 超臨界アンモニアを溶媒としたアモノサーマル法

元物質科学研究所教授。所属学会／化学工学

による GaN 結晶作成などの研究を続けています。

支部庶務幹事、
日本高圧力学会理事、
日本熱物

これらの研究により、 低環境負荷、 資源循環などを視野に入れた新し
い反応プロセスの提案を目指しています。

が積み重ねられてきた系譜に、横山研究室はさらに新しい試みによる
成果を書き加えています。
もう１つは、低い融点を持ち液体として存在する塩であるイオン液
体。やはり早い段階から着目した横山研究室では、陽イオンと陰イオ
ンの構成を自在に組み合わせて、多くの興味深いイオン液体を合成し
てきました。イオン液体そのものも近年大きく注目される中、新しい反
応プロセスを目指した研究が進められています。
超臨界液体とイオン液体を組み合わせた新奇な溶媒・触媒の発見
にも挑戦してきました。そこには、新しい切り口として酸性触媒や光触
媒という、より革新的な材料開発への方向性が見えてきました。そし
てその先には、低環境負荷、資源循環、低コストといった化学工学
の大きな目標への展望が開けています。今もさらに新しい軌跡を記す
べく、横山研究室は歩み続けています。

会、
日本化学会、石油学会など。日本化学会東北
性学会編集委員長など歴任。1992年石油学会
奨励賞。
http://www.tagen.tohoku.ac.jp/modules/
laboratory/index.php?laboid=63
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者高橋信次研究室の助手となり、高圧流

TERM INFORMATION

体物性計測の研究に携わりました。その

溶媒

後、改組した反応科学研究所（１９９１年

固体・液体・気体などを溶かす物質を溶媒と言いま

発足）
、多元研（２００１年発足）時代に至

す。溶ける方の物質を溶質と言います。砂糖水の

り、溶媒および触媒の開発、超臨界流体・

多様な組み合わせから
新しい溶媒と化合物を作成する

触媒

「非水研時代に相図というものに出会

触媒が共存すると、触媒自体は化学変化しないけ

い、私の研究の原点となりました。例え
図／イオン液体はイオンだけで構成されるが、構成要素である

ど、少量の使用で大きな効果が得られます
（触媒

物質を混ぜると単体の時よりはるかに低い

陽イオン
（カチオン）
と陰イオン
（アニオン）
の組み合わせを変化

活性が高いと言います）
。

させることでさまざまなイオン液体を合成することができる。左

体の状態図のことです。これは融点降下
炭化水素混合系の研究の必要性が高ま
り、多元研の前身の１つである東北大学

横山研究室の研究は、化学工学をベー

非水溶液化学研究所（略称：非水研／

スとして溶媒や触媒、超臨界流体、イオ

１９４９年発足）
の高圧化学部門において

ン液体などを扱うのが基本となり、その技

アンモニア溶媒や臨界点の研究など高圧

術的成果や反応プロセスの開発において

流体の物性研究が開始されました。昭和

は、石油化学工業への応用と密接な関

５０年代後半、ドイツを中心に超臨界流

係があると言うことができます。

れども反応速度は増大します。活性の高い触媒ほ

ば、それぞれ高い融点を持つ２つのある
融点になることがある。そういう固体と液

溶媒の開発などを基本に
非水研時代からの取り組み

場合、水が溶媒、砂糖が溶質となります。

イオン液体の研究へと変遷していきます。

と言いますが、物質の融点は物質の構造
と密接な関係があります」
と横山教授は話

相図

側のグループが陽イオン
（カチオン）
、右側のグループが陰イオ
ン
（アニオン）
の例。

すべての物質は、温度、圧力
（密度）
の条件によっ

写真／横山研究室では、
イオン液体などの熱物性
（粘性率や

て、固体、液体、気体のいずれかの状態、
もしくは

熱伝導率など）
を高い精度で測定することをベースに、
さまざま

複数の状態が共存する平衡状態が得られます。

な化合物の合成および分析に取り組んでいる。

二種類以上の物質を混ぜた混合物では、温度、圧
力
（密度）
、組成の条件によって様々な平衡状態を

します。

取ります。相図とは温度、圧力、組成などの条件に
よって物質がどのようなの状態を示すかの関係を

また超臨界流体の二酸化炭素は、さま

ほとんど蒸発しない。不燃性である。液

示した図です。

ざまな物質を溶解します。「このため今ま

体として利用できる温度域が広く４００℃ぐ

カチオンとアニオン

「私たちの研究室でいま注目している

では重金属や強酸などの触媒を使ったり、

らいでも安定である。など化学的に興味

中性の原子や分子が電子を放出することで生じる

体の研究が動き始め、日本では東北大に

のは、超臨界流体と言われるもの、それ

可燃性や毒性のある溶媒を使っていた、

深い特徴を持っています。

ものをカチオン
（陽イオン、生イオン）
という。金属元

そこで、研究テーマの背景について少

よって超臨界流体の高度利用研究が開

からイオン液体と言われるもの。さらにこ

すなわち危険性があったり環境負荷が大

「構成要素の陽イオン
（カチオン）
と陰イ

し時代を遡って振り返ってみます。昭和

始されました。横山教授は、昭和５８年４

の２つの組み合わせから、さまざまな新し

きかったものの替わりに超臨界流体を使え

オン
（アニオン）
の組み合わせが無限にあ

３０年代、石油化学工業の発展に伴い、

月、当時の非水研高圧化学部門の責任

い分野へのアプローチにも取り組んでいま

ば、より安全で環境負荷の少ないプロセ

るため、目的に合った化合物を作ること

す」。まず１つ目の超臨界流体と言われる

スにできるということ」
と横山教授は説明し

ができます。イオン液体の用途として期待

ものの代表は、水、二酸化炭素、ＮＨ（
３ ア

ます。超臨界流体を基盤とした研究は、

が大きいのは、化学分野では環境負荷

ンモニア）
の３つです。

その先に溶媒や触媒としての機能性の開

の低い触媒や溶媒として、また蓄熱材料

発というテーマが開けているということにな

として。高分子化合物の分野では電解

ります。

質ですね。それからエネルギー分野では

超臨界流体の研究から
新奇な溶媒や触媒の開発へ

超臨界流体とは、臨界点以上の高温
高圧にあり、気体と液体の区別がつかな
い状態の物質のことです。例えば、水の
臨界点は約３８０℃、約２２０気圧で、そ
れ以上の高温・高圧下にある水を超臨

燃料電池など。さまざまな分野での応用

さまざまな分野への応用が
期待されるイオン液体

２０００年頃からイオン液体の化合物が増

化力が高く、腐食しにくいと言われている

イオン液体とは常温下では固体ですが、

え始め、それとともに用途の間口も格段に

左図は物質の臨界温度と臨界圧を超えた超臨界流体の状態を示したもの。左下の写真は、
まだ温度も圧力も低く、
下に液体、

物質も容易に腐食させることができ、安定

ある化学的な加工を施すと融点が低くな

広がってきたと言うことができます。

上に気体の状態。右下写真は臨界点にかなり近づいた状態で、
液体と気体の境い目が揺れ動き、
光も透らなくなりつつある。臨

と言われる物質も分解することが可能とい

り、 室 温 付 近 でも液

う特徴を持っています。

体状態になる
「塩」の１

下がり、
室温でも液体になるという状態を示している。

グランドソフトボールに出会ってから、コーチ役として参加しています

MY FAVORITE

音や声を頼りにして、ソフトボールに近い、ルールでやるスポーツです。私はそのコーチとして参加

液体は融点がだいたい

しています。選手が走る時など、手をたたいたり、声を出したりして、誘導するんですね。

１００℃以下のものを指

TAGEN FOREFRONT

解質と言います。食塩
（ＮａＣl）
は代表的な電解質
です。

８００℃まで加熱しない

県内では、宮城県と仙台市の２チームあります。両チームとも宮城県立視覚支援学校のグラン

19

水などの溶媒に溶けて、
アニオンとカチオンに分離
する
（このような現象を電離という）
ような物質を電

の代表であるＮａＣ
ｌは約
と溶けませんが、イオン

海道東北ブロック代表で出場したこともあります。

電解質

ら成る物 質です。「 塩

に出会いました。ハンドボールの大きさのボールを投手が下手で転がして、打者はバットで打つ。

あるスポーツで国体開催に合わせて全国大会もあります。昔、長野県大会に私たちのチームが北

に分かれます。

種、つまりイオンだけか

私は野球が好きなんですが、知人を通じてグランドソフトボールという目が不自由な人たちの野球

ドで練習しています。私は仙台市の方のチームを手伝って、日曜日に時々やっています。歴史の

とナトリウムカチオン
（Ｎａ＋）
と塩素アニオン
（Ｃｌ－）

液体の可能性について話します。ちょうど

次に２つ目のイオン液体についてです。

右図は横山教授の研究の原点となった固体と液体の状態を示す相図。単体では融点が高い2つの物質を混合すると融点が

むことで生じたものをアニオン
（陰イオン、
負イオン）
という。例えば、食塩
（ＮａＣl）
は水
（溶媒）
に溶ける

が注目されています」
と横山教授はイオン

界水と言います。超臨界水は極めて酸

界点を超すと朝焼けのような色を帯びる。横山研究室では、
この臨界点を超した超臨界流体の反応を研究する。

素から生じる金属イオンはカチオンの代表的なもの
である。一方、中性の原子や分子が電子を取り込

します」。電気を通す。
岐阜の国体に参加した時の写真です。ピンクのジャケット
の女子は地元の女子高生のボランティアです。ユニフォー
ムの裾が赤は全盲選手、
その他は弱視の選手と我々走塁
コーチです。

さまざまな分野での応用が期待されているイオン液体。
ピンクの領域は化学。
ブルー
は高分子化合物、
グリーンはエネルギー分野を表す。化学分野では環境負荷の低
い触媒や溶媒、
蓄熱材料として。高分子化合物の分野では電解質、
エネルギー分
野では燃料電池などへの期待が大きい。
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体の状態図のことです。これは融点降下
炭化水素混合系の研究の必要性が高ま
り、多元研の前身の１つである東北大学

横山研究室の研究は、化学工学をベー

非水溶液化学研究所（略称：非水研／

スとして溶媒や触媒、超臨界流体、イオ

１９４９年発足）
の高圧化学部門において

ン液体などを扱うのが基本となり、その技

アンモニア溶媒や臨界点の研究など高圧

術的成果や反応プロセスの開発において

流体の物性研究が開始されました。昭和

は、石油化学工業への応用と密接な関

５０年代後半、ドイツを中心に超臨界流

係があると言うことができます。

れども反応速度は増大します。活性の高い触媒ほ

ば、それぞれ高い融点を持つ２つのある
融点になることがある。そういう固体と液

溶媒の開発などを基本に
非水研時代からの取り組み

場合、水が溶媒、砂糖が溶質となります。

イオン液体の研究へと変遷していきます。

と言いますが、物質の融点は物質の構造
と密接な関係があります」
と横山教授は話

相図

側のグループが陽イオン
（カチオン）
、右側のグループが陰イオ
ン
（アニオン）
の例。

すべての物質は、温度、圧力
（密度）
の条件によっ

写真／横山研究室では、
イオン液体などの熱物性
（粘性率や

て、固体、液体、気体のいずれかの状態、
もしくは

熱伝導率など）
を高い精度で測定することをベースに、
さまざま

複数の状態が共存する平衡状態が得られます。

な化合物の合成および分析に取り組んでいる。

二種類以上の物質を混ぜた混合物では、温度、圧
力
（密度）
、組成の条件によって様々な平衡状態を

します。

取ります。相図とは温度、圧力、組成などの条件に
よって物質がどのようなの状態を示すかの関係を

また超臨界流体の二酸化炭素は、さま

ほとんど蒸発しない。不燃性である。液

示した図です。

ざまな物質を溶解します。「このため今ま

体として利用できる温度域が広く４００℃ぐ

カチオンとアニオン

「私たちの研究室でいま注目している

では重金属や強酸などの触媒を使ったり、

らいでも安定である。など化学的に興味

中性の原子や分子が電子を放出することで生じる

体の研究が動き始め、日本では東北大に

のは、超臨界流体と言われるもの、それ

可燃性や毒性のある溶媒を使っていた、

深い特徴を持っています。

ものをカチオン
（陽イオン、生イオン）
という。金属元

そこで、研究テーマの背景について少

よって超臨界流体の高度利用研究が開

からイオン液体と言われるもの。さらにこ

すなわち危険性があったり環境負荷が大

「構成要素の陽イオン
（カチオン）
と陰イ

し時代を遡って振り返ってみます。昭和

始されました。横山教授は、昭和５８年４

の２つの組み合わせから、さまざまな新し

きかったものの替わりに超臨界流体を使え

オン
（アニオン）
の組み合わせが無限にあ

３０年代、石油化学工業の発展に伴い、

月、当時の非水研高圧化学部門の責任

い分野へのアプローチにも取り組んでいま

ば、より安全で環境負荷の少ないプロセ

るため、目的に合った化合物を作ること

す」。まず１つ目の超臨界流体と言われる

スにできるということ」
と横山教授は説明し

ができます。イオン液体の用途として期待

ものの代表は、水、二酸化炭素、ＮＨ（
３ ア

ます。超臨界流体を基盤とした研究は、

が大きいのは、化学分野では環境負荷

ンモニア）
の３つです。

その先に溶媒や触媒としての機能性の開

の低い触媒や溶媒として、また蓄熱材料

発というテーマが開けているということにな

として。高分子化合物の分野では電解

ります。

質ですね。それからエネルギー分野では

超臨界流体の研究から
新奇な溶媒や触媒の開発へ

超臨界流体とは、臨界点以上の高温
高圧にあり、気体と液体の区別がつかな
い状態の物質のことです。例えば、水の
臨界点は約３８０℃、約２２０気圧で、そ
れ以上の高温・高圧下にある水を超臨

燃料電池など。さまざまな分野での応用

さまざまな分野への応用が
期待されるイオン液体

２０００年頃からイオン液体の化合物が増

化力が高く、腐食しにくいと言われている

イオン液体とは常温下では固体ですが、

え始め、それとともに用途の間口も格段に

左図は物質の臨界温度と臨界圧を超えた超臨界流体の状態を示したもの。左下の写真は、
まだ温度も圧力も低く、
下に液体、

物質も容易に腐食させることができ、安定

ある化学的な加工を施すと融点が低くな

広がってきたと言うことができます。

上に気体の状態。右下写真は臨界点にかなり近づいた状態で、
液体と気体の境い目が揺れ動き、
光も透らなくなりつつある。臨

と言われる物質も分解することが可能とい

り、 室 温 付 近 でも液

う特徴を持っています。

体状態になる
「塩」の１

下がり、
室温でも液体になるという状態を示している。

グランドソフトボールに出会ってから、コーチ役として参加しています

MY FAVORITE

音や声を頼りにして、ソフトボールに近い、ルールでやるスポーツです。私はそのコーチとして参加

液体は融点がだいたい

しています。選手が走る時など、手をたたいたり、声を出したりして、誘導するんですね。

１００℃以下のものを指

TAGEN FOREFRONT

解質と言います。食塩
（ＮａＣl）
は代表的な電解質
です。

８００℃まで加熱しない

県内では、宮城県と仙台市の２チームあります。両チームとも宮城県立視覚支援学校のグラン

19

水などの溶媒に溶けて、
アニオンとカチオンに分離
する
（このような現象を電離という）
ような物質を電

の代表であるＮａＣ
ｌは約
と溶けませんが、イオン

海道東北ブロック代表で出場したこともあります。

電解質

ら成る物 質です。「 塩

に出会いました。ハンドボールの大きさのボールを投手が下手で転がして、打者はバットで打つ。

あるスポーツで国体開催に合わせて全国大会もあります。昔、長野県大会に私たちのチームが北

に分かれます。

種、つまりイオンだけか

私は野球が好きなんですが、知人を通じてグランドソフトボールという目が不自由な人たちの野球

ドで練習しています。私は仙台市の方のチームを手伝って、日曜日に時々やっています。歴史の

とナトリウムカチオン
（Ｎａ＋）
と塩素アニオン
（Ｃｌ－）

液体の可能性について話します。ちょうど

次に２つ目のイオン液体についてです。

右図は横山教授の研究の原点となった固体と液体の状態を示す相図。単体では融点が高い2つの物質を混合すると融点が

むことで生じたものをアニオン
（陰イオン、
負イオン）
という。例えば、食塩
（ＮａＣl）
は水
（溶媒）
に溶ける

が注目されています」
と横山教授はイオン

界水と言います。超臨界水は極めて酸

界点を超すと朝焼けのような色を帯びる。横山研究室では、
この臨界点を超した超臨界流体の反応を研究する。

素から生じる金属イオンはカチオンの代表的なもの
である。一方、中性の原子や分子が電子を取り込

します」。電気を通す。
岐阜の国体に参加した時の写真です。ピンクのジャケット
の女子は地元の女子高生のボランティアです。ユニフォー
ムの裾が赤は全盲選手、
その他は弱視の選手と我々走塁
コーチです。

さまざまな分野での応用が期待されているイオン液体。
ピンクの領域は化学。
ブルー
は高分子化合物、
グリーンはエネルギー分野を表す。化学分野では環境負荷の低
い触媒や溶媒、
蓄熱材料として。高分子化合物の分野では電解質、
エネルギー分
野では燃料電池などへの期待が大きい。

TAGEN FOREFRONT
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03

窒 化ガリウムの 結 晶は光

TERM INFORMATION

触媒としても使えることがわ
かってきた。窒化ガリウムの

酸性触媒

結晶粉末は薄茶色味を帯
びているが、溶液に光をあて

酸っぱい味がしたり、
金属の錆を溶かすなどの性質

ると無色透明に変化する。

を持つ物質を酸と言い、酸の持つ性質を酸性と言
います。触媒の中でも、酸性を示す触媒が酸性触
媒で、硫酸や塩酸などは実際によく使われている

品質と育成速度の向上により
高機能な結晶作成を目指す
超臨界流体とイオン液体を
組み合わせる試み

高圧オートクレーブを挿入して、超臨界流体への試料の溶

酸性触媒です。硫酸などの酸性触媒は環境汚染

解度を測定する。反応プロセスにおいて出発物質の溶解度

の原因になることがあり、代替物質の探索が望ま

が重要なパラメータとなる。
また流体の密度や粘度を測定す

れています。

るなど、横山研究室では精度の高い物性測定が研究の基
盤となる。

光触媒
酸化チタンや酸化亜鉛などの半導体の性質を

化成品製作の原料として注目されているも

化アルミニウム）
、Ｉ
ｎＮ
（窒化インジウム）
な

ドの研究で日本の研究者３人がノーベル

のです。一連の流れから見ると、より安

どの窒化物からつくろうという研究です。

物理学賞を受賞しました。この青色ＬＥＤ

てやると、反応速度が増大することがある。これは

「今はそのほかに、窒化ガリウムの結

の材料として用いられるのが窒化ガリウム

ギーが反応促進に使われたと考えることができる。

持った物質を、反応系に共存させて、光を照射し
酸化チタンや酸化亜鉛が光を吸収して得たエネル

高価であるという難点があります。「高い

価に合成できる酸性触媒の開発によって、

から、もし使うのであれば再利用したい。

より安価な化成品作成プロセスや低環境

晶粉末の表面に酸性のイオン液体を化

です。高性能半導体デバイスが求められ

横山研究室では、超臨界流体とイオン

再利用するには分離生成をしないといけ

負荷・資源循環に結びつけられるという

学結合させて触媒をつくる研究もしていま

る中で、熱伝導率が高く、バンドギャップ

液体を組み合わせることによって、さらに

ないが、それが難しい。物をよく溶かすと

道筋が現れてくるということになります。

す。このようにさまざまな化学反応用の触

が大きいなど効率向上、省エネ、機器の

新しいアプローチを試みています。１つは

いうことは、そこから目的物質を取り出す

媒や、光触媒への応用を目指し、結果

小型化に貢献し得る窒化ガリウムへの期

流体の熱の伝わりやすさの尺度である熱伝導率を

「酸性触媒」
という切り口です。もともとイ

ための手段がない、という状況がある」
と

的に新しい化学プロセスをつくっていきた

待は大きく、これを安価に製造することが

さの白金細線（直径１０μｍ程度）
に電流を流し加

オン液体は酸性であり、そのものが酸触

横山教授。こうした難点を突破することを

い」
と横山教授。

化学工学界の課題となっていました。

熱し、発生した熱が流体中をどのように伝わるかの

媒として使えるものですが、イオン液体は

意図して、イオン液体と相性のいい超臨

超臨界流体とイオン液体の組み合わせ

また、３番目の切り口としては、「物性

横山教授は、超臨界アンモニアを溶媒

ます。単線を使うのが特徴であり、少量の試料でも

大量の工業的な需要がない限り非常に

界流体を組み合わせることで、新しい機

の２番目の方向性は、
「光触媒」です。
「ど

測定」
を研究の重要な柱としてとらえてい

として窒化ガリウムを結晶成長させる試み

測定が可能となります。新しい測定法で、世界では

能的でしかも安価な酸

ういうことかと言うと、まず東北大で超臨

るということです。「イオン液体など新しい

を続けてきていました。単結晶作製法とし

性触媒を合成できない

界流体の１つである超臨界アンモニアを

溶媒の熱物性の測定では、非定常短線

て、横山教授はアモノサーマル法を選択

か、という取り組みが

溶媒として、窒化物半導体としても知られ

測定装置など特殊な測定装置を自分たち

しています。これは比較的温和な育成条

進められています。

るＧａＮ
（窒化ガリウム）
を結晶成長させるこ

で作って、密度、融点、粘度、熱伝導

件、量産性があるなどメリットがあり、有

とができるようになった、という背景があり、

率などを測っています」。

力視されている手法です。「原料の溶解

Gallium Nitride
圧力計

アモノサーマル法	

破裂板

超臨界アンモニア(NH3)を用いた
GaN単結晶作製法
鉱化剤
原料の溶解促進剤	
塩基性鉱化剤 … MNH2 (M = Li, Na, K)
酸性鉱化剤 … NH4X (X = F, Cl, Br, I)	
課題
成長速度の向上
(目標：1000 μm/day)
結晶の大口径化
(m面方向への成長)
結晶品質の向上
(酸素などの不純物の低減)	

例えばグルコース
（ブ
高圧バルブ

溶媒
NH3
原料
溶解域
T1
結晶
成長域
T2

オートクレーブ

原料
鉱化剤

バッフル板
種結晶

ΔT = T2 － T1 >
0	
実験装置概略図	

アモノサーマル法による窒化ガリウム単結晶作成を行う装置の概略図。アモノサーマル法
は多量の生産にも対応できるため化学工学的に有利とされる。横山研究室では、溶媒とし
て超臨界アンモニアを用い、原料溶解促進剤として酸性鉱化剤を使って、高圧容器内で

窒化物の結晶を
光触媒として利用する

ドウ糖 ）に、ある酸 性

さらにＧａＮの結晶は光触媒としても使える

触媒を用いることによっ

ということがわかってきた」
と横山教授は話

てヒドロキシメチルフル

します。

フラール
（ＨＭＦ）
という

光触媒とは太陽などの光が当たると、

非定常短線測定
測定する方法の一つである。10ｍｍ程度の短い長

実験と数値解析の両方を行い、
熱伝導率を決定し

2つの研究所で測定に使われています。

バルク単結晶
不純物を含まない均一な組成を持ち、単一の均質
な結晶構造が無限に繰り返されている結晶をバル
ク単結晶と言います。
Ｓ
ｉやＧａＮなどの半導体デバ
イスを低価格で作るためには直径が数十ｃｍ程度

促進剤として、われわれは酸性鉱化剤を

の円柱状のバルク単結晶の作製が必要となる。

使い、超臨界圧アンモニアに耐える耐圧

ＨＭＦ

容器内で結晶育成を行い、多元研チー

ヒドロメチルフルフラールという名称の化合物であ

最後に、窒化ガリウムの結晶成長につ

ムとしてＧａＮバルク単結晶の高速育成に

る。糖の脱水反応により得られる。木材などのバイ

いてです。２０１４年に青色発光ダイオー

成功しています」。これからも、成長速

高性能な窒化ガリウムの
結晶作成を目指して

化学物質を合成できる

その表面で強力な酸化力が生まれ、接

ということがわかってい

触してくる有機化合物や細菌などの有害

度のいっそうの向

ます。ＨＭＦとはプラ

物質を除去することができる材料のこと

上、結晶の大口

スチックやさまざまな化

で、近年では光触媒物質を構造物の表

成品の原料となる物質

面に塗布する応用が広がっています。そ

で、石油に依存しない

うした光触媒の材料を、ＧａＮ、ＡｌＮ
（窒

Gallium Nitride
Bulk GaN growth

オマスをいったんＨＭＦに変換できれば、
ＨＭＦを出
発物質として様々な化学物質に変換できるため、
Ｈ
ＭＦはバイオマス有効利用技術の開発においてカ
ギとなる物質の一つである。

径化、結晶品質
の向上という課題
に向かい、横山

反応させる。

科学に限らず、歴史や漢詩も好き。知らなかったことを知る面白さが楽しい

このように光エネルギーを利用して反応促進効果
を示す物質を光触媒と言います。

研究室の挑戦が
続きます。

OFF TIME

基本的に本を読むのが好きです。小説ではロボットやコンピュータに関するもの、例えば２０４０
年代には人工知能が人間を超えるとされるテーマなど面白いですね。科学技術も、歴史も好きです。
最近では詩吟や漢詩に凝っています。漢詩にふれていると、詩の内容とともに作者などいろん
な人物のことも学べます。尊王攘夷思想に影響を与えたとされる頼山陽。それから米沢藩士から
維新政府の議員になったものの反抗的と見做され処刑された雲井龍雄の漢詩は、自由民権運動
の志士によく読まれたそうです。詩吟は、よく行く飲み屋で今の師匠と会ったのがきっかけですね。
その師匠は仙台藩以来の伝統がある刀研ぎの職人です。すべからく、知らなかったことを知って刺
激を受けるのが最高に面白い、ということでしょうか。
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詩吟の会と東北大邦楽部と三井化学邦楽同好会の交流会
の写真。三井化学の同好会の主催は私の教え子であり、
高
校の後輩でもあります。東北大の邦楽部には津軽三味線の
世界大会３位の名人もいます。

窒化ガリウムは従来の半導体よりも高速な動作、
耐熱性など優れた特性を有しており、
次世
代半導体への応用が期待されている。
この窒化ガリウムの高品質なバルク単結晶をアモノ
サーマル法によって育成することが、横山研究室の1つの研究の柱となっている。高速育
成、
品質の向上など、
より完成度の高い結晶育成を目指した取り組みが行われている。
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窒 化ガリウムの 結 晶は光

TERM INFORMATION

触媒としても使えることがわ
かってきた。窒化ガリウムの

酸性触媒

結晶粉末は薄茶色味を帯
びているが、溶液に光をあて

酸っぱい味がしたり、
金属の錆を溶かすなどの性質

ると無色透明に変化する。

を持つ物質を酸と言い、酸の持つ性質を酸性と言
います。触媒の中でも、酸性を示す触媒が酸性触
媒で、硫酸や塩酸などは実際によく使われている

品質と育成速度の向上により
高機能な結晶作成を目指す
超臨界流体とイオン液体を
組み合わせる試み

高圧オートクレーブを挿入して、超臨界流体への試料の溶

酸性触媒です。硫酸などの酸性触媒は環境汚染

解度を測定する。反応プロセスにおいて出発物質の溶解度

の原因になることがあり、代替物質の探索が望ま

が重要なパラメータとなる。
また流体の密度や粘度を測定す

れています。

るなど、横山研究室では精度の高い物性測定が研究の基
盤となる。

光触媒
酸化チタンや酸化亜鉛などの半導体の性質を

化成品製作の原料として注目されているも

化アルミニウム）
、Ｉ
ｎＮ
（窒化インジウム）
な

ドの研究で日本の研究者３人がノーベル

のです。一連の流れから見ると、より安

どの窒化物からつくろうという研究です。

物理学賞を受賞しました。この青色ＬＥＤ

てやると、反応速度が増大することがある。これは

「今はそのほかに、窒化ガリウムの結

の材料として用いられるのが窒化ガリウム

ギーが反応促進に使われたと考えることができる。

持った物質を、反応系に共存させて、光を照射し
酸化チタンや酸化亜鉛が光を吸収して得たエネル

高価であるという難点があります。「高い

価に合成できる酸性触媒の開発によって、

から、もし使うのであれば再利用したい。

より安価な化成品作成プロセスや低環境

晶粉末の表面に酸性のイオン液体を化

です。高性能半導体デバイスが求められ

横山研究室では、超臨界流体とイオン

再利用するには分離生成をしないといけ

負荷・資源循環に結びつけられるという

学結合させて触媒をつくる研究もしていま

る中で、熱伝導率が高く、バンドギャップ

液体を組み合わせることによって、さらに

ないが、それが難しい。物をよく溶かすと

道筋が現れてくるということになります。

す。このようにさまざまな化学反応用の触

が大きいなど効率向上、省エネ、機器の

新しいアプローチを試みています。１つは

いうことは、そこから目的物質を取り出す

媒や、光触媒への応用を目指し、結果

小型化に貢献し得る窒化ガリウムへの期

流体の熱の伝わりやすさの尺度である熱伝導率を

「酸性触媒」
という切り口です。もともとイ

ための手段がない、という状況がある」
と

的に新しい化学プロセスをつくっていきた

待は大きく、これを安価に製造することが

さの白金細線（直径１０μｍ程度）
に電流を流し加

オン液体は酸性であり、そのものが酸触

横山教授。こうした難点を突破することを

い」
と横山教授。

化学工学界の課題となっていました。

熱し、発生した熱が流体中をどのように伝わるかの

媒として使えるものですが、イオン液体は
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界流体を組み合わせることで、新しい機
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「ど

測定」
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（窒化ガリウム）
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率などを測っています」。
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Gallium Nitride
圧力計

アモノサーマル法	

破裂板

超臨界アンモニア(NH3)を用いた
GaN単結晶作製法
鉱化剤
原料の溶解促進剤	
塩基性鉱化剤 … MNH2 (M = Li, Na, K)
酸性鉱化剤 … NH4X (X = F, Cl, Br, I)	
課題
成長速度の向上
(目標：1000 μm/day)
結晶の大口径化
(m面方向への成長)
結晶品質の向上
(酸素などの不純物の低減)	

例えばグルコース
（ブ
高圧バルブ

溶媒
NH3
原料
溶解域
T1
結晶
成長域
T2

オートクレーブ

原料
鉱化剤

バッフル板
種結晶

ΔT = T2 － T1 >
0	
実験装置概略図	

アモノサーマル法による窒化ガリウム単結晶作成を行う装置の概略図。アモノサーマル法
は多量の生産にも対応できるため化学工学的に有利とされる。横山研究室では、溶媒とし
て超臨界アンモニアを用い、原料溶解促進剤として酸性鉱化剤を使って、高圧容器内で

窒化物の結晶を
光触媒として利用する

ドウ糖 ）に、ある酸 性

さらにＧａＮの結晶は光触媒としても使える

触媒を用いることによっ

ということがわかってきた」
と横山教授は話

てヒドロキシメチルフル

します。

フラール
（ＨＭＦ）
という

光触媒とは太陽などの光が当たると、

非定常短線測定
測定する方法の一つである。10ｍｍ程度の短い長

実験と数値解析の両方を行い、
熱伝導率を決定し
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バルク単結晶
不純物を含まない均一な組成を持ち、単一の均質
な結晶構造が無限に繰り返されている結晶をバル
ク単結晶と言います。
Ｓ
ｉやＧａＮなどの半導体デバ
イスを低価格で作るためには直径が数十ｃｍ程度

促進剤として、われわれは酸性鉱化剤を

の円柱状のバルク単結晶の作製が必要となる。

使い、超臨界圧アンモニアに耐える耐圧

ＨＭＦ

容器内で結晶育成を行い、多元研チー

ヒドロメチルフルフラールという名称の化合物であ

最後に、窒化ガリウムの結晶成長につ

ムとしてＧａＮバルク単結晶の高速育成に

る。糖の脱水反応により得られる。木材などのバイ

いてです。２０１４年に青色発光ダイオー

成功しています」。これからも、成長速

高性能な窒化ガリウムの
結晶作成を目指して

化学物質を合成できる

その表面で強力な酸化力が生まれ、接

ということがわかってい

触してくる有機化合物や細菌などの有害

度のいっそうの向

ます。ＨＭＦとはプラ

物質を除去することができる材料のこと

上、結晶の大口

スチックやさまざまな化

で、近年では光触媒物質を構造物の表

成品の原料となる物質

面に塗布する応用が広がっています。そ

で、石油に依存しない

うした光触媒の材料を、ＧａＮ、ＡｌＮ
（窒

Gallium Nitride
Bulk GaN growth

オマスをいったんＨＭＦに変換できれば、
ＨＭＦを出
発物質として様々な化学物質に変換できるため、
Ｈ
ＭＦはバイオマス有効利用技術の開発においてカ
ギとなる物質の一つである。

径化、結晶品質
の向上という課題
に向かい、横山

反応させる。

科学に限らず、歴史や漢詩も好き。知らなかったことを知る面白さが楽しい

このように光エネルギーを利用して反応促進効果
を示す物質を光触媒と言います。

研究室の挑戦が
続きます。

OFF TIME

基本的に本を読むのが好きです。小説ではロボットやコンピュータに関するもの、例えば２０４０
年代には人工知能が人間を超えるとされるテーマなど面白いですね。科学技術も、歴史も好きです。
最近では詩吟や漢詩に凝っています。漢詩にふれていると、詩の内容とともに作者などいろん
な人物のことも学べます。尊王攘夷思想に影響を与えたとされる頼山陽。それから米沢藩士から
維新政府の議員になったものの反抗的と見做され処刑された雲井龍雄の漢詩は、自由民権運動
の志士によく読まれたそうです。詩吟は、よく行く飲み屋で今の師匠と会ったのがきっかけですね。
その師匠は仙台藩以来の伝統がある刀研ぎの職人です。すべからく、知らなかったことを知って刺
激を受けるのが最高に面白い、ということでしょうか。
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詩吟の会と東北大邦楽部と三井化学邦楽同好会の交流会
の写真。三井化学の同好会の主催は私の教え子であり、
高
校の後輩でもあります。東北大の邦楽部には津軽三味線の
世界大会３位の名人もいます。

窒化ガリウムは従来の半導体よりも高速な動作、
耐熱性など優れた特性を有しており、
次世
代半導体への応用が期待されている。
この窒化ガリウムの高品質なバルク単結晶をアモノ
サーマル法によって育成することが、横山研究室の1つの研究の柱となっている。高速育
成、
品質の向上など、
より完成度の高い結晶育成を目指した取り組みが行われている。
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新しいレーザーの可能性を追求し
光科学と物質科学の最先端融合研究へ
レーザーを中心としたフォトニクス技術から、新しい物質科学の創
成へ。このコンセプトをもとに最先端のレーザー技術を軸として展開し
ている佐藤研究室が、現在具体的に進めている主たる研究テーマは、
大きく分けて２つの方向性があります。
一つ目の方向性は、ベクトルビームについての研究。光
（電磁波）
の本来の性質であるベクトル性を持ったベクトルビームについて、その
物理的な性質を探るとともに、ビーム発生法の開発とビーム品質の改
善に取り組みながら、レーザー加工や超解像顕微鏡などへの応用研
究を総合的に進めています。
ベクトルビームといっても、ドーナツ型の強度分布を持つ径偏光と方
位偏光といった低次なものから、多重リングや花びら型の強度分布と
方位方向に電場ベクトルが回転する複雑な偏光分布を持った高次な
多元物質科学研究所
光物質科学研究分野 教授

佐藤
俊一
SATO , Shunichi

FOREFRONT REVIEW
佐藤俊一研究室では、現在レーザーを中心とする最先端の
フォトニクス技術を駆使して、光と物質との相互作用の研究を
進めています。レーザーから広がる新しい物質科学の世界。
新しい材料の創成や機能の発現、プロセスの開発などを大き
な目標としています。
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1958年福島県生まれ。1981年東北大学理学
部物理第二学科卒業。1983年東北大学大学
院工学研究科博士課程前期2年の課程電子工
学専攻修了。同年東北大学電気通信研究所助
手に採用。選鉱製錬研究所講師、素材工学研究

ものまで様々。佐藤研究室では強度、位相、偏光を精密に制御し
たベクトルビームの特性を実験および計算的手法の両面から明らかに
するとともに、微小スポット形成能や強い軸方向電場を利用したナノイ
メージングの実現を目的としています。
偏光、強度だけでなく位相も制御することで、従来のスカラービー
ムにはない新しい光ビームの特性を探り、その応用技術の開発に取り
組んでいます。
二つ目の方向性は、高強度レーザーについての研究です。集光し
たフェムト秒レーザーパルスによって形成される強い光の場を新しい非
平衡・非線形・超高速プロセスの場として利用しています。焦点付
近に形成された超高光強度の励起反応場により、従来の手法・プロ
セスでは困難だった全率固溶合金ナノ粒子などを作製する研究を進
めています。

所講師および助教授を経て、2001年より現職。
所属学会：応用物理学会、
日本金属学会、OSA
（The Optical Society）
。2013年〜2015年応
用物理学会理事。2015年科学技術分野の文部
科学大臣表彰科学技術賞研究部門受賞。
http://satolab.tagen.tohoku.ac.jp
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佐藤研究室では、直接レーザー

FOREFRONT REVIEW

共振器から、径偏光ビームを発生

04

させる方法の開発を進めていま
す。ここでは熱効果を用いた、極
めて簡便な方法を示しています。
複屈折材料を用いたレーザーか
らの径偏光ビーム発生にも成功
しています。

ベクトルビームの特性を探り
応用技術の開発に取り組む
偏光分布のあるベクトルビームから
「光科学」と「物質科学」の橋渡し

ザー。最先端のレーザー技術を使って「光

「もともと私は東北大学電気通信研究

科学」
と
「物質科学」の橋渡しを行う研究

所に在籍しており、稲場文男先生のも

佐藤教授が手がけるのは、特殊なレー

を行っています。

TERM INFORMATION
ナノイメージング
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を取得する方法。特に、光学顕微鏡においては、
用いる光の波長が電子のそれよりもずっと大きい
ため、
２００ｎｍ程度以下の空間分解能を達成する
ことが容易ではなかったが、最近は、様々な方法に

ビーム断面において偏光分布が不均一なビームをベ

よって、
１００ｎｍ以下の分解能を持つ光学顕微鏡

クトルビームと呼びます。その中でも径偏光ビームは、

によるナノイメージング法の開発
（超解像顕微鏡）

ビームを絞った時、電場が光の進行方向と平行になる

が活発である。

ことが特長です。

スカラービーム
性を探り、その応用技術の開発に取り組

の回折限界を超える高い分解能を実現で

という顕微鏡では、より分解能があがるだ

んでいます」。
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ろうと期待されています。

佐藤研究室では、この特異な径偏光

均一である光ビーム。通常のレーザービームは、
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カラービームであることが多い。これに対して、偏
光方向の分布が不均一である光ビームはベクトル

スポットを小さくし分解能を高める
超解像顕微鏡の開発へ

ビームを発生させる仕組みの開発も行っ

佐藤研究室が取り組んでいるベクトル

させる方法や複屈折材料を用いての発

焦点付近に強い縦電場が発生すること

ビーム。このベクトルビームにはどのような

生方法などの開発。さらに周期的な凹凸

や、焦光した時にすべての光線がｐ偏光

特性あるのでしょうか？

形状をもつ光学多層膜という特異な構造

になることが特長の径偏光ビーム。超高

ています。直接レーザー共振器から発生

光の振動の偏りを表す偏光の方向が、空間的に

ベクトルビームから
その他の応用例

ビームと呼ばれる。

フォトニック結晶ミラー
光の波長よりも小さな周期構造を持った複数の誘
電体物質から構成される物体
（フォトニック結晶）
を

とレーザーの応用研究に携わってきまし

「光とは電場と磁場が振動して、それ

た。稲場先生はレーザーが世の中に出た

が伝わっていく電磁波の一種です。この
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り超解像の顕微鏡の開発に活用できると
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が小さくなることにより分解能が高くなると
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う大きな施設が必要になっています。
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さらには、焦 点 付 近で発 生する強い
光軸方向電場（縦電場）
を利用するレー
ザー加速器の検討もなされています。

ミラーとして利用したもの。特定の波長や偏光をも
つ光の反射率または透過率をある程度制御する
ことが可能である。ベクトルビームに対するミラーも
作製されている。

ダークスポット
通常光ビームを集光すると、焦点付近では最も光
の強度が高くなる。これは明るいスポット
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とも呼べるが、入射光ビームの強度や位相、
偏光分布などを適切に選択すると、焦点で強度が
可能であり、
このスポットはダークスポットと呼ばれ

ＳＴＥＤ効果
Ｓｔ
ｉｍｕ
ｌ
ａ
ｔ
ｅｄ Ｅｍｉ
ｓｓ
ｉ
ｏｎ Ｄｅｐ
ｌ
ｅ
ｔ
ｉ
ｏｎ
（誘導放出枯
渇）効果。励起状態の原子や分子に対して、
その
共鳴条件に近い波長の光を照射すると、誘導放
出現象によってエネルギーの低い状態へ遷移す
る。この光のパターンがドーナツ状である場合、中
心付近は光強度がほぼゼロであるため、誘導放出
が起こりにくく、
自然放出光が顕著に観測される。

光、強度だけでなく位相

「従来までは、光の波動性による回折

ダークスポットを活用することによって、光

に対して、
ベクトルレーザーにより粒子を加

佐藤研究室の研究のひとつの方向性であるベクトルビームについての

も同時に制御することで、

限界のため、２００ｎｍ程度が空間分解能

の回折限界を越えた、より微細な構造を

速させることがでできると１０㎝くらいの距

然放出できる中心付近の範囲は狭くなる。この自

研究。
その物理的な性質を探るとともに、
ビーム発生法の開発とビーム品

従来のスカラービームには

の限界でした。しかし、高い集光特性を

観察できる超高解像の蛍光顕微鏡ＳＴＥＤ

離でできると言われています。それぐらい

ない新しい光ビームの特

持つベクトルビームを用いることにより、光

解能を実効的に高めることをＳＴＥＤ効果と呼び、

質の改善に取り組みながら、
レーザー加工や超解像顕微鏡などへの応
用研究を総合的に進めています。

の加速能力があるという
ことです」。

威風堂々とした姿に魅了され、各地にある「現存天守閣」めぐり
ある時、城を観に行こうと、姫路城に行ったのですが、
その勇姿に圧倒されましたね。
その時、天守
閣が残っているお城が全国に１２箇所あると聞いて全部行こうと思い立ちました。

MY FAVORITE

特異な電場を持つベク

光強度が大きいほど誘導放出が起こりやすく、
自
然放出光だけを検出することによって、
その空間分
超解像顕微鏡として利用されている。

光の回折限界
光などの波には回折現象があるため、集光した時

トルビームから、様々な応

に焦点面での光スポットの大きさは有限となる。
こ

用分野が広がっていると

れを光の回折限界と呼び、
おおよそ波長の半分程

言えます。

度となる。

西日本に多いですね。ですから簡単には行けない。共同研究で松山に行った時に坂の上の雲の
舞台になった松山城に行きました。夏目漱石の坊ちゃんや正岡子規に縁のある城ですね。東北だと
弘前城です。お堀の石垣がくずれそうで改修するということだったので、去年の夏に観に行きました。
去年の冬に行った松本城を持ってすべてを制覇。今の住宅と違う太い柱に瓦。
そして城主の力
の象徴でもある天守閣は見る人を魅了しますね。

微小スポット形成能や強い軸方向
電場を持つベクトルビームの特性を
活かし、従来のスカラービームでは
難しかった微細なナノイメージングの
実現を目指しています。
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舞台になった松山城に行きました。夏目漱石の坊ちゃんや正岡子規に縁のある城ですね。東北だと
弘前城です。お堀の石垣がくずれそうで改修するということだったので、去年の夏に観に行きました。
去年の冬に行った松本城を持ってすべてを制覇。今の住宅と違う太い柱に瓦。
そして城主の力
の象徴でもある天守閣は見る人を魅了しますね。

微小スポット形成能や強い軸方向
電場を持つベクトルビームの特性を
活かし、従来のスカラービームでは
難しかった微細なナノイメージングの
実現を目指しています。
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TERM INFORMATION
クーロン電場
正と負の電荷が作る電場。本文中では、原子内
の電子と陽子が作る電場に対応。水素分子内で

液体ベンゼンにフェムト秒レーザー光を照射すると、透

高強度レーザー場による
シングルナノ粒子作製
高強度レーザーにより
分子が壊れ、新しい分子に

塩化金酸と塩化白金酸の混合溶液にレーザー光を照射すると、両者の合金微粒子が生成さ

固形物が生成されていることが、肉眼でも確認できま

れます。混合溶液中の金と白金の割合に応じて、
自由に合金の組成を変えることができます。

す。
ラマン散乱や高分解能透過電子顕微鏡観察結果

全率固溶の合金が得られ、燃料電池用等の触媒への応用が期待されています。

から、固形物はナノオーダーのダイヤモンド様カーボン

１
は５×１０１（Ｖ／ｍ）
と極めて大きい電場が生じてい

るが、
これに匹敵する電場を超短パルスレーザー光
で作り出すことができる。

トンネルイオン化

であると考えられます。

通常、
原子や分子の中の電子はクーロン電場のつ
くるポテンシャル障壁内に閉じ込められているが、

でも確認できます。ラマン散乱や高分解

直接作製することが

能透過電子顕微鏡観察結果から、固形

できるようになります。

秒レーザーパルスを強く集光すると、とて

物はＤＬＣ
（ダイヤモンドライクカーボン）
で

も強い光の場が生まれます。これを原子

あることがわかりました」。

強い光の場においては、
その電場によってポテン
シャルが大きく歪む、実効的にポテンシャル障壁の
高さが低くなり、量子力学的なトンネル効果によっ
て通り抜け、外に飛び出す確率が高くなる。
この現

「 塩 化 金 酸と塩 化

象がトンネルイオン化と呼ばれている。

白金酸の混合溶液

相分離

に当てるとトンネルイオン化によって原子か

ダイアモンドと炭素（カーボン）
の性質を

にレーザー光を照

高強度のレーザー場によって、新たなシン

ら離れてしまいます。さらに分子の場合に

あわせ持つＤＬＣ
（ダイヤモンドライクカーボ

射 すると、 両 者 の

グルナノ粒子の製作プロセスを生み出す

は、原子間結合が切断されると考えられ

いで複数の相に分離すること。本文中では、複数

ン）。通常は高真空中のプラズマプロセス

合金微粒子、しか

の原子数比の異なる相が、混在している状態を意

ことです。従来の熱・光分解・イオン化

ます。イオン化だけでなく分子が壊れてし

で精製されるが、佐藤研究室が開発した

も全率固溶合金ナ

などの平衡反応とは異なり、超高強度場

まうわけです」。

手法では、高強度レーザーのみでつくるこ

ノ粒 子が生 成され

とができるわけです。

ます。混合溶液中の金と白金の割合に応

佐藤研究室のもうひとつのテーマは、

における新しい非平衡反応のプロセスを
追求しています。
「再生増幅器によって得られるフェムト

「例えばベンゼンにこのフェムト秒レー
ザー光を当てます。すると、レーザー光
の焦点においてはプラズマ光が発生し、
メタン・エタン・プ

普通のプロセスではできない
全率固溶体合金ができる

じて、自由に合金の組成を変えることがで

複数の物質を混合するとき、均一に混ざり合わな

味している。
レーザーから広がる新しい物質科学の世界。新しい材
料の創成や機能の発現、
プロセスの開発などを大きな
目標としています。最先端のフォトニクス技術を駆使し
て、光と物質との相互作用の研究を進めています。

きます」。
通常、合金と言っても異種の金属が

り、従来の手法・プロセスでは困難だっ

このフェムト秒レーザー光によって生まれ

それぞれ独立に存在している場合があり

どの気体が発生

る特異な励起反応場を、各種貴金属イオ

ます。マクロには混ざっているように見え

します。透明だっ

ン水溶液中に作りだすことによって、貴金

ても、詳しく見ると２相に分離しています。

対象とした、ごく少数の原子や分子の相

た液体が次第に

属ナノ粒子を作製することができます。

これに対し、フェムト秒レーザー光が作り

互作用に関する基礎的な研究が中心で

た反応を生み出しています。
従来は、真空中の気体原子や分子を

入射した光の波長に対して、
分子の回転や振動の
エネルギー分だけ異なる波長の光が散乱される現
象。分子に特有の波長の光が散乱されるので、分

ＤＬＣ
（ダイヤモンドライクカーボン）
グラファイト構造とダイヤモンド構造が混在した炭
素ないし炭化水素からなるアモルファス状の物
質。硬く、潤滑性や耐摩耗性に優れており、工業
製品への応用が進んでいる。

局在表面プラズモン吸収

濁ってきて、液中

「塩化金酸水溶液にフェムト秒レーザー

出す固溶ナノ粒子は１種類の結晶の中に

あったが、佐藤研究室では、高強度レー

には黒色の固形

光を照射すると、次第に赤紫色を帯びて

複数の金属原子が完全に溶け込んで存

ザー場が非線形・非平衡・超高速という

物が生 成されて

きます。これは金微粒子の局在表面プラ

在するもので、しかも温度・圧力一定の

特徴を持ち、既存の技術では実現できな

いることが、肉眼

ギーが吸収される現象。物資の種類や大きさ、形

ズモン吸収に特徴的なものです。つまり、

下で金属原子の比率がどんなに変化して

かった新しい反応場を生み出すことに注目

状などによって、共鳴する吸収波長が異なる。

化学薬品を使わずに金粒子を作製できた

も固溶しているという特長を持ちます。

しています。

わけです。同じように塩化白金酸からは

「通常のように熱平衡状態で金と白金

再生増幅器によって得られるフェムト秒レーザーパルスを回折限界近くまで絞り込むと、10

白金ナノ粒子を作りだすことができます」。

の合金を作るプロセスだと、ミクロのレベ

これらの協奏効果として、光と物質に関

の16乗W/㎠あるいはそれ以上の強度を得ることができます。高強度のレーザー場によっ

このプロセスを活用すると、通常の手

ルでは完全には混ざっていません。
しかし、

わる新しい学問領域の開拓を目指してい

フェムト秒レーザー光で合成するこの手法

ると言います。

でいます。

「からんきょ」を飼っていたことも。自然の中の暮らしを満喫しています
愛子駅の北側にある団地に住んでいるのですが、近くでは熊が出たり、イノシシが出たりと、ま
さに自然の中での暮らしをしています。気持ちもリフレッシュできて満足しています。
家の周りは緑が豊かな環境で、日常は草むしりや庭の手入れ、たまに庭で蝉の写真などを撮っ
て楽しんでいます。
ある年の夏に、足洗い場から出られなくなっていた
「かなへび」
を見つけたので飼うことにしたんで
す。故郷の福島弁では、「からんきょ」
とか
「からんちょ」
とか言う２０㎝くらい細いトカゲです。餌とし
て毎日庭のコオロギを与えていました。少し大きくなってきたので、秋になって放してあげました。
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ラマン散乱

子の同定に利用される。

ロパン・ブタンな

て、新たなシングルナノ微粒子の製作プロセスを生み出すことに佐藤研究室では取り組ん
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明だった液体が次第に濁ってきます。液中には黒色の

法では困難な全率固溶合金ナノ粒子を

OFF TIME

レーザーを中心とした新しい光源開発。

を用いるとキレイに混ざり合います。この

「光と物質との相互作用には、未知の

プロセスで生み出せれる全率固溶の合金

現象や効果がたくさん眠っていると考えら

は、燃料電池用等の触媒への応用にも

れます。一方、光技術の進歩は著しく、

期待されています」。

従来では不可能であった、パワー増大や

新しい現象の探索と
新物質創成への応用
このように、佐藤研究室では、高強度
のレーザーを使うことにより、焦点付近に

ナノメートルサイズの物質に光を照射した時、電子
が集団的に共鳴振動することによって光のエネル

波長領域の拡張、短パルス発生技術の
革新などが行われています。これら最新
のフォトニクスを物質科学研究に適用すれ
ば、新しい学問領域の開拓に繋がること
が期待されます」。

形成された超高光強度の励起反応場によ
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が期待されます」。

形成された超高光強度の励起反応場によ
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表面・界面でのナノ構造制御を利用した
高分子ハイブリッドナノ材料の開発
生体系では有機分子が高次に配列した高秩序的組織体を中心に
高度な生体機能が発現しています。この生体系にならい、高秩序的
組織体を人工的に構成することができれば、高度な機能を持つ超微
細な素子を創りあげることができるはずです。
超微細な素子を作る手法としては大きく分けて、半導体素子などの
微細加工技術を駆使する
「トップダウン型」のものと、ソフト素子のよう
に、積み木細工のような自己組織化を行う
「ボトムアップ型」で作りあげ
る２種類があります。
三ツ石研究室が注目するのが、ボトムアップ的に自在集積・組織化
していくナノ材料の開発手法。表面・界面を利用することでナノメート
ルスケールでの高分子の配向・構造制御を可能とするボトムアップ的
手法の確立をとおして、高分子ハイブリッドナノ材料による次世代ナノ
多元物質科学研究所
高分子・ハイブリッド材料研究センター
高分子ハイブリッドナノ材料研究分野

三ツ石
方也

FOREFRONT REVIEW

高分子が示すナノスケールの構造形成の多様性を利用して、

MITSUISHI, Masaya

1968年大阪府生まれ。1997年京都大学大学
院工学研究科博士課程修了・博士
（工学）
。同年
東北大学反応化学研究所リサーチアソシエイト、

種々のナノ物質を階層的に組織化、 デバイス化する基盤技術の

2001年東北大学多元物質科学研究所助手、

開拓、 そして 「ボトムアップ型ナノテクノロジー」 の発展を追求

現職。

する三ツ石研究室。 高分子ナノシートを利用した種々の光電子
機能団の精密集積および、 ハイブリッドナノ材料が創り出すナノ

デバイス開発の基盤技術の構築や「ボトムアップ型ナノテクノロジー」
の発展を目指した新素材の研究開発を行っています。
具体的にどのように、ボトムアップ的に構成していくのでしょうか。
三ツ石研究室が主に研究を進めている手法は、高分子単分子膜
をテーラーメイドに配列して高分子組織体を創製するＬＢ
（Ｌａｎｇｍｕ
ｉ
ｒ
－Ｂ
ｌ
ｏｄｇｅ
ｔ
ｔ、ラングミュア−ブロジェット）法というものです。分子レベル
で超薄膜である水面上単分子膜（特に高分子単分子膜）
を規則的に
配列することにより、高秩序な超分子組織体を作製するというもので
す。この「ボトムアップ型ナノテクノロジー」により、ソフト系高分子ナノ
シート材料の開発、光電子機能性ハイブリッド高分子ナノ集積体の構
築など、様々な形で高度な高分子ハイブリッド材料の研究開発を展開
します。

2003年講師、2004年助教授を経て2013年より

http://www.tagen.tohoku.ac.jp/modules/
laboratory/index.php?laboid=90

空間を利用した光電子機能性ハイブリッド高分子ナノ集積体の構
築などに挑んでいます。
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三ツ石研究室が進める
「ボトムアップ型ナノ

TERM INFORMATION

■ ハイブリッド高分子ナノ集積体の作製方法

テクノロジー」。表面・界面を利用することで
積み木細工のようにナノメートルスケールで

自己支持膜（Free-standing Film）

高分子の配向・構造制御。新しい高分子ハ
イブリッドナノ材料を生み出し、次世代ナノ

支持基板の支えがなくても形状を保つことのでき

デバイスの開発につなげています。

る膜のことをさす。膜厚がマイクロメートルより小さ
くなると、
自己支持性を保持することが難しくなる

新素材開発の可能性を拓く
ボトムアップ型のナノテクノロジー

面を通過して上下させることで、単分子

プラス
（正）
に帯電したカチオンサイト
（陽イオン）
を提供するピリジル基
（VPy基）
、
あるいはア

膜をその基板の上に次々と転写すること

ミノ基を持つ高分子ナノシートをシリコン基板に転写します。続いて金属ナノ粒子水溶液に

ができます。この作業を繰り返すと累積

浸漬し、金属ナノ粒子を吸着させます。高分子ナノシートと金属ナノ粒子によるハイブリッド

膜ができるのですが、この方法により作製

高分子ナノ集積体を構築することができます。

れるように油と水のような違う性質の材料

ＬＢ膜は常温・常圧で配向性を持った

ルアミド）
はドデシル基とアミド基からなる両

を取り持つことができます。
、両親媒性を

単分子膜を製膜することができ、分子層

親媒性化合物であり、水面上でアミ
ド基の

示す高分子ナノシートが金属などの無機

親媒性分子を水面上にばらまくと、分子

数の制御も簡単にできます。現在三ツ石

水素結合形成により高分子鎖間で２次元

ナノ粒子と有機分子の間をとりもってくれる

は水に溶けずに水面上に浮遊します。面

研究室では全自動でＬＢ膜を製膜する装

ネットワークを形成し、高度に分子配向し、

のでは？と考えました」。

「私たちが着目しているのが、分子レベ

積を徐々に縮めていくと、分子間の間隔

置を使用しており、目的に応じて必要な積

高分子鎖が密に充填した高分子単分子膜

ルから積み上げていくボトムアップ型の開

が狭くなり、親水性部分を水側に、疎水

層数をセットして分子の積み木を作ること

発手法です。その具体的な手法として研

部分を空気側に向けて、分子が配向した

ができます。

究開発を進めているのが、ＬＢ
（Ｌａｎｇｍｕ
ｉ
ｒ

状態で秩序正しく配列します。つまり、水

「ＬＢ法は発見されてから８０年以上たっ

－Ｂ
ｌ
ｏｄｇｅ
ｔ
ｔ、ラングミュア－ブロジェット）法

面上に一分子の厚みしかない超薄膜 ( 単

です」
と語る三ツ石教授。

分子膜 ) が常温・常圧という温和な条件

分子のシートを積み重ねる
ボトムアップ型ＬＢ法

石けん分子のように、一分子中に水（水

（高分子ナノシート）
を形成します」。

金のナノ粒子はマイナスの電子イオンで表
ノシートを使えばプラス
（正）
とマイナス
（負）

透明な薄膜でも可視光領域の波長の光が膜厚に

ている技術ですが、本当に素晴らしい可

単層あたり1.7nm の均一な厚さで、二分

の静電相互作用により自由に金のナノ粒

る。身近な例としてシャボン玉やがあげられる。色素

能性のある技術だと感じています」。

子膜から数百層まで自在に積層制御下の

子を積み上げることができます。つまり、

などを使用しなくても色を発現することができるが、

ｊな高安定・秩序性を兼ね備えた自己支

高分子ナノシートと金属ナノ粒子によるハイ

の構造制御技術が重要となる。

することです。さらにナノメートルレベルで

ができるわけです。

態に保ったまま、ガラス等の基板を、水

「LB 法は、研究初期にはステアリン酸

の膜厚の規則正しい集積により、積層数

など長鎖脂肪酸に代表される両親媒性

に応じて干渉色が生まれます。

の水面上での面積を徐々に縮めていくと、
親水性部分を水側に、
疎水部分を空気側に向けて、
分子が配向した状態で並

研究室は、中国、韓国、バングラディッシュ、トルコから留学生を受け入れ、日本人の学生さん
も西は岡山県、東は岩手県と出身は様々です。研究室パーティーの時にお国自慢の料理がふる
まわれたり、ちょっとしたことで様々な文化や習慣の違いが次々と明らかになっていきます。異文化
融合の場として、お互いを認め、多様性を共有する機会が持てるのはとてもいいことだと思ってい

静電相互作用
電荷にはプラスとマイナスがあり、同じものどうしで
斥力、異なるもの同士で引力が働く。
これらの力は
クーロンの法則により距離の逆二乗と電荷の量に
より決定づけられる。
クエン酸アニオンで負に帯電

有する高分子ナノシートを金属ナノ粒子水

れに対し、私が博士研究員時代よりお世

の高い基板上に作製するときれいな色を発

溶液に浸漬し、水中洗浄すると、高分子

トに静電相互作用の引力により吸着する。金属ナ

話になっている宮下德治教授（現名誉教

します。蝶々、玉虫、熱帯魚、シャボン

ナノシートがコーティングされている部分に

ノ粒子間では斥力により反発しあうため、単粒子

授）
は、高分子で両親媒性化合物を設計

玉のように、表面にできたナノメートルスケー

金ナノ粒子が均一に吸着した集積体がで

し、高分子 LB 膜の開発をされていた方

ルで制御された構造体がもたらす干渉色

きます。
金ナノ粒子の吸着と高分子ナノシー

で、私もその高分子 LB 膜の研究開発を

によってカラフルな色を発しています」。

トの積層を繰り返すことでハイブリッド高分

いて、１分子の厚さが１～２ｎｍの極めて
薄い高分子超薄膜フィルムの開発に成功。
「高分子ナノシート」
と命名しています。

下させることで、
単分子膜をその基板の上に次々と移し取ることができます。

様々な出身地から集う学生たち。多様性を共有できる貴重な場です

を提供するピリジル基、あるいはアミノ基を

干渉色を制御するためにはナノメートルスケールで

「膜自身には色はありませんが、反射率

宮下教授は、高分子化学の分野にお

び、
水面上に一分子の厚みしかない超薄膜
（単分子膜）
が形成されます。
そして、
ガラス等の固体基板を、
水面を通過して上

「正に帯電したカチオンサイト
（陽イオン）

応じて選択的に反射することで、色として認識でき

低分子化合物が使用されていました。こ

主に行ってきました」。

両方を持つ両親媒性分子を水面上にそっとばらまくと、
分子は水に溶けずに水面上に浮遊します。
そこで浮遊している分子

高分子ナノシート

体基板に自在に集積できます。特徴は、

た水面上の単分子膜を固体 ( 凝縮 ) 状

単分子膜を作製するＬＢ法の仕組み。
一分子中に水
（水相）
になじむ
「親水基」
と油
（有機相）
になじむ
「親油基」
（疎水基）
の

水面上を浮遊する自己支持性

干渉色

ブリッド高分子ナノ集積体を構築すること

子を
「両親媒性分子」
といいます。この両

が得られることが見出されている。

面が覆われています。プラスの高分子ナ

持膜（Ｆｒ
ｅｅ－ｓ
ｔ
ａｎｄ
ｉ
ｎｇ Ｆ
ｉ
ｌｍ）
として機能

じむ「親油基」
（ 疎水基）
の両方を持つ分

ます。

塩化金酸をクエン酸還元して作製した

両親媒性高分子化合物からなる
高分子ナノシートを中心に研究

「面白いことに、このようにして形成され

向上し、生体膜レベルの膜厚３．
３ｎｍから１．
２μｍ

この高分子ナノシートはガラスなどの固

で形成されます。

相）
になじむ「親水基」
と油（有機相）
にな

子ナノシートでは、
ドデシル基間の相互作用とアミ
ド基間の水素結合により、膜安定性が飛躍的に
まで１．
７ｎｍレベルで膜厚制御可能な自己支持膜

「アミド構造を持つポリ
（Ｎ－ドデシルアクリ

された薄膜をＬＢ膜と呼びます」。

が、
ポリ
（Ｎ－ドデシルアクリルアミド）
からなる高分

MY FAVORITE

機能性高分子ハイブリッドナノ材料へ
ナノフォトニクスへの応用

した金属ナノ粒子は、
正に帯電した高分子ナノシー

状態での吸着が支配的となる。

局在プラズモン
金属バルク中の自由電子は一種のプラズマ状態
を形成しており、
この集団振動をプラズモンとい

子ナノ集積体を構築でき、高分子ナノシー

う。金属表面に微細な構造が形成された場合、
あ

トをナノルーラーとして金ナノ粒子層間の

るいは極めて小さい金属ナノ粒子においては、可

距離をナノメートルスケールで調節できま

視光領域の光を入射することで、
自由電子の集団
振動を誘起することが可能であり、
これを局在プラ

ＬＢ法により作製される高分子ナノシート

す。室温・大気下で高度なハイブリッド高

は、いろいろな分野で活用できます。そ

分子ナノ集積体を作製することができるの

強電磁場が発生する。増強電磁場は金属ナノ構

のひとつがテンプレートとしての活用。三

は、ボトムアップならではと感動しました」。

左右される。

ツ石研究室では、両親媒性分子の特徴

そして三ツ石研究室では、吸着した金

を活かし、金属ナノ粒子とテンプレートとし

ナノ粒子表面に発生する局在プラズモン

ての光機能性高分子ナノシートを組みあ

により、ディスパースレッド 1 ナノシートの

わせたハイブリッド高分子ナノ集積体によ

光第二高調波を数百倍増強できることを

る光機能界面の構築を目指しています。

明らかにしました。金属ナノ粒子の局在プ

「両親媒性分子は、界面活性剤に見ら

ラズモンと機能性分子を組み合わせた光・
電子ナノデバイス作製に向けた基盤技術
の一例を先駆的に示すことができました。

ズモンと呼ぶ。局在プラズモンにより局所的に増
造体の形や大きさ、
さらにはその集合形態に大きく

ハイブリット高分子ナノ集積体中の金ナノ粒子の
局在プラズモンカップリングを利用した光第二高
調波増強

ハイブリッドナノ集積体による光機能界面の構築。三ツ石研究
室では、
光・電子ナノデバイス作製に向けた基盤技術の構築を
目指した研究を展開しています。
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る膜のことをさす。膜厚がマイクロメートルより小さ
くなると、
自己支持性を保持することが難しくなる

新素材開発の可能性を拓く
ボトムアップ型のナノテクノロジー

面を通過して上下させることで、単分子

プラス
（正）
に帯電したカチオンサイト
（陽イオン）
を提供するピリジル基
（VPy基）
、
あるいはア

膜をその基板の上に次々と転写すること

ミノ基を持つ高分子ナノシートをシリコン基板に転写します。続いて金属ナノ粒子水溶液に

ができます。この作業を繰り返すと累積

浸漬し、金属ナノ粒子を吸着させます。高分子ナノシートと金属ナノ粒子によるハイブリッド

膜ができるのですが、この方法により作製

高分子ナノ集積体を構築することができます。

れるように油と水のような違う性質の材料

ＬＢ膜は常温・常圧で配向性を持った

ルアミド）
はドデシル基とアミド基からなる両

を取り持つことができます。
、両親媒性を

単分子膜を製膜することができ、分子層

親媒性化合物であり、水面上でアミ
ド基の

示す高分子ナノシートが金属などの無機

親媒性分子を水面上にばらまくと、分子

数の制御も簡単にできます。現在三ツ石

水素結合形成により高分子鎖間で２次元

ナノ粒子と有機分子の間をとりもってくれる

は水に溶けずに水面上に浮遊します。面

研究室では全自動でＬＢ膜を製膜する装

ネットワークを形成し、高度に分子配向し、

のでは？と考えました」。

「私たちが着目しているのが、分子レベ

積を徐々に縮めていくと、分子間の間隔

置を使用しており、目的に応じて必要な積

高分子鎖が密に充填した高分子単分子膜

ルから積み上げていくボトムアップ型の開

が狭くなり、親水性部分を水側に、疎水

層数をセットして分子の積み木を作ること

発手法です。その具体的な手法として研

部分を空気側に向けて、分子が配向した

ができます。

究開発を進めているのが、ＬＢ
（Ｌａｎｇｍｕ
ｉ
ｒ

状態で秩序正しく配列します。つまり、水

「ＬＢ法は発見されてから８０年以上たっ

－Ｂ
ｌ
ｏｄｇｅ
ｔ
ｔ、ラングミュア－ブロジェット）法

面上に一分子の厚みしかない超薄膜 ( 単

です」
と語る三ツ石教授。

分子膜 ) が常温・常圧という温和な条件

分子のシートを積み重ねる
ボトムアップ型ＬＢ法

石けん分子のように、一分子中に水（水

（高分子ナノシート）
を形成します」。

金のナノ粒子はマイナスの電子イオンで表
ノシートを使えばプラス
（正）
とマイナス
（負）

透明な薄膜でも可視光領域の波長の光が膜厚に

ている技術ですが、本当に素晴らしい可

単層あたり1.7nm の均一な厚さで、二分

の静電相互作用により自由に金のナノ粒

る。身近な例としてシャボン玉やがあげられる。色素

能性のある技術だと感じています」。

子膜から数百層まで自在に積層制御下の

子を積み上げることができます。つまり、

などを使用しなくても色を発現することができるが、

ｊな高安定・秩序性を兼ね備えた自己支

高分子ナノシートと金属ナノ粒子によるハイ

の構造制御技術が重要となる。

することです。さらにナノメートルレベルで

ができるわけです。

態に保ったまま、ガラス等の基板を、水

「LB 法は、研究初期にはステアリン酸

の膜厚の規則正しい集積により、積層数

など長鎖脂肪酸に代表される両親媒性

に応じて干渉色が生まれます。

の水面上での面積を徐々に縮めていくと、
親水性部分を水側に、
疎水部分を空気側に向けて、
分子が配向した状態で並

研究室は、中国、韓国、バングラディッシュ、トルコから留学生を受け入れ、日本人の学生さん
も西は岡山県、東は岩手県と出身は様々です。研究室パーティーの時にお国自慢の料理がふる
まわれたり、ちょっとしたことで様々な文化や習慣の違いが次々と明らかになっていきます。異文化
融合の場として、お互いを認め、多様性を共有する機会が持てるのはとてもいいことだと思ってい

静電相互作用
電荷にはプラスとマイナスがあり、同じものどうしで
斥力、異なるもの同士で引力が働く。
これらの力は
クーロンの法則により距離の逆二乗と電荷の量に
より決定づけられる。
クエン酸アニオンで負に帯電

有する高分子ナノシートを金属ナノ粒子水

れに対し、私が博士研究員時代よりお世

の高い基板上に作製するときれいな色を発

溶液に浸漬し、水中洗浄すると、高分子

トに静電相互作用の引力により吸着する。金属ナ

話になっている宮下德治教授（現名誉教

します。蝶々、玉虫、熱帯魚、シャボン

ナノシートがコーティングされている部分に

ノ粒子間では斥力により反発しあうため、単粒子

授）
は、高分子で両親媒性化合物を設計

玉のように、表面にできたナノメートルスケー

金ナノ粒子が均一に吸着した集積体がで

し、高分子 LB 膜の開発をされていた方

ルで制御された構造体がもたらす干渉色

きます。
金ナノ粒子の吸着と高分子ナノシー

で、私もその高分子 LB 膜の研究開発を

によってカラフルな色を発しています」。

トの積層を繰り返すことでハイブリッド高分

いて、１分子の厚さが１～２ｎｍの極めて
薄い高分子超薄膜フィルムの開発に成功。
「高分子ナノシート」
と命名しています。

下させることで、
単分子膜をその基板の上に次々と移し取ることができます。

様々な出身地から集う学生たち。多様性を共有できる貴重な場です

を提供するピリジル基、あるいはアミノ基を

干渉色を制御するためにはナノメートルスケールで

「膜自身には色はありませんが、反射率

宮下教授は、高分子化学の分野にお

び、
水面上に一分子の厚みしかない超薄膜
（単分子膜）
が形成されます。
そして、
ガラス等の固体基板を、
水面を通過して上

「正に帯電したカチオンサイト
（陽イオン）

応じて選択的に反射することで、色として認識でき

低分子化合物が使用されていました。こ

主に行ってきました」。

両方を持つ両親媒性分子を水面上にそっとばらまくと、
分子は水に溶けずに水面上に浮遊します。
そこで浮遊している分子

高分子ナノシート

体基板に自在に集積できます。特徴は、

た水面上の単分子膜を固体 ( 凝縮 ) 状

単分子膜を作製するＬＢ法の仕組み。
一分子中に水
（水相）
になじむ
「親水基」
と油
（有機相）
になじむ
「親油基」
（疎水基）
の

水面上を浮遊する自己支持性

干渉色

ブリッド高分子ナノ集積体を構築すること

子を
「両親媒性分子」
といいます。この両

が得られることが見出されている。

面が覆われています。プラスの高分子ナ

持膜（Ｆｒ
ｅｅ－ｓ
ｔ
ａｎｄ
ｉ
ｎｇ Ｆ
ｉ
ｌｍ）
として機能

じむ「親油基」
（ 疎水基）
の両方を持つ分

ます。

塩化金酸をクエン酸還元して作製した

両親媒性高分子化合物からなる
高分子ナノシートを中心に研究

「面白いことに、このようにして形成され

向上し、生体膜レベルの膜厚３．
３ｎｍから１．
２μｍ

この高分子ナノシートはガラスなどの固

で形成されます。

相）
になじむ「親水基」
と油（有機相）
にな

子ナノシートでは、
ドデシル基間の相互作用とアミ
ド基間の水素結合により、膜安定性が飛躍的に
まで１．
７ｎｍレベルで膜厚制御可能な自己支持膜

「アミド構造を持つポリ
（Ｎ－ドデシルアクリ

された薄膜をＬＢ膜と呼びます」。

が、
ポリ
（Ｎ－ドデシルアクリルアミド）
からなる高分

MY FAVORITE

機能性高分子ハイブリッドナノ材料へ
ナノフォトニクスへの応用

した金属ナノ粒子は、
正に帯電した高分子ナノシー

状態での吸着が支配的となる。

局在プラズモン
金属バルク中の自由電子は一種のプラズマ状態
を形成しており、
この集団振動をプラズモンとい

子ナノ集積体を構築でき、高分子ナノシー

う。金属表面に微細な構造が形成された場合、
あ

トをナノルーラーとして金ナノ粒子層間の

るいは極めて小さい金属ナノ粒子においては、可

距離をナノメートルスケールで調節できま

視光領域の光を入射することで、
自由電子の集団
振動を誘起することが可能であり、
これを局在プラ

ＬＢ法により作製される高分子ナノシート

す。室温・大気下で高度なハイブリッド高

は、いろいろな分野で活用できます。そ

分子ナノ集積体を作製することができるの

強電磁場が発生する。増強電磁場は金属ナノ構

のひとつがテンプレートとしての活用。三

は、ボトムアップならではと感動しました」。

左右される。

ツ石研究室では、両親媒性分子の特徴

そして三ツ石研究室では、吸着した金

を活かし、金属ナノ粒子とテンプレートとし

ナノ粒子表面に発生する局在プラズモン

ての光機能性高分子ナノシートを組みあ

により、ディスパースレッド 1 ナノシートの

わせたハイブリッド高分子ナノ集積体によ

光第二高調波を数百倍増強できることを

る光機能界面の構築を目指しています。

明らかにしました。金属ナノ粒子の局在プ

「両親媒性分子は、界面活性剤に見ら

ラズモンと機能性分子を組み合わせた光・
電子ナノデバイス作製に向けた基盤技術
の一例を先駆的に示すことができました。

ズモンと呼ぶ。局在プラズモンにより局所的に増
造体の形や大きさ、
さらにはその集合形態に大きく

ハイブリット高分子ナノ集積体中の金ナノ粒子の
局在プラズモンカップリングを利用した光第二高
調波増強

ハイブリッドナノ集積体による光機能界面の構築。三ツ石研究
室では、
光・電子ナノデバイス作製に向けた基盤技術の構築を
目指した研究を展開しています。
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ナノフォ
トニクスやナノエレクト
ロニクスなど、
時代のニーズが

光電子機能性ハイブリッド高分子ナノ集積体

高まるボトムアップ的アプロー
チによるハイブリッドナノ材料

両親媒性高分子を利用した高分子ナノシートは、

の開発を行っています。

ナノメートルスケールで様々なナノ材料を合目的的
に構造制御することができる。
この空間は、光や電
子の移動に大きな影響を及ぼすことができるため、

板上にも作製することができます」。

高分子ナノシートにより
広がる可能性

光の離散的伝搬やベクトル的光エネルギー・電子

山本俊介助教は現在、ＳｉＯ２超薄膜を

フッ素系両親媒性高分子を利用してキャスト法により、
水中における酸素濃度測定用センシングシステムを開発。
得られた

移動、非線形応答など面白い光電子機能性を発

絶縁層として使った電子デバイスの検討を

薄膜表面での水滴の接触角は 150 度以上に達し、
超撥水性であることを確かめています。
溶存ガスセンサーや分離膜へ

現することが期待できる。

進めています。この研究は、２０１５年４月、
第１４回船井研究奨励賞を受賞しました。

の応用に期待できます。

「酸素センサーは主に航空機などの風
洞実験において利用されたりしています。

ナノスケールの薄膜を
構造制御することで何ができるか？
ナノスケールの薄膜を高分子化すること

高分子超薄膜を利用したナノガラスの作製
山本俊介助教
は優れた絶縁性、
二酸化ケイ素
（Ｓ
ｉＯ２）

研究キーワード：
構造・機能・ダイナミクス

低電力電子機能デバイス創製に向けて

従来どのように酸素センサーを作製してき

このように三ツ石研究室では、ＬＢ法を

朱慧娥助教

たかというと、酸素によって消光される性

含むボトムアップ的手法を利用しながら、

低電力電子機能デバイス創製に向け

質を持つ発光性物質を、ポリジメチルシロ

ナノエレクトロニクス
（フォトダイオード、キャ

て、強誘電性高分子ポリフッ化ビニリデン

キサンやポリスチレン等の酸素透過性高

パシタ、不揮発性メモリ、強誘電体）
、表面・

（ＰＶＤＦ）の高効率β相（斜方晶）の作製

分子材料に混合し被覆することによって

界面修飾
（超親水、超撥水、液体分離、

実現していました」。

接着など）
、ハイブリッド材料
（Ｓ
ｉを含むポリ

によって生まれてくる可能性。三ツ石研究

透明性を持つ透明絶縁材料として広く用い

室では現在、高分子が示すナノスケール

られています。山本俊介助教は、かご型

の構造形成の多様性を利用して、種々の

シルセスオキサン
（ＳＱ）
と、Ｎ－ドデシルアクリ

朱慧娥助教は、ポリフッ化ビニリデン

しかし、これらの酸素センサーは膜厚

ナノ物質を階層的に組織化してデバイス

ルアミド
（ＤＤＡ）
の共重合体ナノシートに紫

（ＰＶＤＦ）溶液とｐＤＤＡ溶液を別々に調

が数マイクロメートルであることや、発光

ナノフォトニクス
（クラスター、プラズモニク

化する基盤技術の開拓を多角的に行って

外光を照射することにより作製されるSiO2

製し、それぞれを独立に水面上に展開す

性物質が高分子材料に均一に分散され

ス、センサーなど）
、自在ナノデザイン
（自

います。

超薄膜の形成機構を明らかにしました。

ることで、崩壊圧４０ｍＮ／ｍ以上のＰＶＤＦ

にくいことなどから、気相さらには液相中

己支持性、自在加工、ナノガラス）
などの
研究を進めています。

に取り組んでいます。

「ＳＱが高密度かつ均一分散されている

ナノシートが形成できることを見出しました。

で酸素消光性が十分に発揮せず、測定

ロニクスに向けた光電子機能性ハイブリッ

高分子ナノシートに室温大気下で紫外線

「得られるナノシートをフーリエ変換赤

感度が悪いことや酸素に対する応答に時

ド高分子ナノ集積体の構築、ネットワーク

照射すると有機部分がまず分解し、ＳＱの

外分光光度計（ＦＴ－ＩＲ）
で調べてみると、

ポリマー薄膜などの新規ハイブリッドナノ

かご構造からＳ
ｉＯ２のネットワーク構造へと

β相のピークのみが表れることがわかりま

「そこで我々の研究室では、フッ素系

②表面・界面を利用した異種ナノ材料の

材料などの成果が出ています。

変換する二段階の反応で進むことを明ら

した。従来のような延伸・熱処理を施す

両親媒性高分子を利用してキャスト法に

ナノメートルスケールでの３次元的構造設

かにしました。この手法を応用すると最小

ことなく、１０ｎｍでも強誘電性を示す超薄

より形成される超撥水表面をセンサー表

計、③光・電子・励起子（光＋電子）
・分

膜厚０．
４ｎｍからなるＳ
ｉＯ２超薄膜をＰＥＴ基

膜の作製が可能です」。

面として、水中における酸素濃度測定用

子の動きを利用したデバイスの開発をキー

この研究は、２０１４年１２月、第９回籏

センシングシステムを開発・検討しました。

ワードに研究を進めていきたいと考えてい

野奨学基金多元物質科学研究奨励賞に

フッ化炭素鎖を側鎖に有する両親媒性高

ます。これらを達成するためには、最高

選ばれました。

分子と酸素に敏感な発光応答を示すポル

のお手本である自然を熟考し深く理解す

フィリン白金錯体を含む薄膜をキャスト法

ることで思考力を培うことが必要になってく

により作製しました」。

ると思います」。

三ツ石研究室の若き２人の研究者の研
究を紹介します。

フッ素系両親媒性高分子を利用した
溶存酸素センサーの開発

モノマーの結合可能数が２つ以上になると、
網の目
となりネットワークを形成することができる。環状シ
ロキサンとよばれる多官能性モノマーを用いて、溶
媒に可溶なポリマーを合成し、未反応の反応基を
利用してポリマーをネットワーク化することで、
ネット
ワークポリマー薄膜を合成することができる。ネット
ワーク化することで、耐熱性や機械的強度などが
大幅に向上する。

マー、高耐熱・高透明フィルム、光学素子）
、

例えば、ナノフォトニクスやナノエレクト

間がかかる等の問題がありました。

ネットワークポリマー薄膜

「今後の研究の展開は、①高分子の
多様性を利用した材料のナノデザイン、

4つの手を持つ環状シロキサンを基本ユニット
としたネットワークポリマー薄膜

双極子モーメント
ポリフッ化ビニリデン
（ＰＶＤＦ）
は、主鎖の－ＣＨ２－
と－ＣＦ２－間の電荷の偏りによる双極子モーメント
が発生する。全トランス型のコンフォメーションをと
る場合、双極子モーメントの総和は最大となり、印
加電場の反転により双極子モーメントの配向変化
を誘起できる。電場がなくても自発分極という形で
双極子モーメントが配向している状態を維持するこ
とができる性質を強誘電性と呼び、
ＰＶＤＦは代表
的な強誘電性高分子として知られている。

β相（斜方晶）
ＰＶＤＦがとりうる結晶相の一つである。－
（ＣＨ２－
ＣＦ２）
－の主鎖が全トランス型のコンフォメーションをと
り、
ＰＶＤＦが強誘電性をしめす由縁となる結晶相
である。
この結晶相をいかに高効率に発現するか

得られた薄膜表面での水滴の接触角

材料の小型化・軽量化が進むにつれ

三ツ石研究室では、フッ素系両親媒性

は１５０度以上に達し、超撥水性であるこ

て、ボトムアップ的アプローチを可能とす

である。

高分子を利用した発光型溶存酸素の開

とを確認しました。水中において発光強

るハイブリッドナノ材料にかかる期待が大

酸素消光

発も行っています。

度をモニターしたところ、水中の酸素濃度

きくなっています。様々なナノ材料をナノ

りん光を示す発光性色素は、
まわりに酸素が存在

に対し、直線的に発光強度が変化するこ

メートルスケールで集積・構造制御するだ

するとエネルギー移動により失活する。酸素濃度

とが明らかとなり、センサー薄膜として良

けでなく、構造制御された空間での光や

好に機能することを実証しました。超撥

電荷、分子の輸送を深く理解し、表面・

水面で高い酸素消光性を持つことで、大

界面を含む構造・機能の関係を明らかに

秋田杉をもとに作られる曲げわっぱは、樹齢２００年の年輪が描く見事な平行線からなり、自然の

気中・液体中での高精度測定ができる高

していきたいと三ツ石教授は語ります。

美しさ・素晴らしさを感じます。大事に使えば十年以上もつそうです。自然の恵みに感謝しつつホッ

感度酸素センサーの開発が可能

山本俊介助教

朱慧娥助教

秋田県大館の曲げわっぱ。自然の恵みに感謝しつつホッとするひととき
お弁当の時間です。いつも妻に作ってもらっています。自分たちで栽培した野菜が入っている
時は、何とも言えない新鮮さが味わえます。器は秋田県大館市を訪れた時に作った曲げわっぱ。

とするひととき。気分を一新して午後からの仕事に取り組むための元気の源となっています。

OFF TIME

がナノエレクトロニクスの発展にとって重要な課題

に依存した発光特性をもつ分子を用いることで、
酸素濃度を発光強度としてモニターするセンサー
の開発が可能となる。代表的な例としてポルフィリ
ン金属錯体があり、風洞実験における感圧塗料な
どに用いられる。

となりました。
様々な地域から研究者・学生が集う三ツ石研
究室。
ソフト系高分子ナノシート材料の開発、
光電子機能性ハイブリッド高分子ナノ集積体
の構築など、
様々な形で高度な高分子ハイブ
リッ
ド材料の研究開発を展開します。
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TERM INFORMATION

ナノフォ
トニクスやナノエレクト
ロニクスなど、
時代のニーズが

光電子機能性ハイブリッド高分子ナノ集積体

高まるボトムアップ的アプロー
チによるハイブリッドナノ材料

両親媒性高分子を利用した高分子ナノシートは、

の開発を行っています。

ナノメートルスケールで様々なナノ材料を合目的的
に構造制御することができる。
この空間は、光や電
子の移動に大きな影響を及ぼすことができるため、

板上にも作製することができます」。

高分子ナノシートにより
広がる可能性

光の離散的伝搬やベクトル的光エネルギー・電子

山本俊介助教は現在、ＳｉＯ２超薄膜を

フッ素系両親媒性高分子を利用してキャスト法により、
水中における酸素濃度測定用センシングシステムを開発。
得られた

移動、非線形応答など面白い光電子機能性を発

絶縁層として使った電子デバイスの検討を

薄膜表面での水滴の接触角は 150 度以上に達し、
超撥水性であることを確かめています。
溶存ガスセンサーや分離膜へ

現することが期待できる。

進めています。この研究は、２０１５年４月、
第１４回船井研究奨励賞を受賞しました。

の応用に期待できます。

「酸素センサーは主に航空機などの風
洞実験において利用されたりしています。

ナノスケールの薄膜を
構造制御することで何ができるか？
ナノスケールの薄膜を高分子化すること

高分子超薄膜を利用したナノガラスの作製
山本俊介助教
は優れた絶縁性、
二酸化ケイ素
（Ｓ
ｉＯ２）

研究キーワード：
構造・機能・ダイナミクス

低電力電子機能デバイス創製に向けて

従来どのように酸素センサーを作製してき

このように三ツ石研究室では、ＬＢ法を

朱慧娥助教

たかというと、酸素によって消光される性

含むボトムアップ的手法を利用しながら、

低電力電子機能デバイス創製に向け

質を持つ発光性物質を、ポリジメチルシロ

ナノエレクトロニクス
（フォトダイオード、キャ

て、強誘電性高分子ポリフッ化ビニリデン

キサンやポリスチレン等の酸素透過性高

パシタ、不揮発性メモリ、強誘電体）
、表面・

（ＰＶＤＦ）の高効率β相（斜方晶）の作製

分子材料に混合し被覆することによって

界面修飾
（超親水、超撥水、液体分離、

実現していました」。

接着など）
、ハイブリッド材料
（Ｓ
ｉを含むポリ

によって生まれてくる可能性。三ツ石研究

透明性を持つ透明絶縁材料として広く用い

室では現在、高分子が示すナノスケール

られています。山本俊介助教は、かご型

の構造形成の多様性を利用して、種々の

シルセスオキサン
（ＳＱ）
と、Ｎ－ドデシルアクリ

朱慧娥助教は、ポリフッ化ビニリデン

しかし、これらの酸素センサーは膜厚

ナノ物質を階層的に組織化してデバイス

ルアミド
（ＤＤＡ）
の共重合体ナノシートに紫

（ＰＶＤＦ）溶液とｐＤＤＡ溶液を別々に調

が数マイクロメートルであることや、発光

ナノフォトニクス
（クラスター、プラズモニク

化する基盤技術の開拓を多角的に行って

外光を照射することにより作製されるSiO2

製し、それぞれを独立に水面上に展開す

性物質が高分子材料に均一に分散され

ス、センサーなど）
、自在ナノデザイン
（自

います。

超薄膜の形成機構を明らかにしました。

ることで、崩壊圧４０ｍＮ／ｍ以上のＰＶＤＦ

にくいことなどから、気相さらには液相中

己支持性、自在加工、ナノガラス）
などの
研究を進めています。

に取り組んでいます。

「ＳＱが高密度かつ均一分散されている

ナノシートが形成できることを見出しました。

で酸素消光性が十分に発揮せず、測定

ロニクスに向けた光電子機能性ハイブリッ

高分子ナノシートに室温大気下で紫外線

「得られるナノシートをフーリエ変換赤

感度が悪いことや酸素に対する応答に時

ド高分子ナノ集積体の構築、ネットワーク

照射すると有機部分がまず分解し、ＳＱの

外分光光度計（ＦＴ－ＩＲ）
で調べてみると、

ポリマー薄膜などの新規ハイブリッドナノ

かご構造からＳ
ｉＯ２のネットワーク構造へと

β相のピークのみが表れることがわかりま

「そこで我々の研究室では、フッ素系

②表面・界面を利用した異種ナノ材料の

材料などの成果が出ています。

変換する二段階の反応で進むことを明ら

した。従来のような延伸・熱処理を施す

両親媒性高分子を利用してキャスト法に

ナノメートルスケールでの３次元的構造設

かにしました。この手法を応用すると最小

ことなく、１０ｎｍでも強誘電性を示す超薄

より形成される超撥水表面をセンサー表

計、③光・電子・励起子（光＋電子）
・分

膜厚０．
４ｎｍからなるＳ
ｉＯ２超薄膜をＰＥＴ基

膜の作製が可能です」。

面として、水中における酸素濃度測定用

子の動きを利用したデバイスの開発をキー

この研究は、２０１４年１２月、第９回籏

センシングシステムを開発・検討しました。

ワードに研究を進めていきたいと考えてい

野奨学基金多元物質科学研究奨励賞に

フッ化炭素鎖を側鎖に有する両親媒性高

ます。これらを達成するためには、最高

選ばれました。

分子と酸素に敏感な発光応答を示すポル

のお手本である自然を熟考し深く理解す

フィリン白金錯体を含む薄膜をキャスト法

ることで思考力を培うことが必要になってく

により作製しました」。

ると思います」。

三ツ石研究室の若き２人の研究者の研
究を紹介します。

フッ素系両親媒性高分子を利用した
溶存酸素センサーの開発

モノマーの結合可能数が２つ以上になると、
網の目
となりネットワークを形成することができる。環状シ
ロキサンとよばれる多官能性モノマーを用いて、溶
媒に可溶なポリマーを合成し、未反応の反応基を
利用してポリマーをネットワーク化することで、
ネット
ワークポリマー薄膜を合成することができる。ネット
ワーク化することで、耐熱性や機械的強度などが
大幅に向上する。

マー、高耐熱・高透明フィルム、光学素子）
、

例えば、ナノフォトニクスやナノエレクト

間がかかる等の問題がありました。

ネットワークポリマー薄膜

「今後の研究の展開は、①高分子の
多様性を利用した材料のナノデザイン、

4つの手を持つ環状シロキサンを基本ユニット
としたネットワークポリマー薄膜

双極子モーメント
ポリフッ化ビニリデン
（ＰＶＤＦ）
は、主鎖の－ＣＨ２－
と－ＣＦ２－間の電荷の偏りによる双極子モーメント
が発生する。全トランス型のコンフォメーションをと
る場合、双極子モーメントの総和は最大となり、印
加電場の反転により双極子モーメントの配向変化
を誘起できる。電場がなくても自発分極という形で
双極子モーメントが配向している状態を維持するこ
とができる性質を強誘電性と呼び、
ＰＶＤＦは代表
的な強誘電性高分子として知られている。

β相（斜方晶）
ＰＶＤＦがとりうる結晶相の一つである。－
（ＣＨ２－
ＣＦ２）
－の主鎖が全トランス型のコンフォメーションをと
り、
ＰＶＤＦが強誘電性をしめす由縁となる結晶相
である。
この結晶相をいかに高効率に発現するか

得られた薄膜表面での水滴の接触角

材料の小型化・軽量化が進むにつれ

三ツ石研究室では、フッ素系両親媒性

は１５０度以上に達し、超撥水性であるこ

て、ボトムアップ的アプローチを可能とす

である。

高分子を利用した発光型溶存酸素の開

とを確認しました。水中において発光強

るハイブリッドナノ材料にかかる期待が大

酸素消光

発も行っています。

度をモニターしたところ、水中の酸素濃度

きくなっています。様々なナノ材料をナノ

りん光を示す発光性色素は、
まわりに酸素が存在

に対し、直線的に発光強度が変化するこ

メートルスケールで集積・構造制御するだ

するとエネルギー移動により失活する。酸素濃度

とが明らかとなり、センサー薄膜として良

けでなく、構造制御された空間での光や

好に機能することを実証しました。超撥

電荷、分子の輸送を深く理解し、表面・

水面で高い酸素消光性を持つことで、大

界面を含む構造・機能の関係を明らかに

秋田杉をもとに作られる曲げわっぱは、樹齢２００年の年輪が描く見事な平行線からなり、自然の

気中・液体中での高精度測定ができる高

していきたいと三ツ石教授は語ります。

美しさ・素晴らしさを感じます。大事に使えば十年以上もつそうです。自然の恵みに感謝しつつホッ

感度酸素センサーの開発が可能

山本俊介助教

朱慧娥助教

秋田県大館の曲げわっぱ。自然の恵みに感謝しつつホッとするひととき
お弁当の時間です。いつも妻に作ってもらっています。自分たちで栽培した野菜が入っている
時は、何とも言えない新鮮さが味わえます。器は秋田県大館市を訪れた時に作った曲げわっぱ。

とするひととき。気分を一新して午後からの仕事に取り組むための元気の源となっています。

OFF TIME

がナノエレクトロニクスの発展にとって重要な課題

に依存した発光特性をもつ分子を用いることで、
酸素濃度を発光強度としてモニターするセンサー
の開発が可能となる。代表的な例としてポルフィリ
ン金属錯体があり、風洞実験における感圧塗料な
どに用いられる。

となりました。
様々な地域から研究者・学生が集う三ツ石研
究室。
ソフト系高分子ナノシート材料の開発、
光電子機能性ハイブリッド高分子ナノ集積体
の構築など、
様々な形で高度な高分子ハイブ
リッ
ド材料の研究開発を展開します。
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しなやかなシステムを求めて
生命機能の外部刺激制御法の開発と構造
和田研究室が研究開発のベースとするものが「生体高分子」です。
生体の持つ「しなやかなシステム」
を新しい機能材料の発現に活かし
ていきたいと考えています。
タンパク質などの生体が作っている高分子は、環境に順応して”
し
なやか”
に形を変え、必要に応じ”
しなやか”
に機能を発現しています。
しかし、天然のものそのものを使うことは難しい。そこで和田研究室
が考える手法が、核酸化学・ペプチド化学・糖化学といった自然にも
生体にも優しい生化学と高選択的・高効率・高収率・精緻な合成技
術である合成化学との融合。この融合により、新しい材料を作ってい
こうというパラダイムシフトにもつながる新手法です。
和田研究室が現在進めている具体的な研究領域は、ＤＮＡやＲＮＡ
などの核酸、そしてタンパク質などの生体高分子をベースにしたもの。
多元物質科学研究所
生命機能制御物質化学研究分野 教授

和田
健彦
FOREFRONT REVIEW
生体関連化合物・高分子材料に生化学と合成化学を融合

した新手法を導入する和田研究室。 生体高分子の機能材
料への展開と動的機能制御を行いながら、 外部刺激応答
型人工核酸の創製・がん細胞／ハイポキシア細胞特異的
核酸医薬創製を目指しています。

WADA , Takehiko

1961年、
大阪府生まれ。大阪大学工学部応用精密化学科卒
業。大阪大学大学院工学研究科応用精密化学専攻後期課
程修了。工学博士。大阪大学工学部助手、大阪大学大学院
工学研究科助教授。ニューヨーク・コロンビア大学博士研究員。
JST「さきがけ研究」研究員
（兼任）
。2007年東北大学多元物
質科学研究所教授。光化学協会理事、
日本化学会代議員、
高
分子学会東北支部理事、
日本ケミカルバイオロジー学会世話
役、
日本核酸医薬学会世話役、
日本化学会生体機能化学部
会幹事、
日本化学会生命化学研究会理事、
高分子学会バイオ
研究会 運営委員、
Photobio.Photochm.,C:Editorial Boad。
1994年高分子学会 平成５年度高分子研究奨励金
（現 奨励
賞）
受賞。2001年日本化学会 生体機能関連化学シンポジウ
ム講演賞受賞。2010年光化学協会 光化学協会賞受賞。

人工核酸などの生体高分子を核に、次世代インテリジェント型ナノバ
イオ機能材料への応用を目指し研究を行っています。
ナノバイオ分子において、その優れた機能のｏｎ－ｏ
ｆ
ｆ制御は、実用
化に向け重要な課題であり、和田研究室では外部刺激に応答して機
能発現のｏｎ－ｏ
ｆ
ｆ制御が可能な人工核酸の創製に取り組んでいます。
さらに、がん細胞特有の細胞内環境情報に応答し、正常細胞に
は副作用を発現しないがん細胞特異的核酸医薬の開発や、さまざま
な生体機能分子の外部因子による自在な機能制御の実現に向け研
究を行っています。
＜研究テーマ＞
• 外部刺激応答型人工核酸の開発
• がん細胞特異的核酸医薬分子の開発
• 細胞内環境応答性生命機能制御材料の創製
• プロテアーゼ活性検出蛍光タンパク開発
• 生体高分子を不斉反応場とする超分子不斉光反応
• 高感度高時間分解円二色スペクトル測定装置の開発

http://tagen.tohoku.ac.jp/modules/
laboratory/index.php?laboid=25
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しなやかなシステムを求めて
生命機能の外部刺激制御法の開発と構造
和田研究室が研究開発のベースとするものが「生体高分子」です。
生体の持つ「しなやかなシステム」
を新しい機能材料の発現に活かし
ていきたいと考えています。
タンパク質などの生体が作っている高分子は、環境に順応して”
し
なやか”
に形を変え、必要に応じ”
しなやか”
に機能を発現しています。
しかし、天然のものそのものを使うことは難しい。そこで和田研究室
が考える手法が、核酸化学・ペプチド化学・糖化学といった自然にも
生体にも優しい生化学と高選択的・高効率・高収率・精緻な合成技
術である合成化学との融合。この融合により、新しい材料を作ってい
こうというパラダイムシフトにもつながる新手法です。
和田研究室が現在進めている具体的な研究領域は、ＤＮＡやＲＮＡ
などの核酸、そしてタンパク質などの生体高分子をベースにしたもの。
多元物質科学研究所
生命機能制御物質化学研究分野 教授

和田
健彦
FOREFRONT REVIEW
生体関連化合物・高分子材料に生化学と合成化学を融合

した新手法を導入する和田研究室。 生体高分子の機能材
料への展開と動的機能制御を行いながら、 外部刺激応答
型人工核酸の創製・がん細胞／ハイポキシア細胞特異的
核酸医薬創製を目指しています。

WADA , Takehiko

1961年、
大阪府生まれ。大阪大学工学部応用精密化学科卒
業。大阪大学大学院工学研究科応用精密化学専攻後期課
程修了。工学博士。大阪大学工学部助手、大阪大学大学院
工学研究科助教授。ニューヨーク・コロンビア大学博士研究員。
JST「さきがけ研究」研究員
（兼任）
。2007年東北大学多元物
質科学研究所教授。光化学協会理事、
日本化学会代議員、
高
分子学会東北支部理事、
日本ケミカルバイオロジー学会世話
役、
日本核酸医薬学会世話役、
日本化学会生体機能化学部
会幹事、
日本化学会生命化学研究会理事、
高分子学会バイオ
研究会 運営委員、
Photobio.Photochm.,C:Editorial Boad。
1994年高分子学会 平成５年度高分子研究奨励金
（現 奨励
賞）
受賞。2001年日本化学会 生体機能関連化学シンポジウ
ム講演賞受賞。2010年光化学協会 光化学協会賞受賞。

人工核酸などの生体高分子を核に、次世代インテリジェント型ナノバ
イオ機能材料への応用を目指し研究を行っています。
ナノバイオ分子において、その優れた機能のｏｎ－ｏ
ｆ
ｆ制御は、実用
化に向け重要な課題であり、和田研究室では外部刺激に応答して機
能発現のｏｎ－ｏ
ｆ
ｆ制御が可能な人工核酸の創製に取り組んでいます。
さらに、がん細胞特有の細胞内環境情報に応答し、正常細胞に
は副作用を発現しないがん細胞特異的核酸医薬の開発や、さまざま
な生体機能分子の外部因子による自在な機能制御の実現に向け研
究を行っています。
＜研究テーマ＞
• 外部刺激応答型人工核酸の開発
• がん細胞特異的核酸医薬分子の開発
• 細胞内環境応答性生命機能制御材料の創製
• プロテアーゼ活性検出蛍光タンパク開発
• 生体高分子を不斉反応場とする超分子不斉光反応
• 高感度高時間分解円二色スペクトル測定装置の開発

http://tagen.tohoku.ac.jp/modules/
laboratory/index.php?laboid=25

35

TAGEN FOREFRONT

TAGEN FOREFRONT

36

FOREFRONT REVIEW

06

がんが再発したら自動的に薬効を発現できる

塩 基 部が背 中を向けてい

核酸医薬がつくれたら。和田研究室では、正

れば（ｓｙｎ配 向 ）核 酸を認

常細胞の細胞質はpH＝7.2、
がん細胞の細

識せずに、
前を向いていれば

胞質pHはpH6.2〜6.8とわずかに低い。
この

（ａｎｔ
ｉ配向）、標的ＲＮＡを

わずかな差をトリガーにして発現する新しい核

認識。塩基部の向きを変え

酸医薬品の研究開発を進めています。

ることにより、標的の核酸を
認識するという仕組みを発
見しました。ホウ酸エステル
形成を行うことにより、
ｐＨに

がん細胞だけに特異的に効く
外部刺激応答型人工核酸の創製

よって塩基部配向のａｎ
ｔ
ｉ→
ｓｙｎ配向制御ができます。

疾患を遺伝子レベルで治療する核酸医薬法の一
つ。
標的ＲＮＡと錯体を形成することにより、
標的ＲＮＡ
の情報／機能発現を阻害し、
疾の治癒を目指す。疾
患の原因タンパク質をコードするｍＲＮＡのみならず、
最近ではより効果的な治療効果が期待されるｓ
ｉ
ＲＮＡ
やｍ
ｉ
ＲＮＡ
（マイクロＲＮＡ）
を標的とした様々な戦略が

核酸医薬

成できる核酸医薬品が、世界中で研究

最近その高い医療効果で注目されている抗体医薬
と同じバイオ医薬のひとつで、
抗体医薬に続く次世
代医薬品として期待されている。従来の低分子医

配列の異なる同じような塩基配列ＲＮＡが

薬品と区別し高分子医薬とよばれることもある。疾

行しないと手術や化学療法ができないとい

いっぱいあります。このＲＮＡと結合し正

がん細胞の細胞質 pH は pH６．
２～６．
８

的ＲＮＡを認識して、くっついて錯体を作

う状況で、このことが転移や悪性化の進

常な細胞の中でも薬効を発現してしまい

に下がります。このわずかな差をトリガー

り、がん細胞の活動を停めるわけです」。

和田健彦教授はがんに対する治療薬

行につながっています。まだ小さく検診な

副作用になるわけです」。

にすることができれば、目に見えるようにな

つまり首（塩基部分）
の向きのスイッチン

象にならなかった遺伝性疾患に対する適用も可能

研究に進んだ経緯を語ります。「高校生

どで見落とされるがん細胞の増殖を止める

ここから、和田教授は有効な化学合成

る前に分子レベルでがんを直すことができ

グ。ではどのように塩基部分の向きを変え

であり、
注目を集めている。天然のＤＮＡやＲＮＡは生

の時に母親をがんでなくしました。この

「核酸医薬」の創製が現在切望されてい

核酸医薬を作りあげるために①がんだけ

るようになります。

るか。和田研究室では、この課題に対し

開発を目指し、
化学修飾核酸医薬の研究が世界中

時、本気でがんを治したい、検診などで

ます。

に効く、がんだけをターゲットにする②が

「ｐＨによるｏｎ－ｏ
ｆ
ｆ制御機能を持たせた

て、分子の中にホウ酸を入れることによっ

で精力的に推進されている。

「がんになることによって、体内でどんな

んになったらくっついて錯体をつくる、直っ

核酸医薬。正常細胞内環境では、標的

て、ホウ酸エステル形成が行われて、塩

錯体

変化が起きているかというと、実はＤＮＡ

たら離れる、という観点を旗印に研究を

ＲＮＡだけでなくＤＮＡとも全く相互作用し

基部配向のａｎ
ｔ
ｉ→ｓｙｎ配向制御にするこ

ここでは標的ＲＮＡを核酸医薬が認識し、
結合した

大腸がんは年齢があがると指数関数

の中の塩基ＧがＴに変わるというほんの小

進めてきました。

ないというものが作ることができれば、副

とを発見しました。つまり、ホウ酸を入るこ

的に増えているといいます。現在の医療

さな変化が起きているだけなのです。こ

作用のないがん治療剤として使えるわけ

とにアンチセンス機能のｏｎ－ｏ
ｆ
ｆが可能に

現場では、目に見える形にまでがんが進

の変異が起きた DNA からのタンパク質

です」。

なるわけです。さらに電荷を持っていない

見落とされたがんも治せる新しい薬を創
りたいと思ったのです」。

合成など機能発現を抑制できた

ても再発するというケースが多くみられま

ルに機能する核酸医薬づくりの発想。和

７．
２の時は分子内ホウ酸エステル形成を

す。したがって、再発したらすぐに自動

田教授の哲学によって新しいがん治療薬

形成し、塩基部は分子内水素結合により

ＲＮＡがキーになります。このＲ

的に核酸医薬が発現することが理想とな

づくりの道筋が生まれました。

ｓｙｎ配向になりますが、がん細胞内のｐＨ

ＮＡの機能を抑制できたら特効

ります。

薬として有用なものになるので
はないか？
「ターゲットとなるＲＮＡの塩基

化学と精緻な合成技術である合成化学との融合するという新手法を採

ので非常に安定な錯体ができます。
「しかも、ホウ酸は正常細胞であるｐＨ

DNA の機能が発現する時、

新しい機能材料の発現に活かしていくこと。自然にも生体にも優しい生

固定された機能を発現する核酸医薬
ではなく、状況・環境に応じてフレキシブ

できるわけです」。

和田研究室が研究開発の哲学は、生体の持つ「しなやかなシステム」
を

がんだけに効く選択性
何をトリガーにするか？
がんの怖さは再発にあります。手術し

ら、がんの進行を止めることが

「何をトリガー（きっかけ）
にしてがん細
胞を認識し発現するか？ 我々が注目した
ものが、ｐＨです」。

配列を認識して強く結合し、が

がんが大きくなる時、血管の新生が追

んの発生を抑える核酸医薬とい

いつかず、酸素の供給が足らなくなり、

う考え方が生まれました。ＲＮＡ

細胞の代謝経路が変化し、pH が下がり

に結合して安定な複合体を形

ます。正常細胞の細胞質だとｐＨは７．
２、

用しています。

一流のモノや人との出逢いを、楽しんでいきたいですね
父親が亡くなった時、時計と万年筆もらったのですが、やはり一流のものが持つ

MY FAVORITE

ｏｎ－ｏｆｆをリバーシブルに変化させる
ペプチドリボ核酸（ＰＲＮＡ）の開発

６．
２に下がったホウ酸エステルがはずれ、

複合体を意味する。錯体を形成することにより、
標的
ＲＮＡの情報／機能発現を阻害し、
核酸医薬として
の機能を発現する。錯体の安定性は、
核酸医薬とし
ての効果・機能の重要な因子であるが、
安定すぎる
と後述の触媒的核酸医薬としての機能が阻害され
るため、
最適な安定性、
“しなやか”
な安定性の付与
が求められる。

エステル形成
一般にはアルコールとカルボン酸からエステル結合
が形成されることを意味する。
ここでは、
アルコール、
特にペプチドリボ核酸がもつ２つのアルコール
（ｃ
ｉ
ｓ
－ジオール）
とホウ酸類が結合し、
形成するホウ酸エ
ステルの形成を意味する。
ホウ酸エステルが形成さ
れることにより、
ペプチドリボ核酸の糖部構造が変

的にどのようにこの制御の仕組みを実現

胞であるかを自動的に判断し、制御する

するのでしょうか？

人工核酸医薬づくりへの道筋を見いだす
ことができました」。
ターゲット核酸との錯体形成と解離を、

のが塩基部の向きです。塩基部が背中

わずかなｐＨの変化により可逆的に制御す

を向けていれば
（ｓｙｎ配向）核酸を認識せ

ることのできる人工核酸の開発に成功し

ずに、前を向いていれば
（ａｎ
ｔ
ｉ配向）
、標

体内で直ぐに分解されるため、
効果的な治療薬の

ん細胞と錯体を作るという仕組みを作り上
げることができました。念願だったがん細

に認識し、錯体を作るか？ ポイントとなる

遺伝子レベルでの治療を目的とした治療薬であり、
筋ジストロフィー症など従来の低分子医薬品では対

それにより塩基部分がａｎ
ｔ
ｉ配向になり、が

ｐＨによって制御する。それでは、具体

「まずどのように標的の核酸をどのよう

患・疾病の原因タンパク質合成やＤＮＡ／ＲＮＡなど’

た瞬間でした。副作用のないがんの特効
薬開発の可能性を切り拓い

化し、
塩基部の配向がａｎ
ｔ
ｉからｓｙｎに変化する。

ａｎｔ
ｉ⇆ｓｙｎ配向制御
標的ＲＮＡと錯体を形成するためには、
ペプチドリボ
核酸の塩基部は前を向いている必要があり、
この配
向を
“ａｎ
ｔ
ｉ”
と呼びます。
一方、
塩基部が標的ＲＮＡに
対し背中を向けている
“ｓｙｎ”
配向では、
ＲＮＡを認識す
ることも錯体を形成することも出来ません。
このため、
ペプチドリボ核酸の核酸塩基がｓｙｎ配向からａｎ
ｔ
ｉ配
向に変化すると、
標的ＲＮＡとの錯体が形成されるこ
とになります。
このａｎ
ｔ
ｉ⇆ｓｙｎ配向変化も
“しなやか”
に何度も繰り返すことが出来ますので、
標的ＲＮＡと
の錯体も形成されたり離れたり、
必要に応じて
“しなや

たこの画期的な人工核酸

か”
に変化することが出来ます。

ジャズ、カーネギーホールでのミュージカル…。本場で本物を楽しむ時間を大切にし

はペプチドリボ核酸（ＰＲＮ

ペプチドリボ核酸
（ＰＲＮＡ）

ています。

Ａ）
と名付けられました。

がん細胞の中でだけ核酸医薬として機能し、
正常

質感はいいですね。それ以来自分も本物にこだわるようになりました。ニューヨークの

一流の人との出逢いも素晴らしいものです。海外でも、
一流の学者は違います。
トッ

（左）
有機光化学の第一人者であり、
プレベルの人は腰が低い。ビールを片手にピザを食べながら、フランクにこちらの話 和田教授の師であるNicholas J
に真剣に耳を傾けてくれる。その上で、相手の土俵に入って的確な質問や指摘をし Turro先生からのメッセージは宝物。
天然有機化合物研究の重鎮、
てくれます。自分もこういう一流の立ち振る舞いができるようになりたいと思っています。 （右）
中西香爾先生にいただいたサイン。
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アンチセンス分子

提案され、
実証実験が報告され、
注目されている。

開発されてきました。しかし、ほんの少し

しなやかな発想で
がんを直したい

TERM INFORMATION

TAGEN FOREFRONT

細胞では副作用も毒性も発現しないことを目的に設
計・合成された新規人工核酸。人体に存在するアミ
わずかなp Hの変 化により可 逆 的に

ノ酸を主鎖骨格
（背骨）
とし、
ＲＮＡを構成するリボヌク

制 御 可 能な新しい人 工 核 酸を作 成

レオシドを
（手足として）
側鎖に組込んだ構造をもち、

した和 田 研 究 室 。ペプチドリボ核 酸

がん細胞やハイポキシア状態の細胞環境で核酸

（PRNA）
と名付けられた人工核酸を

医薬としての機能を発現するためフェニルボロン酸

ベースに新たながんの特効薬の設計・

を導入するなど、
いくつもの機能素子を分子内に組

合成を進めています。

込み、
進化し続けている。
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がんが再発したら自動的に薬効を発現できる

塩 基 部が背 中を向けてい

核酸医薬がつくれたら。和田研究室では、正

れば（ｓｙｎ配 向 ）核 酸を認

常細胞の細胞質はpH＝7.2、
がん細胞の細

識せずに、
前を向いていれば

胞質pHはpH6.2〜6.8とわずかに低い。
この

（ａｎｔ
ｉ配向）、標的ＲＮＡを

わずかな差をトリガーにして発現する新しい核

認識。塩基部の向きを変え

酸医薬品の研究開発を進めています。

ることにより、標的の核酸を
認識するという仕組みを発
見しました。ホウ酸エステル
形成を行うことにより、
ｐＨに

がん細胞だけに特異的に効く
外部刺激応答型人工核酸の創製

よって塩基部配向のａｎ
ｔ
ｉ→
ｓｙｎ配向制御ができます。

疾患を遺伝子レベルで治療する核酸医薬法の一
つ。
標的ＲＮＡと錯体を形成することにより、
標的ＲＮＡ
の情報／機能発現を阻害し、
疾の治癒を目指す。疾
患の原因タンパク質をコードするｍＲＮＡのみならず、
最近ではより効果的な治療効果が期待されるｓ
ｉ
ＲＮＡ
やｍ
ｉ
ＲＮＡ
（マイクロＲＮＡ）
を標的とした様々な戦略が

核酸医薬

成できる核酸医薬品が、世界中で研究

最近その高い医療効果で注目されている抗体医薬
と同じバイオ医薬のひとつで、
抗体医薬に続く次世
代医薬品として期待されている。従来の低分子医

配列の異なる同じような塩基配列ＲＮＡが

薬品と区別し高分子医薬とよばれることもある。疾

行しないと手術や化学療法ができないとい

いっぱいあります。このＲＮＡと結合し正

がん細胞の細胞質 pH は pH６．
２～６．
８

的ＲＮＡを認識して、くっついて錯体を作

う状況で、このことが転移や悪性化の進

常な細胞の中でも薬効を発現してしまい

に下がります。このわずかな差をトリガー

り、がん細胞の活動を停めるわけです」。

和田健彦教授はがんに対する治療薬

行につながっています。まだ小さく検診な

副作用になるわけです」。

にすることができれば、目に見えるようにな

つまり首（塩基部分）
の向きのスイッチン

象にならなかった遺伝性疾患に対する適用も可能

研究に進んだ経緯を語ります。「高校生

どで見落とされるがん細胞の増殖を止める

ここから、和田教授は有効な化学合成

る前に分子レベルでがんを直すことができ

グ。ではどのように塩基部分の向きを変え

であり、
注目を集めている。天然のＤＮＡやＲＮＡは生

の時に母親をがんでなくしました。この

「核酸医薬」の創製が現在切望されてい

核酸医薬を作りあげるために①がんだけ

るようになります。

るか。和田研究室では、この課題に対し

開発を目指し、
化学修飾核酸医薬の研究が世界中

時、本気でがんを治したい、検診などで

ます。

に効く、がんだけをターゲットにする②が

「ｐＨによるｏｎ－ｏ
ｆ
ｆ制御機能を持たせた

て、分子の中にホウ酸を入れることによっ

で精力的に推進されている。

「がんになることによって、体内でどんな

んになったらくっついて錯体をつくる、直っ

核酸医薬。正常細胞内環境では、標的

て、ホウ酸エステル形成が行われて、塩

錯体

変化が起きているかというと、実はＤＮＡ

たら離れる、という観点を旗印に研究を

ＲＮＡだけでなくＤＮＡとも全く相互作用し

基部配向のａｎ
ｔ
ｉ→ｓｙｎ配向制御にするこ

ここでは標的ＲＮＡを核酸医薬が認識し、
結合した

大腸がんは年齢があがると指数関数

の中の塩基ＧがＴに変わるというほんの小

進めてきました。

ないというものが作ることができれば、副

とを発見しました。つまり、ホウ酸を入るこ

的に増えているといいます。現在の医療

さな変化が起きているだけなのです。こ

作用のないがん治療剤として使えるわけ

とにアンチセンス機能のｏｎ－ｏ
ｆ
ｆが可能に

現場では、目に見える形にまでがんが進

の変異が起きた DNA からのタンパク質

です」。

なるわけです。さらに電荷を持っていない

見落とされたがんも治せる新しい薬を創
りたいと思ったのです」。

合成など機能発現を抑制できた

ても再発するというケースが多くみられま

ルに機能する核酸医薬づくりの発想。和

７．
２の時は分子内ホウ酸エステル形成を

す。したがって、再発したらすぐに自動

田教授の哲学によって新しいがん治療薬

形成し、塩基部は分子内水素結合により

ＲＮＡがキーになります。このＲ

的に核酸医薬が発現することが理想とな

づくりの道筋が生まれました。

ｓｙｎ配向になりますが、がん細胞内のｐＨ

ＮＡの機能を抑制できたら特効

ります。

薬として有用なものになるので
はないか？
「ターゲットとなるＲＮＡの塩基

化学と精緻な合成技術である合成化学との融合するという新手法を採

ので非常に安定な錯体ができます。
「しかも、ホウ酸は正常細胞であるｐＨ

DNA の機能が発現する時、

新しい機能材料の発現に活かしていくこと。自然にも生体にも優しい生

固定された機能を発現する核酸医薬
ではなく、状況・環境に応じてフレキシブ

できるわけです」。

和田研究室が研究開発の哲学は、生体の持つ「しなやかなシステム」
を

がんだけに効く選択性
何をトリガーにするか？
がんの怖さは再発にあります。手術し

ら、がんの進行を止めることが

「何をトリガー（きっかけ）
にしてがん細
胞を認識し発現するか？ 我々が注目した
ものが、ｐＨです」。

配列を認識して強く結合し、が

がんが大きくなる時、血管の新生が追

んの発生を抑える核酸医薬とい

いつかず、酸素の供給が足らなくなり、

う考え方が生まれました。ＲＮＡ

細胞の代謝経路が変化し、pH が下がり

に結合して安定な複合体を形

ます。正常細胞の細胞質だとｐＨは７．
２、

用しています。

一流のモノや人との出逢いを、楽しんでいきたいですね
父親が亡くなった時、時計と万年筆もらったのですが、やはり一流のものが持つ

MY FAVORITE

ｏｎ－ｏｆｆをリバーシブルに変化させる
ペプチドリボ核酸（ＰＲＮＡ）の開発

６．
２に下がったホウ酸エステルがはずれ、

複合体を意味する。錯体を形成することにより、
標的
ＲＮＡの情報／機能発現を阻害し、
核酸医薬として
の機能を発現する。錯体の安定性は、
核酸医薬とし
ての効果・機能の重要な因子であるが、
安定すぎる
と後述の触媒的核酸医薬としての機能が阻害され
るため、
最適な安定性、
“しなやか”
な安定性の付与
が求められる。

エステル形成
一般にはアルコールとカルボン酸からエステル結合
が形成されることを意味する。
ここでは、
アルコール、
特にペプチドリボ核酸がもつ２つのアルコール
（ｃ
ｉ
ｓ
－ジオール）
とホウ酸類が結合し、
形成するホウ酸エ
ステルの形成を意味する。
ホウ酸エステルが形成さ
れることにより、
ペプチドリボ核酸の糖部構造が変

的にどのようにこの制御の仕組みを実現

胞であるかを自動的に判断し、制御する

するのでしょうか？

人工核酸医薬づくりへの道筋を見いだす
ことができました」。
ターゲット核酸との錯体形成と解離を、

のが塩基部の向きです。塩基部が背中

わずかなｐＨの変化により可逆的に制御す

を向けていれば
（ｓｙｎ配向）核酸を認識せ

ることのできる人工核酸の開発に成功し

ずに、前を向いていれば
（ａｎ
ｔ
ｉ配向）
、標

体内で直ぐに分解されるため、
効果的な治療薬の

ん細胞と錯体を作るという仕組みを作り上
げることができました。念願だったがん細

に認識し、錯体を作るか？ ポイントとなる

遺伝子レベルでの治療を目的とした治療薬であり、
筋ジストロフィー症など従来の低分子医薬品では対

それにより塩基部分がａｎ
ｔ
ｉ配向になり、が

ｐＨによって制御する。それでは、具体

「まずどのように標的の核酸をどのよう

患・疾病の原因タンパク質合成やＤＮＡ／ＲＮＡなど’

た瞬間でした。副作用のないがんの特効
薬開発の可能性を切り拓い

化し、
塩基部の配向がａｎ
ｔ
ｉからｓｙｎに変化する。

ａｎｔ
ｉ⇆ｓｙｎ配向制御
標的ＲＮＡと錯体を形成するためには、
ペプチドリボ
核酸の塩基部は前を向いている必要があり、
この配
向を
“ａｎ
ｔ
ｉ”
と呼びます。
一方、
塩基部が標的ＲＮＡに
対し背中を向けている
“ｓｙｎ”
配向では、
ＲＮＡを認識す
ることも錯体を形成することも出来ません。
このため、
ペプチドリボ核酸の核酸塩基がｓｙｎ配向からａｎ
ｔ
ｉ配
向に変化すると、
標的ＲＮＡとの錯体が形成されるこ
とになります。
このａｎ
ｔ
ｉ⇆ｓｙｎ配向変化も
“しなやか”
に何度も繰り返すことが出来ますので、
標的ＲＮＡと
の錯体も形成されたり離れたり、
必要に応じて
“しなや

たこの画期的な人工核酸

か”
に変化することが出来ます。

ジャズ、カーネギーホールでのミュージカル…。本場で本物を楽しむ時間を大切にし

はペプチドリボ核酸（ＰＲＮ

ペプチドリボ核酸
（ＰＲＮＡ）

ています。

Ａ）
と名付けられました。

がん細胞の中でだけ核酸医薬として機能し、
正常

質感はいいですね。それ以来自分も本物にこだわるようになりました。ニューヨークの

一流の人との出逢いも素晴らしいものです。海外でも、
一流の学者は違います。
トッ

（左）
有機光化学の第一人者であり、
プレベルの人は腰が低い。ビールを片手にピザを食べながら、フランクにこちらの話 和田教授の師であるNicholas J
に真剣に耳を傾けてくれる。その上で、相手の土俵に入って的確な質問や指摘をし Turro先生からのメッセージは宝物。
天然有機化合物研究の重鎮、
てくれます。自分もこういう一流の立ち振る舞いができるようになりたいと思っています。 （右）
中西香爾先生にいただいたサイン。
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提案され、
実証実験が報告され、
注目されている。

開発されてきました。しかし、ほんの少し

しなやかな発想で
がんを直したい

TERM INFORMATION

TAGEN FOREFRONT

細胞では副作用も毒性も発現しないことを目的に設
計・合成された新規人工核酸。人体に存在するアミ
わずかなp Hの変 化により可 逆 的に

ノ酸を主鎖骨格
（背骨）
とし、
ＲＮＡを構成するリボヌク

制 御 可 能な新しい人 工 核 酸を作 成

レオシドを
（手足として）
側鎖に組込んだ構造をもち、

した和 田 研 究 室 。ペプチドリボ核 酸

がん細胞やハイポキシア状態の細胞環境で核酸

（PRNA）
と名付けられた人工核酸を

医薬としての機能を発現するためフェニルボロン酸

ベースに新たながんの特効薬の設計・

を導入するなど、
いくつもの機能素子を分子内に組

合成を進めています。

込み、
進化し続けている。

TAGEN FOREFRONT
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FOREFRONT REVIEW

06

応じたｐＨで薬効を発現できるようにＰＲＮＡ
に組込むボロン酸のエステル形成を制御
する仕組みの研究を進めています。

環境調和型のプロセス
光不斉合成化学にもチャレンジ

三大疾病に対応できる
新医薬品の開発へ
多彩な機能を付加できる
モジュール法による設計
和田研究室では、現在東京医科歯科
大学の横田隆徳教授と共同研究で、多

「研究室では今、環境調和型のプロ
pＨの違いを調整できるようにすることでターゲットだけ

いく必要があります。和田研究室では、
モジュール法と

に効く薬をつくることができます。がん・脳梗塞・心筋梗

います。その一つがキラル化合物を合成

いうモジュールの特性を利用した合目的論理的かつ効

塞という三大疾患に有効な人工核酸の設計・合成を

率的な核酸医薬の分子設計を行っています。

視野に入れて研究を進めています。

する光不斉合成です。従来の熱的反応

を入れないといけません。とてもいい発想

「しかしこの問題以外に、細胞の中に

だけど、臨床レベルでは厳しいと言われま

入るどうやって入れるんだと言う問題もあり

した」。

ました」。

では、どうするか？

セスに注目し、いろいろな研究を進めて

実際の臨床で使える薬にするには、PRNAをつないで

pHを調整することで
三大疾患が治せる可能性も

によるキラル化合物合成は、遷移金属や
有機溶媒を大量に使用するなど、環境
負荷が非常に大きいという問題がありまし
た。それに対して、光反応によるキラル

「がんに対して有効に働く人工核酸医

化合物合成は、低温で反応できますし、

この問題を解決するきっかけとなったの

薬の開発を行ってきましたが、横田先生

エネルギーソースが光ですので、非常に
環境にやさしいものです」。

彩で有効な機能を付加できるモジュール

「先生に言わせると酵素の中にはＲＮＡ

でがエイズ感染の原因であるＨＩＶウイル

は脳梗塞・心筋梗塞を含めた三大疾患

法という手法を活用して本格的な人工核

だけを切ってくれる酵素ＲＮａ
ｓ
ｅ Ｈがある。

ス。感染性の分子は非常に細胞膜を通り

に効くのではと言ってくれています」。

酸医薬づくりを行っています。

これをうまく活用すれば、ＰＲＮＡを再利用

やすい性質を持っていますが、そのポイン

できるのではないかというアイデアをいただ

トとなるのがアルギニンです。

和田研究室では、環境負荷の少ない

モジュール法
ペプチドリボ核酸を効果的な核酸医薬として実用化する
には、
標的のがん細胞やハイポキシア細胞に導入する必
要があります。
このためにアルギニンユニットを組込みまし
た。
また、
標的ＲＮＡとの錯体の安定性を高めるためペプチ
ド核酸と呼ばれる人工核酸を組込みました。
さらに後述す
るＲＮａｓｅＨ活性を利用した触媒的核酸医薬としての応
用のために、
ＤＮＡをペプチドリボ核酸に組込みました。
こ
のように、
必要となる目的を実現するため、
問題を解決し得
る分子・化合物をモジュールと考え、
論理的考察に基づき
ペプチドリボ核酸に必要なモジュールを必要な数だけ、
必
要な位置に組込む方法を”
モジュール法”
と名付けました。
モジュール法はペプチドリボ核酸の設計のみならず、多く
の分子設計に適用でき、
一般性を有すると考えています。

ＲＮａｓｅ活性
ＲＮａｓｅＨは、主に細胞の核中に存在し、
ＤＮＡとＲＮＡから
形成される錯体を認識し、
ＲＮＡだけを選択的に切断する
酵素。
ＲＮａｓｅＨ活性があると、
核酸医薬と錯体を形成した
標的ＲＮＡだけが切断され、
核酸医薬は次の標的ＲＮＡとま
た錯体を形成することが出来、
ひとつの核酸医薬で沢山
の標的ＲＮＡの情報／機能発現を阻害することが可能と
なり、
極少量の核酸医薬分子で高い治療効果の発現が
期待されるため、
ＲＮａｓｅＨ活性は実用的な核酸医薬開発
にとって重要なファクターと考えられている。
ＲＮａｓｅＨ活性
を有する核酸医薬を、
特に触媒的核酸医薬とよばれる事
もある。

脳梗塞になると直後は大丈夫でも、次

光を反応の駆動力して、タンパク質など生

標的ＲＮＡ

の日に亡くなってしまうことがあります。こ

体高分子を不斉反応場として活用する超

「アルギニンを核酸医薬分子の中に組

れは、脳梗塞により血管が詰まり、細胞

分子不斉光反応という新規合成方法論を

和田研究室では、キメラ人工核酸ＰＲＰＤ

み入れるといいのではということで実験し

がハイポキシアと言われる低酸素症にな

提案し、その有用性を実証してきました。

がん細胞に発生するＲＮＡとくっついて錯

と標的ＲＮＡとの錯体に対してＲＮａｓｅ Ｈ

てみたのですが、びっくりするぐらい細胞

り、自分自身を殺すアポトーシスを起こして

基底状態と励起状態両方の相互作用

体を作るとなると、ＲＮＡの数だけＰＲＮＡ

がどれくらい切断効果があるかを検証。

の中に入るという結果を得ることができま

しまうことが主な原因の一つです。

ここでは、
核酸医薬が標的とする疾患細胞において重要
な役割を果たしているＲＮＡの総称。代表的な標的ＲＮＡと
しては、
疾患の病因となるタンパク質や酵素の合成を司る
ｍＲＮＡがあげられる。最近では、様々な疾患の発症や伝
播に大きく関与することが明らかにされているｍｉ
ＲＮＡが標
的とされることも多くなっている。
さらにタンパク質合成や遺
伝情報発現制御に大きく関与しているＲＮＡ
ｉ（ＲＮＡイン
ターフェレンス）
やｓ
ｉ
ＲＮＡ
（短鎖インターフェレンスＲＮＡ）
など
も標的ＲＮＡとした研究が報告されている。

「横田先生との共同研究の中で、ひと
つひとつ臨床に耐えうる核酸医薬設計を
試行錯誤の中で行っています。例えば、

きました」。

詳細に検討した結果、応す
るＰＲＰＤ／ＲＮＡ錯体に比較

した」。
ＰＲＮＡにアルギニンを導入することで、

して２０倍程度の非常に高

静電相互作用によるＲＮＡとの錯体安定

いＲＮＡ選択的切断活性を

化と高い細胞膜透過能付与が達成されま

有することが明らかとなりま

した。

制御を行いながらの高効率超分子不斉

また、心筋梗塞でも血流がとまり、酸

光反応の実現は、一般性を有し、今後

素が行き渡らなくなり、アポトーシスを起こ

適用反応例の拡大、基質特異性の向上

してしまうことでは同じ現象と言えます。

により不斉光化学反応の有効な方法論と

この酸素がとまり、
ｐＨが下がり、アポトー
シスしていく細胞に有効な薬をＰＲＮＡによ

しての展開が期待されています。
「ファージディスプレイにより合成した抗

した。 核 酸 医 薬の実 用 化

「自動的に細胞の状態を感じることがで

に向け、一歩前進したわけ

き、がんになるとむくむくと起き上がる人工

「がん・脳梗塞・心筋梗塞では、それ

います。自分の欲しい化合物を自在に作っ

です。

核酸。我々はこれをＰＲＮＡロボットと呼ん

ぞれハイポキシア細胞のｐＨが微妙に違う

てくれる抗体を反応場として利用する。光

でいます。リスクのある年齢になったら投

のです。この微細なｐＨの違いを調整でき

と抗体を使い新しい人工酵素を構築し、

切断していくか。RNase HによるRNA

与すると自然に直してくれる薬。長年夢で

るようになれば、三大疾患それぞれに効

欲しい化合物を作り出すという新しい方法

切断活性を検証した結果、非常に高い

あった自然にがんを直してくれる薬の開発

く薬を設計できるようになるわけです」。

論です。核酸医薬の動物実験では医学

ターゲットとなるRNAをいかに効率的に

RNA選択的切断活性を実現すること
が分かりました。

本物の前では時間をかける。大好きなゴッホは何時間でも見ています
最近はあまり時間が取れずにオフタイムらしいオフタイムの過ごし方をしていないですね。
その中でも海外に行った際、時間が空いた時には、メトロポリタン美術館などで大好き

に、ひとつ前進できたような気がします」。

OFF TIME

り生み出すことができるといいます。

体を利用する新しい方法論を打ち出して

和田研究室では、三大疾患に効く人

部の先生方と共同研究しながら病因タン

工核酸医薬の開発に向け、標的細胞に

パク質を撃退し、一方でそのタンパク質を
利用した環境調和型のプロセスを開発し
ているわけです」。
生体のしなやかさを活用し、まったく新
しいしなやかな合成技術を開発していく。

なゴッホを観に行ったりする時間を大切にしています。優れたのものに出会うというのは、

和田研究室のしなやかな研究開発は未

とても濃密な時間が過ごすことができます。

来を切り拓いています。

ゴッホの絵はとても立体的で、絵の具の躍動を感じます。見る角度によって全然違う
印象が浮かんできます。警備員には最初「怪しいやつ」
と思われたと思いますが、何日も
何時間もずっと同じ絵を見ているので、最後には
「あなたのような人はなかなかいない」
と
褒められました。

人工核酸医薬研究だけではなく、
タンパク質など生体高分子
を不斉反応場として活用する超分子不斉光反応という新規
合成方法論を提案するなど、和田研究室では次代を見つめた
環境調和型のプロセス開発にもチャレンジしています。
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ハイポキシア
酸素欠乏症とよばれる、低酸素状態にある細胞状態の
総称。増幅期のがん細胞などでは放射線治療や化学療
法が効き難いことが知られていたが、
これはがん細胞周辺
が低酸素状態になっていることに基づくことが解明されて
きた。
さらに脳梗塞や心筋梗塞を起こした細胞周辺も同
様に低酸素環境になり、
この低酸素ストレス応答が疾患
の重篤化などに深く関与することも報告され、
新しい創薬
ターゲットとしてハイポキシアが注目されている。

光不斉合成化学
アミノ酸のＤ体、
Ｌ体で知られる右手型、左手型の関係に
あるキラル化合物を作り分ける不斉合成を、光化学的ア
プローチにより達成しようとする新しい方法論。キラル化
合物は、
化学的性質は全く同じなのに、
Ｌ－グルタミン酸は
旨味成分なのにＤ－グルタミン酸は苦いように、
人体への
効果が全く異なり、
薬をはじめ多くの分野でその需要が高
まり、
不斉合成は最も重要な化学分野のひとつである。
ク
リーンな光を用いる光不斉合成は地球環境に優しい合
成法として注目されているが、中間体の短い寿命や弱い
相互作用のため、
実用的な合成法とは成り得ていなかっ
た。和田研究室ではタンパク質などを利用した超分子不
斉光反応を提案し、
ほぼ１００％の作り分けに成功するな
ど、
世界のトップリーダーとして研究を推進している。

ファージディスプレイ
抗体は、生体における防御機構である免疫系の中心的
役割を担う分子のひとつであり、
生体に侵入した全ての抗
原に対して結合できる10の10乗を超える耐用性を有して
いると考えられている。
この多様性を利用して熱的化学反
応の選択性の向上のための触媒として用いる研究が多
数報告されている。標的抗体をマウスに注射し、
マウスの
免疫系を利用して抗体を合成し、回収・利用する方法が
主流であったが、動物実験を避ける意味からも多様な抗
体を発現するよう工夫したウイルスのひとつであるファージ
を利用し、標的抗体に結合する抗体を効率よく合成する
方法。
なお、光不斉反応に抗体を用いた例は報告されて
おらず、
世界で初めての系である。
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応じたｐＨで薬効を発現できるようにＰＲＮＡ
に組込むボロン酸のエステル形成を制御
する仕組みの研究を進めています。

環境調和型のプロセス
光不斉合成化学にもチャレンジ

三大疾病に対応できる
新医薬品の開発へ
多彩な機能を付加できる
モジュール法による設計
和田研究室では、現在東京医科歯科
大学の横田隆徳教授と共同研究で、多

「研究室では今、環境調和型のプロ
pＨの違いを調整できるようにすることでターゲットだけ

いく必要があります。和田研究室では、
モジュール法と

に効く薬をつくることができます。がん・脳梗塞・心筋梗

います。その一つがキラル化合物を合成

いうモジュールの特性を利用した合目的論理的かつ効

塞という三大疾患に有効な人工核酸の設計・合成を

率的な核酸医薬の分子設計を行っています。

視野に入れて研究を進めています。

する光不斉合成です。従来の熱的反応

を入れないといけません。とてもいい発想

「しかしこの問題以外に、細胞の中に

だけど、臨床レベルでは厳しいと言われま

入るどうやって入れるんだと言う問題もあり

した」。

ました」。

では、どうするか？

セスに注目し、いろいろな研究を進めて

実際の臨床で使える薬にするには、PRNAをつないで

pHを調整することで
三大疾患が治せる可能性も

によるキラル化合物合成は、遷移金属や
有機溶媒を大量に使用するなど、環境
負荷が非常に大きいという問題がありまし
た。それに対して、光反応によるキラル

「がんに対して有効に働く人工核酸医

化合物合成は、低温で反応できますし、

この問題を解決するきっかけとなったの

薬の開発を行ってきましたが、横田先生

エネルギーソースが光ですので、非常に
環境にやさしいものです」。

彩で有効な機能を付加できるモジュール

「先生に言わせると酵素の中にはＲＮＡ

でがエイズ感染の原因であるＨＩＶウイル

は脳梗塞・心筋梗塞を含めた三大疾患

法という手法を活用して本格的な人工核

だけを切ってくれる酵素ＲＮａ
ｓ
ｅ Ｈがある。

ス。感染性の分子は非常に細胞膜を通り

に効くのではと言ってくれています」。

酸医薬づくりを行っています。

これをうまく活用すれば、ＰＲＮＡを再利用

やすい性質を持っていますが、そのポイン

できるのではないかというアイデアをいただ

トとなるのがアルギニンです。

和田研究室では、環境負荷の少ない

モジュール法
ペプチドリボ核酸を効果的な核酸医薬として実用化する
には、
標的のがん細胞やハイポキシア細胞に導入する必
要があります。
このためにアルギニンユニットを組込みまし
た。
また、
標的ＲＮＡとの錯体の安定性を高めるためペプチ
ド核酸と呼ばれる人工核酸を組込みました。
さらに後述す
るＲＮａｓｅＨ活性を利用した触媒的核酸医薬としての応
用のために、
ＤＮＡをペプチドリボ核酸に組込みました。
こ
のように、
必要となる目的を実現するため、
問題を解決し得
る分子・化合物をモジュールと考え、
論理的考察に基づき
ペプチドリボ核酸に必要なモジュールを必要な数だけ、
必
要な位置に組込む方法を”
モジュール法”
と名付けました。
モジュール法はペプチドリボ核酸の設計のみならず、多く
の分子設計に適用でき、
一般性を有すると考えています。

ＲＮａｓｅ活性
ＲＮａｓｅＨは、主に細胞の核中に存在し、
ＤＮＡとＲＮＡから
形成される錯体を認識し、
ＲＮＡだけを選択的に切断する
酵素。
ＲＮａｓｅＨ活性があると、
核酸医薬と錯体を形成した
標的ＲＮＡだけが切断され、
核酸医薬は次の標的ＲＮＡとま
た錯体を形成することが出来、
ひとつの核酸医薬で沢山
の標的ＲＮＡの情報／機能発現を阻害することが可能と
なり、
極少量の核酸医薬分子で高い治療効果の発現が
期待されるため、
ＲＮａｓｅＨ活性は実用的な核酸医薬開発
にとって重要なファクターと考えられている。
ＲＮａｓｅＨ活性
を有する核酸医薬を、
特に触媒的核酸医薬とよばれる事
もある。

脳梗塞になると直後は大丈夫でも、次

光を反応の駆動力して、タンパク質など生

標的ＲＮＡ

の日に亡くなってしまうことがあります。こ

体高分子を不斉反応場として活用する超

「アルギニンを核酸医薬分子の中に組

れは、脳梗塞により血管が詰まり、細胞

分子不斉光反応という新規合成方法論を

和田研究室では、キメラ人工核酸ＰＲＰＤ

み入れるといいのではということで実験し

がハイポキシアと言われる低酸素症にな

提案し、その有用性を実証してきました。

がん細胞に発生するＲＮＡとくっついて錯

と標的ＲＮＡとの錯体に対してＲＮａｓｅ Ｈ

てみたのですが、びっくりするぐらい細胞

り、自分自身を殺すアポトーシスを起こして

基底状態と励起状態両方の相互作用

体を作るとなると、ＲＮＡの数だけＰＲＮＡ

がどれくらい切断効果があるかを検証。

の中に入るという結果を得ることができま

しまうことが主な原因の一つです。

ここでは、
核酸医薬が標的とする疾患細胞において重要
な役割を果たしているＲＮＡの総称。代表的な標的ＲＮＡと
しては、
疾患の病因となるタンパク質や酵素の合成を司る
ｍＲＮＡがあげられる。最近では、様々な疾患の発症や伝
播に大きく関与することが明らかにされているｍｉ
ＲＮＡが標
的とされることも多くなっている。
さらにタンパク質合成や遺
伝情報発現制御に大きく関与しているＲＮＡ
ｉ（ＲＮＡイン
ターフェレンス）
やｓ
ｉ
ＲＮＡ
（短鎖インターフェレンスＲＮＡ）
など
も標的ＲＮＡとした研究が報告されている。

「横田先生との共同研究の中で、ひと
つひとつ臨床に耐えうる核酸医薬設計を
試行錯誤の中で行っています。例えば、

きました」。

詳細に検討した結果、応す
るＰＲＰＤ／ＲＮＡ錯体に比較

した」。
ＰＲＮＡにアルギニンを導入することで、

して２０倍程度の非常に高

静電相互作用によるＲＮＡとの錯体安定

いＲＮＡ選択的切断活性を

化と高い細胞膜透過能付与が達成されま

有することが明らかとなりま

した。

制御を行いながらの高効率超分子不斉

また、心筋梗塞でも血流がとまり、酸

光反応の実現は、一般性を有し、今後

素が行き渡らなくなり、アポトーシスを起こ

適用反応例の拡大、基質特異性の向上

してしまうことでは同じ現象と言えます。

により不斉光化学反応の有効な方法論と

この酸素がとまり、
ｐＨが下がり、アポトー
シスしていく細胞に有効な薬をＰＲＮＡによ

しての展開が期待されています。
「ファージディスプレイにより合成した抗

した。 核 酸 医 薬の実 用 化

「自動的に細胞の状態を感じることがで

に向け、一歩前進したわけ

き、がんになるとむくむくと起き上がる人工

「がん・脳梗塞・心筋梗塞では、それ

います。自分の欲しい化合物を自在に作っ

です。

核酸。我々はこれをＰＲＮＡロボットと呼ん

ぞれハイポキシア細胞のｐＨが微妙に違う

てくれる抗体を反応場として利用する。光

でいます。リスクのある年齢になったら投

のです。この微細なｐＨの違いを調整でき

と抗体を使い新しい人工酵素を構築し、

切断していくか。RNase HによるRNA

与すると自然に直してくれる薬。長年夢で

るようになれば、三大疾患それぞれに効

欲しい化合物を作り出すという新しい方法

切断活性を検証した結果、非常に高い

あった自然にがんを直してくれる薬の開発

く薬を設計できるようになるわけです」。

論です。核酸医薬の動物実験では医学

ターゲットとなるRNAをいかに効率的に

RNA選択的切断活性を実現すること
が分かりました。

本物の前では時間をかける。大好きなゴッホは何時間でも見ています
最近はあまり時間が取れずにオフタイムらしいオフタイムの過ごし方をしていないですね。
その中でも海外に行った際、時間が空いた時には、メトロポリタン美術館などで大好き

に、ひとつ前進できたような気がします」。

OFF TIME

り生み出すことができるといいます。

体を利用する新しい方法論を打ち出して

和田研究室では、三大疾患に効く人

部の先生方と共同研究しながら病因タン

工核酸医薬の開発に向け、標的細胞に

パク質を撃退し、一方でそのタンパク質を
利用した環境調和型のプロセスを開発し
ているわけです」。
生体のしなやかさを活用し、まったく新
しいしなやかな合成技術を開発していく。

なゴッホを観に行ったりする時間を大切にしています。優れたのものに出会うというのは、

和田研究室のしなやかな研究開発は未

とても濃密な時間が過ごすことができます。

来を切り拓いています。

ゴッホの絵はとても立体的で、絵の具の躍動を感じます。見る角度によって全然違う
印象が浮かんできます。警備員には最初「怪しいやつ」
と思われたと思いますが、何日も
何時間もずっと同じ絵を見ているので、最後には
「あなたのような人はなかなかいない」
と
褒められました。

人工核酸医薬研究だけではなく、
タンパク質など生体高分子
を不斉反応場として活用する超分子不斉光反応という新規
合成方法論を提案するなど、和田研究室では次代を見つめた
環境調和型のプロセス開発にもチャレンジしています。
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ハイポキシア
酸素欠乏症とよばれる、低酸素状態にある細胞状態の
総称。増幅期のがん細胞などでは放射線治療や化学療
法が効き難いことが知られていたが、
これはがん細胞周辺
が低酸素状態になっていることに基づくことが解明されて
きた。
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合物は、
化学的性質は全く同じなのに、
Ｌ－グルタミン酸は
旨味成分なのにＤ－グルタミン酸は苦いように、
人体への
効果が全く異なり、
薬をはじめ多くの分野でその需要が高
まり、
不斉合成は最も重要な化学分野のひとつである。
ク
リーンな光を用いる光不斉合成は地球環境に優しい合
成法として注目されているが、中間体の短い寿命や弱い
相互作用のため、
実用的な合成法とは成り得ていなかっ
た。和田研究室ではタンパク質などを利用した超分子不
斉光反応を提案し、
ほぼ１００％の作り分けに成功するな
ど、
世界のトップリーダーとして研究を推進している。

ファージディスプレイ
抗体は、生体における防御機構である免疫系の中心的
役割を担う分子のひとつであり、
生体に侵入した全ての抗
原に対して結合できる10の10乗を超える耐用性を有して
いると考えられている。
この多様性を利用して熱的化学反
応の選択性の向上のための触媒として用いる研究が多
数報告されている。標的抗体をマウスに注射し、
マウスの
免疫系を利用して抗体を合成し、回収・利用する方法が
主流であったが、動物実験を避ける意味からも多様な抗
体を発現するよう工夫したウイルスのひとつであるファージ
を利用し、標的抗体に結合する抗体を効率よく合成する
方法。
なお、光不斉反応に抗体を用いた例は報告されて
おらず、
世界で初めての系である。
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スピントロニクスへ向けた
単一分子のスピンの検出と操作
米田研究室がこだわるのは「分子一個」です。分子一個を計測・
操作できることによって、新しい素子として打ち出すことができると考え
ます。
「分子一個」
を計測する装置は走査型プローブ顕微鏡です。走査
型プローブ顕微鏡を中心とした装置開発を通じて、ナノ領域科学の
基本となる計測技術や原子分子制御技術を開拓し、分子の特徴を
生かした素子開発を行おうとしています。
特に近年、量子コンピューターやスピントロニクスへの応用から単一
スピン検出が求められており、米田研究室は単一スピンの検出手法
の開発と、分子の特徴を生かした用いた分子スピントロニクス素子の
開発を進めています。
単一スピン検出の手法として、孤立スピンと伝導電子が形成する近
多元物質科学研究所
走査プローブ計測技術研究分野 教授

米田
忠弘
KOMEDA , Tadahiro

FOREFRONT REVIEW

1960年奈良県生まれ。1984年京都大学理学
部卒業、物理および化学専攻、1986年京都大
学理学系修士課程化学専攻修了、1989年京都

単一分子を見る。単一分子を操作する。米田研究室は、単一分子

大学理学系博士課程化学専攻修了、理学博士。

から広がる新しいスピントロ二クスの世界を追求しています。単一分

州立大学ポスドク研究員 Prof．
John H Weaver、

子の構造設計図を作りだすとともに、それを組織化することにより、
新たな機能を創出していくことを目指しています。
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藤状態を測定する方法を用いて、単一分子磁石のスピンを検知しま
した。
この近藤状態は金属イオンではなく、有機リガンドから生じているこ
とを示し、それを利用して分子をＳＴＭ探針で回転させることでスピン
のオン・オフが可能なことを示しました。
また局在したスピンが磁場中で歳差運動を行うことを利用し、その
周期に同期したトンネル電流の変化を周波数分解することでスピンを
検知する手法、ＥＳＲ－ＳＴＭを開発し、シリコン酸化膜中のスピンの
検出に成功しています。
＜研究テーマ＞
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• 環境触媒の基礎解明に向けた表面・分子相互作用の研究
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て出力するという走査トンネル顕
微鏡の仕組み。分子の特定部位
の伸縮、
角度のはさみ振動などの
分子振動の情報を得ることがで
きるようになっています。

TERM INFORMATION
走査トンネル顕微鏡
先端が鋭い金属の探針を導電性のある試料に近
づけ、両者に数Ｖ
（ボルト）
の電圧差を設ける場合、
その間の距離が１ｎｍ
（１０億分の１ｍ）
以下になっ

単一分子の電気特性を見て
新たな分子機能を創出する

た時にトンネル電流が生じる。この電流は探針―

る。
トンネル電流は本質的に局所的で、
その広がり

分子振動の情報は

りました。

て我々の研究室はドラスティックに分子一

注目したのが非弾性ト
す」。

測。分子同士を直接に橋架けした素子の作製が可能
となったことにより、単一分子の特性測定が可能にな

分子の特長を生かせる
分子スケール材料開発へ

で原子分解能を持った顕微鏡像を得ることができ

ンネル分光（ＩＥＴＳ）で

従来までは難しかった単一分子の電気伝導度の計

既に光学スペクトルを

このため、分子の特長を生かせる分

ある特性が多数報告されています。

試料間の距離に敏感であり、探針を走査すること

分析を実現するために

用いた優れたデータベースがありますが、

は０．
３ｎｍ程度しかない。

トンネル電流
２つの金属が１ｎｍまで接近すると、量子効果に
よってあたかも壁をすり抜けるように電子が、
１つの
塊から別の塊へ流れていく。
この効果をトンネル効
果と呼び、電子の波動性を示す、量子的な現象で

個で計測することを究極の目的にしていま

子スケールの材料開発が不可欠になって

「単一分子素子では電極が１ｎｍ程度

ＩＥＴＳを用いた測 定についても同様に

あるとともに、江崎ダイオードなどによって実用にも

す」。

います。新しい素子開発にする可能性を

に接近しているため、直接の電気的接触

データベースが構築できれば、単一の分

ものがトンネル顕微鏡であり、非常に接近した探針

米田研究室が追求する単一分子。従

切り拓くために、米田研究室では、「分

がなくてもトンネル電流が流れ、このトンネ

子についての ＩＥＴＳ情報から、電極と分

が表面の凹凸を原子レベルで検知することから、

なんと、１０００ｋｍ四方の砂漠にある１ｍｍ

来までは分子と電気は関わりないものと考

子ナノシステム」
というものを追求していま

ル電流が電極にはさまれた分子の状態に

子の接合作製過程で分子が破壊されて

いられている。

の砂粒の数と同じなんです。少量の物質

えられていましたが、現在では一分子は

す。分子ナノシステムとは、電極に挟まれ

ついて情報を与えてくれます。具体的に

いないかなどの情報について適否判断・

にも分子はいかに多く存在するか分かって

発光素子として新しい素子開発に結びつ

た単一分子のシステム。単一分子の電

は、分子の特定部位の伸縮、分子振動

修正が可能であり、総合的な電極評価な

いただけると思います」。

くと期待されています。

気特性を計ることを可能にし、それをもと

などの情報を得ることができます」。

どに役立つと期待されています。

「たった１モル
（０．
０６ｃ
ｃ）
の水に含まれる
水分子の数はどれくらいだと思いますか。

この小さな一分子に対して米田研究室

「ナノテクノロジー関連分野では、演算

に、単一分子の構造設計図を作成すると

「一分子を見ることができる顕微鏡は限

ではどのようにアプローチしようとしている

や記憶を行う基本単位である素子を分子

ともに分子をネットワーク化し、新たな機能

られています。電子顕微鏡は汎用性が

のでしょうか。「分子を計測する際、従来

単位で作製することを目指しています。ま

を創出していくことを目指しています。様々

高いのですが高いエネルギーが必要で、

までは、ある一定の量の分子を平均して

た、有機分子や生体分子の電子材料へ

なグループとの共同研究により、ナノテクノ

分子が焦げてしまいます。それに対して

ＳＴＭのもつ高い空間分解能は、「観

計っていました。純粋に単一分子素子で

の応用が重要な研究課題として位置づけ

ロジー技術の進化を加速させています。

走査トンネル顕微鏡は電子をこわさずに見

察する」だけでなく表面の原子・分子を

の化学分析は不可能でした。これに対し

られています。この両者の成果を組み合

ることができます」。

選択して「動かす」
ことも可能にしてくれま

役立てられている。その現象を顕微鏡に応用した

原子分解能を持った数少ない顕微鏡として広く用

分子振動
分子の特定の部位の結合距離が伸縮したり、結
合のはさみ角度が振動したりする現象。振動分光
法は分子の同定には欠かせない手法。赤外光の

ＳＴＭの空間分解能を
原子・分子操作に用いる

吸収や可視光のラマン散乱を利用する光を用い
た手法のほかに、電子を照射し振動励起で損失す
るエネルギーを検知する電子エネルギー損失分光
（EELS）
などが一般的。
しかし、
いずれの手法も少
なくとも数億個の分子の集合で測定しない限り、
強度が不十分で有意義な信号が得られ無い。

素子

して単一分子素子が注

分子一個を見る顕微鏡
走査トンネル顕微鏡

Ｔｕｎｎｅ
ｌ
ｉ
ｎｇ Ｍｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｃｏｐｅ）
はプローブ
（探

「ＳＴＭの探針により、試料間での分子

目されています」。

米田研究室が研究を進める単一分子そ

針）
を試料表面に沿って高精度に動かし

のやり取りをしたり、分子に働く力で押し

のものの電気伝導度計測。これは、微

ながら測定を繰り返すことで、試料の物

たり、引いたり、さらに分子自身の振動を

ちいることで分子固有の性質が明瞭に現れ、多く

細加工技術の進歩により小さい分子同士

理パラメータをプローブ位置の関数として

励起させることによって、主に固体表面の

の新規の機能を持った動作が報告されています。

米田研究室では、
ドラスティックに

に橋架けすることができる１ｎｍ程度の隙

求め、結果を画像として出力する顕微鏡

＂個々の原子や分子＂を対象として、場

分子一個の構造や電導特性など

非弾性トンネル分光

間を持った電極が開発されたことによって

です。米田研究室では、このＳＴＭの可

所を移動させたり、加工したり、化学反

の単一分子の構造解明・電導特

実現しています。単一分子素子を用いた

能性を様々な観点から追求しています。

応を制御することができます」。

性解明をもとに、
分子の特徴を生か

その特性測定では、従来の多数の分子

「ＳＴＭは電極の種類や実験者に依存

ＳＴＭによる原子・分子操作では、逆

で作られた分子素子とは全く異なる興味

して測定データのばらつきが大きいことが

に高い電圧や、大きなトンネル電流によっ

指摘されており、電極間の微小領域の

て、試料表面の状態を意識的に変化さ

分析が求められていました。この微細な

せることができます。ピエゾ素子（電圧を

わせた特徴的な素子と

を計測することを目指しています。
こ

した新しい素子開発に結びつけた
いと考えています。

うどんが好きだったのに一瞬で忘れさせた、東北のそばの素晴らしさ
生まれは奈良なんです。清水谷というところで、坂上田村麻呂が出た場所です。東北に来て
「ア
テルイを良く連れていったな」
と同僚の先生に言われたことがありますね。
東北に来て感動したものというと
「そば」
です。関西ではあんなにうどんが好きだったのに一瞬で
忘れてしまいましたね。好きなのは田舎そばですね。東北の風土が感じられて、
やみつきになります。
肉そばを冷たくして食べるという不思議な食べ物がありますが、関西にはなかったですね。味もそ
ばのコシも、とても気に入っています。

MY FAVORITE

走査トンネル顕微鏡（ＳＴＭ：Ｓｃａｎｎ
ｉ
ｎｇ

す。

演算や記憶を行う基本単位。次の世代の素子では
ボトムアップ方式で自己組織化的に構造が形成さ
れることに注目が集まり、有機分子を電子材料とし
て用いることが考えられています。単一の分子をも

トンネル現象の最中に他の現象が引き起こされる
ことも可能。たとえば２つの電極の間に分子が挟
まれていて、
２つの電極の間を電子がトンネルする
場合、分子の振動が励起されることなどが考えられ
る。
その場合、
トンネルしてくる電子のエネルギーは
引き起こされた振動モードのエネルギー分だけ小さ
くなる。
これを非弾性トンネル過程とよび、
そこ引き
起こされた振動モードを同定し分子の化学分析に

付加することにより伸び縮みする素子）
を

使用する試みがなされている。

用いて、深針の位置を高精度で制御でき

ピエゾ素子

るため、対象とする原子・分子を選択的

電界がかかると伸び縮みする素子。多くはペロブ

に抜き取ったり、場所を移動させたり、極

スカイト酸化物を用いている。STM装置の中心

限レベルでの操作が実現できます。

素子。

STMは「観察する」
だけでなく、探針により原子・分子を選択
お伊勢参りの定番、黒く濃厚なつゆを太い麺に絡めて食
べる伊勢うどんも好きでしたが、
今はすっかりそば派です。

的に抜き取ったり、場所を移動させたり、極限レベルでの操作
が可能です。
この原子・分子操作により、
さらに分子レベルの
素子開発の可能性が広がります。
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は、分子の特定部位の伸縮、分子振動

修正が可能であり、総合的な電極評価な

いただけると思います」。

くと期待されています。

気特性を計ることを可能にし、それをもと

などの情報を得ることができます」。

どに役立つと期待されています。

「たった１モル
（０．
０６ｃ
ｃ）
の水に含まれる
水分子の数はどれくらいだと思いますか。

この小さな一分子に対して米田研究室

「ナノテクノロジー関連分野では、演算

に、単一分子の構造設計図を作成すると

「一分子を見ることができる顕微鏡は限

ではどのようにアプローチしようとしている

や記憶を行う基本単位である素子を分子

ともに分子をネットワーク化し、新たな機能

られています。電子顕微鏡は汎用性が

のでしょうか。「分子を計測する際、従来

単位で作製することを目指しています。ま

を創出していくことを目指しています。様々

高いのですが高いエネルギーが必要で、

までは、ある一定の量の分子を平均して

た、有機分子や生体分子の電子材料へ

なグループとの共同研究により、ナノテクノ

分子が焦げてしまいます。それに対して

ＳＴＭのもつ高い空間分解能は、「観

計っていました。純粋に単一分子素子で

の応用が重要な研究課題として位置づけ

ロジー技術の進化を加速させています。

走査トンネル顕微鏡は電子をこわさずに見

察する」だけでなく表面の原子・分子を

の化学分析は不可能でした。これに対し

られています。この両者の成果を組み合

ることができます」。

選択して「動かす」
ことも可能にしてくれま

役立てられている。その現象を顕微鏡に応用した

原子分解能を持った数少ない顕微鏡として広く用

分子振動
分子の特定の部位の結合距離が伸縮したり、結
合のはさみ角度が振動したりする現象。振動分光
法は分子の同定には欠かせない手法。赤外光の

ＳＴＭの空間分解能を
原子・分子操作に用いる

吸収や可視光のラマン散乱を利用する光を用い
た手法のほかに、電子を照射し振動励起で損失す
るエネルギーを検知する電子エネルギー損失分光
（EELS）
などが一般的。
しかし、
いずれの手法も少
なくとも数億個の分子の集合で測定しない限り、
強度が不十分で有意義な信号が得られ無い。

素子

して単一分子素子が注

分子一個を見る顕微鏡
走査トンネル顕微鏡

Ｔｕｎｎｅ
ｌ
ｉ
ｎｇ Ｍｉ
ｃ
ｒ
ｏ
ｓ
ｃｏｐｅ）
はプローブ
（探

「ＳＴＭの探針により、試料間での分子

目されています」。

米田研究室が研究を進める単一分子そ

針）
を試料表面に沿って高精度に動かし

のやり取りをしたり、分子に働く力で押し

のものの電気伝導度計測。これは、微

ながら測定を繰り返すことで、試料の物

たり、引いたり、さらに分子自身の振動を

ちいることで分子固有の性質が明瞭に現れ、多く

細加工技術の進歩により小さい分子同士

理パラメータをプローブ位置の関数として

励起させることによって、主に固体表面の

の新規の機能を持った動作が報告されています。

米田研究室では、
ドラスティックに

に橋架けすることができる１ｎｍ程度の隙

求め、結果を画像として出力する顕微鏡

＂個々の原子や分子＂を対象として、場

分子一個の構造や電導特性など

非弾性トンネル分光

間を持った電極が開発されたことによって

です。米田研究室では、このＳＴＭの可

所を移動させたり、加工したり、化学反

の単一分子の構造解明・電導特

実現しています。単一分子素子を用いた

能性を様々な観点から追求しています。

応を制御することができます」。

性解明をもとに、
分子の特徴を生か

その特性測定では、従来の多数の分子

「ＳＴＭは電極の種類や実験者に依存

ＳＴＭによる原子・分子操作では、逆

で作られた分子素子とは全く異なる興味

して測定データのばらつきが大きいことが

に高い電圧や、大きなトンネル電流によっ

指摘されており、電極間の微小領域の

て、試料表面の状態を意識的に変化さ

分析が求められていました。この微細な

せることができます。ピエゾ素子（電圧を

わせた特徴的な素子と

を計測することを目指しています。
こ

した新しい素子開発に結びつけた
いと考えています。

うどんが好きだったのに一瞬で忘れさせた、東北のそばの素晴らしさ
生まれは奈良なんです。清水谷というところで、坂上田村麻呂が出た場所です。東北に来て
「ア
テルイを良く連れていったな」
と同僚の先生に言われたことがありますね。
東北に来て感動したものというと
「そば」
です。関西ではあんなにうどんが好きだったのに一瞬で
忘れてしまいましたね。好きなのは田舎そばですね。東北の風土が感じられて、
やみつきになります。
肉そばを冷たくして食べるという不思議な食べ物がありますが、関西にはなかったですね。味もそ
ばのコシも、とても気に入っています。

MY FAVORITE

走査トンネル顕微鏡（ＳＴＭ：Ｓｃａｎｎ
ｉ
ｎｇ

す。

演算や記憶を行う基本単位。次の世代の素子では
ボトムアップ方式で自己組織化的に構造が形成さ
れることに注目が集まり、有機分子を電子材料とし
て用いることが考えられています。単一の分子をも

トンネル現象の最中に他の現象が引き起こされる
ことも可能。たとえば２つの電極の間に分子が挟
まれていて、
２つの電極の間を電子がトンネルする
場合、分子の振動が励起されることなどが考えられ
る。
その場合、
トンネルしてくる電子のエネルギーは
引き起こされた振動モードのエネルギー分だけ小さ
くなる。
これを非弾性トンネル過程とよび、
そこ引き
起こされた振動モードを同定し分子の化学分析に

付加することにより伸び縮みする素子）
を

使用する試みがなされている。

用いて、深針の位置を高精度で制御でき

ピエゾ素子

るため、対象とする原子・分子を選択的

電界がかかると伸び縮みする素子。多くはペロブ

に抜き取ったり、場所を移動させたり、極

スカイト酸化物を用いている。STM装置の中心

限レベルでの操作が実現できます。

素子。

STMは「観察する」
だけでなく、探針により原子・分子を選択
お伊勢参りの定番、黒く濃厚なつゆを太い麺に絡めて食
べる伊勢うどんも好きでしたが、
今はすっかりそば派です。

的に抜き取ったり、場所を移動させたり、極限レベルでの操作
が可能です。
この原子・分子操作により、
さらに分子レベルの
素子開発の可能性が広がります。
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分子の単一スピンを最小の磁

単一分子のスピンを自由に操作すること

石として活用するという発想。
よ

により、電気伝導度の制御に成功。量

り大容量で熱を発生しない新し

子コンピューターへの可能性を拓くべく、

いカタチの情報処理を実現す

日夜研究を進めています。

TERM INFORMATION
バルク磁石

る上で可能性豊かな技術であ
ると期待されています。

金属強磁性体である鉄やニッケル。磁石の基本
単位のスピンが協調して同じ方向を向くことでエネ
ルギー的に安定な構造を作り、
スピンが揃った状
態、
すなわち強磁性状態を作る。これとは異なり、

します。近藤状態とは、孤

単分子磁石でオン・オフ成功
分子を用いた脳型情報処理へ

単分子磁石の場合、基本単位のスピンが、
いった

立した上向きスピンに対し下
向きスピンの電子が集まって
いる状態で、高い電子状態密度を示しま
す。この近藤状態を検出して、分子に存
可能性の実証がなされていなかったほか、

在する孤立スピンを計測することが可能に

単一スピンの操作には高い空間分解能が

なります」。

ん有る方向を向いた場合に、逆の方向にスピンが
向くようになるまでの時間（緩和時間と呼ばれる）

分子を用いた
脳型情報処理を目指して
現在のコンピューター以上の処理速度
が発揮されるように研究・開発が進めら

単分子を操作できることによって
生まれる新しい世界

に代わり、１つの分子が磁石として働く単

求められているにも関わらず、従来の手

一分子磁石が注目されているわけです」。

法では必要な空間分解能は得られていま

有機リガンドから生じていることを示し、そ

究室では、この量子力学の原理を応用し

単分子を操作できることによってどんな

従来までのバルク磁石と、分子による磁

せんでした。そこで、新たな磁石の制御

れを利用して分子をＳＴＭ探針で回転さ

た量子コンピューターは、最終的には分

方法の開発が求められていました」。

せることでスピンのオン・オフが可能なこと

子に行くだろうという予想しています。

活用が考えられるのでしょうか？ ひとつに

石の違いは何でしょうか。バルク磁石は、

は分子を磁石にするということです。

スピンが３次元・強磁性的に相互作用す

この近藤状態は金属イオンではなく、

れている量子コンピューティング。米田研

合、従来の半導体や金属といった無機物にはない

でも近づけないものかと思っています。そ

磁気記憶媒体などは技術の進歩に伴って

磁石のように振る舞うことで磁石の性質を

り、単一分子磁石を実現する。この理想

れに電流を流して向かい合う２枚のＰｃをく

のためには分子が必要と考えて研究を進

縮小化の方向に進んでいます。その磁気

生み出します。

を目指し、米田研究室が注目し研究を進

るりと回転させるという手法を開発し、２

めています」。

めているのが、テルビウム・フタロシアニン

枚のＰｃの相対角度を制御することで分子

米田研究室では、科学技術庁の「戦

次世代技術として開発が進められている

錯体分子です。中央のテルビウム金属原

磁石をオン・オフさせることに成功してい

略的基礎研究」
ＣＲＥＳＴの一つである山

分子エレクトロニクスに取り

子とフタロシアニン配位子から構成されて

ます」。

下プロジェクトの「分子技術による単分子

入れられ、分子スピントロ

いて、この構造を活かし磁石としての働き

ニクスとして発展していくこ

を発現することを目指しています。

量子磁石を用いた量子分子スピントロニク

明瞭な近藤状態が観測されましたが、配

スの創成」にも参加しています。このプロ

「フタロシアニン配位子にはπ軌道に電

位子を回転させた後（θ＝３０°
）では近藤

ジェクトでは、分子技術を最大限に活用

かし、これらの研究は始

子が１つだけ入っている不対電子があり、

状態は出現しませんでした。これは電流

し、ＳＭＭの磁気特性・量子トンネル効果

まったばかりで、単 分 子

この安定なラジカル状態から磁石の性質

で分子の配位子の相対角度を回転させる

を利用したスピンデバイスを作成すること

単位でのスピンの操作の

が生じています。磁石最小単位である単

ことで、磁石がオンの状態からオフの状

を目指しています。従来のシリコンテクノロ

一のスピンの検出は、現在でも開発競争

態へ操作可能であることを示しています。

ジーの限界を超えた究極のグリーンＩＴデ

が続けられている難しい計測の１つです

この研究では単分子単位で分子磁石

バイスの根幹となる可能性を秘めた独創

御方法とは異なる分子を配位子の相

が、この実験では分子にスピンが存在す

をオン・オフさせることが可能なことを示し、

対角度を回転させることで、磁石がオ

ること、すなわち磁石の状態となっている

究極の高密度磁気記録への応用が期待

「今後、分子研究の将来は様々に展

ことを
『近藤状態』があるかどうかで検知

されます。分子スピンを用いた電流制御。

開することが可能であると考えています。

世界に先駆けて開拓していることになりま

有機トランジスタや有機発光素子、薬、

す。

バイオマテリアル・バイオセンサー、有機

東北の温泉にすっかりはまりました。毎週のように温泉旅をしています
関西から来たのですが、東北の温泉の素晴らしさに感動しましたね。関西の方だと温泉は気合
いが入った一日旅になってしまいますが、こちらだと気軽に近場の温泉に日帰りで行けるのでいい
です。時間があれば毎週のように、蔵王のあたりの日帰り入浴に出かけています。
東北の温泉は泉質がいいという印象です。例えば、鳴子温泉のうなぎ湯なんて、ぬるぬるととろ
りとした肌触りがいいですね。また、いろいろな種類があるので毎週行っても飽きないですね。数
えてみると年間５０回ほど回っている計算になります。

配位子を回転させる前（θ＝４５°
）では

とが期待されています。し

であることを突き止めています。

OFF TIME

荷のあるなしを情報の「０／１」
に置き換えて処理し

のが特徴です。この脳のシステムに少し

なった構造を示していますが、今回、こ

ンの状態からオフの状態へ操作可能

現在、情報処理に用いられるエレクトロニクスは電

位子（Ｐｃ）
２枚が互いに向き合うように重

単分子単位のスピンを制御することによ

米田研究室では、従来の磁石の制

分子スピントロニクス

とするものである。その材料として分子を用いた場

異なり、１個のクラスタ分子や１本の鎖が

のＦｅやＣｏなどの古典磁石 ( バルク磁石 )

が集まる。

ています。速くてものすごく発熱の少ない

報記録媒体として用いられています。この

「単分子単位でのスピンによる磁石は、

分子の集合体。最近分子設計を行うことで、
ボトム
アップ型の意味のある構造を形成することに注目

「この分子は平面型のフタロシアニン配

対して、単一分子磁石は機構がまったく

ディスクの集積化が進行にともない、従来

クラスタ分子

ていたが、
スピンエレクトロニクスはその処理に電

身近なところでいうと磁気ディスクなどの情

ることで磁石の性質が現れます。それに

る。協調現象ではなく単一分子の性質である。

「私たちの脳は実に低い電圧で計算し

を示しました。

単分子磁石を用いて、単分子の単位で
磁石をオン・オフすることに成功

「磁石は日常的になじみの深い材料で、

が他の分子に比べて非常に長いことが特徴であ

的かつ挑戦的な研究です。

子の持つスピン情報を積極的に取り込んでいこう

優れた性質が議論されている。

近藤状態
孤立した上向きスピンがあるとその周辺に下向きス
ピンの電子が集まって、
上向きスピンを打ち消そうと
集合している状態で、
この状態が形成されると狭い
エネルギー領域に高い電子状態密度が作られる。

フタロシアニン配位子
錯体は、金属と非金属の原子集合が結合した構
造を持つ化合物。ここで非金属原子集合を配位
子と呼ぶ。配位子は、
ごく小さい原子の集合の場
合と、複雑な構造を持つ有機分子の場合の両方
が考えられる。本研究では化学では良く知られる炭
素３２個、水素１６個、窒素８個の計５６個の原子か
らなるフタロシアニン分子が配位子となっている。

分子アーキテクト二クス
新しい分子素子構築に向けた研究領域。
「分子
アーキテクト」
（ 分子建築士）
として、
「 設計」
と
「も
のづくり」、柱
（分子）
を土台
（表面）
のどの位置に、
どのような様式で接続し、柱と梁をどのように組み
合わせるかを緻密に設計し、組織体を作り上げよう
とする。

太陽電池、センサー・素子・触媒など多
彩な可能性を秘めています。そのために
も、単一分子の組織化と新機能創成を目
指す新しい分子アーキテクト二クスを早く
確立していきたいと考えています」。
量子力学の原理を応用した量子コンピューターなど、今後、分
子研究は様々に展開することが可能であると考えられます。米
田研究室では、
単一分子の組織化と新機能創成を目指す新し
い分子アーキテクト二クスを確立していきたいと考えています。

45

TAGEN FOREFRONT

TAGEN FOREFRONT

46

FOREFRONT REVIEW

07

分子の単一スピンを最小の磁

単一分子のスピンを自由に操作すること

石として活用するという発想。
よ

により、電気伝導度の制御に成功。量

り大容量で熱を発生しない新し

子コンピューターへの可能性を拓くべく、

いカタチの情報処理を実現す

日夜研究を進めています。

TERM INFORMATION
バルク磁石

る上で可能性豊かな技術であ
ると期待されています。

金属強磁性体である鉄やニッケル。磁石の基本
単位のスピンが協調して同じ方向を向くことでエネ
ルギー的に安定な構造を作り、
スピンが揃った状
態、
すなわち強磁性状態を作る。これとは異なり、

します。近藤状態とは、孤

単分子磁石でオン・オフ成功
分子を用いた脳型情報処理へ

単分子磁石の場合、基本単位のスピンが、
いった

立した上向きスピンに対し下
向きスピンの電子が集まって
いる状態で、高い電子状態密度を示しま
す。この近藤状態を検出して、分子に存
可能性の実証がなされていなかったほか、

在する孤立スピンを計測することが可能に

単一スピンの操作には高い空間分解能が

なります」。

ん有る方向を向いた場合に、逆の方向にスピンが
向くようになるまでの時間（緩和時間と呼ばれる）

分子を用いた
脳型情報処理を目指して
現在のコンピューター以上の処理速度
が発揮されるように研究・開発が進めら

単分子を操作できることによって
生まれる新しい世界

に代わり、１つの分子が磁石として働く単

求められているにも関わらず、従来の手

一分子磁石が注目されているわけです」。

法では必要な空間分解能は得られていま

有機リガンドから生じていることを示し、そ

究室では、この量子力学の原理を応用し

単分子を操作できることによってどんな

従来までのバルク磁石と、分子による磁

せんでした。そこで、新たな磁石の制御

れを利用して分子をＳＴＭ探針で回転さ

た量子コンピューターは、最終的には分

方法の開発が求められていました」。

せることでスピンのオン・オフが可能なこと

子に行くだろうという予想しています。

活用が考えられるのでしょうか？ ひとつに

石の違いは何でしょうか。バルク磁石は、

は分子を磁石にするということです。

スピンが３次元・強磁性的に相互作用す

この近藤状態は金属イオンではなく、

れている量子コンピューティング。米田研

合、従来の半導体や金属といった無機物にはない

でも近づけないものかと思っています。そ

磁気記憶媒体などは技術の進歩に伴って

磁石のように振る舞うことで磁石の性質を

り、単一分子磁石を実現する。この理想

れに電流を流して向かい合う２枚のＰｃをく

のためには分子が必要と考えて研究を進

縮小化の方向に進んでいます。その磁気

生み出します。

を目指し、米田研究室が注目し研究を進

るりと回転させるという手法を開発し、２

めています」。

めているのが、テルビウム・フタロシアニン

枚のＰｃの相対角度を制御することで分子

米田研究室では、科学技術庁の「戦

次世代技術として開発が進められている

錯体分子です。中央のテルビウム金属原

磁石をオン・オフさせることに成功してい

略的基礎研究」
ＣＲＥＳＴの一つである山

分子エレクトロニクスに取り

子とフタロシアニン配位子から構成されて

ます」。

下プロジェクトの「分子技術による単分子

入れられ、分子スピントロ

いて、この構造を活かし磁石としての働き

ニクスとして発展していくこ

を発現することを目指しています。

量子磁石を用いた量子分子スピントロニク

明瞭な近藤状態が観測されましたが、配

スの創成」にも参加しています。このプロ

「フタロシアニン配位子にはπ軌道に電

位子を回転させた後（θ＝３０°
）では近藤

ジェクトでは、分子技術を最大限に活用

かし、これらの研究は始

子が１つだけ入っている不対電子があり、

状態は出現しませんでした。これは電流

し、ＳＭＭの磁気特性・量子トンネル効果

まったばかりで、単 分 子

この安定なラジカル状態から磁石の性質

で分子の配位子の相対角度を回転させる

を利用したスピンデバイスを作成すること

単位でのスピンの操作の

が生じています。磁石最小単位である単

ことで、磁石がオンの状態からオフの状

を目指しています。従来のシリコンテクノロ

一のスピンの検出は、現在でも開発競争

態へ操作可能であることを示しています。

ジーの限界を超えた究極のグリーンＩＴデ

が続けられている難しい計測の１つです

この研究では単分子単位で分子磁石

バイスの根幹となる可能性を秘めた独創

御方法とは異なる分子を配位子の相

が、この実験では分子にスピンが存在す

をオン・オフさせることが可能なことを示し、

対角度を回転させることで、磁石がオ

ること、すなわち磁石の状態となっている

究極の高密度磁気記録への応用が期待

「今後、分子研究の将来は様々に展

ことを
『近藤状態』があるかどうかで検知

されます。分子スピンを用いた電流制御。

開することが可能であると考えています。

世界に先駆けて開拓していることになりま

有機トランジスタや有機発光素子、薬、

す。

バイオマテリアル・バイオセンサー、有機

東北の温泉にすっかりはまりました。毎週のように温泉旅をしています
関西から来たのですが、東北の温泉の素晴らしさに感動しましたね。関西の方だと温泉は気合
いが入った一日旅になってしまいますが、こちらだと気軽に近場の温泉に日帰りで行けるのでいい
です。時間があれば毎週のように、蔵王のあたりの日帰り入浴に出かけています。
東北の温泉は泉質がいいという印象です。例えば、鳴子温泉のうなぎ湯なんて、ぬるぬるととろ
りとした肌触りがいいですね。また、いろいろな種類があるので毎週行っても飽きないですね。数
えてみると年間５０回ほど回っている計算になります。

配位子を回転させる前（θ＝４５°
）では

とが期待されています。し

であることを突き止めています。

OFF TIME

荷のあるなしを情報の「０／１」
に置き換えて処理し

のが特徴です。この脳のシステムに少し

なった構造を示していますが、今回、こ

ンの状態からオフの状態へ操作可能

現在、情報処理に用いられるエレクトロニクスは電

位子（Ｐｃ）
２枚が互いに向き合うように重

単分子単位のスピンを制御することによ

米田研究室では、従来の磁石の制

分子スピントロニクス

とするものである。その材料として分子を用いた場

異なり、１個のクラスタ分子や１本の鎖が

のＦｅやＣｏなどの古典磁石 ( バルク磁石 )

が集まる。

ています。速くてものすごく発熱の少ない

報記録媒体として用いられています。この

「単分子単位でのスピンによる磁石は、

分子の集合体。最近分子設計を行うことで、
ボトム
アップ型の意味のある構造を形成することに注目

「この分子は平面型のフタロシアニン配

対して、単一分子磁石は機構がまったく

ディスクの集積化が進行にともない、従来

クラスタ分子

ていたが、
スピンエレクトロニクスはその処理に電

身近なところでいうと磁気ディスクなどの情

ることで磁石の性質が現れます。それに

る。協調現象ではなく単一分子の性質である。

「私たちの脳は実に低い電圧で計算し

を示しました。

単分子磁石を用いて、単分子の単位で
磁石をオン・オフすることに成功

「磁石は日常的になじみの深い材料で、

が他の分子に比べて非常に長いことが特徴であ

的かつ挑戦的な研究です。

子の持つスピン情報を積極的に取り込んでいこう

優れた性質が議論されている。

近藤状態
孤立した上向きスピンがあるとその周辺に下向きス
ピンの電子が集まって、
上向きスピンを打ち消そうと
集合している状態で、
この状態が形成されると狭い
エネルギー領域に高い電子状態密度が作られる。

フタロシアニン配位子
錯体は、金属と非金属の原子集合が結合した構
造を持つ化合物。ここで非金属原子集合を配位
子と呼ぶ。配位子は、
ごく小さい原子の集合の場
合と、複雑な構造を持つ有機分子の場合の両方
が考えられる。本研究では化学では良く知られる炭
素３２個、水素１６個、窒素８個の計５６個の原子か
らなるフタロシアニン分子が配位子となっている。

分子アーキテクト二クス
新しい分子素子構築に向けた研究領域。
「分子
アーキテクト」
（ 分子建築士）
として、
「 設計」
と
「も
のづくり」、柱
（分子）
を土台
（表面）
のどの位置に、
どのような様式で接続し、柱と梁をどのように組み
合わせるかを緻密に設計し、組織体を作り上げよう
とする。

太陽電池、センサー・素子・触媒など多
彩な可能性を秘めています。そのために
も、単一分子の組織化と新機能創成を目
指す新しい分子アーキテクト二クスを早く
確立していきたいと考えています」。
量子力学の原理を応用した量子コンピューターなど、今後、分
子研究は様々に展開することが可能であると考えられます。米
田研究室では、
単一分子の組織化と新機能創成を目指す新し
い分子アーキテクト二クスを確立していきたいと考えています。
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多元物質科学研究所が推進する研究
研究室（教授）／研究分野

主な研究テーマ

有機・生命科学研究部門
ナガツギ

永次

フミ

史

生命機能分子合成化学研究分野

研究室（教授）／研究分野

効率的遺伝子発現制御を目指した新規架橋反応の開発
遺伝子選択的化学修飾を目指した低分子プローブの開発
遺伝子高次構造の制御を目指した方法論の開発

サ ト ウ

ノブアキ

佐藤 修彰

エネルギーシステム研究分野

新規核酸医薬開発に向けた方法論の開発
ワ

ダ

タケヒコ

和田 健彦

生命機能制御物質化学研究分野
ケ ン ジ

稲葉 謙次

生体分子構造研究分野

高橋

サトシ

聡

生命分子ダイナミクス研究分野

計測部門

高感度･高時間分解能を有する円二色（CD）スペクトル測定装置の開発

上田

細胞におけるタンパク質品質管理機構の分子基盤の解明

ヒ ロ シ

大谷 博司

計算材料熱力学研究分野

小胞体に張り巡らされたレドックスネットワークの網羅的解析
タンパク質フォールディング機構の解明
人工タンパク質の新デザイン戦略の開発
がん抑制タンパク質p53のDNA認識機構の解明

鈴木

シゲル

茂

機能材料微細制御研究分野

クラスター法を用いたFe基侵入型合金における原子間相互作用の理論的研究
Fe基磁性材料の電子論的探索法の開発と試作

サ ト ウ

タク

卓

スピン量子物性研究分野

多様な水酸化鉄と酸化鉄の構造解析と制御
酸化物や金属・合金のナノ粒子の合成と評価

キタカミ

オサム

修

ナノスケール磁気デバイス研究分野

原発事故に関わる環境修復および放射性廃棄物の処理・処分に関する研究

遍歴電子系、特に鉄系超伝導体における反強磁性と超伝導の研究
低次元フラストレート量子スピン系における巨視的量子現象の研究

マサヒコ

高橋 正彦

量子電子科学研究分野
モ モ セ

百生

アツシ

敦

量子ビーム計測研究分野
ヒロユキ

木村 宏之

構造材料物性研究分野

巨大磁気異方性材料の設計・開発

分子集合体における分子間電子緩和ダイナミクス
ＦＥＬパルスと物質との相互作用
時間分解電子運動量分光の開発による化学反応の電子レベルでの可視化
分子座標系電子運動量分光による分子軌道の運動量空間イメージング
多次元同時計測分光の開発による電子・分子衝突の立体ダイナミクスの研究
Ｘ線干渉光学に基づく高感度計測技術研究
Ｘ線・中性子位相イメージング技術の開拓
実用化高度Ｘ線位相撮像装置の開発
多重極限下（高圧・極低温・強磁場・高電場）におけるX線・中性子回折手法の開発
強誘電体・磁性体・有機伝導体・高温超伝導体などの新奇機能性物質の構造物性研究
超精密X線単結晶構造解析による遷移金属酸化物の価電子の可視化
中性子回折装置とその応用法の開発（JAEA東海研究用原子炉にあるFONDERと2D-PSD）

クリハラ

カ ズ エ

栗原 和枝

ナノ界面化学研究分野

表面力測定による分子間・表面間の相互作用の研究
固ー液界面、閉じ込め空間の液体の研究
ナノトライボロジー
電気化学表面力装置による電気化学反応の研究

タカクワ

ユ ウ ジ

髙桑 雄二

表面物理プロセス研究分野

トポロジカルスピンテクスチャーのスローダイナミクス研究
単一磁性ナノ粒子の物性・スピンダイナミクス

光電子回折を用いた分子の自己ダイナミックイメージング

Ｘ線ＦＥＬパルス用いたダイナミックイメージング
タカハシ

形状記憶効果などの特異な変形挙動を示す各種合金の構造評価

中性子非弾性散乱分光法および解析法の開発

北上

潔

金属固溶体や液体、粒界、積層欠陥などの熱力学物性の電子論計算

放射光を用いた機能性化合物中の金属の酸化還元挙動の解析

佐藤

キヨシ

電子分子動力学研究分野

キ ム ラ

不純物を効率的に除去できるプロセスを用いた高純度金属の作製
ス ズ キ

ウ エ ダ

タンパク質の高次構造形成に関わるジスルフィド結合形成酵素群のX線結晶構造解析

無機材料研究部門
オオタニ

核燃料サイクルにおけるフロントおよびバックエンド化学の研究
放射性物質を含むレアメタル資源のグリーンプロセス開発

生体高分子を不斉反応場とする環境調和型光不斉光化学反応反応系の創製

細胞内カルシウム恒常性維持機構の構造基盤の確立
タカハシ

アクチノイド化合物の固体および溶液化学の研究

がん細胞特異的核酸医薬の開発

酵素活性などの細胞内in situ&in vivo検出系構築に向けた分割型蛍光タンパク質システムの開発
イ ナ バ

主な研究テーマ

プロセスシステム工学研究部門（つづき）

リアルタイム光電子分光による表面反応キネティクスの研究
ストリークカメラ反射高速電子回折による表面構造ダイナミクスの研究
光電子制御プラズマによるナノ炭素材料合成プロセスの開発
CMOSゲートスタックの極薄誘電体膜形成機構の解明

チ チ ブ

シゲフサ

秩父 重英

量子光エレクトロニクス研究分野

（Al,In,Ga）Nおよび（Mg,Zn）O系ワイドバンドギャップ半導体を用い新規なコヒーレント光源の研究
フェムト秒レーザおよびフェムト秒電子線を用いた半導体量子ナノ構造の時間空間分解スペクトロスコピー
有機金属化学気相エピタキシーおよび分子線エピタキシーによる量子 ナノ構造形成と深紫外線発光デバイス形成
（Mg,Zn）O系酸化物半導体のヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーと機能性酸化物薄膜形成

新規超高密度磁性メモリー技術の提案・開発
永久磁石の保磁力決定機構

ヨコヤマ

チ ア キ

横山 千昭

超臨界流体・反応研究分野

アモノサーマル法による窒化物半導体結晶の作製

サステナブル理工学研究センター

超臨界アンモニア中への窒化物半導体の溶解度

本間

イオン液体と超臨界二酸化炭素を用いた化学プロセスの開発
糖類からの有用化学原料製造プロセスの開発

フクヤマ

ヒロユキ

福山 博之

高温材料物理化学研究分野

ホ ン マ

イタル

格

エネルギーデバイス化学研究分野

高温化学反応場における機能材料プロセスの創製
窒化物半導体結晶成長の物理化学とプロセス創製
高温融体の高精度熱物性計測システムの開発と高温融体の科学
強磁場形状記憶合金の薄膜化とマイクロアクチュエータの開発

次世代リチウムイオン電池・高容量キャパシタ
グラフェン量産化技術
太陽電池化合物半導体薄膜の安価大面積プロセス開発
ナノテクノロジーの資源エネルギー技術への応用技術開発

アメザワ

コ ウ ジ

雨澤 浩史

固体イオニクス・デバイス研究分野

固体酸化物形燃料電池／リチウムイオン二次電池の高性能化・高信頼性化
電気化学エネルギー変換用デバイス・材料評価のための高度その場分析技術の開発
ヘテロ界面における電気化学現象に関する基礎研究
新規固体イオニクス材料の設計と創製

プロセスシステム工学研究部門
キタムラ

シ ン ヤ

北村 信也

基盤素材プロセッシング研究分野
カ ノ ウ

ジュンヤ

加納 純也

機能性粉体プロセス研究分野
ア ジ リ

タダフミ

阿尻 雅文

超臨界ナノ工学研究分野

カワムラ

製鋼スラグを利用した津波で被災した田園地帯の復興
反応界面積の極大化による超高速精錬プロセスの追求

サ ト ウ

シュンイチ

光物質科学研究分野

コンピュータシミュレーションによる粉体プロセスの最適化
メカノケミカル法による機能性粉体の創成と希少金属の回収
バイオマスおよび樹脂廃棄物からの水素製造プロセスの創成

ア ツ シ

村松 淳司

ハイブリッドナノ粒子研究分野

固体イオン物理研究部門

超ハイブリッドナノ粒子系の科学
超臨界法による結晶面制御・メソポーラスナノ触媒の創製

埜上

ヒロシ

洋

環境適合素材プロセス研究分野

ベクトルビームの開発と新分野への応用技術開発
有機−無機ハイブリッドナノ粒子の合成

固体電解質を用いた全固体薄膜電池の研究
素材製造プロセスの多相反応シミュレーション技術
新規エネルギー変換・貯蔵・回収プロセスの開発
反応・伝熱高効率化のための境膜制御技術開発
高温混相流動系内の物質の変形と相変化

シ バ タ

ヒロユキ

柴田 浩幸

材料分離プロセス研究分野

高強度光の場における物質変換・ナノ合金粒子合成プロセス
新奇レーザーナノプロセス開発

核磁気共鳴法による革新電池の高度解析技術開発
リチウムイオン電池のin situ劣化診断技術の開発
超イオン伝導体・ガラス・過冷却液体のイオンダイナミクス

ノ ガ ミ

超臨界ナノ粒子連続合成プロセスの開発

ベクトルレーザービームを用いたナノイメージング
ムラマツ

河村 純一

鉄鋼副産物からの有価金属元素の高純度分離回収

数学との連携による構造化・機能性ナノ材料の設計基盤の確立

佐藤 俊一

ジュンイチ

溶融ケイ酸塩の熱物性と構造
Fe基合金における包晶反応・変態の速度論
レアメタルのリサイクルに関わる溶融塩の構造と物性
難燃性マグネシウム合金空気電池を用いた非常用電源開発

シ バ タ

エツロウ

柴田 悦郎

金属資源循環システム研究分野

鉱物資源、二次原料ならびに製錬副産物の資源化処理・製錬技術の開発
砒素の安定固定化に向けたスコロダイト結晶の生成機構の解明と合成プロセスの構築
銅スラグからのマグネタイト析出と分離による鉄源化プロセス
高貴金属・不純物含有銅アノードの電解精製技術の開発

シングルナノサイズ金属粒子の合成と機能性材料への応用
部分硫化による可視光応答性光触媒材料の開発
液相還元法による新規触媒材料
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多元物質科学研究所が推進する研究
研究室（教授）／研究分野

主な研究テーマ

有機・生命科学研究部門
ナガツギ

永次

フミ

史

生命機能分子合成化学研究分野

研究室（教授）／研究分野

効率的遺伝子発現制御を目指した新規架橋反応の開発
遺伝子選択的化学修飾を目指した低分子プローブの開発
遺伝子高次構造の制御を目指した方法論の開発

サ ト ウ

ノブアキ

佐藤 修彰

エネルギーシステム研究分野

新規核酸医薬開発に向けた方法論の開発
ワ

ダ

タケヒコ

和田 健彦

生命機能制御物質化学研究分野
ケ ン ジ

稲葉 謙次

生体分子構造研究分野

高橋

サトシ

聡

生命分子ダイナミクス研究分野

計測部門

高感度･高時間分解能を有する円二色（CD）スペクトル測定装置の開発

上田

細胞におけるタンパク質品質管理機構の分子基盤の解明

ヒ ロ シ

大谷 博司

計算材料熱力学研究分野

小胞体に張り巡らされたレドックスネットワークの網羅的解析
タンパク質フォールディング機構の解明
人工タンパク質の新デザイン戦略の開発
がん抑制タンパク質p53のDNA認識機構の解明

鈴木

シゲル

茂

機能材料微細制御研究分野

クラスター法を用いたFe基侵入型合金における原子間相互作用の理論的研究
Fe基磁性材料の電子論的探索法の開発と試作

サ ト ウ

タク

卓

スピン量子物性研究分野

多様な水酸化鉄と酸化鉄の構造解析と制御
酸化物や金属・合金のナノ粒子の合成と評価

キタカミ

オサム

修

ナノスケール磁気デバイス研究分野

原発事故に関わる環境修復および放射性廃棄物の処理・処分に関する研究

遍歴電子系、特に鉄系超伝導体における反強磁性と超伝導の研究
低次元フラストレート量子スピン系における巨視的量子現象の研究

マサヒコ

高橋 正彦

量子電子科学研究分野
モ モ セ

百生

アツシ

敦

量子ビーム計測研究分野
ヒロユキ

木村 宏之

構造材料物性研究分野

巨大磁気異方性材料の設計・開発

分子集合体における分子間電子緩和ダイナミクス
ＦＥＬパルスと物質との相互作用
時間分解電子運動量分光の開発による化学反応の電子レベルでの可視化
分子座標系電子運動量分光による分子軌道の運動量空間イメージング
多次元同時計測分光の開発による電子・分子衝突の立体ダイナミクスの研究
Ｘ線干渉光学に基づく高感度計測技術研究
Ｘ線・中性子位相イメージング技術の開拓
実用化高度Ｘ線位相撮像装置の開発
多重極限下（高圧・極低温・強磁場・高電場）におけるX線・中性子回折手法の開発
強誘電体・磁性体・有機伝導体・高温超伝導体などの新奇機能性物質の構造物性研究
超精密X線単結晶構造解析による遷移金属酸化物の価電子の可視化
中性子回折装置とその応用法の開発（JAEA東海研究用原子炉にあるFONDERと2D-PSD）

クリハラ

カ ズ エ

栗原 和枝

ナノ界面化学研究分野

表面力測定による分子間・表面間の相互作用の研究
固ー液界面、閉じ込め空間の液体の研究
ナノトライボロジー
電気化学表面力装置による電気化学反応の研究

タカクワ

ユ ウ ジ

髙桑 雄二

表面物理プロセス研究分野

トポロジカルスピンテクスチャーのスローダイナミクス研究
単一磁性ナノ粒子の物性・スピンダイナミクス

光電子回折を用いた分子の自己ダイナミックイメージング

Ｘ線ＦＥＬパルス用いたダイナミックイメージング
タカハシ

形状記憶効果などの特異な変形挙動を示す各種合金の構造評価

中性子非弾性散乱分光法および解析法の開発

北上

潔

金属固溶体や液体、粒界、積層欠陥などの熱力学物性の電子論計算

放射光を用いた機能性化合物中の金属の酸化還元挙動の解析

佐藤

キヨシ

電子分子動力学研究分野

キ ム ラ

不純物を効率的に除去できるプロセスを用いた高純度金属の作製
ス ズ キ

ウ エ ダ

タンパク質の高次構造形成に関わるジスルフィド結合形成酵素群のX線結晶構造解析

無機材料研究部門
オオタニ

核燃料サイクルにおけるフロントおよびバックエンド化学の研究
放射性物質を含むレアメタル資源のグリーンプロセス開発

生体高分子を不斉反応場とする環境調和型光不斉光化学反応反応系の創製

細胞内カルシウム恒常性維持機構の構造基盤の確立
タカハシ

アクチノイド化合物の固体および溶液化学の研究

がん細胞特異的核酸医薬の開発

酵素活性などの細胞内in situ&in vivo検出系構築に向けた分割型蛍光タンパク質システムの開発
イ ナ バ

主な研究テーマ

プロセスシステム工学研究部門（つづき）

リアルタイム光電子分光による表面反応キネティクスの研究
ストリークカメラ反射高速電子回折による表面構造ダイナミクスの研究
光電子制御プラズマによるナノ炭素材料合成プロセスの開発
CMOSゲートスタックの極薄誘電体膜形成機構の解明

チ チ ブ

シゲフサ

秩父 重英

量子光エレクトロニクス研究分野

（Al,In,Ga）Nおよび（Mg,Zn）O系ワイドバンドギャップ半導体を用い新規なコヒーレント光源の研究
フェムト秒レーザおよびフェムト秒電子線を用いた半導体量子ナノ構造の時間空間分解スペクトロスコピー
有機金属化学気相エピタキシーおよび分子線エピタキシーによる量子 ナノ構造形成と深紫外線発光デバイス形成
（Mg,Zn）O系酸化物半導体のヘリコン波励起プラズマスパッタエピタキシーと機能性酸化物薄膜形成

新規超高密度磁性メモリー技術の提案・開発
永久磁石の保磁力決定機構

ヨコヤマ

チ ア キ

横山 千昭

超臨界流体・反応研究分野

アモノサーマル法による窒化物半導体結晶の作製

サステナブル理工学研究センター

超臨界アンモニア中への窒化物半導体の溶解度

本間

イオン液体と超臨界二酸化炭素を用いた化学プロセスの開発
糖類からの有用化学原料製造プロセスの開発

フクヤマ

ヒロユキ

福山 博之

高温材料物理化学研究分野

ホ ン マ

イタル

格

エネルギーデバイス化学研究分野

高温化学反応場における機能材料プロセスの創製
窒化物半導体結晶成長の物理化学とプロセス創製
高温融体の高精度熱物性計測システムの開発と高温融体の科学
強磁場形状記憶合金の薄膜化とマイクロアクチュエータの開発

次世代リチウムイオン電池・高容量キャパシタ
グラフェン量産化技術
太陽電池化合物半導体薄膜の安価大面積プロセス開発
ナノテクノロジーの資源エネルギー技術への応用技術開発

アメザワ

コ ウ ジ

雨澤 浩史

固体イオニクス・デバイス研究分野

固体酸化物形燃料電池／リチウムイオン二次電池の高性能化・高信頼性化
電気化学エネルギー変換用デバイス・材料評価のための高度その場分析技術の開発
ヘテロ界面における電気化学現象に関する基礎研究
新規固体イオニクス材料の設計と創製

プロセスシステム工学研究部門
キタムラ

シ ン ヤ

北村 信也

基盤素材プロセッシング研究分野
カ ノ ウ

ジュンヤ

加納 純也

機能性粉体プロセス研究分野
ア ジ リ

タダフミ

阿尻 雅文

超臨界ナノ工学研究分野

カワムラ

製鋼スラグを利用した津波で被災した田園地帯の復興
反応界面積の極大化による超高速精錬プロセスの追求

サ ト ウ

シュンイチ

光物質科学研究分野

コンピュータシミュレーションによる粉体プロセスの最適化
メカノケミカル法による機能性粉体の創成と希少金属の回収
バイオマスおよび樹脂廃棄物からの水素製造プロセスの創成

ア ツ シ

村松 淳司

ハイブリッドナノ粒子研究分野

固体イオン物理研究部門

超ハイブリッドナノ粒子系の科学
超臨界法による結晶面制御・メソポーラスナノ触媒の創製

埜上

ヒロシ

洋

環境適合素材プロセス研究分野

ベクトルビームの開発と新分野への応用技術開発
有機−無機ハイブリッドナノ粒子の合成

固体電解質を用いた全固体薄膜電池の研究
素材製造プロセスの多相反応シミュレーション技術
新規エネルギー変換・貯蔵・回収プロセスの開発
反応・伝熱高効率化のための境膜制御技術開発
高温混相流動系内の物質の変形と相変化

シ バ タ

ヒロユキ

柴田 浩幸

材料分離プロセス研究分野

高強度光の場における物質変換・ナノ合金粒子合成プロセス
新奇レーザーナノプロセス開発

核磁気共鳴法による革新電池の高度解析技術開発
リチウムイオン電池のin situ劣化診断技術の開発
超イオン伝導体・ガラス・過冷却液体のイオンダイナミクス

ノ ガ ミ

超臨界ナノ粒子連続合成プロセスの開発

ベクトルレーザービームを用いたナノイメージング
ムラマツ

河村 純一

鉄鋼副産物からの有価金属元素の高純度分離回収

数学との連携による構造化・機能性ナノ材料の設計基盤の確立

佐藤 俊一

ジュンイチ

溶融ケイ酸塩の熱物性と構造
Fe基合金における包晶反応・変態の速度論
レアメタルのリサイクルに関わる溶融塩の構造と物性
難燃性マグネシウム合金空気電池を用いた非常用電源開発

シ バ タ

エツロウ

柴田 悦郎

金属資源循環システム研究分野

鉱物資源、二次原料ならびに製錬副産物の資源化処理・製錬技術の開発
砒素の安定固定化に向けたスコロダイト結晶の生成機構の解明と合成プロセスの構築
銅スラグからのマグネタイト析出と分離による鉄源化プロセス
高貴金属・不純物含有銅アノードの電解精製技術の開発

シングルナノサイズ金属粒子の合成と機能性材料への応用
部分硫化による可視光応答性光触媒材料の開発
液相還元法による新規触媒材料
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多元物質科学研究所が推進する研究
研究室（教授）／研究分野

TAGEN FOREFRONT 06

主な研究テーマ

先端計測開発センター
テラウチ

マ サ ミ

寺内 正己

電子回折・分光計測研究分野
シンドウ

ダイスケ

進藤 大輔

電子線干渉計測研究分野

高分解能EELSによるナノマテリアルの光学物性評価法の開発と応用
分光収束電子回折法によるナノ領域の精密結晶構造解析法の開発と応用
ナノスケール軟Ｘ線発光分析システムの開発と材料研究への応用
電子線ホログラフィーによるナノスケール電磁場計測の高精度化
電磁場制御と伝導性評価のための電顕内探針操作技術の開発
電場解析による帯電・電子放出機構の解明
先端磁性材料、高温超伝導体、強相関電子系新物質の磁束イメージング

コ メ ダ

タダヒロ

米田 忠弘

走査プローブ計測技術研究分野
タ カ タ

マ サ キ

高田 昌樹

放射光ナノ構造可視化研究分野

走査プローブ顕微鏡の高度化により、原子レベルで物質を化学分析できる顕微鏡の開発
電子が持つスピンをより明確に可視化し、操作する技術の開発
省エネルギーと量子コンピューター等の高度情報処理の両方から期待される、分子を 材料とし、スピンを利用するエレクトロニクス＝分子スピントロニクスの開発

マ サ ヤ

三ツ石 方也

高分子ハイブリッドナノ材料研究分野
オイカワ

ヒデトシ

及川 英俊

有機ハイブリッドナノ結晶材料研究分野
キョウタニ

京谷

タカシ

隆

ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野

「ＴＥＡＭ ＴＡＧＥＮ」。今年は１０月１０
日（土）
１１日（日）の２日間、
２年に一回の

広報委員会
委員長

加納 純也
高橋

聡

米田 忠弘

『片平まつり』
（東北大学附置研究所セン

雨澤 浩史

X線回折データによる物質中の精密電子密度解析法の開発

ター一般公開）があり、多元研が世話部局

マキシマムエントロピー法による静電ポテンシャル解析法の開発

となって、
２年前より多くの東北大学附置

蟹江 澄志

物質機能を可視化する放射光構造科学の構築

高分子ハイブリット材料研究開発センター
ミ ツ イ シ

編集
後記

高分子ハイブリッドナノ材料の開発

研究所・センターが参加して行われます。

篠田 弘造

その『片平まつり』をはじめ、産学連携イ

矢代

高分子ナノ材料の配向・配列構造制御技術の開発

ベントなど、多くのイベントで、多元研ブラ

高分子ハイブリッドナノ構造を利用した光電子機能発現

ンド浸透を目指して「ＴＥＡＭ ＴＡＧＥＮ」を

高分子ハイブリッドナノ材料からなるソフト系表面・界面の特性解明

スローガンに広報活動していきます。そ

新規有機ナノ結晶（フォトクロミックナノ結晶、錯体ナノ結晶、デンドリマーナノ粒子など）の創出と物性評価
次世代フォトニック材料を目指した有機ハイブリッドナノ結晶の集積・階層化プロセスの構築と光機能発現
多孔質および逆オパール周期構造を有する高分子薄膜の作製と光・電子（誘電）特性

ちの素顔をお届けしました。
１～５までの
既刊のＦＯＲＥＦＲＯＮＴを読み直しつつ、

均一なナノ空間を反応場としたハイブリッドナノカーボンの合成

是非お目通しの上、ご意見、ご質問をお寄

炭素被覆メソポーラス構造体を用いたバイオ燃料電池の開発

丸岡 伸洋

んな中の第６弾で、これで４２人の教授た

生理活性物質のナノ結晶粒子化とナノ純薬の創製
ナノカーボン材料および複合材料を用いたエネルギー貯蔵デバイスの開発

航

せください。

実用炭素材料の超精密分析とそれによる性能向上
アクタガワ

トモユキ

芥川 智行

ハイブリッド材料創製研究分野

多重機能を有する分子性材料の創成
有機強誘電体薄膜メモリーの開発
n型有機半導体材料の開発
有機−無機ハイブリッド型ポリオキサメタレートの材料化
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勝
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ナノインプリントリソグラフィに資する光硬化性樹脂とレジスト材料の開発
孔版印刷塗布、エッチング、気相化学逐次堆積、アライメント、積層等のリソグラフィプロセスの開発
極限ナノ造形・構造物性の研究
相分離構造を有する高分子微粒子の自己組織化的作製と構造制御
結露した水滴を鋳型として形成されるハニカム状多孔質膜の作製技術開発
電子線トモグラフィによる高分子ハイブリッド材料の３次元観察と解析
ソフトマテリアルに対する電子顕微鏡観察技術の開発

新機能無機物質探索研究センター
ヤ マ ネ
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活性金属を利用した非酸化物系セラミックスの新規合成プロセスの開拓
ナトリウムを用いた金属間化合物の低温合成と構造解析および特性評価
準結晶の創製と高比強度Mg材料への応用
準結晶の構造解析と数理モデル
金属組織制御による触媒の調製
価電子構造制御による新触媒の探索
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ツ ギ オ
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ソルボサーマル反応によるセラミックスのパノスコピック形態制御と環境調和機能
可視光応答性光触媒の合成と環境浄化機能
無機紫外線・赤外線遮蔽剤の開発
革新的自動車排ガス浄化触媒の開発

カキハナ

マ サ ト

垣花 眞人

無機材料創製プロセス研究分野
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白色LEDへの応用を目指した高機能な新規蛍光体の開発
太陽光エネルギー変換を目指した新規光触媒の構築
金属錯体をビルディングブロックとして利用した特異構造の金属酸化物および無機ー有機ハイブリッドの創製

■編集・発行
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国立大学法人東北大学
多元物質科学研究所 広報委員会
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現在、どのように取材を進めているかご存知でしょうか？ まずは１時間くらい研究内容を取材。
それが終わると先生方の人となりをお伝えする「OFF TIME」
「MY FAVORITE」のコラムの取材
となります。難しい専門用語がいっぱい出てくる研究の取材が終わって、ほっとした雰囲気の中で
先生方の趣味などをお聞きしています。研究内容からとても想像もつかない（？）趣味やオフタイム
をお持ちになっていて、ますます先生方の研究にも興味を持つことができています。先生方の表
情も緩んで、違う一面を見せていただけるので、とても楽しい時間です。
聞くところでは、読者の皆さんからも、とても評判が良いらしいコラムコーナー。やはり、最先端
の研究を支えているのも人。今後も先生方の人となりと伝えていきたいと思っています。
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