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多元研は 4 つの基盤的研究部門と、4 つの重点的研究センターから構成されています。
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附置研究施設

生命機能分子合成化学研究分野（永次研）
生命機能制御物質化学研究分野（和田研）
ナノ機能物性化学研究分野（組頭研）
生体分子構造研究分野（稲葉研）
細胞機能分子化学研究分野（水上研）
生命分子ダイナミクス研究分野（髙橋（聡）研）
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計算材料熱力学研究分野（大谷研）
放射光可視化情報計測研究分野（髙橋（幸）研）
スピン量子物性研究分野（佐藤（卓）研）
ナノスケール磁気機能研究分野（岡本研）
ハイブリッドナノシステム研究分野（蟹江研）
固体表面物性研究分野（虻川研）

p4 ～

超臨界ナノ工学研究分野（阿尻研）
光物質科学研究分野（佐藤（俊）研）
固体イオニクス･デバイス研究分野（雨澤研）
環境適合素材プロセス研究分野（埜上研）
材料分離プロセス研究分野（柴田（浩）研）

p6 ～

量子ビーム構造生物化学研究分野（南後研）
量子電子科学研究分野（髙橋（正）研）
量子ビーム計測研究分野（百生研）
構造材料物性研究分野（木村研）
ナノ・マイクロ計測化学研究分野（火原研）
高分子物理化学研究分野（陣内研）
量子光エレクトロニクス研究分野（秩父研）

p7 ～

高温材料物理化学研究分野（福山研）
基盤素材プロセッシング研究分野（植田研）
機能性粉体プロセス研究分野（加納研）
エネルギー資源プロセス研究分野（桐島研）
エネルギーデバイス化学研究分野（本間研）
金属資源循環システム研究分野（柴田（悦）研）
ハイブリッドナノ粒子プロセス研究分野
（村松研）
原子空間制御プロセス研究分野（小俣研）
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金属資源プロセス
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先端計測

放射光ナノ構造可視化研究分野（高田研）
電子回折・分光計測研究分野（寺内研）
電子線干渉計測研究分野（寺内研（兼））
走査プローブ計測技術研究分野（米田研）
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高分子･ハイブリッド材料

有機ハイブリッドナノ結晶材料研究分野
（火原研（兼））
ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野（西原研）
ハイブリッド材料創製研究分野（芥川研）
光機能材料化学研究分野（中川研）
有機・バイオナノ材料研究分野（笠井研）
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新機能無機物質探索

無機固体材料合成研究分野（山根研）
金属機能設計研究分野（山根研（兼））
環境無機材料化学研究分野（殷研）
物質変換無機材料研究分野（加藤研）
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有機・生命科学研究部門
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生命機能分子合成化学研究分野

永次 史 研究室

遺伝子発現の化学的制御を目指したケミカルバイオロジー
永次 史
教授

鬼塚 和光
松本 高利、岡村 秀紀

准教授
助教

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
遺伝子発現制御／機能性人工核酸／
クロスリンク剤／機能性 RNA
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ゲノム解析が終了し、実際に蛋白質として発現される遺
伝子はわずか 2％のみであり、残りの 98% はタンパク
質をコードしない、noncodingRNA(ncRNA) として生
体機能の維持調節に極めて重要な働きをしていることが
明らかとなってきています。これらの遺伝子発現制御機
構における破たんは、様々な病気の原因になることから、
新たな創薬標的としての期待も高まっています。私たち
の研究室では、細胞内で遺伝子発現を制御する機能性分
子を独自に設計・合成し、既存の分子ではできない新た
な機能を持つ人工分子の開発を目標に研究を行っていま
す。既に私たちの研究室では高機能を持つ核酸医薬とし
て、標的遺伝子に対しピンポイントの反応性で架橋形成
する人工核酸を開発し、効率的な遺伝子発現制御に成功
しています。さらに、遺伝子発現で重要な機能を果たす
ことが分かってきた核酸高次構造に結合する分子の開発
にも成功しています。現在、さらなる高機能化人工分子
の開発を目指して研究を行っています。

生命機能制御物質化学研究分野

和田 健彦 研究室

生命機能の外部刺激制御法の開発と構造 ―機能相関の高時空間分解検出
和田 健彦
教授

荒木 保幸
黒河 博文
西嶋 政樹、鈴木 仁子

准教授
講師
助教

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
ケミカルバイオロジー／核酸医薬
／外部刺激応答型機能分子／
構造変化高感度高時間分解能検出
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当 研 究 室 で は、DNA や RNA な ど の 核 酸、
そしてタンパク質など生体高分子の、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、論理的設計・合成・機
能物性の物理化学的手法を活用した評価を
中心に研究を行っています。例えば、がん
細胞特有の細胞情報に応答し、正常細胞に
は副作用を発現しない安全・安心ながん細
胞や脳梗塞など虚血細胞選択的核酸医薬分
子の創製や、細胞内での RNaseH などヌク
レアーゼの酵素機能の向上ならびに新規機
能性付与を指向した DNA と人工核酸を融合
したキメラ人工核酸の設計・合成、そして
タンパク質や核酸の高次構造変化を高感度・
高時間分解測定可能な時間分解円二色性ス
ペクトル測定装置の開発、さらには次期３D
表示材料として注目されている円偏光発光

ナノ機能物性化学研究分野

(CPL) 材料開発やタンパク質などを不斉反応場
とする超分子不斉光反応などを、有機化学から
物理化学、そして生命化学分野まで幅広い研究
を展開しています。
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ナノバイオ分子機能の on-off 制御

組頭 広志 研究室

酸化物ナノ構造を自在に設計 ･ 合成し、新しい機能物性を創造する
組頭 広志
教授

講師

吉松 公平

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
機能性ナノ物質／酸化物エレクトロ
ニクス／表面・界面物性／放射光電
子分光

酸化物の中には、高温超伝導や光触媒など
の驚くべき機能物性を示すものがあります。
いわば「天才児｣ 達です。当研究室では、
この「天才児」の振る舞いを高輝度放射光
を用いて可視化し、その知見に基づいて新
たな機能性ナノ物質を開発することに取り
組んでいます。具体的には、酸化物分子線
エピタキシー (MBE) という酸化物ナノ構造
を原子レベルで制御しながら「つくる」技
術と、放射光を用いた先端計測（角度分解
光電子分光・内殻吸収分光など）という化学・
電子状態を「みる」技術とを高いレベルで
融合するにより、酸化物の類い希な物性を
設計・制御しながら新しい機能性ナノ物質
の開拓を推進しています。さらには、酸化
物ナノ構造を基盤として、有機物質や原子
層物質などとのヘテロ構造を設計・合成す
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ることで、次世代エレクトロニクスに向けた新
機能の創成を目指しています。

生体分子構造研究分野

稲葉 謙次 研究室

細胞恒常性維持の仕組みを細胞レベルと分子レベルで解き明かす
稲葉 謙次
教授

門倉 広
渡部 聡、天貝 佑太

准教授
助教

院理 化学専攻、院生命 分子化学生物学専攻
専門分野・キーワード
X 線結晶構造解析／細胞恒常性維
持／タンパク質品質管理／レドッ
クス／カルシウムイオン
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細胞内には、その恒常性を維持するため
の巧妙な仕組みが備わっています。本研
究室では、細胞が有するタンパク質品質
管理システムと金属イオン濃度恒常性維
持機構の生理的機能と作用機序を、構造
生物学・生化学・プロテオミクス・細胞
生物学的手法を駆使し、解明することを
目指しています。特に最近、ヒト細胞の
小胞体におけるシステインの酸化還元を
介したネットワークとカルシウムイオン
や亜鉛イオン濃度を調節する膜トランス
ポーターに焦点をあてた研究を展開して
います。本研究課題を遂行することによ
り、細胞内で蓄積するミスフォールドタ
ンパク質などが引き起こす種々の病態の
分子レベルでの成因解明につながると期
待されます。

細胞機能分子化学研究分野

水上 進 研究室

化学に基づいた細胞機能の可視化と制御
水上 進
教授

松井 敏高
小和田 俊行

准教授
助教

院理 化学専攻、院生命 分子化学生物学専攻
専門分野・キーワード
バイオイメージング／蛍光プローブ
／光機能性分子／蛋白質工学
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き起こすケージド化合物・フォトクロミック
生体内および生細胞内では、蛋白質・核酸・
化合物を用いた酵素や受容体の活性制御技術
糖などの様々な生体分子が相互作用しながら
の開発などを行います。これらの機能性分子
機能しています。それらの生体分子の真の役
を蛍光顕微鏡観察と組み合わせることにより、
割を解明するには、他の生体分子との相互作
生きた状態における生体分子の機能や疾患機
用が保たれた状態、すなわち生きた状態でそ
構の本質に迫ります。
れらの挙動・機能を観察することが重要です。
当研究室では、有機化学・高
化学に基づく生体機能解析技術の開発
分子化学・蛋白質化学等の技
生体分子・機能の光活性化
術に基づいて新たな機能性分
蛋白質改変
光機能性分子
子を設計・合成し、光などを
用いた生体分子の可視化技術
や機能制御技術を開発しま
す。具体的には、酵素活性や
生体分子・機能の可視化
細胞内局所への標的化
可視化プローブ
細胞内シグナル伝達などの生
体機能を選択的に検出する蛍
光プローブや、光照射によっ
て結合の切断や構造変化を引

生命分子ダイナミクス研究分野

髙橋 聡 研究室

一分子蛍光観察によるタンパク質のフォールディングと機能の解明
髙橋 聡
教授

准教授
助教

鎌形 清人
小井川 浩之

院理 化学専攻、院生命 分子化学生物学専攻
専門分野・キーワード
タンパク質のフォールディングとデ
ザイン／癌抑制タンパク質 p53 の機
能／一分子蛍光分光法

タンパク質は、20 種類のアミノ酸が一次元的
につながった高分子であり、生体中において
さまざまな機能を発揮する究極の機能性分子
です。タンパク質が機能を発揮するには、ア
ミノ酸の配列により定められる特定の構造に
折り畳まれる（フォールディングする）必要
があります。しかし、アミノ酸配
列と構造の関係はいまだに理解さ
れていません。さらに、あるタン
パク質が、どのような運動により
機能を発揮するのかもしばしば未
解明です。本研究分野では、独自
に開発した一分子蛍光観察法を用
いることで、タンパク質のフォー
ルディング過程を直接観察し、タ
ンパク質構造の構築原理の解明
を目指しています。また、癌抑
制タンパク質である p53 が DNA
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上をすべり運動することで、ターゲット配列
を探す過程の解明も目指しています。さらに、
一分子観察実験により得られたタンパク質フ
ォールディングと機能に関する知見を基に、
新規タンパク質をデザインする手法の開発に
も取り組んでいます。

有機・生命科学研究部門
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計算材料熱力学研究分野

大谷 博司 研究室

電子論計算にもとづく理論状態図の構築と新材料開発への応用
大谷 博司
教授

リュウ

ユウホン

榎木 勝徳、柳 玉恒

助教

近年の電子論計算法の目覚ましい発展は、実
まで拡大して議論することが可能になります。
験では決して測定できない熱力学的物性値を
このような手法で新たな相の出現を理論的に
予測する手法を確立できれば、材料分野に広
人工的に作り出すことを可能にしました。私
たちはこの手法を用いて第一原理計算ベース
く利用されるツールとなることが予想され、
の基底状態解析を行い、目的の相が他の相に
材料学に対する大きな貢献が期待できます。
対して有する相対的安定性を計算す
(a)
(b)
る手法と準安定性を克服する方法論
の開拓に取り組んでいます。具体的
0
10
0.4
には、遺伝的アルゴリズムによる構
-10
0.2
造探索により基底状態での安定相を
8
Fe 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
-20
mass % C
探索し、その自由エネルギーに対す
6
-30
る温度依存性を導入することで、準
4
-40
安定状態を含めた有限温度での相平
2
-50
衡を固溶体、液体も含めて計算しま
Fe
2
4
6
-60
mass % C
す。またその結果の実験による確認
Fe
10
20
30
40
BC
mol % C
も行います。これにより、これまで
せいぜい純物質にとどまってきた理
(a) 計算による1073 KにおけるFe-B-C三元系等温断面状態図と (b) 第一原理分子動力学法
論状態図の研究を、一気に多元系に
によって計算した液相の自由エネルギーの計算結果．

院工 知能デバイス材料学専攻

(Fe)+Fe3(B,C)

Fe2(B,C)

計算状態図／第一原理計算／材料設
計／電子論

Fe23(B,C)6
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専門分野・キーワード
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無機材料研究部門
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放射光可視化情報計測研究分野

髙橋 幸生 研究室

放射光計測と高度情報処理の融合による材料機能可視化への展開
髙橋 幸生
教授

篠田 弘造
石黒 志、姜 正敏

准教授

助教

院工 金属フロンティア工学専攻
専門分野・キーワード
コヒーレント X 線光学／放射光／可
視化計測／情報科学
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実用材料の多くは、ナノからマイクロメート
に分布する元素・電子状態の情報から構造－
ルまでの空間階層構造を有する複雑系です。
機能相関に関する特徴的な情報を抽出ことも
したがって、新材料を設計・開発する際、ナノ・
可能になりつつあります。本研究室では、先
メソスケールでの微細構造と機能の相関を解
進的 X 線光学技術を駆使した次世代の放射光
明することが重要です。放射光を光源とする
イメージング・分光法の開拓を基軸とし、高
イメージング・分光技術を駆使することで実
度情報処理技術を活用することで、実用材料
用バルク材料全体の構造・元素・電子状態を
の機能を可視化する共通基盤を構築すること
多元的に可視化することができます。特に、
を目指します。
放射光のコヒーレント成分
③酸化反応傾向(軌跡)の
を利活用したコヒーレント
②教師なし学習による
①タイコグラフィ-XAFS-CT計測
3次元空間可視化
酸化反応傾向グループの分離・抽出
回折イメージングは、X 線
領域で未踏であったナノス
ケールでの構造可視化を実
現する次世代の可視化計測
法として注目されています。
また、近年の情報処理技術
の発展に伴い、3 次元空間

スピン量子物性研究分野

佐藤 卓 研究室

中性子非弾性散乱を用いた量子スピン系や遍歴磁性体のスピンダイナミクス研究
佐藤 卓
教授

助教

奥山 大輔、那波 和宏

院理 物理学専攻
専門分野・キーワード
中性子非弾性散乱／中性子磁気散乱
／量子スピン系／遍歴電子磁性と超
伝導

我々のグループでは電子スピンの多体相関に
よる新奇な量子相の探索とその解明を目指し
ています。この目的を達成するため、スピン
の動的性質を直接観測することのできる中性
子非弾性散乱を主たる実験手法としています。
近年量子系の性質をその連続変形に対する不
変性（トポロジー）を用いて理解する方法論
が盛んに研究されています。電子系における
トポロジカル絶縁体はその代表的な例です。
我々はこのようなトポロジカルな性質を磁性
体における素励起（準粒子）に対して探索し、
量子反強磁性ダイマー物質 Ba2CuSi2O6Cl2 に
おいてトポロジカルな磁気準粒子励起を発見
しました。他にも磁性体中のトポロジカルな磁
気テクスチャーである磁気スカーミオンの遅い
ダイナミクスの解明等、電子スピン集団のトポ
ロジカルな性質の解明が進んでいます。
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(c)

(a)

(b)

(a,b) Observed dispersions of triplons along H (or K) with the K (or H) integrated around
(a) K (or H) = 0, or (b) K (or H) = -1. The integration range is |K| (or |H|) < 0.1.
(c) Calculated modeled dispersions with the fictitious magnetic field shown by the arrows.

ナノスケール磁気機能研究分野

岡本 聡 研究室

ナノスケールでの強磁性体の機能解明と高性能磁気デバイスの創出
岡本 聡
教授

菊池 伸明

助教

院工 応用物理学専攻
専門分野・キーワード
強磁性材料／磁気計測／スピンダイ
ナミクス／高周波磁気応答

2-5

強磁性体は情報通信、電子部品、モーター、
発電機など、社会の至るところで広く活用さ
れています。これら様々な磁気デバイスの多
様な機能性は、すべてナノスケールでのスピ
ンの振舞いにより発現するものです。つまり、
ナノスケールでの磁気機能解明と高制御化が
磁気デバイスの高性能化の鍵となります。例
えば、マイクロ波周波数領域のスピンの振舞
いを制御する記録技術 ( マイクロ波アシスト磁
気記録方式 ) により、ハードディスクの記録密
度を飛躍的に高められると期待されています。
また電気自動車の高性能モーターに不可欠な
永久磁石材料においても、ナノスケールでの
粒子表面の磁化状態がマクロな永久磁石特性
を決定付けており、高性能化を実現するため
の表面磁化状態の制御手法について研究を進
めています。当研究分野では、このナノスケー

ルにおける磁気機能解明とその制御に軸足を
置き、次世代高性能磁気デバイスの創出を目
指しています。

エネルギープロファイル挙動
熱活性型磁化反転
断熱的挙動

energy
barrier Eb

磁化反転機構
サイズ

磁壁ピニング

m

一斉回転
歳差運動

nm

ns

ms

s

時間

強磁性体の時間，サイズに対するスピンダイナミクス挙動とその応用

ハイブリッドナノシステム研究分野

蟹江 澄志 研究室

有機・無機・バイオにわたる多元精密合成に基づく機能性材料
蟹江 澄志
教授

松原 正樹

講師

院環 先端環境創成学専攻
専門分野・キーワード
有機無機ハイブリッドナノ粒子／ハ
イブリッド液晶／プリンテッドエレ
クトロニクス向けナノインク／人工
リン脂質材料

2-6

機能性材料は、私たちの豊かな生活を支える
縁の下の力持ちです。それ故、あらたな機能
性材料の開発は、未来をより豊かなものとす
る上でとても大切です。私たちは、従来の有
機・無機・バイオの枠組みにとらわれず、自
由な発想であらたな機能性材料を設計・合成
しています。なかでも複数の材料の長所を“ハ
イブリッド化”することは、長所の単なる重
ね合わせに留まらず、予想を超えた相乗機能
の発現、すなわち、あらたな機能性材料の発
見に繋がります。
この思想の元、これまでに、i) 無機ナノ粒子へ
の自己組織性の付与による量子効果の制御、ii)
塗ることで機能性薄膜となるナノインク、iii)
可逆的な刺激応答性を有する脂質二分子膜材
料 など、“ハイブリッド化”に基づく機能性材
料を世に送り出してきました。豊かな将来の

ため、これからもあらたな機能性材料の発見
に取り組みます。

固体表面物性研究分野

虻川 匡司 研究室

原子レベルでの固体表面と界面の理解と機能の創成
虻川 匡司
教授

助教

小川 修一

院理 物理学専攻
専門分野・キーワード
表面構造／表面ダイナミクス／電子
回折／ナノ表面分析

本研究分野では、様々な機能を持った表面・
界面の創成を目指して、表面・界面を原子レ
ベルで理解する研究を行っています。
これまでに、表面の原子配列を 3 次元的に可
視化するために、振動相関熱散漫散乱法、ワ
イゼンベルグ反射高速電子回折法を開発しま
した。独自開発のワイゼンベルグ反射高速電
子回折法では、3 次元的な表面構造解析に必要
な大量のデータを、わずか数 10 分で測定でき
る優れた手法です。また、反応ダイナミクス
や構造相転移ダイナミクスを研究するために、
ストリークカメラ電子回折法という表面原子
の高速な動きを捉える新しい手法を開発しま
した。サブナノ秒から数ミリ秒という幅広い
時間領域で、表面上の原子の動きを捉えるこ
とができます。
不均一な物質表面をナノレベルで計測するた
めに光電子顕微鏡法 (PEEM) と走査電子顕微
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鏡法 (SEM) を使用しています。PEEM では、
2 次元原子層物質の成長プロセスや化学反応プ
ロセスの観測を行なっています。
Structure

Growth
graphene

Ni(110)

Dynamics

t=0

③

②

①

flat surface

ablation

recover surface

1x1

crystalize

④

7x7

recover 7x7

無機材料研究部門

2-4

プロセスシステム工学研究部門
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超臨界ナノ工学研究分野

阿尻 雅文 研究室

超臨界水による革新的ナノ材料創製：その学理と応用展開
阿尻 雅文
教授

笘居 高明

准教授

院工 化学工学専攻
専門分野・キーワード
超臨界水／超ハイブリッド／ナノ材
料／プロセス工学

3-2

超臨界状態では水と有機物が均一に混じり合
うことができます。この超臨界水の特徴を利
用すると、表面が有機修飾された金属酸化物
粒子を合成できます。現在、その合成機構の
解明とプロセスの高度制御化に取り組んでい
ます。有機修飾された金属酸化物粒子「有機・
無機ハイブリッドナノ粒子」は、有機溶媒に
高い親和性をもつため、超高濃度分散が可能
になります。セラミクス質量分率 80％以上で
も流動するフルイディックセラミクスもその
一つです。分子のようにふるまうナノ粒子を
扱うための「新科学」の創製に挑戦していま
す。また有機修飾でナノ粒子の成長方向を制
御すると、活性面のみが露出した超高活性ナ
ノ触媒を合成することができます。このナノ
触媒は低温でも非常に高い活性を示すことか
ら、これを使って、今まで不可能とされてき

光物質科学研究分野

た低温廃熱の高エネルギー変換（エクセルギー
再生産）プロセスを開発しています。

Organic‐inorganic hybrid nanomaterials

20 wt%

40 wt% 60 wt%

佐藤 俊一 研究室

光科学と物質科学の融合研究
佐藤 俊一
教授

小澤 祐市
上杉 祐貴、田辺 綾乃

准教授
助教

院工 知能デバイス材料学専攻
専門分野・キーワード
レーザー／フォトニクス／材料科学
／電子光学

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、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。現在具体的に進めている主たる研究テー
マは、高強度レーザー場によるシングルナノ
粒子作製と、ベクトルビームに関する総合的
な研究です。前者は、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、分子の分
解によって発生するラジカ
ルや別種分子などによって、
ダイヤモンド様カーボンや
貴金属元素のシングルナノ

粒子作製を行っています。これに対して後者
は、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。

金と銀の合金ナノ微粒子の分散液。左から右にかけて金の割合が増えている。
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固体イオニクス・デバイス研究分野

雨澤 浩史 研究室

環境にやさしいエネルギー変換デバイスの実現・普及に向けて
雨澤 浩史
教授

准教授
助教

中村 崇司
木村 勇太、佐藤 郁奈

院工 機械機能創成専攻
専門分野・キーワード
固体イオニクス／エネルギー変換／
オペランド分析／電気化学

環境問題、エネルギー問題を解決し、持続可
御雰囲気／通電といった特殊なデバイス動作
能社会を実現することは、21 世紀の科学者・
環境下でのオペランド分析を可能とする高度
技術者に課せられた大きな課題です。我々の
計測技術の開発も行っています。以上の研究
研究室では、これらの問題の解決に資する、
を通し、固体イオニクス材料を利用した環境
燃料電池や蓄電池など、環境にやさしいエネ
調和型エネルギー変換デバイスの開発ならび
ルギー変換デバイスの実現・普及のための基
に高性能化・高信頼性化に取り組んでいます。
盤 研 究 を 行 っ て い ま す。 特 に、
固体でありながらその中をイオ
ンが高速移動できる“固体イオ
ニクス”材料に着目し、固体に
お け る イ オ ン 輸 送、 界 面 反 応、
欠陥構造についての学理を探求
すると共に、それに基づく機能
設計、材料開発を行っています。
また、固体イオニクスデバイス
における材料、反応に関わる理
オペランド測定による蓄電池合材電極反応の3D可視化
高温雰囲気制御型オペランドマイクロX線吸収分光計測装置
高温雰囲気制御型オペランドマイクロ X 線吸収分光計測装
オペランド測定による蓄電池合材電極反応の 3D 可視化
解を深化させるべく、高温／制
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環境適合素材プロセス研究分野

埜上 洋 研究室

反応性熱流体解析による革新的素材プロセスの開発
埜上 洋
教授

丸岡 伸洋、夏井 俊悟

助教

院工 金属フロンティア工学専攻
専門分野・キーワード
プロセスシミュレーション／移動現
象／多相流／熱工学

で、各種素材製造プロセスの数値シミュレー
ション技術の開発と定量評価・設計に取り組
んでいます。また、新たな熱エネルギー回収
および貯蔵プロセスの開発も進めています。

不混和二融体の分離過程

材料分離プロセス研究分野

柴田 浩幸 研究室

高効率素材製造プロセスのための高温界面物理化学
柴田 浩幸
教授

助永 壮平
川西 咲子

准教授
助教

院工 金属フロンティア工学専攻
専門分野・キーワード
ケイ酸塩／熱物性／凝固結晶成長／
精錬プロセス／ワイドギャップ半導
体

素材の精錬プロセス、製造プロセス、リサイク
ルプロセス等の原理を理解するには、異相間
の化学的、物理的分離過程を詳細に理解する
必要があります。これらの分離プロセスは異
相間の界面における特性に左右されています。
また、それぞれの相の化学的、物理的性質が
プロセスの効率化に関係しています。このよ
うなプロセスは高温において実行されるため、
高温における各種物性値も重
要です。例えば溶融珪酸塩や
金属融体の熱伝導率、粘性は
高温の精錬プロセスでは極め
て重要な働きをします。これ
らの物性値はその物質の構造
に敏感な性質ですので、物性
の発現機構を物質の構造との
関連から解明する研究を行っ

ています。また、材料の分離プロセスや結晶
成長に関わる界面における反応機構の解明を
行っています。これらの基礎研究を基に実際
の素材製造プロセスの高効率化や新規プロセ
スの開発に取り組んでいます。

SiC が 1400℃で結晶成長する様子
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カルシウムアルミノケイ酸塩ガラスの 27Al NMR
スペクトルに及ぼす酸化カリウム添加の影響

量子ビーム構造生物化学研究分野

南後 恵理子 研究室

タンパク質が機能する瞬間を量子ビームで捉える
南後 恵理子
教授

助教
助教

奥西 みさき
福澤 宏宣

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
X 線自由電子レーザー／ X 線結晶構
造解析／時分割測定／合理的タンパ
ク質設計

タンパク質は、細胞情報伝達、生体内触媒反応、
貯蔵や輸送を タンパク質行うなど、生命現象
を支える重要な生体構成物質です。多数のア
ミノ酸から成るタンパク質の立体構造はその
機能と深く関連しており、機能を発揮する際
にどのような構造の変化を起こすのか興味が
持たれてきました。しかし、ナノサイズであ
るタンパク質が、高速の時間スケール（フェ
ムト秒～ミリ秒）で動く様子を原子の動きま
で詳細に捉えるには新たな技術が必要です。
当研究室では、X 線自由電子レーザー、放射光、
電子線などの量子ビームを用いて、タンパク
質の中で実際におこっている化学変化や構造
変化を可視化し、例えば、光に応答するタン
パク質のスイッチ機構や、ユニークな反応を
触媒する酵素の反応機構などを明らかにして
いきます。また、得られた精密な構造情報を
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基にタンパク質分子の合理的設計と新機能を
もつ分子の創製を目指します。
タンパク質

観る

X線⾃由電⼦レーザーなど
の量⼦ビーム

識る

創る
分⼦創製などの応⽤へ
分⼦動画を測定

計測研究部門

3-5

鉄鋼に代表される各種基盤材料の製造プロセ
スは、その製造量の膨大さから、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変革が求め
られています。その方策として、現行プロセ
スの高効率化、資源対応の強化、革新的プロ
セスの開発などがあり、その実現のためには、
熱力学的なプロセス原理に加えてプロセス内
部で生じる微視的な現象や原料の反応特性を
理解し、新たなプロセスを設計していく必要
があります。本研究分野では、環境適合型の
プロセス開発に向けて、各種素材原料の物性
値や反応特性の熱力学、熱工学、移動現象論
や反応工学などの手法による解明、素材製造
プロセスに広く見られる混相流動現象の流体
力学、粉粒体工学などの手法による定量化を
行い、これらの知見を先端の熱流体解析手法
を用いた熱流体解析の枠組みに組み込むこと

プロセスシステム工学研究部門

3-4

計測研究部門
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量子電子科学研究分野

髙橋 正彦 研究室

電子コンプトン散乱を利用した物質の静的および動的性質の可視化
髙橋 正彦
教授

渡邉 昇
鬼塚 侑樹

准教授
助教

院工 応用物理学専攻
専門分野・キーワード
分子科学／原子衝突物理学／運動量
空間化学／化学反応動力学

4-3

あらゆる物質は 2 種類の荷電粒子、すなわち
電子と原子核から構成されます。したがって、
反応性や機能性など物質の多種多様な性質は、
物質内での電子の運動と原子核の運動および
それら運動の協奏に基づく他ありません。当
研究室は、そうした最も基本的な観点に立ち、
高速電子線を励起源とするコンプトン散乱を駆
使した独自の新しい分光法を開発することによ
り、物質の静的および動的性質の根源的理解と
望みの機能の物質への付与を目指して、以下の
三つの課題を中心に研究を進めています。
（1）電子コンプトン散乱による電子と原子核
の物質内運動のイメージング
（2）時間分解電子コンプトン散乱による化学
反応の駆動原理の可視化
（3）多次元同時計測分光による電子・分子衝
突の立体ダイナミクス

運動量空間化学の主たる成果
 電子運動量分光（EMS; Electron Momentum Spectroscopy）
－電子運動量分布（|(p)|2）を分子軌道毎に分けて観測
従前の
5×10^5倍の
信号強度

世界初の
density
oscillation
の観測

Rev. Sci. Instrum. 73, 2242 (2002)
Meas. Sci. Technol. 22, 075602 (2011)

世界初の
運動量空間MO
3Dイメージング

Phys. Rev. Lett. 94, 213202 (2005)

量子ビーム計測研究分野

1
𝜑𝜑�� 𝒑𝒑
2 � 2𝑆𝑆
� exp ��𝒑𝒑 · 𝑹𝑹� � exp ��𝒑𝒑 · 𝑹𝑹�

𝜓𝜓� 𝒑𝒑 �

Phys. Rev. Lett. 108, 173201 (2012)

世界初の
短寿命励起分子
MOイメージング

Phys. Rev. Lett. 114, 103005 (2015)

百生 敦 研究室

量子ビームの位相で観る
百生 敦
教授

准教授
講師
助教
特任准教授
特任講師

矢代 航
池松 克昌
呉 彦霖
高野 秀和
橋本 康

院工 知能デバイス材料学専攻
専門分野・キーワード
イメージング／Ｘ線／位相計測／
三次元計測

4-4

X 線などの量子ビームは、原子スケールから日
常スケールまで、幅広い範囲で物質の内部構
造を可視化するために使われています。ただ
し、例えばＸ線の場合、高分子材料、軽金属、
あるいは生体軟組織など、比較的軽い元素で
構成される物体に対して十分なコントラスト
が得られないという問題があります。ところ
が、波としてのＸ線の性質に基づく位相コン
トラストを生成・利用すれば、この問題は緩
和され、量子ビームの利用価値は桁違いに膨
らみます。本研究室では、X 線位相計測に基づ
く高感度画像計測技術を創始し、従来の常識
を覆す数々の成果を世界に発信してきました。
量子ビーム物理の基礎に立脚し、他では実現
できない実験環境構築と先端計測研究を推進
するとともに、実用展開を視野に入れた産業
界との共同研究も行っています。

構造材料物性研究分野

Ｘ線源
格子

格子

格子
画像検出器

Ｘ線位相イメージング（Ｘ線 Talbot-Lau 干渉計）による
早期リウマチ診断装置の開発

木村 宏之 研究室

X 線・中性子結晶構造解析による 1 原子内電子分極の可視化
木村 宏之
教授

助教

坂倉 輝俊、山本 孟

院理 物理学専攻
専門分野・キーワード
多重極端条件下精密結晶・磁気構造
解析／中性子・X 線回折装置開発／
磁性強誘電体／水素結合型誘電体

当研究室では低温・強磁場・高圧下の多様な
環境条件の下で、X 線・放射光・中性子を用い
た高分解能結晶構造解析のための計測技術確
立と、精密な電子密度あるいは原子核密度の
分布解析に基づく物質の構造相転移及び物性
の機能発現の起源について研究を行っている。
図に示すのは、中性子と X 線構造解析により
可視化された水素結合型誘電体の原子核密度
分布と、水素原子に注目した電子密度分布で
ある。酸素原子に挟まれた水素原子内で、原子
核と電子の重心位置がずれる事により、1 原
子内で巨大な電気分極 ( 電子分極と呼ぶ ) が生
じている事を示している。その他にも、磁性
強誘電体における巨大電気磁気効果について、
結晶・磁気構造解析の立場からその微視的起
源を明らかにする研究も行っている。更に我々
は高圧合成を基盤とした新物質・新機能の開

拓とその構造物性研究にも取り組んでいる。
本年度末に再起動予定の研究炉 JRR-3 では、
中性子二次元検出器の開発とそれを用いた超高
精度の構造解析手法の開発を行う予定である。

電子雲と原子核の重心位置のズレ →１原子内電気分極

8

ナノ・マイクロ計測化学研究分野

火原 彰秀 研究室

ナノ・マイクロ空間の化学をつかい・はかる
火原 彰秀
教授

福山 真央
モット デリック

助教
助教

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
ナノ・マイクロ分析素子／顕微イメー
ジング法／光学検出法／界面化学

4-6

ナノ・マイクロ空間を利用した化学・生化
学の集積化と高度化 単一細胞解析に関す
る研究分野開拓を中心に研究を進めます。
生体・環境・食品・工業プロセスなどを対
象とした簡便分析・自動分析などの実現が
期待できます。また、単一細胞を対象とす
る分析、単一分子レベルでの分析など、他
の手法からは得られない情報を計測するデ
バイス・計測技術実現に挑戦します。この
ような新しい技術のためには、空間制約下
での化学反応・界面現象などの特性を明ら
かにする基礎化学研究が必要になります。
そのためのツールとして、顕微イメージン
グ法、顕微レーザー分光法などで、他に例
のない高度計測手法の開発を進めます。

高分子物理化学研究分野

単一細胞解析

反応・物質輸送の界面化学
マイクロ水滴

ナノ水滴

amicro

anano

200 μm

1ステップ・バイオアッセイ
濃縮・
B/F分離

陣内 浩司 研究室

電子線によってソフトマテリアルの構造とダイナミクスを観る
陣内 浩司
教授

丸林 弘典
宮田 智衆
Wang Hsiao Fang

講師
助教
助教

院工 応用化学専攻
専門分野・キーワード
ソフトマター物理／高分子の自己組
織化／高分子結晶／高分子ハイブ
リッド材料

4-7

高分子は軽量性・柔軟性・加工性などに優れた
物質であり、基幹材料として産業的に広く利
用されています。高分子材料の物性は、化学
構造や分子配列の制御に加え、異種高分子や
無機物質を混合することで幅広くコントロー
ルされていますが、内部に形成される分子・
ナノスケールの微細構造と巨視的な物性・機
能の関係が明確になっておらず、より高性能・
高機能な高分子材料を設計する上でこの関係
の解明が強く求められています。私たちは最
新の透過型電子顕微鏡技術を駆使することで、
単一高分子鎖の原子分解能観察・高分子結晶
の配向マッピング・相分離構造の３次元観察・
ナノ粒子複合材料の変形ダイナミクス観察等
に取り組み、高分子材料内部の微細構造やダ
イナミクスと巨視的な物性・機能との関係を
解明することを目指しています。

量子光エレクトロニクス研究分野

50 nm
3D structure of the ordered bicontinuous double
gyroid structure in a diblock copolymer.

秩父 重英 研究室

ワイドギャップ半導体ナノ構造創成と時空間分解スペクトロスコピー
秩父 重英
教授

准教授
助教

小島 一信
嶋 紘平

院工 応用物理学専攻
専門分野・キーワード
半導体光デバイス／量子構造／キャ
リアダイナミクス／時間空間分解分
光

光子系（電磁波）と電子系（励起子）の機能
を融合させる量子構造デバイス用半導体とし
て、禁制帯幅に相当する波長が 200nm 台の
深紫外線から近赤外線まで広範囲をカバーし、
環境にも人間生活にも優しいプラネットコン
シャスな AlN，GaN，InN 等のⅢ族窒化物半導
体や ZnO，MgO 等のⅡ族酸化物半導体、NiO
や TiO2 等の金属酸化物半導体にスポットライ
トを当て、エピタキシャル結晶成長法によっ
て原子層レベルで平坦な表面・界面を持つ半
導体ナノ超薄膜や構造の形成を行います。ま
た、それらメゾスコピック・ナノ構造のフェ
ムト秒パルス集束電子線励起による時間・空
間同時分解分光を行い、微細領域における励
起子効果・量子効果（キャリアダイナミクス
や点欠陥との相関など）の物理に迫ります。
また、それらを用いた光・電子デバイス（紫
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外線・純青・純緑色半導体発光素子や光と励
起子の連成波デバイス等）の形成を行います。

計測研究部門

4-5

金属資源プロセス研究センター

5-1

高温材料物理化学研究分野

福山 博之 研究室

機能性材料プロセスと熱物性計測法の開発
福山 博之
教授

大塚 誠
安達 正芳

准教授
助教

院環 先進社会環境学専攻
専門分野・キーワード
材料プロセシング／化学熱力学／融
体物性／結晶成長

5-2

当研究室では、化学熱力学と融体物性を融合
させた新しい機能性材料のプロセス開発を提
唱しています。例えば、窒化物半導体は、青・
紫からさらに波長の短い紫外線発光素子とし
て、環境、医療、バイオ、情報分野での応用
が期待されていますが、当研究室では、窒化
物半導体の素子としての性能を向上させるた
め、結晶成長に関する物理化学的な知見を蓄
積しながら、新たな結晶成長プロセスを創製
しています。また、材料プロセスにおける複
雑な熱物質移動現象をシミュレーションする
ため、熱物性値のデータベース化を進めてい
ます。電磁浮遊装置と静磁場を組み合わせて、
金属融体の静的な浮遊状態を実現し、融体の
熱容量、熱伝導率、放射率、密度および表面
張力を高精度に計測する超高温熱物性計測シ
ステムの開発を行っています。この技術によっ
て、結晶成長、鋳造、溶接など様々な工学分

野への応用や最近では金属積層造形（3D プリ
ンタ）の開発にも貢献することに加えて、未
知の高温融体科学を切り拓いています。

基盤素材プロセッシング研究分野

植田 滋 研究室

高温プロセスにおける反応制御の最適化
植田 滋
教授

高旭

助教

院工 金属フロンティア工学専攻
専門分野・キーワード
素材プロセス／製鉄製鋼／高温物理
化学／リサイクル

持続可能な社会が求められる中で、高度な文
明を維持するためには社会基盤となる素材供
給を維持することが必要です。世界の粗鋼生
産量は年々増加し、ベースメタルやレアメタ
ルの需要も増加しています。この背景には新
興国での旺盛な資源需要があり、同時に鉱物
資源の劣質化および CO2
や有害な副産物発生の問
題が顕在化してきました。
この情勢の中で安全かつ
安定な社会を構築するた
めに、資源とエネルギー
需給および原料の変化に
対する対応力が高く低環
境負荷で安定的に素材が
生産可能なプロセスの構
築と持続性の高い資源循

環型の社会の構築が重要です。高温物理化学、
反応プロセス工学をもとに資源、エネルギー
対応、副産物の削減および利用といった社会
基盤構築に必要な反応プロセスの構築を目指
します。

Control of chemical reactions by controlling
Controlphenomena
of chemical reactions by
interface

controlling interface phenomena

5-3

機能性粉体プロセス研究分野

Figure.
Analysis
of reaction
mechanism and
Figure.
Analysis
of reaction
control of high temperature reaction

mechanism and control of high
temperature reaction

加納 純也 研究室

機能性粉体プロセスの創成とシミュレーションによる粉体プロセスの最適化
加納 純也
教授

助教

石原 真吾、久志本 築

院環 先進社会環境学専攻
専門分野・キーワード
粉体工学／シミュレーション／粉砕
／水素エネルギー

粉体を原料、中間製品あるいは最終製品とす
る高機能性材料の開発・製造がいつの時代も
盛んである。その材料の特性はその化学組成
だけではなく、材料中の粒子充填構造にも大
きく依存し、粒子充填構造は粉体粒子の粒子
径やその分布など物性・特性値に大きく左右
される。したがって、原料となる粉体の生成
などの粉体プロセスを精緻に制御
し、所望する粒子を取得し、かつ
所望する機能を発現させるため
に、混合や成形、充填、複合化な
どの粉体プロセスを自在に制御す
る必要がある。本研究室では、粉
体プロセスを自在に精緻に制御す
るためのツールとしてのシミュ
レーション法の創成を行ってい
る。本シミュレーションによって、
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粉体プロセスを最適化することにより、省エ
ネルギー化や省資源化を図っている。また、
粉体プロセスの一つである粉砕操作によって
発現するメカノケミカル現象を積極的に活用
し、都市鉱山からの金属リサイクルやバイオ
マスからの創エネルギーに関する研究を展開
している。

ADEM による固体粒子破壊挙動のシミュレーション

エネルギー資源プロセス研究分野

桐島 陽 研究室

放射化学アプローチによる放射性廃棄物のバックエンド工学
桐島 陽
教授

秋山 大輔

助教

院工 量子エネルギー工学専攻

2011 年の福島第一原発事故により、膨大な
よる燃料デブリの物理・化学特性の把握、汚
量の様々な放射性廃棄物が発生しました。こ
染水へのアクチノイドの溶出挙動研究、さら
の中には核燃料デブリなど現時点ではアクセ
には新規な汚染物の安定化および廃棄体化法
スが限られ、性状や汚染の程度などが不明な
の開発等を行っています。これにより、現在
取り扱いの難しい廃棄物が含まれます。これ
の日本における最も困難な工学課題である福
らは今後 30-40 年をかけて順次取り出され、
島第一原発の廃止措置に大学の研究室として
安定化や廃棄体化処理を施し、処分される見
貢献することを目指しています。
込みです。これを実現するには
福島原発・事故対応、廃炉へ貢献する基礎化学研究 従来の核燃料サイクルで発生する廃棄物に該当しない異質な放射性廃棄物が大量に発生
廃棄物の性状や含まれる放射能
（固体：溶融燃料, 機器設備,がれき等 液体：冷却水, 廃油等）
量を正確に把握する必要があり
ますが、廃棄物には毒性が高く
化学挙動が複雑な種々のアクチ
ノイド元素等が含まれます。当
1600℃処理
研究室では、この困難な課題に
（UO ーZrO ーセメント成分）
放射化学アプローチによる実験
• 燃料デブリの性状が不明 → デブリの模擬体を合成し、分析・評価する → 最適な処理処分方策を検討・提案
研究で取り組んでいます。具体
• 異質な廃棄物の処理・処分の設計 → 工学的に信頼できる処理・処分のための基礎データを取得する
的には模擬デブリ合成・分析に
2011/10 福島第一発電所内

専門分野・キーワード
放射化学／原子力バックエンド／廃
止措置／溶液化学

2
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エネルギーデバイス化学研究分野

2

本間 格 研究室

ナノテクノロジーを基盤としたエネルギーイノベーションの実現
本間 格
教授

シュタウス スヴェン
小林 弘明、岩瀬 和至
原 国豪

准教授
助教
助教

院環 先端環境創成学専攻
専門分野・キーワード
ナノテクノロジー／先端ナノ材料／
低環境負荷プロセッシング／ポスト
リチウムイオン電池／低炭素エネル
ギー技術

5-6

本間研究室では 21 世紀の科学技術が取り組む
最重要課題である地球持続技術・低炭素社会
構築の為にナノテクノロジーを利用した再生
可能エネルギー技術のフロンティア開拓を行
います。低環境負荷プロセッシングと機能性ナ
ノ材料開発をコア技術として、二酸化炭素変換、
次世代二次電池、キャパシタ、燃料電池等の革
新的エネルギーデバイスを創生して、再生可能
エネルギー普及と地球温暖化対策のイノベー
ションを起こすことを目的としています。
革新的エネルギーデバイスを実現するために、
単原子層材料（グラフェン、層状金属化合物）、
ナノ粒子、ナノポーラス物質、多元組成化合物、
準安定相、有機活物質、擬似固体電解質、超
臨界流体・水熱電解プロセス技術や放射光 insitu 分析等の先端的な材料科学を探求し、そ
れらの先端的ナノ材料科学を基礎学理として
高容量・高出力型ポストリチウムイオン電池、

大容量キャパシタ、燃料電池、太陽電池など
低炭素化社会構築と産業競争力強化に資する
エネルギーデバイスの研究開発を行います。
⾼容量・⾼出⼒次世代⼆次元デバイスの創製
マイクロバイオ電池
飲み込み型バイオセンサー
に⽤いる、胃液を電解液と
して作動する超⼩型シリコ
ンＭＥＭＳ電池デバイス

全固体電池

e–

胃酸蓄液発電素⼦
イオン液体

＋

酸化物ナノ粒⼦

マグネシウム電池

バイオセンサー試作品

ＣＯ２の電気化学分解

単原⼦状⾦属担持触媒

Li負極 正極

ナノ粒⼦を⽤いて
創 製 し た 透明ゲル
状準固体電解質

グラフェンとナノ
粒⼦を⽤いた
ＣＯ２の電気
化学還元触媒

⾦属ナノ粒⼦担持触媒

金属資源循環システム研究分野

◎ ⾼安全・⾼エネルギー
 ⾼温条件でのみ動作

粒⼦サイズ・形態制御
室温動作型Mg⼆次
電池正極材料を開発

Unit cell

⾼安全・⾼出⼒な
バイポーラ積層型
全固体リチウム電池
MnO4–
Mg2+

EtOH
5 nm以下

tunnel (1D) layered (2D) spinel (3D)

アルコール還元法による材料合成

⾰新的ナノ機能材料の創製により
⾼エネルギー・⾼パワー・⾼安全性
を備えた⾼性能電池の実現へ︕

柴田 悦郎 研究室

非鉄製錬業を基盤とした金属資源循環システムの構築
柴田 悦郎
教授

准助教
助教

飯塚 淳
安達 謙

院環 先進社会環境学専攻
専門分野・キーワード
非鉄金属製錬／金属資源循環／リサ
イクル／廃棄物処理

非鉄製錬業は資源循環型社会を実現する上で
は必要不可欠の産業であり、金属資源循環の
中心を担うことで、成長産業へ転換する可能
性を持っている。また、今後人口増加と相まっ
て、電気・電子機器の利用が加速度的に増加
することが予想される。金属資源を継続的に
確保していくためには、様々な製品に使用さ
れている金属を循環利用していく必要がある。
本研究分野では、非鉄製錬業を基盤とした金
属資源循環システムの構築に向けた研究活動
を行っている。鉱物処理も含めた非鉄製錬学
問分野全体に渡る横断的かつ従来の枠組みを
超えた研究活動を行い、将来的な金属資源の
高効率循環と環境保全の達成を目指している。
鉱石のみならず金属元素を含有した様々な二
次資源の前処理から主要製錬技術、製錬副産
物の処理、環境負荷元素の安定化など金属資
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源循環に向けた研究・技術開発に関して、課
題解決型研究や新規プロセス技術開発など、
包括的に取り組んでいる。

金属資源循環システムの構築に向けた研究アプローチ

金属資源プロセス研究センター

5-4

金属資源プロセス研究センター

5-7

ハイブリッドナノ粒子プロセス研究分野

村松 淳司 研究室

テーラーメードのよく定義されたナノハイブリッド材料はいかが？
村松 淳司
教授

渡辺 明
真木 祥千子
粕谷 素洋、藪下 瑞帆
Rahman Ashiqur
金子 房恵、増井 友美

准教授
講師
助教
助教
助教

院環 先端環境創成学専攻
専門分野・キーワード
メタルドープゼオライト系触媒／有
機－無機ハイブリッドナノ材料／
ハイブリッド液晶／エネルギー触媒
／修飾半導体ナノドット

先端計測開発センター

5-8

有機－無機ハイブリッド材料、光応答性ベシク
ル、メタルドープゼオライト系触媒、透明導電
膜 ITO ナノインク、非鉛圧電素子用ニオブ酸
系粒子、光触媒用チタニア、種々のペロブスカ
イト系酸化物、半導体ナノ粒子、非 Pt 系燃料
電池材料、多種類にわたる合金ナノ触媒粒子な
ど、たくさんの機能性ナノ材料を生み出して
います。それらはいずれも、粒子合成の根幹
である、(1) 核生成と粒子成長の分離、(2) 粒
子同士の凝集の防止、
(3) 粒子合成反応場制御
の、3 つの極めて重要な基礎理念を応用する
ことにより生み出されています。つまり、コー
ヒーや牛乳が安定であったり、クリーミーな
ビールの泡ができるのと、形状と形態が極めて
精密に制御された、単分散ナノ粒子が合成さ
れるのは、その根本になる理論は同じですし、
私たちはそうした自然のコロイドを真似なが
ら、全く新しい、よく定義されたナノハイブ

リッド材料を生み出します。あなたが欲しい、
テーラーメードの、よく定義されたナノハイ
ブリッド材料は何ですか？私たちが作ります。

b(040)
(020)

b

a

(400)

a

(200)

(200)

(020)

(400)

(040)

Chem. Lett., 37, 1278 (2008); Mater. Trans., 50, 2808 (2009);
J. Mater. Chem., 20, 8153 (2010); Chem. Lett., 42, 738 (2013).

原子空間制御プロセス研究分野

小俣 孝久 研究室

原子の占有空間をデザインし環境調和型材料・デバイスを生み出す
小俣 孝久
教授

佃 諭志
鈴木 一誓
ドライ アルンクマール

講師
助教
助教

院環 先進社会環境学専攻
専門分野・キーワード
機能性無機材料／自然エネルギー変
換デバイス／原子空間制御

6-1

人類がこれまで経験してきた大きな変革は新
しい材料の登場が引き金となっており、現在
直面しているエネルギー、環境、資源に関わ
る諸課題に対しても、必ずやそれらを解決へ
と導く材料があるはずです。先人たちの努力
により、誰もが容易に入手できる安定
な物質はもはや研究しつくされており、
今私たちが渇望している新材料はダイ
アモンドのように使用環境で実質的に
安定な準安定物質からなるに違いあり
ません。私たちの研究室では、そのよ
うな準安定物質を材料の新大陸と位置
づけ、原子的なフレームワークをデザ
インした望む機能を発現する準安定無
機化合物を、前駆体化合物中の可動イ
オンの置換や挿入により創製し、それ
らを環境調和型デバイス・システムへ

と応用すべく研究を進めています。現在は、
次世代型の薄膜太陽電池、中温作動型燃料電
池、省エネ・広色域ディスプレイの中核をな
す要素材料の開発とその素子化を研究してい
ます。
前駆原子空間制御化合物
原子空間制御イオン

Li+, Na+, K+, Cu+, Ag+, O2-, F-・・・
活性イオン空間

イオン置換，挿入

H+, Cu+, Ag+, Li+, O2-, F-, Cl-・・・
機能創出イオン

革新的機能性準安定化合物
環境調和型薄膜太陽電池
環境調和型LED
中温作動型燃料電池など

放射光ナノ構造可視化研究分野

高田 昌樹 研究室

放射光 X 線によるナノ可視化技術の開発と応用
高田 昌樹
教授

准教授
助教

江島 丈雄、山本 達
羽多野 忠

院工 応用物理学専攻
専門分野・キーワード
次世代放射光施設／ X 線光学／軟Ｘ
線顕微鏡／オペランド計測

本研究分野は、放射光 X 線により物質中の電
子構造をナノレベルで可視化し、新しい機能
を持った材料を開発する設計指針を確立する
ことを目標としています。現在、私達は最先
端の軟 X 線放射光光源である「次世代放射光
施設」（図 1、2023 年度に青葉山新キャンパ
スに完成予定）を強力に推進しています。こ
れまで私達が独自に開発を進めてきた X 線回
折・顕微・分光法の計測手法及びマキシマム
エントロピー法などの画像再構成の解析手法
を、次世代放射光施設が実現する未踏の光源
に適用することで、X 線ナノ可視化技術の革新
を目指します。また、学術と企業が課題解決
に向けて 1 対 1 の強固なチームを作る新しい
産学連携の形「コアリション（有志連合）・コ
ンセプト」（図 2）を通じ、次世代放射光施設
をオープン・イノベーションのゆりかごとし、
新産業創成に繋げることを目指しています。

図1

図2
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電気化学的置換
溶融塩・蒸気暴露
など

電子回折・分光計測研究分野

寺内 正己 研究室

電子線を用いた局所の構造・物性解析手法の開発と応用
寺内 正己
教授

佐藤 庸平
森川 大輔、奥村 知世

准教授
助教

院理 物理学専攻
専門分野・キーワード
電子顕微鏡／電子エネルギー損失分
光／軟 X 線発光分光／収束電子回折

6-3

持続可能な社会の実現には、省資源・省エネ
ルギーでコンパクトな高機能デバイスや新物
質の開発が必要であり、そのためには、電子
顕微鏡を基礎としたナノスケールでの構造・
物性解析手法の確立とその適用が不可欠です。
これまでに、我々の目標である「ナノスケー
ル構造・物性解析システムの構築」の
実現を目指し、世界初の精密構造解析
用分光型電子顕微鏡および解析ソフト
ウェア、高エネルギー分解能 EELS 電
子顕微鏡、世界初の価電子状態分析電
子顕微鏡など、オリジナルな手法・装
置の開発とその機能評価への応用を行
い、物性の解明と手法の有用性を実証
してきました。図は、熱線遮蔽材料と
して用いられている Cs ドープ酸化タ
ングステンのプラズモン振動の結晶方

位依存性を角度分解 EELS により測定した例
です。近赤外光エネルギー領域で、結晶方向
に依存して 2 つの振動エネルギーが存在し、
これらが高効率な近赤外光遮蔽性能の起源で
あることを解明しました。

電子線干渉計測研究分野

寺内 正己 (兼) 研究室

ナノ領域での構造・伝導性・電磁場の多元解析
寺内 正己
教授

赤瀬 善太郎

講師

専門分野・キーワード
電子線ホログラフィー／電磁場／
伝導性／その場観察

6-4

電子の波動性に注目しその干渉効果を利用し
た電子線ホログラフィーは、ナノスケールで
電磁場を可視化できる最先端の科学技術です。
我々は電子線ホログラフィーを活用して先端
材料内外の電磁場を高精度で計測する研究を
行っています。対物レンズに磁気シールドを
導入するなど電子顕微鏡本体の改造を行う一
方、試料ホルダーにも複数の探針を導入し、
ピエゾ駆動操作することにより電磁場制御を
行うとともに、局所領域での伝導性評価も実
施しています。汎用の電子顕微鏡法による構
造・組成情報に加え、電磁場・伝導性を評価
する多元的解析を展開しています。
主な研究内容は以下のとおりです。（1）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。（2）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。（3）

電場解析による帯電現象と電子の集団運動の
動的観察。（4）先端磁性材料のナノスケール
磁区構造解析とその場観察。
（5）高温超電導体、
強相関電子系新物質の磁束イメージング。

Reconstructed amplitude images showing the change in the electric
circuits of secondary electrons resulting from insertion of an
electrode. The color bar indicates the visibility of fringe contrast in
the original hologram. (a) The electrode (tungsten) is outlined by a
white line. The bias voltage of the electrode is zero. (b) The bias
voltage of the electrode is +5 V.

走査プローブ計測技術研究分野

米田 忠弘 研究室

スピントロニクスへ向けた単一スピンの検出と操作
米田 忠弘
教授

講師
助教

高岡 毅
道祖尾 恭之

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
走査プローブ顕微鏡／量子コン
ピュータ／スピンエレクトロニクス
／ ESR ー STM

本研究室では、走査型プローブ顕微鏡を中心
くかを磁気抵抗の差としてもとめ、磁場によっ
とした装置開発を通じて、ナノ領域科学の基
て反転させることに成功しています。
本となる計測技術や原子分子制御技術を開拓
また局在したスピンが RF 高周波と相互作用す
し、分子の特徴を生かした素子開発を行なお
ることを利用した、ESR-STM を開発し、より
うとします。特に近年、量子コンピューター
高度な磁気測定技術の開発を行っています。
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、我々は単一
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。
ナノ領域でのスピン・磁気特性の分
析は量子情報処理の基本となる技術
であり、その一つがトンネル磁気抵
抗を用いてスピンの向きを決定しよ
うとするものであります。我々は分
子で磁石の性質を示す単一分子磁石
分⼦をビルディングブロックとして⽤いる量⼦情報処理に向けた原⼦レベルでのスピン操作
を用いて、N・S 極のいずれが上を向
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有機ハイブリッドナノ結晶材料研究分野

火原 彰秀 (兼) 研究室

有機ハイブリッドナノ結晶の創成とフォトニック材料への展開
火原 彰秀
教授

小野寺 恒信

助教

院理 化学専攻
専門分野・キーワード
有機ナノ結晶／ハイブリッドナノ結
晶／集積化ナノ構造体制御／フォト
ニック材料

7-2

共役系有機・高分子物質と無機系物質（金属・
た発光増強現象の実現・解明、高誘電率多孔
半導体・誘電体など）とのハイブリッドナノ
質材料を用いたランダムレーザー発振、π共
材料には、構成物質の多様な組み合わせ、サ
役系有機ナノ結晶を用いた可視光応答型光触
イズ・形状、内部構造とその界面相互作用に
媒材料の開発などの研究展開を図っています。
強く依存した特異な光・電子物性や反応性、
新規機能の発現が期待されます。
当研究分野では、次世代フォトニ
Pore size: 380±31 nm
クス材料に資することを目的とし
26 MWcm-2
て、様々なタイプの有機—無機ハ
イブリッドナノ結晶の創成に関す
る研究を推進しています。すなわ
ち、高度で精緻な有機ナノ結晶作製
1 MWcm-2
手法の開発、有機—無機ハイブリッ
ド化手法の開発、有機—無機ヘテ
1 µm
Wavelength / nm
ロナノ界面の構築、基礎物性解析
と光・電子物性機能の評価を中心
SEM image of zirconia porous material and random laser
課題に据え、高誘電率材料を用い
oscillation from Rhodamine B roaded in the porous material.
Intensity /a.u.

高分子 ハ
･ イブリッド材料研究センター
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ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野

西原 洋知 研究室

カーボン系材料を中心とした非晶質材料の新展開
西原 洋知
教授

吉井 丈晴

助教

院工 化学工学専攻、院環 先端環境創成学専攻
専門分野・キーワード
ナノカーボン／吸着／エネルギー貯
蔵／固体反応

7-3

当研究室では、従来は構造制御も構造描写も
困難であった非晶質を主体とするカーボン系
材料に関し、有機合成や化学気相蒸着の手法
を用いて原子・分子レベルからのボトムアッ
プ的な材料合成を行い、有機結晶のように構
造 を 規 定 で き る 金 属 カ ー ボ ン 構 造 体、 グ ラ
フェンからなる 3 次元構造体をはじめ、種々
の新しいカーボン系構造体および複合材料の
調製を進めている。また、先進のカーボン材
料分析技術を利用し、カーボン系材料の反応
性、耐食性、触媒能等、様々な化学的特性を
分子論的に理解し、その精密制御を行ってい
る。さらに、調製した新規材料をスーパーキャ
パシタ、二次電池、燃料電池、ヒートポンプ、
新規エネルギーデバイス、機能性吸着材、触媒、
ヘルスケアなど幅広い分野へ応用する検討を、
国内外の多数の研究機関および企業と連携し

ハイブリッド材料創製研究分野

つつ進めている。

芥川 智行 研究室

多重機能を有する分子性材料の創製
芥川 智行
教授

助教

星野 哲久、武田 貴志

院工 応用化学専攻
専門分野・キーワード
有機電子材料／分子性導体／分子強
誘電体／分子エレクトロニクス

有機分子の設計自由度に着目した分子集合体
の多重機能の構築および無機材料とのハイブ
リッド化を試みています。導電性・磁性・強
誘電性の観点から、分子性材料の電子－スピ
ン構造を設計し、その集合状態を制御する事
で、マルチファンクショナルな分子性材料の
開発を行っています。例えば、分子性結晶内
の分子回転に関する自由度を設計し、分子の
flip-flop 運動を利用した双極子モーメントの反
転が実現できます。カチオン性の超分子ロー
ター構造の回転周波数・対称性・方向性など
の精密制御から、強誘電体の転移温度・応答
速度・抗電場などの諸物性が設計可能となり
ます。また、磁性機能を有するアニオン性ユ
ニットとの複合化により、強磁性－強誘電性
などのマルチファンクショナルな分子性材料
の開拓を目指した研究を展開しています。単
結晶・柔粘性結晶・液晶・ゲル・LB 膜など多
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様な分子集合体を研究対象とし、将来の分子
エレクトロニクスの実現に必要な基礎的な研
究を試みています。

光機能材料化学研究分野

中川 勝 研究室

界面機能分子制御に基づく光機能材料の創製
中川 勝
教授

中村 貴宏
伊東 駿也

准教授
助教

院工 応用化学専攻
専門分野・キーワード
材料科学／高分子化学／単分子膜工
学／ナノインプリント
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微細加工技術において次世代のものづくり基
盤技術として期待されているナノインプリン
ト技術に着目している。分子レベルで考える
化学的な視点から、界面機能分子制御
の学理を目指し、ナノインプリント技
術で展開できる先進的な光機能材料の
創製を行っている。金属微細構造形
成・応用展開を目指した可視光応答メ
タマテリアルの作製、微細形状観察に
適した光機能材料作製を目指したナノ
インプリント用蛍光性光硬化性樹脂の
開発、サブ 15nm 構造造形を目指し
たスクリーン印刷法と光ナノインプリ
ント法の融合による高粘度光硬化性組
成物の位置選択的塗布、ブロック共重
合体の微細加工への展開を目指した極
限ナノ光造形に関する研究を行ってい

る。これらの研究を通じて再生環境エネルギー
材料や極限ナノ構造デバイスへの展開も進め
ている。

有機・バイオナノ材料研究分野

笠井 均 研究室

難水溶化という従来の逆の分子設計に基づく新規ナノ薬剤の創出
笠井 均
教授

小関 良卓
ダオティ ゴックアン
有田 稔彦、鈴木 龍樹

助教
助教
助教

院工 バイオ工学専攻
専門分野・キーワード
ナノ薬剤／有機ナノ粒子／抗癌薬

従来の薬化合物の設計としては、薬理効果を有
する化合物に水溶性の置換基を付けることが
一般的でした。ところが、抗がん治療に用い
る薬剤の場合、水溶性化合物を静脈注射投与
すると、血中に移行後、腎臓から濾過されや
すい上、正常組織にも拡散しやすいこと、また、
100nm 以上のマイクロ薬剤の場合は、マクロ
ファージに貪食された後、肝臓に運ばれるこ
とが知られています（Fig.1）
。
当該研究分野では、上記の課
題を克服するため、抗がん活
性薬化合物にコレステロール
誘導体などの難水溶性置換基
を化学的に連結することや 2
ナノ粒⼦のまま
量体化などを施すという従来
細胞内に到達！！
とは真逆の薬剤設計を遂行す
ることに加えて、有機ナノ粒
子の作製法である再沈法を駆
全⾝へ拡散
(size : < 数nm)

使することにより、100nm 以下のナノプロド
ラッグ（Fig.2）を作製する技術を確立しまし
た。その結果、腫瘍組織の細胞内にまで効率
的なドラッグデリバリーが可能な抗癌性ナノ
プロドラッグを創出できることや、本技術が
点眼薬などにも幅広く応用展開できることが
分かってきました。近い将来での実用化に向
けて邁進中です。
肝臓による解毒
マクロファージ (size : > 100 nm)

腎臓による排泄
(size : < 数nm)

：マイクロ薬剤
Size： > 100 nm

：ナノ薬剤
Size：10 nm 〜 100 nm

：薬分⼦（< 数nm）

がん細胞への到達

Fig.1
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無機固体材料合成研究分野

腫瘍組織への集積
(size : 10 nm 〜 100 nm)

Fig.2

山根 久典 研究室

金属融液を利用した多元系新規無機化合物の合成と結晶構造化学
山根 久典
教授

准教授
助教

山田 高広、志村 玲子
髙橋 純一

院工 材料システム工学専攻
専門分野・キーワード
無機構造化学／固体材料化学／セラ
ミックス／材料合成

多種元素の組み合せからなる無機化合物には
未開拓の物質群が数多く存在し、既知の材料
にはない特性をもつ物質が潜んでいる可能性
がある。当研究室では固体化学の観点から、
新規多元系無機化合物の探索と、得られた物
質の構造解析や特性評価を行い、それらの新
しいセラミックス素材としての可能性を探求
している。新規物質の発見が直ちに実用材料
に結びつくことは希だが、未知の物質で有用
な特性が見出される可能性があり、多元系で
生成する物質の探索や生成相の関係を明らか
にすることは、大学の基礎研究に託された大
切な課題のひとつと考える。また、当研究室
では、セラミックス素材の作製法として一般
的な固相反応法に加え、金属ナトリウム（Na）
などの金属融液を活性反応場とする新たな合
成方法を研究し、従来法では合成が困難な条
件での微粉体や単結晶、多孔体など様々な形
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態の無機材料合成と、新たな機能を有するセ
ラミックス素材の開拓を目指している。

金属資源循環システムの構築に向けた研究アプローチ

高分子 ハ
･ イブリッド材料研究センター 新機能無機物質探索研究センター
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金属機能設計研究分野

山根 久典 (兼) 研究室

準結晶の合成と構造解析および金属学に基づく触媒機能設計
山根 久典
教授

亀岡 聡
藤田 伸尚

准教授
助教

専門分野・キーワード
準結晶／触媒／格子欠陥／価電子帯
構造
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準結晶合金と合金触媒を主とした基礎研究お
よび材料開発を行っています。準結晶関連で
は、新しい準結晶合金や単準結晶の合成、準
結晶と類似した骨格構造を有する近似結晶の
構造解析、構造転移メカニズムや構造数理な
どの基礎研究と並行して、準結晶を前駆物質
とする触媒や準結晶分散型の高強度 Mg 合金
などの材料開発を進めています。最近では、
Cd-Mg- 希土類系で新種の近似結晶を発見し
ました。
一方、合金の電子構造および微細組織の制御
といった金属学的な手法による新しい触媒材
料の設計開発も行っています。例えば、1．）
枯渇が危惧される貴金属資源の代替として価
電子帯構造制御による新しい合金触媒の設計
を進め、一部の反応において Pd の触媒機能を
CuNi 合金により創出することに成功しました。

また、2．）組織制御した合金にリーチングも
しくは酸化—還元による“自己ナノ組織化”
を促すことで触媒機能の向上を図る新しい合
金触媒調製プロセスを開発しました。

環境無機材料化学研究分野

殷 澍 研究室

ソルボサーマル反応による環境応答性無機ナノマテリアルの創製
殷澍
教授

朝倉 裕介
長谷川 拓哉

助教
助教

院環 先端環境創成学専攻
専門分野・キーワード
複合アニオン化合物／ソルボサーマ
ルプロセス／セラミックスの形態制
御／環境応答機能
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形態制御可能な環境応答性無機ナノ材
料の創製とエネルギーや環境に関連し
た高度機能性開発を行っている。主に
環境に優しいソフトケミカル手法によ
る材料合成を行い、特に高温水や非水
溶媒を利用するソルボサーマル反応等
の溶液化学反応を用い、複合アニオン
化合物の合成や電子構造制御を行う。
環境に優しい反応条件で環境応答性無
機ナノ材料の形態・結晶化度・結晶相・
粒子サイズの精密制御を行い、環境調
和・エネルギーの高効率利用・フォト
ンや化学物質による環境応答等の無機
機能材料の創製及び機能性高度発現に
関する研究を展開している。

物質変換無機材料研究分野

加藤 英樹 研究室

持続可能社会のための高機能な物質変換無機材料開発
加藤 英樹
教授

助教

熊谷 啓

院工 化学工学専攻
専門分野・キーワード
光触媒／無機材料化学／エネルギー
変換

当研究室では持続可能社会に不可欠な人工
光合成やバイオマス変換のための無機材料
開発を行っています。酸化物、硫化物、酸
窒化物、およびリン酸塩など多様な無機物
質を対象として、結晶構造、構成元素、表
面構造などの観点から無機材料の高機能化
を図っています。人工光合成では半導体光
触媒による水分解に注力し、より長波長の
光に応答し、より高い量子収率で水を分解
できる光触媒系の構築を目指し、バンドポ
テンシャル制御による応答波長と反応特性
制御、反応活性点導入およびキャリアトラッ
プ制御のための表面修飾、そして合成プロ
セスおよびポスト合成処理に着目して光触
媒開発を進めています。また、バイオマス
資源からの有用化学物質製造のための固体
酸塩基触媒開発および反応プロセス開発も
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行っています。さらに、無機材料化学の視点から
光触媒や固体酸塩基触媒として機能する新物質の
設計・開拓も行っています。

Water splitting using photocatalyst
Energy

新機能無機物質探索研究センター

8-2

photocatal.(ex) + H2O
photon
H2O

H2 + 1/2 O2
G0 = 237 kJ mol–1

Reaction coordinate

