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多元研は 4 つの基盤的研究部門と、2 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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生命機能制御物質化学研究分野（和田研）
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）
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無機固体材料化学研究分野（山田研）
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ナノスケール磁気機能研究分野（岡本研）
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金属機能設計研究分野（亀岡研）
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物質変換無機材料研究分野（加藤研）
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工学研究部門

超臨界ナノ工学研究分野（阿尻研（AIMR））
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）
ハイブリッドナノ粒子プロセス研究分野
（村松研）
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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）
高分子物理化学研究分野（陣内研）
量子フロンティア計測研究分野（矢代研（SRIS））
量子光エレクトロニクス研究分野（秩父研）

計測研究部門

放射光可視化情報計測研究分野（髙橋（幸）研（SRIS））
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固体表面物性研究分野（虻川研（SRIS））
電子線干渉計測研究分野（佐藤（俊）研（兼））
電子回折・分光計測研究分野（寺内研）
走査プローブ計測技術研究分野（米田研）
放射光ナノ構造可視化研究分野（高田研（SRIS））

附属研究施設

金属資源プロセス
研究センター

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）
原子空間制御プロセス研究分野（小俣研）

マテリアル･計測ハイ
ブリッド研究センター

量子電子科学研究分野（高橋（正）研）
ナノ・マイクロ計測化学（火原研）
ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野（西原研（AIMR））
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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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

准教授
助教

鬼塚 和光
松本 高利、岡村 秀紀

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

1-2

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

発やタンパク質などを不斉反応場とする超分
当研究室では、DNA や RNA などの核酸、そ
子不斉光反応などを、有機化学から物理化学、
してタンパク質など生体高分子の、次世代イ
そして生命化学分野まで幅広い研究を展開し
ンテリジェント型ナノバイオ機能材料への応
ています。
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
Peptide Ribonucleic Acid (PRNA)
研究を行っています。例えば、がん細胞
PRNA
target RNA
PRNA
target RNA
特有の細胞情報に応答し、正常細胞には
Neutral pH
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
Cancer Cell (pH 5.8)
Normal Cell (pH 7.2)
ヌクレアーゼの酵素機能の向上ならびに
Works as Effective Oligonucleotide Therapeutics
No Complexation: No Off-Target Effects
新規機能性付与を指向した DNA と人工
Cancer Cell
target
核酸を融合したキメラ人工核酸の設計・
DNA duplex
RNA
PRNA
合成、そしてタンパク質や核酸の高次構
nuclei
Cancer Cell Specific
造変化を高感度・高時間分解測定可能な
Recognition and
Translation
Complexation
時間分解円二色性スペクトル測定装置の
Effective Oligonucleotide Therapeutics Function
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 (CPL) 材料開
Fig1 ナノバイオ分子機能の on-off 制御
O

HN

准教授
講師
助教

荒木 保幸
黒河 博文
西嶋 政樹、鈴木 仁子

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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准教授
助教
助教

門倉 広
渡部 聡、天貝 佑太
張 玉霞

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

OH

N

O

稲葉 謙次 研究室

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。
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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

教授
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生体分子構造研究分野
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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

准教授
助教

松井 敏高
小和田 俊行

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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生体内および生細胞内では、蛋白質・核酸・
糖などの様々な生体分子が相互作用しながら
機能しています。それらの生体分子の真の役
割を解明するには、他の生体分子との相互作
用が保たれた状態、すなわち生きた状態でそ
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・
高分子化学・蛋白質化学等
の技術に基づいて新たな機
能 性 分 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き起こ

すケージド化合物・フォトクロミック化合物
を用いた酵素や受容体の活性制御技術の開発
などを行います。これらの機能性分子を蛍光
顕微鏡観察と組み合わせることにより、生き
た状態における生体分子の機能や疾患機構の
本質に迫ります。

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
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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 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。

タンパク質のフォールディング

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

奥西 みさき、藤原 孝彰

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

3

創製を目指します。

有機・生命科学研究部門
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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
Prof
教授

助教

小野寺 恒信

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

無機材料研究部門

1-8

共役系有機・高分子物質と無機系物質（金属・
用いた発光増強現象の実現・解明、高誘電率
半導体・誘電体など）とのハイブリッドナノ
多孔質材料を用いたランダムレーザー発振、
材料には、構成物質の多様な組み合わせ、サ
π共役系有機ナノ結晶を用いた可視光応答型
イズ・形状、内部構造とその界面相互作用に
光触媒材料の開発などの研究展開を図ってい
強く依存した特異な光・電子物性や反応性、
ます。
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
26 MWcm-2
クス材料に資することを目的とし
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
1 MWcm-2
ち、高度で精緻な有機ナノ結晶作
製手法の開発、有機—無機ハイブ
リッド化手法の開発、有機—無機
1 µm
Wavelength / nm
ヘテロナノ界面の構築、基礎物性
SEM image of zirconia porous material and random laser
解析と光・電子物性機能の評価を
oscillation from Rhodamine B roaded in the porous material.
中心課題に据え、高誘電率材料を
Intensity /a.u.

有機・生命科学研究部門
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高分子ハイブリッドナノ材料研究分野

西堀 麻衣子 研究室（SRIS）

放射光分析を駆使したハイブリッドナノ材料の階層構造ダイナミクス
西堀
麻衣子
Prof
教授

院工 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材料
／時空間階層構造／ダイナミクス
／放射光 X 線分析

2-1

ソフトマテリアルや生体材料は、ナノからミク
ロに至る広い時空間のスケールで複雑な階層
構造を形成しています。量子サイズ効果など
の新規な物性や優れた機能を発現するナノ粒
子を有機分子や高分子と複合化すると、相分離
や自己組織化、化学状態・局所構造変化など
時空間のスケールに応じた興味深い現象が生
じます。こうしたナノ複合材料の階層構造が
なぜ特異な機能を発現するか、どうやってそ
のような構造を形成するのかを理解すること
は、新たな複合材料の開発に必要不可欠です。
私たちはハイブリッドナノ材料の構造と機能
の相関を正しく理解するために、構造形成過
程や熱・光・応力など外場下における原子の
化学状態・構造・ダイナミクスを、高輝度放
射光 X 線を用いてマルチスケールで可視化し
ています。階層的な物質構造化学を深化させ、
新奇な機能を担う新原理の発見を目指します。

無機固体材料化学研究分野

山田 高広 研究室

新しい無機化合物・機能性材料の開拓と新規合成法の開発
山田
高広
教授
Prof

助教

榎木 勝徳

院工 知能デバイス材料学専攻
専門分野・キーワード
無機物質科学／ジントル化合物／
熱電材料／計算材料熱力学

無機材料の多くは金属や合金，酸化物が用い
られていますが、窒化物や金属間化合物など
の無機化合物も材料としての高いポテンシャ
ルを有しています。多元系の無機化合
物には、まだ見出されていないものや、
既知化合物であってもその機能が十分
に明らかにされていないものが数多く
存在します。本研究分野では、新規化合
物の探索的な研究や、新規合成法によ
る純良な試料の合成、また、それらの
物性評価や機能発現のメカニズムの検
証を実験や理論計算によって行うこと
で、熱電材料、硬質セラミックス・金
属材料，超伝導体などの非酸化物系化
合物を中心とした新規材料を開拓する
ことを目指します。こうしたボトムアッ
プ型の研究は、従来の材料の概念を一
転させるような性能や機能を有した物
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質の発見につながる可能性もあり、大学にお
いて継続して行うべき研究であると考えます。

新規 Na-Cd-Sn 系金属間化合物の結晶構造と電子状態密度

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

奥山 大輔、那波 和宏

助教

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

2-3

我々のグループでは電子スピンの多体相関に
の遅いダイナミクスの解明等、電子スピン集
よる新奇な量子相の探索とその解明を目指し
団のトポロジカルな性質の解明が進んでいま
ています。この目的を達成するため、スピンの
す。
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
(c)
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
(a)
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
(b)
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。
(a,b) Observed dispersions of triplons along H (or K) with the K (or H) integrated around
他にも磁性体中のトポロジカルな磁気
(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.
テクスチャーである磁気スカーミオン

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

准助教

菊池 伸明

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

2-4

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

ハイブリッドナノシステム研究分野

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。

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

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

講師

松原 正樹

院環境 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

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。
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無機材料研究部門
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無機材料研究部門
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ナノ機能物性化学研究分野

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
助教

吉松 公平
志賀 大亮

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

2-6

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。

無機固体材料合成研究分野

山根 久典 研究室

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

志村 玲子
高橋 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
単結晶や多孔体など様々な形態の無機材料合
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。

新規α -SrZn5 型金属間化合物 BaCu2.6Zn2.4 の結晶構造
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金属機能設計研究分野

亀岡 聡 研究室

金属学に基づく新奇金属触媒材料創製と新規合金構造モデルの提案
亀岡
聡
教授

講師

藤田 伸尚

院工 材料システム工学専攻
専門分野・キーワード
金属触媒材料／金属間化合物／
準結晶／ハイパーマテリアル

我々は、金属学に基づく視点から新たな構造
と機能を有する金属・合金に関する基礎研究
および材料開発を行っています。研究の柱は、
バルク金属を対象として優れた触媒機能を持
つ金属・合金触媒を設計・調製することであ
り、特に各種金属・合金への活性化処理（リー
チング、水素吸蔵、酸化など）を行うことに
よる新奇触媒材料調製プ
ロセスの開発を行ってい
ます。また同時に、準結
晶関連物質（ハイパーマ
テリアル）の新規合成や
X 線構造解析、構造モデ
リングにも取り組んでお
り、得られた知見に基づ
いてハイパーマテリアル
の触媒材料としての応用
の可能性を探求していま
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す。最近の成果として、例えば、触媒的に不
活性と思われてきたバルク状金でも触媒活性
サイトとなる低配位数（配位不飽和）のサイ
トが形成されるような活性化処理を施すこと
で高いアセチレンの部分水素化活性を示すよ
うになるなど新奇機能の発見とその活性発現
機構の提案を行いました。

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
Inorganic Materials for Chemical Transformation

殷

形態制御可能な環境応答性無機ナノ

教授

る。主に環境に優しいソフトケミカ

澍
KATO
Lab 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
物質変換無機材料研究分野
ル手法による材料合成を行い、特に

加藤研究室

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
助教
長谷川 拓哉
い、複合アニオン化合物の合成や電
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
子構造制御を行う。環境に優しい反
SPECIALIZED
Photocatalyst
／ Inorganic material chemistry ／ Energy conversion
応条件で環境応答性無機ナノ材料の
院環境 先端環境創成学専攻
FIELD･KEY WORD
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
▪光触媒による水分解
専門分野・キーワード
ネルギーの高効率利用・フォトンや
▪光電気化学的エネルギー変換
複合アニオン化合物／ソルボサー
化学物質による環境応答等の無機機
マルプロセス／セラミックスの形
▪バイオマス変換のための固体酸塩基触媒の開発
能材料の創製及び機能性高度発現に
態制御／環境応答機能
▪物質変換のための新物質開拓
関する研究を展開している。

加藤

教

授

hideki.kato.e2@tohoku.ac.jp

熊谷

啓

助

教

Hiromu KUMAGAI, Assistant Professor

▪ Photocatalytic water splitting
▪ Photoelectrochemical energy conversion
▪ Development of solid acid-base catalysts for biomass conversion
▪ Exploration of new inorganic compounds

赤外線遮蔽スマートウィンドウ作動モデル

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

Energy
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超臨界ナノ工学研究分野

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
超臨界状態では水と有機物が均一に混じり合
今まで不可能とされてきた低温廃熱の高エネ
阿尻
うことができます。この超臨界水の特徴を利
ルギー変換（エクセルギー再生産）プロセス
雅文
用すると、表面が有機修飾された金属酸化物
を開発しています。
Construction of highly
active inorganic materials for chemical
reactions
教授

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
Our research interest is
focused on construction of high制御化に取り組んでいます。有機
performance inorganic materials
for artificial photosynthesis
修飾された金属酸化物粒子「有機・
biomass conversion,無機ハイブリッドナノ粒子」は、有
which are very important techniques
准教授
笘居and
高明
in sustainable society. 機溶媒に高い親和性をもつため、超
For artificial photosynthesis, we are
making an effort to construct
semiconductor photocatalysts
高濃度分散が可能になります。分子
院工 化学工学専攻
with response to longer
wavelengths and higher quantum
のようにふるまうナノ粒子を扱う
yields. To achieve it, ための「新科学」の創製に挑戦して
we examine control of band gaps
専門分野・キーワード
います。また有機修飾でナノ粒子
and reactivity of electrons/holes
through band potential
超臨界水／超ハイブリッド／ナノ
の成長方向を制御すると、活性面
tuning, surface modification
for introduction of active sites
材料／プロセス工学
のみが露出した超高活性ナノ触媒
and control of carrier traps,
and synthesis processes. We
also study properties を合成することができます。この
of complex oxides as solid acidナノ触媒は低温でも非常に高い活
base catalysts for biomass
conversion. In addition, we are
exploring new inorganic性を示すことから、これを使って、
compounds capable of application
to photocatalysts and solid acid-base catalysts.
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CENTER FOR EXPLORATION OF NEW INORGANIC
MATERIALS

当研究室では持続可能社会に不可欠な人工光
に、無機材料化学の視点から光触媒や固体酸塩
合成やバイオマス変換のための無機材料開発
基触媒として機能する新物質の設計・開拓も
を行っています。酸化物、硫化物、酸窒化物、
行っています。
持続可能社会のための高機能な物質変換無機材料開発
教授
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
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
どの観点から無機材料の高機能化を図っ
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
ています。人工光合成では半導体光触媒
Water splitting using photocatalyst
助教
熊谷窒化物、およびリン酸塩など多様な無機物質を対象として、結晶
啓
による水分解に注力し、より長波長の光
photocatal.(ex) + H2O
に応答し、より高い量子収率で水を分解
H2 + 1/2 O2
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
photon
できる光触媒系の構築を目指し、バンド
院工 化学工学専攻
G0 = 237 kJ mol–1
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
H2O
ポテンシャル制御による応答波長と反応
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
特性制御、反応活性点導入およびキャリ
Reaction coordinate
専門分野・キーワード
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
アトラップ制御のための表面修飾、そし
光触媒／無機
材料化学／エネル
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
て合成プロセスおよびポスト合成処理に
ギー変換
着目して光触媒開発を進めています。ま
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
た、バイオマス資源からの有用化学物質
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
製造のための固体酸塩基触媒開発および
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
反応プロセス開発も行っています。さら
ロセス開発も行っています。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。
阿尻 雅文 研究室（AIMR）

プロセスシステム工学研究部門
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英樹

Hideki KATO, Professor

無機
材料研
部門 MATERIAL RESEARCH
DIVISION
OF 究
INORGANIC

2-8

Design of element-substituted compound
substitution

Morphology control of photocatalyst particles

1 µm

INSTITUTE OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH FOR ADVANCED MATERIALS TOHOKU UNIVERSITY

7

プロセスシステム工学研究部門
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光物質科学研究分野

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

准教授
助教

小澤 祐市
上杉 祐貴、田辺 綾乃

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

3-3

レーザーを中心とする最先端のフォトニクス技
光（電磁波）の本来の性質であるベクトル性を
術を駆使して、光と物質との相互作用の研究を
持ったベクトルビームについて、その物理的な
進め、新しい材料の創成や機能の発現、プロセ
性質を探るとともに、ビーム発生法の開発とビー
スの開発などを大きな目標としています。現在
ム品質の改善に取り組みながら、レーザー加工
具体的に進めている主たる研究テーマは、高強
や超解像顕微鏡などへの応用研究を総合的に進
度レーザー場によるシングルナノ粒子作製と、
めています。
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
厚さが 30 nm の支持基板のない薄膜をシングルショットレーザー干渉加工により作製
ま す。 こ れ に 対 し て 後 者 は、 した (a) 1 次元格子と、(b) 2 次元格子の例

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、持続可能
高温／制御雰囲気／通電といった特殊なデバイ
社会を実現することは、21 世紀の科学者・技
ス動作環境下でのオペランド分析を可能とする
術者に課せられた大きな課題です。我々の研究
高度計測技術の開発も行っています。以上の研
室では、これらの問題の解決に資する、燃料電
究を通し、固体イオニクス材料を利用した環境
池や蓄電池など、環境にやさしいエネルギー変
調和型エネルギー変換デバイスの開発ならびに
換デバイスの実現・普及のための基盤研究を
高性能化・高信頼性化に取り組んでいます。
行っています。特に、固体
でありながらその中をイオ
Ch
arg
e
ンが高速移動できる“固体
イオニクス”材料に着目し、
Dis
cha
rge
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
高温雰囲気制御型オペランドマイクロ
スにおける材料、反応に関
Ｘ線吸収分光計測装置
わる理解を深化させるべく、
x in LixCoO2
: x ≦ 0.6

: 0.8 < x ≦ 0.9
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環境適合素材プロセス研究分野

: 0.6 < x ≦ 0.7

: 0.9 < x ≦ 1.0

: 0.7 < x ≦ 0.8

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

准教授
助教

夏井 俊悟
丸岡 伸洋

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

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

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
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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

准教授
助教

助永 壮平
川西 咲子

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／その場観察

接観察を通じて解明しています。これらを基
に実際の素材製造プロセスの高効率化や新規
プロセスの開発を目指しています。

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

准教授
講師
助教
助教
助教

渡辺 明
真木 祥千子
大須賀 遼太、粕谷 素洋
Ashiqur Rahman
金子 房恵、増井 友美

院環境 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材料／
単分散無機ナノ粒子合成／金属含有
ゼオライト系触媒／マキシマムエン
トロピー (MEM) 電子密度解析
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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。

量子ビーム計測研究分野

百生 敦 研究室

量子ビームの位相で観る
百生
敦
教授

助教

上田 亮介

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

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。
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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

計測研究部門
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素材の精錬・製造・リサイクルの各種プロセ
スでは、さまざまな元素から成る固体・液体・
気体が互いに高温で反応しながら進行します。
その原理を理解し、プロセスの高効率化を実
現するには、異相間の化学的、物理的な分離
過程を明らかにする必要があります。そのた
めに欠かせないのが、高温での各相や異相間
の界面の化学的、物理的性質です。例えば溶
融ケイ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を敏感
に反映するため、物性の発現機構を物質の構
造との関連から解明しています。このように、
材料物性とプロセスは密接に関わるため、『物
性研究とプロセス研究の融合』をモットーに
研究を進めています。
また、材料の分離プロセスや結晶成長に関わ
る界面での反応機構を、高温での反応場の直

プロ
セスシ
テム工
学研
究部ENGINEERING
門
DIVISION
OF ス
PROCESS
AND
SYSTEM
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計測研究部門
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構造材料物性研究分野

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，水素結合型強
誘電体／超高圧合成法開発

4-3

当研究室では低温・強磁場・高圧下の多様な
環境条件の下で、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
の分布解析に基づく物質の構造相転移及び
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 度分布である。酸素原子に挟まれ
た水素原子内で、原子核と電子の重心位置
がずれる事により、1 原子内で巨大な電気
分極 ( 電子分極と呼ぶ ) が生じている事を
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。
2021 年度から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。

高分子物理化学研究分野

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

講師
助教

丸林 弘典
宮田 智衆、王 孝方

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

4-4

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。しかし、材料の内部に
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・機能の相関関係は明確になっ
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。当研究室では最新の透過型電子
顕微鏡法の開発に取り組みつつ、高分子材料
内部の微細構造やダイナミクスを精確に観測
し、巨視的な物性・機能との相関関係を解明
することを目指しています。具体的には、ナ
ノ粒子複合材料の界面の原子分解能観察や変
形ダイナミクスの観察・高分子結晶のナノ構
造マッピング・単一高分子鎖の原子分解能観

察・ナノ相分離構造の３次元観察等に取り組
んでいます。

50 nm
Fig.1.  3D structure of the ordered bicontinuous double
gyroid structure in a diblock copolymer.

量子フロンティア計測研究分野

矢代 航 研究室
（SRIS）

4D 世界のフロンティアを拓く
矢代
航
教授

私たちは三次元（3D）＋時間という「4D の
ステム開発や、病変の早期発見につながる医
世界」に生きていますが、マイクロメートル
療診断機器の開発、延いては生物の脳の機能
以下かつミリ秒以下の 4D 時空間領域には、
解明など、一般社会にも多様な波及効果を生
最先端の計測テクノロジーでもアクセスでき
むと期待しています。
ない広大な未知の世界が拡がっていま
す。本研究分野では、X 線などの高エネ
ルギービームの量子性と、先端的なマイ
クロ・ナノファブリケーション技術、デー
タサイエンス技術を駆使することによ
り、従来の限界を飛躍的に超える新たな
イメージング技術を開発し、未開の 4D
世界の開拓に挑んでいます。
本研究分野で開発しているイメージング
技術は、物質・生命科学における様々な
!"##$%
&'()*)"$*+'*
非可逆・非平衡系（例えば、流動性のあ
+$,-(.$*-+%$-る材料や、生きた生物など）の新たな理
解につながるだけでなく、持続可能社会
!$/.0+(1$*23*'#-$%4/+(',*'5*%"##$%*+$,-(.$*5%/6+"%$*7%'6$-89:*1- +$17'%/.*%$-'."+(',;
の実現に向けた材料・マイクロマシンシ
Real-time
4D observation rubber tensile fracture(10ms
temporal
3")04)01*()5/106$+$"&
-")./).0*()120.3$+$"&

7.+20$
70+/1$

院工 ファインメカニクス専攻

-)%$*
4)%$
.,/&),"012
5,2&),".06

!"#$%&$%'(%)#$"*+,&,%
!"#$%&$%'(%)#$"* +,&,%

専門分野・キーワード
量子ビーム光学／計測／データサ
イエンス／マイクロ・ナノファブ
リケーション

!"#$%&'()*+)*&#,-."/#!"!"#$$%#$&"'$($)*+
,--./00111$+-2345+-6,678+29+:.0;2<0541=>.?4==0$($)($(@0

resolution)
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量子光エレクトロニクス研究分野

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

4-6

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
外線・純青・純緑色半導体発光素子や光と励

放射光可視化情報計測研究分野

起子の連成波デバイス等）の形成を行います。

髙橋 幸生 研究室（SRIS）

放射光計測とインフォマティクスの融合による材料機能可視化への展開
髙橋
幸生
教授

准教授
助教

篠田 弘造
石黒 志

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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実用機能性材料の多くは、原子 ( ミクロ ) からミ
リメートル ( マクロ ) までの空間階層構造を有す
る不均一・複雑系であり、新材料を設計・開発す
る際、ミクロとマクロを繋ぐメソスケールでの
微細構造と機能の相関を解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・分光技
術を駆使することで実用機能性材料の構造・元
素・電子状態を多角的に解析することができま
す。 特 に、 放 射 光 の
コヒーレント成分を
①タイコグラフィ-XAFS-CT計測
利用したコヒーレン
ト回折イメージング
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、

固体表面物性研究分野

近年のインフォマティクスの発展に伴い、３次
元空間に複雑に分布する元素・電子状態の情報
から構造－機能相関に関する特徴的な情報を抽
出ことも可能になりつつあります。本研究室で
は、次世代の放射光イメージング・分光法の開
拓を基軸とし、インフォマティクスを活用する
ことで、実用材料の機能を可視化する共通基盤
を構築することを目指します。
②教師なし学習による
酸化反応傾向グループの分離・抽出

③酸化反応傾向(軌跡)の
3次元空間可視化

虻川 匡司 研究室（SRIS）

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) と走査電子顕微鏡法
(SEM) を使用しています。PEEM では、２次元

11

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。

計測研究部門

4-5

計測研究部門

4-8

電子線干渉計測研究分野

佐藤 俊一（兼）研究室

ナノ領域での構造・伝導性・電磁場の多元解析
佐藤
俊一
教授

講師

赤瀬 善太郎

院工 知能デバイス材料学専攻
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

4-9

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。

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

准教授
助教

佐藤 庸平
森川 大輔、奥村 知世

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

4 - 10

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。

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
助教

高岡 毅
道祖尾 恭之
シャヘド シエド モハマド
ファクルディン

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-STM

本研究室では、走査型プローブ顕微鏡を中心と
め、磁場によって反転させることに成功して
した装置開発を通じて、ナノ領域科学の基本と
います。
なる計測技術や原子分子制御技術を開拓し、分
また局在したスピンが RF 高周波と相互作用す
子の特徴を生かした素子開発を行なおうとしま
ることを利用した、ESR-STM を開発し、より
す。特に近年、量子コンピューターやスピント
高度な磁気測定技術の開発を行っています。
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
を用いて、N・S 極のいずれが上を
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
向くかを磁気抵抗の差としてもと
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放射光ナノ構造可視化研究分野

高田 昌樹 研究室（SRIS）

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

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 」（Fig.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

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

Fig.1

高温材料物理化学研究分野

福山 博之 研究室

エネルギー・環境材料の高温プロセス創製
福山
博之

当研究室では、化学熱力学をベースにエネル
ギーと環境に役立つ新しい先端材料やそのプ
ロセス開発に関する研究を行っています。例
えば、窒化物半導体は、環境や医療分野での
応用が期待される紫外発光デバイスや省エネ
につながるパワーデバイスの基板材料として
注目されており、当研究室では、その新たな
結晶成長プロセスに関する研究を行っていま
す。また、様々な材料プロセスにおける熱・
物質移動現象をシミュレーションするため、
電磁浮遊法と静磁場を組み合わせて、融体の
熱容量、熱伝導率、放射率、密度および表面
張力等の熱物性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、鉄・非鉄の金属製錬、機能
性材料の結晶成長、耐熱材料の開発、蓄熱材
料の開発、原子炉重大事故のモデリング、鋳造、
溶接など様々な材料分野へ貢献することに加

教授

准教授
助教

大塚 誠
安達 正芳

院環境 先進社会環境学専攻
専門分野・キーワード
エネルギー・環境材料／化学熱力学
／融体物性／結晶成長

5-2

えて、未知の高温融体科学を開拓する研究を
行っています。

窒化アルミニウム結晶成長その場観察

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

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
応、副産物の削減および利用といった社会基
明を維持するためには社会基盤となる素材供
盤構築に必要な反応プロセスの構築を目指し
給を維持することが必要です。世界の粗鋼生
ます。
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
Figure. Analysis of reaction mechanism and control of high
temperature reaction

Control of chemical reactions by
controlling interface phenomena
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Figure. Analysis of reaction
mechanism and control of high
temperature reaction

金属資源プロセス研究センター

5-1

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」を通じ、
次世代放射光施設をオープン・イノベーショ
ンの揺籃とし、新産業創成に繋げることを目
指しています。

計測
研究部
DIVISION
OF 門
MEASUREMENTS

4 - 11

金属資源プロセス研究センター

5-3

機能性粉体プロセス研究分野

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

院環境 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

5-4

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、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

エネルギー資源プロセス研究分野

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。

!"#$%&'!"()*+,-./01-234&5678!"# 9:;<=,>?
粉体現象および粉体プロセスのシミュレーションによる解析：
,@<ABC!$#
DEF1G.GH,>?,IBJKLABC!%# MNH,>?,OP
QRABC!&#
'()S1TUVWX>?YZABC!*#湿式ボールミル中の粒子
[\=,>?]7AB
(a) 圧縮成形時の粒子の変形挙動，(b)

の運動・破壊挙動，(c) 鉱炉中の粒子の軟化溶融挙動，(d)CAD
データを用いた粒子混合挙動，(e) 充填時の粒子偏析挙動

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

助教

秋山 大輔

院工 量子エネルギー工学専攻
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

5-5

燃料デブリの物理・化学特性の把握、汚染水
2011 年の福島第一原発事故により、膨大な
へのアクチノイドの溶出挙動研究、さらには
量の様々な放射性廃棄物が発生しました。こ
新規な汚染物の安定化および廃棄体化法の開
の中には核燃料デブリなど現時点ではアクセ
発等を行っています。これにより、現在の日
スが限られ、性状や汚染の程度などが不明な
本における最も困難な工学課題である福島第
取り扱いの難しい廃棄物が含まれます。これ
一原発の廃止措置に大学の研究室として貢献
らは今後 30-40 年をかけて順次取り出され、
することを目指しています。
安定化や廃棄体化処理を施し、処分される見
込みです。これを実現するに
は廃棄物の性状や含まれる放
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
（固体：溶融燃料, 機器設備,がれき等 液体：冷却水, 廃油等）
射能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。当研究室では、
1600℃処理
（UO ーZrO ーセメント成分）
この困難な課題に放射化学ア
プローチによる実験研究で取
• 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
り組んでいます。具体的には
• 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
模擬デブリ合成・分析による
2011/10 福島第一発電所内

2

エネルギーデバイス化学研究分野

2

本間 格 研究室

先端ナノ機能材料開拓によるエネルギーイノベーションの実現
本間
格
教授

准教授
助教

シュタウス スヴェン
小林 弘明、岩瀬 和至

院環境 先端環境創成学専攻
専門分野・キーワード
ナノマテリアル／ポストリチウムイ
オン電池／レアメタルフリー電池／
CO2 電解還元プロセス

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、r レアメタルフリー電
池等の革新的エネルギーデバイスを創生して、
脱炭素社会構築、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ポ
ストリチウムイオン電池、レアメタルフリー
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電池、二酸化炭素電解還元プロセスなど低炭
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。

金属資源循環システム研究分野

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

准教授
助教

飯塚 淳
安達 謙

院環境 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

素の安定化など金属資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。

⾮鉄製錬業を基盤とした⾦属資源循環システムの構築
様々な⾦属含有資源（鉱⽯、E-scrap、など）
原料の前処理、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

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

乾式製錬技術

湿式/電解製精錬技術

・破砕/摩鉱

・焙焼/乾留

・浸出

・浮選

・溶融製錬

・化合物析出

・⽐重選別

・揮発製錬

・不純物除去（浄液）

・磁選

・排ガス/ダスト処理

・溶媒抽出（イオン交換樹脂）

・静電/渦電流選別

・溶融塩電解

・電解精製/採取

物理選別技術

金属資源循環システムの構築に向けた研究アプローチ

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

院環境 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
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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

量子電子科学研究分野

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

電気化学的置換
溶融塩・蒸気暴露
など

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

高橋 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
高橋
正彦
教授

准教授
助教

渡邉 昇
鬼塚 侑樹

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

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
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（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

マテリアル・計測ハイブリッド研究センター

5-7

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

金属資源プロセス研究センター
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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と分析デバイス
火原
彰秀
教授

助教
助教

福山 真央
Mott Derrick Michael

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
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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。

ハイブリッド炭素ナノ材料研究分野

西原 洋知 研究室（AIMR）

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

助教

吉井 丈晴

院工 化学工学専攻
院環境 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
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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つつ進めている。

ハイブリッド材料創製研究分野

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

准教授
助教

藪浩
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 膜など多様な分子集合体を研
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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
Prof
教授

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
Prof

助教
助教
助教

小関 良卓
ダオティ ゴックアン
有田 稔彦、鈴木 龍樹

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 量体化などを施すという従来とは真逆の薬剤
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使することにより、
100nm 以下のナノプロドラッグを作製する技
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
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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。
全⾝へ拡散
(size : < 数nm)

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

ナノ粒⼦のまま
細胞内に到達！！

：ナノ薬剤
Size：10 nm 〜 100 nm
：薬分⼦（< 数nm）

がん細胞への到達

Fig.1

腫瘍組織への集積
(size : 10 nm 〜 100 nm)

マテリアル・計測ハイブリッド研究センター
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