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Nanosystems toward green- and life-innovations

　最先端半導体チップ製造に代表されるトップダウンプロセスと、自律的な化学反応を利用したボトムアッププロセ

スを融合し、これまでにない新規な機能を有するナノ構造体システムを創製することを目的に、CREST研究領域「プ

ロセスインテグレーションによる機能発現ナノシステムの創製」が平成20年に発足しました。３回にわたるこれまで

の募集で、16の研究チームが採択され、各々の研究目標に向かって既に精力的な活動を進めています。本公開シン

ポジウムは、３回目にあたる平成22年度に採択した4チームの研究代表者の講演のほか、全16チームの最新の

研究成果をポスター発表し、各々の研究成果を広く皆様にご紹介することを目的に開催するものです。

　上記のプロセス融合により、現在の半導体技術では到達不可能なナノスケールの微細構造、大面積で自由な形状

の基板上へのナノ構造体の製造、有機・生体材料と半導体などの無機材料の融合したハイブリッド機能材料などが

実現可能になります。また、今や神秘なベールを脱ぎつつある深遠な生命現象に対し、ナノスケールからの探索を

可能にしてくれます。これらの技術を用いることで、新規な太陽電池、２次電池、さらには低環境負荷の電子回路

が提案されており、人類が直面する深刻な環境エネルギー問題の解決につながるグリーンイノベーションへの挑戦が

なされています。またガンやアルツハイマー病などの深刻な疾患の細胞レベルのセンシングや幹細胞による再生医

療につながる基礎的知見の獲得を通じて、ライフイノベーションが引き起こされようとしており、そこに向けた当研

究領域の真摯な取組みを理解して頂けたら幸いです。

　ご多用中とは存じますが、是非、ご参加頂き、活発な意見交換をお願い申し上げます。

ご挨拶

A research project named "Creation of Nanosystems with Novel Function through Process Inte-
gration" was established in 2008 as one of JST CREST Projects, aiming to establish nanostruc-
tured systems with novel functions by the combination of bottom-up and top-down processes. 
16 proposals have been selected for three years as the subjects of the CREST project, and the 
research teams corresponding to individual proposals are working hard to aim at their research 
goals. In this symposium, oral presentations will be given by four teams adopted in 2010, and 
16 posters will be presented from all of the teams.

Nanostructures which would be difficult to form using the current semiconductor technol-
ogy will be realized using the combination of the processes described above, including hybrid 
nanostructures made of inorganic and organic/biological materials. In addition, mysterious 
life phenomenon will be revealed by taking off its veil by using nano-scaled detecting sys-
tems. Through the acquisition of basic knowledge on the cellular level, serious diseases such as 
Alzheimer's diseases and cancers will become possible to be cured. New solar cells, secondary 
batteries, and advanced electronic circuits with low environmental burden developed using 
nanostructured materials will lead to solutions for serious energy and environment issues we 
are facing.

I am happy if participants could understand the sincere efforts of the re-
search teams in this CREST project. I expect active discussions and exchang-
es of the opinions between the research team members and participants in 
this symposium. 
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はじめに

燃料電池や化学反応に用いられるナノ粒子触媒には、

さらなる高活性化が望まれています。微小化が進み1nm

の限界を突破してサブナノスケールに突入すると、構成原

子数が数～数十原子まで減少するため、わずか 1構成原

子数の違いであっても構造や活性の変化が誘起されます。

したがって単一原子レベルの精度を持った新しい合成戦

略が必要となっています。

我々はデンドリマーを鋳型とする金属錯体の精密集積を

発展させ、集積金属数の単分散化に世界で初めて成功し

ました［1］。この精密錯体を前駆体として単分散の金属

超微粒子が合成されます。金属元素の原子数や配合比は

錯形成の化学量論に基づいて精密に、かつ自在に制御で

き、従来に無い精密なサブナノサイズの金属［2］、半導体、

酸化物［3］、合金などの全く新しい金属微粒子への展開

が可能となります。

　粒径1nm以下のサブナノ粒子はわずか数十の原子から構成され、大きさ・形といった単純な構造的特

徴に基づいて議論されてきた従来のナノ粒子の考え方が全く通用しなくなります。例えば、独自のテンプ

レート合成法を駆使し、溶液中1原子精度で合成した12原子の白金原子からなるサブナノ粒子（Pt12）は、

3-5nmのナノ粒子よりも遙かに高い質量当たりの酸素還元触媒活性を示します。これに対し、13原子の

白金（Pt13）では活性がPt12 の半分にも満たないことが分かってきました。本プロジェクトでは、この新

物質群の自在精密合成を基盤として、高機能触媒やエレクトロニクス・材料への展開を図るための研究を

推進しています。

Subnanoparticles smaller than 1nm are completely different from the conventional larger 

nanoparticles because they have intrinsic internal structures as superatomic matters. We 

have succeeded at the synthesis of the subnanoparticles with one-atom precision using our 

original dendrimer reactor, and found that these species have atomicity-specific properties 

such as an exceptionally high ORR catalytic activity of Pt12. In this research project, we are 

cutting the edges of new chemistry field about such subnanoparticles for its development 

to novel high-performance catalysts, electronics and magnetic materials.

単原子精度での精密合成と構造解析

合成条件の最適化に加えて、デンドリマー配位子を精

密設計することにより、Pt12、Pt13というわずか 1原子だけ

構成原子数の異なるサブナノ粒子（クラスター）をそれぞ

れ選択的に単分散で合成することに成功し、この1原子

の差が触媒活性を2.5倍も変化させることを見いだしまし

た。サブナノ粒子の構造解析はこれまで確立されていな

かったのですが、TEMに加えてESI-TOF-MS、EXAFSと

いった分析手法を駆使し、さらに離散フーリエ変換（DFT）

計算を併用することによって、Pt12とPt13 が全く異なる原

子配列構造を有していることを初めて確認しました［5］。

今後の展開 

異種金属を含むサブナノ粒子、金属のみでなく酸化物

や窒化物などへも展開し、これらを自在にかつ精密に合

成するメタロシステムの構築を目指しています。デンドリ

マーの内部空間は金属原子の集積数を決めるだけでなく、

ナノサイズの分子形状を見分ける超分子機能も併せ持ち

ます［6］。この原理を拡張することによってメタロシステ

ムに新たな軸を与えることが可能であり、従来の金属ナノ

粒子を凌駕する触媒、エレクトロニクス・磁気材料の創出

が可能になると期待されます。

［1］K. Yamamoto et al., Nature, 415, 50�� �2002�.1］K. Yamamoto et al., Nature, 415, 50�� �2002�.］K. Yamamoto et al., Nature, 415, 50�� �2002�. K. Yamamoto et al., Nature, 415, 50�� �2002�.
［2］K. Yamamoto et al., Nature Chem., 1, 3��7 �200���.2］K. Yamamoto et al., Nature Chem., 1, 3��7 �200���.］K. Yamamoto et al., Nature Chem., 1, 3��7 �200���. K. Yamamoto et al., Nature Chem., 1, 3��7 �200���.
［3］N. Sato et al., Nature Nanotech., 3, 106 �2008�.3］N. Sato et al., Nature Nanotech., 3, 106 �2008�.］N. Sato et al., Nature Nanotech., 3, 106 �2008�. N. Sato et al., Nature Nanotech., 3, 106 �2008�.
［4］4］］ M. Takahashi et al., Angew. Chem. Int. Ed., 52, 741�� �2013�.
［5］T. Imaoka et al., J. Am. Chem. Soc. 135, 1308�� �2013�.5］T. Imaoka et al., J. Am. Chem. Soc. 135, 1308�� �2013�.］T. Imaoka et al., J. Am. Chem. Soc. 135, 1308�� �2013�. T. Imaoka et al., J. Am. Chem. Soc. 135, 1308�� �2013�.
［6］T. Imaoka et al., Nature Commun. 4, 2581 �2013�.6］T. Imaoka et al., Nature Commun. 4, 2581 �2013�.］T. Imaoka et al., Nature Commun. 4, 2581 �2013�. T. Imaoka et al., Nature Commun. 4, 2581 �2013�.
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Fig 1. デンドリマーリアクターを用いた
サブナノ粒子の精密合成。 
Precise synthesis of subnanopar-
ticles using a dendrimer reactor.

Fig 2. サブナノ粒子の１原子制御と
触媒活性への影響。 
One atom control  on sub-
nanoparticles.

サブナノ白金微粒子触媒の創製

フェニルアゾメチンデンドリマー（Fig 1）を活用して、

12、28、60原子からなる白金ナノ粒子Pt12、Pt28、Pt60

（クラスター）を精密に合成し、それぞれサイズ分布のな

い粒径 0.��、1.0、1.2nmのクラスター生成を確認しました。 

これらを触媒とした酸素還元反応（ORR）において質量活

性比はPt12 > Pt28 > Pt60となり、Pt12では表面積増加分を

大きく上回る市販燃料電池触媒の13倍にも達する酸素還

元（ORR）活性を示すことを明らかにしました［2］。

また、Pt12 触媒は水素化などの有機反応に対する触媒と

しても高い活性を示します。スチレンの水素化において、

従来報告されている触媒の中でもっとも高い活性（TOF）

を観測しました。また、電子吸引基を有するオレフィンは 

2nm程度の白金ナノ粒子による接触水素化では反応が著し

く減速するか、または進行しなくなりますが、Pt12ではそのよ

うな基質に対しても依然として高い活性を示します［4］。

� �
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はじめに

有機／金属ハイブリッドポリマーは、金属イオンと有機

配位子が交互に連結した構造を有する超分子型ポリマー

であり（Fig 1）、ポリマー内の金属－配位子間、あるい

は金属－金属間の電子的相互作用により、新規な電子・

光物性の発現が期待されます。これまで我々は、鉄、ル

テニウム、コバルト、銅、ニッケル、ユウロピウムなど

様々な金属イオン種を導入した有機／金属ハイブリッドポ

リマーを合成し、エレクトロクロミック特性、不揮発性メ

モリ特性、ベイポルミネセンス特性、イオン伝導性、発光

の電気化学的スイッチング等、多様な機能を明らかにして

きました。本発表では、それらの多彩な特性を紹介すると

ともに、特にエレクトロクロミック特性に関して、その駆

動原理、材料の機能性、及び表示デバイス応用について

述べます。

　有機／金属ハイブリッドポリマーは、金属イオンと、配位部位を2ヶ所有する有機配位子が錯形成する

ことにより得られる超分子型ポリマーです。鉄イオンやルテニウムイオンを含むハイブリッドポリマーでは、

金属イオンから有機配位子への電荷移動吸収に基づく色を有していますが、このポリマーフィルムを電気

化学的に酸化することで、色が消える現象（エレクトロクロミック特性）を見出しました。金属イオンの種

類を変えたり、用いる有機配位子を化学修飾することで、赤、緑、青色を示すエレクトロクロミック材料

を開発し、それを用いた表示デバイスを作製しました。更に2 種類の金属イオン種を導入することでマル

チカラーエレクトロクロミック特性を発現させています。

Organic-metallic hybrid polymers were prepared by 1:1 complexation of metal ions with di-

topic organic ligands. The obtained polymers with Fe(II) or Ru(II) ions have a specific color 

based on the metal-to-ligand charge transfer absorption. We revealed the electrochromic 

property, which was triggered by the electrochemical redox of the metal ions. The hybrid 

polymers with red, green, or blue color were synthesized by changing the metal ion species 

or modifying the ligand structure. The solid-state electrochromic display devices were suc-

cessfully fabricated by the combination with a gel electrolyte. The polymer with two metal 

ion species showed multi-color electrochromic behavior.
り返し駆動の耐久性は高くはありません。一方、本ハイブ

リッドポリマーでは、（有機配位子を含んでいるが）酸化還

元するのは金属イオンであり、有機配位子は構造変化し

ないのが特長です。その結果、繰り返し駆動安定性が高

く、10万回までの耐久性を確認しています。また、金属

イオンを変えることで赤、青、緑といった様々な色を発現

できること、1,2） また、鉄イオンとルテニウムイオンといっ

た異なる2種類の金属イオン種をポリマー鎖内に導入する

ことで、それぞれの異なる酸化還元電位に基づいて、マ

ルチカラーエレクトロクロミック変化することを見出してい

ます。3）これらは、ポリマー主鎖が配位結合で形成する本

ポリマー材料の特性を生かしたユニークな機能であると言

えます。

表示デバイス

有機／金属ハイブリッドポリマーは、通常の金属錯体と

異なり、アモルファスで、メタノール等の有機溶剤に可能

であるため、高い製膜性を有しています。スピンコートや

スプレーコートによりITO電極上にフィルムを作製し、ゲ

ル電解質を挟んで対極をつけることで、簡便にエレクト

ロクロミックデバイスを作製することができました。更に、

有機／金属ハイブリッドポリマーの膜厚やデバイス構造を

最適化することで、着色時と消色時のコントラストが 60％

以上、応答速度が ��00マイクロ秒以内、メモリ時間10

時間以上を達成しました。

今後の展開 

現在、カラー電子ペーパー、スマートウインドウへの応

用を目指して、新しい有機／金属ハイブリッドポリマーの

合成、表示デバイス構造の開発を進めています。エレクト

ロクロミック型の表示デバイスは、現在の液晶ディスプレ

イと異なり、電源を切っても表示が続く省エネルギー型の

ディスプレイで、デジタルサイネージ（商品の値札や掲示

板などのデジタル表示）を含む様々な用途への利用が期

待されます。

［1］M. Higuchi, D. �. Kurth, Chem. Rec., 2007, 7, 203.1］M. Higuchi, D. �. Kurth, Chem. Rec., 2007, 7, 203.］M. Higuchi, D. �. Kurth, Chem. Rec., 2007, 7, 203. M. Higuchi, D. �. Kurth, Chem. Rec., 2007, 7, 203.
［2］M. D. Hossain et al., Chem. Asian J., 2013, 8, 76.2］M. D. Hossain et al., Chem. Asian J., 2013, 8, 76.］M. D. Hossain et al., Chem. Asian J., 2013, 8, 76. M. D. Hossain et al., Chem. Asian J., 2013, 8, 76.
［3］C.-�. Hu et al., J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 3408.3］C.-�. Hu et al., J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 3408.］C.-�. Hu et al., J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 3408. C.-�. Hu et al., J. Mater. Chem. C, 2013, 1, 3408.
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新規有機／金属ハイブリッドポリマーフィルムの合成と機能発現 
～カラー電子ペーパー等への応用を目指して～
Organic-metallic hybrid polymer films for color e-paper

Fig 1. 有機／金属ハイブリッドポリマー形成の模式図。 
Organic-metallic hybrid polymer formation

Fig 2. 鉄イオンを含むハイブリッドポリマーのエレクトロクロミック変化とその原理。
Electrochromic behavior of an Fe�II�-based organic-metallic hybrid polymer 
and the mechanism of the color change

エレクトロクロミック特性

ビス（ターピリジン）と鉄（II）イオンの錯形成によって

得られた有機／金属ハイブリッドポリマーはFig 2に示

すように青色のポリマーです。また、サイクリックボルタ

ンメトリーにより鉄（II）と鉄（III）の間の酸化還元電位は、 

0.77 V vs. Ag/Ag+であることが分かりました。このポリ

マーをITO電極上にスピンコートし製膜し、電解質溶液中、

1.5Vの電圧を印加すると、ほぼ無色に変化します（エレク

トロクロミック現象）。これは、鉄（II）イオンが鉄（III）イオ

ンへと酸化されることで、HOMOのエネルギー準位が下

がり、その結果、金属イオンから有機配位子への電荷移

動吸収が消失したためと考えられます。有機系のエレクト

ロクロミック物質では、有機物質自体の酸化還元により色

が変わるため、酸化状態（あるいは還元状態）の構造が

不安定な場合が多く、水や酸素と反応しやすいため、繰

Complexation

Organic ligand

Metal ion

Organic-metallic hybrid polymer

� �



を用いただけであるため、この手法は原理的にさまざま

なELISA法に応用可能となります。

今後の展開 

今回開発したデジタル計数法によって分析化学に新し

いイノベーションを起こすには、検出装置を含めた全体の

システムの小型化と低価格化が必須となります。そのた

めに、CMOSイメージングセンサーとデバイスを統合化し

た小型システムの開発にも取り組んでいます。現在まで

に1分子の酵素アッセイに成功しており、近い将来実際の

ELISAの1分子アッセイが達成されると期待されます。ま

た、現在のチャンバーシステムを大幅に改良した新しいシ

ステムの開発も進んでいます。これまでとは全く異なる分

析手法や、新しいバイオテクノロジー技術の可能性が見え

ています。時間の許す限りこれらの話題についても紹介し

ます。

東京大学 大学院工学系研究科 教授　The University of Tokyo

野地  博行 Hiroyuki Noji, Prof.研究代表者

NOJI LAB　http://www.nojilab.t.u-tokyo.ac.jp/

ナノプロセス融合がもたらす グリーン＆ライフイノベーション

JST-CREST "Creation of Nanosystems with Novel Function through Process Integration" Research Area

はじめに 

臨床検査をはじめ現在様々なバイオアッセイが社会で広

く利用されています。そこでは、新しいバイオマーカーの

発見や迅速なスクリニーング技術、そして早期疾病検出な

どのために、バイオアッセイの高感度化が常に求められて

います。バイオアッセイに限らず、分析技術の検出感度を

決定するのは検出したい分子の「数」ではなく、「密度もし

くは濃度」です。したがって、反応体積を極めて微小化す

ることが高感度化の近道となります。しかし、微小な溶液

チャンバーが数個しかなければ、極低濃度しか存在しな

いターゲット分子を検出することはできません。そのため、

高感度化には反応体積の小型化と同時に、その小型化チャ

ンバーの超並列化が不可欠となります。私たちは、これ

までガラス基板上に作成した親水的なマイクロパターンを

疎水ポリマーシート上に作成することで、体積わずか数フェ

　「反応空間を局所化する」ことで様々なバイオアッセイを高感度化することができます。本プロジェク

トでは、大きさが数ミクロン・体積数フェムトリットル（=10-15ℓ）の溶液チャンバーデバイスを開発し、

その中でバイオアッセイを行うことで様々なバイオ分子を超高感度検出する手法の確立に取り組んでいま

す。これまでに、前立腺腫瘍マーカーであるPSAを1分子単位で定量計測する1分子デジタルELISA法

を確立しました。また、これと平行してCMOSイメージングセンサーを統合化した持ち運び可能な1分

子計測システムの開発にも取り組んでいます。これらの成果と、これらの技術が生み出すイノベーション

の可能性について紹介します。

Downsizing of reaction volume improves the sensitivity of various bioassays. Aim of this project is 

to develop a novel biomolecule/virus counting system at single-molecule or particle level, based 

on our original "femtoliter chamber array" technology. In future, disease marker molecule or virus 

will be detected in very early stage of illness or pandemics. To demonstrate the potential and 

feasibility of our approach, we have developed single-molecule digital ELISA to detect a tumor 

maker protein, PSA (prostate specific antigen) at a single-molecule level. We also aim to develop 

a microsystem for palm-top device of single-molecule diagnostic assay by integrating CMOS 

imaging sensor with the femtoliter chamber array device. We will introduce these achievements as 

well as the perspective of innovation that these novel technologies would bring us in near future.

捕捉します。次に、２種類目の抗体が担体上に提示され

ているターゲット分子に結合しますが、このときこの抗体

にはマーカーとなる酵素分子があらかじめ接続されてお

り、この酵素によって生成される反応生成物を比色法もし

くは蛍光で検出します。ターゲット分子が多いと、担体に

固定化された酵素分子数も多くなるため、これに比例し

て溶液の色や蛍光強度が強くなります。我々のデジタル

ELISA法では、このマイクロビーズを１個ずつ１つのチャ

ンバーに捕捉し、各チャンバーの蛍光強度を2値化する

ことで「ターゲット分子がいるかいないか」を決定してい

きます。すなわち、通常のELISAとは異なり、ターゲット

分子を１個１個数え上げていく方法であるため、本質的

に超高感度の１分子計測となります。さらに、チャンバー

数がきわめて多いため、溶液中にごくまれにしか存在し

ないターゲット分子も検出することが可能となります。モ

デル反応として前立腺腫瘍マーカーPSAに対しデジタル

ELISA法を行ったところ、その感度は2aMとなり、通常

のELISA法と比較して100万倍の高感度化が達成された

ことが分かりました。ここでは、抗体や溶液に特別なもの

は一切使用しておらず、反応場を超微小溶液チャンバー
［1］Kim et al. Lab on a chip, 2012, 12, 4��86-4����1.1］Kim et al. Lab on a chip, 2012, 12, 4��86-4����1.］Kim et al. Lab on a chip, 2012, 12, 4��86-4����1. Kim et al. Lab on a chip, 2012, 12, 4��86-4����1.
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オンサイト超高感度バイオ検査を可能にする
マイクロデバイス技術
Nano-reactor array for high sensitive on-site bio-inspection

Fig 2. デジタルELISA法の模式図（下）と、実際に得られた蛍光画像。
Schematic image of digital ELISA �top� and fluorescent 
image of digital ELISA for PSA �bottom�.

Fig 1. 反応溶液の小型化による超高感度化。ミクロンサイズの超微小溶液チャンバー
に閉じ込めるだけで酵素の1分子アッセイが可能となる。
Single-molecule detection of enzyme molecule by encapsulation in a 
micron-sized reaction chamber.

ムトリットル（10-15 ℓ；バクテリアサイズ）のチャンバーを

1cm四方に100万個並べた検出アレイ技術を開発しまし

た。本発表では、CRESTプロジェクトで開発した通常より

も桁違いに高感度な免疫抗体反応（1分子デジタルエライ

ザ）を中心に発表します。また、このような先進的な分析

技術は、システムとしては大型で高価なものが多いのです

が、本プロジェクトでは奈良先端科学技術大学院大学の

笹川先生のグループと共同で、持ち運び可能な1分子デ

ジタル検出デバイスの開発にも取り組んでいます。この最

新の成果についても発表します。

1 分子デジタル ELISA

ELISA法は、検出したいターゲット分子を２種類の抗

体で検出します。まず、マイクロビーズ等の担体表面を１

つめの抗体で修飾することで、ターゲット分子を担体上に
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スピン流とは電子角運動量の流れです。電荷の流れで

ある通常の電流では、Fig 1（a）に示すようにスピンの向き

がランダムであると仮定しており、その場合には、伝導電

子の集団の速度分布がゼロであれば電流が流れません。

そのような状況でも、ある方向に進む電子とそれと逆方

向に進む電子が、互いに逆向きのスピンを持ち易いとい

う傾向が少しでもあれば、スピンの流れは打ち消されず

に残ります。その端的な状況をFig 1（b）に示します。こ

の図においてスピンの収支を考えれば、左から右へ上向

きスピンの流れがあることになります。このように、電流

ゼロのままでスピンの流れだけを作ることができ、これを

伝導電子の運ぶスピン流と呼びます。スピンの向きはすぐ

さまランダム化するため、スピン流は、ナノスケールで発

現する現象です。

この他にも、いくつかのタイプのスピン流が知られてい

ますが、本研究では、スピン流を用いて力学的運動や熱と

　電子は電荷とスピン（自転）を有する粒子です。これらは別々に利用されてきましたが、ナノテクノロジー

の出現により電荷とスピンを物質中で有機的に相互作用させることが可能になりました。ここで鍵となる

のは、電流のスピン版である「スピン流」を有効に利用することです。物質中の様々な角運動量はナノスケー

ルでスピン流と相互変換します。本研究ではスピン流の相互作用を有効に引き出すナノシステムを作製し、

力学的運動からスピン流・電流を生成させる現象、スピンを利用して熱を効率的に移動させる現象、熱か

ら効率良くスピン流や電流を取り出す現象などを発見しました。

An electron is a particle which carries electric charge and spin. Although charge and spin have 

been used independently, the recent development of nanotechnology has let charge and spin 

couple strongly to give rise to new material functions. Here, finding a method to exploit a spin 

current, a flow of spin angular momentum, is being strongly required; various types of spin 

angular momentum interact via spin currents in nanoscale. In this study, we found, by creating 

spin-current nano integration systems, various phenomena including conversion of mechanical 

motions into spin and electric currents and manipulation of heat using spin currents.

スピン流による力学運動 - 電気変換

現在、電気浸透流ポンプや静電/圧電/電磁モータなど、

古典的電磁気力によって駆動される動力機構のみが知ら

れています。これに対し、スピントロニクスとマイクロ機

械流体工学とを融合させることにより、より単純で小型化

可能な発電や動力の利用が可能となります（Fig 3）。

すなわち、電子スピンから直接角運動量を取り出すこと

ができれば、単純な構造を用いてスピン流や電力を生成

させることができ、また逆過程を用いれば、同じ構造でほ

とんど全ての運動（並進・回転等）を生成することもでき

るようになります。

力学的運動とスピン流の相互作用という物理像を開拓

するために、一般座標共変なディラック方程式からスピン

と原子核系の運動を記述する有効モデルを導出しました。

このモデルを用いて実験系を設計し、力学的運動からス

ピン流・電圧生成及びスピン注入による力学的運動の駆

動を目指しました。

速度場の勾配である渦度を容易に生成できる表面弾性

波あるいは流体を利用することより、このモデルが予言す

る最も強い相互作用を最大限に引き出すことができます。

流体についての有効運動方程式を導き、線形化したナヴィ

エストークス方程式とスピン流の方程式系を組み合わせる

ことによって、液体金属の運動とスピン流の相互作用を記

述する基礎方程式を構築しました。それを解析することに

よって、液体金属の力学的運動から観測可能な逆スピン

ホール電圧を生成できることを導き出しました。この理論

をもとに実験系を設計し、力学的運動とスピン流の相互

作用に基づく電圧生成現象をはじめて見出しました。この

電圧振幅は流速を上昇させると大きくなり、その符号は入

射方向を変えることで反転します。温度依存性、速度依

存性の測定からこの信号は温度勾配によるゼーベック電

圧や圧力勾配に起因するものではないことが示され、液

体金属の流体運動の角運動量によるスピン流生成の計算

結果と良く整合しました。

今後の展開 

本研究では、スピントロニクスとマイクロ機械流体工学

の融合についての研究を進め、電子から量子力学原理に

より発電する技術及び動力を取り出す技術の基礎を開拓

しました。スピン流がもたらす熱制御効果は熱の移動制

御、冷却等の様々な用途に広く応用できると考えられます

[2,3]。今後は、具体的な流路や熱輸送系を作製してこの

効果を利用する実験を進めます。

［1］T. An, et.al. Nature materials 12 �2013� 54��-553.1］T. An, et.al. Nature materials 12 �2013� 54��-553.］T. An, et.al. Nature materials 12 �2013� 54��-553. T. An, et.al. Nature materials 12 �2013� 54��-553.
［2］K. Uchida, et.al. Nature materials 10 �2011� 737-741.2］K. Uchida, et.al. Nature materials 10 �2011� 737-741.］K. Uchida, et.al. Nature materials 10 �2011� 737-741. K. Uchida, et.al. Nature materials 10 �2011� 737-741.
［3］A. Kirihara, et.al. Nature materials 11 �2012� 686-68��.3］A. Kirihara, et.al. Nature materials 11 �2012� 686-68��.］A. Kirihara, et.al. Nature materials 11 �2012� 686-68��. A. Kirihara, et.al. Nature materials 11 �2012� 686-68��.
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Spin-current nano-integration systems: 
efficient energy conversion based on spintronics

スピン流ナノインテグレーションシステム 
～スピントロニクスを用いたエネルギー変換技術へ～

Fig 1. 伝導電子の運ぶ電流�a�とスピン流�b�。
Conduction-electron charge and spin currents.

Fig 2. スピン流熱コンベヤー効果。　Spin-current heat conveyer effect.

スピンを結びつける物理を探求し、それに基づいて新奇な

現象を多数発見したので、応用例とともに紹介したます。

スピン流による熱コンベヤー

まず、スピン流を用いた熱の制御を試みました。試料

には酸化物絶縁体、イットリウム鉄ガーネット（Y3Fe5O12, 

YI�）を用い、YI�中で励起されたスピン流（正確にはス

ピン波型スピン流と言われている）による熱移動を赤外線

カメラにより観測しました（Fig 2）。YI�上でマイクロ波を

用いて局所的にスピン波を励起してスピン流を伝搬させま

す。この際に、印加した静磁場に垂直でしかも、一方向

にしか伝播しない非相反なスピン流を試料表面に局在す

るように励起します。この実験により、スピン流は試料端

まで伝搬しながら熱を放出することを見出し、スピン流に

よる熱の移動方向の制御に成功しました（スピン流熱コン

ベヤー効果）。この際、温度勾配は試料端からマイクロ波

源へ向けて逆向きの温度勾配が生成されます［1］。

Fig 3. スピン流と力学的運動を相互変換するデバイス構造の模式図。
Mutual conversion between spin currents and mechanical motion.
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PL ライフイノベーション　Life innovation

PG グリーンイノベーション　Green innovationポスター展示  Poster

医療生体センシングのためのノンラベルバイオイメージセンサシステム 澤田　和明　Kazuaki Sawada
豊橋技術科学大学　Toyohashi U. Tech.

　神経伝達物質の放出を非標識で2次元計測するため、電荷転送型イオンイメージセンサ法を応用しました。イオンイメージセンサに感応膜
を付与することで、物質の特異的な検出が可能になりました。その結果、カリウムイオンは電位応答、またアセチルコリンはpH変化として
計測できました。神経標本として、脳スライスを用いてグルタミン酸刺激を行うと細胞外放出を検出し、グルタミン酸の興奮毒性との相関を
示しました。構築した新規イメージセ ンサは神経機能ならびに病態の迅速診断用途へ向けた研究展開を目指します。

Non-label bio-image-sensing system for biological science and medical application

バイオ技術が拓く新しい半導体プロセス・デバイス技術　～次世代半導体メモリー、ディスプレイ、太陽電池～ 浦岡　行治　Yukiharu Uraoka
奈良先端科学技術大学院大学　NAIST

　生体超分子には、サイズ均一性、自己組織化能力など、魅力的な性質がたくさんあります。そんな生体超分子の魅力的な性質を活用したナノシム（メモリ、
TFT、太陽電池）の作製手法、動作原理、新機能性を詳しく説明し、バイオが拓く新しい半導体技術の未来を予測します。特に今回は、ナノドットを３次元に積層
したフローティングゲートメモリ、V溝型の超微細な無接合型トランジスタメモリ、単一ナノドットを用いた抵抗変化型メモリなど新機能デバイスの詳しく紹介します。

Bio-assisted novel semiconductor processings for next generation semiconductor memories, displays, and solar cells

ゴムをナノメートルレベルの精度で金型成形

　ネットワーク構造の長尺単層CNTをゴムに分散させることで、従来のゴムでは実現できなかった数百ナノメートルやマイクロメートルの精度でゴム表面を加工す
る技術を開発しました。ゴム中で自由自在に変形できる支持材として長尺単層CNTが働き、ゴムの柔軟性と高精緻な形状維持性を両立しました。自由自在にマイ
クロサイズのゴム表面加工を行うことが可能になり、例えば表面加工することにより濡れ性、密着性、光学特性を制御した高機能ゴムへの応用が期待できます。

畠　賢治　Kenji Hata
産業技術総合研究所　AISTNano-scale patterning of rubber containing carbon nanotube by press molding

グラファイト上にエピタキシャル成長した GaN 系半導体デバイス

　高い熱伝導特性・電気伝導性、原子レベルでの平坦性などの優れた特徴を持つ安価で柔軟な大面積グラファイトシート上に高品質半導体結晶成長が可能となれば、新機能フ
レキシブル大面積半導体素子システムを低価格で実現できると期待されます。我々はパルススパッタ法と呼ばれる新しい結晶成長技術を開発することにより、グラファイト上へ
の窒化ガリウム半導体の高品質薄膜成長を実現しました。この技術を用いて、グラファイト上のフルカラー発光ダイオードや太陽電池などのエレクトロニクス開発を行っています。

�aN semiconductor devices epitaxially grown on graphite films
藤岡　洋　Hiroshi Fujioka

東京大学　U. Tokyo

マイクロ化学チップを用いた自律駆動型光燃料電池デバイスの開発

　燃料電池は小型高出力の電源としてモバイルデバイスへの応用が期待されているが、ポリマー製のプロトン交換膜の劣化や外部からの燃料供給の必要性が課題となっ
ている。一方当研究室では、ガラス基板上に作製した10 -1000nmサイズの拡張ナノ流路において水の高いプロトン移動度を発見し、これをプロトン交換に用いる燃料
電池を着想した。本発表ではこの燃料電池デバイスと光触媒による水分解を利用した燃料生成デバイスを組み合わせた、自律駆動型光燃料電池の開発について報告する。

Development of a self-recharging light driven micro-fuel cell device based on the microfluidic chip platforma
北森　武彦　Takehiko Kitamori

東京大学　U. Tokyo

バイオテンプレート極限加工による無損傷ナノ構造の作製と高効率量子ドットデバイスへの展開

　鉄含有フェリチンおよびリステリアフェリチンを用いてシリコン、ゲルマニウム、ガリウムヒ素、インジウムガリウムヒ素、グラフェンの均一・高密度・
周期的量子ナノ円盤構造の作製に成功し、広範囲なバンドギャップエネルギーの制御を実現した。その結果を基に、高効率量子ドット太陽電池、量
子ドットレーザー・LEDへの展開を進めています。これまでの取り組みや得られた成果を紹介します。

Defect-free nanostructure fabrication using biotemplate ultimate top-down etching and its application to high efficient quantum dot devices
寒川　誠二　Seiji Samukawa

東北大学　Tohoku U.

ナノブラシ技術が生み出す安全・安心の次世代全固体型電池

　イオン液体を可塑剤として、ナノブラシ付与複合微粒子が規則配列積層したコロイド結晶型固体電解質（新概念イオニクス材料）の開発に成功しました。これまでに、対応するイオン
種含有塩の添加ならびにブラシ構造の最適化により、リチウムイオン電池、色素増感太陽電池、燃料電池の駆動を実現しており、これらの成果を紹介します。有機溶媒系電解液の液
漏れや発火などの危険性を排除でき、また、固体電解質ゆえの様々なメリット（例えば、バイポーラ型電池）を活かし、安全・安心・高性能電池として、その実用化が期待されます。

Next-generation high-safety batteries of solid electrolytes created by nanobrush technology
辻井　敬亘　 Yoshinobu Tsujii

京都大学　Kyoto U.

スピン流ナノインテグレーションシステム　～スピントロニクスを用いたエネルギー変換技術へ～

　電子の自転の流れ「スピン流」はマイクロメートルで消失してしまうため殆ど利用されてこなかった。この状況を一変させたのは、ナノテクノロジーの進展である。スピ
ン流生成材料とスピン流電力・動力変換材料をナノスケールで融合させることにより、スピン流の有する多くの特長を従来のエレクトロニクスやメカニクスと結びつけるこ
とが可能になり、多岐にわたる有益な物質機能を創出することが可能になった。本ポスターでは、熱と動力に焦点を当て、スピン流の生み出す新しい機能を紹介したい。

Nanointegration systems based on spin currents and spintronic energy conversion
齊藤　英治　Eiji Saitoh

東北大学　Tohoku U.

有機／金属ハイブリッドポリマーを用いた表示デバイス

　金属イオンと有機配位子の錯形成により得られる有機／金属ハイブリッドポリマーは、金属イオンと有機配位子の電子的相互作用によりユニークな電子・光機能の発現
が期待されます。これまでに、金属イオンから有機配位子への電荷移動吸収に基づくポリマーの色が、金属イオンの電気化学的酸化還元により、着色⇔消色を繰り返し
変えることができるエレクトロクロミック特性を明らかにしてきました。本展示では、この新しいエレクトロクロミック材料を用いた表示デバイスを実演を交えて紹介します。

Display devices with organic-metallic hybrid polymer
樋口　昌芳　Masayoshi Higuchi

物質・材料研究機構　NIMS

デンドリマーテンプレートを利用した白金サブナノクラスターの触媒機能

　原子数を制御したサブナノクラスター（SNC）は安定な魔法数クラスター以外の合成は困難で、その触媒活性はよく調べられていません。本研究では、フェニルアゾメ
チンデンドリマーを用いて原子数の制御された白金SNCを合成し、このSNCをグラファイト化メソポーラスカーボン（�MC）に担持することで、安定な触媒として用い
ることを可能としました。また、�MC担持Pt12SNC触媒を用いて水素添加反応を実施し、高い触媒活性を示すことをみいだしました。これらの研究成果を紹介します。

Novel catalysis of Pt subnano-clusters prepared using a dendrimer template
山元　公寿　Kimihisa Yamamoto

東京工業大学　Tokyo Inst. Tech.

ソフトウェット電極による細胞・組織への低侵襲電気刺激 西澤　松彦　Matsuhiko Nishizawa
東北大学　Tohoku U.

　寒天やコンニャクなど、水分を80％以上含むハイドロゲルの表面に電極を作製する技術を開発しました。このソフトでウェットな電極は分
子透過性を有する生体親和電極であり、組織・細胞に直接貼り付けても生理環境を乱しません。今回の発表では、培養皿に付着したiPS細
胞などに本電極を貼り付け、電気刺激による遺伝子導入を試みた結果を中心に紹介いたします。

Soft and wet electrodes for minimally invasive electrical stimulation to cells and tissues

電界効果トランジスタを用いた生体分子認識検出デバイスの開発 宮原　裕二　Yuji Miyahara
東京医科歯科大学　Tokyo Med. Dent. U.

　著者らは電界効果トランジスタを用いた生体分子認識検出デバイス（バイオトランジスタ）の研究を行っており、遺伝子、糖鎖、蛋白質、
細胞などの解析技術を開発しています。DNA解析では、A、�、C、T、4つの塩基を繰り返し添加してしきい値電圧変化を測定することにより、
非標識でDNAシーケンシング（塩基配列解析）を行う技術を開発しました。我々の開発したDNAシーケンシング技術は既に製品化され、個
別化医療への応用が期待されています。

Field-effect transistors for detections of biomolecular recognitions

神経細胞ネットワークハイスループットスクリーニング装置　ー疾患モデルチップーの開発 宇理須　恒雄　Tsuneo Urisu
名古屋大学　Nagoya U.

　脳神経の難病はいまだに原因不明で確たる治療法もありません。生前に患者の神経 細胞を採取できなかったこと、および、本来その疾患
を有さない動物モデルでは原因解明に限界があったからです。iPS細胞技術はこの状況に革命をもたらしています。本研究では、ヒトの体細
胞からiPS細胞技術により神経細胞を分化誘導し、これまでに開発したセルケージパタ ン基板、細胞新播種技術、超安定電極などの新技術
を利用し、疾患の特徴を表現した神経細胞ネットワークを搭載した疾患モデルチップを 開発しており、現在までの研究成果を報告します。

High throughput neural network screening device as disease-model chip

超薄型有機デバイスのナノシステム応用 染谷　隆夫　Takao Someya
東京大学　U. Tokyo

　柔らかい電子素材を活用することによって、人との親和性が高いエレクトロニクスの実現を目指した研究を進めています。特に、厚さ 
１μm級の高分子フィルム上に、有機トランジスタ、有機LED、有機太陽電池を製造することに成功し、世界最薄・最軽量を達成しました。
これにより世界最小曲げ半径（5μm以下）を達成するなど、有機デバイスの驚異的な柔軟性を実証してきました。さらに、有機デバイスの
軽量性・薄型性・柔軟性を活用し、装着感のない筋電計測シートなどの開発に成功しました。これらの成果を紹介します。

Ultrathin organic devices for biomedical applications

マイクロ流体デバイスによる細胞・組織 Showcaseの構築 藤井　輝夫　Teruo Fujii
東京大学　U. Tokyo

　本研究課題で開発した、我々の開発するマイクロ流体デバイスの内部に人工バイオ界面を組み込むことで細胞外微小環境における液性及
び流れの条件と、界面における細胞の接着条件とを統合的に設計・制御する技術を利用してES/iPS細胞の分化を制御するマイクロ流体デバ
イスや、血液中にごく稀に存在する血中循環腫瘍細胞を捕捉・分離するマイクロ流体デバイスなどについて紹介します。

Showcasing cells and tissues using microfluidic devices

超微小溶液チャンバーアレイ技術を用いた1分子・１細胞解析技術 野地　博行　Hiroyuki Noji
東京大学　U. Tokyo

　我々は、体積が数フェムトリットル（10-15ℓ）の溶液アレイデバイスを作成し、これを用いた1分子1分子バイオアッセイを確立してきた。
本発表では、この手法の応用例として抗原抗体反応の一種である1分子感度のELISA法（1分子デジタルELISA）を紹介する。1分子デジタ
ルELISA法は通常のELISA法と比較して100万倍まで超高感度化することが示されており、基礎研究のみならず新規分子マーカーの発見や
臨床検査への応用が期待されている。そこで、1分子デジタルELISA法のハイスループット化や１細胞解析への応用も紹介したい。

Mono-molecular and mono-cell analysis using micro liquid chamber array
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生体超分子援用フロンティアプロセスによる高機能化ナノシステム 浦岡　行治　Yukiharu Uraoka
奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学研究科 教授　NAIST

　生体超分子は、サイズ均一性、自己組織化能力など優れた特性を有しています。DNA情報に基づいて形成された様々な生体超分子に、
自己組織化機能を持たせるための分子設計を施し、半導体などの基板上に一次元、二次元、三次元に配列したナノ構造物を形成して機能を
発現させます。さらに、自己組織化の素過程を徹底的に解明すると同時に、このコンセプトに基づく様々な高度情報素子（スイッチング素子、
メモリ、バイオセンサー、MEMS質量センサー）への応用を検討します。

Highly Functional Nano System Fabricated by Bio Frontier Process

イオンイメージセンサ技術を利用した医療生体ナノシステム構築 澤田　和明　Kazuaki Sawada
豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 電気・電子情報工学系 教授　Toyohashi U. Tech.

　本研究では２つのステップの研究を行います。第１のステップは「イオンイメージセンサの医療・生化学分析システムへの展開」です。生
体関連物質の動きをリアルタイムで画像化し、細胞レベルでの医療用診断システムを構築します。第２のステップはイオンイメージセンサを
元に「細胞などの自己組織化を利用した電子細胞集積回路研究」を行います。細胞ネットワークの柔軟性を用いた“電子細胞集積回路”の構
築を目指します。 

Biomedical Nano-system Using Ion-Imaging Sensors Technology

電気化学的な異種材料ナノ集積化技術の開拓とバイオデバイス応用 西澤　松彦　Matsuhiko Nishizawa
東北大学 大学院工学研究科 教授　Tohoku U.

　タンパク質や細胞の接着、有機・無機材料の析出、などの界面における組織化現象をナノスケールで誘発する技術を創出し、マイクロ構造
体へのバイオ・分子機能の搭載を可能にします。そして、この異種融合プロセスを駆使するバイオ-有機-無機複合集積によって、筋肉細胞と
電子デバイスが導電性高分子で接続されたハイブリッド細胞チップや、酵素反応で駆動するスイッチ素子などの開発に挑戦します。 

Electrochemistry-Based Biohybrid Devices

機能化ナノ構造ゲートバイオトランジスタの創製 宮原　裕二　Yuji Miyahara
東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授　Tokyo Med. Dent. U.

　本研究では生体材料／機能性分子／半導体からなる複合ゲート構造を構築し、異種材料間における界面ナノ構造を制御することにより、
生体分子認識及び細胞機能の発現過程を非標識・非侵襲で電気信号に変換するバイオトランジスタを創製します。バイオトランジスタの動作
原理の研究を通して、臨床研究や創薬分野に新たな検査・解析ツールを提供するとともに、バイオテクノロジーとエレクトロニクスを融合す
る新たな領域の開拓を目指します。 

Biotransistors with Bio-Functional Nano-Structured �ates

自己組織化グラファイトシート上エレクトロニクスの開発 藤岡　洋　Hiroshi Fujioka
東京大学 生産技術研究所 教授　U. Tokyo

　本研究は、高い熱伝導特性・電気伝導性、原子レベルでの平坦性などの優れた特徴を持つ安価で柔軟な大面積フィルムである自己組織化
グラファイトシート（ボトムアップ）基板上に、トップダウン技術の粋を集めた半導体エレクトロニクスを融合し、高輝度発光素子、高速電子素子、
太陽電池やこれらを組み合わせた新機能フレキシブル大面積半導体素子システムを低価格で実現することを目的とします。 

Development of Electronics on Self-organized �raphite Sheets

畠　賢治　Kenji Hata
産業技術総合研究所 ナノチューブ応用研究センター 

主席研究員　AIST

自己組織プロセスにより創製された機能性・複合 CNT 素子による柔らかいナノ MEMS デバイス

　カーボンナノチューブ（CNT）MEMSデバイス産業を実現するための、デバイス基盤製造技術と、異材料とのインテグレーション技術を開
発します。ボトムアップの技法と微細加工技術を組み合わせて、CNTの位置・形状を自由自在に制御しながら集積化させ、異材料とインテグレー
ションさせ、デザインされた機能を有するCNT素子・ナノ（MEMS）デバイスを創製します。 

Functional Integrated CNT Flexible Nano MEMS Devices Fabricated by 
Self-Assembling Processes

光神経電子集積回路開発と機能解析・応用 宇理須　恒雄　Tsuneo Urisu
名古屋大学革新ナノバイオデバイス研究センター 特任教授　Nagoya U.

　研究代表者はシナプス後膜に流れる電流を正確に測定できる培養型イオンチャネルバイオセンサーの開発に初めて成功しました。本研究で
は、神経細胞ネットワークを本センサー内に形成し、レーザー光で活動電位を制御して記憶や学習特性を測定できるようにします。さらにナノ
加工技術を駆使してセンサーを多チャンネル化し、脳高次機能の解明や神経変性疾患の診断・創薬に有用なスクリーニング素子を開発します。 

Development of Optoneuroelectronics Device and its Function and Applications

バイオテンプレート極限加工による３次元量子構造の制御と新機能発現 寒川　誠二　Seiji Samukawa
東北大学 流体科学研究所 教授　Tohoku U.

　超低損傷中性粒子ビームエッチングと、球穀状たんぱく質を用いた高密度ナノテンプレート配置技術を組み合わせることで、超高効率量子
ドットレーザーおよび超高効率量子ドット太陽電池を実現します。また、シリコンおよび化合物半導体２次元量子ドットアレイ構造における電
子輸送現象の解析から、量子サイズ効果、ミニバンド形成効果、励起子多重生成効果を明らかにして、量子構造の制御手法を明らかにします。 

Control of Quantum Effect in 3D Nano Structure to Develop New Functions Using Bio-template and Ultimate Top-down Etching

大面積ナノシステムのインタフェース応用 染谷　隆夫　Takao Someya
東京大学 大学院工学系研究科 教授　U. Tokyo

　本研究では、分子の自己組織化と印刷プロセスの制御性を究極まで高めることによって、ナノ機能をメートル寸法の大面積システムに応用
する新手法（ナノ印刷）を確立します。ナノ印刷を駆使して、プラスティックやゴムのシート上に多様なナノ機能を集積化した大面積ナノシステ
ムを実現します。モノの表面をこのシートで包み込んで電子化することによって、環境に溶け込み人間を支援するインタフェースとして活用し、
その有用性を実証します。 

Large-Area Nano-Systems for Applications to Interfaces

濃厚ポリマーブラシの階層化による新規ナノシステムの創製 辻井　敬亘　Yoshinobu Tsujii
京都大学 化学研究所 教授　Kyoto U.

　本研究では、研究代表者らが世界に先駆けて実現した「濃厚ポリマーブラシ」という新しい分子組織体が従来のものとは大きく異なる、魅
力ある特性を発現することに着眼し、その階層構造化による新しいナノシステムを創製するとともに、その活用により、従来技術では困難であっ
た全固体型マイクロ・リチウムイオン電池（オンボードバッテリデバイス）と眼内設置高感度センサ（ウエアラブルセンサデバイス）の開発を目
指します。 

Development of Novel Nanosystems by Hierarchically Assembling Concentrated Polymer Brushes

マイクロ・ナノ統合アプローチによる細胞・組織 Showcase の構築 藤井　輝夫　Teruo Fujii
東京大学 生産技術研究所 教授　U. Tokyo

　マイクロ流体デバイスに人工バイオ界面を組み込むことにより、液性条件と接着条件とを統合的に操作可能な細胞・組織Showcaseシス
テムを構築します。このシステムをES細胞やiPS細胞の分化過程ならびに血中循環腫瘍細胞の浸潤・転移過程に適用し、これらの過程にお
ける細胞外微小環境の効果を明らかにすることを通して、多能性細胞の応用研究やがんの診断・治療に資するマイクロ・ナノ機能統合デバイ
スを実現します。

Cell and Tissue Showcasing by Micro-Nano Integrated Devices

スピン流による熱・電気・動力ナノインテグレーションの創出 齊藤　英治　Eiji Saitoh
東北大学 金属材料研究所 教授　Tohoku U.

　スピントロニクスとナノマシニング技術の融合により、電気・熱・動力の間の量子力学的な変換を実現する新しいテクノロジー体系を構築し
ます。ナノスケールでは電子の自転の流れ「スピン流」を介した電子や原子核間の多様な相互作用が存在することが明らかになっています。
これらの相互作用をナノスケールで融合させることで、量子力学の原理で駆動する発電や動力駆動、熱エネルギー変換を実現させます。 

�eneration of nanointegration of heat, electricity and motion by spin current

生体分子１分子デジタル計数デバイスの開発 野地　博行　Hiroyuki Noji
東京大学 大学院工学研究科 教授　U. Tokyo

　本研究では、超微小溶液チャンバーやナノブラウン振動子計測技術を活用し、1個のウィルス粒子や1分子の各種疾病マーカー分子を簡便
に検出する「生体分子1分子デジタル計数法」を確立します。これらの計測法をCMOSイメージングチップ技術と統合することで、携帯可能
で安価な検出システムも開発します。これによって各疾病の超早期段階における検出や、インフルエンザなどのパンデミックの水際阻止など
を可能にします。 

Digital counting systems for biological assay

拡張ナノ空間特異性を利用した革新的機能デバイスの創成 北森　武彦　Takehiko Kitamori
東京大学 大学院工学系研究科 教授　U. Tokyo

　数10－数100nmの「拡張ナノ空間」は界面領域のみで形成される特異空間であり、流体物性や化学特性に特異性が発現することを研究
代表者らは見いだしました。また、この特異性を活用するとマイクロ・ナノ科学と技術に新展開が期待できることを示してきました。本研究で
は「拡張ナノ空間」の特異性を活用した新しいデバイス工学に焦点を絞り、化学、バイオ、エネルギーなどに貢献する新機能次世代ナノデバ
イスを実現します。 

Creation of Novel Functional Devices Exploiting Peculiarity of Extended-Nano Space

エレクトロクロミック型カラー電子ペーパー 樋口　昌芳　Masayoshi Higuchi
物質・材料研究機構 先端的共通技術部門 高分子材料ユニット 電子機能材料グループ グループリーダー　NIMS

　省エネルギーと省資源に寄与する次世代ディスプレイの実現を目的として、R�Bと無色を表現できる革新的エレクトロクロミック（電気で色
が変わる）材料の創製と、それを用いたカラー電子ペーパーの開発を行います。エレクトロクロミック機能を示す新物質である有機／金属ハ
イブリッドポリマーの電子・光物性を解明し、未踏の学問領域を開拓するとともに、プロセスインテグレーションによるデバイス製造へと連続
的に研究を展開します。 

Electrochromic Color-E-Paper

新金属ナノ粒子の創成を目指したメタロシステムの確立 山元　公寿　Kimihisa Yamamoto
東京工業大学 資源化学研究所 教授　Tokyo Inst. Tech.

　本研究では、我々独自の金属精密集積法を駆使し、金属元素の原子数や配合比を精密かつ自在に制御して、従来に無い精密なサブナノサ
イズの金属、半導体、酸化物、多元素合金などの新しい金属微粒子、いわゆる量子サイズの「新金属ナノ粒子」を組み上げるメタロシステム
を世界にさきがけ創成します。 

Development of Metallo-processes for Novel Nanometals
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