ACCEL
Accelerated Innovation Research Initiative
Turning Top Science and Ideas
into High-Impact Values
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ACCEL とは

PM と研究代表者

うち有望なものの、すぐには企業などではリスクの判断が困難な成果を抽出し、プログラムマネージャー（PM）

働して、他の共同研究者・参画企業等を含む研究開発チー

戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ERATO など）で創出された世界をリードする顕著な研究成果の

のイノベーション指向の研究開発マネジメントにより、技術的成立性の証明・提示（Proof of Concept：POC）
および適切な権利化を推進することで、企業やベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげることを目
指します。

ACCEL では研究開発課題ごとに、PM と研究代表者が協
ム（研究開発課題）全体を統率し、責任を持って POC の
実現に向けた研究開発を推進します。PM 及び研究代表者

は、そのために必要十分で最適な研究開発チームを編成
します。

PM は、研究開発課題の進捗ならびに成果を適宜、研究開
発運営委員会及び JST へ報告するとともに、それに伴う
評価及び助言等への対応を行います。

研究開発費
研究開発実施期間

年間数千万円～ 3 億円程度

5 年以内

ただし、POC の実現や研究開発成果の企業等への承継等が早期になされたと判断される場合は、研究開発課

題を早期終了させることがあります。また反対に、中間評価等を通じて、POC の達成や研究開発成果の企業
等への承継等が見込めないと判断される場合についても、同様の措置をとることがあります。

課題選定評価基準

1. 世界をリードする顕著な研究成果が出ていること。

2. 戦略的創造研究推進事業などで得られた研究成果を発展させ、社会的期待に応え、

産業競争力強化や国際展開、さらには社会変革につなげていくビジョンを描くことができること。

3. ACCEL 終了時点で、企業やベンチャーや他の事業などに研究開発の流れの継承が期待できること。※

4. 企業や投資家などへ具体的な技術的成立性の証明・提示をすることができる研究開発計画であること。
5. A
 CCEL 終了後も研究開発を継続できる人材育成、企業連携やベンチャー起業などの出口、
グローバル人材の取り込みにつながる取り組みを計画しているか。

※ACCEL 研究開発によって得られる研究開発の成果が、企業や投資家などに「驚きを持って迎えられる」
ようなハイインパクトとなることを目指します。
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研究開発運営委員会

ACCEL に関する事項の審議等は、外部有識者等により構成される研究開発運営委員会が行います。
研究開発運営委員会の具体的な役割は、以下の通りです。
● 研究開発課題の評価（事前、中間、事後）
● PM の評価

● 研究開発計画の改善

● 研究開発計画の変更（拡大、縮小及び中止を含む）

● その他、研究開発課題の推進に関する必要事項の決定・助言・指導

なお研究開発運営委員会には、上記役割における判断に資する目的として、外部有識者等により構成される専
門評価会を設置することがあります。
委員長

委

員

松本 洋一郎

東京理科大学 学長

市江 正彦

スカイマーク株式会社 代表取締役社長

鷲見 和彦

青山学院大学 理工学部 教授

岡島 博司
冨山 和彦
林 善夫

株式会社豊田中央研究所 常務理事

株式会社経営共創基盤 代表取締役 CEO
京都大学 オープンイノベーション機構

統括クリエイティブ・マネージャー

（敬称略、五十音順）
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平 成 2 6 年 度（ 2 0 1 4 年 度 ）採 択
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平 成 2 9 年 度（ 2 0 1 7 年 度 ）採 択
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超活性固定化触媒開発に立脚した
基幹化学プロセスの徹底効率化

ダイヤモンド電極の物質科学と
応用展開

魚住 泰広

栄長 泰明

研究代表者

プログラムマネージャー

自然科学研究機構
分子科学研究所 教授

科学技術振興機構

間瀬 俊明

研究代表者

プログラムマネージャー

慶應義塾大学
理工学部 教授

科学技術振興機構

塚原 信彦

27

研究代表者

プログラムマネージャー

東京大学 大学院
工学系研究科 教授

科学技術振興機構

松葉 頼重

研究代表者

プログラムマネージャー

京都大学
大学院理学研究科 教授

科学技術振興機構

田中 耕一郎

深澤 亮一

平 成 2 8 年 度（ 2 0 1 6 年 度 ）採 択
9

11

触原色に立脚した身体性メディア
技術の基盤構築と応用展開

PSD 法によるフレキシブル窒化物
半導体デバイスの開発

舘暲

藤岡 洋

研究代表者

プログラムマネージャー

東京大学
名誉教授

科学技術振興機構

野村 淳二

次世代メディアコンテンツ
生態系技術の基盤構築と応用展開

スローライト構造体を利用した
非機械式ハイレゾ光レーダーの開発

石川 正俊

後藤 真孝

馬場 俊彦

東京大学 大学院
情報理工学系研究科 教授

科学技術振興機構

岸 則政

研究代表者

プログラムマネージャー

産業技術総合研究所
情報技術研究部門
首席研究員

科学技術振興機構

伊藤 博之

研究代表者

プログラムマネージャー

横浜国立大学
大学院工学研究院 教授

科学技術振興機構

小林 功郎
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研究代表者

プログラムマネージャー

京都大学
大学院理学研究科 教授

科学技術振興機構

北川 宏
3

岡部 晃博

自然科学研究機構
基礎生物学研究所 教授

科学技術振興機構

川口 正代司

齋藤 雅典

研究代表者

プログラムマネージャー

東京大学
生産技術研究所 教授

科学技術振興機構

碓井 彰

近接場結合集積技術による革新的
情報処理システムの実現と応用展開
研究代表者

プログラムマネージャー

慶應義塾大学
理工学部 教授

科学技術振興機構

黒田 忠広

河村 誠一郎

フォトニック結晶レーザの
高輝度・高出力化

遠藤 哲郎

北川 進

野田 進

プログラムマネージャー

政岡 徹

研究代表者

プログラムマネージャー

京都大学
化学研究所 所長、教授

科学技術振興機構

辻井 敬亘

松川 公洋

研究代表者

プログラムマネージャー

山本 高郁

京都大学 物質－細胞統合 科学技術振興機構
システム拠点 拠点長、
高等研究院特別教授

37

19

濃厚ポリマーブラシのレジリエンシー
強化とトライボロジー応用

35

ＰＣＰナノ空間による分子制御科学と
応用展開

東北大学
科学技術振興機構
国際集積エレクトロニクス
研究開発センター センター長
（大学院工学研究科 教授）

17

33

縦型 BC-MOSFET による
三次元集積工学と応用展開
研究代表者

平 成 2 7 年 度（ 2 0 1 5 年 度 ）採 択

元素間融合を基軸とする
物質開発と応用展開

プログラムマネージャー

平 成 2 5 年 度（ 2 0 1 3 年 度 ）採 択

13

高速画像処理を用いた
知能システムの応用展開

プログラムマネージャー

研究代表者

29

31

研究代表者

共生ネットワークの分子基盤と
その応用展開

半導体を基軸とした
テラヘルツ光科学と応用展開

スーパーバイオイメージャーの開発

染谷 隆夫

25

自己組織化技術に立脚した
革新的分子構造解析

京都大学
大学院工学研究科 教授

科学技術振興機構

八木 重典

エレクトライドの物質科学と応用展開

プログラムマネージャー

研究代表者

東京大学 卓越教授、
自然科学研究機構
分子科学研究所 卓越教授

科学技術振興機構

東京工業大学
科学技術振興機構
科学技術創成研究院
フロンティア材料研究所 教授、
元素戦略研究センター長

江崎 敦雄

プログラムマネージャー

39

研究代表者

藤田 誠

研究代表者

細野 秀雄

プログラムマネージャー

横山 壽治

※ 進行中の課題の所属は２０１９年時点のもの
※ 終了課題の所属は終了時点のもの

※ 最新の情報につきましてはACCELのHPをご覧ください
（URLは裏表紙に掲載しています）
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H29年度採択

スーパーバイオイメージャーの開発
薄くて柔らかく人間と親和性の高い有機デバイスの開発

近年エレクトロニクスの分野では、シリコンに代表される無機材料に代わり、低

研究代表者

プログラムマネージャー

染谷

松葉

隆夫

東京大学 大学院工学系研究科

頼重

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

教授

有機材料を用いたデバイス開発では、地球環境との調

染谷先生とは 2003 年ごろからのお付き合いで、材

コストで、軽くて柔らかく、かつヘルスケア分野で活用できる生体適合性の高い有

和やそこで暮らす人間との親和性を実現することが求

料メーカーとして時折研究のお手伝いをしていました。

私たちは人間と調和する有機デバイスの開発を目指し、材料と素子化の研究を積

イプのウェアラブルデバイスは、すでに実用化が進んで

縮性光学式センサー技術は実用性が高いと感じていま

機材料に注目が集まっています。

み重ねてきました。CREST では、有機トランジスターを用いて、大面積に優れ伸縮

性のあるシート状のセンサーを制作する技術を開発しました。さらに ERATO では、
厚さ 1 マイクロメートルという極薄の高分子基材上に高性能有機トランジスター集

積回路を作製する技術を確立、小さく丸めても壊れず、人間の肌のような曲面に貼
り付けて使用できるシートセンサーを開発しました。有機光検出器と有機 LED を実

められています。カメラなどを利用してモニターするタ
います。一方、私たちが開発した皮膚に直接貼り付けら

れるデバイスは、例えば血流、呼吸、動きなど、体に接
触させなければ測れないような生体情報を、正確かつリ
アルタイムに計測できるのが特徴です。

スーパーバイオイメージャー実用化への要素技術は、

装して血中酸素飽和度を計測できるデバイス、一週間皮膚に貼り付けても炎症反応

あと一歩のところまで完成しています。しかし最後の

誰もが簡単に生体情報をモニターし健康を守ることのできる社会へ

品と、バッテリーなどを搭載する硬い部品を、システ

を起こさない生体適合性材料によるデバイスの開発にも成功しています。

ACCEL では、今までの研究で得られた技術を統合・発展させ、1 枚のシートを皮

膚に接触させるだけで、いつでも、どこでも、誰もが簡単にさまざまな生体情報を

計測できる伸縮性イメージセンサー（スーパーバイオイメージャー）の開発に取り
組みます。皮膚に直接貼り付けても装着感やストレスなく健康状態を 24 時間モニ
ターし続けられるウェアラブルなセンサーが開発できれば、健康管理や疾患予防に
役立ち、地域の人々の健康を地域で支えていく地域包括ケアシステムの実現にも貢
献できるものと考えています。

ハードルを越えるには、皮膚に貼り付ける柔らかい部

ムとして組み合わせて使えるようにする技術が必要

で、さらに生産技術としても確立する必要があります。
ACCEL でこの課題を解決し、本技術を広く社会に役立
てたいと考えています。

当時から先生の仕事を興味深く拝見しており、特に伸
した。

このプロジェクトは体内の様々な情報の読み取りに

総合的に取り組もうというもので、これまでにないユ

ニークなものです。非侵襲で発展性が高く、必要な技

術も揃ってきていますのでプロトタイプは意外と早く
実現できるかもしれません。しかし、健康管理や疾患
予防のためのシステムとして完成させるには、技術面

以外にもいろいろな要件をクリアしていく必要があり
ます。これまで企業で新規事業開発を推進してきた経
験を活かし、ベースとなる大学での研究と企業の応用
研究をうまく絡め、最短期間でビジネスとして具現化
したいと思います。

伸縮性エレクトロニクスの分野をリードしてきた

この技術に高いポテンシャルを感じています。

題を解決し、社会実装への突破口を開きます。

させるかが PM の腕の見せ所と思っています。

ノウハウを活かし、その実用化のための最後の課

それぞれの用途に向け、いかに短期間で完成

いつでも、
どこでも、誰もが簡単に、正確に生体情報をモニターできる技術によって

安心・安全で快適な社会を築く

・入
通所

スーパーバイオイメージャーによって、
いつで も、どこで も、誰 で も、

在宅医療

介護
訪問

所

住まい

通

正 確 に 生 体 情 報 を計 測し

院・
入院

安 心 、安 全 、快 適 社 会 の

医療

介護

実 現 を目 指します 。

介護予防

生活支援

スーパーバイオイメージャーが
拓く未来社会

地域包括ケアシステムにおける長期間にわたる生体情報計測

伸縮性エレクトロニクス

伸縮性エレクトロニクスは、柔らかさによって生体との親和性を高めたエレクトロニクスです。
薄くて柔らかい伸縮性エレクトロニクスは、人間の動きに干渉することがなく、皮膚に長期間

接触しても不快でないウェアラブルデバイスを実現する技術です。医療・ヘルスケア分野だけ
でなく人間の活動に関する多くの分野への応用が期待されています。
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PROFILE

TAKAO SOMEYA

PROFILE

Y O R I S H I G E M AT S U B A

1997 年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。同年、東京大学

1979 年、岡山大学 大学院工学研究科修士課程修了。同年、ハリマ化成

研究センターを経て、2009 年より現職。有機エレクトロニクス、伸縮

取締役兼執行役員 筑波研究所長として機能性ナノマテリアルの推進に

生産技術研究所に入所し、米国コロンビア大学、東京大学先端科学技術
性エレクトロニクスに関する研究に従事。博士（工学）。

㈱ に入社。大阪大学及び兵庫県立大学 客員教授を歴任。ハリマ化成㈱
従事。工学博士。

H29年度採択

半導体を基軸とした

テラヘルツ光科学と応用展開

高強度テラヘルツパルス光源を開発し、生細胞の可視化を実現

テラヘルツ（THz）光は電波と光の境界領域にある電磁波です。これまで発生・制

御・検出が困難なことから未開拓電磁波領域と呼ばれてきましたが、近年の技術革新

が引き金となって産業化への期待が膨らんでいます。私たちは CREST において、100
フェムト秒のパルス幅をもつレーザーとニオブ酸リチウムの結晶を用いて、電場振幅

が 1MV/cm 以上の世界最高水準の高強度 THz パルス光源を開発しました。この THz 光
を半導体に１兆分の 1 秒という短い時間照射するだけで、半導体中の電気伝導を担う

自由電子数を約 1000 倍に増幅することに成功しました。また様々な極端に非線形な

研究代表者

プログラムマネージャー

田中 耕一郎

深澤

京都大学 大学院理学研究科

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

教授

私は以前、基礎物理学的な興味から半導体の中の電子、分子

中先生と一緒に当時としては画期的なコンパクト THz センシ

を行っていましたが、光源の強度が弱く、測定方式にも物足り

ベンチャー企業を立ち上げ、THz 光を用いた非破壊検査装置な

用いた研究を行っていました。当初、既存の装置を用いて測定

なさを感じるようになりました。それをきっかけに光源開発、
測定装置の創出を目標に世界に先駆けた研究に挑み続け、これ
までに、THz 光を用いたイメージング技術を社会実装するため
に必要な要素技術の開発に成功することができました。

今回 ACCEL では、これまで期待されてきた産業界からのニー

ズにすべて応えられるよう、半導体を基軸に個別要素の飛躍的

ビデオレートで実時間観察を実現し、生細胞観察にも成功しました。

り、リアルタイムかつ安全・安心なイメージングシステムの実

高分解能・高速・安全なテラヘルツイメージングシステムの構築

ACCEL で取り組むべき課題は、THz 光源・検出器の開発に加えてシステム化が挙げら

私はかつて企業で THz 研究をおこなっており、その頃、田

の励起モードなどを調べるため、そのツールとして THz 光を

光学応答を発見することができました。さらに、この光源の特性をいかして、これま

でにない THz 近接場顕微鏡装置を構築し、波長限界の 100 分の 1 以下の空間分解能と

亮一

な性能向上をめざし THz 光のシステムを作りかえることによ
現を図ります。

それを成功へとつなげる道筋は、すでに複数描けています。

ングシステムの開発に成功しました。その後、自ら研究開発型
ど、THz 光技術の実用化に向けた開発を継続的に進めてきまし

た。現在、産業界からは、もっとくっきり、もっと細かく透視

できる技術へのニーズが多様な方面で高まっており、既存の光
技術では見えないものを見せることが可能な THz 光技術への

期待を日々強く感じています。近年 THz 光の技術開発は大き

く進歩してきましたが、この技術を広く社会普及させるために
は課題があり、そのためにはこの ACCEL で半導体を基軸とし
た研究開発に取り組み、小型化、低コスト化などのブレークス
ルーを実現することが必須です。

THz 光技術の本格的な社会実装への道筋を拓くため、産業界

本技術が早く社会に普及し貢献できるようなイノベーションの

からの参入と応用拡大を推進することを目指し、プロジェクト

ジュール化による出力改善や、検出器への位相検出技術付加による感度改善、高速イメー

物理学の原理に立ち戻り、自ら考えゼロから再

二度とチャンスはないとの覚悟で取り組み、

御系・解析ソフトウエアからなるテラヘルツイメージング基本システムを構築すること

ができると信じています。

者の夢の実現を目指します。

れます。THz 光源の開発は急速な展開をみせてはいますが、まだ出力が不十分です。光
レーザー励起のテラヘルツ技術を半導体テラヘルツ技術へと展開し、半導体光源・検

出器を用いたイメージング基本システムの構築を行います。半導体光源のアレイ化、モ
ジングのためのアレイ化、モジュール化を行い、光源・検出器・低損失最適光学系・制

により、既存技術に比べて高分解能、高速、安全なボディスキャナー、非破壊検査装置

創出を目指します。

構築する姿勢で挑めば、必ず新局面を拓くこと

などの実現を図ります。これによって、交通機関などの公共の場でのセキュリティー強

化、工場などで生産される製品の安全性の向上など、安全・安心社会の実現を目指します。

を進めていきます。

これまで THz 技術に携わってきた多くの関係

テラヘ ル ツ光 の 産 業 利 用 に
向 け た 技 術 を確 立し、
安 全・安 心 社 会 の

実 現 に 役 立 てます 。

テラヘルツ（THz）光

ミリ波と赤外線の間に位置し、電波と光の両方の性質を兼ね備えた特殊な光／電磁波です。

KOICHIRO TANAKA

PROFILE

RYOICHI FUKASAWA

布、紙、樹脂、木材などは透過し水、金属などは透過しません。一般的には振動周波数

1990 年、京都大学大学院理学研究科博士後期課程修了。東京大学物性研究

1989 年、新潟大学大学院自然科学研究科博士課程修了。同年、日本分光（株）

分子の構造や運動状態について多くの情報が得られる領域です。

大学物質―細胞統合システム拠点 主任研究員・教授、2014 年より連携併任。

2008 年より同社代表取締役。長年にわたりテラヘルツ工学の研究開発に携わ

300GHz ～ 10THz 帯を示し、分子の振動・回転運動、分子間相互作用、固体の格子振動など、

7

PROFILE

所などを経て、1997 年に京都大学に移る。2004 年、教授。2008 年より京都
2014 年より現職。専門は光物性。理学博士。

入社。（株）栃木ニコンなどを経て、2004 年、㈲スペクトルデザイン設立。
るとともに非破壊検査システムの新規事業の立ち上げなどに従事。学術博士。

H28年度採択

高速画像処理を用いた

知能システムの応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

石川 正俊

岸

東京大学 大学院情報理工学系研究科

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

教授

画像・映像というと「いかにきれいに撮るか」が注

人間の目のスピードから、機械が捉えるスピードへ

従来の画像処理速度は 1 秒間に 30フレーム程度で、これは人間の目のスピードに

合わせてつくったフレームレートです。自動車やロボットをより速く、正確に動かす
には、機械が捉えるスピードのレベルにまで画像処理を高速化していく必要があり

ます。しかし画像を電気信号に変える「走査」等のデータ読出し回路や処理速度の限
界などから、それは困難でした。

私たちはこれらの課題を解決し、圧倒的な速度を誇る高速画像処理技術の開発に成

功しました。これをもとに、飛翔体を静止映像のように捉えることのできる高速追
従装置や、動いている立体物に追従して映像を投影するダイナミックプロジェクショ
ンマッピングなどの知能システムを提案し、実証しました。

高速のインターフェースから交通分野まで、応用の可能性は広大

ACCELでは、さまざまな用途に応用可能な高速画像処理技術の共通基盤を確立

するとともに、この技術が最大限に活用できる自動車・交通分野、高速ヒューマン

インターフェースなどの分野ごとに最適なオリジナリティのあるシステムを構築

則政

本研究を初めて知ったときは、
「今まで捉えられな

目されがちですが、私は「いかに速く映像を撮って処

かったものが見えるようになる」ことに大きな衝撃

クして機械の性能を今までにないレベルにまで引き

考え方を日本から発信したいと強く思っています。

理するか」に着目し、撮影情報を瞬時にフィードバッ

上げる研究をしてきました。本研究では画像処理速

を受けました。PMとして、この世界トップの技術や
ACCELでは、カーナビで使われるバードビュー、ア

度のボトルネックを解消することによって、高速な

ラウンドビューモニタ等の研究を実用化につなげた

対象の動きにマッチした真のリアルタイム画像処理

り組んでいきます。具体的には、各応用分野の方の

撮像・転送・処理システムをさまざまな形で実現し、
を提供しています。

ACCEL 以前に共同研究を行ったこともあり、画像

処理技術の実用化のプロフェッショナルである岸 PM

とともに、高速画像処理技術を更に発展させ、これま

でできなかったことを可能にする機能・性能を実証

実務経験をもとに、高速画像処理技術の実用化に取
要望を反映した知能システムの POC の目標値設定や

スムーズな実行管理を行います。そして、各分野の
方にこぞって使っていただけるような出口戦略を推
進し、応用分野を開拓していきます。

して社会への展開を進めていきます。

し、人間の視覚能力を補完し拡大する知能システムの実証を目指します。

現実世界＝リアルワールドをリアルタイムで

高速画像処理技術を用いた知能システムは、

展させることで、情報の世界と実世界が一体となり、私たちを取り巻く情報環境

システムを構築していきます。

まな分野の業界から注目を集めています。

本研究により「人間の能力をはるかに超えた視覚」を利用した知能システムを進

が劇的に変化します。

認識・制御することで、まったく新しい知能

高速画像処理技術を
駆 使した

高速ヒューマン
バイオ・医療／
インターフェース
自動車・交通
検査・FA
動的対象の検診･検査を ユーザーに全く
移動を完全把握する
実施する知能システム ストレスを感じさせない
知能システム
知能システム

「 人 の 限 界 をは るか に 超 えた 」
知 能 システムで、
世の中に

高速アーカイブ
世界をリードする
高速画像処理技術

高速･高品質な実世界
アーカイブ知能システム

基盤技術

ビジョンチップ・モジュール、
並列分解、
ダイナミクス整合、
高速
トラッキング、
高速３次元形状計測、
能動ビジョン、
高速ディスプレイ、
センサフュージョン

ビジネスへの多様な展開が期待でき、さまざ

革 新 を起こします 。

セキュリティ
時空間的欠落のない
完全監視の知能システム
1

高速画像処理技術

従来のフレームレートを大きく上回る高速リアルタイム画像

処理技術。CMOSイメージセンサとコンパクトな並列処理回路

を用いることで毎秒 1,000フレーム以上という圧倒的な速度で
の可変・高フレームレートの処理を実現します。
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NORIMASA KISHI

1979 年、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。同年、製品科学

1978 年、早稲田大学大学院理工学専攻科博士課程修了。同年、日産自動

1999 年より現職。専門はシステム情報学。センサフュージョン、並列・

車システムの研究に従事し、運転支援システムの実用化実績を有する。

研究所（現：産業技術総合研究所）に入所。1989 年に東京大学に移り、
高速ビジョン、高速ロボットなどの研究に従事。工学博士。

車（株）に入社。長年にわたりカーエレクトロニクスの研究や知能自動
工学博士。

H28年度採択

次世代メディアコンテンツ生態系技術の
基盤構築と応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

後藤

伊藤

真孝

産業技術総合研究所 情報技術研究部門

首席研究員

私は基礎から応用まで幅広く研究開発し、インタ

博之

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

私は長年音楽ソフトウェアに携わり、音楽とテク

音楽の中身を自動的に解析して、能動的な音楽体験を提供

フェースやデモンストレーションシステムによって

ノロジーをずっと観察してきました。後藤先生の研

音楽の音響信号から構成要素を推定する世界最先端の「音楽理解技術」によってデ

心がけてきました。さらに、インターネット上で利用

てデータ化するという今までなし得なかったもので

音楽のデジタル化により、音楽を楽しむ環境は飛躍的に向上しています。私たちは、

ジタル音楽の真価を引き出し、人々がより能動的に音楽を楽しめるようにする情報技
術の研究開発に取り組んできました。

基礎研究成果の使われ方も世の中に提示することを

しやすいサービスの形にして一般公開してきました。
ACCELでは技術の力で音楽コンテンツ産業の未来

究は、コンピュータで音楽の中身を自動的に分析し
あり、学術的な立場からコンテンツの未来を切り拓

く革新的な取り組みだと驚きました。今回一緒に取

これまでに、音楽の構成要素を可視化する「Songle」、大規模な音楽コンテンツを可

を切り拓くべく、基盤構築と応用展開のバランスを

ビスを実現して、インターネット上で公開しています。これらによって、音楽への理

トフォームの形成に取り組んでいます。そしてこの

装することで、音楽や映像産業の新しいビジネスモ

提供されていくことを目標にしています。伊藤 PM

リスナーやクリエータが新技術を積極的に楽しんで

視化して俯瞰する「Songrium」、歌詞アニメーションを生成する「TextAlive」等のサー

解が深まるような能動的な音楽鑑賞・創作体験を提供でき、これまで大規模に蓄積さ
れてきたメディアコンテンツにも、新たな価値を付加することができます。

大規模なメディアコンテンツから価値を創出するためのプラットフォームを構築

ACCELでは鑑賞や創作の側面から人々を支援する技術を確立し、
「音楽コンテンツ

生態系のサービスプラットフォーム」を実現することで、次世代のメディアコンテン
ツ産業の発展に貢献することを目指します。

具体的には、音楽理解技術を強化することで大規模な楽曲をより多様に分析し、好

みの音楽をより能動的に楽しむことのできる鑑賞支援技術を実現します。さらに自

分らしい、自分の好みに合った音楽コンテンツを自由自在に生み出せる創作支援技術

の研究開発を進めます。また、他の人にコンテンツの魅力を伝える行為（協創）も支

とりながら、さまざまなサービスの土台となるプラッ
プラットフォームから新たな価値が生まれ、社会に
は音楽業界で長く活躍されてきた方であり、一緒に
力を合わせて世の中を変えていくような研究開発を
したいと思っています。

り組めることをとても楽しみにしています。

ACCELでは、PMとして研究成果を企業や社会に実

デルを生み出したいと思っています。また、日本は
鑑賞・創作をするという風土があります。この地の

利を生かし、加速させながら研究開発やクリエータ
文化の発展に尽力していきます。

学術的・産業的・社会的・文化的に新たな価

音楽には他のコンテンツと組み合わせやすい

与えるような挑戦をしていきたいです。

携して、新たなビジネスモデルを創造します。

値を生み出し、世の中に大きなインパクトを

という特長もあるので、関連産業と幅広く連

援し、音楽コンテンツの価値をさらに増幅させていきます。

楽 曲 や 動 画 な ど大 規 模 な

メディアコンテンツの 蓄 積 が 、
鑑 賞・創 作 な どの 新 た な
価 値 を生 み 出します 。

音楽理解技術

音楽の音響信号を分析することで、メロディやビート、
コード、サビ区間などの主要な要素を自動推定する技術

です。今後はさらに推定できる要素を増やし、さまざまな

鑑賞・創作・協創支援サービスを実現可能にする「大規模
音楽分析合成技術」に発展できるよう研究中です。
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M A S ATA K A G OTO

PROFILE

HIROYUKI ITOH

1998 年、早稲田大学大学院理工学研究科博士後期課程修了。同年、電子技

1989 年、北海学園大学経済学部経済学科卒業。1995 年、クリプトン・

2013 年より現職。
専門は音楽情報処理。
音楽理解技術、
音楽インタフェース、

音楽配信アグリゲータ、3DCG コンサート、初音ミク等、音を発想源と

術総合研究所に入所し、2001年に改組された産業技術総合研究所において、
音楽鑑賞・創作支援サービス、歌声情報処理などの研究に従事。博士（工学）
。

フューチャー・メディア（株）設立、代表取締役就任。サウンド配信、
した事業構築・技術開発に 20 年以上携わる。

H28年度採択

スローライト構造体を利用した

非機械式ハイレゾ光レーダーの開発

研究代表者

プログラムマネージャー

馬場

小林

俊彦

横浜国立大学 大学院工学研究院

教授

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

光の速度が 10 分の 1 になると、周囲との相互作用

光の速度を遅くして、従来技術に革新をもたらす

は 10 倍になります。この性質を光偏向器に応用する

さくする「スローライト」技術を駆使することで、変調、スイッチ、波長変換、検出、

も 10 倍になりますが、その点は近年の技術の進歩の

光は１秒間に地球を 7.5 周するほどの速度で進みますが、この速度を桁違いに小

分散補償、相関、ビームスキャンなど、光にかかわるさまざまな機能を従来よりもは
るかに高性能なものにすることができます。

私たちはフォトニック結晶*を用いたスローライト技術の研究開発を進めており、

今までにスローライトの基礎理論の確立と基本動作の実証を行いました。極低温な

どの特殊環境下では、光の速度を自転車程度にまで落とせることが知られています。
私たちのスローライトはそこまで極端な減速はしませんが、逆に利用しやすい常温下

にある小さな半導体チップの上で、光の速度を 10 分の 1 から 100 分の 1 ほどに小さ

と、その性能は 10 倍上がります。一方で扱い難くさ

おかげで、実用化の環境が整ってきました。そこでこ
の ACCELプロジェクトでは、このようなスローライ

トを用いた光レーダーをテーマに設定しました。私

ライトのような、世界に冠たる独創技術です。「人」は、
技術移転を成功させる信頼関係の基です。「もの」は、
移転する技術を、書かれた文書だけではなく、形ある
ものとして渡すことを意味します。

ACCEL で私は PM として、研究と企業をつないで事

研究を進めています。

日米の企業を数十社訪問し、ヒアリングを重ねて提案

てきた小林 PM の豊富な実用化の経験を伺いながら、
ACCELでは光偏向器を含む光レーダーチップを LSI

* 光の波長の半分ほどの周期をもつモザイク状の構造体。光がもつ波としての性質を最大限利用
して、光のふるまいを自在に制御する。

は切手サイズほどの超小型で、分解能が高く、耐振

ACCELではスローライト技術の応用として、対象物までの距離や方向を反射光

「もの」の３要素が重要です。
「技術」は、まさにスロー

業化を進める部分で、馬場研究代表者らの研究チーム

工場で試作します。試作と並行して議論を重ね、実用

周囲を３次元で高精細に認識できる、光レーダーの実用化につなげる

研究開発した技術を社会実装するには、「技術」
「人」

が学生の頃から光デバイス開発の第一線で活躍され

くすることに成功しました。そして、上に述べたような機能を高性能化する研究にお
いて、世界をリードする研究成果を挙げています。

功郎

化のために必要な特性を探っていきます。最終的に

動性があり、低コストで製造できるなど、すぐれた特
長を持つ光レーダーの実現を目指しています。

をサポートしていきます。プログラムの準備段階から
を行ってきました。また、今後は光レーダーの研究会

なども企業を交えて随時開催していきます。光レー
ダーは、これから技術的な進展や市場の拡大が大いに
期待される分野です。世界一流の基礎研究を実用化に
つなげる一翼を担える幸せを感じながら、苦労も楽し
んで進んでいきたいと思います。

によって精密に測定し、3 次元で認識する「光レーダー」の開発と実用化に取り組

長年研究してきた「光が遅くなる」という面白い現

光レーダーは、自動運転技術や、人工知能を搭載した

これを組み込んだ小型で低コストな光レーダーシステムの構築と実証までを目指し

る光レーダーを開発し、社会に貢献していきます。

未来の産業の切り札になる可能性を秘めています。

みます。機械的に動く部分がない高分解能（ハイレゾ）な光偏向器 *を開発し、さらに

ています。また、本研究の進展に伴って蓄積される光関連の設計・製造技術は、光産

象を利用して、周囲すべてを３D 画像で認識でき

業を中心に社会に大きな変革をもたらすと期待しています。

* 光の方向を変える装置。光レーダーではビームスキャナーとして用いられる。一般的な機械式のものはサイズ
が大きく、車などに搭載すると、振動による不安定化や故障などが懸念されるため、非機械化が望まれている。

高性能ロボットなどに欠かせないセンサーとして、

低 速で進む光 が、

高 度 に 制 御 され た

自 動 運 転 技 術 や 精 密 に 動く
ロ ボットを生 み 出し、
世の中の常識を

変 えていきます 。

スローライト

ニクス
ンフォト
シリコ

波長の異なるさまざまな光を重ねると互いに干渉し、位相がそろった部分で強度が大きくなりま

TOSHIHIKO BABA

PROFILE

KOHROH KOBAYASHI

す。この部分をパルスといいます。 全ての波長が同じ速度で進むとパルスも同じ速度で進みます

1990 年、橫浜国立大学大学院博士課程修了。東京工業大学を経て、1993

1970 年、東京工業大学大学院修士課程修了。同年、日本電気（株）に

速度と呼び、極端に小さな群速度の光をスローライトといいます。

フォトニック結晶、ナノレーザー、Si フォトニクス、バイオセンサー、こ

イス、特に光通信用半導体レーザーの研究・開発・製品化に実績を有

が、波長によって速度が異なるとパルスの速度は小さくなります。このようなパルスの速度を群
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年に横浜国立大学に移る。2005 年より現職。専門は光工学・光量子科学。
れらを用いた機能性光素子や光回路などの研究に従事。工学博士。

入社。東京工業大学、
（株）ファイベストを経る。これまでに、光デバ
する。工学博士。

H27年度採択

元素間融合を基軸とする
物質開発と応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

北川 宏

岡部

京都大学 大学院理学研究科

教授

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

今から 10 年以上前、燃料電池に用いる水素を貯蔵

金属工学の常識をくつがえす新発想、元素間融合とは

人類は、性質の異なる元素を組み合わせて、すぐれた特性をもつ材料を開発してき

ました。私たちは、通常は混ざらない金属元素同士を原子レベルで混ぜ、新しい物質
をつくり出す「元素間融合」の研究を進めています。

触媒として高価格で取引される元素「ロジウム*」に着目し、周期表上でその左右に

あるパラジウムとルテニウムを原子レベルで混ぜ合わせることに成功し、3 分の1 の

程度の材料費でロジウムに代替できる新合金（ナノ合金材料）
を開発しました。同時に

この新合金の触媒活性は天然ロジウムより高く、これまでよりも低い温度で反応を進
められるという、すぐれた性質をもっていることもわかりました。耐久性などを確認

する必要はありますが、現状で排ガスの浄化に十分利用できる性能を持っています。
* レアメタルの一種。主に触媒として、自動車の排ガスに含まれる窒素酸化物の分解や有害な
一酸化炭素の二酸化炭素への変換に広く使われる。

新物質の量産体制を築き、企業に提供していく

ACCEL ではこれまでの研究をもとに、元素間融合でつくられる新物質の性質を理論

的に予測することにより、この新概念での構造設計の確度を高めていきます。そして、
望ましい性質をもった新物質の創出が可能であることを実証します。また新物質を

量産化する技術を確立し、さまざまな分野の企業に試作サンプルを提供することで実
用化への筋道を探り、社会や産業の発展に貢献していくことを目指します。

晃博

北川先生とは ACCEL以前にも共同研究を行っており、

する合金の開発中に、常識では混ざらないパラジウ

元素間融合は一分野にとどまらず、幅広く社会へ実装で

気づき、そこから「元素間融合」という着想を得まし

ていました。

ムと白金が原子レベルで混ざっていることに学生が

た。さらに周期表で横の同じ段に並ぶ 2 種類の元素

きる広がりと可能性を持った画期的な研究であると感じ
ACCELでは、ロジウムの代替となるような新物質を実用

を混ぜれば、その間の元素の性質をもつようになる

化するために何をするべきか見定め、研究とエンドユー

始めたのです。この経験から諦めないこと、常識に

もの」だけが実用化されるわけではありません。私は企業

のではないかと考え、ロジウムの代替物質の研究を
とらわれないことの重要性を学びました。

ACCELでは元素間融合のメカニズムを解明し、ど

のような合成でねらい通りの新物質が創出できるの

かを明らかにしていきます。触媒分野の最先端の

ザーのニーズを結びつける役割を担っています。
「完璧な
に属しておりユーザーの立場でもあるので、製品に何が

求められているのか把握することができます。その上で、
ニーズを満足させるための具体的な提案を行っています。
将来的には化学工業からヘルスケアまで、さまざまな

現場で活躍されている岡部 PMの力を得て、トップ

分野に新材料を提供し、多種多様な事業の創設に寄与す

く、目的意識を持って研究に取り組んでいます。

料の創出システムを構築します。

サイエンスを前提とした成果を実用化につなげるべ

ることを目指します。その活動を通して、体系的な新材

研究者は何か新しいものをつくることに真価が

元素間融合は、その広がりにこそ価値がありま

る個々の元素が持つ潜在能力を最大化します。

幅広い分野に多様な新材料を提供していきます。

あります。元素間融合の応用が、地球上に存在す

す。体系化と実用化のバランスをとりながら、

新 素 材 を生 み 出し、
希少な物質の

安 定 供 給 を叶 える

企
金
ナノ合

「現代の錬金術」
元素間融合が、

これ からの 化 学 工 業 を
支 えていきます 。

ナノ合金 〜 作れなかったものが新しくできる 〜

均一に混ざらない金属同士を混ぜるために、混ぜて溶かす「冶金（やきん）」の手法ではなく、化学的に反

応させるナノ粒子の合成法を応用しました。2 つの金属イオンを溶かし込んだ混合水溶液を作成し、霧吹
きで還元剤中に混合すると、水滴内の金属イオンが一瞬で金属原子に変わり、両金属がランダムに混ざり

合ったナノ合金ができあがります。この手法により、まったく新しい物質・材料の創製が可能になります。
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H I R O S H I K I TA G A W A

1991年、京都大学大学院理学研究科博士後期課程単位取得退学。分子

科学研究所、北陸先端科学技術大学院大学などを経て、2003年に九州

大学大学院理学研究院 教授。2009 年より現職。専門は、固体物性化学、
錯体化学、無機化学、ナノ科学。博士（理学）。

PROFILE

AKIHIRO OKABE

1998 年、東京大学大学院工学系研究科修士課程修了。同年、三井化学

（株）に入社。これまでに、触媒の研究開発に従事し開発責任者を務め

るとともに、産学プロジェクトでの経験を豊富に有する。博士（工学）。

H27年度採択

近接場結合集積技術による

革新的情報処理システムの実現と応用展開

「３次元積層チップ」で消費電力 1000 分の１を実現

コンピュータの情報処理速度が向上し、膨大なデータがやりとりされる近年。消

費電力の増大によって機器が発熱し、動作しなくなる問題が深刻になっています。

そこで脚光を浴びているのが、消費電力を大幅に抑えて発熱を防ぐという私た

ちの研究です。LSI（大規模集積回路）の中のチップを３次元方向、つまり縦に積み
重ね、チップ間の通信をワイヤレスで行うことによって、消費電力を一挙に従来の

1000分の１に減らす技術の開発に成功しました。この TCI（ThruChip Interface）技
術は、ボタン電池１個分のわずかな電力で 2 時間映画 600 万本分のデータ（1400 年
分の映像記録に相当）の転送が可能です。併せて開発した TLC（Transmission Line

研究代表者

プログラムマネージャー

黒田 忠広

河村

慶應義塾大学 理工学部

私は以前から低電力化に関心があり、さらに大学

を実現できるのではという大きな期待を抱かせる、

行う」という解を閃きました。「磁界結合」や「電

開発にもリスクはつきものです。全体のリスクをい

かで、「チップや伝送線路間の通信を電界・磁界で
磁界結合」はとてもシンプルな原理ですが、これを
デジタルデータの転送に使うという発想はどこにも

なかったもので、まさにコロンブスの卵です。集積

するシステムの構築を計画しています。この技術はスパコンやロボット、超解像度顕
微鏡や自動運転など、さまざまな分野に飛躍的な進化をもたらすものです。

さらに、手のひらサイズの人工知能「eBrains」の開発も進めています。これはスパ

コン「京」の 5000 分の 1 の処理性能を誇るコンピュータと、人間の大脳の 500 分の 1

を得、長年の夢の実現に向けて邁進しています。TCI
いるので、実用化に向けた技術的な問題はクリアし
ています。

最先端の技術を

TC I・T LC 技 術 が

さらに 加 速 させ 、
私 たちにとって

左脳と右脳を併せもつ
世界初の人工知能

身 近 な もの にしていきます 。

左脳はスパコン「京」の
1/5,000の処理性能
右脳は人間の大脳の
1/500の集積度
手のひらで電池駆動
左脳と右脳が連携して情報処理

近接場結合集積技術

TCI と TLC の核となる考えは、近接した場所でどのように効率的に信号を

PROFILE

送り合うか、というものです。TCI は、チップ上のコイルが磁界結合し、デー

タ通信ができるという仕組みです。TLC は伝送線路の一部を変形させ、電
界と磁界の結合を利用することでワイヤレスな接続を可能にしています。

する評価の高さを実感します。ビジネスの壁を

人 工 知 能 、ロ ボットな ど、

モバイル人工知能：eBrains

●

技術で社会を変えていけたらと思っています。

スー パ ーコンピュータや

プロセッサ基板

●

なかなか実用化することが難しかった「大学発」の

乗り越えるプランを描くのが、私の仕事です。

ThruChip Interface（TCI）
チップ（プロセッサや Transmission Line Coupler (TLC) モジュール
メモリ）を3次元集積して高性能にする
(ストレージやセンサ)をLEGO実装して高機能にする

●

して研究を企業・ビジネスへとつなぎ、これまでは

合による電子式に変えることです。

はんだやコネクタによる機械式から、近接場結

電界
磁界

●

てもらうまでの道のりこそが大変なのです。PM と

産業界の人たちと話すにつれ、TCI や TLC に対

周辺機器基板

●

のが私の役割です。素晴らしいアイデアや成果が出

私たちの提案は、チップや回路基板の接続を、

近接場結合集積技術（大規模システムの接続問題の解）

インターフェース
ストレージ
×２
右脳
×２
左脳
電源

ACCEL では、ニーズを的確に把握したビジネス

たとしても、それを実際に企業に認めてもらい、使っ

直観的・空間的な情報処理を組み合わせて行う世界初のシステムを搭載しています。

磁界 システムLSIチップ

と思っています。

ACCEL では学会などで長年面識のあった河村 PM

でいる今こそ、大学の出番だと思っています。

の集積度をもつ人工知能を 3 次元集積したものです。論理的・計算的な情報処理と、

メモリチップ

かにミニマムにしていくかが、PM の腕の見せ所だ

マッチングを行い、研究成果を社会に普及していく

技術も TLC 技術も既存の回路をほぼそのまま使って

辺機器をワイヤレス接続することによって、大容量データを超低消費電力で高速処理

革新的かつ実用的なものです。しかし、どんな研究

回路の性能改良が行き詰まりを迎え、企業が苦しん

で低コストであり、スマートフォンや人工衛星への実装も可能です。

ACCEL では TCI 技術を使って LSI を積み上げ、そこに TLC 技術でセンサーなどの周

TCI 技術および TLC 技術は、近い将来に社会実装

で電磁気学の初心者ともいえる生徒たちと接するな

の協力のもと、一緒に研究を進めていく仲間や機会

大容量データを、超低消費電力で高速処理する
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科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

教授

Coupler）技術は、非接触で回路基板やモジュールをつなぐコネクタ技術です。配線
でつなぐ従来のコネクタに比べ通信不良が起こりにくく、高速で小型軽量、省電力

誠一郎

形

近接場SIM波

TADAHIRO KURODA

PROFILE

SEIICHIRO KAWAMURA

1982 年、東京大学工学部電気工学科卒業。同年、
（株）東芝に入社。

1974 年、東京大学工学部卒業。1978 年、プリンストン大学大学院修了。

LSI。博士（工学）。

クト、Selete を経て 2008 年より JST。産学官のさまざまな機関との連携

2000 年に慶應義塾大学に移り、2002 年より現職。専門はシステム

同年、富士通（株）に入社。産業技術総合研究所、半導体 MIRAI プロジェ
とマネジメント経験を有する。博士（工学）。

H27年度採択

濃厚ポリマーブラシのレジリエンシー
強化とトライボロジー応用

研究代表者

プログラムマネージャー

辻井

松川 公洋

敬亘

京都大学 化学研究所

所長、教授

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

物質の表面は、材料と外界の接点として極めて重

私はこれまでに企業との共同研究を幅広く行って

材料の表面に膜を作ることで、性能が大幅にアップする

要な役割を担っています。摩擦や摩耗、接着や吸着

きており、企業の技術支援や、産学連携プロジェクト

といいます。高分子を材料表面から成長させ、ブラシ状の薄い膜状にしたものがポ

て表面の性質に依存しています。そこで、表面に特殊

て CPBの有用性を証明するとともに、実用的な用途

多数の原子団（モノマー）
が結合
（重合）
してできた巨大な分子を、高分子（ポリマー）

リマーブラシです。これを使えば、材料の表面に新たな機能を付加することができ
ます。

これまでの研究では、超低摩擦性・高潤滑・高弾性・生体適合性などの全く新し

い性質を持つ「濃厚ポリマーブラシ」
（CPB）を開発し、CPB を重ねて階層化するこ
とで性能をさらに向上させました。また表面形成技術の革新により膜を飛躍的に厚

など、材料の機能に結びつくさまざまな現象は、すべ

な膜を張ることでその性質を劇的に変えてしまおう

という発想が、私の研究の原点です。原理・原則を理

解して、ものづくりを武器として勝負をしていきた
いと思っています。

ACCEL では CPB のすぐれた機械的特性と超低摩擦

くさせることにも成功したほか、ミクロだけでなくマクロな世界においても摩擦と

性に着目し、材料だけでなく機械・計算分野を含む７

示しました。

めています。CPB を扱いやすい状態に加工すること、

磨耗を低減させるすぐれた性質を実証して、実用機械システムへの応用の可能性を

CPB で摩擦を減らし、身近な家電がより丈夫で高性能に

ACCELでは、機械の可動部を構成する軸受やシールなどの機械要素の表面に CPB

を適用することを目指します。そして、これまでの技術では困難だったレジリエン
シー（強靱性）と低摩擦性を両立し、機械製品を長寿命化・省エネ化する「ソフト &
レジリエント・トライボ（SRT）
」コンセプトの確立を図っていきます。

CPB が社会実装されれば、コンプレッサや自動車用装置などの機械製品、また音響

機器や冷蔵庫などの家電や輸送機器など、すでに成熟した技術を誇る機器にもさらな

研究機関と連携して、実用化に向けた研究開発を進
低粘度、低速度、高荷重という条件下においても強靭
性と低摩擦性を保つことなどに取り組んでいます。

に携わった経験もあります。これらの経験を生かし
を社会に提示していきたいと考えています。

本プロジェクトでは PM として、出口指向の戦略的

な研究マネージメントを推進していきます。SRTによ

る潤滑装置としての性質に着目して材料・基盤技術

の確立を実現し、
「基礎研究」を「機械要素への実装」
にまで届ける道筋をつけるのが私の役目です。現在
は川上・川下の企業 6 社も加わり、複数のワーキン
ググループでフェイストゥフェイスの議論をしなが
ら実用化検討を進めています。CPB の搭載による各
種機械システムの高性能化を実現します。

濃厚ポリマーブラシの研究を通して、機能・応

摩擦、摩耗の低減による省エネルギー・低環境

安全・安心な社会の礎を築いていきます。

の一つとなることを目指しています。

用面で幅広い材料科学分野の新局面を拓き、

る革新をもたらす可能性を秘めています。

負荷への貢献が、21世紀の科学技術を支える柱

私 たちの 身 の 回りに ある
機器や家電が、

S R T 材 料 によりさらに 高 性 能 で
省 エ ネ 、長 寿 命 に なります 。

濃厚ポリマーブラシ（Concentrated Polymer Brush）

CPB では、ポリマーの長さを一定にそろえられる精密な重合法を適用すること
により、ブラシ構造の精密制御と高密度化を実現し、表面に特別な機能をもたせ
ています。本研究では従来の10 倍の厚みをもつマイクロメーターオーダーの
CPB 作製に成功し、摩擦抵抗を格段に減らすことができました。

表面のCPBの厚みを変化させたサンプル
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CPBの厚みによりいろいろな色に見えます
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YO S H I N O B U TS UJ I I

PROFILE

K I M I H I R O M AT S U K A W A

1988 年、京都大学大学院工学研究科博士課程修了。1989 年、京都大

1983 年、大阪府立大学大学院工学研究科博士課程修了。1984 年、大

分子薄膜の合成と物性、ポリマーブラシの基礎と応用、機能性高分子

技術支援、産学連携プロジェクトの経験を豊富に有する。工学博士。

学化学研究所に入所し、2008 年に教授、2018 年より現職。主に、高
の材料設計に関する研究に従事してきた。工学博士。

阪市立工業研究所に入所。企業との共同研究を幅広く実施し、企業の

H26年度採択

超活性固定化触媒開発に立脚した
基幹化学プロセスの徹底効率化

研究代表者

プログラムマネージャー

魚住

間瀬

泰広

自然科学研究機構 分子科学研究所

教授

俊明

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

近代の有機化学では約 100 年もの間、水に溶けに

魚住先生は非常にユニークな発想を以て、化学合成

水中で機能する触媒を開発し、効率的な化学合成を実現

くい性質をもつ有機分子を有機溶剤に溶かした溶液

の新しい地平を切り拓く研究を進めています。研究・

製造に深く関わっているのが、化学合成です。多くの化学合成は水に溶けない物質を

にある安全で無毒な媒体は水であり、生命がもつ化

いわゆるグリーンケミストリーが叫ばれる昨今、高活

20 世紀は多様な化学製品が世の中に普及し、人々の生活を豊かにしました。その

溶かす有機溶媒の中で触媒を用いて行いますが、それを水の中で効率よく行うことに
成功しました。

これまでの研究で、水と有機溶媒の両方になじむ性質を持った「両親媒性高分子」

に、配位子* やパラジウムなどの特殊な金属を結合させることにより、水中で高い触
媒機能を示す「高活性固定化触媒」を多数開発しました。この触媒は高分子に固定さ

れているので、生成物に混ざることはほとんどありません。そのため濾過による触媒
の分離と回収・再利用が可能で、触媒によく使われる希少金属の使用削減にもつなが
ります。

* 金属元素に結合して、その性質や機能を変化させる化合物。

さまざまな化学プロセスを、徹底的に効率化していく

ACCELではごく微量の触媒で、水中で安全かつクリーンな化学反応を行うことを

を使うことが化学者の常識でした。しかし最も身近
学反応システムはすべて水中で行われています。こ
れを人為的にできないかと研究を進め、
「雨宿り効
果」を発見して水中での化学合成を実現しました。

ACCELでは触媒の使用量を 100 万分の 1、可能で

あれば 10 億分の１にまで減らして化学合成を行うこ

とを目指しています。研究の理想的なゴールとして
は、例えばカートリッジに触媒を詰め込んで、上か
ら原料を流せば下から生成物が出てくる、というよ
うな徹底的に効率化したプロセスの実現を目標とし
ています。

開発の現場におけるリスク低減や環境負荷の最小化、
性固定化触媒が産業において果たす役割は大きく、
そのビジネスデザインを描くのが私の課題です。

ACCELでは、研究を世の中に役立てるには何を検

証すべきか考え、企業との話し合いを進めています。
現在は開発した触媒を実用レベルに引き上げる提案

を行っており、成果は医薬品、農薬、動物薬などに加

え、有機電子材料などの製造プロセスにも応用可能

です。さらに効率化を徹底した基幹化学プロセスの
開拓も、世界の化学技術そのものを大きく進歩させ
る可能性を秘めています。

目指しています。稀少貴金属触媒の使用量をどこまで削減できるか研究を進め、基

本来「油」である有機分子を「水」中で反応さ

超高効率な化学合成システムを、フラスコの中

いう利点を生かして、高純度で生成物を供給する方法や、触媒を回収・再利用する方

雨宿り効果がそれを可能にしました。

成立させ、世に広めていきます。

礎研究を実現に向けてつなげています。また、触媒が高分子に固定化されていると
法を確立します。それによって世界的規模での触媒の市販を達成し、省資源で超高

せることは原理的な矛盾をはらんでいますが、

だけでなく実際に人類の役に立つ技術として

効率、しかも環境にやさしい新時代の化学プロセスの実現を先導していきます。

超高効率な化学合成
システム を確 立して

従 来 の 常 識 を覆し、
新たな化学の

スタンダードを

生 み 出します 。

雨宿り効果（アンブレラエフェクト）

水中に両親媒性高分子を置いて有機分子をそこに入れると、水を嫌う有機
分子は自発的に両親媒性高分子のもとに集まります。その様子がまるで雨

高分子触媒SEM像

を避けて雨宿りをしているようなので、雨宿り効果と名付けました。この有機分子が集まる
ところにあらかじめ触媒を仕込んでおくことで、効率よく化学合成を行うことができます。
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YASUHIRO UOZUMI

PROFILE

TOSHIAKI MASE

1986 年、北海道大学大学院薬学研究科修士課程修了。北海道大学、

1983 年、帝京大学薬学部薬学研究科修士課程修了。同年、
（財）相模

教授。2000 年より現職。水中での触媒的有機分子変換、ナノ金属触媒、

などを経る。これまで長年にわたり、創薬化学研究や医薬品製造プロ

米国コロンビア大学、京都大学を経て、1997 年に名古屋市立大学
高機能遷移金属錯体触媒などの研究開発に従事。薬学博士。

中央化学研究所に入所。ミシガン大学、万有製薬（株）、明治製菓（株）
セス開発の責任者として実績を上げてきた。薬学博士。

H26年度採択

ダイヤモンド電極の

物質科学と応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

栄長

塚原

泰明

慶應義塾大学 理工学部

教授

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

ダイヤモンドは誰もが知っている材料なのに、次々

誰でも知っているダイヤモンドを電極として利用

信彦

私は ACCEL以前から栄長先生の知財管理を担当し

と面白い性質が見つかることが大きな魅力です。

ており、ダイヤモンド電極への理解が進むにつれ、

の新しい用途を見出しました。本来のダイヤモンドは絶縁体ですが、ホウ素などの不

気分解では、室温・大気圧下で化学製品の原料とな

学は企業よりも研究のタイムスパンが長く、戸惑う

イヤモンドをつくり、電極として利用する研究をしています。この「ダイヤモンド電

研究は特に反響が大きく、責任も大きい分やりがい

ダイヤモンドは誰もが知っている物質ですが、私たちは今回、宝飾品や工業用以外

純物を混ぜ合わせることで電気が通るようになります。そこでホウ素濃度の高いダ

極」はレアメタルを使わないだけでなく、比較的容易に製造することができるのも特
徴といえます。

これまでの研究では、ダイヤモンド電極の電気化学電極としての基礎的な性質や機

能を明らかにしてきました。同時に高性能なセンサの開発に成功したほか、有機合成
や二酸化炭素（CO2 ）を用いた有用物質の創製を達成するなど、さまざまな展開への有

用性を示しています。

この電極は多様な応用が可能で、例えば CO2 の電

るホルムアルデヒドが高効率に生成できます。この
を感じています。また電極の表面に付着物が付きに

ACCELではダイヤモンド電極の設計の指針を確立すると同時に、その性能を最大限

に活用したアプリケーションのあり方を探っていきます。市場調査や競合調査を早

期から行って、応用用途に対する有効性を実証していき、最適なシステム構築の実現
を目指します。

研究開発の推進にあたっては、大面積化を図りながらユーザーからのニーズも積極

的に取り込み、ダイヤモンド電極をさまざまな応用展開に資する基盤技術として構築

こともありますが、ぜひ実用化のお手伝いしたいと
思っています。

ACCELでは研究成果を企業へ伝えてニーズを汲み

くく、ノイズ電流も非常に小さいため、すぐれた高精

取り、社会実装への見通しを立てるとともに、製品の

中の酸性度の正確な測定にも成功しました。

用物質の創製については、産業レベルで大規模に製

ズム解明を進め、大面積かつ高性能な電極の開発に

要な段階です。重金属を測定するセンサはすでに製

度センサにもなります。マウスの脳内物質や、胃の
ACCEL では研究成果をもとに物質科学的なメカニ

挑みます。実用化への窓口を担ってくれる塚原 PM

電極の性能を向上させるとともに、応用展開を探る

多様な産業で役立つ可能性を実感しています。大

とともに、世の中のニーズにアンテナを立てながら、
社会に役立つものづくりにつなげていきます。

ダイヤモンド電極の研究はまだ歴史が浅く、未
知の部分もたくさんあるだけに、新しい現象を
発見したときの感動と喜びは大きいものです。

していくことを目標にしています。

試作や実験にも携わっています。CO2 の還元による有

造するためには、インフラの整備や企業の協力が必

品化されて、社会で活躍しています。今後も薬剤の開
発から、水処理・汚水浄化・オゾン発生などの環境浄
化まで、あらゆる応用可能性を検討していきます。
やろうと思えば何でも実現できる可能性をもつ

「魔法の電極」をどう活用し、社会に役立てていく
かが、PMとしての課題です。

地 球 環 境・エ ネル ギー 問 題 の
解 決 に 大 きく貢 献する

社 会 的 な 基 盤 技 術 として 、
あらゆる場 面 での 活 躍 が
期 待 されています 。

CO2
CO2

e-, H+

CO2

ダイヤモンド電極

ダイヤモンド電極は、マイクロ波により生成させたプラズマ中に原料の
炭素とホウ素を導入することで、基板のシリコン上にダイヤモンド

を積層させてつくります。ダイヤモンドの粒子に細かい凹凸がある

PROFILE

ことと、ホウ素の影響で黒く見えます。物理化学的に安定しており、
金属電極では起きない特殊な反応が得られるのが特徴です。また炭素
材料であるため、生体適合性にもすぐれています。
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電極
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ダイヤ

YASUAKI EINAGA

PROFILE

N O B U H I KO TS U K A H A R A

1999 年、東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。東京大学を経て、

1979 年、早稲田大学大学院理工学研究科修了。同年、ソニー（株）

を示すナノ材料に光機能を付与した新材料や、導電性ダイヤモンド電極

を上げた他、大学では特許管理や企業との契約調整を担当するなど、

2001年に慶應義塾大学に移る。2011年より現職。磁性や超伝導性など
などの新機能材料の研究開発に従事。博士（工学）。

に入社。慶應義塾大学などを経る。開発プロセスの責任者として実績
産学連携のノウハウを有する。

H26年度採択

共生ネットワークの

分子基盤とその応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

川口 正代司

齋藤

自然科学研究機構 基礎生物学研究所

教授

雅典

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

アーバスキュラー菌根菌は、４億年以上前の化石にも

私は農学・土壌学を専門にしており、PM としてラボ

有限な肥料の代替として「菌根菌」の可能性を探る

見られる古い生物ですが、その生態は謎に包まれていま

からフィールドへ、つまり基礎研究を農業の現場に還

に、リン肥料があります。リン肥料の原料となるリン鉱石は有限な資源であり、日本

培養技術を確立し、それを活用して植物生産と環境保全

ACCEL では、最先端のゲノム研究と栽培試験の間を

農業は私たちの日々の暮らしを支えるものですが、そこで使用する肥料のひとつ

では輸入に 100％依存しているため、その節減は未来の農業や食糧需給問題を考える
上で大きな課題となっています。課題解決の糸口として注目されているのが、7 ～ 8
割の維管束植物の根に共生する「菌根菌」です。

私たちは菌根菌の性質を利用して植物を育てることでリン肥料の節減ができない

かと考え、菌根菌と植物の共生の仕組みの解明を行っています。これまでに CREST で

す。共生の仕組みを明らかにすることにより、効率的な
を実現していくのが私の目標です。これまでにマメ科の

つなぐとともに、栽培試験のオーガナイズも行ってい

根菌の変異体を多数単離してその原因遺伝子を捕まえ

なる全国各地のさまざまな土壌で大豆やトウモロコシ

モデル・ミヤコグサを使って、共生が上手くいかない菌
ることで、メカニズムの解明を進めてきました。

ACCEL では、フィールドの専門家を含む多くの研究

の研究の中から大阪府大のグループが、菌根菌を活性化する因子が「ストリゴラクト

機関と連携して研究を進めています。私たちメカニズ

の分子基盤の知見を得ました。

根菌のゲノム解読から、なぜ植物が存在しないと増殖

ン」という植物産生物質であることを発見するなど、共生の仕組みを解き明かすため

菌根菌の利用技術を開発し、農業に変革をもたらす

ACCELでは今までに得た知見と栽培試験を組み合わせることにより、最適な菌根

菌の利用技術の開発を目指します。菌根菌のゲノムを解読するとともに実際にフィー

ルドで接種試験を行い、リン肥料節減の効果を評価します。それに基づき、菌根菌の
利用診断技術を開発していきます。

菌根菌を活用し、リン肥料の消費を抑えられれば農業が大きく変わり、現在世界を

悩ませている食糧需給問題の解決にも貢献することができます。

元する役割を担っていきたいと思っています。

ム解明グループは、最も代表的なアーバスキュラー菌
できないのか、単独では培養できないのかを明らかに
していきます。

アーバスキュラー菌根菌は陸上植物の最も普

遍的な共生菌。共生に依存した胞子形成と増
殖のメカニズムを明らかにしたいと思ってい
ます。

ます。多くの参画メンバーと協働して、環境要因の異
などを栽培し、菌根菌の効果を診断しています。その
分析結果をもとに、それぞれの場所に対して最適な菌
根菌の「処方箋」を提示するようなシステムを構築で

きればと考えています。将来的には、その土地ごとに
異なる土壌生態系の機能を活用した、新しい持続可能

な農業を海外展開も含めて提案していきたいと思って
います。

本研究では、土地ごとの環境要因の違いや気候

の年次変動に悩まされる苦労もありますが、農
作物がうまく育ったときの喜びは格別です。

菌 根 菌 によってリン肥 料 を

CREST

節 減 できれ ば 、

食 糧 生 産 という

21世紀の課題解決に
ニンジン
由来の毛

つ な がります 。

状根と共

代謝経路

菌根菌

菌根菌とは植物の根に共生する菌類で、植物から糖分などの光合成産物

生するア
ーバスキ
ュラー菌
根菌

増殖するアーバスキュラー菌根菌

を得る一方で、土壌中へ伸ばした菌糸によりリン酸などの養分や水分を効率よく吸収し、植
物へと供給しています。本研究で扱っているアーバスキュラー菌根菌は単独では生育できな
い「絶対共生菌」で、植物の病害抵抗性を高めるなどの有用な働きも持っています。
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MASAYOSHI KAWAGUCHI

PROFILE

MASANORI SAITO

1992 年、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。東京大学、新潟

1981 年、東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。同年、東北農業

子群の解析や菌根菌のゲノム解読などの研究開発に従事。理学博士。

北大学などを経る。これまでに、菌根菌の生態・機能・利用や、リン資

大学を経て、2009 年より現職。根粒形成や菌根形成を制御する宿主因

試験場（現：農業・食品産業技術総合研究機構）に入職。東京大学、東

源有効利用などの研究開発、コーディネーター業務に従事。農学博士。

H26年度採択

触原色に立脚した身体性メディア技術の
基盤構築と応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

舘

野村

暲

東京大学

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

名誉教授

私はロボット学とバーチャルリアリティ学（ V R）が専

視聴覚に加えて、触った感覚も伝送する技術を研究

淳二

ACCELにおける私の役割は、研究で開発した技術

門です。これらの学術分野の創成にも貢献しました。

を企業と連携して実用化することです。身体性メディ

で、実物を見なくても、映像や音声によって、実物を目の前にしているような感覚

持っている能力を更に高めたりするために、科学技

とともに、テレイグジスタンスを用いた遠隔就労な

とに「触覚」を記録・伝送・再生する技術の開発を進めました。これまでに、空中に

ります。

人間の感覚のうち視覚や聴覚については、テレビなどの伝送技術が普及すること

を得ることができるようになりました。私たちは視聴覚に加えて、触原色原理をも

投影した３Ｄ映像に手で直接触れられるディスプレイ装置や、テレイグジスタンス
という遠隔地にいるロボットが得た視覚・聴覚・触覚を人に伝える技術などを開発
して、触感伝送の基盤技術を構築してきました。

人間の失われた機能を回復させたり、もともと

術が生かせたらという思いが、私の研究の原点にあ

1980年に、人間の時間と空間を超越させる技術で

あるテレイグジスタンスに思い至り、以来、視聴覚か
ら触覚そして身体性へと研究を進めてきたのです。

ACCELでは長年の研究の集大成として、身体性メ

全く新しい「身体性メディア」を世に広めていく

ACCELではこれまでの研究をベースに、触覚を視聴覚と同様のメディアとして扱

えるようにし、それらを統合することで、新たな身体的経験を生み出す「身体性メ
ディア」の構築を目標としています。現在は、触覚伝送技術を実用化するための鍵
となる「一体型触覚伝送モジュール」を開発中です。これは、ロボットの指にある

触覚センサが触れた物体の感覚をデータ化し、人が触覚ディスプレイに触れること

ディア技術を実用化するための礎を築いていきたい

アの放送分野やエンターテインメント分野への活用

ど、産業界への導入に向けて道筋を作っていきます。
遠隔就労は人手不足や夜勤などの問題を解決し、よ
り良い働き方を提供することができます。また、オー

プンイノベーション戦略のひとつとして、身体性メ
ディアのコンソーシアムを組織し、研究内容を周知し
ながら多くの知恵を集めて社会実装を目指します。

成果が社会に還元されれば、全く新しいメディアが

と思っています。小型の一体型触覚伝送モジュール

誕生するだけでなく、海外に住む人と握手して肌の感

してのバーチャルリアリティやテレイグジスタンスを

介護をしたり、職人の繊細な手先の感覚を再現して精

を開発し、視聴覚に触覚を加えた身体性メディアと
実現して、新しい産業分野の創成を目指します。

触やぬくもりを感じたり、自宅から遠隔地に住む親の
密部品を効率的に生産するなども可能になります。

で、その感覚が再現されるというもので、離れた場所でも同じ触感を体感できます。

テレイグジスタンスは、この場にいなくても

触覚というのは、ものづくりの究極的な要素

分野や産業を加速させる可能性を秘めています。

存在を広げることができる技術です。

は、産業界としても非常に大きな挑戦です。

身体性メディアは建築、土木、農業、サービス、医療、福祉、教育など、さまざまな

別の場所にいることができる、つまり人間の

だと思っています。それを「技術」にするの

身体性メディアの産業展開
企業連携による新産業分野の創出
身体性メディアベンチャービジネスの創出

放送／スポーツ
エンタテイメント分野

テレイグジスタンス
遠隔就労分野

モバイル／
ウェアラブル分野

介護／医療／
ヘルスケア分野

「 身 体 」を離 れ た

場 所 に 伝 えることで、

各分野における応用展開

ライフスタイル 、

身体性メディアコンソーシアム
オープンイノベーション拠点 Cyber Living Lab

コミュニケー ション、

企業や投資家に対する「身体性メディア」の
技術的成立性の実機デモンストレーションを

ウエアラブル触覚ディスプレイ
国際標準化

触原色原理

産業に

通じた証明・提示

開発キット・SDK公開

一体型触覚伝送モジュール

パラダイム シフトを
身体性コンテンツ
プラットフォーム

起こします 。

身体性テレイグジスタンス
プラットフォーム

触原色原理

人の触覚はいくつかのセンサ情報をもとに知覚しています。この触覚を「振動」

「力」「温度」の３要素に分解することを思いつき、光の三原色にならって「触原色
原理」として提案しました。色を三原色に分解してディスプレイ上に再現できる

ように、触覚も要素ごとにデータ化することで、記録・伝送・再生を可能にする技術です。
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SUSUMU TACHI

PROFILE

JUNJI NOMURA

1973 年、東京大学大学院博士課程修了。マサチューセッツ 工科大学

1971年、京都大学工学部卒業。同年、松下電工（株）
（現：パナソニッ

メディアデザイン研究科 教授などを経る。盲導犬ロボット、
テレイグジス

開発および経営におけるイノベーション・マネジメントを牽引。IEC（国

（MIT）
、東京大学大学院情報理工学系研究科 教授、慶應義塾大学大学院

タンス、再帰性投影技術、裸眼 VR、触原色などの研究に従事。工学博士。

ク（株））に入社。これまでに、バーチャルリアリティ技術を含む研究
際電気標準会議）会長として標準化の推進にも従事。工学博士。

H26年度採択

ＰＳＤ法によるフレキシブル

窒化物半導体デバイスの開発

研究代表者

プログラムマネージャー

藤岡 洋

碓井

東京大学 生産技術研究所

教授

彰

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

私は半導体を30 年近く研究してきましたが、研究

新しいものをつくるには、新しい手法が必要です。

安価で質の高い LED やトランジスタが作製可能に

を通して、インターネットが我々の生活を一変した

実用化の観点から研究を捉え、成果を世の中に出し

構成されています。しかし、この単結晶ウエハは硬い上にもろく、少しの衝撃で割

えています。PSD 法とは、いうなれば材料の表面に

す。

私たちの身近にある電子機器は、単結晶でできたウエハ*上の半導体素子を中核に

れることもあります。また、品質の高い素子を作製するためには 1000℃以上の非常

に高い温度が必要で、高温に耐えられる高価な素材が必要になるためコストも高く、
大面積の素子作製は困難であるなど、多くの課題がありました。

これらの課題を一気に解決できるのが、低温で品質の高い結晶を得られる独自の

手法「PSD 法」です。従来よりも格段に低コストで大きな面積の素子を作ることが可
能になり、現在までに、安価なガラス基板を用いて赤・青・緑の三原色 LED の試作に
成功しています。

* 集積回路の製造に使われる、半導体でできた薄い基板。洋菓子のウエハースに由来している。

エレクトロニクスデバイスに技術革新をもたらす

ACCELでは PSD法を使って、例えばガラスのような大面積の安価な基板や、あるい

は自由に曲げられるフレキシブルな基板の上に単結晶を作ることに挑戦します。そ

うして作った LED やトランジスタなどの素子を組み合わせ、軽くて曲げられるとい
う、これまでにない性能を持ったエレクトロニクスデバイスの開発を目指します。将

来的にはたとえば紙の上に、演算機能や記憶、表示、さらにはセンシングなどの機能
を集積化することによって、紙のように巻いて自由に持ち運べるコンピュータやディ
スプレイが実現するかもしれません。

ような「新しい革命」をもう一回引き起こしたいと考
半導体の薄い膜をかぶせる手法です。従来、この方

ていくミッションに面白みとやりがいを感じていま

ACCELで は、PSD 法 で 作 製 し た 素 子 を 製 品 化 し、

法では高品質な結晶を形成することはまず不可能だ

社会に普及させていくための戦略を考えるのが私の

手順などを工夫し、基板上にグラフェンと呼ばれる

のマッチングを図っている段階です。安価な素子が

と考えられていました。しかし、結晶成長の条件や

炭素のシートを転写することで、その上に質の高い
結晶の層を形成することに成功しました。

ACCELでは、フレキシブルな基板上に品質の高い

結晶を形成することが目下の課題です。また、PSD 法

で作製したLEDやトランジスタ の性能向上も進めて
います。PM に社会への橋渡しを担ってもらい、エレ
クトロニクスをさらに自由なものにすべく邁進して
いきます。

役割です。現在は企業とコンタクトをとり、大学と

安定して生産できるようになれば、PSD 法は今まで
半導体技術が普及しなかった製品分野やシステム
にも LED やトランジスタを搭載できるキーテクノロ

ジーとして、その製品群はエレクトロニクス分野を

はじめ、医療など、ひいては日常生活にまで広がる可

能性を秘めています。人々の生活をより豊かにし、
社会の繁栄にもつながっていく。まさに革命的な技
術です。

今までの技術の延長線上にない、人をあっと驚

PSD 法は、これまでの半導体作製プロセスの常

敢に挑戦しています。

展に大きく貢献していきます。

かせるような、新しい時代を作るアイデアに果

識を覆す技術。21 世紀の持続可能な社会の発

軽量で柔らかく、持ち運びができる
ディスプレイな ど、
全く新しい

エレクトロ ニクスデバイスが
私たちの生 活に革 命を
起こします。

な基板
シブル
フレキ
られる
げ
曲
自由に

PSD 法（パルススパッタ堆積法）

PSD（Pulsed Sputtering Deposition）とは、原料を間欠的（パルス状）に供給することによっ
て、基板の上に質の高い結晶を成長させていく「スパッタリング成長法」の一種です。これを

基礎として、半導体の材料として高い性能をもつ窒化ガリウム（GaN）の薄膜成長技術を開発
しました。
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H I R O S H I F UJ I O KA

PROFILE

AKIRA USUI

1984 年、東京大学工学部工業化学科卒業。同年、富士通（株）に入

1970 年、東北大学工学部化学工学科卒業。同年、日本電気（株）に入社。

2004 年より現職。半導体集積回路作製プロセスやヘテロ接合用材料

研究開発に携わるとともに、半導体に関する新規事業の立ち上げにも

社。カリフォルニア大バークレー校を経て、
1996 年に東京大学に移る。
の成長などの研究に従事。Ph.D.。

古河機械金属（株）を経る。これまでに長年にわたり化合物半導体の
従事。工学博士。

H25年度採択

縦型BC-MOSFET による

研究代表者

三次元集積工学と応用展開

遠藤

哲郎

プログラムマネージャー
東北大学 国際集積エレクトロニクス

研究開発センター センター長（大学院工学研究科 教授）

私は以前から、リーク電流が情報端末の発展と普及にお

政岡 徹
科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

縦型トランジスタの可能性が示されてから、3 次元構造

平面から縦型へ、トランジスタの進化でイノベーションを起こす

いて根本的な課題になると考えていました。平面型トラン

化は次世代の集積回路開発の潮流になりつつあります。私

が課題となっています。飛躍的な低消費電力化の要となるのがトランジスタですが、

直面しており、デバイス構造自体を変えていかなければと

産業応用の目処をつけることです。

ジスタの世界は現在微細化に伴う消費電力増大の課題に

スマートフォンなどの電子機器が高機能化するにつれて、バッテリーのもちの悪さ

いう強い思いのもと、三次元集積により高性能化する研究

これまで工業製品化されている平面型での改良は限界に近づいています。平面型ト

ランジスタは小型化が進むにつれて電極間の電流の制御が難しくなり、リーク（漏れ）
そこで全く新しい縦型のトランジスタ「縦型ボディチャネル（BC-）MOSFET」を開発

タの有効性を広めるための活動を行っています。現在は、

型であるべきという常識を打ち破ることができました。

開に向けた基盤技術開発に本格的に着手しています。縦型

ACCEL では、縦型トランジスタをさらに高性能化させ

し、既存のトランジスタと比べて100 分の1 から 1000 分の1 のリーク電流の低減と、

ることによって、大容量・高速・低消費電力のワーキング

チップサイズの縮小を同時に達成しました。さらに縦型トランジスタによる集積回

メモリからロジック LSI の開発にチャレンジしています。

路として、１メガビットのメモリの動作に世界で初めて成功したのです。

現在まで驚異的な成長を続ける半導体分野は、社会のあり

縦型トランジスタが、集積回路とさまざまな電子機器の発展を加速させる

なワーキングメモリ* を開発しています。また、さまざまな集積回路への応用展開に
そして開発と技術構築を推進することで、半導体集積回路の新しい技術プラット

トランジスタによって、ロジック LSI の課題であるセル面

積の縮小とリーク電流の削減が期待できることも明確化
してきました。

本技術が実用化されれば半導体産業に変革が起こり、情

報管理やインフラをはじめ、社会に大きな変化をもたらす

場の創出が期待されますので、今後も我が国としても中核

め、縦型トランジスタの実用化に向けて貢献できればと

的に研究開発を続けていかなければならないのです。

もつながるよう、基盤となる共通技術を戦略的に構築していきます。

ワーキングメモリの実現に加え、ロジック LSI への応用展

方を左右する重要な産業であり、特に、さらなる大容量・
高速・低消費電力によって IoT や AI など様々な大きな市

ACCELでは縦型トランジスタの特徴を最大限に生かし、高速で大容量、低消費電力

ACCEL では、ユーザー企業を訪問し、縦型トランジス

を進めてきました。そしてシリコンの柱に直接電流を流す

「ボディチャネル型動作」を閃いたことで、半導体は平面

電流が発生してしまうという問題があるのです。

の役目は、世界のトップ企業に先んじて研究開発を進め、

ことは間違いありません。今後、企業との連携をさらに深
思っています。

フォームを創出し、革新的な省電力集積回路を先導します。これによって、例えばス

ナノサイエンスでの新しい物理現象をコツコツ解

縦型トランジスタは、世界中の研究者から驚き

の新しいエレクトロニクスシステムが生まれ、情報化社会・省エネルギー社会・ユビ

歩一歩構築し、ここまで来ることができました。

ような産業応用の創出を目指します。

明するとともに、集積エレクトロニクス技術を一

マートフォンの性能が従来の100 倍向上し、なおかつ充電は 1 カ月も不要になるなど
キタス社会に貢献していきます。

* スマートフォンからスーパーコンピュータまで、あらゆるシステムでのデータを

をもって迎えられました。次は社会を驚かせる

縦 型トランジスタ技 術 が

一時的に保存するための記憶装置。

I oT・A I な どの

&

革
DRAM*
STT-MRAM**

未 来の省エネ社 会を

ハー
作ウエ
路の試

積回
よる集
FETに

S
C-MO

縦型B

さらなる進 化 を支 え、
切り拓 いていきます 。

BC-MOSFET

* DRAM
Dynamic Random Access Memory
**STT-MRAM Spin-Transfer Torque Magnetoresistive Random Access Memory

シリコ
ンピラ
ー構造

縦型ボディチャネル（BC-）MOSFET（Metal-Oxide-Semiconductor-Field-Effect-Transistor）
縦型BC-MOSFETは、直径数十ナノメートルのシリコン柱の周囲をゲート電極で取り囲み、そ
の上下にソース・ドレイン電極を配置した構造になっています。これにより柱全体が電気の

通り道（チャネル）となって、従来よりも低電圧で動作しリーク電流も抑えることができます。

31

PROFILE

T E TS U O E N D O H

PROFILE

TORU MASAOKA

1987 年、東京大学理学部物理学科卒業。同年、
（株）東芝に入社。1995

1974年、慶應義塾大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、
（株）東

年より現職。集積回路、不揮発性メモリ・ロジック、パワーエレクト

ダクター）、グローバルウェーハズ・ジャパン（株）などを経る。システ

年に東北大学に移り、2008 年に東北大学電気通信研究所 教授。2012
ロニクスなどの研究開発に従事。博士（工学）。

芝に入社。岩手東芝エレクトロニクス（株）
（現：
（株）
ジャパンセミコン
ム LSI の技術開発から半導体先端技術の事業化の企画立案まで従事。

H25年度採択

ＰＣＰナノ空間による

分子制御科学と応用展開

研究代表者

プログラムマネージャー

北川 進

山本

京都大学 物質－細胞統合システム拠点 拠点長、高等研究院特別教授

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

私が専門とする金属錯体は、金属イオンと有機分

高郁

研究、そして開発を成功させるには各分野でスキ

気体を自在に「選別して」再資源化する

子からなる化合物です。金属錯体の骨格ではなく均

ルを持った技術グループを集めることがとても重要

炭やゼオライト（沸石）など多孔性の材料が使われてきましたが、特定の気体だけを取

を持ったとき、気体吸着に優れた性能を発揮するの

チームづくりができていると自負しています。

自然界には、さまざまな気体が混ざり合って存在しています。気体の分離には活性

り出すことは難しく、多くのエネルギーが必要でした。この問題を解決するものとし

て、混合気体から特定の気体を選択的、効率的に吸着・分離できる新材料「多孔性配
位高分子（PCP）」の合成に成功しました。

PCP は金属イオンと有機分子が交互につながり、分子レベルの均一な孔が無数に空

いた構造をもつ化合物（金属錯体）です。この２つの物質の組み合わせが、さまざま

一に空いた「孔」のほうに注目するという新しい視点

ではないかと閃いたのが、本研究を始めたきっかけ

です。本研究では良いメンバーに恵まれ、かつ良い
PCP が優れた性能を発揮するものの一つが、CO の

です。この発想をもとに、構造が不安定で壊れやす

吸着です。CO は化学工業や製鉄業の製造工程などで、

合成に成功しました。

性ですが、通常は燃焼させて熱利用しています。ただ、

いという弱点を克服し、安定した構造を持つ PCP の

ACCELでは PCPの吸脱着のメカニズム解明をさら

CO2 や N2 とともに膨大に発生しています。COは強毒

これでは地球温暖化の原因とされる CO2 も大量に出

な気体分離や機能を実現するのです。これまでに、一酸化炭素（CO）や酸素など特定

に進めることで、摂氏マイナス約 140 度の低温・粉末

るので、低コストの分離技術が強く求められています。

産業に有用な気体を、高効率で簡単に取り出す技術を探る

に近い温度で機能する PCPが実現されつつあります。

を確かめ、スケールアップに必要なデータを集めてい

塔がいることで、研究に専念できています。

スモデルを探索しています。

の気体を選択的に吸着・分離可能な PCP の開発に成功してきました。

ACCELでは PCPの特徴を生かし、高効率なガス分離技術の実現に向けた研究開発

を行っています。まずは産業用として需要の高い CO をターゲットに設定し、有効性
の証明を目指します。そこで得られた知見を酸素とアルゴンの分離や、水素などの気
体へ応用展開していきます。PCP は化学産業や省エネルギーのほか、医療や環境問
題にもブレイクスルーをもたらす可能性を秘めた画期的な材料でそれを用いること

で革新的技術を生み出します。また水素やメタンなどのガスを貯蔵する材料として
の活用も期待できます。

状態でしか機能しなかった性質を改良し、より常温
PMという、社会実装への道のりを考えてくれる司令

ACCELでは、小型評価試験を行って耐久性・耐用性

ます。また競合先を見据えながら、適用可能なビジネ

研究者の「発見」は、専門家に伝われば「驚き」に、

技術は、“人”が作ります。その“人” の集合体として力を発揮

が感動するようなサイエンスをやれれば最高です。

全員が楽しく仕事ができる環境づくりを進めています。

一般の人にまで響くと「感動」になります。みなさん

できるように、
ともに働くメンバーがリスペクトしあって、

困 難 とい わ れる混 合 気 体 の
分 離 技 術 を実 現し、

PCPの結

それ をベ ースに

1 0 0 年 先 まで 照らす

晶構造

図

サイエンスに

挑 戦していきます 。
体

PCPの賦形

多孔性配位高分子（Porous Coordination Polymer）の気体吸着メカニズム

PCP は骨格が伸び縮みするような柔軟な構造を持っており、伸びたときに骨格の間に「孔」
ができます。そこに COなど特定の気体が結合されると、結合が「鍵」となって、鍵穴に分子
がはまるように気体が吸着されます。似た構造でも「鍵」をもっていない気体は吸着されな
いので、高純度での分離が可能です。
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SUSUMU KITAGAWA

PROFILE

TA K A I KU YA M A M OTO

1979 年、京都大学大学院工学研究科博士課程修了。近畿大学、Texas

1977 年、東北大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、住友金属工

学に移り、2017 年より現職。専門は錯体化学。主に、多孔性配位高分子/

て、現業からプロセス開発を含む実践的な研究開発・マネジメントま

A&M 大学を経て、1992 年に東京都立大学理学部 教授。1998 年に京都大
金属－有機骨格材料の合成とその機能に関する研究に従事。工学博士。

業（株）
（現：新日鐵住金（株））に入社。製銑、製鋼、環境分野につい
で行ってきた実績を有する。工学博士。

H25年度採択

フォトニック結晶レーザの
高輝度・高出力化

研究代表者

プログラムマネージャー

野田 進

八木

京都大学 大学院工学研究科

教授

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

半導体レーザーは、発光面積を大きくすれば高出力は

光を自在に操る「フォトニック結晶」でレーザーを高出力化

レーザーは DVDなどの光記録や、金属加工をはじめとするものづくりなどに活用

されています。小型の半導体レーザーは安価でエネルギー効率がよく、制御も容易で
扱いやすいものの、製造業で普及しているガスレーザーと比べてはるかに出力が小さ

いため、高出力が求められる各種金属・材料加工など、大きな需要のあるものづくり
用途には対応できませんでした。

私たちはフォトニック結晶と呼ばれる人工的な光ナノ構造を考案し、それを用いる

ら、本研究は物理分野のフロンティアを切り拓くも

結晶の"バンド端共振作用 "という独自の共振作用を用

ました。PM として、フォトニック結晶レーザーの

ムの品質は極端に悪くなります。我々は、フォトニック
いることで、非常に広い面積で光の状態が整うことを見
出しました。これをレーザー素子の適切な位置に配置す
ることで、〜１ワット級の高出力化を実現しました。

して 10 ワットのレーザーをモジュール化して束ね、合波により 100ワットのレーザー

戦略的な研究マネジメントを推進していきます。

ACCEL で研究開発を進めるにあたっては企業３社

ずつ出力を上げていくことを目指しています。具体的

も医療用、計測用などへの展開も推進します。また

には、レーザー発光面の制御技術や冷却技術などの研

のさらなる高出力化を図り、10 ワットの出力を実現することを目標としています。そ

技術的な成立性を証明・提示しながら、出口指向の

と協働し、市場調査やユーザーへの意見聴取を通じ

で光の状態をそろえることにより高出力化を実現できる可能性が示されました。

ACCELでは、現状で１素子あたり１ワットの出力をもつフォトニック結晶レーザー

のだと注目しており、その進歩と成果に感動してい

ACCEL では10ワットを目標として、突き当たる問題

に対して一つひとつ解決策を考え検証することで、少し

高出力化されたレーザーを束ねて、さらなる高出力を実現する

私は企業で CO2 レーザーを開発していた当時か

得られますが、光の波長や位相、進行方向が乱れてビー

ことで、半導体レーザーのメリットはそのままに高出力と高機能性を実現する「フォ
トニック結晶レーザー」の実用化を進めています。これまでの研究では、発光面全体

重典

究開発を行います。研究を通して日本のレーザー技術

の国際的な競争力強化や、市場拡大への貢献を目指しま
す。また、新技術のイノベーションを通じて、研究者育
成にもつなげていきます。

て潜在ニーズを掘り起こしながら、加工用途以外に

シンクタンクの協力を得て、10 ワットに満たない出
力でも十分な性能を発揮できる用途を探り、実用化
を進めています。技術の本当の力は、既存の汎用技

術を置き換えてこそ証明されます。フォトニック結
晶レーザーは、その可能性を十分に秘めています。

出力を実現する高出力モジュールの開発に取り組みます。近年では、フォトニック結

日本発のこのレーザーを、単一デバイスで将来

フォトニック結晶レーザーは、我が国の独創技術

こともわかってきました。

イノベーションが起こると思っています。

うるような、実用的な成果を発信していきます。

晶に空ける孔の形を三角形にしたり、孔の数を２つにすることでさらに出力が上がる
このような手法で、既存の半導体レーザー技術では実現が難しかった小型かつ高品

的に 100 ワット、１キロワットと育てていけば、

質・高出力のレーザー加工技術の実現を目指しています。

としてピカイチの存在。世界の主要技術になり

高出力の未踏領域に
踏み込んだ

PCSEL

フォトニック結晶レーザーが、
半 導 体レー ザ ー と日 本 の

フォトニ
ック結晶
レーザ
ー

未 来 を照らし出します 。

通信

フォトニック結晶レーザー

レーザーに使われるフォトニック結晶は、数百ナノメートルごとに規則正しく孔の空いた構

造をもっています。この特殊な構造が鏡のように光を反射して、結晶内に光を閉じ込めます。
フォトニック結晶レーザーは、光を出す活性層にこのフォトニック結晶の層を重ねることで
強い光をつくり、結晶面から垂直に高密度なビームを出しています。
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PROFILE

SHIGENORI YAGI

1984 年、京都大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、三菱電機

1972 年、東京大学電気工学科修士課程修了。同年、三菱電機（株）

量子ナノ構造、フォトニックナノ構造の研究に従事。博士（工学）。

究開発と製品化の実績を有する。工学博士。

（株）に入社。1988 年に京都大学に移り、2000 年より現職。主に、

に入社。これまでに、放電応用機器、レーザー加工機などに関する研

H25年度採択

自己組織化技術に立脚した
革新的分子構造解析

研究代表者

プログラムマネージャー

藤田 誠

江崎

東京大学 卓越教授、
自然科学研究機構 分子科学研究所

敦雄

科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

卓越教授

私は若いころは有機合成を専門に研究しており、一

私は企業で製品開発や事業化を担当した経験があ

X 線構造解析のボトルネックを解決、100 年ぶりの革新

時期は無機材料を扱う部門も経験したことで、今の研

り、アカデミアのいい研究を実用化して産業界へ展

するためには、分子構造を解析する必要があります。
「X 線回折法*」は信頼度の高い

だと思います。X 線構造解析を研究するきっかけは、

基礎研究はサイエンスとしての純度が高く、実用化

私たちの生活は、新しい物質の誕生で便利になってきました。新しい物質を特定

解析法ですが、試料の結晶化が必要で、多量の試料と膨大な時間を要していました。
ですがこの度、試料の結晶化が不要な「結晶スポンジ法」を開発したことで、長年

に及ぶ課題を解決しました。結晶スポンジ法を用いれば常温・液体の化合物でも解
析できる上、従来の約 1000 分の 1 の量、約 5マイクログラムで解析が可能です。こ
れまでに、動植物から抽出される微量な成分の分子構造を分析する画期的な「LCSCD 法」を開発したほか、100 種類以上の化合物の構造決定に成功しています。

* 分子が規則正しく並んだ構造（周期配列）を、X 線の回り込んで伝わる性質を利用して解析
する手法。巨大な分子でも観察可能で、立体構造を視覚的に得られる。

より多様な物質を分析できるようにするための研究が進行中

ACCELではこれまでの研究の成果をもとに、結晶スポンジ法を実用化するための道

筋を探っています。数種類の結晶スポンジを開発し、有機分子全体の 2 〜 3割には対

応できていると推定しています。今後は分析できる分子の範囲を広げるとともに、特

定の希少な分子をつかまえることに特化した結晶スポンジの開発も行っていきます。
結晶スポンジが社会に普及すれば、新薬開発の期間短縮など創薬をはじめ化学品

や食品などの多様な分野でイノベーションに寄与できます。実用化に関わる人たち
の力を借りながら、社会貢献を実現していきます。

究につながる分野横断的な発想の広がりを得られたの
有機分子と金属イオンを混ぜることで、今までにない
構造が自然に組み上がる「自己組織化」を発見したこ

とでした。その構造が分子構造の解析に使えるのでは
と閃いたことが、積年の課題解決につながりました。

開し、社会貢献をしたいという思いがありました。
につなげるまでには距離があります。そこに苦労も
ありますが、日々課題を解決していくことにやりが
いと面白みを感じています。

この研究に興味のある企業の方々と数多く対話し、

ACCELでは、研究者が不得手な実用化について江崎

それぞれの企業でどのような社会貢献を目指してい

するか構想中です。さまざまなタイプの結晶スポンジ

大学・関係機関のエコシステム全体で、「社会価値に

PM に教わりながら、どのような仕組みを社会に提供
を開発し、分析できる分子の種類を増やすことが当面
の課題で、現在の水と混ざりにくい分子の分析に向い
たタイプ以外に、親水性の分子向け、酸性の分子向け
などのタイプも作成中です。

るかを伺っています。本プログラムを通じて企業・
貢献できる技術」に磨き上げて行きます。革新的な

基礎研究成果をステークホルダーの方々と一緒に、
社会実装可能な形に近づけていきたいと思っていま
す。

基礎研究とはチャレンジングなもの。始めて

PM として、サイエンスとテクノロジーの両輪

しており、何とか形にしたいと思っています。

献というゴールへ走らせていきたいです。

から四半世紀でようやく応用に結びつこうと

をつなぐ「車軸」をつくり、本研究を社会貢

ビジョン：マイクログラムの結晶スポンジ一粒で

有機合成・創薬の研究スタイルを刷新

「 X 線 構 造 解 析 の 1 0 0 年 問 題 」を

中核技術：結晶スポンジ法

CREST成果

「結晶化」不要の新しいＸ線構造解析

sample solution

配位結合での
自己組織化・
空間制御

crystalline sponge

解 決した 結 晶スポンジ が 、

ACCEL新技術

有機合成関連産業の

有機合成研究加速
sample for X-ray analysis

細孔性錯体にゲストを染み込ませるだけで

研 究スタイル を刷 新します 。

微量物質の分析

品・食品等の開発促進

構造解析

ゲストの分子構造が見える

結晶スポンジ法

結晶スポンジとは中空の化合物で、直径およそ0.5から 1ナノメートルの細かい

孔が無数に開いたカゴのような構造をしています。液体状の試料を結晶スポン

ジに含ませると、このカゴの中に分子が取り込まれて自動的に規則正しく配列

されて安定になることで試料を結晶化することなく X 線で構造を解析できます。
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AT S U O E Z A K I

1982 年、千葉大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、（財）相模

1980 年、東京都立大学大学院工学研究科修士課程修了。同年、小西六

2002 年より東京大学教授、2018 年より分子科学研究所卓越教授併任。

やインクジェット及び有機 EL 事業立ち上げを通じて、製品技術開発

中央化学研究所に入所。千葉大学、分子科学研究所、名古屋大学を経て、
専門は分子の自己組織化に関する研究。工学博士。

写真工業（株）
（現：コニカミノルタ（株））に入社。写真感光材料開発
や事業スタートアップ、技術戦略推進などに従事。

H25年度採択

エレクトライドの

研究代表者

物質科学と応用展開

細野

秀雄

プログラムマネージャー
東京工業大学 科学技術創成研究院

フロンティア材料研究所 教授、元素戦略研究センター長

私はこれまで、主に透明な酸化物の半導体の新材料を

「電子がアニオンとなる安定な物質」をつくり、産業応用を図る

エレクトライド（電子化物）
とは、電子が陰イオンとして働く化合物の総称。新しい

概念の物質で興味ある物性が期待されるのですが、最も優れたものでも− 40℃以下

の低温、かつ空気を遮断した状態でしか安定的に存在できないため、その取り扱いが
難しく物性が殆ど不明でした。

私たちはこれまでに、セメント材料として使われている酸化カルシウムと酸化アル

ミニウムからなる物質を母体として、その中の酸素イオンを電子に置き換えること

で、新材料「C12A7エレクトライド」を合成することに成功しました。この、いわば「電
気を通すセメント」は空気中、室温でも安定なので、高機能触媒や電子材料など画期
的な応用研究が進められると期待しています。

エレクトライドを高機能触媒、電子材料として展開

ACCELでは、C12A7エレクトライドだけでなく、それを拡張した 2 次元エレクトライ

ドなどを触媒用途、電子材料用途などで産業界に展開することを目標としています。
触媒用途では、これまで高温高圧下で行っていたアンモニア合成を、より低温・低

圧で可能になるようにして、低エネルギー・低環境負荷にする技術の実用化を目指し
ています。アンモニアは窒素系肥料や化成品の原料であり、最近では再生可能エネル

ギーである水素のキャリアとしても注目されています。電子材料用途では、有機 EL

ディスプレイに使う電子注入材料としての活用を念頭において研究を進めています。
C12A7エレクトライド

横山 壽治
科学技術振興機構 ACCELプログラムマネージャー

エレクトライドは工業的に大きなポテンシャルを

創ることを研究テーマにしてきました。高精細の液晶ディ

持つ新材料です。そのすぐれた機能や特徴を、いか

ンジスタに使われるようになった「IGZO」はその代表例で

ACCELでは基礎研究から実用化基礎検討までを

スプレイや大型有機 ELテレビの画面の駆動用の薄膜トラ

に引き出して実用化するかという点が課題です。

す。しかし、
「Better Life」に役立った一方で、これにとど

一体化して進め、実用化への道筋をつけながら、研究

for Life」なものをつくりたいとの強い思いをもっていま

アンモニア製造プラントの実現を目指したのち、さら

まらず、もっと世の中に必要不可欠、すなわち、
「Essential
した。C12A7エレクトライドの上述のユニークな物性を上
手く活かせるのではと考えて、食糧生産に不可欠なアン
モニアの温和な条件下での合成研究に着手しました。

ACCELでは、従来は 400 ～ 500℃の高温、100 ～ 300 気

圧の高圧環境が必要だったアンモニア合成を、400℃以下
かつ大気圧という条件下で、短時間で行うことに成功し

ました。より低エネルギーの合成プロセスが実現すれば、
さまざまな場所で小規模にアンモニアがつくれるように

なり、食糧問題の解決などに貢献できると考えています。
実装につながる研究を成功させるには、物質の本

性を理解し、俯瞰図を頭の中に描くことが重要。
触媒と半導体は全く別の分野のテーマに見えま

すが、固体の電子の制御という点では類似です。

をサポートしています。触媒用途では、まずは小型
なる発展も期待して検討していきます。電子材料用
途では大型有機 EL ディスプレイの低電圧駆動、長寿
命化などを実現する電子注入・輸送層用に優れた特

性をもつ材料を開発中です。また、炭酸ガスの低温

分解による資源化・化学品合成などの多彩な可能性
も検討して応用展開を図っており、面白い成果が得

られています。これらの研究を通して、次世代を担
う研究者が育っていけばと考えています。

革新的な研究成果を実現する先駆者には絶えず不

安もつきまといますが、経験を礎に信念をもって、
大きなゴールを見据えて進んでいきます。

食 糧 生 産から再 生 可 能 エネルギー 、
大 型 テレビまで、

新規応用分野

エレクトライドが もたらす
多彩な可能性が

2D-エレクトライド

技 術 革 新 を生 み 出します 。

エレクトライド

C12A7 エレクトライドは、直径約 0.5ナノメートルのカゴ状の骨格構造

粉末

C12A7

をもっています。もともとの C12A7 は、
カゴの中には酸素イオンが入っ

ていて絶縁体ですが、その酸素イオンを電子で置き換えると非常に電

気を流しやすくなり、また、電子を外部に与えやすいという性質があり

ます。アルカリ金属のように電子を極めて放出しやすいのに、化学的・
熱的には安定しているという、ユニークな特性を有しています。
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科学技術創成研究院）教授、2012 年より同学元素戦略研究センター長併任。

までに、石油化学品製造やファインケミカル合成用触媒の開発やプロ

科学研究所などを経て、1999 年に東京工業大学応用セラミックス研究所（現：
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