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16：15
都甲 薫（平成28年度採択、筑波大学／NIMS）
研究テーマ：フレキシブル薄膜太陽電池の高効率・多接合化に向けた赤外光吸収薄膜の開発
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研究テーマ：モビリティ制御のためのメソ構造体と自己組織化ナノ細孔を用いたナノポアDNA
シーケンサの開発

14：40
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研究テーマ：有機-無機ハイブリッド界面を用いた不揮発メモリデバイスの研究開発

15：05
梅田 健一（平成28年度採択、東京大学／NIMS）
研究テーマ：先鋭化された金属探針を用いたナノクラスターにおける協奏的原子操作の現象解明

15：30
杉本 貴則（平成28年度採択、東京理科大学／NIMS）
研究テーマ：電子ネマティック転移近傍における新規量子状態の解析
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※発表時間は10分、質疑応答15分を予定しています。



２．荒井 俊人（平成28年度採択、東京大学／産業技術総合研究所）

近年、無機材料に匹敵する性能を有する有機物半導体・強誘電体の開発が進められている。これらの材料は
有機溶媒に可溶であることから、溶液を塗布するだけで、電子デバイスを作製できるというポテンシャルを有
する。このように印刷技術を用いたデバイスを製造は、省エネルギー・省資源化へ向け、期待が高まっている。
しかし、依然として有機トランジスタのデバイス応用は困難だとされているのが現状である。その理由の１つ
に溶媒への再溶解を伴うような積層構造デバイスの構築が現状困難であることが挙げられる。更に、溶液プロ
セスを経ているため、一般にデバイス動作のばらつきも大きい。以上の状況を基に、本研究では初めから歩留
まりのない積層デバイスの構築を目指すのではなく、有機材料の本来的なポテンシャルを調べ、材料に求めら
れる条件や動作のばらつき要因を明らかにすると共に、均質な無機酸化物を基板として有機単結晶薄膜を印刷
製造し、有機-無機の界面を利用したハイブリッドデバイスについて調べることとした。

特に本年度は無機基材上に塗布する高性能有機材料の選定およびその塗布方法について検討を行った。まず、
薄膜デバイスを作製する上で２次元的な伝導面を持つ層状結晶性の高い材料を選定した。その中で、ベンゾチ
エノベンゾチオフェン(ＢＴＢＴ)を半導体母骨格として持つ材料にアルキル基を非対称置換した材料群が有力
であることをつきとめた。これらの材料は基板に塗布することで２分子膜を単位とした積層構造を作製できる。

研究テーマ：有機-無機ハイブリッド界面を用いた不揮発メモリデバイスの研究開発

しかし、このような層状結晶性材料を用いたとしても、厚みが
均質な薄膜を得ることは困難だった。そこで、本研究では２分
子膜構造に注目し、その膜厚を制御するために積層へのフラス
トレーションの導入を検討した。具体的には、置換基であるア
ルキル基の長さが違う２種類の有機半導体を混ぜて印刷するこ
とで、積層した場合の長距離秩序を抑制した。その結果、大面
積にわたり膜厚が分子レベルで均一な単層２分子膜構築に成功
した(図)。
講演ではこのような大面積２分子膜の結晶性や厚みの均質性、
さらに単層２分子膜を用いたデバイス特性について紹介する。 ウエハースケールの有機半導体単一２分子膜構築

１．川合 健太郎（平成27年度採択、大阪大学／京都大学）

医療分野における遺伝子診断への期待から、DNA1分子からPCR等の増幅を行うことなく直接塩基配列を読
み取る1分子DNAシーケンサは世界で活発に研究が進められている。分子がナノポアを通過する際のコンダク
タンス変化をイオン電流で電気的に読み取るDNAナノポアシーケンス手法は、安価かつ小型化可能な次世代
シーケンシング（NGS: Next generation sequencing）として注目を集めている。DNA伸長用のナノピラーとナノ

ポアを集積するプロセスを考案し、マイクロ流体デバイスに組み込み可能な横型自立膜形成を行った（図１）。
シリコン基板に酸化・FIB・異方性ウェットエッチングを施すことで厚さ30nm程度の自立酸化膜を形成した。
自立膜へのナノポア形成にはヘリウムイオン顕微鏡を用いた収束イオンビームによって、最小10nm以下のナ
ノポアを作製した（図２）。転写した自立グラフェン膜に最小1.5nmのナノポア加工を行った。

研究テーマ：モビリティ制御のためのメソ構造体と
自己組織化ナノ細孔を用いたナノポアDNAシーケンサの開発

図２ He収束イオンビームによるナノポアのHeイオン顕
微鏡像

図１ ナノピラーによるメソ構造体ナノポアを集積したマイクロ流体デバイスの
概念図とSEM像

Abstract



４．杉本 貴則（平成28年度採択、東京理科大学）

電子ネマティック転移は、電子系が自発的に回転対称性を破る新しい量子現象である。昨年、ホスト研究者
により、一見全く別物に見える２次元系と１次元系が、実は電子ネマティック転移に伴うGriffiths翼（翼状の

一次相転移面）で繋がるという事実が発見された。この近傍では、電子の準粒子描像が破綻する、非フェルミ
液体状態などの新規量子状態の出現が期待される。この物理を明らかにするためには、量子状態を正確に計算
する手法の開発とそれを実現するための理論的枠組みの整理が必要である。そこで、初年度はまず、電子ネマ
ティック転移が出現する理論的枠組みの整理を行った。この結果、梯子電子模型が数値手法を適用する上でも
有効であり、電子ネマティック転移を再現できる最小模型であることがわかった。この模型を用いて、異方性
や化学ポテンシャル、梯子の桁数を変化させることで、電荷密度のジャンプに伴う電子ネマティック転移が出
現することを確認した。

一方で、この研究を通して、電子ネマティック転移近傍において、電荷密度が化学ポテンシャルに対して応
答しない領域があることを発見した。これは、私がこれまで研究の対象としてきた量子磁性体で起こる磁化プ
ラトー現象との類似点が多く、電荷プラトー現象と呼べるような新規量子相転移である。この転移は、梯子桁
相互作用を変化させることで引き起こされる金属・絶縁体転移とみなすことができるため、応用上も重要な意
味を持つと考えられる。また、この現象は、これまで行った来た量子磁性体の磁化プラトー研究の知識を応用
すれば、梯子電子系に限らず、物性物理で普遍的に見られる現象であると思われる。そのため、これを明らか
にすることは基礎物理の観点からも意味があると言える。そこで、初年度は、電子ネマティック転移の詳細な
研究に先立ち、この転移近傍で出現する電荷プラトー状態の出現領域の特定と、その物理の解明を目指し、研
究を行った。本発表会では、まずこの成果について、その概要を発表する。
他方で、当初の目標であった、電子ネマティック転移に伴うGriffiths翼の不安定性と新規量子状態の解明に

向けた、数値計算コードの開発も行った。これには、私がこれまで研究に用いてきた密度行列繰り込み群法と
いう手法が有効である。この手法を梯子電子系に応用し、電荷プラトー状態を数値的に得ることにも成功した。
またこの際、大規模並列計算が必要であったため、この計算資源の確保にも積極的に取り組んだ。本発表会で
は、この計算環境の開発と整備についても言及する。

研究テーマ：電子ネマティック転移近傍における新規量子状態の解析

Abstract
３．梅田 健一（平成28年度採択、東京大学／物材機構）

昨今の環境・エネルギー問題の解決策として、ナノテクノロジーを基盤技術として用いた周波数変調型原子
間力顕微鏡(FM-AFM)に注目が集まっている。これまで京都大学において、液中動作のFM-AFMを用いて3次元
表面電荷密度計測および水和構造計測可視化の研究を行ってきた。平成28年度からは東京大学において、室温
環境下および極低温での超高真空(UHV)のFM-AFMおよび走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いた、ナノクラス
ターの原子操作や元素種識別および有機分子の高分解能観察に関して研究を開始した。CUPALの研究におい
ては、物材機構(NIMS)のMANAファウンドリーにある集束イオンビーム装置(FIB)を用いて金属探針にナノ先
鋭化を施し、更なる空間分解能の向上や高機能化を目的として行う。

当初は、金属コートされたシリコンカンチレバーを使用して実験を行う予定だったが、ナノ加工を行うこと
で、金属コートが剥がれてしまい、シリコン部位が露出してしまう問題が発覚したため、探針全てがタングス
テン金属で構成された探針を用いる音叉型水晶振動子のフォースセンサーとして知られるqPlusセンサーの探
針ナノ先鋭化を行うこととなった。

研究テーマ：先鋭化された金属探針を用いたナノクラスターにおける
協奏的原子操作の現象解明

これまでの研究から、極低温環境下においてqPlusセン

サーを用いた実験において新品のものであっても探針先
端があまり鋭く尖っていないため、再現性良く骨格像が
得られないという問題点があった。またこのセンサーは
非常に高価であり、実験ごとに廃棄するという方法では、
非常にコストが嵩むという問題もある。FIB加工の前と
後で得られる有機分子のFM-AFM像を比較したところ、

加工により、分子骨格像が得られる再現性が上がること
が確認できた。また、加工により、一度使用した探針で
あっても再利用可能であることを示すことができた。

(a)FIB加工後の金属探針先端の構造。(b)観察を行った有機分子
の骨格像。



６．藤岡 正弥（平成28年度採択、北海道大学／物質材料研究機構）

本研究では6－8型マルチアンビル型高圧装置を利用することで、新機能性物質の開発を行っている。2016年
に我々の研究グループは2.6 Kで超伝導転移を示す新規物質LaPt5Asを発見した。その結晶構造は5 GPa, 10 GPa,
15 GPaで異なり、10 GPa相のみで超伝導が発現することが確認された。また極めて複雑な結晶構造を有してお
り、 Pt原子同士が四面体を組み、それが稜共有する形で2次元ネットワーク状に広がっている。これが単位胞
あたり12枚積層するため、 c軸長が60 Åを超え、超伝導物質の中で最も長い金属間化合物であることが明らか
となった。(図1)またバンド計算から、ほぼ全ての伝導をPtのｄ電子が担っており、Ptで形成されたこのネット

ワーク層が超伝導流の伝導層であることが示唆された。この物質を母相とした新たな超伝導物質を合成するた
めに、Laサイトを他の希土類元素(Ce, Pr, Nd, Sm)で置換したが、これらの物質における超伝導転移は確認され
なかった。

研究テーマ：超高圧を利用した新規機能性物質の創出

そこで、Pt系超伝導物質の探索指針を構築するため、NIMSの超伝導デー
タベースを利用し、これまでに報告されている様々なPt系超伝導体の結晶

構造、電子状態、及び超伝導転移温度を詳細に調査した。その結果、フェ
ルミ面におけるd電子密度が低い物質、もしくはPt原子間距離が金属のPtよ
るも十分に長い物質で超伝導が発現する傾向にあることを見出した。

LaPt5Asにおいても、フェルミ面でのd電子密度は大きいが、Pt層の間に
LaAs層が挿入されているため、c軸方向のPt-Pt間結合距離が広がり、これ

が超伝導発現に寄与しているのではないかと考えられる。上記の設計指針
を基に、Ce、PrのようなLaよりもイオン半径の小さい希土類元素ではなく、
価数は違うが、イオン半径の大きいBa、Sr等の元素置換が有効であると考
えられる。これにより、さらに c軸方向のPt-Pt間結合距離を広げ、d電子間
の相互作用を抑制し、Ptネットワーク層を孤立化させることで、超伝導が
発現するのではないかと期待される。本講演では上記Pt系超伝導物質の設
計指針を中心に報告する。 LaPt5Asの結晶構造とTEM画像

Abstract
５．都甲 薫（平成28年度採択、筑波大学／物質材料研究機構）

育成対象者は、高い変換効率と広い汎用性を両立した「フレキシブル・多接合太陽電池」を提案している。
これまでに、多接合太陽電池のボトム層として最適な物性を有するゲルマニウム（Ge）に着目すると共に、
「金属誘起成長法」を開発し、プラスチック上にGe薄膜を創出した。金属誘起成長法で形成したGe薄膜は、
従来法を４桁凌駕する結晶粒径（約100μm）を有しており、擬似単結晶としての応用が期待される。一方、膜
中に触媒金属が残留するため（Al：0.2%）、直接光吸収層に用いることは困難である。そこで、本Ge薄膜を
テンプレートとし、大きな結晶粒を引き継いだ光吸収層をエピタキシャル成長するアプローチを検討してきた。

H28年度は、本Ge薄膜をテンプレートとし、ホスト研究者の所有する化学気相成長（CVD）装置を用いて光
吸収層（1 μm）をエピタキシャル成長することに成功した。しかしながら、得られたGe層にはテンプレート
層のAlが拡散し、特性が劣化することが判明した。現在、固相エピタキシャル成長やバッファ層の挿入などに
より、Al拡散の抑制を研究中である。

一方で、育成対象者は、Al触媒を用いることなく優れたGe薄膜を形成する技術を並行して研究した。固相
成長の前駆体の原子密度に着眼した研究を行い、結晶と同等の密度を有する非晶質Ge前駆体を形成した。そ
の結果、世界最高の正孔移動度（340 cm2/Vs）を有するGe薄膜を、プラスチックの耐熱温度以下（375 ℃）で

形成する革新技術を構築した。現在、本技術をベースとして多接合太陽電池の長波長吸収層を形成することを
併せて検討している。

研究テーマ：フレキシブル薄膜太陽電池の高効率・多接合化に向けた
赤外光吸収薄膜の開発

本研究において、試料の作製ならびに電気的・光学特性評価は、筑波大学の
所属研究室ならびに物質材料研究機構（NIMS）のホスト研究者（深田直樹氏）
の元で行った。また、結晶性の評価について、NIMS精密計測実験棟のSEM・
EBSD装置やNIMS分子・物質合成PFのラマン分光イメージング装置、産業技術
総合研究所・顕微鏡グループのTEM、筑波大学加速器センターのRBSなど、共

鳴場の装置を最大限に活用した。共鳴場は今後も積極的に活用したいと考えて
いる。



８．安田 友洋（平成28年度採択、北海道大学／触媒科学研究所）

私はこれまで高分子電解質やイオン液体の基礎物性評価、及び、応用展開
をメインテーマとして研究を行ってきた。CUPALのNRPコースでは産総研触

媒化学融合研究センターを拠点として、私にとって新しい分野である触媒に
ついて学び、今後の研究活動の柱の一つとしたいと考えている。NRPコース

においては、イオン液体、触媒、固体界面をキーワードに研究を展開する予
定である。平成28年度はSILP（Supported Ionic Liquid Phase）型触媒を用いた
逆シフト反応（CO2 + H2 → H2O + CO）について検討を行った。

SILP型触媒は多孔質微粒子担体の表面を均一系触媒を溶解させた1 nm程度
のごく薄いイオン液体層で被覆した触媒（図1）であり、均一系触媒を不均

一系触媒のように用いることができることが特徴である。多孔質シリカ微粒
子にRu系均一系触媒（図2）、イオン液体として[C4mim]Clを用いてSILPを調
製し、CO2/H2雰囲気(2MPa/6MPa)下、170 ℃で反応を行ったところ、
[RuCl2(CO)3]2が最も活性が高く、10時間でTON（turn over number：生成した
CO分子の数をRu原子の数で割って算出した値）が240以上に達することが分

かった。これは多孔質シリカ担体を用いず同量のイオン液体、及び、触媒で
反応した場合（均一系条件）と比較すると倍以上の活性であった。さらに、
20回のサイクル試験後も６割程度の活性を保つことが分かった（図3）。次
にイオン液体構造について検討したところ、[C4mim]PF6を用いた場合、TON
は230で[C4mim]Clと同程度であったが、 [C4mim][AcO]（acetate）は11と小さ

く、イオン液体の構造が触媒活性に大きな影響を与えているものと考えられ
た。ESI-MS測定において、[C4mim][AcO]を用いた場合のみ触媒にイオン液体
が付加したピークがメインとして観察されたことから、 [AcO]の強い配位性
が触媒サイクルを妨げているものと考えられた。

研究テーマ：イオン液体／固体界面を用いた触媒反応プロセスの開発
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図1 SILP型触媒の外観と模式図

図2 検討した触媒とイオン液体

図3 逆シフト反応におけるSILP型触媒の
サイクル特性

SILP : [RuCl2(CO)3]2/[C4mim]Cl 
Cond. : H2/CO2 = 6MPa/2MPa

170 ℃, 10 h

７．前田 悦男（平成28年度採択、東京大学／産業技術総合研究所）

本研究の目的は「高さ」を有した金属ナノスリットを用いて、高感度な表面増強ラマン散乱（SERS, surface
enhanced Raman scattering）チップを実現することである。このナノスリットの形成にはヘリウムイオン顕微鏡
技術を用いる。SERSは、表面プラズマ振動の局所的な増強現象（109-14倍の光強度）であり、金属の微小間隙
で強く発現することが知られている。SERS発見当初は貴金属コロイドを散布したチップが用いられていたが、
近年は人工周期構造からなるメタサーフェスを用いることで、偶然性に頼ることなく、任意の箇所にSERS励
起構造を実現する研究が盛んである。先行研究は、微小間隙の実現方法や表面形状に依存する局所的な電場増
強方法に注力している。申請者は、これまでにSERS励起構造を高さ方向に拡張する手法を考案し、「高さ」

を有した構造が任意角度の光を集光できる知見を得た。本研究では、ヘリウムイオン顕微鏡技術を用いて、間
隙の「微細化」と「高さ」を有した金属ナノスリットを同時に実現することを目的とする。

研究テーマ：ヘリウムイオン顕微鏡技術による金属ナノスリット形成、
および波長選択型光吸収構造の研究

本研究の特色は、ヘリウムイオン顕微鏡技術を用いた微細かつ高さを有したSERS励起構造

の実現である。ヘリウムイオン顕微鏡は従来のガリウムイオン顕微鏡に比べ遥かに高精度、低
ダメージな加工が可能であり、本研究を通じてその特徴を活かしたスリット端面での光損
失の小さい高性能なSERS励起構造を実現すると共に、ヘリウムイオン顕微鏡技術の新たな応
用の可能性を開拓する。

H28年度は金属ナノスリットの光学設計、微細加工検討を実施した。ヘリウムイオン顕微鏡
を用いたEtching・Deposition・Ion Implantationのうち、まずはEtchingの機能に注力した。本
研究の主眼とする金属ナノスリットの実現のため、Etching機能を用いたスリット加工のうち、

加工幅・アスペクト比を、ヘリウムイオンの加速電圧や電流量、加工対象とする金属の種別な
どについてパラメータスタディを実施した。Ion Dose 1×1020ions/cm2の場合において、最小加
工幅1.4nm、アスペクト比24.0の構造体を実現した（右図）。

本共鳴場では、イオン顕微鏡業界での新しい技術応用への期待があり、招聘研究員の小
川様、テクニカルスタッフの飯島様のご助力を賜っている。また、受入研究者の右田様・
小川様を通じた産総研関連の研究者との交流などをさせて頂いている。
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