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リチャード・ファインマンが半世紀ほど前に提唱した原子・分子レベルで機械を組み立てる
「分子マシン」の実現は、21世紀の最もチャレンジングな研究テーマの一つであり、科学者の大
きな夢です。本研究では、研究代表者が世界に先駆けて開発した高速フォトクロミック分子を基
軸とする実働分子マシンをボトムアップ的な手法により創出することで分子マシン研究にパラ
ダイムシフトをもたらし、分子ナノテクノロジーにイノベーションを創出することを目的とします。
生体内では、筋肉や細胞内での物質移動にモータータンパクが重要な役割を担っており、化学

反応によって得られるエネルギーを巧みに利用した協働現象により、精緻でしなやかな分子マシ
ンが実現されています。一方で、人工的な分子マシンで個々の分子の運動方向がランダムの場合
には、分子の動きが平均化されてしまい、外部に仕事を取り出すことが困難です。分子の運動を
仕事として利用するためには、個々の分子が単方向性の運動を行う仕組みを導入しなければな
りません。さらに、分子レベルの運動では溶媒の粘性抵抗が支配的になる上、ブラウン運動によ
る熱揺らぎが雑音となってしまうため、個々の分子運動を同位
相で増幅する協働効果を利用して、粘性抵抗や熱揺らぎに打
ち勝つだけの運動エネルギーを実働部に供給する必要があり
ます。研究代表者が開発した高速フォトクロミック分子を利用
することで、実働分子マシンに不可欠な、
①分子レベルでの単方向性の運動
②仕事を取り出したいときに使えるスイッチング機能
③外部熱揺らぎや粘度に打ち勝つための複数分子間での連動
の全てを実現することが可能です。さらに、駆動部と実働部

の高効率なインターフェースをボトムアップ的な手法により
構築することで、分子ナノテクノロジーにイノベーションをも
たらす実働分子マシンを創出します。

実働分子マシン
 プロジェクト代表  ● 阿部  二朗  化学・生命科学科 教授
 研究分担者  ● 坂本  章  化学・生命科学科 教授 ／ 武藤  克也 化学・生命科学科 助教

機能性無機薄膜の高次構造制御法の確立と物性解析
 プロジェクト代表  ● 重里  有三  化学・生命科学科 教授
 研究分担者  ● 賈  軍軍  化学・生命科学科 助教
酸化物、窒化物、酸窒化物、炭化物等の無機薄膜の中には、ユ

ニークで高度な物性を発現するものが多くあり、環境技術や情報技
術の根幹を支える機能性材料として更なる研究・開発の発展が期
待されている。これらの高機能性薄膜材料は先端産業の幅広い分
野において使用され、現代社会を支える重要な基盤技術となってい
る。本研究プロジェクトでは、現在及び次世代の環境技術、情報技術
を構築するために必要不可欠である高機能セラミック薄膜材料の合成法を確立し、高レベルの物性を
発現するための高次微細構造制御、並びに実用化に耐えうる超高速度成膜を達成することを目的とし
ている。産業技術総合研究所との連携大学院、ドイツのダルムシュタット工科大学やフラウンホーファ
研究所（FEP）との共同研究、九州シンクロトロン光研究センターとの連携等によって進展させる。

腫瘍内微小環境で駆動する機能性人工核酸のデザイン
 プロジェクト代表  ● 田邉  一仁  化学・生命科学科 教授
 研究分担者  ● 武内  亮  化学・生命科学科 教授 ／ 栗原  亮介 化学・生命科学科 助教
   ● 松並  明日香  化学・生命科学科 助教
固形がん組織では、急激な細胞増殖のために血管新生が追いつかず、酸素供給が不十分な

低酸素腫瘍細胞が発生する。この細胞は、血管新生、転移・浸潤、アポトーシス抵抗性を亢進し
てがん悪性化の原因になることに加えて、化学療法や放射線療法に抵抗性を示し、がん疾患の
治癒率を低下させる大きな原因になっている。
本研究ではこの問題を解決すべく、低酸素腫瘍細胞を標的とする機能性抗がん剤を開発する。

具体的には、申請者が見出した低酸素腫瘍への核酸の送達手法と腫瘍内低酸素環境の可視化
手法を活用して、「腫瘍内低酸素環境で駆動する核酸医薬品」を構築し、低酸素腫瘍での薬効を
評価する。
核酸医薬とは、比較的短鎖の核酸から成る薬剤で、標的の遺伝子（mRNAなど）と作用・結合し

て、特定の遺伝子の機能を抑制する。すなわち、細胞生存に関わる遺伝子を抑制することにより高
い殺細胞効果を示し得る。しかし、核酸医薬は高い機能を持つ一方で、細胞内浸透性が低い上、標
的部位への送達手法が充分に確立されていない。よって確実に有効であるにも拘らず、低酸素腫
瘍細胞への運搬ができず、同細胞の治療へ核酸医薬は応用されていない。そこで本研究では、
我々のグループで既に確立した「核酸の会合体形成による細胞内送達手法」を活用する。核酸単
体は細胞内浸透性が低いが、会合体を形成させると細胞内浸透性は大きく向上する。また、ニトロ
イミダゾール等の低酸素蓄積特性をもつ官能基で会合体をさらに修飾すれば低酸素領域への運
搬も可能である。これら特性を活かして低酸素細胞で核酸医薬の薬効発現を実現する。

ナノポアによるＤＮＡ解析と心筋細胞
 プロジェクト代表  ● 三井  敏之  物理・数理学科 教授

前熱処理、後熱処理過程導入による実用高温超伝導材料
高機能化プロジェクト

高温超伝導材料は線材、バルク、薄膜の形で、送電ケーブル、電磁石、バルク磁石、SQUID素
子など様々な用途に実用され始めている。しかしながら、高温超伝導技術の普及は速やかでは
なく、その原因として、材料が高価で、材料特性が“使えるレベル”に達しただけで、さらに超伝導
接合技術など周辺技術が未熟であること、などが挙げられる。すなわち、普及力を高めるにはこ
れらの課題を解決する必要であり、本プロジェクトではその核となる課題、つまり材料特性の高
機能化に集中して研究を進める。超伝導材料特性向上は材料の実質的な低価格化、応用領域の
拡大だけでなく、材料の均質性や超伝導体表面状態の改善を伴うことから接合の形成が可能に
し、銅酸化物超伝導材料では困難と考えられてきた永久電流回路の開発が見通せる。超伝導材
料特性向上の戦略は、材料の構成、超伝導部分の微細組織、結晶配向性、局所化学組成の最適
化であり、特に、本来、対象超伝導物質が有するポテンシャルを、大きな凝縮エネルギー密度、強
いピンニング力密度の観点から、材料において十分に発現させることを目指す。本プロジェクト
では具体的に以下の4つの研究課題を企業との共同研究の形で進める。
・銅酸化物高温超伝導線材（Bi系、Y系）の高機能化：青学大－住友電工　
・MgB2超伝導線材・バルクの高機能化：青学大－日立製作所
・Y系超伝導バルク材料の高機能化：青学大－新日鉄住金
・Bi系高温超伝導線材間の超伝導接合形成：青学大－ティーイーピー

 プロジェクト代表  ● 下山  淳一  物理・数理学科 教授
 研究分担者  ● 元木  貴則  物理・数理学科 助教

重力波源の電磁波対応天体の探査のための宇宙広視野
X線モニターの開発

2017年8月17日、中性子星同士の合体に伴った重力波からの電磁波対応天体が発見され、い
よいよ重力波天文学の幕開けとなった。この電磁波対応天体からは、キロノバ放射と呼ばれる、重
元素合成のプロセスとして不可欠な速い中性子捕獲反応から生成される不安定原子核からの放
射や重力波源に付随していたと考えられるガンマ線バーストが観測された。我々は、今後、地上重
力波検出器、LIGO、VirgoそしてKAGRAが最高感度で天体からの重力波を検出する時代を迎え
るにあたり、その電磁波対応天体を探査できる、日本独自の飛翔体観測機器を用いた広視野軟X
線モニターの検討、および開発を進める。重力波検出器で決定される重力波の到来方向の精度は
数10-100平方度であり、一度に大きな空の領域を高い感度で観測できる観測装置が必須である。
また、X線という波長は、可視光などに比べて天体が込み入っていないため、未同定天体の探査が
容易であるとメリットがある。我々は、この目的を達成するために、「ロブスターアイ」という光学系
とX線撮像素子を用いた高感度広視野X線望遠鏡の実現を目指す。

 プロジェクト代表  ● 坂本  貴紀  物理・数理学科 准教授
 研究分担者  ● 芹野  素子  物理・数理学科 助教

ヨーク超蛍光の時空間プロファイル測定による非線形分光
手法の開発

1954年、R. Dickeによって輻射場に関する新しい概念が提唱された。原子集団の協奏的な輻
射により、高強度パルスが放射される現象、いわゆる超蛍光である。超蛍光に関しては、当時主流
であったナノ秒レーザーを用いて実証実験が行われた。1995年、J. H. Brownellらは、フェムト秒
レーザーを励起光源として用いることによって、四光波混合の四つの光子のうち、一つが超蛍光に
よって放出される現象を発見し、“ヨーク超蛍光”と名付けた。ヨーク超蛍光では、フェムト秒レー
ザーを励起光源として用いることによって、系のコヒーレンスが乱される前に集団的なコヒーレン
スを取り出すことに成功したと言える。すなわち、短パルス化の技術革新によって、もたらされた発
見であった。応募者は、ルビジウム（Rb）原子のヨーク超蛍光に伴って発生する青色光の空間ビー
ム形状に、Rb原子の励起ダイナミクスが転写されていることを実証してきた。特に、Rb原子が基
底‐励起状態間でラビ振動を起こす条件下で、青色光のビーム形状はラビ振動の周期の数に相当
する多重リング構造を示すことが予測される。他の物理系に類を見ないこの特長を利用し、新しい
非線形分光手法ならびにパルス計測手法を開発することを目指す。さらに、青色光の時間波形、空
間形状に加え、中赤外光のビーム形状をシングルショットで撮影し、ヨーク超蛍光の背後にある
輻射場の物理を解明する。

 プロジェクト代表  ● 北野  健太  物理・数理学科 助教
 研究分担者  ● 前田  はるか  物理・数理学科 教授

フラストレーションと熱・量子揺らぎによって創発する新奇な
相転移現象

本研究プロジェクトでは、フラストレート系という大きな括りの中で量子反強磁性体、非従来型超
伝導、強相関電子系、光格子中の原子気体などの異なる物性系の新たな相転移現象を開拓する。こ
れらは一見それぞれ無関係な物質群に見えても、その背後には一貫して普遍的な物理がある。特に
物質の異なる熱平衡状態間の相転移が、（例えば局在スピンの回転対称性と結晶秩序の離散対称性
のような）異なる自由度に付随した「複合的な対称性の破れ」に起因する場合に着目する。このような
場合、相転移に伴う対称性の回復が（i）一段階で同時に起こる、あるいは（ii）二段階（複数段階）に分
けて起こる可能性があり、非自明な問題となる。様々な物性系で現れるこの「複合的な対称性の破れ」
現象を密度行列繰り込み群法や数値クラスター平均場法などといった最新の数値計算手法を用い
て明らかにし、個々の系の物性やその制御を相補的・領域横断的に理解することを大きな目的とする。
研究成果として、複合的な対称性の破れに起因した「新たな相転移普遍性クラスの確立」や中
間相として「高い対称性が部分的に破れた新奇な物質相の発見」が期待される。必然的に熱・量子
統計基礎論にとって重要なものとなるだけでなく、新奇物質相およびその状態制御法の開拓は将
来の応用的な産業利用の基盤技術開発へと繋がっていく。

 プロジェクト代表  ● 山本  大輔  物理・数理学科 助教
 研究分担者  ● 古川  信夫  物理・数理学科 教授

微生物における栄養源輸送体制御と遺伝子機能の解析

細胞膜は外界の情報を細胞内に伝達するインターフェイスで、膜タンパク質がこれを担う。例えば、
栄養源の枯渇は生命維持にとって致命的だが、過剰なカロリー摂取もまた寿命短縮など害をもたらす。
よって細胞膜上の栄養源輸送体は下方制御（分解）されるであろう。しかし、膨大な数の膜タンパク質
の中から、なぜ特定の輸送体だけ選んで分解できるのか、その選別の仕組みが良くわかっていない。
本研究では出芽酵母のトリプトファン輸送体Tat2をはじめとする微生物のアミノ酸・ペプチドの輸

送体に着目し、細胞内外の基質濃度バランスやセンシングと動態、ユビキチン依存分解の観点からこの
問題にアプローチする。すなわち、基質輸送に伴う“動的構造変化”がTat2自身の分解シグナルになる
と考え、基質認識や構造転移にかかわる変異を駆使し、ユビキチンリガーゼ複合体をリクルートするメ
カニズムの解明を目指す。また、申請者らはこれまで、深海のような数百気圧もの高圧条件下で酵母が
生存するために必要な84個の遺伝子を同定している。それらの中には栄養源センサー TORC1キナー
ゼのサブユニットや機能未知遺伝子が含まれていた。よって、高圧下におけるそれらの機能解析もあわ
せて行う。アミノ酸輸送体自身が機能的実体と栄養源センサーとしての役割を同時に果たすと考える
点、および圧力という物理化学的パラメーターを細胞レベルの研究で用いる点に本研究の特色がある。

 プロジェクト代表  ● 阿部  文快  化学・生命科学科 教授
 研究分担者  ● 望月  貴博  化学・生命科学科 助教

生体内脳活動イメージングによるてんかん病態の可視化

てんかん（癲癇）は脳の神経活動が異常に高まることにより誘発されるてんかん発作（けいれんや意識消
失等）を主症状とする慢性の脳疾患で、発症年齢や症状などから40種類以上に分類されている。てんかん
発作の多くは脳活動を低下させる薬剤（抗てんかん薬）でコントロール可能だが、既存の抗てんかん薬が
有効ではないてんかんや予後の悪いてんかんもあり、未解明の部分が多い。研究代表者らは乳児で発症し、
重度の精神運動発達遅滞を引き起こす「遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん」の原因遺伝子として、Cl-を
細胞外に排出するイオン輸送体（KCC2）を同定し、細胞内Cl-濃度の上昇がてんかんを引き起こすという
モデルを提唱した。研究代表者がゲノム編集技術を用いてKCC2遺伝子を破壊したゼブラフィッシュ変異
体（KCC2KO）を作製すると、KCC2KOゼブラフィッシュは成魚まで育ち、見た目は全く正常だったが、光
点滅による視覚刺激や水槽をたたく音・振動刺激に対して、けいれんを起こして姿勢を維持できなくなる
など、てんかん発作様の異常応答を示すことを見出した。1997年にテレビアニメ「ポケットモンスター」で
光が点滅する場面を見た全国の数百人の子供が一斉にてんかん発作を発症した事件があったが、研究代
表者はそれをゼブラフィッシュで再現することに成功したと言える。本研究で研究代表者はKCC2KOを用
いて、細胞内のCl-濃度の上昇がどうしててんかん発作を引き起こすかの発症機序を目指す。

 プロジェクト代表  ● 平田  普三  化学・生命科学科 教授
 研究分担者  ● 荻野  一豊  化学・生命科学科 助教

炭素系薄膜の結晶成長とデバイス応用

炭素は有機物質の基本骨格を作る生物の重要な構成材料である一方、これを構成元素とす
る無機材料にはグラファイトやダイヤモンドがあり、鉛筆の芯から宝飾品に至るまで人類の長い
歴史の中で生活に深く関わってきた。現代では、炭素同素体であるグラフェン、カーボンナノ
チューブが知られるようになり、これを材料として応用するための研究開発が世界中で精力的
に行われてきている。中でも、わずか炭素原子1層の厚さの2次元シート材料であるグラフェンは、
高キャリア移動度、高い光学的透明性、優れた機械的性質、高い熱伝導率という特異な性質を
持つことから、そのデバイス応用について研究が進められている。一方、ダイヤモンドは、その美
しさから宝石として、また、その硬さから研磨材として利用されてきたが、現代では、エレクトロ
ニクス材料という観点から研究が行われており、ワイドバンドギャップ（5.47 eV）、高い熱伝導
率、高いキャリア移動度、低い誘電率という特性から「究極の半導体」と呼ばれている。しかしな
がら、両者のともに実用的な結晶成長技術は未だ確立されておらず、そのデバイス応用に関し
ても実用的な段階には至っていない。近い将来、グラフェン、ダイヤモンドがデバイスとして実用
化されるためには、その結晶成長技術の高度な成熟が必要不可欠である。本研究では、グラフェ
ン、ダイヤモンドの薄膜結晶成長技術について詳細に研究し、デバイス応用に適した結晶材料
を作り出すことを目指す。
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 研究分担者  ● 澤邊  厚仁  電気電子工学科 教授 ／ 七井  靖  電気電子工学科 助教
   ● 渡辺  剛志  電気電子工学科 助教 ／ 児玉  英之  電気電子工学科 助教

光と波動を用いた次世代構造材料の局所的特性評価

運輸機器は、省エネルギの観点から軽量化を目的として薄肉化や異なる種類の材料を接合し
て利用するマルチマテリアル化が検討されている。これらの材料の変形挙動や接合状態などの
評価は、従来の引張試験をはじめとする古典的な試験では十分な評価が難しくなってきている。
そのため、それらに代わる高精度かつ高分解を有する3次元的な変形（ひずみ）計測法や接着状
態（接着強度や真実接着面積など）を局所的かつ非破壊的な評価が必要不可欠である。そこで
本プロジェクトでは、主に以下の2つの主題に取り組む。1）可視光を用いた材料の高精度かつ非
破壊によるひずみやその分布の計測に基づく材料特性評価。2）弾性波を用いた接着界面性状
の評価法の確立。1）では、様々な応力状態下の薄板鋼板における広範囲の変形挙動を複数のデ
ジタルカメラよって撮影された画像を用いて画像相関法とステレオ視によって動的に材料の変
形状態を三次元的に捉え、破壊の起点のメカニズムを検討する。一方、異種材料の接着では，接
着界面を伝搬する界面波や板状積層構造において
存在する伝搬しない弾性波（Zero-group velocity 
Lamb：ZGV Lamb波）を用いて評価する手法の確
立を試みるとともに光弾性法を用いた界面部の弾
性波の伝搬挙動の可視化を行い、伝搬挙動に基づ
いた新しい界面評価パラメータの導出を試みる。こ
のプロジェクトで得られる成果は、薄肉鋼板の使用
や異種材による接合などの現在の産業界で最も必
要とされている事項に直結しており、産業界の新し
い技術の下支えになると期待できる。
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マイクロ波・ミリ波帯用高機能電波吸収体の開発

IoT、5G、無線電力伝送などの新しいワイヤレスシステム
への期待も高まっている状況の中、多くのデバイスのワイヤ
レス化に伴う周波数資源の逼迫は、現在もなお技術課題として掲げられている。電波吸収体によ
る「無線通信システムの空間的な分離・管理」は、この周波数資源の逼迫を打開可能するための有
力手段である。そこで本プロジェクトでは、これまでに施工できなかった場所への電波吸収体の適
用可能性を大きく拡大するため、従来と比較して薄型・軽量・安価であるメタマテリアル電波吸収
体や、電波利用が多くかつフレキシブルなシステム運用が要求されるオフィス等や会議室等にお
いて、利用状況に応じて電波の吸収/透過/反射を切り替え可能なデバイス開発を目的としている。
システムやその運用形態によって周波数、偏波、入射角度など要求特性は異なるため、要求特性を
満足するメタマテリアル電波吸収体および切替デバイスの設計及び実現手法を確立する。
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マイクロ空間のin situ化学反応分析のための多元的ラマン
分光/温度イメージング

マイクロ空間で、どの分子種が、どこに、どのような状態で、どれだけ分布し、それらがどう変化
するかを分析することは重要である。高い空間分解能と分子選択性を兼ね備えた計測は、例えば
微小流路内の反応追跡やホットスポットの判別に活用することで、緻密な化学反応制御のための
基礎分析技術となる。あるいは、有機EL素子などの小型・複合化したデバイスでの局所発熱や変
性箇所の判別に活用することで、劣化原因の特定につながる品質分析に役立てることもできる。
ラマン分光はレーザーを用いた振動分光法で、可視光の回折限界
であるサブμmの高い空間分解能での分析が可能である。近年、分
子間振動の分析や温度分析にも活用できる低振動数領域の測定が
容易に行えるようになり、ラマン分光で得られる情報の幅が広がりつ
つある。さらに、次元圧縮型光ファイバーによる簡便なイメージング
技術も確立してきている。本プロジェクトでは、これらの先端技術を
融合させマイクロ空間に対する新規のラマン分光/温度イメージング
を開発する。分子の構造や結晶形、その温度などの多元的な分光情
報を同時・同一箇所で捉えることにより、微小デバイス中の化学反応
や熱・物質輸送のその場分析へ応用する。
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本研究で開発中のマイクロ空間
ラマン分光システム

半導体ベースのナノポアによるDNA検出・解析そして、シークエンス開発に向け、世界中で研
究が進んでいる。しかし、いくつかの問題点がある。1.DNAの泳動制御、2.DNAのポアへの詰ま
り解消、そして、3.ポアからの流れ（Electro Osmosis Flow（EOF））の理解である。われわれは
DNAへの蛍光分子の付加により、まずは可視化を行い。DNAの泳動を直接、光学顕微鏡で観
測して、DNAの挙動から、ナノポアまわりの物理的環境を評価してきた。特にポアに導体のコーティ
ングをして、その電位を制御した際の動きは、直感と反し、DNAのポアへの進入を、この電位制
御でコントロールできることを示唆した。また、この動きを引き起こす、EOFは有限要素法による
数値計算として見積もり、実験結果と一致することを確かめた。今後は、ポアとDNAとで起こる
強い相互作用の結果としての“詰まり”を解消すべく、進入形態と詰まりの確率にフォーカスを
あてて、実験を行う予定である。特にknotの自然発生の確率から、詰まりの主な要因がknotで
あるとの報告があるが、我々は、knotの生
成なしでも。進入形態の多様性と、詰まりの
確率について調べ、普遍的はDNAとポアと
の相互作用の解明を目指している。そのた
めにDNAの長さや形態をもパラメータとし
て、実験を行い、同時にポア付近にDNAが
存在した際の、物理的環境を数値計算によ
り見積もり、現象の理解と、応用としての
DNAのポア通過の制御を目指している。

異なる接着強度の界面での超音波の伝搬の光弾性像

Our Projec tsナノポア付近のDNAダイナミクス解析


