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ナノテクノロジー・材料

環境に優しい無機ナノ・マイクロ粒子の
合成および成膜
接合科学研究所

阿部

准教授

浩也

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
阿部准教授はライフイノベーション（生活革新）に
資する機能性材料の開発を行うとともに、そのための
プロセス技術として固液界面を含む多様な接合形態
とそのナノ構造制御等に基づいた方法論を開拓して

エネルギー
ものづくり技術

いる。一例として、溶液中での物質変換に着目した無
機ナノ・マイクロ粒子の合成および成膜技術がある。
金属酸化物粒子の場合、析出反応速度を広範に調
整できる点が特徴であり、これは粒子サイズや粒子
形状の制御を可能にする。特殊な溶媒や添加物を必
要としないこと並びに合成原理がシンプルであるた
め、スケールアップも容易である。
貴金属粒子の場合、適切な界面活性剤との併用で

PP

PP

磁性マイクロ粒子（Fe3O4）の形状制御

還元剤フリーな合成が可能となる。さらに、ポリマー
やセラミックス等の基材表面に成膜できる可能性を
見出している。

QP
貴金属ナノ粒子（Au）の還元剤フリー合成

社会実装と実用化への可能性
環境に優しいプロセス技術として、本手法の実用
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化を目指している。また、金属酸化物ナノ粒子ある
いは貴金属ナノ粒子を分散した機能性ソフトマテリ
アル、貴金属ナノ粒子を用いたバイオセンサーやエ
ネルギーデバイス等の開発を現在検討中である。

貴金属ナノ粒子（Ag）の還元剤フリー成膜

特

許

特開 2019-48732 他、複数出願済

論

文

H.Abe et al, Inter. J. Mol. Sci., 20, 15 (2019) 3617

参考 URL
キーワード
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http://www.jwri.osaka-u.ac.jp/research/research04̲8.html
貴金属、金属酸化物、ナノ粒子、マイクロ粒子、溶解析出反応

ナノテクノロジー・材料

環境に優しい未来型高分子材料の創製
工学研究科

教授

応用化学専攻

宇山

浩
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
宇山研究室では、持続的に発展可能な社会の構築
に貢献できる技術（Sustainable Technology）を
高分子新素材の開発により具現化することを目標と
して、新概念・新手法に基づく環境に優しい未来型
高分子材料の創製と研究開発を行っている。
天然物を中心とする再生可能資源を出発原料にし
たバイオマスプラスチックの開発に系統的に取り組
み、植物油脂やセルロースなど安価かつ大量に入手
可能なバイオマスから、独自の重合技術、複合化技
術により高性能・高機能新材料を開発している。
一方、カラムや触媒の固定化担体として応用可能
な機能材料であるモノリスについても、サブミクロ

バイオマスプラスチック

ンサイズの微細な構造を高分子溶液からの相分離に
よる簡便・クリーンな製造プロセスで作製する方法
を開発している。
また、階層性ハイドロゲル材料は、生体材料やソ
フトアクチュエータなどへの応用が期待されてお
り、バクテリアセルロース（ナタデココ）などのセ

モノリス

ルロースナノファイバーを用いた機能性ゲルの開発
や、独自のゲル接着法を駆使した次世代ソフトマテ
リアルの構築に取り組んでいる。

社会実装と実用化への可能性
環境に優しい未来型高分子材料の設計指針を示
し、その具現化に取り組むことで、資源循環、環境
保護はもとより、再生医療等幅広い分野へも貢献可
能であり、研究成果の社会への広範な還元を目指し
ている。
特

許

多数出願済

論

文

H. Uyama et al., Chem. Rev. , 116, 2307-2413 (2016).

参考 URL
キーワード

ハイドロゲル材料

http://www.chem.eng.osaka-u.ac.jp/˜uyamaken/
機能性高分子材料、バイオマスプラスチック、モノリス、ハイドロゲル
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情報通信

くっつかないモノを
強力にくっつける技術の開発
工学研究科

助教

大久保

雄司

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性

ものづくり技術

くっつかない材料の代表例は、フライパンのテフ
ロン加工でお馴染みのフッ素樹脂（PTFE）である。
PTFE の表面は、表面エネルギーが低く、低分子量
の脆い層（脆弱層）も存在するため、接着剤すらも
くっつかない。この PTFE がくっつくようになる唯
一の方法として、Na 薬剤処理がある。この方法は、
Na を含む劇薬に PTFE を浸漬して引き上げるだけ
で、接着性を劇的に改善できる。ただし、この薬剤は、
作業者への身体的負担および環境負荷が大きく、廃
液処理の問題が生じる。また、PTFE を変色させ、さ
らに、その表面は凸凹になる。そこで、大久保研究
グループは、プラズマを利用し、人体にも環境にも
優しく、変色も起こさない上に、PTFE の表面を凸凹
にすることなく接着性を改善する技術を開発した。
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Na 薬剤処理に代わる接着性改善技術として利用
されることはもちろんだが、5G 対応のプリント配
線板への利用も期待されている。周波数の増加に
伴って一度に送信できる情報量は多くなるが、伝送
損失も大きくなる。この伝送損失を小さくするた
めには「比誘電率と誘電正接が小さい材料（PTFE）
の使用」と「金属配線と基板材料の界面粗さ低減」
が必要である。開発した技術は、基板材料として
PTFE の利用を可能にし、さらに界面粗さを小さく
できるため、超低伝送損失のプリント配線板を作製
できる可能性を秘めている。
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社会実装と実用化への可能性
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物づくり に変革をもたらす接着性改善技術
−熱アシストプラズマ処理−

許

WO2015/129675（特許第 6551391 号）、特開 2016-056363、特開 2017-043829（特許第 6564283 号）、
WO2017/126191A1（特許第 6150094 号）、特開 2019-137731、特開 2019-199641 等複数出願

文

Adhesive-free adhesion between polytetraﬂuoroethylene (PTFE) and isobutylene‒isoprene rubber (IIR) via heat-assisted plasma treatment
RSC Advances, Vol. 7, No. 11, pp. 6432-6438, (2017).
Drastic improvement in adhesion property of polytetraﬂuoroethylene (PTFE) via heat-assisted plasma treatment using a heater
Scientiﬁc Reports, Vol. 7, Art. no. 9476 (pp.1-9), (2017)
フッ素樹脂の接着性を劇的に改善する熱アシストプラズマ処理の開発
日本接着学会誌 , 第 54 巻 , 第 1 号 , pp. 4-16, (2018).
Adhesive-free adhesion between heat-assisted plasma-treated ﬂuoropolymers (PTFE, PFA) and plasma-jet-treated polydimethylsiloxane
(PDMS) and its application
Scientiﬁc Reports, Vol. 8, Art. no. 18058 (pp.1-11), (2018).

参考 URL
キーワード
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附属超精密科学研究センター

個人 HP： https://www.hs.ura.osaka-u.ac.jp/ohkuboyuji/
研究室 HP： http://www.upst.eng.osaka-u.ac.jp/endo̲lab/
接着，フッ素樹脂，プラズマ，熱アシスト，異種材料，高周波プリント配線板
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ナノテクノロジー・材料

高密度水素プラズマを利・活用した
材料プロセス
大学院工学研究科

助教

大参

精密科学・応用物理学専攻

宏昌
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
大参研究グループでは、危険で環境負荷の大きな
化成品を必要とせず、廉価・無毒な水素ガスからな
る高密度プラズマを利・活用した材料プロセス（成
膜・加工）を開発した。本プロセスの特長は、通常
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プラズマにより、機能性ナノ構造を材料表面に形成
できることも明らかにした。
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等の機能性ガスをオンサイト生成できるため、有毒
な機能材料ガスを高圧保持すること無く Si などの低
温 CVD 成膜にも成功している。さらに、通常強酸
等の薬品を必要とする金属の化学加工を、水素や窒
素などのユビキタスガスだけで実現し、最近では本
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ものづくり技術

PH3、B2H6 などの有毒で高価な原料ガスを用いる
ことなく、Si、グラファイト、木炭等の安定な固体
原料から導電性が制御された SiC 薄膜やダイヤモン
ドなどの機能薄膜を合成に成功した。また、Si2H6

エネルギー

の低圧プラズマに比べて高圧の水素雰囲気下で比較
的低温の水素プラズマを生成、利用することにあ
る。これにより、基材等に熱損傷を与えることなく、
高い反応性をもつ水素ラジカルの高密度生成が可能
となる。このプラズマを用いて、これまでに SiH4、
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社会実装と実用化への可能性
ᮌⅣྜᡂ䝎䜲䝲

高密度水素プラズマは、来たる水素社会において
水素ガスに新たな機能を付与し、材料の高機能化に
寄与するプロセスを提供できる。ターゲットに応じ
てプロセスを最適化することにより各種機能性材料
の成膜・加工が可能になる。
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特

許

特開 2015-174800 、特開 2015-078402 他、複数出願済

論

文

ACS Omega 4 (2019) 4360.、J. Phys D: Appl. Phys. 51 (2018) 245203.、J. Alloys Compounds 728
(2017) 1217.、Appl. Phys. Lett. 109 (2016) 211603.、J. Phys. D: Appl. Phys. 44, (2011) 235202.

参考 URL
キーワード

水素、ユビキタスガス、プラズマ、材料プロセス、成膜、エッチング
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超高感度 無線 MEMS 振動子センサー

情報通信

工学研究科

教授

荻

精密科学・応用物理学専攻

博次

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
振動子センサーは、共振振動子（マイクロベル）
に標的物質を吸着させ、これによる振動子の共振周

ݗର

波数変化から、吸着した物質の定量を行うセンサー
である。無標識・短時間計測・ポータブル化が可能
ݗର

エネルギー

であるが、他のセンサーと比較して感度が良くなく、
用途が限定的であった。振動子センサーには、振動
を励起・検出するための電極と配線が直接振動子に
コンタクトしているが、これらが振動子センサーの
無線振動子センサーの原理（バイオセンサー応用）
感度を著しく低下させているためである。
荻研究室では、振動子を無線・無電極状態で発振
させる手法を発明し、さらに、MEMS プロセスを駆
振動子の薄型化
使して振動子センサーの超高感度化を行うことに成
飛躍的な高感度化

功した。また、この振動子センサーを、バイオセン
サーやガスセンサーとして適用し、従来のセンサー
感度を大幅に上回ることを立証した。

温度の影響は厚
さに依存しない

温度管理不要

高感度

社会実装と実用化への可能性

ྈཱི 簡便性・低価格

開発した無線振動子センサーとその特徴

長寿時代を迎え、疾病の早期診断等のための高感
度低コストのバイオセンサーとしての応用や、環境
意識の高まりの中で、微量ガスのセンサーへの応用
にも、大きな期待ができる。

特

論

許

特許出願済

文

・H. Ogi, Wireless-electrodeless quartz-crystal-microbalance biosensors for studying interactions among
biomolecules: A review , Proceedings of the Japan Academy, Series B, Vol. 89 Issue 9 pp. 401-417, 2013.
・L. Zhou, N. Nakamura, A. Nagakubo, and H. Ogi, "Highly sensitive hydrogen detection using curvature
change of wireless-electrodeless quartz resonators", Appl. Phys. Lett. 115, 171901 (2019).

参考 URL
キーワード
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http://www-qm.prec.eng.osaka-u.ac.jp/pmwiki/pmwiki.php/Main/Research
振動子センサ、バイオセンサ、ガスセンサ、MEMS、無線、超高感度

ナノテクノロジー・材料

高パルスエネルギー・
高繰り返しレーザーの開発
レーザー科学研究所

特任助教

荻野

純平
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
パルスレーザーは、学術応用などの先進技術だけ
でなく、製造業、建築、医療、食品といった幅広い
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社会ニーズに対して応用されいる。特に、これまで
に無いような、高パルスエネルギーかつ高繰り返し

社会実装と実用化への可能性
このようなレーザーが開発できれば、レーザー加
工などの応用で、高エネルギーによる大面積加工、
高繰り返しによる高速加工が可能であり、従来に比
べ飛躍的に高速な加工を低コスト、コンパクトに実
現可能であり、レーザー加工業界の装置導入の敷居
を下げることが可能であると予想している。現状、
テスト機の開発に成功しており、実用化に向けた実
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のレーザーが開発できれば、これらの応用をより高
いレベルに昇華するだけでなく、未開拓の応用を開
拓することが可能である。このようなレーザーを開
発するためには、レーザーが高い廃熱能力を有する
必要があるが、我々の研究室では、これを独自の冷
却技術を開発することでクリアした。
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特

論

許

特許出願済

文

Hiroaki Furuse, Junji Kawanaka, Kenji Takeshita, Noriaki Miyanaga, Taku Saiki, Kazuo Imasaki, Masayuki Fujita, and
Shinya Ishii, Total-reﬂection active-mirror laser with cryogenic Yb:YAG ceramics , Optics Letters, 21, 3439-3441 (2009)
Martin Divoky, Shigeki Tokita, Sungin Hwang, Toshiyuki Kawashima, Hirofumi Kan, Antonio Lucianetti, Tomas Mocek,
and Junji Kawanaka, 1-J operation of monolithic composite ceramics with Yb:YAG thin layers: multi-TRAM at 10-Hz
repetition rate and prospects for 100-Hz operation , Optics Letters 6, 855-858 (2015)
河仲 準二 , 時田 茂樹 , 椿本 幸治 , 吉田 英次 , 郭 㘺㝏 , 李 朝昚 , 藤岡 加奈 , 森尾 登 , 荻野 純平 , 本越 伸二 , 阪本 雅昭 , 中田 芳樹
, 安原 亮 , 藤本 靖 , 吉村 政志 , 藤田 雅之 , 宮永 憲明 , 植田 憲一 , 1kW 超級繰り返し高パルスエネルギーレーザーの開発動向 ,
レーザー研究 , 46, 576-581（2018）

参考 URL
キーワード

http://www.ile.osaka-u.ac.jp/research/rdl/index.html
レーザー、レーザー加工
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ナノテクノロジー・材料／エネルギー
ナノテクノロジー・材料

水蒸気を利用した
多孔質酸化物粒子の作製
接合科学研究所

助教

小澤

隆弘

ナノテクノロジー・材料

炭酸塩を徐々に加熱すると炭酸ガスを放出し、酸
化物へと分解される。この熱分解反応を水蒸気雰囲

エネルギー

術は、水蒸気雰囲気下で展開される反応促進作用を
利用して、孔径が 50nm 以上のマクロ孔を有する
多孔質酸化物粒子を作製する方法である。本手法は、
大気圧の水蒸気雰囲気下での熱分解反応でマクロ孔
を自発的に形成させることを特徴とする。具体的に
は、MnCO3 を水蒸気雰囲気下で熱分解させると大

特徴・独自性

気下で行うと、炭酸塩の分解反応が加速されると同
時に酸化物粒子の粒成長も加速される。本シーズ技

気中よりも 150°C 以上低温で Mn3O4 が作製でき、
ランダム状に粒成長することで、Mn3O4 粒子内部
では迷路状のマクロ孔が形成される。水蒸気による
反応促進作用により、マクロ孔を簡便に形成できる
独自性を有する。

社会実装と実用化への可能性
マクロ孔を有した多孔質粒子は、気相中や液相中
に存在する微粒子を捕集することができる。既に、
有機溶媒中からのカーボンナノ粒子の簡便な捕集を
実証している。今回作製した粒子は酸化物
（セラミッ
クス）であるため、高分子系材料と比較すると耐熱
性や耐薬品性に優れ、フィルター材料としての応用
が想定される。さらに、多孔質形状を活かした二次
電池用電極材料への適用も想定され、リチウムイオ
ン電池での負極利用あるいは Li 塩との反応で形状を
維持したまま正極材料への変換も可能である。

特

許

小澤隆弘，多孔質球状酸化物粒子及びその製造方法，特開 2019-048733

論

文

Takahiro Kozawa, Preparation of macroporous Mn3O4 microspheres via thermal
decomposition in water vapor, ChemistrySelect, 3 (2018) 1419-1423.

参考 URL
キーワード
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https://researchmap.jp/thkw/
水蒸気、熱分解、多孔質材料、迷路状細孔

ライフサイエン ス

ライフサイエンス／ナノテクノロジー・材料

グラフェンバイオセンサー
産業科学研究所

助教

小野

尭生
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
単原子層のナノカーボン材料グラフェンは、その
特異な性質から半導体デバイスなど様々な応用が期
待されている。その中でもバイオセンサーは最適な
応用先と考えている。グラフェンは構成原子全てが
表面に露出し、また水中で安定な炭素材料であるた
め、溶液中の検出対象はグラフェン表面に距離ゼロ
で接触でき、グラフェンの電子密度を変化させられ
る。更に、グラフェンの電子移動度は極めて高く、
僅かな電子密度変化を大きな電流変化に変換でき
る。小野研究グループでは、大きな可能性を持つグ
ラフェンバイオセンサーの基盤構築から社会実装ま
でを俯瞰して研究を進めている。

社会実装と実用化への可能性
グラフェンバイオセンサーの実用化のための課題
解決にも取り組み、一例として検出対象の表面電荷
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バイオセンシング原理および反応器デバイス

が水溶液中のイオンによって中和されるデバイ遮蔽
の課題を解決した。検出対象をグラフェン上に捕捉
する分子には糖鎖などの小さな分子を使わなければ
ならない制約があったが、マイクロ流体デバイスで
形成した極微小反応場内での酵素反応をグラフェン
でリアルタイムに計測できるバイオセンサーを開発
した。本技術により、デバイ遮蔽に影響されないバ
イオセンシングを実現している。

特

論

許

文

参考 URL
キーワード

ピロリ菌の超高感度センシング例

特開 2018-036154
1) Electrical Biosensing at Physiological Ionic Strength Using Graphene Field-Effect Transistor in
Femtoliter Microdroplet , Nano Letters, 19, 4004-4009 (2019).
2) Graphene Surface Acoustic Wave Sensor for Simultaneous Detection of Charge and Mass ACS
Sensors, 3(1), pp. 200-204 (2018).
3) Graphene as an Imaging Platform of Charged Molecules ACS Omega, 3(3), pp. 3137-3142 (2018).
4) Improved sensitivity of a graphene FET biosensor using porphyrin linkers Japanese Journal of
Applied Physics, 57, 065103-1 〜 4 (2018). 他
https://www.sanken.osaka-u.ac.jp/labs/se/
https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2019/20190618̲2
グラフェン、バイオセンサー、マイクロ流体デバイス
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情報通信／ナノテクノロジー・材料

情報通信

電圧によって制御できる
反強磁性薄膜の開発
工学研究科

マテリアル生産科学専攻

白土

准教授

優

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
磁性材料は、強磁性体と反強磁性体に大別される。
前者は、いわゆる、磁石につく材料であり永久磁石、
各種磁気デバイスをはじめとして広く利用されてい
る。一方、後者は、磁気スピン（磁化、N-S 極の元）
が互いに逆向きに配列する（補償される）ため、こ
れまで磁気特性の制御は実質的に不可能とされてき
た。白土研究チームでは、磁場と電場を同時に利用
する手法を用いることで、反強磁性体のスピンをマ
イクロサイズ以下のデバイス中でも制御できること
を実証した。特に、動作原理が、極性反転不要な静
磁場と低消費電力な電界のみであり、電力消費の主
因である電流を使用しないことから、超低消費電力

クロム酸化物（Cr2O3）において電界に
よって磁化が発生するメカニズム
ਘਙಽ
५আথ্
॑ૡ

ખਘਙಽ
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ય

動作が期待できる。
また、この反強磁性体はクロム（Cr）と酸素のみ
から構成される比較的単純な構造を有し、他の系と
は異なり室温付近での動作が可能であることから、
デバイス作製の歩留まりの向上も可能である。
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社会実装と実用化への可能性


磁気スピンが補償されることは、言い換えると磁
性体間の磁気的な相互作用を抑制することができる

ϳϬψόභ
ుѻһՅ

ことを意味しており、メモリセル間に相互干渉のな
い超高密度磁気記録の可能性を秘める。また、反強
磁性体のスピンの動作速度は強磁性体と比較して 3
桁以上早く、テラヘルツ領域にあることから、今後
の超高速データ通信の主要材料としても期待され
る。
特

論

マイクロサイズのデバイスにおいて反強
磁性スピンが反転する様子
スピン反転の駆動力は電圧でありナノ秒
パルスでの高速反転が可能

許

特開 2018-18904、特開 2010-212342

文

Magnetoelectric control of antiferromagnetic domain state of Cr2O3 thin ﬁlm toward spintronic
application.Journal of Magnetics Society of Japan, Vol. 42, No. 6, pp. 119-126 (2018).
Perpendicular exchange bias and magneto-electric control using Cr2O3(0001) thin film.
Materials Transactions, Vol. 57, Issue 6, pp. 781-788 (2016).

参考 URL
キーワード
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http://www.mat.eng.osaka-u.ac.jp/mse2/MSE2-HomeJ.htm
磁性薄膜、電圧制御、磁気デバイス、磁気記録

ナノテクノロジー・材料

超分子を利用した
強靭な自己修復性高分子材料
高等共創教育院

教授

髙島

高分子材料設計学

義徳
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
シクロデキストリン（CD：ブドウ糖が 6 個から
8 個つながった環状の分子）を有するモノマーを合
成した。この CD モノマーは様々な汎用モノマーと
の共重合が可能であり、CD によるホスト・ゲスト
相互作用（分子間相互作用の一種）を利用すること
で、多様なネットワークポリマーを合成することが
可能である（上図）。このようにして得られたネッ
トワークポリマーは、大きくかつ可逆的に伸縮でき
る極めて強靭な材料になった。また、万一破断して
も材料が再接着し強度が回復する自己修復機能も示
した（下図）
。
この新規高分子のデザインコンセプトは、原理的

ՆٱՏࡒڰྋ

ՆಊՏࡒڰྋ

にあらゆる高分子材料に適用可能であり、ヒドロゲル
からバルク（塊状）のゴム・エラストマーまで、多様
多種の材料について強靭性や柔軟性、耐衝撃性、自
己修復性などの物性・機能を付与することができる。

社会実装と実用化への可能性
CD を高分子材料に組み込むことにより材料を強
靭化でき、これまでの高分子材料では難しかった用

ฑໞਙ

ਘᒃਙ

途への展開が可能となる。その強靭さや自己修復機
能は、コーティングや構造材料、接着剤、耐衝撃材
料など、さまざまな用途において大きなアドバン
テージであり、社会実装・実用化に向けた活動を精
力的に推進したい。

ঽഞఊ୮ਙ

特

許

特許第 5615373 号
特許第 5951758 号
特許第 6239043 号
特許第 6257633 号
特許第 6300926 号

論

文

Nat. Commun. 2011, 2, 511. Macromol. Rapid Commun. 2016, 37 (1), 86-92.
Macromolecules 2019, 52 (7), 2659-2668. Macromolecules 2019, 52 (18), 6953-6962.

参考 URL
キーワード

分子認識に基づいた物質材料の選択的接着法および自己組織化法
自己修復性及び形状記憶性を有するゲル、及びその製造方法
包接錯体、自己修復性及び形状記憶性を有するゲル
材料界面での化学結合により接合した接合体及びその接合方法
自己修復性を有する高分子材料及びその製造方法

http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/lab/takashima/
高分子、強靭材料、コーティング、接着剤、耐衝撃材料
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ナノテクノロジー・材料

誘電体メタサーフェスによる
超高解像度カラー印刷
工学研究科

教授

精密科学・応用物理学専攻

髙原

淳一

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
一般のカラープリンタの解像度は 300dpi 程度
である。近年、100000dpi というプリンタの 100
倍以上の極めて高い解像度をもつ構造色としてプラ
ズモニックカラーが提案されているが、金属の損失

エネルギー

のために表現できる色空間が狭いという問題があっ
た。これを解決するため、損失の少ない単結晶シリ
コンの表面に Cr 層を付加することで高屈折率誘電
体におけるミー共振に基づく構造色を提案した。こ
の新しい原理の構造色は Cr/Si ミー共振器をピクセ
ルとすることで 100000dpi という極めて高い解像
度と広い色空間を両立することができる。
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社会実装と実用化への可能性
回折限界解像度すなわち原理的に最も高精細な超
微細カラー印刷・ディスプレイが可能となる。これ
は偽造防止用のマイクロイメージや超微細カラー
ディスプレイなどに応用できる。ミー共振器は通常
のカラー印刷のインクに変わるいわば「機能性イン
ク」とみることもできる。シリコンという材料は
CMOS プロセスとの整合性が良いため、この他に
もカラーフィルターをはじめとする多くの応用が期

ගᏛ㢧ᚤ㙾ീ
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Reﬂection color from Si color pixels with
Cr mask

待できる。

特

論

許

特許出願済

文

1) Yusuke Nagasaki, Ikuto Hotta, Masafumi Suzuki, and Junichi Takahara, "Metal-Masked Mie-Resonant Full-Color Printing
for Achieving Free-Space Resolution Limit", ACS Photonics 5, (2018) pp.3849-3855.
2) 高原淳一、長崎裕介、堀田郁人 誘電体光アンテナ高解像度カラー画像 応用物理 , 88(4), (2019) pp.276-280．
3) 高原淳一、特集 メタマテリアルの世界２ 誘電体メタサーフェスの構造色への応用 , 光アライアンス , Vol.30, No.5 (2019) pp.6-9.

参考 URL
キーワード
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http://nelph.parc.osaka-.ac.jp/index.html
メタマテリアル、メタサーフェス、ミー共振、誘電体、単結晶シリコン

ナノテクノロジー・材料

粉粒体 - 流体
連成シミュレーション技術
工学研究科

機械工学専攻

辻

准教授

拓也

講師

鷲野

公彰
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
工業原料の 3/4 以上は粉粒体であり、また、工業
製品の半分以上は、製造過程で何らかの形で粉粒体
を経由している。しかし、粉粒体が関わる現象は非
常に複雑かつ定量的な計測が困難であるため、現在
の実プロセスにおいては、勘と経験に頼った設備設
計・運用が行われていることがほとんどである
（図 1）
。
本研究グループはこれまでの研究で、粉粒体もしく
は粉粒体−流体の両方が関わる現象についてのシミュ
レーションを行っており、実に数万例に及ぶ実施例
から得られたノウハウを有している。流体単相シミュ
レーションに比べ、粉粒体または粉粒体−流体連成シ
ミュレーションに必要なパラメータ数は極端に多く、

図1

粉粒体の製品化プロセス

また、個々のパラメータが粉体の巨視的挙動に非線形
的に影響を与える。そのため、正確なシミュレーショ
ンの実施には、現象に対する深い理解とノウハウが必
要不可欠である。また、様々な粉粒体現象を表現可
能な数理モデル開発も行っており、一般には難しいと
されるシミュレーションも可能にしてきている
（図 2）
。
特に、粉粒体、気体、液体の三相が関わるシミュレー
ションにおいては、粉粒体界面モデルを導入すること
で精度の高いシミュレーションが可能となった
（図3）
。

図２

粉体ミキサーのシミュレーション例

社会実装と実用化への可能性
本シミュレーション技術を用いれば、これまで勘
と経験に頼っていた粉粒体関連設備やプロセスをあ
らかじめ最適設計することが可能となり、設計段階
での品質の作りこみ、すなわち Quality-by-Design
が実現できる。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

図３

世界初の界面モデルを導入した
三相シミュレーション

DEM with attraction forces using reduced particle stiﬀness. Powder Technology, 325, pp202-208
http://www-cf.mech.eng.osaka-u.ac.jp/member.html
シミュレーション、粉粒体、流体、DEM、モデル
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ナノテクノロジー・材料

熱からエネルギーを抽出する
透明熱電変換材料の開発
基礎工学研究科

教授

中村

ナノ構造・物性制御グループ

芳明

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
新たなグリーンエネルギーとして熱電変換材料が
期待されているが、その低い熱電変換効率のため、
これまで社会応用が困難であった。これは、熱電出
力因子と熱伝導率のトレードオフ関係に起因してお
り、熱電変換分野における長年の課題である。
本研究では、透明 ZnO 薄膜中にナノワイヤを導
入することにより、熱電出力因子を 3 倍増大、熱伝
導率を 10% 低減することに成功した。本成果は、
独自ナノ技術によりナノワイヤ界面のドーピング濃
度を変調することで高エネルギー電子を選択的に透
過させ、またその界面でフォノン散乱を誘発させる
ことにより、ゼーベック係数増大と熱伝導率低減を

ナノワイヤ含有透明
ZnO 薄膜の電子顕微鏡
像

同時に実現したことに起因する。

ナノワイヤ含有
透 明 ZnO 薄 膜
での電子伝導と
フォノン伝導の
概念図

社会実装と実用化への可能性
可視光領域で透明で、環境調和性の高い ZnO を
用いた高性能透明熱電材料の実現が期待できる。
我々が暮らす社会には、窓ガラスや透明電子デバイ
スなどの透明材料が至る所に使用されているため、
そこから得られる熱を電気エネルギーに変換可能な
透明熱電材料は、社会利用価値の高いものと言え、
広範な利用が期待される。

特

許

特許 5424436 号

論

文

ACS Applied Materials & Interfaces 10, 37709-37716 (2018)

参考 URL
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ZnO ナノワイヤ
による熱電変換
出力因子増大

他

関連特許出願済

http://www.adv.ee.es.osaka-u.ac.jp/
熱電発電、ナノ構造、ZnO、透明材料、ガラス

ガラス上に適用し
たナノワイヤ含有
透明 ZnO 熱電薄膜

ナノテクノロジー・材料

ナノスケールにおける超音波計測
工学研究科

助教

物理学系専攻

長久保

精密工学コース

白
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
超微細構造を有するナノ薄膜やナノワイヤなど
は、元のバルク材料から大きく異なる性質を持つこ
とが多い。近年、これらナノ材料を用いた様々な応
用が進んでいるが、デバイスの正確な設計や性能の
向上のためには精密な解析が非常に重要である。
長久保研究グループでは、フェムト秒オーダー極
超短パルスレーザーを用いてナノ材料の解析を行う
研究を進めている。極超短パルスレーザーによって
ナノ材料中にサブ THz にものぼる超高周波の超音
波を励起し、その伝搬過程をサブピコ秒オーダの時
間分解能で観察することにより、ナノ材料の力学特
性の評価を可能にした。また、この手法を応用する

光・超音波計測系

ことで、ナノ構造物中を伝播する超高周波・極短波
長超音波を用いたセンシングデバイスなどへの応用
が可能である。

社会実装と実用化への可能性
本技術を用いれば、ナノ薄膜やナノワイヤなどを
含むナノ材料の共鳴周波数や弾性係数の正確な測定
が可能であり、ナノ材料の欠陥検出などにも適用可
能である。また、本技術の応用により、ナノ構造物
内における超高周波・極短波長超音波を用いた高感
度センシングデバイスも実現できる。

特

許

論

文

参考 URL
キーワード

計測原理
極短パルス光を用いた超高周波の超音波（〜
500 GHz）による光の回折を利用してナノ構
造体の力学特性を計測

A. Nagakubo et al., Appl. Phys. Lett. 102, 241909 (2013). A. Nagakubo et al., Appl. Phys. Lett. 105, 081906 (2014).
A. Nagakubo et al., J. Appl. Phys. 118, 014307 (2015). A. Nagakubo et al., Appl. Phys. Lett. 114, 251905 (2019).
http://www-qm.prec.eng.osaka-u.ac.jp/pmwiki/pmwiki.php
超音波、弾性定数、ナノ薄膜、スピントロニクス

093

ナノテクノロジー・材料／エネルギー
ナノテクノロジー・材料

燃料電池触媒：遷移金属担持カーボンア
ロイの合成
基礎工学研究科

教授

西山

物質創成専攻

憲和

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
燃料電池の低コスト・長寿命化に向けて、白金
に 代 わ る 高 い 酸 素 還 元（ORR） 特 性 と 耐 久 性 を
有する新触媒の開発が必要不可欠である。最近で
は、金属や金属酸化物が重要な役割をする M- N-C

エネルギー

（M=Fe,Co）系触媒が高い活性を持つことが知られ
ている。しかしながら、通常の金属担持法で作成し
た触媒では、活性種が熱処理過程で凝縮し、その結
果、金属／ヘテロ原子／カーボンの界面が減少し、
活性や耐久性が著しく低下してしまう。一方、本研
究では有機金属錯体のユニットをイオン交換材料
（イオン交換樹脂やメソポーラスカーボン、ゼオラ
イト）へ、最適な密度で固定化した複合体を前駆体
として用いることで高機能性電極触媒を合成するこ
とができる。導入量を最適化することで、ユニット
をイオン交換サイトに高分散に導入でき、その後の
炭化処理による凝集を抑制できる。

社会実装と実用化への可能性
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文

Y. Shu, K. Miyake, J. Quílez-Bermejo, Y. Zhu, Y. Hirota, Y. Uchida, S. Tanaka, E. Morallón, D. Cazorla-Amorós, C. Y. Kong, N. Nishiyama, "Rational design of single atomic Co in
CoNx moieties on graphene matrix as an ultra-highly eﬃcient active site for oxygen reduction reaction," ChemNanoMat, in press.
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現在、実用化に向け、さらなる活性向上および耐
久性の評価を行っている。本手法では、①イオン交
換体、②金属イオン、③リガンドの３つ化学種の複
合体を前駆体として用いる。この組み合わせは、非
常に多様であり、金属とヘテロ原子（N,S,P）が結
合したクラスターレベルの触媒の新規な合成手法と
して高い可能性をもっている。そこで、燃料電池
（ORR）触媒だけでなく、水素発生反応（HER）触
媒への応用も考えている。
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http://www.cheng.es.osaka-u.ac.jp/nishiyamalabo/research/329.html
燃料電池触媒、カーボン、多孔体

ナノテクノロジー・材料／ものづくり技術

摩擦攪拌現象を利用した金属材料のナノ
組織化と各種刃先への応用
接合科学研究所

教授

藤井

英俊

特任准教授

森貞

好昭
ਤഓ

金属材料の組織を微細化するためには、繰り返し
の鍛造加工や、超微細粉末原料の焼結が必要であ
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り、材料コストは高くなる。また、これらのプロセ
スでは対応できる材質やサイズが限られることに加
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と靭性を高いレベルで両立する従来には存在しない
硬質材料を得ることができる。

ものづくり技術

え、微細化効果にも限界がある。これに対し藤井研
究室では、局所的な熱とひずみの導入による摩擦攪
拌現象を利用して、任意の領域を簡便かつ短時間に
ナノ組織化する技術を開発した。本技術を鋼に適用
することで、最上級の日本刀を凌駕する微細組織と
切れ味を有する刃物を効率的に製造することが可能
となった。また、超硬合金に適用することで、金属
結合相がナノ組織化され、相反する特性である硬さ

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性

૪৶भੵੌ௶قၢك

社会実装と実用化への可能性
刃物は各種製造工程の基盤となる極めて重要な工
具であるにもかかわらず、基本的な技術レベルは数
百年進歩していない。本技術を活用することで超微
細金属組織が容易に得られることから、滑らかな切
れ味と高靱性を必要とする医療用メスや各種分析機

தໂ়সଲၢभ
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ྃೝதໂ়স

器用刃物、長寿命化が必要な各種産業用（木工・紙
加工、食品加工、繊維加工、金属加工等）刃物への
実用化が期待される。
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１．Y. Morisada, H. Fujii, T. Mizuno, G. Abe, T. Nagaoka, and M. Fukusumi, Modiﬁcation of nitride layer on coldwork tool steel by laser melting and friction stir processing, Surface and Coatings Technology, 204 (2009) 386-390.
２．Y. Morisada, H. Fujii, T. Mizuno, G. Abe, T. Nagaoka, and M. Fukusumi, Modification of thermally sprayed
cemented carbide layer by friction stir processing, Surface and Coatings Technology, 204 (2010) 2459-2464.
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希土類元素 Eu 添加による波長超安定・
狭帯域 GaN 赤色 LED の研究開発
工学研究科

教授

マテリアル生産科学専攻

藤原

康文
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GaAs を用いた赤色 LED と全く異なり、Eu イオン
の 4f 殻内遷移によるものであるため、環境温度によ
り発光波長が変動せず、半値幅が非常に狭いシャー
プな赤色が得られ、高輝度化、高出力化が図れる。
こ の 赤 色 LED は GaN を 基 盤 と し て い る た め、
既に実用化されている青色、緑色の 窒化物半導体
LED と同一結晶基板上に構成できることから、有機
EL ディスプレイに代わる次世代ディスプレイとして
期待されているマイクロ LED ディスプレイの微細
化とコストダウンが可能となる。
また、同グループでは、既に 3 色の LED を同一
のサファイア基板上に縦方向に積層することにも成
功しており、革新的な技術として、多くの展開が見
込める。

GO QP

dO/dT = 0.001 nm/K
<AlGaInP: 0.2 nm/K>

9 P:#P$
9 ႆήඬᧈƷǷȕȈ

ႆήඬᧈ QP
A.Nishikawa, Y. Fujiwara et al., Appl. Phys. Exp. 2,
071004 (2009). Ჶᇹׅࣖဇཋྸ˟ܖΟᅵᛯ૨ចᲸ
Ტཎᚩᇹ5388041ӭŴUS8409897ŴKR10-1383489Უ

J. Hwang et al.,
Appl. Phys. Exp. 7, 071003 (2014).

従来の赤色 LED（InGaN）と今回の赤色 LED
（EuGaN）の比較
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世界に先駆けて実現した。発光メカニズムが従来の
半導体のエネルギーバンド間遷移による AlGaInP/
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藤原教授グループは、希土類元素 Eu（ユウロピ
ウム）をドーピングした GaN を用いて赤色 LED を

/,*+728738732:(5 P:

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性

&855(17 P$

Eu 添加 GaN

赤色 LED の特性

社会実装と実用化への可能性
今回の赤色 LED により、3 色を同一結晶基板で
実現できるため、微細化とコストダウンが図れ、特

[SDLUV

にスマートウォッチや、AR、VR 用 HMD、車載用
HUD など微細なマイクロ LED を必要とする製品に
対しては革新的な技術となる。また、半値幅が非常
に狭い特性を生かし、フォトセラピー（育毛・美肌）
などライフサイエンスへの応用の可能性も大きい。

特

許

特許第 5388041 号（PCT/057599）他出願済

論

文

Toward eﬃcient red GaN-based red light emittingdiodes. J. Appl. Phys. 2018, 123, 160901
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Eu 添加赤色 LED の構造
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赤色 LED、マイクロ LED、GaN、希土類元素イオン殻内遷移
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水素による脆性破壊を動的可視化できる
オペランド計測システム
基礎工学研究科

機能創成専攻

堀川敬太郎

准教授

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
すべての構造用金属材料は水素を取り込むことに
よって機械的特性が大きく低下することが知られて
いる（水素脆性）。材料中の水素はその含有量が少
なく（ppm レベル）、拡散性も高いため、水素脆性

タル画像相関法（DIC）を組み合わせた全く新しい
動的水素オペランド計測手法を開発した。
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エネルギー

を生じさせる水素の挙動を明らかにすることが困難
とされてきた。材料中の水素の情報を知るための分
析手法として、昇温水素脱離分析（TDS）が広く
利用されてきたが、実際の脆性破壊時の動的な水素
の作用を直接明らかにする実験的な手法はこれまで
存在しなかった。我々のグループでは、水素脆性機
構解明を目的とした、半導体水素センサーガスクロ
（SGC）
、低ひずみ速度材料試験装置（SSRT）、デジ
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水素量計測装置構成
 
  
    













社会実装と実用化への可能性
これからの水素社会の構築に向けて、水素環境に
暴露される可能性のある様々な構造金属材料の安全
性診断のための新しい検査技術として応用が期待さ
れる。水素脆性に関与する変形・破壊時の水素量を
実使用環境と同じ大気中で定量化することが可能で
あり、得られるデータを基に大気環境で水素脆性を
生じない新たな高機能材料の開発に繋げられること
が期待される。
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堀川敬太郎，荒山倫子，小林秀敏：7075 アルミニウム合金の水素脆性き裂から放出される水素の検出，
第 137 回軽金属学会秋期大会講演概要，(2019), 35-36.
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金属水素化物を用いた
耐熱性放射線遮蔽材
工学研究科

環境・エネルギー工学専攻

牟田

准教授

浩明

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
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原子力工学分野やがん治療などの分野において、
コンパクトな中性子・ガンマ線遮蔽材が望まれてい
る。これまで鉄やホウ素・タングステン化合物など
が検討されてきたが、遮蔽性能や密度・コストの問
題があった。チタンなどの金属水素化物は、安価で
かつ水と同程度以上の水素密度を有しているため、
中性子遮蔽能が非常に高いことが知られている。一
方水素化物は高温で水素を放出しまうなど安定性・
安全性に問題があること、また非常に脆いことなど
が課題となっていた。そこで牟田研究室では、金属
水素化物をベースとしつつ、高い靭性や電子密度を
もつ金属を第二相として微細に複合化させること
で、水素の放出が効果的に抑えられるとともに熱伝
導率が向上し、またクラックの進展が抑制されるこ
とを確認した。
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Zr-Cr 系合金及び水素化物の組織
Zr-Cr 系では Zr 水素化物を ZrCr2 相が薄く
取り囲む微細組織が得られ、水素化後もこの
分布は大きく変わらない。
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Zr-Cr 系における硬さ・破壊靭性の向上


社会実装と実用化への可能性






・核融合炉用中性子遮蔽材
・ホウ素捕獲療法（BNCT）用中性子装置における
遮蔽材
・核燃料及び使用済燃料輸送体における遮蔽材
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以下のような分野への応用が考えられる。
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Zr-Cr 系における熱伝導率の向上

特

許

特許出願済

論

文

T. Tanaka, H. Muta et al, Applicability of hydride materials for radiation shielding in helical
reactor FFHR-d1 , Fusion Science Technol., 68 (2015) 705.

参考 URL
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水素化物、中性子遮蔽材、放射線遮蔽材

ライフサイエン ス

ライフサイエンス／ナノテクノロジー・材料

結晶化技術を駆使した新機能材料の開発
工学研究科

教授

森

電気電子情報工学専攻

勇介
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
森研究室では、将来のエネルギー問題や高度情報
化社会に対応できる基板材料となる新機能材料の開
発、特に新波長変換光学結晶、高品質半導体結晶、
有機非線形光学結晶、タンパク質結晶の育成に関す
る研究を行っている。
特に、様々な省エネルギー技術の基盤となる窒化
ガリウム GaN 半導体の高品質結晶化において、
「Na
フラックス法」や「OVPE 法」という全く新しい
GaN 結晶の育成方法を 開発し、世界で最も高品質
な GaN 結晶育成に成功している。
また、
半導体微細化に必須の全固体短波長紫外レー
ザー光源についても「CsLiB6O10（CLBO）
」という
全く新しい波長変換結晶を発見・開発し、世界で最
も高出力な 短波長レーザー光発生に成功した。
さらには、レーザー照射により結晶核を発生させ、
溶液攪拌により 高品質大型結晶化を実現するとい
う、従来の概念とは全く異なる新しいタンパク質結
晶化技術を開発し、創薬分野へ展開、貢献を目指し

液相成長法による GaN 結晶の育成

非線形光学結晶の開発と UV レーザー応用

ている。

社会実装と実用化への可能性
これからの「低炭素社会」、「高度情報化安全安心
社会」、
「高齢化社会」を迎えるにあたり、結晶化技
術を駆使した機能性材料の研究開発による社会貢献
を目指し、
（株）創晶をはじめとした大学発ベンチャー
を設立、社会実装に向けた取り組みを加速している。

タンパク質結晶の育成

特

許

多数出願済

論

文

Y. Mori, M. Imanishi, . Murakami, and M. Yoshimura, Japplied Physics, Vol.58, No.SC,
pp.SC0803-1/10 (2019.05)

参考 URL
キーワード

http://crystal.pwr.eng.osaka-u.ac.jp/
結晶化、機能性材料、GaN、全固体レーザー、タンパク質
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ナノテクノロジー・材料／ものづくり技術
ナノテクノロジー・材料

インダンジオン二量体からなる
刺激応答性材料
大学院工学研究科

燒山

准教授

応用化学専攻

佑美

ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性

ሠਙ౫મ
ಹऩ౫મ

多くの細孔を持ち、物質の貯蔵や放出に利用でき
る材料を、多孔性材料といい、活性炭やゼオライト
等が例に挙げられる。また、金属イオンと有機配位
子間の配位結合を利用して、活性炭等では困難な、

ものづくり技術

細孔径や細孔内環境等の精密設計を実現した細孔性
高分子錯体（MOF or PCP）も多孔性材料の一種で
ある。細孔性高分子錯体は、多様な機能を有するも
のの、構造が固く柔軟性に欠ける他、複数の成分で
構成されているため、一度分解すると再利用するこ
とができない処が欠点であろう。
我々は、細孔の精密設計と柔軟性を両立する材料
の開発を目指し、インダンの誘導体であるインダン
ジオン二量体に着目した。インダンジオン二量体は
ねじれ X 型構造を有し、その結晶は、結晶性を保持
したまま分子の放出・再取込みを行う。従って物質
の貯蔵や放出に適用できる。また、単分子から成る
ため、単純な再結晶で再利用もできる。更に、結晶
中の強固なパッキングにより、テフロンと同程度の
熱安定性を有する点も魅力的である。

ણਙຍ

められる性能や研究の進展如何にもよるが、電池材
料やエネルギー貯蔵の他、センサー、光接着剤、高
機能フィルター等への応用が考えられる。
特

許

論

文
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社会実装と実用化への可能性
インダンジオン二量体は、合成が簡便で、且つ空
気中で安定であり、長期保存ができる。しかも、そ
の開裂活性の利用によって、多様な構造・機能変化
が可能である。社会実装及び実用化に関しては、求
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刺激応答性、インダンジオン、弱い分子間相互作用、分子結晶、スイッチング、分子認識、熱安定性

ナノテクノロジー・材料

塗布薄膜ホログラフィック光学フィルム
の開発と、その応用
工学研究科

助教

電気電子情報工学専攻

吉田

浩之
ナノテクノロジー・材料

特徴・独自性
従来、光学機器における光の制御にはレンズやミ
ラーなどの古典的素子が使われていたが、最近では、
特に小型軽量な回折型の光学素子が用いられること
も多くなってきた。但し、これらの回折型光学素子で
は、光波長程度の極めて微細な周期構造を材料中に
作りこむ必要があり、大型化が極めて困難であった。
吉田助教のチームは、コレステリック液晶という
特殊な液晶材料を用いることにより、基材上に二次
元配向パターンさえ形成すれば、この基材に上記液
晶を塗布するのみで、自己形成的に微細な三次元構
造が構築でき、所望の光学特性を得られることを見
出し、この技術によって、安価に大きなサイズのホ

図1

原理

ログラフィック光学素子を製造できることを実証し
た。本技術によれば、基材上の二次元パターンの配
置を変更することで、様々な光学特性をもつホログ
ラフィック光学素子を容易に製造することが可能で
あり、また、塗布成膜製造が可能であることから、
ロールツーロールの大量生産で、大画面の光学素子
を製造することが可能となる。

社会実装と実用化への可能性

図2

実験装置

図3

応用分野

本技術を使用すれば、AR/VR 用の眼鏡型デバイ
スなどに用いる薄型軽量の光学素子を安価に生産す
ることが可能であり、さらには、様々な光学特性を
薄膜にて実現できること、大画面化が容易である特
徴を生かして、透明ディスプレイや、照明機器、将
来的には３D ディスプレイなどへの応用も可能であ
ると考えられる。
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論

文

参考 URL
キーワード

PCT/JP2016-06621、US15/579158、EP16803395.5、特願 2016-227847
「Planar optics with patterned chiral liquid crystals」Nature Photonics, 10, 389 (2016)
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