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 概要および発表内容 
大阪大学産業科学研究所（産研）では、毎月の定例記者会見を実施しています。産研は文字どおり「産業に生かす科

学」を目的として、「材料」「情報」「生体」および「ナノテクノロジー」の領域において基礎から応用に至る広い分野で研究・教
育を推進し、産学連携への貢献を目指しています。記者会見では、最新の研究動向、成果、今後の発展等について、分か
りやすく情報を発信します。第51回の定例会見を以下のとおり実施しますので、ご参加ください。 

【 開 催 日 時 】 9月19日（火） 15時00分から  
【 開 催 場 所 】 大阪富国生命ビル ４FルームF 

関野 徹 
せきの とおる 

大阪大学 産業科学研究所  

所長補佐 教授 

人・環境と物質をつなぐイノベー

ション創出ダイナミック・アライア

ンス委員長 

【発表1】ネットワーク型「物質・デバイス領域共同研究拠点」と
「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナミッ
ク・アライアンス」の連動型プログラム 
ー若手・学生が主体的に推進する共同研究ー 

【概要】 
大阪大学産業科学研究所は国内の４つの附置研究所（北海道大学電子科学

研究所、東北大学多元物質科学研究所、東京工業大学科学技術創成研究院 
化学生命科学研究所、九州大学先導物質化学研究所）とネットワーク型の「物
質・デバイス領域共同研究拠点」を形成し、国内外の大学・研究所・企業等の研
究者と共に実施する共同研究をプロモートしています。それと連動させるかたち
で、この５附置研究所間では「人・環境と物質をつなぐイノベーション創出ダイナ
ミック・アライアンス」事業による研究所横断型の共同研究を始めとした様々な共
同研究プログラムを平成２８年度から実施しています。 
この取り組みでは、

５附置研究所教員が
受入共同研究者とな
り実施する研究（基盤
共同研究・展開共同
研究）や、研究室主
宰教員が中心となっ
て実施する研究所間
共同研究（ダイナミッ
ク・アライアンス共同
研究）を行う一方で、
次世代を担う若手研
究者や大学院生へも
様々なプログラムを提
供しています。 
例えば、研究者の

長期滞在型共同研究を実施する「COREラボ共同研究」では、研究資金のほか、
研究実施場所の提供を行っています。また、大学院生を研究リーダー（拠点卓越
学生研究員）として迎えて共同研究を実施する「次世代若手共同研究」は、研究
費の支援のみならず、最先端の研究環境が整っている５附置研究所における実
験を可能としたものであり、国内でも例を見ないユニークな実践型共同研究による
若手研究者育成をも指向したプログラムです。 
会見では、本共同研究拠点およびダイナミック・アライアンス事業概要や「次世

代若手共同研究」のプログラムなどを紹介します。 
 

    産業科学研究所 定例記者会見(第 51 回) 
 

     【9月 19日（火） 15時 00分～＠大阪富国生命ビル ４Fルーム F】 

本内容の報道は会見終了後まで 

お控え頂きますようお願い申し上げます。 

 
図 物質・デバイス領域共同研究拠点とダイナミック・アライアン

ス事業との連動型共同研究プログラム概要 



                         

  

【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
 本事業の取り組みにより、卓越した分野横断型共同研究成果の創出のみなら
ず、次世代の物質・デバイス分野などを担う大学院生に、自ら研究リーダーとして
計画立案・実施・総括まで参加できる実践型研究トレーニング（On the Research 
Training）環境を与えることができるため、優れた若手研究者育成と輩出が期待さ
れます。 
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【発表2】らせん型機能分子の実用的合成法を確立 

【成果のポイント】 
 [6]ヘリセンの内側に酸素官能基を含む基盤骨格

である1-[6]へリセノールを世界で初めて合成し、こ
の基盤化合物かららせん型リン含有不斉配位子、
硫黄含有らせん化合物合成に展開。 

 光学活性ヘリセンを大量合成することは困難で、
内部に官能基を有するものも殆どなかった。 

 らせん型分子を鍵とする合成化学、材料科学への
応用が期待される。 

【概要】 
 大阪大学産業科学研究所の鈴木健之准教授、周大
揚助教らの研究グループは、岩手医科大学薬学部河
野富一教授、辻原哲也助教との共同研究により、らせ
ん型機能分子の実用的合成法を確立しました。 
 この基盤技術を基に創製したらせん型不斉配位子※1

は高い不斉認識能を有することが明らかとなりました。ま
た含硫黄複素環を有するヘテロヘリセン※2の合成にも
成功しました。 
 ベンゼン環をオルト位で縮合すると６個で一周し、ヘリ
セン※3というらせん型構造をとる分子になります。このらせん構造由来の右巻き、
左巻き分子は光学的に逆の性質を示します。 
 このたび、本研究グループは、ヘリセンの内側に酸素官能基を含む基盤骨格で
ある1-[6]へリセノールを世界で初めて合成し、光学活性体として数グラムスケー
ルで合成する方法を発表しました。この技術を基に合成された、リン元素を含有
するハイブリッドヘリセンは、パラジウムを用いる不斉触媒反応の不斉配位子として
高い選択性を示します。また今回、硫黄元素を含むヘテロヘリセンの合成にも成
功しました。（図） 硫黄元素を[6]ヘリセンの内側に含む化合物は世界初の例とな
ります。 
 このようにらせん型構造を有する機能性分子の鍵化合物合成が可能になったこ
とで、従来の不斉炭素を基盤とする機能性材料とは異なる性質を有する機能性
分子が開発されると期待されます。 
 本研究成果は、米国科学誌「Organic Letters」に、6月7日（水）に公開されまし
た。 
 
【研究の背景】 
 これまで、ヘリセン骨格を有する不斉配位子等の機能性分子の研究はヘリセン
骨格の外側に官能基を有するものなどが知られていましたが、内部に機能性官
能基を有するものはごくわずかでした。我々はヘリセン特有のらせん型不斉環境
の特長を活かすには内部に機能性官能基を有する化合物が重要と考え検討を
重ねた結果、最近その基盤骨格となる1-[6]へリセノールを光学活性体として数
グラムスケールで合成する方法を見出しました。鍵となったのはNi触媒を用いる3
個の三重結合を有する前駆体からの10グラムスケールでの環化反応の成功で
す。本環化反応はヘリセンを合成する一般的な手法の一つですが、我々が行っ
たヘリセン合成は現在のところ世界最大のスケールでの実施となります。なお、こ
の前駆体合成には当研究所で開発された萩原-薗頭クロスカップリング※4反応が
利用されています。 
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【特記事項】 
 本研究成果は、米国科学誌「Organic Letters」に、6月7日（水）に公開されまし
た。 
タイトル：“Helically Chiral 1-Sulfur-Functionalized [6]Helicene: Synthesis, Optical    
      Resolution, and Functionalization” 
著者名：Tsujihara, T.; Zhou, D.-Y.; Suzuki, T.; Tamura, S.; Kawano, T. 
 
 なお、本研究は物質・デバイス領域共同研究拠点：人・環境と物質をつなぐイノ
ベーション創出ダイナミック・アライアンスにおける基盤共同研究の一環として、岩
手医科大学 薬学部河野富一教授の協力を得て行われました。 
 
【用語解説】 
※1 不斉配位子  

錯体の中心金属原子に配位結合している原子団を配位子(リガンド)といい、
その配位子の鏡像と重ね合わせることができない、すなわち鏡像異性体を
持ちうる場合、不斉配位子という。ノーベル化学賞を受賞した野依良治博
士が発明したＢＩＮＡＰ配位子が代表的な例。 

 
※2 ヘテロヘリセン  

ヘテロ元素は有機化学の分野で炭素、水素以外の元素の総称を指し、ヘリ
センを構成する元素のうち炭素、水素が他の元素で置き換わったものをヘ
テロヘリセンという。 

 
※3 ヘリセン  

5個以上のベンゼン環が互いにオルト位で縮環すると末端ベンゼン環上の
水素またはベンゼン環自身の立体反発のために平面構造が取れずらせん
構造を持つことになる。このような分子の総称。5個のベンゼン環からなるヘ
リセンは室温で徐々にラセミ化する。2015年に東京大学藤田誠教授、山形
大学村瀬隆史准教授が合成した[16]ヘリセンが40年ぶりに記録を更新。そ
れまでの最高は1975年のMartinらによって合成された[14]ヘリセン。 

 
※4 萩原（はぎはら）-薗頭（そのがしら）クロスカップリング反応 

パラジウム触媒を用いた末端アルキンとsp2炭素のクロスカップリング反応。
ノーベル化学賞を受賞した鈴木-宮浦クロスカップリングや根岸クロスカップリ
ング、溝呂木-ヘック反応等の代表的なクロスカップリング反応と同タイプの
反応。 
 

【研究者のコメント】 

  最近、名古屋大学の伊丹健一郎教授により発明されたカーボンナノベルト等

美しい形を有する機能性分子の開発研究が注目されています。一見、単純な形

を有する低分子も実際の合成は簡単ではなく、困難を伴うが挑戦しがいのある課

題です。今回見出したらせん型分子を基にした新たな美しい機能性分子が続々

生まれてくることが楽しみです。 
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【発表3】世界初！シリコン断崖側面構造の原子レベル観察に成功 

【成果のポイント】 
 原子レベルで平坦・清浄化したシリコン断崖側面構造の直接顕微観察に成

功。  
 独自のデバイス加工技術と表面科学技術の３次元展開により、これまで実現

していなかった加工立体構造の形状を工夫することで可能に。  
 原子レベルで制御された側面を利用した立体超集積回路の構築の推進に期

待。  
【概要】 
大阪大学産業科学研究所の田中秀和

教授、服部梓助教の研究グループ、及び
奈良先端科学技術大学院大学物質創
成科学研究科の大門寛教授、服部賢准
教授、楊昊宇（大学院生）、大畑慧訓（大
学院生）、竹本昌平（大学院生）のグルー
プは共同で、原子分解能をもつ走査トンネ
ル顕微鏡※1を用いて、デバイス加工後の
シリコン切削側面※2表面を原子レベルで
平坦かつ清浄にし得ることを世界で初め
て明らかにしました（図1）。 
これまでデバイス加工後の側面表面の

顕微評価はナノメートル程度の分解能を
もつ走査電子顕微鏡でしかなされておら
ず、精密なデバイス加工を施しても、顕微
プローブが加工構造と干渉するため、原
子レベルでの評価はなされておらず、デバ
イス性能を十分に発揮できていませんでした。 
今回、本研究グループは、デバイス形状を顕微プローブと干渉しない加工構造

に調整することにより、原子レベルでのデバイス加工側面の顕微観察に成功し、
加工側面表面を平坦かつ清浄にし得ることを示しました。これにより、原子レベル
での側面加工の確度の向上、及び精密側面を利用した立体超集積回路の構築
の推進が期待されます。 
本研究成果は、科学誌「Japan Journal of Applied Physics」に近日中に公開予

定です。（記者会見でお知らせいたします）。 
 
【研究の背景・内容】 
シリコンテクノロジーの一端であるエッチング技術を用いたデバイスの三次元立

体加工では、加工後の側面表面への配線を利用したムーアの法則※3の先を目
指す超高密度化が期待されています。加工後の側面表面の平坦性や清浄度の
確保はデバイス構築で重要な要素技術であるものの、今まで原子レベルでの直
接的な顕微観察はなされておらず、側面表面に構築するヘテロ構造界面での伝
導特性の向上を目指した側面調整の基盤は整っていませんでした。 
一般的に使用される走査電子顕微鏡はナノメートル程度の分解能しかないた

め微細な評価はできません。また原子分解能をもつ透過電子顕微鏡は正面から
側面表面を観察できないため適切な評価方法ではありません。原子分解能をも
つ走査トンネル顕微鏡は正面から側面表面を観察する有用な評価法ですが、通
常の三次元立体加工側面では、その幾何学的配置関係から顕微プローブは下
地基板と干渉するため、顕微観察は不可能でした。 
研究グループは、これまでに共同で構築してきた側面表面の原子レベルでの

加工調整技術、及び電子ビーム回折※4測定による広域側面の平均的な原子配
列評価技術を発展させ、今回、三次元立体加工にサブミリメートルの深堀技術を
併用することにより顕微プローブの干渉問題を回避し、走査トンネル顕微鏡を用い
たシリコン側面表面の原子スケールでの評価を実現しました。その結果、良く調整
された三次元エッチング加工条件においては、シリコン側面表面が原子レベルで
平坦・清浄なステップ・テラス構造※5をもつこと（図1）を解明しました。 

 
 
 

 
図１ 

シリコン基板エッチング処理・加熱処理

後の切削側面の走査トンネル顕微鏡像 



                         

  

【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
 本研究成果により、ムーアの法則の先を目指す立体超集積回路の構築の推
進、即ちエッチング技術を用いたデバイス三次元立体加工の原子レベルでの側
面構造作製技術の発展、更には側面表面を土台にしたトランジスタ構造の基礎と
なるヘテロ構造界面での伝導特性の向上が期待されます。 
 
【特記事項】 
本研究成果は、近日中に科学誌「Japan Journal of Applied Physics」（オンライ

ン）に掲載されます。 
タイトル：“Direct observation for atomically flat and ordered vertical {111}  

     side-surfaces on three-dimensionally figured Si(110) substrate   
     using scanning tunneling microscopy” 

著者名：Haoyu Yang, Azusa N. Hattori, Akinori Ohata, Shohei Takemoto, Ken   
      Hattori, Hiroshi Daimon, and Hidekazu Tanaka 
 
なお、本研究は物質・デバイス領域共同研究拠点：人・環境と物質をつなぐイノ

ベーション創出ダイナミック・アライアンスにおける次世代若手共同研究(代表：竹
本)の一環として遂行されました。 

 
 
【用語解説】 
※1 走査トンネル顕微鏡 

導電性を有する試料表面に、先の尖った金属探針を原子間距離程度まで
近づけた時に流れるトンネル電流を利用して、試料表面に沿った凹凸を原
子分解能で顕微観察する装置。空間分解能は表面水平方向が約10 pm
（ピコメートル：1兆分の1メートル）以下、垂直方向が約1 pm以下。原子の大
きさは100 pm = 0.1 nm（ナノメートル：10億の1メートル）程度。 

 
※2 切削側面 

シリコン基板表面にレジストをパターン化し、エッチングガスを用いて未レジス
ト部を基板下方向に切削する。レジスト部・未レジスト部の境界が、切削側面
として基板表面垂直に切り出される。エッチング条件を調整しない限り、この
切削側面の凹凸は粗い。 
 

※3 ムーアの法則 
集積回路上のトランジスタ数は18か月毎に2倍に増えるという経験則。

1960年代から提唱され現在までおよそこのトレンド（2017年で細線幅が10 
nm程度）にある。しかし細線幅自身の原子サイズでの限界、リーク電流や揺
らぎなど種々の問題のため、二次元構造を維持した微細化には限界が見え
始めている。 
 

※4 電子ビーム回折 
電子ビームのもつ波動性を利用して、結晶表面の原子配列の周期性を測
定する方法。測定範囲は電子ビーム径。 

 
※5 ステップ・テラス構造 

現実の表面は結晶面からわずかに傾いており、原子一層分の段差（ステッ
プ）と原子レベルで平坦な領域（テラス）の繰り返しで構成される。図1の顕
微鏡像はまさにこのステップ・テラス構造を表している。 
 

【研究者のコメント】 
 原子レベルで平坦で清浄な切削側面を広範囲に作り出すエッチング条件の調
整に苦労しました。この研究が三次元加工した任意の全側面を制御した夢の立
体デバイスの礎となることを確信しています。 
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【発表4】磁性分子中の複雑な電子スピン状態の新たな高精度計算
手法を開発 
-分子スピントロニクス素子開発への応用に向けて- 

【成果のポイント】 
 これまで、磁性分子中の電子スピン状態の理論的解析は、軌道の配位子場

分裂※1や電子間にはたらく多体的な相関効果※2の複雑性により困難だった。 
 本研究で開発した第一原理計算※3により高精度な解析が可能に。 
 磁性分子材料を用いたスピントロニクス素子の理論的設計・開発への応用に

期待。 
【概要】 
大阪大学産業科学研究所の小口多美

夫教授、三重大学大学院工学研究科の
名和憲嗣大学院生と同大学の中村浩次
准教授、ウィスコンシン大学のWeinert（ワ
イナート）教授らの研究グループは、磁性
分子材料の電子及びスピン状態を高精
度に解析・予測するための第一原理計算
手法の開発に成功しました。磁性分子が
持つ物性の起因となるd軌道やf軌道の電
子スピン状態は、従来の第一原理的手法
では計算精度に信頼性を欠く場合があり、
高精度な磁性分子の物性予測を可能と
する第一原理計算手法の開発が求めら
れていました。本成果により、分子スピント
ロニクス素子開発の発展に向けた新規磁
性分子素子を予測するための、重要な理
論的手法が確立されました。 

 
【研究の背景・内容】 
電子が持つ二つの自由度である電荷とスピンの両者を組み合わせてデバイス

へと応用するスピントロニクス技術の研究は、近年、精力的に行われており、高速
且つ低消費電力を兼ね備えた素子が実現できるとして注目されています。中でも
金属元素を含む磁性分子により構成される素子は、単一分子レベルで固有の機
能を担うことができることから更なる小型化も期待され、分子スピントロニクスは、
究極の磁性材料としての関心が高まっています。この技術を応用した高性能素子
の設計・開発には、磁性分子が持つ性質の起源となる電子スピン状態を理解す
ることが不可欠であり、第一原理計算を用いた理論的アプローチが求められま
す。一方、その電子スピン状態に関する第一原理計算において、電子軌道の配
位子場分裂や電子間にはたらく相関効果の複雑性のために、密度汎関数理論
(DFT)※4の適用に限界があることが知られています。実際、基底状態の電子スピ
ン状態でさえも、実験と理論計算との両者間で整合性がとれない場合が多く、高
い精度での磁性分子材料の理論的設計を行うためには、これらの障害を克服す
ることが求められていました。 
共同研究グループは、独自に開発してきたFLAPW法※5を用い、考えられるあら

ゆる電子スピン状態（図1(b)）の全エネルギー計算を行うことで、高精度に電子ス
ピン状態を解析し、基底状態を探索することができる新たな第一原理計算手法の
開発を行いました。さらに、電子間相関効果の取り扱いを工夫し、相関効果の程
度を示す有効オンサイトクーロン相互作用力を定量的に導出し、DFT+U法※6に基
づき多体効果を考慮しました。一般的に、この相互作用力は定性的または経験
的に与えられることが多く、それ故、誤った性質の予測に繋がるというリスクがあり
ました。さらに、同手法をメタロセン分子（図1(a)）※7に適用した結果、安定な電子
スピン状態やその起源を、世界で初めて、理論的に解明することに成功し、磁性
分子材料における種々の物性予測のための新たな計算手法を確立しました。 
 
【本研究成果が社会に与える影響（本研究成果の意義）】 
今回の研究は、単一磁性分子の電子スピン状態を高精度に解析し、それに起

因する種々の性質や現象を予測することを可能とした理論計算手法を開発したも

 

図 1.(a)メタロセン分子構造と配位子場

分裂した遷移金属の d 軌道。 (b)Mn 原

子を含む系(d5)における考えられる電子

スピン状態の一例。 

 



                         

  

のです。今後、単分子磁石を用いた不揮発性分子メモリや量子コンピュータ等の
実用的な磁性分子素子の研究開発への展開が期待されます。 
 
【特記事項】 
 本研究は物質・デバイス領域共同研究拠点：人・環境と物質をつなぐイノベー
ション創出ダイナミック・アライアンスにおける次世代若手共同研究（受入教員：大
阪大学産業科学研究所 小口多美夫教授）の一環として行われました。 
 
【用語解説】 
※1 配位子場分裂  

磁性分子中において、金属元素が持つd(f)軌道及びその周りに配位する化
合物（配位子）の軌道との相互作用により軌道が分裂すること。この分裂した
軌道に金属元素のd(f)電子は占有する。電子占有の仕方は、軌道の分裂
幅やHund則、電子間相関効果の強さによって決まる。 
 

※2 相関効果  
多電子系において電子間にはたらく相互作用のこと。厳密には、電子相関エ
ネルギーは実際のエネルギー及びハートリー・フォックエネルギーとの差とし
て定義される。金属元素付近に電子が局在する系ではこの差が大きくなり、
一電子近似を基として構築される密度汎関数理論では、十分な計算精度
が保証されない問題が生じる。 

 
※3 第一原理計算  

量子力学の基本法則に基づき得られる電子状態から物質の諸性質を数値
的に計算する手法。実験データや経験的パラメータは使用しない。 

 
※4 密度汎関数理論 (DFT) 

電子系のエネルギーを電子密度の汎関数として表す理論。実際には多電
子中を運動する電子を、有効的なポテンシャルを感じて運動する一つの電
子と仮定している（一電子近似）。DFTは、この近似に基づく交換相関項を導
入することで、多体問題を一体問題に帰着した理論である。 

 
※5 FLAPW法  

全電子フルポテンシャル線形化補強平面波法。価電子及び内殻の電子状
態も取り扱うことができ、且つ、原子核に由来するポテンシャルに対して球対
称な近似（マフィンティン近似と呼ばれる）を排除した手法。第一原理計算の
中でも最も高精度な手法の一つである。 

 
※6 DFT+U法  

DFT計算において電子間の相関効果を補正するための近似手法。一電子
近似による交換相関項の取り扱いに加え、局在電子に対して、一般ハバード
モデルに倣ってオンサイトにおける量子力学的なクーロン相互作用を導入し
た手法。この手法において、有効オンサイトクーロン相互作用力は電子間の
相関効果の程度を示す重要な変数となる。 

 
※7 メタロセン分子 

図1(a)のような分子構造で、遷移金属元素を中心に、上下にシクロペンタジ
ニル環(C5H5

-)を配位子とする、D5d対称性のπ共役系分子。これまでに
様々な金属元素を中心に配位させたメタロセン分子が報告されており、金属
元素種に依存して電気的、磁気的性質が変化することから、分子スピントロ
ニクス材料として有望な物質の一つとして知られる。 

 
【研究者のコメント】 
 コンピュータを用いた理論的な材料予測・設計は、次世代を担う新たなデバイス
創出への指針を与える、極めて重要な役割を担っています。従って、計算精度の
高さは、予測された材料の実用化の可能性と直結する指標であり、分子スピントロ
ニクス素子開発に向けて、本研究で開発した手法の今後の応用が期待されま
す。 


