
簡単な分子構造の有機化合物で実現した室温強誘電性 光技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
先端的光電子材料の開発研究として、水素結合とパイ電子

骨格を併せ持つ単成分型有機物クロコン酸結晶で 室温強誘
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骨格を併せ持つ単成分型有機物クロコン酸結晶で、室温強誘
電性の実現に成功した。400Ｋ以上のキュリー点、チタン酸バリ
ウム(26μC/cm2)に迫る自発分極性能（21μC/cm2、高分子を
も上回る）は有機系物質としては 高レベルである。
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【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-2-(2)-③ フレキシブル光デバイス技術の開発

・光インターフェースを革新する要になると期待される先端的 図１ クロコン酸の強誘電性と化学的機構
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・光インターフェースを革新する要になると期待される先端的

光電子材料とそのデバイス化技術として研究開発を行う。超分

子強誘電体において、従来の2成分型から単成分型で強誘電

性機能を発現させるための分子設計を行い プロセスの簡略

図１ クロコン酸の強誘電性と化学的機構
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性機能を発現させるための分子設計を行い、プロセスの簡略

化が可能な優れた有機材料を創製する。

【開発技術の用途】 10
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・有機強誘電体の高性能化への材料設計
・フレキシブルな有機メモリーやセンサー
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図２ 有機強誘電体の性能の比較

キュリー点 Tc (K)



カーボンナノチューブ・シリコンフォトニクスハイブリッド光デバイス 光技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
積層型光集積回路作製が可能なアモルファスシリコンを

用いた光導波路技術、特に、シリコン光導波路とポリイミド

ポリイミドコア(n : 1.58) 
- 1.5μm×1.5μm 

ポキシク ド

CNT含有ポリイミドコア
- 1.5μm×1.5μm 

用 た光導波路技術、特 、シリ ン光導波路 ポリイ ド
光導波路の低損失結合技術の開発に成功した。

この技術と産総研で発見したカーボンナノチューブの光非
線形効果、また、開発してきたカーボンナノチューブのポリ
イミド中分散技術、ポリイミドの光導波路作製技術を組み合

シリコンコア(n : 3.53)
- 750nm×165nm
- テーパ長 300μm 

エポキシクラッド
(n : 1.45, 膜厚：20μm) 

SiO2クラッド
(n : 1.45,  膜厚 :2.0μm) 

イ 中分散技術、ポリイ 光導波路作製技術を組 合
わせたハイブリッドデバイスを開発した。このデバイスにお
いて光非線形現象を観測した。

【平成２１年度計画との関連】

図１ ハイブリッド型非線形光導波路の構造

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-3-(3)-① 大容量光通信技術の開発

・シリコン光導波路と異種材料のハイブリッド光集積回路を

目指し 以下の研究開発を行う
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目指し、以下の研究開発を行う。

1)積層型シリコン光導波路等の製作技術を進展させ、光ス

イッチングデバイスを実現する。
-20

Tr
an

sm
itt

an

【開発技術の用途】

・超小型デバイスで超高速な光非線形効果を実現できるた
め、超高速通信の光信号処理に利用され、ネットワークの
大容量化に資する
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大容量化に資する。
図２デバイスの透過特性



光ファンクションジェネレータの実現に向けた研究開発 光技術研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
受動タイミング同期及びキャリア位相制御を高精度化し、

1250, 830, 630nmの3波長フェムト秒光パルスのタイミング
とパ 位相を 期 パ 波 整 実験を行 た 光

420nm 500nm 630nm 830nm

同期された多波長

フェムト秒パルス

とパルス位相を同期してパルス波形整形実験を行った。光
ファンクションジェネレータの基本操作である3波のフーリエ
合成に初めて成功し、電界自乗強度で半値幅660as(アト
秒)のインパルスを整形した。また、7fs圧縮レーザーパルス
と高次高調波と 渉計構成 よる相互相関測定装置を
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asと高次高調波との干渉計構成による相互相関測定装置を

開発し、時間ジッタの計測実験を行った。振動等の除去に
より、100as以下の時間分解能を確認した。さらに、合成ア
ト秒パルスの高強度化を可能とする増幅用励起源として、

高平均出力 ムト秒パ イバ 図１相互相関測定による３波の合成電界波形
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50μJ,400kHzの高平均出力フェムト秒パルスYbファイバー
レーザーを開発した。

【平成２１年度計画との関連】

小項目：Ⅱ-4-(1)-② 光フロンティア技術の開発

図１相互相関測定による３波の合成電界波形
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光電界整形 電子の操作技術の創成H21成果

50μJ 40
・3波長フェムト秒光パルスにおける光波位相関係とパルス
タイミングの同時精密制御技術を開発し、フーリエ合成に
よるパルス発生・波形整形の実証実験を行う。また、複数
光パルス間の相互相関測定方式に基づく微弱信号検出等
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400-2500nm, 6波の5fsパルス合成波形の例
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W

の技術を開発し、超短パルス光計測及び制御におけるアト
秒領域の時間分解性能を実現する。
【開発技術の用途】
・加速器等における精密時刻合わせ、光クロック配信

Ybファイバー
増幅器

光FG
出力

SHG
高強度化
パラメトリック

増幅
多波長合成光
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・光通信、バイオ等における超高速現象や機能の計測
・難加工材料の高精度なフェムト秒レーザー加工 図２光ファンクションジェネレータの構想と

高出力励起源Ybファイバーレーザー



超小型バッテリーのオンデマンド印刷製造技術の研究 ナノテクノロジー研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
従来のものづくりとは異なる、圧倒的に省資源省エネルギー

な 材料レベルからのオンデマンド製造技術の構築を目指して

従来

な、材料レベルからのオンデマンド製造技術の構築を目指して
いる。

ワイヤレスセンサネットワークのノードの体積の小型化には、
二次電池の小型軽量化が必要とされている。スーパーインク
ジェット技術と金属超微粒子インクを用いて 基板上にマイクロ

素材・材料 加工 組み立て

オンデマンド法

ジェット技術と金属超微粒子インクを用いて、基板上にマイクロ
メートルサイズの金属柱を直接その場形成し、それをそのまま
基板上で電気化学反応によって電極に形成することにより、超
小型プリンタブルバッテリーを作成する事に成功した。作成さ
れた電池は 立体構造型電極を有するために 通常の平板電 図１従来のものづくり法とオンデマンド製造法

合成・プロセス・デバイス化の
一環統合化

部品または
終製品

れた電池は、立体構造型電極を有するために、通常の平板電
極電池に比べて、高い充電効率を有することを確認した。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-1-(1)-② オンデマンドマニュファクチャリング技術

図１従来のものづくり法とオンデマンド製造法

インクジェットにより銀の柱を形成
小項目：Ⅲ 1 (1) ② オンデマンドマニュファクチャリング技術
の開発
・インクジェットなどを用いた、オンデマンド製造技術の実現の
ため、基板上で目的の材料を合成し、そのままパターニングす
る技術の実現を目指す

電気化学反応により酸化銀と、
亜鉛電極を形成し、電池完成る技術の実現を目指す。

【開発技術の用途】

・無線式データ収集型センサ機器の小型化
・様々な ユビキタスエレクトロニクス機器の小型化

亜鉛電極を形成し、電池完成

基板上でオンデマンド形成し
た超小型電池電極の例
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様々な、ユビキタスエレクトロニクス機器の小型化

図２印刷形成した超小型バッテリー電極



低温作動型マイクロSOFC技術（高効率マイクロ燃料電池モジュール開発）
先進製造プロセス研究部門

平成２１年度の主な研究成果

先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
・SOFC製造技術として、従来になかった薄膜電解質と高
気孔率の電極構造を持ったジルコニア系SOFC製造技術 空気極

ジルコニア 燃料極

セルレベルで世界 高級の発電密度達成 -
1.1W/cm2＠600℃

気孔率の電極構造を持ったジルコニア系SOFC製造技術
を実現。
・さらに、SOFCの燃料極の気孔率を変化させ、気孔率54%
で電極抵抗を1/30にまで低減することができ、600℃以下
で世界 高の発電密度となる1 1W/cm2の電力を セルレ

多孔質
燃料極

空気極

1W発電

空気極

電解質１μm

気孔率54％
で世界 高の発電密度となる1.1W/cm2の電力を、セルレ
ベルで確認。
・さらに600～650℃の低温で作動可能、且つ急速作動停
止が可能なチューブ集積型とハニカム型のコンパクトな
2kW/L級SOFCモジュール製造技術を開発

2009年8月14日に米国科学誌“Science”に掲載

1W発電
チューブSOFC電極構造制御による低温での

セル抵抗低減技術

図１ナノ～ミクロ電極構造制御による
2kW/L級SOFCモジュール製造技術を開発。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-1-(1)-③ 製品の高付加価値化を実現するフ
レキシブル製造技術の開発

→ 数百W級チューブ集積型マイクロ
ＳＯＦＣモジュール（プロトタイプ）

低温作動型マイクロSOFC製造技術

レキシブル製造技術の開発
・多孔/緻密質のナノ構造制御多層構造体が3次元集積
化した機能モジュールを実現し、発電出力密度1kW/L級
等の高性能セラミックスリアクタを作製する。

→ 数十W級ハニカム型マイクロ
ＳＯＦＣモジュール

【開発技術の用途】

・家庭用分散電源
・移動電子機器用電源
・可搬型クリーン電源

2010年4月
“日経ものづ
くり”誌等に
成果掲載
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図２ コンパクトで低温運転可能な
新規SOFCモジュール製造技術

可搬型クリ ン電源
・自動車補助電源等の発電用コアモジュール



エアロゾルデポジション法による全固体Li電池の試作と評価 先進製造プロセス研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【 究成 】【研究成果の概要】
エアロゾルデポジション法を適用した全固体Ｌｉ電池の試

作および薄膜電池としての動作に成功した。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-1-(2)-① 省エネルギー・高効率製造技術の
開発

ゾ デポジ 法 は 全固体 電池・エアロゾルデポジション法については、全固体Li電池の
第一次試作と評価を完了する。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】

・全固体Li電池の性能向上による、電気自動車普及等の
低炭素社会への貢献
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図１：酸化物系で全固体薄膜電池の動作確認



平成２１年度の主な研究成果

セラミックス部材に関する高効率・省エネルギー・高付加価値製造プロセス技術の開発

先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
計量 鋳込み成形

脱

計量 鋳込み成形

脱

製造時間の比較

先進製造プロセス研究部門

【研究成果の概要】
・製造時間で従来の約1/5、消費エネルギー量を約1/3に圧
縮した高効率・省エネルギー型のセラミックス製造プロセス
技術の開発に成功した。
・開発プロセスは、従来よりも200℃低温での緻密化及び1.5

乾燥 ・ 脱型
脱
脂

コンパクトプロセス

粉砕・
混合

従来
プロセス

開発
プロセス

焼成

統合化

乾燥 ・ 脱型
脱
脂

コンパクトプロセス

粉砕・
混合

従来
プロセス

開発
プロセス

焼成

統合化

開発 は、従来よりも 低温での緻密化及び
倍の機械強度を持つ高付加価値な部材製造技術であるこ
とを確認した。

【平成２１年度計画との関連】 図１セラミックス製造に係る製造時間 開発プロ
製造時間, Pp / h

0 10 20 30 40 50 60

計量

プロセス

製造時間, Pp / h
0 10 20 30 40 50 60

計量

プロセス

【平成 年度計画 関連】
小項目：Ⅲ-1-(2)-① 省エネルギー・高効率製造技術の開
発
・開発を進めた高効率なスラリー調製技術とマイクロ波加熱
技術を統合化し、製造時間及びエネルギー消費量と部材特

図１セラミックス製造に係る製造時間。開発プロ
セスにより、従来の1/5の製造時間を達成。

高効率スラリー
調製技術

スラリーを崩壊
式成形型に導入

マイクロ波照射

開発したプロセスの概略

開発プロセス開発プロセス

技術を統合 、製造時間及 ギ 消費 部材特
性を検証、開発した製造プロセスの優位性を実証する。

【開発技術の用途】
・セラミックス製品の生産性向上

調製技術

炉内にて
成形

炉内にて
成形

炉内にて
成形

式成形型に導入

・調製時間の短縮

5 µm5 µm5 µm

製
・セラミックス製品の高付加価値化
・省エネルギー製造によるCO2ガスの削減

成形
乾燥
焼結

型材は
再利用可能

成形
乾燥
焼結

型材は
再利用可能

成形
乾燥
焼結

型材は
再利用可能

・従来より200℃低温で
緻密化

（消費エネルギー低減）
倍 械

新規部材製造プロセス新規部材製造プロセス
の提案に成功！の提案に成功！

調製時間の短縮
・高分散、低凝集性

スラリーの実現
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製品化製品化製品化

費 減
・従来比1.5倍の機械強度

図２開発プロセスの概略図。



オンデマンド微細配線描画を実現する工業用インクジェット技術 先進製造プロセス研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・インクジェットを行うことで、重ね塗りすることなくア
スペクト比(配線厚/配線幅)が1以上、線幅10μm以
下の微細導体パターンを10mm/secの速さで描画す 微

形状付与 機能付与

下の微細導体パターンを10mm/secの速さで描画す
ることに成功。
・数百μm描画中にレーザー照射の段差がある凹
凸基板や異なる材質、表面が粗い基板上に、基板
表面状態の影響をほとんど受けずに 単位長さあた

微
細
電
子
デ

素
材
投
入

表面状態の影響をほとんど受けずに、単位長さあた
りの配線抵抗を１／１０に低減した配線パターンの
描画に成功した。

【平成２１年度計画との関連】 図１ 微細デバイスのオンデマンド フレキシブル製造

分割型順送
マイクロプレス

小型化AD
プロセス

熱処理
インクジェット

配線
分割型順送

マイクロプレス
小型化AD
プロセス

熱処理
インクジェット

配線
分割型順送

マイクロプレス
小型化AD
プロセス

熱処理
インクジェット

配線 バ
イ
ス

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-1-(2)-① 省エネルギー・高効率製造技
術の開発
・レーザーインクジェット法については、より実用的
なシステムを実現するためにマルチヘッド化 2次元

図１：微細デバイスのオンデマンド・フレキシブル製造

なシステムを実現するためにマルチヘッド化、2次元
描画の実現を目指す。また、金型寿命については、
実証レベルの評価試験を実施、各要素工程全体の
統合化を図り、省エネ性の検証も含め、第2期中期
計画の目標を達成する計画の目標を達成する。

【開発技術の用途】

・電子部品の高密度実装
・液晶パネル等 大面積微細デバイスの補修
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液晶パネル等、大面積微細デバイスの補修
・微細医療機器の開発
・フレキシブルデバイス

図２：レーザー援用インクジェット法による

高アスペクト微細配線描画



有機ナノチューブゲルへのタンパク質の包接による機能安定化を達成

ナノチ ブ応用研究センタ

平成２１年度の主な研究成果

ナノチューブ応用研究センター

【研究成果の概要】
・有機ナノチューブ（ＯＮＴ）が水を抱き込んだ網目状構造からな・有機ナノチューブ（ＯＮＴ）が水を抱き込んだ網目状構造からな
るヒドロゲル系ソフト材料（ＯＮＴゲル）を形成することを明らかに
した。
・ＯＮＴゲルのチューブ内ナノ空間にタンパク質を内包化すること
で タンパク質の熱や変性剤に対する安定性が 著しく増大した 有機ナノチューブ（ＯＮＴ）の網目が

独立したナノ空間 ONTゲル

で、タンパク質の熱や変性剤に対する安定性が、著しく増大した。
・通常、３０℃以上で変性する緑色蛍光タンパク（GFP）が、ナノ
チューブの分解温度（５５℃以上）まで全く変性しないことを発見。

【平成２１年度計画との関連】

有機ナノチュ ブ（ＯＮＴ）の網目が
形成するヒドロゲル（ＯＮＴゲル）

pH 8.2 蛍光

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-2-(1)-① ボトムアップ法の高度制御技術の開発
・第1期、第2期を通じて開発してきたナノチューブ、ナノファイ
バーなどのナノ構造体を用い、ガラスキャピラリー中などの微少
空間への実装化やタンパク質との複合化を達成することによっ

ＯＮＴの外
のＧＦＰ

ＯＮＴの内
のＧＦＰ

pH 6.8
空間への実装化やタンパク質との複合化を達成することによっ
て、極微量の生体分子等の超高感度分析を可能にする技術を
開発する。

【開発技術の用途】 ＯＮＴはタンパク質を

変性剤尿素
(6 M)

【開発技術の用途】

・ＤＤＳキャリヤー、薬剤徐放カプセル、ナノリアクター
・バイオ分析用チップにおける生体分子固定化マトリクス

7 日後1 時間後

ＯＮＴはタンパク質を
加熱／変性剤から守る

47

7 日後1 時間後

ＯＮＴゲルのタンパク質安定化効果



究極の光吸収材料を単層カーボンナノチューブで実現 ナノチューブ応用研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・シリコン基板上に単層CNT垂直配向構造体（通称フォ
レスト）を合成レスト）を合成。
・フォレストの厚み、密度を調整することにより、紫外光
から遠赤外光の非常に広い波長範囲で一様で高い吸
収率を示す光吸収体の開発に成功。
・現在 世界で も黒体に近い材料であるといえる・現在、世界で も黒体に近い材料であるといえる。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-2-(2)-① ナノカーボン構造体の構造制御
技術と機能制御技術の開発

CNTフォレストの垂直配向構造
8インチシリコン基板上に

合成された光吸収体

技術と機能制御技術の開発
・石英以外の連続合成炉の炉材を開発する。スーパー
グロース法のメカニズムを解明し、多様な超高速、効率
成長を実現する。工業的評価手法を確立する。室温で
貼って作成するデバイスの製造プロセスを開発する貼って作成するデバイスの製造プロセスを開発する。
スーパーグロースカーボンナノチューブ固有の用途開
発を行い、スーパーグロースならではの用途を開拓す
る。

【開発技術の用途】

・高効率の光遮へいや高感度の赤外線センサー。
・電子機器の熱管理に向けた高効率の放熱器。
・光・温度標準の校正・評価精度向上を達成する 黒体
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光 温度標準の校正 評価精度向上を達成する、黒体
炉への応用。 CNTフォレストの分光反射率



原子レベルで化学反応の可視化に成功 ナノチューブ応用研究センター

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・収差補正機構を備えた電子顕微鏡による高分解能観察
技術を用いて 単層カーボンナノチューブ中に閉じ込めた技術を用いて、単層カ ボンナノチュ ブ中に閉じ込めた
フラーレン分子の化学反応を可視化。
・フラーレン分子の二量化反応について、反応性と選択性
を原子レベルで解析することに成功。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-2-(2)-① ナノカーボン構造体の構造制御技術
と機能制御技術の開発
・低加速電子顕微鏡の開発においては6回対称非点の低低加速電子顕微鏡の開発においては6回対称非点の低
減を目指し、STEMにおけるさらなる高分解能化・高輝度化
を実現する。TEMにおいては色収差低減および入射電子
線の単色化により、高分解能化・高感度化を目指す。カー
ボン単原子さらにはより軽元素の単原子観察を目指す ま

新方式収差補正機構を搭載した新型電子顕微鏡
（CRESTプロジェクト）

ボン単原子さらにはより軽元素の単原子観察を目指す。ま
た化学組成分析ではK,Caなどの微量元素検出や、原子番
号の近い元素の原子識別などを目標とする。

【開発技術の用途】【開発技術の用途】

・生命の鍵を握る個別分子の反応機構の解明。
・分子間相互作用の動的な解析。
・新薬開発など構造化学に基づく分子設計 電子線照射により二量化がすすみ融合していくC60フラーレン分

子の変化を捉えた電子顕微鏡像（上）と分子のモデル構造（下）。

49
2010年1月11日毎日新聞朝刊に掲載

左から右にかけて電子線照射量が増加し、化学反応が進行し
ている。



先端デバイス中の金属配線を短時間で清浄に露出できる新規プラズマエッチング装置

ナノテクノロジ 研究部門

平成２１年度の主な研究成果

ナノテクノロジー研究部門

【研究成果の概要】
ナノスケール電極の研究遂行において、金属配線の微細化と多層

化を進める上で 信頼性評価に要するコスト・時間が莫大で その節化を進める上で、信頼性評価に要するコスト・時間が莫大で、その節
減が実用化の一つの鍵であることが明らかとなった。そこで、電子顕
微鏡に組み込むことのできる小型局所プラズマエッチング装置 (図1)
と独自の局所エッチング手法を開発した。シリコン系の絶縁層のみを
異方的にエッチングし 多層金属配線が清浄に露出させる(図2)こと異方的にエッチングし、多層金属配線が清浄に露出させる(図2)こと
ができる。本方式は配線幅が100nm以下の 新多層デバイスにも適
応可能であり、デバイス解析分野のブレークスルーにつながり得る。
なお、計画自体も高いレベルで達成している。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-2-(2)-② ナノ現象を活用した革新的エレクトロニクス技
術の開発
・単一分子性金属の三次元的な電子構造を明らかにする プルシア

図１作製した装置の概観

・単 分子性金属の三次元的な電子構造を明らかにする。プルシア
ンブルー型ナノ粒子材料の実用化に向けた耐久性の検討、ナノ粒子
膜の観測を行う。有機テルル分子やシラン化合物の金属表面への結
合の基礎研究と類似分子による応用研究を行う。無機EL素子を粘土
膜上に形成するため有機無機ハイブリッド薄膜を開発する ナノスケ膜上に形成するため有機無機ハイブリッド薄膜を開発する。ナノスケ
ール電極のスイッチング現象の 小構造を探索する。

【開発技術の用途】
・ＬＳＩなどの多層配線試料の配線不良箇所特定
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ＬＳＩなどの多層配線試料の配線不良箇所特定
・電子顕微鏡用試料その場クリーニング
・Ｎ－ＭＥＭＳ用の加工装置 図２多層配線試料への適応例



担持クラスターによる窒素分子からのアンモニア常温合成 ナノテクノロジー研究部門

平成２１年度の主な研究成果

【研究成果の概要】
・鉄とモリブデンの合金をイオンビームスパッタすることにより、鉄と リブデンの合金をイオン ッタする とにより、
これらの元素からなるナノクラスターが生成することを確認した。
・ナノクラスターのみならず、イオンビームスパッタしたタングス
テンやバナジウムの酸化物表面によっても窒素は水分子との
反応で室温でアンモニアに変換されることが明らかとなった。

N2H2O NH3

アンモニアの脱離反応 室温 アン ア 変換される 明ら な た。

【平成２１年度計画との関連】
小項目：Ⅲ-4-(1)-① 高度ナノ操作・計測技術とナノ構造マテ
リアルの創成技術の開発

水の解離吸着

窒素の分子吸着

還元反応

リア 創成技術 開発
・窒素分子を室温でアンモニアに変換しさらに脱離させるため
に、鉄とタングステン等2成分からなるナノクラスター上でのア
ンモニア生成を検討する。またバルク金属表面をクラスター擬
似構造を持つように改質し、それによるマイルドな条件でのア構 を持 う 改質 、そ 条件
ンモニア生成が可能かを検討する。

【開発技術の用途】

・低炭素社会の実現に資するエネルギー消費の少ないアンモ

窒素（N2)は室温で基板上のクラスターに吸着し
て活性化される。活性化された分子は水の水素
と結合して還元される。この反応が進行してアン
モニアが生成し、アンモニアは室温付近でクラ

ニア製造触媒を実現できる。
モ アが生成し、アンモ アは室温付近でクラ
スターから脱離する。同様の反応がタングステ
ン等のバルクの基板上でも起こることが明らか
となった。
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