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第６３回贈呈分（２０２０年度） 

 

１. トポロジカル磁気構造を用いた巨大磁気光学の実現 

 東京大学 工学系研究科 助教 岡村 嘉大 

 

  
(研究経過並びに成果報告) 

本研究は、近年次々と発見されるスキルミオンと呼ばれる特殊な電子スピン構造を利用すること

で、巨大な磁気光学ファラデー・カー回転の実現を目指すものである(図(a，b))。ファラデー・カー

回転といった磁気光学効果は、磁場による光の偏光回転現象として非常に古い歴史をもち、現代で

はアイソレーターの原理として携帯電話などの通信デバイスのキーテクノロジーである。しかしな

がら、これまでの磁気光学効果の研究では、強磁性絶縁体について調べたものがほとんどであり、

物質のバリエーションも非常に狭いため、高効率化する指針は未だに確立されていない。さらには、

近年の通信周波数の高周波化の需要があるにもかかわらず、測定されていない周波数領域も多く存

在しているなど、問題が山積している状況にある。 

そこで本研究では、新しい物質群としてスキルミオンという新奇な磁気構造を示す物質に着目する

ことで、新たな高効率化指針を打ち出す(図(ｂ))。スキルミオンとは一つがナノメートルオーダー

の磁気渦であり、構成するスピンを球面上に射影すると球面の立体角を覆いつくすという、いわば

「トポロジカルな」スピン配列を持つ。こうした特殊なスピン配列がある状況においては、伝導電

子の波動関数にベリー位相と呼ばれる量子力学的な位相が付与され、実効的に物質に対して数十テ

スラもの巨大な「創発」磁場が印加されている状況と等価になる。このため、印加磁場に比例する

磁気光学効果も巨大なものになると期待できる。実際、同様に印加磁場に比例するホール効果（ス

キルミオン由来のため、特にトポロジカルホール効果と呼ばれる）も非常に大きなものが観測され

ている。この創発磁場はスキルミオンが小さいものであればあるほど大きくなるため、本研究では

短周期のスキルミオン格子に焦点を当てることでさらなる巨大化を目指す。 

 

                                                                   

図：(a)磁気光学効果の概念図。(b)スキルミオンの概念図。(c)ヘッジホッグ格子の概念図。(d,e)MnGeに 

おいて測定したテラヘルツホール伝導度スペクトル。(d)実部(e)虚部。(f)MnGeのテラヘルツ領域のファラ

デー回転スペクトル。 
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まず初年度においては、MnGeという合金の薄膜サンプルにおける磁気光学効果の測定をテラヘ

ルツ領域において行った。この物質では、スキルミオン格子の形成（より正確にはスキルミオンの

一種であるヘッジホッグ格子（図(c)））が中性子散乱やローレンツ電子線顕微鏡といった手法によ

って確認されており、さらにトポロジカルホール効果は報告されている中でも最大級である。テラ

ヘルツ領域における磁気光学測定の結果、ホール伝導度スペクトルにおいて顕著な共鳴構造が観測

された。磁場・温度依存性について詳細に調べたところ、この共鳴構造はこの物質のスキルミオン

形成によるトポロジカルホール効果を引き起こす電子構造における光学遷移に由来していることが

わかった(図(d,e))。これと対応して、ファラデー回転スペクトルにも鋭い共鳴構造が現れた(図

(f))。すなわち、本研究の目論見通り、スキルミオン由来の大きな磁気光学効果の実現することが

できた。また、この結果を論文にまとめ、Nature Communications誌に出版された（Y. Hayashi*, Y. 

Okamura*, et al. Nat. Commun. 12, 5974 (2021). *equal contribution）。 

次年度においては、最近発見されたスキルミオン物質のGd2PdSi3についても実験を行った。この

物質では、これまでのスキルミオンのほとんどが数十ナノメートル以上の大きさだったが、磁気フ

ラストレーションによって２ナノメートル程度の磁気周期の小さなスキルミオンが発現し、スキル

ミオン由来のトポロジカルホール効果も顕著に大きくなる。そのため、スペクトルの議論も非常に

シンプルになりモデルケースの確立が可能になる。また、このテーマのため、広帯域磁気光学測定

系の整備についても行った。測定領域は30 meVから2 eVまでの非常に幅広い領域で、なおかつ測定

精度は数十マイクロラジアン程度の世界的にも高精度にまで仕上げることに成功した。さらにクラ

イオスタットの最適化をすることで7 Kまでの冷却が可能になった。 

実際の実験においては、スキルミオン相を横切るよう温度を固定し、磁場依存性を丹念に測定し

た結果、エネルギー領域によってカー回転の磁場依存性が異なっているという、これまでに観測さ

れたことのない振る舞いを見出した。低エネルギー領域においてはトポロジカルホール効果と同様

の磁場依存性を示す一方、高エネルギー領域では磁化や異常ホール効果と同じ磁場依存性になって

おり、スキルミオン形成がフェルミ準位近傍の電子構造に強く影響することがわかった。これは、

上記のMnGeにおける結果とも整合している。さらにカー回転スペクトルからホール伝導度スペク

トルを算出したところ、５０ meV付近に大きな共鳴構造が存在していることがわかった。つまりこ

の共鳴構造と関連する電子構造がトポロジカルホール効果に特に寄与していることを明らかにする

ことができた。今後、この結果を論文にまとめる予定である。 

本研究にて得られた知見は、トポロジカルな磁性体の新奇光学機能性の創出に繋がる端緒として

期待しており，本研究成果を極大化するために，引き続き研究を進めていく予定です。このような

今後の研究に繋がる成果を得られたことは，貴財団による研究助成あってこそであり、感謝いたし

ます。 
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２. 新規ホウ素置換カルベン錯体の合成と性質 

 東京大学大学院 工学系研究科化学生命工学専攻 助教 楠本 周平 

 

  
(研究経過並びに成果報告) 

 本研究ではジボリルメチルアニオン部位を有する新規PCPイリジウム錯体の合成と性質の調査を

行った。さらにジボリルメチル錯体の反応性を調べる中でジボリルメチル錯体からジボリルカルベ

ン錯体が系中で発生していることが示唆された。以下詳細を記す。 

 

ビスピナコラートボリルメタンから4段階で合成した配位子前駆体5を用い、イリジウム前駆体と

の反応によりPCPイリジウムヒドリドクロリド錯体６を得た。6はヒドリドとα位メチン水素の立体

関係によりsyn体2aとanti体2bの混合物として生成した。また錯体6に対し一酸化炭素を反応させる

ことでヒドリドクロリドカルボニル錯体３も合成し、単結晶X線構造解析により構造を決定した。 

錯体2b及び３のイリジウム-塩素間距離が既報のPCPイリジウム錯体と同程度であったことから、合

成したPCP配位子１の強い電子供与能が示された。続いて錯体7に対し塩基を作用させることでイリ

ジウム1価カルボニル錯体４を合成した(スキーム１)。このとき錯体４のCO伸縮振動は1904cm-1に赤

外吸収を持ち、これまでのPC(sp3)P-イリジウム錯体と比べて優位にCO結合が弱いことがわかった。

これは今回開発したジボリルメチルアニオンを有するPCP配位子が1価イリジウム錯体４において極

めて強い電子供与能を有することを示している(図1)。 

 

 
 

スキーム1 イリジウム1価PCP錯体8の合成 

 

 

続いて得られたPCP-Ir錯体の反応性を調査した。 

ベンゼン中でヒドリドクロリド錯体2aと2bの

混合物に対して塩基としてビストリメチルシ

リルメチルリチウムを作用させると、速やかに

ヒドリドフェニル錯体が定量的に生成した。

さらに、用いる溶媒を重水素化されたベンゼン

に変えることで、イリジウム上のヒドリドと

フェニル基だけではなく、２つのホウ素に挟

まれたメチン炭素上の水素も重水素化される

ことがわかった（スキーム2）。 

                                                             

 

図1  錯体4の結晶構造、結合長及び赤外吸収波数 
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スキーム2 PCPイリジウム錯体による炭素水素結合切断とメチン炭素の重水素化 

この反応は塩基によりイリジウム14電子錯体5が

発生し、イリジウム中心に炭素水素結合が酸化的付

加することで進行すると考えられる。一方でメチン

炭素上のα水素が重水素化される機構をDFTを用い

た理論計算により精査したところ、スキーム3に示し

た機構が提唱された。詳細は省略するが、本機構の

鍵は錯体9で示したジボリルカルベン配位フェニル

錯体である。これまでのホウ素が置換していないPCP

錯体で提唱されていたカルベン錯体は10のようなイ

リジウム3価錯体を安定化すると報告されているの

に対し、ジボリルカルベン錯体ではイリジウム1価錯

体が相対的に安定である点が特徴的である。 

 以上のように本研究では新規ジボリルメチルアニ

オンを有するPCPピンサーイリジウム錯体の合成、構

造解析に成功しその性質を明らかにした。また、炭

素水素結合活性を見出し、その中間体としてのジボ

リルカルベン錯体の性質、反応性を明らかにするこ

とができた。 

今後さらにこの特異な電子供与・逆供与性を活かした触媒反応開発への展開が期待される。 

[成果発表状況] 
原著論文 

Synthesis and Reactivity of PC(sp3)P-pincer Iridium Complexes Bearing 
Diborylmethyl Anion 
M. Kishino, S. Takaoka, Y. Shibutani, S. Kusumoto, K. Nozaki 
Dalton Trans. 2022, 51, 5009–5015.  

学会発表 
1. ジボリルカルベノイドの合成とルイス酸性カルベン等価体としての性質 

 澁谷 勇希・楠本 周平・野崎 京子 日本化学会第102春季年会 オンライン 2022年3月23–
26日 K1-1am-04 (口頭) 

2. ジボリルカルベノイドの合成とルイス酸性カルベン等価体としての性質 澁谷 勇希・楠本 周平・
野崎 京子 第11回CSJ化学フェスタ2021 オンライン 2021年10月19–21日 P3-050 (ポスター) 

3. ジボリルカルベノイドの合成とルイス酸性カルベン等価体としての性質 澁谷 勇希・楠本 周平・
野崎 京子 第31回基礎有機化学討論会 オンライン 2021年9月21–23日 2P012 (ポスター) 
優秀ポスター賞受賞 

4. ジボリルメチルアニオンを有する PCPピンサーイリジウム錯体の合成と反応性 岸野 真道・
高岡 咲都子・楠本 周平・野崎 京子 日本化学会第 101春季年会 オンライン 2021 年 3月
19–22日 A12-3pm-09 (口頭) 

招待講演 
 有機金属若手研究者の会 (2022/3/22 online) 

メトラー・トレド オンラインセミナー (2022/3/9 online) 
第 48回オルガノメタリックセミナー (2021/11/20 早稲田大学) 
Reaxys Webinar (2021/6/16 online) 

 

 
 

 

  

スキーム3  重水素取り込みの機構 
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(研究経過並びに成果報告) 

次世代のモビリティ社会を支えるため新たな形式の移動装置が様々な場面で必要とされている。

しかし、移動装置に求められる機能は用途毎に異なるため、その設計や開発は容易ではない。そこ

で本研究では、用途に応じて適切な機構の総合を可能にする設計理論を構築することを目標とし、

種々の車輪機構の特性と数理の関係の解明に取り組んでいる。 

過去の研究において、あらゆる車輪機構の挙動を統一的に扱える一般化運動学モデルを構築した

（図1）。実現したい機構の特性の成立条件を数理的に表現し、それらを機構学の知識と組み合わ

せることで所望の特性を備えた車輪機構を創造する方法を考案した。さらに、この方法を用いて

「単純な構造」と「高い移動性」を両立する新原理車輪機構slidable wheelおよびそれを用いた全方

向移動装置SWOM（slidable-wheeled omnidirectional mobile robot）を提案した（図2）。 

図1 車輪機構の一般化運動学モデル 

 

図2 全方向移動装置SWOM 

 

本研究では、これらの知見を発展させることで(1)自由度特性の新評価指標の構築、(2)一般化力

学モデル構築と力学特性解析、(3)新制御方式の提案を行った。その結果として以下の成果を得た。 

(1)自由度特性の新評価指標の構築 

車輪式移動装置の運動特性を評価する際、自由度は最も基本となる指標である。その一例として

degree of mobility 𝛿𝑚がある。しかし、従来は既存の車輪機構のみが前提とされていたため、本指標

はslidable wheelを含む新機構への適用が想定されていなかった。そこで本研究では任意の車輪機構

を用いた移動装置へ適用可能にするため、一般化運動学モデルに基づき拡張された𝛿𝑚の定義を提

案した。さらに、移動装置の運動に見られる特徴を分析し、その特性を評価するための複数の指標

（degree of coupled-drive 𝛿𝑐, degree of overconstraint 𝛿𝑜, degree of underactuation 𝛿𝑢）を導入した。こ

れにより、移動装置の車輪の種類、組合せ、配置、状態によりどのように各種特性が異なるのかを

理論的、定量的に把握することが可能となる（図3）。 

                                                                     

３. 一般化車輪モデルの創成による車輪式移動装置の設計理論の構築 

 京都大学大学院 工学研究科 助教 寺川 達郎 
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図3 種々の車輪式移動装置と自由度特性 

 

(2)一般化力学モデル構築と力学特性解析 

一般化運動学モデルにおける入出力関係を基に車輪機構に作用する拘束力についても同様の関係

式を導出することで静力学／動力学モデルを構築した。本モデルを用いて車輪式移動装置における

力学特性を解析し、移動装置が発揮可能な力が種々の条件下においてどのように変化するかについ

て評価、比較した（図4）。今後、これら力学特性の違いを利用して車輪機構の構造や制御器を設

計する方法についてさらなる検討を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図4 力学特性の解析例 

 

(3)新制御方式の提案 

slidable wheelを含む新機構では、その構造上の制約から従来の車輪機構に対して一般的に用いら

れている制御方式を利用することが困難な場合がある。そこで、種々の車輪機構に適用可能な新し

い制御方式について検討を行った。一般化運動学モデルの入出力関係式を数学的に解くことにより

車輪機構に周期入力を与える制御方式を着想し、その適用可能な条件を明らかにした。また、移動

装置試作機を用いて実験を行い、提案した制御方式の有効性を確認した（図5）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 移動装置試作機と動作実験結果 
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４. 生体分子構造の高速な類似度計算手法の開発 

 東京工業大学 情報理工学院 助教 大上 雅史 

 

 

  
(研究経過並びに成果報告) 

 タンパク質やDNA、薬剤などの分子同士の比較は、生物・化学データ解析において日常的に

行われる基礎的な情報処理である。データが文字列で表現できる場合は文字列のアラインメント、

原子座標群（構造情報）で表現できる場合には原子の根二乗平均Euclid距離 (RMSD) など、分子

のデータ表現に応じた比較計算法が利用されている。特に近年では構造情報の蓄積が進んでおり、

多数の分子構造情報を扱うための手法開発が重要視さている (Dong R, et al. Bioinformatics 2018)。 

本研究は、多数（1,000種～）の分子構造における多対多（1,000 × 1,000）の比較を要する状況

において、計算コストの高い構造直接比較計算を回避し、高速に分子構造を比較する方法を開発す

ることを目的とした。構造の直接比較は原子間の距離計算に加えて原子座標の最適な重ね合わせを

求める必要があり、原子数が大きい分子であるほど計算時間が大きくなるため、本研究では分子構

造のベクトル化によってベクトル演算から構造比較を達成することで大幅に計算時間を減じること

を目的とし、研究を実施してきた。 

ベクトル化の代表例にWord2Vec (Mikolov T, et al. NIPS’13) に代表される分散表現学習が存在

する。しかしながら、分子構造データでは自然言語のようにコーパスで大量のデータが整備されて

いる状況ではない。そこで、代表構造群 (Ｋ個) との構造比較のみを行うことで、本来N2/2回の構

造比較が必要であった計算をNK回の構造比較（ただしK << N）に置き換える手法を検討した。 

上記のアイデアをタンパク質間相互作用予測問題 (Hue M, et al. BMC Bioinform 2010) に応用

した。提案したアルゴリズムを図１に示す。Hueらの予測手法ではN2/2回の構造アラインメント計

算によって得られた行列を学習に用いるため、カーネル法を活用するためには正定値行列への変換

操作が必要であったが、提案手法では実ベクトルのユークリッド距離から行列を生成するため、正

定値行列への変換操作も不要となった。さらに、提案手法ではベクトルの生成法について、比較相

手となるタンパク質のプール（ライブラリ）を複数用意することで、複数のベクトルの生成法を実

現できる。これらを組合せることでアンサンブル学習による予測精度の向上が期待できるため、図

2に示すようにスタッキング法による予測結果の統合を行い、最終的な予測とすることとした。 

提案手法をHueらが用いたデータセットで比較した結果、提案手法はライブラリの生成法に関わ

らず安定して良い予測性能を与えることが確認できた（表１）。特に、スタッキング法による統合

の結果は、AUC = 0.806 (±0.00983) となり、大幅な予測精度向上が見られた。計算時間について

も、Hueらの方法が延べ245時間かかったのに対し、提案手法では延べ24時間であり、10.3倍の高

速化を達成した。これは N2/2とNKの単純比較よりも大きい高速化率であった。構造アラインメン

トには構造アラインメントの時間がタンパク質の大きさに依存し、タンパク質ライブラリに含まれ

る構造がデータセット中のタンパク質の構造より比較的小さかったためであると考えられる。 

 また、並行して低分子化合物構造の性質を比較するためのスコアリング技術の開発を行った。タ

ンパク質間相互作用を標的とする分子の性質は、通常の薬剤に求められる性質とは異なっているこ

とが知られており (Morelli, et al. Curr Opin Chem Biol 2011)、タンパク質間相互作用に適した分

子のスコアリング関数の設計は行われていなかった。本研究では統計から二重指数関数による数理 
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モデリングを行ったQED法 (Bickerton et al. Nat Chem 2012) を参考に、iPPI-DBデータベース

のタンパク質間相互作用阻害化合物の情報の統計を求めて、数理モデリングを行った。得られたス

コア「QEPPI」は、既存のPPI阻害剤を高精度に識別できることを示し、特に近年の臨床試験段階

の開発中化合物によく適合することが明らかとなった（図３）。これは、データベースの蓄積から

より最近の開発傾向を学習したものと考えられる。 

 

（発表論文） 

1. Kosugi T, Ohue M. Quantitative estimate index for early-stage screening of compounds 

targeting protein-protein interactions. Int J Mol Sci, 22(20): 10925, 2021. 

2. Sugita S, Ohue M. Drug-target affinity prediction using applicability domain based on data 

density. In Proc IEEE CIBCB 2021. 

3. Kosugi T, Ohue M. Quantitative estimate of protein-protein interaction targeting drug-

likeness. In Proc IEEE CIBCB 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

図1 提案手法のアルゴリズムの構成 

図2 スタッキング法によるアンサンブル学習 

表1 従来法 (Hue 2020) と提案手法の性能比較 

図3 QEPPIによる分類結果。左：化合物種別によるQEPPIスコア分布、右：臨床試験段階の

化合物のQEPPIスコア。 
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５. 二次元層状物質遷移金属カルコゲナイドの磁化特性と電気伝導特性 

 東京工業大学 工学院 助教 宗田 伊理也 

 

(研究経過並びに成果報告) 

通常の単結晶では強磁性を示さない二硫化モリブデン二次元層状物質(MoS2)が、多結晶にした場

合、粒状境界やエッジを起源とした強磁性を示すことが知られている。同じ物質であっても、構造

や組み合わせを工夫することで新たな性質や機能が発現し、材料科学の新展開や産業応用に期待が

持てる。しかし、強磁性が観測される事実以外は研究されておらず、詳細な起源や特性は明らかに

なっていない。そこで本研究では、スパッタ法によって多結晶MoS2を成膜し、作製条件を変えるこ

とで多結晶構造やキャリア密度を変化させ、強磁性の磁化特性、及び、磁気伝導特性を明らかにす

ることを目的とした。MoS2薄膜の(1)磁化測定と(2)磁気抵抗測定の二つの研究テーマを学生と協力し

て平行して実施した。 

 

(1) MoS2薄膜の磁化特性の測定について：単結晶では非磁性だが多結晶にすると強磁性を示す

この物質に関し、多結晶の結晶粒のサイズやキャリア密度と強磁性の関係を明らかにすることが、

起源を実証し、スピン機能を制御する上で重要である。スパッタ堆積時の基板温度を変化させると、

ラマン分光の結果から結晶構造に変化があることが分かっており、また、電気伝導測定から導電率

に変化があることが分かっている。したがって本研究では、スパッタ時の基板温度と強磁性の磁化

特性の関係を得ることで、結晶粒サイズやキャリア密度との関係を明らかにする。 

まず、研究開始当初からの懸念事項として、基板の反磁性の影響が大きく、適切な磁化測定が阻

害される問題があった。これは、基板の厚さがコンマ数ミリであるのに対し、MoS2薄膜は数 nm 程

度と桁違いに薄いためである。まず、これに対する対策を講じた。方法は、通常用いられるシリコ

ン基板(0.3 mm - 0.7 mm)ではなく、一桁薄い 0.03mm の極薄基板を特注し、これを用いて薄膜を成膜

することによって、磁化を適切に測定することに成功した。その結果、飽和磁化の成膜温度依存性

を得ることが出来た。さらに、測定温度依存性を得ることに初めて成功した。さらなる実験を遂行

することにより、成膜温度違いの磁化温度曲線のフェイズダイアグラムを得ることが可能となると

考えられ、測定点を増やし、傾向と系統性を明確にすることで、論文化が可能であると考えられる。

今後の方針は、(a) 成膜温度は例えば 250 度から 600 度まで、25 度ずつ変えて一連の試料を作製す

る。(b) 測定温度を変えて飽和磁化や異方性磁場、保持力、透磁率を測定する。(c) 一連の試料に関

する測定温度と(i)飽和磁化、(ii)異方性磁場、(iii)キュリー温度の関係を得て、多結晶構造で粒状境界

を持つ強磁性 MoS2に関するフェイズダイアグラムを作成する。(d) 次に、結晶粒サイズを X 線回折

により得て、結晶粒サイズと強磁性の関係を定量的に得ることで、強磁性のメカニズムの理解に迫る。 

(2) MoS2薄膜の磁気抵抗測定について：ノンドープ半導体は4Kにおいては抵抗が非常に大きく

なるため、まず低抵抗薄膜の作製方法を模索する必要があった。その方策として、膜厚をやや厚め

の7 nm - 8 nmに設定し、表面とボトムからの空乏化の影響を抑止した。さらに、成膜時基板温度を

低下させると抵抗が低下する一方、磁化も低下するため、間をとって450°Cとした。また、成膜時の

Ar分圧を下げることで結晶欠陥を生じさせ、キャリアドーピングを施した。加えて、電極材料を選

定した。その理由は、電極材料によってコンタクト抵抗が異なることが知られているからである。 
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真空準位と MoS2 の伝導体下端の差に近い仕事関数のものが良いとされていることから、アルミニ

ウムと銀を試行した。アルミニウムでは低温で抵抗の発散がみられたが、銀を用いると抵抗は増大

したが、電流を流すことが可能な範囲であった。これにより、4K で磁気抵抗を再現性よく測定する

ことに成功した。さらに、磁気抵抗が電流の大きさに依存して変化することを発見した(図 1)。電流

が小さい時は、正の磁気抵抗が観測され、そのディップ(dip B)幅は広く、ヒステリシスも大きく観

測された。一方、電流が大きい時は、ヒステリシスがほとんどなく、幅の狭いディップ(dip C)を持つ

正の磁気抵抗が観測された。これら二つのタイプの正の磁気抵抗の間の電流値の範囲では磁場依存

性の少ない平らな形状の磁気抵抗特性が観測された。正の磁気抵抗の電流依存性から、強磁性の保

持力と磁化飽和時の磁場が変化していると解釈でき、強磁性が多様に変調されていると考えられる。

その要因として、結晶粒境界の Mo の局在 4d 軌道の占有電子数が変化しているためであると推測し

ている。また、二つの正の磁気抵抗の間で磁場依存性が少ない磁気抵抗が途中観測されたことから、

電流によるスピン軌道有効磁場が外部磁場とは別に磁化に作用していると推測できる。これらの強

磁性変調が生じる電流密度が小さいことから、低消費電力による強磁性の電流制御の実現に期待が

持てる。多結晶 MoS2 薄膜において、4d 軌道の局在スピンを遍歴電子系によって制御することが容

易であることを実証することに成功したものと見なせ、材料科学の新たな学理の構築につながるも

のと期待する。今後の方針としては、磁気抵抗の電流依存性のデータを解析し、多結晶 MoS2 の強磁

性起源と電流による変調の仮説を立て、論文を投稿する。次に、素子加工に関して、これまでは基

板表面全面に成膜した MoS2 薄膜にステンシルマスク越しにメタルを堆積し電極としていた。これ

では、磁気抵抗、ホール抵抗の区別が難しく、電流が直線状にならない問題などがある。今後、こ

れを収束イオンビームを用いるなどしてリソグラフィレスに素子分離をほどこし、ホール効果測定

に適した素子形状に加工し、磁気伝導測定を試みる。また、チャネル長やチャネル幅を調整し、強

磁性変調の電流依存性のさらなる原理解明を進める。 

本研究成果は、応用物理学会学術講演会2022春で発表した:  

宗田伊理也, 白倉孝典, ファムナムハイ, 角嶋邦之, 筒井一生, 若林整, 

“二次元多結晶二硫化モリブデン原子層状膜における超低電流強磁性変調”, 

応用物理学会学術講演会2022春, 23p-E205-2, 2022. 

また、応用物理学会学術講演会2022秋でも発表する予定である。現在、論文を執筆中であり、投

稿予定である。 

                                                                     

図1 本研究で作製した多結晶MoS2薄膜において、さまざまな電流値で

測定した磁気抵抗効果。 
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６. 関節の弾性・受動性を活用した投球動作が可能な人間型スポーツロボットの開発 

 早稲田大学 理工学術院総合研究所 次席研究員 大谷 拓也 

 

(研究経過並びに成果報告) 

 本研究では，運動時消費エネルギーの低減を目指した，人型ロボットの身体各部エネルギー活用

運動生成法および人間規範能動・弾性・受動共存構造を明らかにし，提案手法を用いることで『人

間の身体運動に即した多関節動作の連動による高効率・高出力ピッチング』を実現する． 

能動・弾性・受動性を持つロボット機構としては，高出力の発揮が可能な弾性のオンオフの切り

替えが可能な機構として，エネルギー容量の高い炭素繊維板ばねを用いて，可動域の中で弾性発揮

する領域では回転軸と板ばねが接触し弾性を発揮する機構を開発した（図1）．また，合わせて，受

動性の切り替えを行うためのクラッチを搭載した関節機構を開発し，大きなトルクの発揮から脱力

状態への瞬時の切り替えを実現した（図2）．手首駆動部は軽量化を図るため，回内回外を駆動する

モータを体幹部に搭載し，体幹部からの動力伝達にはフレキシブルシャフトを用いた．指部は軽量

化のためワイヤとばねにより牽引することで屈曲する劣駆動構造とし，指部表面のセンサにより握

り具合を測定可能である．体幹部は３自由度を設け，人間の投球時の体幹のひねりを再現可能とし，

体幹のひねりによる肩部への弾性エネルギー蓄積を行う．これらを統合し，人間の上半身部分を模

した人間型投球ロボットを製作した（図3）． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，運動生成法では，これまでに開発した全身運動量制御法はロボットの関節が一般的な能動

駆動を前提としていたのに対し，ロボットの関節が弾性や受動駆動を行う場合も適応できるよう関

節トルクも操作できるよう変更した．また，必要エネルギーを考慮して弾性や受動性を活用する運

動生成を行った．有効性の評価のため，動力学シミュレータを用いて，慣性力と弾性力を利用した

駆動方法の有用性を検証した．具体的には，全関節を能動駆動のみで投球動作を行った場合と，弾

性と受動性を利用して投球動作を行った場合において，アクチュエータの必要出力を比較した．シ

ミュレーションモデルは設計機体と同じ自由度配置の剛体リンク構造を持ち，各リンクのリンク長・ 

 

 

 

 

図3 フレキシブルシャフトを用いた動力伝達機構と

機構全体図 

 

  図1 弾性のオンオフを行う機構 

 

 

 

 

 

図2 受動・能動を切り替える関節機構 
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質量・重心位置・慣性モーメントについては設計機体と同じ値を設定している．各駆動軸は入力さ

れた角度指令値に追従するようにトルクを発揮させて制御しており，発揮できるトルクの上限値は

実機の性能を再現するよう設定可能である．また，肩の内外旋動作の弾性や肘関節の受動性を再現

するために，シミュレーション上では実際のロボットにおける実装を想定したモデルを構築した．

肩の内外旋駆動軸のモデルは，通常の関節と同様に角度指令値に追従するように能動的にトルクを

発揮する．しかし，能動的に発揮されるトルクと並列してばね機構によるトルクを発揮させる為，

関節がある角度を超えて外旋すると，超えた外旋角に比例して受動的に内旋トルクが発生するモデ

ルを追加している．肘の屈伸駆動軸のモデルは，設定した時間までの間は通常の関節と同じモデル

で動作し，前腕が急伸展する時間に達するとそれ以後発揮トルクが0[Nm]になるようにしている． 

 上記の条件でシミュレーションを行った結果，肩の内外旋駆動軸と肘の屈伸駆動軸において，能

動駆動のみの場合と考案機構を併用した場合の比較を図4，図5に示す．両シミュレーションともに

動作中の駆動軸にて能動的に発揮されたトルクと角速度の状態を1[ms]ごとにプロットしており，縦

軸はアクチュエータが発揮した角速度，横軸はアクチュエータが発揮したトルクを表している．プ

ロットの点群が占める範囲が駆動軸のアクチュエータに要求される出力範囲を示している．シミュ

レーション結果より，弾性や受動性を活用することによって，機構のアクチュエータに要求される

出力を低減出来ることが確認できた．さらに，実際に開発した機体を用いて投球動作を達成したも

のの，人間程度の高速な投球には出力不足であることが分かったため，さらなる出力向上を進める

とともに，弾性・受動性をより活用した投球動作生成法の開発を目指す．また，得られた成果の一

部が未発表であるため，論文誌への投稿を進める． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【これまでの学会発表】 

1). 宮澤啓吾，渡部竜也，峯下弘毅，大谷拓也，川上泰雄，林憲玉，高西淳夫，“人間の特徴に着

目した投球ヒューマノイドロボットの開発（第 2 報：人間と同等の出力発揮が可能な前腕部

および手部機構の開発），”第39回日本ロボット学会学術講演会予稿集，3C1-04，オンライン，

2021年9月． 

2). 渡部竜也，峯下弘毅，大谷拓也，川上泰雄，林憲玉，高西淳夫，“人間の特徴に着目した投球

ヒューマノイドロボットの開発（第 1 報：弾性力と慣性力を利用した投球が可能な投球腕部

機構の開発），”第38回日本ロボット学会学術講演会予稿集，2H3-04，オンライン，2020年10

月． 

 

 

 

 

図4 肩内外旋軸トルク・角速度        図5 肘屈伸軸トルク・角速度 
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７. 人工高重力場を援用した金属3Dプリンティング技術の開発 

 慶應義塾大学 理工学部 専任講師 小池 綾 

 

(研究経過並びに成果報告) 

背景・達成目標 

 本研究は，金属3Dプリンタの一方式である粉末床溶融結合法(PBF: Powder Bed Fusion) における

諸問題を解決するために，世界ではじめて遠心加速を加えた人工高重力場を援用する試みである． 

PBFは薄い粉末層を形成した後，選択的にレーザを照射することで，

溶融凝固を行い，このプロセスを繰り返して自由形状を作製する

積層造形方式である（図1）． 

 加工分解能の向上のためには，粉末粒径を可能な限り小さくす

る必要があるが，微細粉末は電気的に凝集したり，流体力を受け

て空間中に容易に舞ったりと，ハンドリングが難しい．本研究は，

粒子が大きなプロセスにおいては，電気力，流体力に対して重力

が支配的であったことから着想を得て，遠心加速器とPBF装置を

融合した，高重力PBF装置を作製し，100Gまでの環境下で微細粉

末の利用可能性を評価し，PBFの加工分解能を飛躍的に高めるこ

とを目指している．                    

 

1年目の成果 

 科研費（若手研究）の資金をもとに開発した高重

力PBF装置に改良を施し，10Gまでの高重力場で安定

した造形結果を得られる環境を整え，実験データを

集めた．改良した高重力PBF装置(図2)によって，造

形物の高密度化，高強度化，プロセス中の火花の低

減，微細粉末(通常の1/4倍サイズ)の利用可能性とい

った，多くの成果を残した． 

 

 とくに，建築学の土木分野における遠視模型実験から

着想を得て，PBFにn倍もしくはn2倍重力場を付与した

ときの時間・空間の相似性をまとめる提案を行った． 

図3に示すような線分力にも対応するために粒子サイ

ズと支配力の関係から，重力レベルを切り替えるハ

イブリッド理論を「異重力場の相似則」と名付けて

表１のようにまとめた．この成果はmanufacturing 

カテゴリの国際誌で最高インパクトファクタの論文

誌Additive Manufacturing (2020年IF=10.998)にも

掲載された． 

 

 

 

 

 

図1 PBF方式のプロセス手順 

図2 提案者が開発した高重力PBF装置． 
金属積層造形装置を遠心機と融合し，
現在でも高重力場において3D造形を
行える世界で唯一の装置 
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2年目の成果 

 1年目の成果の延長として，10Gより

もさらなる高重力場で実験を行うた

めに，30G出力のための改良を行った．

もとの計画では図4に示す水平軸型

100G装置を作製する予定だったが，工

作機械メーカとの共同研究が決まり，

より安全かつ高精度に100G試験を実

行できる機械設計を相談しながら，まだ

装置を作製中である． 

 

 その一方で，関連成果を継続して出し続けるために，現行の遠心

機においても実行可能な改良をPBFユニットに施し，30Gまでの高重

力場で造形試験を行える機構を図5のように構築した．高重力場に

おいて動作不能となるアクチュエータを回転中心側に設置するボー

ルねじ駆動型のステージをつくり，10Gを超えた高重力場であっても

図1に示したPBFの全工程を実行できるようにした． 

 30Gまでの造形試験の成果として，1/4倍サイズ粉末を利用した際

の造形物表面の粗さ低減，更なる高密度化を確認した．相似則から，

1/4倍サイズ粉末を安定的に利用するためには16G以上の高重力場が

必要と想定されており，この理論を支持する実験結果が得られたと

いえる．この成果を国際会議において2023年度９月に発表する予定

である． 

 当初目標としていた100Gの実験と比べると，30Gまでの実験結果に

限られてしまった点は残念だが，研究を引き続き遂行し，近い将来

に図4の装置を完成させて大きな成果につなげたい． 

ここまでの研究成果を得るにあたり，みずほ学術振興財団の皆様

の多大なご支援に対して，心より御礼申し上げます． 

                                                                     

図4 100G出力用水平軸型HG-PBF装置 

図5 30G出力用PBFユニット 
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第６４回贈呈分（２０２１年度） 

 

８. 光触媒としてのポリチオフェン高分子と可視光による水と酸素からの過酸化水素 

のon site製造 

 大阪大学 大学院工学研究科 テニュアトラック助教 岡 弘樹 

  

(研究経過並びに成果報告) 

【研究目的】                                          

過酸化水素 (H2O2) は製紙･パルプ、排水処

理、酸化剤などで汎用され、またその水溶液は

水素に比べ運搬が容易でエネルギー密度が稼

げることからクリーンで安全な次世代のエネ

ルギー源として期待されている。その需要は、

ここ10年間でほぼ倍に増加しており、現在600 

Mt /年である。過酸化水素の製造方法としては、

水素と酸素を圧力下で反応させる直接合法、酸 

素の電解還元法などあるが、工業的には現在、アンスラキノンを用いた自動酸化法が主に用いられ

ている（図1）。しかし、大量の有機溶媒（発がん性のベンゼン）、高圧水素の使用など、必ずしも

現在および将来的にも有利な製造法ではない。 

我々は最近、有機プラスチックの一種である、ポリチオフェン類のフィルムが太陽光を吸収しか

つ酸素の還元触媒（過酸化水素の生成触媒）として作動することを発見した（特願2019-175028号）。

本助成研究では、水中にある有機プラスチックを触媒として太陽光（可視光）照射もしくは電圧印

加により空気中の酸素と水から過酸化水素をon siteで製造する技術として提案することを目的とし

ていた。 

 

【研究経過並びに成果報告】                                          

1. ポリチオフェン類のフィルムの固相重合による形成と機能物性 

ポリチオフェン類のフィルムを、対応するチオ

フェン類のヨウ素蒸気による固相重合法により均質

な薄層フィルムを得た。酸化剤等の残存無い、簡易

な重合容器で大面積を均質形成が容易などの優位性

がある。フィルムの形状・物性がポリマー生成の重

合条件により大きく変化し、均質厚み10－200 nm

超でも得ることができた。さらに、市販の有機半導

体であるポリ(3-ヘキシルチオフェン-2,5-ジイル)で

の触媒効果も確認できており、チオフェン環が触媒 

機構に大きく関与しているという兆しとなる成果を得ることができた。今後、電気化学測定および

光照射下での各種分光測定により、触媒機構の解明に迫りたい。 

 

 

 

 

図1 アンスラキノン法とその課題 

エタノール洗浄

90℃, 1h

図2 ポリチオフェン類のフィルム形成 



16 

 
2. ポリチオフェン類の酸素還元能の評価 

ポリチオフェン類の酸素還元能を、疑似太陽光照射下でのサイクリックボルタンメトリー、クロ

ノクーロメトリーにより、還元開始電圧、電流密度として定量した。過酸化水素の定量は、過マン

ガン酸カリウムを用いた一般的な酸化還元滴定により実施し、中性－アルカリ水中での正確な触媒

効果を確認した。 

 

3. フィルム型モジュールでの光照射H2O2製造 

補償対極に中性－アルカリ水で作動する汎用廉

価な水の酸化触媒 (MnOxなど) を組み込み、電圧

印加などの支援無しでの完全な可視光のみによる、

耐久性高い過酸化水素の製造を実現した。 

 

 

 
 

【本研究助成の成果となる論文リスト】 

[1] Kouki Oka, Bjorn Winther-Jensen, Hiroyuki Nishide, “Organic π-Conjugated Polymers as Photocathode 

Materials for Visible-light-enhanced Hydrogen and Hydrogen Peroxide Production from Water”, Adv. 

Energy Mater., 11(43), 2003724, 2021. (IF: 29.4) ※Cover 採択 ※Hot Topic 選出 

[2] Kouki Oka, Koichiro Kamimori, Bjorn Winther-Jensen, Hiroyuki Nishide, “Poly(3-alkylthiophene) Films 

as a Solvent-processable Photoelectrocatalyst for Efficient Oxygen Reduction to Hydrogen Peroxide”, 

Adv. Energy Sustainability Res., Wiley, 2(12), 2100103, 2021. ※表紙採択 

[3] Kouki Oka, Hiroyuki Nishide, Bjorn Winther-Jensen, “Copolymer of Phenylene and Thiophene toward a 

Visible-Light-Driven Photocatalytic Oxygen Reduction to Hydrogen Peroxide”, Adv. Sci., Wiley, 8(5), 

2003077, 2021. (IF: 16.8) ※表紙採択 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本研究にて得られた成果は、機能性有機材料の新機能として注目を集めており、本研究成果

を極大化・社会実装に繋げるために、引き続き研究を進めていく予定である。また、研究助成期間

内には、日本学術振興会 特別研究員(ＰＤ、特別枠)、同会 国際競争力強化研究員（ＣＰＤ、化学

系唯一の採択）、大阪大学 大学院工学研究科 テニュアトラック助教（最年少）と３度にわたり昇

進することができた。このような今後の研究および若手人材育成の拡充に繋がる成果を得られたこ

とは、貴財団による研究助成の結果であり、厚く御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

図3 フィルム型モジュールでのH2O2製造 


