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新概念「ナノアーキテクトニクス」で
世界の新材料開発を先導

■ 基本情報 （2015年度）
拠  点  長 ：青野  正和
主任研究者（PI）：18名 （内 外国人研究者数 8名、女性研究者数 2名）
その他研究者：179名 （内 外国人研究者数 96名、女性研究者数 36名） 
研究支援員 ：10名
事 務 部 門 ：部門長　中山 知信
  スタッフ　18名 （内 英語対応者割合 100%）
サテライト機関・連携機関：カリフォルニア大学ロサンゼルス校（アメリカ）、
 ジョージア工科大学（アメリカ）、筑波大学、フランス国立科学研究センター
 （フランス）、モントリオール大学（カナダ）、ユニバーシティ・カレッジ・
 ロンドン（英国）など
URL：http://www.nims.go.jp/mana/jp/

MANAは、新概念「ナノアーキテクトニクス」を提唱・発展させてナノテクノ
ロジーに新たなパラダイムを拓

ひら

くことを目指している。ナノアーキテクトニク
スとは、ナノサイズのユニットの配列や相互作用を制御して、自在に新しい材
料機能を創り出すための材料建築技術体系である。環境・エネルギー、情報・
通信、医療など様々な領域での次世代技術を支える新材料を目指して、MANA
はナノマテリアル、ナノシステム、ナノパワー、ナノライフ、ナノセオリーの
5分野において世界トップレベルの研究を推進し、世界的に注目されている。
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物質・材料研究機構  国際ナノアーキテクトニクス研究拠点



主な研究成果

1

2

3

4

5

論文情報
総論文数 3316報
トップ 10%論文 37.1%

トップ 1%論文 7.8%

国際共同研究論文 46.2%
（データベース：SCOPUS data base、
Elsevier B.V.）

超高性能電子デバイスに適用可能な酸化物ナノシート
酸化チタンなどの機能性酸化物をナノシート化し、厚さ 1～ 2nmでも機能する誘電体
ナノシートを発見した。さらにこのナノシートを積み木細工のように重ねることで世界
最小・最高性能の薄膜コンデンサの開発に成功した。

記憶・忘却のシナプス動作をする原子スイッチ
電圧をかけたときに金属原子（イオン）が移動して伝導経路を形成することで作動す
る「原子スイッチ」を用いて、脳の神経活動の特徴である記憶・忘却を自律的に再現
する“シナプス素子”の開発に世界で初めて成功した。

ナノ物質の機能を‘その場’測定する電子顕微鏡の開発
透過電子顕微鏡のもつ優れた高分解能観察機能に、個々のナノ物質を正確に操作する技
術を組み合わせた「その場物性測定装置」を開発し、ナノマテリアルの微細構造と物性
の関係を解明することに成功した。

モバイル嗅覚を実現する
超高感度・超小型ナノメカニカルセンサー
多種多様な分子を超高感度で検出可能な極小素子「膜型表面応力センサー（MSS）」の
開発に成功し、産学官共同研究体制「MSSアライアンス」を発足させて、嗅覚 IoTセン
サーシステムの実用化・業界標準化を目指している。

熱電材料の高性能化メカニズムの開拓
磁性半導体の CuFeS2系において、磁性が熱電性能を向上するメカニズムとして電荷キャ
リアーとマグノンの相互作用が重要であることを発見した。また、熱電材料のナノシー
ト合成による高性能化も実現した。
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人類が持続可能な発展を続けていくためには、食
糧・資源・エネルギーの生産、情報の処理・通信、
医学的な診断・治療、社会のインフラや環境の整備・
保全を革新する先進的な技術の不断の開拓が必要で
ある。このような技術の多くは、適切な新しい材料
がなければ実現しない。過去の 30年余に目覚まし
い発展を遂げたナノテクノロジーは、ナノレベルで
の物質の観察や操作を可能にし、新材料開発に大き
く貢献してきたが、近年はさらなる進化が要請され
ている。観察・操作から更に進み、ナノレベルの物
質を集めたり組み立てたりすることによって所望の
機能をもった材料を自由自在につくりあげるための
技術が求められる時代となった。
しかしナノレベルの世界では、物質は日常的な生

活空間では想像もつかないような性質を示すため、
このような技術の実現は決して簡単ではない。その
ためMANAでは、ナノサイズのユニットの配列や
相互作用を制御して、自在に新しい材料機能を創り
出すための技術体系を「ナノアーキテクト二クス」
と名づけ、その技術体系の確立のための研究を推進
している。さらに、多岐にわたる領域で「ナノアー
キテクトニクス」に基づく革新的な新材料の開発を
進め、21世紀のナノテクノロジーに大きな飛躍を
もたらすことを目指している。

 1 超高性能電子デバイスに適用可能な
酸化物ナノシート
佐々木 高義（PI）、長田 実（PI）

次世代電子デバイスに貢献する「ナノシート」
近年の電子機器の小型化・高機能化を目指す流れ

の中で、次世代のナノ電子デバイスに適用可能な、
新しいナノ材料の開発が求められている。特に、炭
素の単原子層であるグラフェンが発見されて以降、
分子レベルの薄さの2次元ナノ物質である「ナノシー
ト」をベースとした電子デバイスの開発や、グラフェ
ンを凌

りょうが

駕する機能を持つ材料の開拓研究が大きな注
目を集めている。

MANAでは、伝導性・超伝導性・半導性・絶縁性・
強誘電性・強磁性など、「電子機能の宝庫」である
酸化物に注目し、新しいナノシートの開発とその応

用研究を進めている。その成果の一つが、酸化チタ
ンなどのごくありふれた酸化物をナノシート化する
ことによって、厚さ 1～ 2nmの究極の厚みで、世
界最高の誘電率 (200以上 )をもつ高誘電体ナノシー
トを発見したことである。

「ナノの積み木細工」でつくる世界最小・最高性
能のコンデンサ
さらにMANAでは、発見した高誘電率の酸化物

ナノシートを積み木細工のように様々な順番で積み
重ねるボトムアップ方式の技術を開発して（図 1）、
世界最小で最高性能のコンデンサ素子の作製にも成
功した。 

コンデンサは一時的に電荷を蓄える電子部品で、
スマートフォン、パソコンなど電子機器には欠かせ
ない。例えば、スマートフォン 1台あたりのコンデ
ンサ搭載個数は 約 500個であるが、モバイル機器
の高機能化のためにはより多数の搭載が求められて
おり、より小型で高性能のコンデンサの開発が重要
である。しかし、現在の積層セラミクスコンデンサ
（MLCC）の小型化・高機能化は技術的限界に到達
している。
そこで、MANAは、誘電体層と電極層にそれぞ

れペロブスカイト型酸化ニオブ（Ca2Nb3O10）ナノ
シートと酸化ルテニウムシート（RuO2）を、室温下
での溶液プロセスで積み木細工のように積層して、
電極／誘電体／電極のサンドイッチ型構造からなる
コンデンサ素子を作製した。

図１　ボトムアップ方式での素子作製のイメージ図
 様々な機能をもつナノシートを積み重ねて優れた性能

を持つ素子が作製できる。
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この素子は、全体の厚みが現行の従来型MLCC

の 50分の 1に当たる 30nmの世界最小レベルで
あるにも関わらず、容量密度は 1000倍に当たる得
~30μ F/cm2にも達する。この成果は、ナノシー
トをベースに画期的な性能を発揮する電子デバイス
の開発に成功した世界初の例である。また、ナノ
シート作製及びボトムアップ方式のナノシート積層
が、簡便・安価・低環境負荷な水溶液プロセスで実
現できることは、素子作製上の大きなメリットであ
る。実際、ガラス・金属・プラスチックなど様々な
素材の基板に、膜厚・構造を精密に制御した電子素
子の製造が可能であることを実証しており、工業的
製造の観点からも注目されている。現在MANAでは、
より優れた誘電特性を有するナノシートの開発とと
もに、様々な電気特性を有するナノシートとの融合
により、高性能の電子デバイスの開発を目指した研
究を進めている。

M. Osada et al., Advanced Materials, 24, 210, 2012.
C. Wang et al., ACS Nano, 8, 5449, 2014.

 2 記憶・忘却のシナプス動作をする原
子スイッチ
長谷川 剛（PI）、寺部 一弥（PI）、青野 正和（PI）

世界最小の機械スイッチ「原子スイッチ」
「原子スイッチ」とは、電圧をかけたときに生じ
る金属原子・イオンの移動や酸化還元プロセスに
よって作動する、スイッチング素子である。 

MANAの青野正和拠点長らによって発明された
世界初の原子スイッチ（図 2）は、電極となる硫化
銀の針先と白金の表面に 1nmほどの隙間を挟んだ

構造をもつ。硫化銀針にかける電圧を制御すること
で、還元された銀原子が隙間に析出して電極間が接
続されたり（スイッチオン）、酸化された銀イオンが
硫化銀針に戻って電極間にまた隙間が現れたり（ス
イッチオフ）する。ごく微量の消費電力で起動でき、
原子数個が隙間にあるかないかでオンオフを実現す
る極小のスイッチ素子となっている。

原子スイッチでシナプス素子を実現
MANAでは、この原子スイッチが、脳の神経活

動の特徴である「必要な情報の記憶」と「不要な情
報の忘却」を自律的に再現する “シナプス素子”と
して動作することを発見し、世界に先駆けて実証実
験を進めてきた。
シナプスとは、生体で神経回路を構成する神経細

胞（ニューロン）間に形成される接合部位である。
ニューロンの活動電位がシナプスに到達すると神経
伝達物質が放出され、シナプス電位が発生し、次の
ニューロンの活動電位として伝搬する。このような
刺激が頻繁に行われたシナプス結合は強化され、記
憶が強化される。つまり、脳の特徴である「必要な
情報の記憶」と「不要な情報の忘却」は、シナプス
の結合強度の変化に対応すると考えられている。

MANAが開発した原子スイッチは、脳内におけ
るシナプスの結合強度の変化とよく一致した挙動を
示す。電気信号を頻繁に入力すると銀原子が効率的
に析出して電極間に安定な伝導経路（ブリッジ）が
作られるのに対し、低い入力頻度では伝導経路が時
間とともに消滅する。信号の入力頻度が高ければ高
いほど、より太くて安定なブリッジが完成する（図 3）。

図 2　銀原子が硫化銀の針から出てくるとスイッチがオンに
なる原子スイッチの模式図

図 3　シナプス動作をする原子スイッチの模式図
 電気信号の入力があると、右側の電極から銀原子が析出

して電極間にブリッジを形成する。
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人工脳実現への道
現在のコンピュータは、今後求められる高性能化

と多様化に対応しきれないとの指摘があり、脳型回
路・脳型コンピュータの開発に注目が集まっている。
もちろん、脳神経回路におけるシナプス機能の人工
的な再現が本質的に重要であり、これまでも複雑な
回路やソフトウェアによってシナプス機能は再現さ
れてきたが、それらは予

あらかじ

め設計された駆動プログラ
ムを必要とする。これに対して、MANAの開発した
シナプス素子を組み込んだ回路は事前の動作設計無
しに計算機能を創発しうることが示されている。今
後、経験によって賢くなる（学習し成長する）人工
知能材料の実現に向けた研究の発展が期待される。

T. Hasegawa et al., Advanced Materials, 22, 1831, 2010.
T. Ohno et al., Nature Materials, 10, 591, 2011.

 3 ナノ物質の機能を‘その場’測定する
電子顕微鏡の開発
板東 義雄（PI）、Dmitri Golberg（PI）

ナノ物質測定の難しさ
ナノ物質はこの数十年にわたり材料科学の中でも

最も注目を集めている材料である。ナノサイズの物質
は、機械・電気・熱電・電気化学・磁気・圧電・光電・
光起電力など様々な物性においてバルク（物質があ
る程度まとまった分量で存在している状態）とは異な
る物性を示す。そのため、ナノ材料を様々な技術と組
み合わせることでいろいろな機能が得られると期待
されているが、実際の応用に際してはナノ物質の性質
を精確に把握しておくことが大変重要になってくる。
ところが、これまで行われてきたナノ物質の物性

測定では、走査電子顕微鏡（SEM）や走査トンネル
顕微鏡（STM）、原子間力顕微鏡（AFM）など、表
面形状を調べることはできるものの、材料内部の構
造を詳しく知ることができなかった。そのため、計
測される物性データが、ナノ物質の形状・結晶構造・
組成分布・欠陥構造といったナノレベルの条件から

どのような影響を受けているのかが不明であった。
実際、文献ごとに、大きく異なる物性データが報告
されており、ナノマテリアルの実用化や工業利用上、
大きな障害となっていた。

新しい‘その場’物性測定装置
MANAでは、測定手法に起因する障害を乗り越

えるため、高分解能透過電子顕微鏡（HRTEM）を
用いた観察を行いながら個々のナノ物質を操作する
装置を開発した。これによって、ナノレベルの構造
変化と物性の変化を同時に捉える ‘その場’（in situ）
物性測定が可能となった。この装置では、ナノ物質
の 200万倍までの拡大像が得られ、その結晶構造の
奥深くまでを観察できる。さらに、電圧印可・抵抗
加熱・帯電・曲げ・引っ張り・剝離・光の照射がで
きる上、ナノメートルの精度でサンプルを操作しな
がらその機械的・電気的・熱的及び光学的特性を測
定することも可能である。この新しい装置は、従来
の HRTEM試料ホルダに、STM探針（電気特性測定
用）や AFMカンチレバー（機械特性測定用）、光ファ
イバー（光電／光起電力測定用）を組み合わせて、
ナノチューブ・ナノワイヤ・ナノシート・グラフェ
ン・ナノ粒子など 50以上の様々なナノ物質につい
て、多様な物性測定を可能としている。

構造と物性の因果関係の解明へ
‘その場’物性測定装置による分析は、HRTEMで
しか得られない非常に高い空間分解能・時間分解能・
エネルギー分解能を用いて、ナノレベルの構造の一
つ一つについてその物性を調べられるという点が革
新的である。しかも、ナノ物質が構造変化する際の
あらゆる段階で、リアルタイムの‘その場’測定が
できることも大きな魅力である。
既にMANAではこの手法によって、例えば、曲

げや引っ張りを加えた際の、ナノ物質の塑性・弾性
特性の解析や電子輸送特性測定などを実現した（図
4）。今後‘その場’物性測定装置を一層活用するこ

図 4　原子層の剝離を行うスコッチテー
プ法の動力学を示す HRTEM像：
‘その場’物性測定装置内で金属
探針を精巧に操作して、層状の
MoS2単結晶から 3原子層を剝離
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とによって、ナノマテリアルの微細構造と物性との
関係を明らかにし、ナノ材料の応用展開に新しい道
を拓

ひら

くことができる。
D. Golberg et al., Advanced Materials, 24, 177, 2012.
D. M. Tang et al., Nature Communication, 5, 3631, 2014.

 4 モバイル嗅覚を実現する超高感度・
超小型ナノメカニカルセンサー
吉川 元起（グループリーダー）

新たなセンサー素子「MSS」の開発
生体分子やガス分子など、様々な分子を検出・識

別する「分子センサー」は、食品・医療・ヘルスケア・
環境・セキュリティーなど様々な分野で、その実用
化が切望されている。こういった分子センサーの一
種である「メカニカルセンサー」は、センサー表面
に塗った感応膜が目的の分子を吸着する際に変形し
応力が生じる現象を利用する。この感応膜を適切に
選ぶことで有機・無機・生体系など様々な分子を検
出できるため、極めて汎用性の高いセンサーとして
注目されてきた。しかし、従来型のメカニカルセン
サーは、高感度化と小型化の両立が難しく、これが
実用化に向けての 20年来の課題であった。そこで
我々は、構造力学・材料科学・結晶学・電気回路と
いう四つの基礎科学を融合して、超高感度と超小型
を両立した全く新しい超高性能ナノメカニカルセン
サー素子「膜型表面応力センサー（Membrane-type 

Surface stress Sensor, MSS）」を開発した。MSSの
感度は従来型メカニカルセンサーの 100倍以上に達
し、かつ 1 cm2あたり 100個以上の素子を集積可

能な小型化を実現した（図 5）。
さらにMSSは、低コスト（将来的に 100円 /チッ

プ）で大量生産可能、従来の半導体デバイスに集積
可能、低消費電力（1素子あたり 1mW以下）、リ
アルタイム性（数秒程度の応答時間）、熱的・電気的・
機械的安定性など多くの優れた特徴を備えており、
次世代モバイル / IoTセンサーへの活用が可能であ
る。例えば、食品などの鮮度／品質管理、健康管理、
環境監視や安全対策など、安全で安心な暮らしの実
現に貢献すると期待されている。

モバイル嗅覚センサーの可能性
一例として、MSSの人工嗅覚センサーとしての応

用を紹介したい。我々は既に、ニオイによる食肉、
調味料、香水、飲料品など、様々な試料の識別に成
功している。特に、MANAとスイス連邦工科大学ロー
ザンヌ校及びバーゼル大学との共同研究では、呼気
によるガン患者の識別にも成功している。現在、信
頼性が高く患者への負担が少ないガン診断技術、日
常の健康管理に活用されるパーソナル診断技術、モ
バイル嗅覚センサー機器（図 6）など、様々なアプ
リケーションを開拓する研究を推進している。

実用化・普及に向けた動き
MSSの「センサーシステム」としての社会実装を

目指して 2015年 9月、MANAの母体である NIMS

と京セラ、大阪大学、NEC、住友精化、NanoWorld

の 6機関は、MSSを用いたニオイ分析センサーシ
ステムの実用化と普及のために産学官共同研究体
制「MSSアライアンス」を発足させた。現在、この
MSSアライアンスを中心として、信頼性の高いニオ

図 5　（左）MSSの模式図。中央の感応膜に検体分子が吸着す
る際に生じる表面応力を、周囲の 4個のブリッジに埋
め込まれたピエゾ抵抗によって効率よく電気的に検出
する。

 （右）MSSチップの拡大写真

図 6　呼気を吹きかけるだけでその成分を識別し健康状態をモ
ニタリングしたり、周囲のニオイを検知し安全確保に役
立てたりするモバイル嗅覚センサー機器として応用する。
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イ分析システムの確立と業界標準化を目指している。
G. Yoshikawa et al., Nano Letters, 11, 1044, 2011.
F. Loizeau et al., Proceedings IEEE MEMS, 26, 621, 
2013.

 5 熱電材料の高性能化メカニズムの開拓
森 孝雄（PI）

熱電材料開発の重要性と課題
人類が使用する石油・石炭・ガスなどの１次エネ

ルギーは約 3分の 1しか有効使用されずに、残りの
大部分が廃熱となる。そのため、温度差が電圧に変
換される現象「ゼーベック効果」を利用して、廃熱
を有用な電気に直接変換する熱電材料固体素子に大
きな期待が寄せられている。
しかし、現状では熱電材料の性能は十分ではなく、

広く実用化するには至っていない。そもそも熱電材
料による発電では、材料内部に温度差を作り出し、
なおかつ電流を取り出す必要がある。しかし、電気
を流しても熱は流さない（温度差を維持する）性質
は一般的に成立しにくいため、熱電材料の高性能化
は決して容易ではない。また、従来の高性能熱電材
料は、Bi（ビスマス）・Te（テルル）・Pb（鉛）・Ag（銀）・
Hf（ハフニウム）など、稀

きしょう

少で高価又は毒性のある
元素を主成分とすることも問題であった。
そのため、MANAでは、熱電材料の広範囲実用

化に資する、より天然に豊富な元素からなる化合物
を高機能化するメカニズムを開拓している。

熱電材料のナノアーキテクトニクス
熱電高性能化手法として最近世界的に流行してい

る方法に、フォノンと電荷キャリアの平均自由行程
の違いに着目して、フォノンをより選択的に散乱さ
せて熱伝導を抑制し、熱電性能を高めようとするも
のがある。このために、適切なナノ構造を設計する
ことが有効であり、MANAは熱電材料のナノシー
トを合成・利用するナノアーキテクトニクスを確立
し、熱電性能を高めた。
この方法はエネルギーを余り使わない容易な手段

であり、今後この手法をより広い種類の熱電材料に
応用させるとともに、各種ナノシートをナノアーキ
テクトニクスによって設計した高次構造に積み上げ
れば、更に飛躍的な性能向上が期待できる（図 7）。

新しい原理の探求
このように材料のナノ構造化は熱電高性能化のた

めの強力な方法であるが、一方で、熱電材料の性能
を表す性能指数を向上する新しい原理を見いだすこ
とも非常に重要である。MANAでは、CuFeS2系材
料が室温付近でも高い熱電性能を示すことを見いだ
した。この材料に含まれる Cu（銅）、Fe（鉄）、S（硫
黄）は毒性に問題がなく、黄銅鉱（カルコパライト）
という形で天然に豊富に存在する資源である。また、
鉄の濃度を制御することで磁性を調整できる材料で
あり、電荷キャリアとマグノン（磁性体中の電子が
持つ磁気モーメントの振動に関する準粒子）のカッ
プリングを適切に調整すれば、熱電性能を向上でき
ることを明らかにした（図 8）。

C. Nethravathi, et al., Journal of Materials Chemistry A,
2, 985, 2014.
R. Ang et al., Angewandte Chemie, 54, 12909, 2015.

図 7　ナノ構造利用による熱電高性能化。電気伝導性の確保と熱伝導性の抑制の両立は、ナノシート技術を駆使する
ナノアーキテクトニクスを通じて実現し、飛躍的な熱電性能向上を達成する。
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 MANAのこれまでと将来への展望
MANAは、WPIプログラムの支援を受けて、ナ

ノテクノロジー分野における世界トップレベルの研
究拠点へと成長した。これは、WPIのミッションが
実に的を射たものであったことを証明したとも言え
る。WPIのミッションの一つに、「融合」がある。
基礎研究は個人研究に始まる。多くの場合、個人研
究が発展していく過程で、研究の方向性や参画する
研究者集団が形成されて高いレベルの研究へと進展
する。MANAでは、既に高いレベルにある研究を、
更に「融合」させることで、世界トップレベルの成
果を生み出す「研究のダイナミズム」を生み出した。
また、WPIのミッションには、「国際化」も掲げら
れている。これも、異なる文化・考え方を我が国の
研究現場に持ち込み、新たな研究環境を作り出し、
研究レベルを高めるという一種の融合効果をもたら
した。既に紹介した 5つの成果は、これらの融合効
果によってもたらされたものであるが、MANAで
はその他にも多くの芽が育っている。
融合や国際化は、異なる分野の研究者や様々な国

の研究者を単純に混在させるだけでは、なかなか進
まないことをMANAは、当初より認識していた。
物質・材料研究機構（NIMS）は、WPIプログラム
に先立って文部科学省の支援を受けて、若手国際研

究拠点（International Center for Young Scientist: 

ICYS）を運営していた。ICYSでは、世界中から優
秀な若手研究者を受け入れる仕組みを確立し、国際
化に伴う「文化の衝突」に対処する経験も積んでい
た。このベースの上に、WPIの傘下で国際化・融合
化を促すMANA独自の各種プログラムを運用して、
MANAは我が国で最も国際化の進んだ国際研究拠点
となり、成果レベルの点でもハーバード大学やMIT

といった海外のトップレベル研究機関とも肩を並べ
るまでに成長した。現在、MANAに勤務する研究
者の半数を外国人が占め、日本、アジア、欧米、オ
セアニアから集まった若手研究者が協力しながら、
最先端の研究を推進している（図 9）。
海外機関との連携は非常に活発であり、MANA

で経験を積んだ 250名を超える若手研究者が世界中
に羽ばたき活躍しているなど、MANAを中心とし
たナノテクノロジー研究の国際ネットワークは確実
に成長している。

MANAはこの成功体験を胸に深く刻みこんだ。
世界トップレベルの研究拠点として研究成果の独自
性とレベルの高さを達成するには、融合や国際化を
主軸としたダイナミックな研究拠点運営が必要不可
欠だということを学んだのである。このMANAの
エッセンスを NIMS全体へ、さらには我が国全体へ
と波及しつつ、MANAは今後もWPIが育て上げた
拠点として、世界中の頭脳が集うナノテク研究の触
媒的ハブとして活動していきたい。

(文責：中山 知信 )　

マ
グ
ノ
ン
に
よ
る

ゼ
ー
ベ
ッ
ク
項

S3
/2（

  V
K-
5/
2 ）

 Cu1+x Fe1-x S2 発電性能の鉄濃度依存性

鉄の濃度（％）

0.04

0.02

0.00

-0.02

-0.04

-0.06

-0.08

-0.10

0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

x = 0.08

x = 0.02

x = 0.17

図 8　磁性半導体 Cu1+xFe1-xS2 の鉄濃度を制御して電荷キャリ
アとマグノンのカップリング寄与を調整したときの、発
電性能の変化（ゼーベック項 S3/2の変化）。

 図では x=0.08に対応する鉄濃度で、最適なカップリン
グが実現し、発電性能の向上が認められる。

図 9　世界中から集った若手研究者がMANAファウンドリの
クリーンルーム内で協力して実験を行っている様子




