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研究の背景
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エレクトロニクスの革新的進歩のため
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シリコンに代わる新しいナノ材料の出
図2 a）
エレクトロクロミック変化と、b）
印加電圧を変えた時の可視吸収スペクトル変化

現が熱望されている。受賞者は、
エレクトロ
ニクス材料として、
これまで研究例が少な
かった「有機/金属ハイブリッドポリマー」
を
表示材料として大胆に導入し、基礎研究
と実用化研究の両面で極めて優れた成果
を挙げた。本成果は、ハイブリッドポリマー
の基 礎 物 性に対して有 用な知 見を与え
ただけでなく、電子ペーパー等の省エネル
ギー型次世代ディスプレイ等への実用化
も期待できる。現在、
カラー電子ペーパー
とスマートウインドウの実用化に向けて、
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（さきがけ「ナノ製造技術の探索と展開」
ＮＥＤＯ
（産業技術研究助成事
領域）
や、
業（若手研究グラント））、及び企業との共
同開発を進めており、本研究は、科学・技
術・産業の全般において、将来大きな波及
効果を与えると期待される。

補足説明
電子ペーパー

紙や本の代わりを果たすと期待される次世代表示デバ
イス。紙と同じ反射型の表示形態であり、
メモリー性を有
するために電源を切っても表示が消えない。米国では電
子書籍（Amazon社のKindle2など）
として普及が進ん
でいる。
カラー化が現在の課題の一つ。

スマートウインドウ

電気により透明状態と非透明状態を可逆に変えること
ができる次世代窓。駆動方式の違いにより、窓が曇るこ
とによって単に光の透過率が変わるものから、着色する
ことで遮光するものなどがある。
カーテンの使えない車や
電車、住居等の窓に用いることで空調の省エネに役立
つと期待される。
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