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超低消費電力ディスプレイ用に開発されたエレクトロクロミック
材料の新たな用途の探索を目的として、異分野の複数の専門家に
よる従来価値観にとらわれない画素実現への挑戦を試みた。本稿
は、その挑戦「落ち葉プロジェクト」における、芸術・デザイン、
化学、エレクトロニクスという異分野間の共同作業の経緯を報告
する。 

1． はじめに 

高分子科学をはじめとして、各学術分野はそれぞれ

独自の習慣や文化、および特有の常識を有する。その

ため異分野間で共同研究を行おうとすると、研究の進

め方や考え方が異なっていたり、更には同じ単語が少

し違う意味で用いられたりするため、思った以上に苦

労することがある。一方で、分野を超えた融合研究は、

当初の期待と違った予想外の学術的・技術的進展を生

むこともある。本稿では、筆者が芸術・デザイン、化

学、エレクトロニクスという異分野の融合研究に携わ

る機会を得て気付くことができた経験を紹介させてい

ただく。高分子に携わる方々にその体験を共有してい

ただくことで、少しでも今後の研究のお役に立つこと

があれば幸いである。 

2． 出会いと戸惑い 

2.1 エレクトロクロミックディスプレイ 

物質・材料研究機構の樋口昌芳氏からエレクトロク

ロミックデバイスの用途探索を頼まれたのは、彼が

JST-CREST の「素材・デバイス・システム融合による

革新的ナノエレクトロニクスの創成（研究統括：桜井

貴康）」で採択された 2015 年だった。 

樋口リーダーのエレクトロクロミック素子は、金属

イオンと有機配位子が錯形成した高分子錯体（図１）

を用いて金属イオンの酸化還元で色を変化させるもの

で、消費電力が極めてわずかという長所を持っている
1)。しかし、彼のプロジェクトが目指すディスプレイ

分野では液晶や有機 EL などの技術が凌ぎを削ってお

り、これは難しいというのが正直な感想だった。 

 

 

 

 

図１ エレクトロクロミック高分子錯体 

 

2.2 エレクトロニクスと化学 

エレクトロニクスの人間である私には化学者と言葉

が通じにくいと感じる時がある。例えば、エレクトロ

ニクスは電気回路という閉じたネットワークにおける

各構成要素のインピーダンス実数部とそれらを流れる

電流の二乗を掛けたものの総和をエネルギー消費量と

して考える。一方、化学では局所的な反応場に注目し、

そこで何が起こるかということが重要なテーマである

ことが多い。この違いによる影響が現れる例として、

小さな電源を用いた時に、その電圧電流特性が接続相

手により変わるようなことがある。これは接続先と電

源のインピーダンスのミスマッチに基づくもので電源

内での損失に基づいている。その結果、実際のデバイ

スでは時として期待している肝心の反応が起こらず動

作しないといったことも起こる。 

 

2.3 多摩美術大学 

ディジタルディスプレイの基本は RGB を広いダイナ

ミックレンジで操作することである。しかし光吸収の

波長依存性を変化させて色を変えるエレクトロクロミ

ック材料を用いて鮮やかな RGB を実現することは簡単

ではなかった。何をどうやって表現すべきか悩んでい

たところ、大学院生である丸山佑丞氏が「そのような

変わったことに適した先生がいると多摩美術大学の高

田佳奈助手に聞いた」という情報を持ってきた。 

高田さんの紹介で多摩美大を訪問したのは 2016 年

11 月、お会いしたのは久保田晃弘先生、濱田芳治先
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生のお二人だった。久保田先生は東大船舶工学科、人

工物工学研究センターを経て、多摩美大の情報デザイ

ン学科に移られた理系出身の芸術家である。美術大学

の創作教育に音や音楽、コンピュータ、ネットワーク

を取り上げ、さらに衛星芸術にも取り組むという斬新

な活動をされている 2)。濱田先生は英国ロイヤルカレ

ッジオブアートやイタリアのドムスアカデミーでイン

ダストリアルデザインを学ぶとともに企業での活動経

験もある、芸術・デザインの新分野挑戦にふさわしい

方である。 

久保田先生は「画素を単なる光の点としないことを

考えている」そうで、風にそよぐディスプレイで表示

画像も揺らぐもの、顕微鏡で拡大して見た液晶の画素

の横に油絵の具の模様があるもの、および毛皮のよう

な画素などを紹介していただいた。濱田先生は、凹ま

たは凸形状のピラミッドみたいな非対称の数種類の画

素をフラクタル的に多数並べた時に現れる模様（海原

のように見えたりする）や、黒い服を着た人が動くと

表面のスリット状の蛍光色の模様が変わる服などの話

をされた。既成概念とは異なるアプローチをいくつも

紹介していただき、これなら何か生まれるだろうと確

信することができた。 

 

2.4 芸術からの見方は違う 

私がデモ用に準備したエレクトロクロミックデバイ

スは、鉄系（Fe2+:青⇔Fe3+:無色）とルテニウム系

（Ru2+:赤⇔Ru3+:緑）の二種類だった。鉄系には事前に

樋口リーダーが可愛い切絵模様が出るように準備した

ものがあった。ところがこれが不評で「このようなも

のは違う」とはっきり言われてしまった。 

 

 
図２ 電圧印加(3V)による還元で周辺部は赤のまま

中心部のみ緑色に変化したルテニウム系デバイス 

 

続いてルテニウム系をお見せした。こちらは本来な

らば全面が赤と緑で変化するものだが、デモンストレ

ーション前に運悪くデバイスが劣化して周辺部は赤の

まま変化しなくなっていた（図２）。躊躇しながら

「あまりきれいではありませんが」とお見せしたとこ

ろ、二人とも「これですよ！」と言う。確かに従来に

ない不均一な画素になっている。久保田先生は「均一

に色が変わるよりも、色が端から徐々に変わるのが面

白い。電極の位置によりその色の変わり方が変化すれ

ば、これまでにない用途が生まれるかもしれない」と

言い、さらに「色は必ずしも速く変わる必要はなくて、

時間をかけて少しずつ変化させる、という用途も考え

られる」と言われた。 

 

2.5 プロジェクト発足 

多摩美大での結果を報告したところ、樋口リーダー

は切絵模様でなく劣化デバイスに興味を示されたこと

で若干残念そうだった。しかし、CREST 領域会議では

「芸術の先生方と新たな挑戦をしたい」と前向きに報

告していただいた。領域会議の反応は今一つだったが、

終了後の懇親会で桜井統括から「革新的ナノエレクト

ロニクスにはこのような試みが必要」と激励され、ま

た領域アドバイザーの高柳万里子氏、田原修一氏から

も新しい取り組みが必要と賛意が示された。 

 

 

図３ 検討プロジェクトメンバー：左から鈴木康洋

（デザイナー）、樋口昌芳（物材機構）、大橋啓之

（早稲田大）、久保田晃弘（多摩美大）、濱田芳治

（多摩美大）、黒岩繁樹（早稲田大） 

 

これに力を得て翌年 9 月には多摩美台に樋口リーダ

ーを含む図３のメンバーが集結した。その場で濱田先

生からは複数の提案をいただき、それをたたき台に具

体的に何を作るかという検討を半年に二回程度の頻度

で開始した。 

3． 落ち葉プロジェクト 

3.1 色の変わる落ち葉 

検討会において濱田先生は多摩美大構内で拾ってき

た落ち葉をみんなに見せた。落ち葉の中には赤と緑が

入り混じったものもあり図２の結果が使えそうだった。

さらに「外形や虫食いの孔を忠実に再現するとともに、

葉脈や紅葉のムラも出し、さらには葉っぱの反り具合

も表現したい」という希望を出された。 

濱田先生は、以前、素材の活用に関するスペインの

シューズメーカーCAMPER との共同プロジェクトの成

果を NEW SKIN という編著 3)で報告している。その本

の中では、素材テクスチャの面白さや、にじみ、ぼか

しによる表現に混じって、葉が葉脈を骨としているこ

とのアナロジーなども提案されていた。 
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色ムラを出すことはエレクトロクロミック材料の塗

布厚さを場所により変えることで可能になる。濱田先

生は、樋口リーダーから渡された透明導電膜付きの薄

いプラスチック基板をレーザーカッターにより虫食い

のある葉っぱ形状に加工した。さらに、エレクトロク

ロミック材料を多重塗りするのに使うマスクも作成し、

意図的に塗布厚さにムラがでるようにした。 

試作した落ち葉を図４に示す。電圧印加とショート

を繰り返すことで何度も紅葉と復活を繰り返すことが

できる 4)。赤と緑の箇所が履歴により変化することも

自然な趣きをもたらした。 

 

図４ 試作した電池で色の変わる落ち葉 

 

3.2 仕上げ 

久保田先生は「電源や配線を見せずに、落ち葉が単

体で存在している感じにしたい」という注文を出され

た。このような要求に対してエレクトロニクス側は、

微細加工技術を使ったエネルギーハーベスティング

（環境発電）に挑戦することが多い。実際私も太陽電

池や無線給電、圧電による動作実験を行い、色を変え

られる条件を見出していた。 

しかし発電したエネルギーは二次電池に蓄える必要

があり、発電機構と二次電池を足した体積はかなり大

きくなる。結局、芸術家の要求に応えるには、単純に

市販の小型乾電池を用いるのが最適アプローチになる

という私としては残念な結論に向かっていった。 

久保田先生からはさらに「電源がなくても済むなら

その方が良い」とも言われた。緑色の葉っぱを紅葉さ

せるだけならば、配線をショートさせて還元を起こせ

ばよく電池を搭載する必要もない。ショート時の抵抗

を大きくすればうんと時間をかけて紅葉させることも

可能である。いずれにしろ高度なエレクトロニクスは

不要になった。結局、私はエレクトロニクス研究者と

して興味深かった発電技術の開発はあきらめて、化学

と芸術を反応させる触媒の役に徹することにした。 

濱田先生が拘ったのは葉っぱを曲げることだった。

通常エレクトロニクスの実装は平らな基板を用いるが、

樋口リーダーのエレクトロクロミック材料は薄いプラ

スチック基板が使えるため曲げることが不可能ではな

い。実際には曲げることで予期せぬ不具合が発生し試

作の遅れが生じたりした。しかし、ともかく濱田先生

の希望を優先しようと、多摩美大、物材機構、早稲田

大の連携で試作を繰り返した。完成した落ち葉の試作

品とそれを数十回駆動できる超小型電源を図５に示す。 

 

図５ 超小型電源と反った形の落ち葉 

 

4． おわりに 

工学の各分野の中でシステム系はニーズへの対応が

比較的早いため、議論されたことに対し比較的速やか

に対応できる。一方、材料系（化学）は実験に要する

時間や費用のためにアクションが遅くなることが多い

が、成功すれば大きな強みを持つことになる。 

落ち葉プロジェクトにおいては、芸術・デザインか

らの要求に対し、速やかに実現できる試作とじっくり

挑戦する材料開発を切り分けて互いの研究を尊重した。

また、目的に対して不要になったテーマは早めにあき

らめて柔軟に試作を進めることが必要だった。そして、

何よりもそのような工学側の事情を理解してくれる芸

術家に出会えたことが、落ち葉プロジェクトで成果の

得られた大きな理由だと考えられる。科学・技術と芸

術を結び付けるきっかけを作ってくれた若い丸山、高

田の両氏に感謝したい。 

本稿で紹介した研究は、科学技術振興機構 JST-戦

略的創造研究推進事業 CREST「超高速・超低電力・超

大面積エレクトロクロミズム」（JPMJCR1533）の一環

として行われた。 
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