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　当研究室では、有機化学の考え方と技術を生物学に取り入れるこ
とにより、これまで解決が困難であった研究課題に挑戦していま
す。また、サイエンスとテクノロジーのバランス良い研究を推進す
ることで、汎用性の高いバイオテクノロジー技術の開発、そして創
薬にまでつながる研究をしています。具体的な研究内容は下記にな
ります。（1）特殊ペプチドリガンド分子の創薬応用。（2）翻訳系エ
ンジニアリング。（3）擬天然物のワンポット合成系の確立。

Our laboratory pursues research programs bridging between 
chemistry and biology. To conduct a good balance of science and 
technology will build new technologies that contribute to the 
chemical biology field, covering from basic research to applied 
research. The following programs are currently active in our 
laboratory: (1) Non-traditional peptide therapeutics, (2) Engineering
the translation system, and (3) Ribosomal synthesis of natural 
product-like molecules by the combination of the genetic code 
reprogramming and post-translational modifying enzymes.
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1 RaPIDシステムで獲得された特殊ペプチドと標的タンパク質とのX線共結晶構造
X-ray crystal structures of the complex of target protein with pseudo-
natural peptides generated by the RaPID system
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高効率な次世代太陽電池
Next -generation photovoltaics with high efficiency
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　われわれは、次世代高性能低コスト太陽電池の本命と考えられて
いるペロブスカイト太陽電池の研究を進めています。カリウムドー
プペロブスカイト太陽電池で24.4％、メチルアンモニウムフリーペ
ロブスカイト太陽電池で24.9％の変換効率を実現しています。さら
に、モノリシック6直列ミニモジュール（写真１）で20％を超える変
換効率を達成しました。今後は、さまざまな新材料の開発やそれら
の基礎物性に関する研究を通して、太陽電池の高性能化につなげて
いきます。このほか、色素増感太陽電池、量子ドット太陽電池、蓄
電機能内蔵太陽電池（写真２）などの開発も行っています。

In our laboratory, next-generation high-performance photovoltaics
using organometalhalide perovskite have been developed. We
obtained 24.4% and 24.9% of energy conversion efficiencies using
potassium-doped perovskite and methyl ammonium-free
perovskite, respectively. Furthermore, we achieved more than 20%
of the energy conversion efficiency of the monolithic mini-module
with 6 cells in series (photograph 1). Dye-sensitized solar cells,
quantum dot solar cells, and energy storable solar cells (photograph
2) have also been developed. Various basic and applied researches
on the photoenergyconversion will open the door of sustainable
and carbon neutral society.
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1 瀬川研で開発した変換効率20％を超える
ペロブスカイト太陽電池ミニモジュール
Perovskite solar cell mini-module 
with 20% energy conversion 
efficiency developed by Segawa lab.

2 蓄電機能内蔵太陽電池を用いたスマート
フォン充電器
Smart phone charger using energy 
-storable  solar cells
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