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                 巻  頭  言 
 

                     研究設備センター 

基盤研究設備部門長(兼任) 教授 越智 保雄 

 

 電気通信大学・機器分析センターは今年度から研究設備センター｢基盤研究設備部門｣・｢低温

部門｣となり新たなスタートを切ることになりました。機器分析センターとしては最終年度とな

ります平成 20 年度における教育・研究成果をまとめた研究報告書第 7 巻をお届けいたします。

お目を通していただければ幸いです。 

 平成 9 年に平成 6 年度から平成 8 年度までの活動を報告した｢年報｣を刊行して以来、3 年毎に

刊行し、さらに、平成 15 年度からは毎年｢研究報告書｣として、昨年度までに通番で第 6 巻まで

刊行いたしました。スタッフ一同気持ちを込めてまとめた研究成果報告書第 7 巻です。 

 本学では、平成 21 年度から学内の研究設備を有する組織の見直しを実施しました。従来の機

器分析センターは産学官連携推進機構のなかで、リエゾン部門（共同研究センター)、ベンチャ

ー創出支援部門（SVBL）、地域貢献部門とともに機器分析部門として位置づけがされていまし

た。平成 21 年 4 月からは、学内全体の研究設備をまとめて研究設備センターとし、従来の機器

分析部門に設置されていた基盤的研究設備を中心として｢基盤研究設備部門｣を作り、従来の機器

分析部門内に設置されていた低温室を新たに｢低温部門｣としました。また、主に SVBL に設置

されていた研究設備は｢先端研究設備部門｣所属としています。そのため｢基盤研究設備部門｣・｢低

温部門｣では、従来と同様ですが 学内の教育・研究を支える機関としてのさらなる役割を果たす

とともに、外部に開かれた機関としても機能を果たすよう要求されています。学内的には、学内

の方々がより使用し易いように、全ての機器・装置において、設備予約システムで予約できるよ

うになり、大部分の機器・装置では設備予約システムに基づいて課金をするようになっています。

一方、学外的には、18 年度より外部からの｢依頼測定｣受入れを開始しましたが，現在では NMR

装置、XPS 装置、XRD 装置，熱分析装置，SQUID 装置および PPMS 装置の合計 6 装置で受け入

れを行っています。 

 また、当部門には平成 20 年度に以下の装置が設置されました。 

・高速応答 FT-IR 

・顕微レーザーラマン分光計 

当部門ではこれらを含めて 30 台の機器・装置が設置されており、今後とも外部から依頼測定

に対応する機種を増やし、外部からの様々な要望に対応できればと考えております。そのために

は当センター所属の機器・装置の維持・管理・運営の他に内規の整備も必要となります。また、

部門担当の教職員と学内の事務職員との連携も重要となります。さらに、このような｢依頼測定｣

を契機に産学連携を目指す共同研究等に発展できれば大学全体の将来の発展に一層重要な役割

を果たすことになろうかと考えます。 

 全国の大学における大型・小型を問わず研究設備部門（センター)の置かれている状況は非常

に厳しいものがあり、大型設備の設備更新は非常に困難となっているのが現状ですが、今後とも

全国の研究設備部門（センター)が互いに連携し合い、大学および社会に対して、さらに重要な

役割を果たすことが出来ることを祈念して巻頭言と致します。 
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設置機器一覧 
 （平成 20 年） 

 
表面･界面構造解析室 
 X線光電子分析装置 （島津製作所、ESCA-K1） 

 イオンマイクロアナライザ （ATOMIKA社、SIMS4000） 

 超高真空走査形トンネル顕微鏡 （日本電子(株)、JSTM-4500XT） 

 分析型走査電子顕微鏡 （日立(株)、S-3500） 

 結晶方位分散分析走査電子顕微鏡 （日立(株)、S-4300/EBSD） 

 温度可変超高真空原子間力顕微鏡 （Omicron、VT・AFM） 

 200ｋV熱電子放出型透過型電子顕微鏡 （日本電子(株)、JEM-2010） 

 200ｋV電界放出型透過型電子顕微鏡 （日本電子(株)、JEM-2100F） 
 
化学構造解析室 

 超伝導フーリエ変換NMR（270MHz） （日本電子(株)、ラムダ270 (JNM-GX270)） 

 超伝導フーリエ変換NMR（500MHz） （Varian社、Unity-plus 500） 

 超伝導フーリエ変換NMR（300MHz） （Varian社、Unity 300） 

 MALDI - TOF型質量分析装置 （PerSeptive Biosystems社、 MALDI-TOF MS Voyager -Elite） 

 ESI - TOF型質量分析装置 （日本電子(株)、JMS-T100 AccuTOF） 

 タンデム質量分析計 （Finnigan Mat社、TSQ700四重極型トリプルステージMS/M 

  システム） 

 二重収束質量分析計(EI,FAB,GC/MS) （日本電子(株)、JMS-600） 

 円二色性分散計 （日本分光(株)、J-720W） 

 微小部Ｘ線応力測定装置 （(株)リガク、RINT-2500） 

 4軸型単結晶X線回折装置 （(株)リガク、AFC-7R） 

 CCD型単結晶X線回折装置 （(株)リガク、Saturn70 CCD） 

 DSC粉末X線同時測定装置 （(株)リガク、Ultima III） 

 熱分析装置 （(株)リガク、DSC8230・TG8120） 
 
分析・計測機器室 
 高精度三次元形状測定システム （(株)東京精密、XYZAX GC600D-34高精度仕様） 

 超伝導量子干渉型磁束計 （Quantum Design社、MPMS7） 

 電子スピン共鳴装置 （Brucker 社、ESP300E 9/2.7） 

 電子線元素状態分析装置 （日本電子(株)、JXA-8900) 

 高磁場多目的物性測定システム （Quantum Design社、PPMS） 

 低温粉末X線回折装置 （マックサイエンス(現BrukerAXS)、M18XHF22） 

 高速FT-IR （Thermo Scientific社、Nicolet 6700） 

 顕微レーザーラマン分光計 （日本分光(株)、NRS-3100） 
 
低温室 
 ヘリウム液化システム （Linde社、Model TCF50  ヘリウム液化機 他） 
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研究活動成果要旨集 
 

表面・界面構造解析室 
ｼﾘｻｲﾄﾞ化による超硬合金基材へのﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ ..................................................................................................................... 9 

(X 線光電子分析装置) 
荒木祐輔，関口紗弥佳，木村忠正，一色秀夫 
電気通信大学電子工学科 

界面活性剤を用いた Bi 添加 SiO ナノ粒子の作製及び蒸着膜の電気及び光学的特性 ........................................................... 10 
(X 線光電子分析装置) 

山家 大輔・小野 洋・小泉 淳・内田和男・野崎眞次 
電気通信大学電子工学科 

炭化水素の熱分解法によるＤＬＣ膜の創製と評価 ..................................................................................................................... 11 
(温度可変超高真空原子間力顕微鏡 VT-AFM、顕微レーザーラマン分光計)  

C.-K. Choo (チュウ)１・古川徹 1・神水摂２・田中勝己１ 
電気通信大学電子工学科１、機器分析センター２ 

電子放出用カーボン系薄膜に関する研究 ..................................................................................................................................... 11 
（X 線光電子分析装置、電子線元素状態分析装置） 

守屋雅隆・水柿義直・小林忠行 
電気通信大学 電子工学科 

Partial Grain Refinement in Al-3%Cu Alloy during ECAPat Elevated Temperatures ....................................................................... 12 
Inna Mazurina1, Taku Sakai1, Hiromi Miura1, Oleg Sitdikov1;2 and Rustam Kaibyshev3 
1Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, UEC Tokyo  
2Institute for Metals Superplasticity Problems, Khalturina 39, Ufa 450001, Russia 
3Belgorod State University, Belgorod 308034, Russia 

Continuous dynamic recrystallization during the transient severe deformation of aluminum alloy 7475 .......................................... 14 
T. Sakaia, H. Miura a, A. Goloborodko a,b, O. Sitdikov a,c 
aUEC Tokyo, Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems 
b Powertrain Technology and Prototype Development Department, Nissan Motor Co. Ltd., Tsurumi, Yokohama-shi, Kanagawa 230-0053, Japan 
c Institute for Metals Superplasticity Problems, Khalturina 39, Ufa 450001, Russia 

化学構造解析室 
PLD 法による Er2SiO5超格子結晶の作製と評価 .......................................................................................................................... 16 

(DSC 粉末 X 線同時測定装置) 
田中 康仁・一色 秀夫・木村 忠正 
電気通信大学量子･電子工学科 

色素増感太陽電池による TiO2ナノ結晶薄膜における電子拡散長の直接評価 ........................................................................ 17 
(DSC 粉末 X 線同時測定装置)  

権田智洋, 名田允洋, 佐野達司, 小林直樹 
電気通信大学 量子･物質工学科 

磁性体を主体とする複合物性材料の合成開発 ............................................................................................................................. 17 
(CCD-X 線回折、DSC-XRD、ESI-TOF MS、PPMS、NMR 270 MHz、NMR 500 MHz、SQUID、ESR、EI-FAB MS、熱分析装置、LHe、

LN2・N2)  
石田尚行 
電気通信大学 量子･物質工学科 

興味ある分子性電子物性材料の開発.............................................................................................................................................. 18 
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(円二色性分散計)  
石田尚行 
電気通信大学 量子･物質工学科 

新規生物発光分子系の探索と発光プローブの開発 ..................................................................................................................... 18 
(NMR 270, 二重収束質量分析計、ESI-TOF 型質量分析計)  

丹羽 治樹（量子・物質工学科 教授）、牧 昌次郎（同助教）、平野 誉（同准教授）、 皿田修一（量子・物質工学専攻 M２）、

木山正啓（同 M１）、浜 一敏（量子・物質工学科４年） 
固体回転試料中の同種核多スピン系のスピン拡散：拡散速度解析とその応用 ..................................................................... 19 

(NMR300)  
桑原大介１，中村英章 2，持田智行 3 
1電通大 研究設備センター，2電通大 量子・物質工，3神戸大学理学研究科 

分析・計測機器室 
機能性炭素化合物の電子状態の研究.............................................................................................................................................. 20 

(EPMA, SQUID, 粉末 X 線回折装置)  
中村仁１・椛沢栄基 2 
電気通信大学量子･物質工学科１、東京都立産業技術高等専門学校２ 

蒸気液相固相過程による半導体微細構造の作製と評価 ............................................................................................................. 20 
(電子線元素状態分析装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、低温粉末Ｘ線回折装置、200kV 熱電子放出型透過型電子顕微鏡、200kV 電

界放出型透過型電子顕微鏡)  
前薗晃秀・川端圭輔・奥野剛史 
電気通信大学 量子･物質工学専攻 

希土類・遷移金属元素を含む化合物の構造・磁性・電子輸送の研究 ..................................................................................... 21 
(超伝導量子干渉型磁束計，高磁場多目的物性測定システム，低温粉末 X 線回折装置，電子線元素状態分析装置，ＤＳＣ粉末 X 線同

時測定装置，熱分析装置，ヘリウム液化システム液体ヘリウム，液体窒素，窒素ガス)  
浅井吉蔵１・榎下俊平１・新井伸英１・小林義彦２ 
電気通信大学量子･物質工学科１、東京医科大学２ 

低温室 
微小接合列を使った量子素子の研究.............................................................................................................................................. 22 

ヘリウム液化システム、液体ヘリウム、液体窒素、窒素ガス） 
島田 宏 1、熊谷 俊 1、鈴木英之 1、小川大輔 1、小島賢司 1、滝口将志 2、水柿義直 2 
電気通信大学量子・物質工学科 1、電気通信大学電子工学科 2 

酸素同位体置換した SrTi18O3(STO18)の透過光強度の温度変化 ................................................................................................ 23 
(液体ヘリウム)  

阿部浩二・山本周太郎・野間拓志・中野諭人 
電気通信大学量子･物質工学科 

マウス卵細胞での Ca2+流入チャネルの強制発現の効果 ............................................................................................................. 23 
(液体窒素・窒素ガス)  

白川英樹・高橋篤・木所佑介 
電気通信大学量子･物質工学科 

高機能トンネル電子デバイスとその応用に関する研究 ............................................................................................................. 24 
(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス, ヘリウム液化システム液体ヘリウム)  

水柿義直１・柏 竜太１・河合章生１・滝口将志１・田中丈之１・田村伸行１・ 
菊池健人１・斎藤淳１・大塚 正喜１ 
電気通信大学 電子工学科１ 
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感覚神経系に特異的に発現する遺伝子の研究 ............................................................................................................................. 24 
(ヘリウム液化システム液体窒素)  

中村整１・仲村厚志１・岩佐達郎２・岡野恵子３ 
電気通信大学量子･物質工学科１、室蘭工業大学工学部２、早稲田大学理工学部３ 

水酸化アルカリ溶融塩を用いた T’-RE2CuO4 の低温合成と磁化測定 .................................................................................... 25 
(液体 He、SQUID 磁束計) 

上田真也，浅井翔太, 松本理, 内藤方夫 
東京農工大工学部物理システム工学科 

微小共振器中 J 会合体による共振器ポラリトン効果 .................................................................................................................. 25 
(液体 He)  

小田 勝 1,2, 小原 祐樹 2, 斉藤 慶太 2, 谷 俊朗 1,2 
東京農工大学大学院 共生科学技術研究院 1, 工学府物理システム工学専攻 2 

単結晶グラファイト基板上の Kr 吸着膜の界面摩擦 ................................................................................................................... 26 
(ヘリウム液化システム液体窒素)  

鈴木勝 1・小林甫 1・谷口淳子 1・三浦浩治 2・荒川一郎 3 
電気通信大学量子･物質工学科 1、愛知教育大学物理学科 2、学習院大学物理学科 3 

C60-グラファイト複合材料中の C60分子の運動状態 .................................................................................................................... 26 
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム・高磁場多目的物性測定システム・超伝導量子干渉型磁束計・超伝導フーリエ変換 NMR

（300MHz）ヘリウム液化システム液体窒素)  
鈴木勝１・桑原大介１・阿部浩二１・井上大輔１・細見斉子１・谷口淳子１・中村敏和２・石川誠２・三浦浩治 3 
電気通信大学量子･物質工学科１、分子研２、愛知教育大学物理学科３ 

4He 吸着膜の界面摩擦の研究 ........................................................................................................................................................... 27 
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、ヘリウム液化システム液体窒素)  

出浦健一・谷口淳子・鈴木勝・細見斉子 1 
電気通信大学量子･物質工学科，1愛知教育大学物理 

１次元ナノ多孔体 FSM16 中 4He の比熱測定 ............................................................................................................................... 27 
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、ヘリウム液化システム液体窒素)  

谷口淳子・藤井里菜・桐山肇・鈴木勝 
電気通信大学量子･物質工学科 
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表面・界面構造解析室 

ｼﾘｻｲﾄﾞ化による超硬合金基材へのﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｺｰﾃｨﾝｸﾞ 
 (X 線光電子分析装置) 
荒木祐輔，関口紗弥佳，木村忠正，一色秀夫 

電気通信大学電子工学科
 

 

ダイヤモンドは、高硬度･耐磨耗性･化学的安定性といった優れた特性もつことから、コーティング

材料として非常に適している。気相合成によりダイヤモンドを超硬合金(WC-Co)基材へ堆積させる場

合、Co（コバルト）の触媒作用のためグラファイトが形成され、ダイヤモンドが成長しにくい問題が

ある。そのため表面の Co の触媒作用を抑制する前処理が必要となるが、従来の方法はプロセスが煩

雑になるなどという欠点がある。本研究室では前処理法として基材表面の Co をシリサイド化しコバ

ルトシリサイドに改質する方法を提案した。コバルトシリサイドにすることで触媒作用を抑制すると

ともに内存する Co の外拡散を防ぎ、グラファイトの生成を抑制する。本研究室ではシリサイド化を

MMSi (モノメチルシラン)を用いCVD装置で行うことによりダイヤモンド成長との一貫プロセスを可

能にした。 
これまでに未研磨、未処理基板についてダイヤモンドコーティングに成功している。より現実的な

工業的応用では研磨面へのコーティング、さらには超微粒超硬合金への適用を検討する必要がある。

本研究では、超硬合金の表面を研磨した基板及び、WC の粒径が 1μm 以下超微粒超硬合金について

シリサイド化によるダイヤモンド膜堆積を行い評価を行った。 
試料の作製にはマイクロ波プラズマCVDを用いた。シリサイド化にはH2で1/10に希釈されたMMSi

を用いた。作製した試料は FE-SEM による表面観察および、X 線光電子分光(XPS)、ラマン分光法で

表面状態、膜質の評価を行った。 
XPS で未処理基板の表面状態を調べたところ、未研磨基板 c に比べ研磨基板 a のほうが Co/W のピ

ーク比が大きく、表面に露出している Co の割合が高いことが分かった(図１)。この結果をふまえ、前

処理において MMSi の流量を上げ Co のシリサイド化を進めることで、未研磨基板 c で達成されてい

るダイヤモンドコーティングが研磨基板aでも達成できることがラマン分光の結果(図2)からわかった。 
 
 

図 2 各試料のラマンスペクトル 

( 上：基板 a(MMSi:20sccm)、中：基板 c下：

基板 a(MMSi:10sccm) ) 

図 1 各試料の XPSの測定結果 

( 上：基板 c、中：基板 b下：基板 a ) 
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界面活性剤を用いた Bi 添加 SiO ナノ粒子の作製及び蒸着膜の電気及び光学的特性 
(X 線光電子分析装置) 
山家 大輔・小野 洋・小泉 淳・内田和男・野崎眞次 
電気通信大学電子工学科 

 
透明導電膜には、可視領域での透過性と導電性に優れている ITO(錫添加酸化インジウム)が発光素

子をはじめ幅広く使われている。しかし、近年の薄型平面ディスプレイの大型化等により、ITO の生

産が拡大され、希少金属 In の価格上昇及び将来の資源の枯渇が問題となっている。そのためインジウ

ムを使わない、安価で安心した供給が期待出来る新規透明導電性材料の開発が望まれている。本研究

では、真空蒸着原料として Bi を添加した Si ナノ粒子を用い、地球上に豊富に有るシリコンを使用し

た導電性、透明性に優れた新しい透明導電膜を開発することを目的としている。 
実験：試料は Bi と SiOx を化学合成したものを電子ビーム蒸着装置を用い蒸着し、石英基板上に作

製した。作製した膜の抵抗率を四探針法で、透過性を透過率測定器で測定し、電気的・光学的特性を

評価した。膜の組成は ESCA を用い分析した。 
図 1 にアニール(60 分)温度と ESCA スペクトルの変化(Bi4f)を示す。 
結果：抵抗率は 〜10-3Ω・cm 程度、透過率は 350nm〜800nm の範囲で 70％程度のものが作製出来た。

今後さらに抵抗率、透過率を向上させるために SiOx と Bi 混合比の最適化や堆積膜の熱処理などを検

討している。 
その他、野崎・内田研究室では機器分析センターの超高真空走査形トンネル顕微鏡、高磁場多目的

物性測定システム透過型電子顕微鏡、ヘリウム液化システム（液体窒素）を利用させていただき、半

導体材料、デバイスの評価を行っている。 
 
 
 

図 1：アニール(60 分)温度と ESCA スペクトルの変化(Bi4f) 
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炭化水素の熱分解法によるＤＬＣ膜の創製と評価 
(温度可変超高真空原子間力顕微鏡 VT-AFM、顕微レーザーラマン分光計) 
C.-K. Choo (チュウ)１・古川徹

1・神水摂２・田中勝己１ 

電気通信大学電子工学科１、機器分析センター２ 
 

我々の研究により、簡単にセラミックや金属材料に

DLC 膜を作製方法の開発し成功した。この方法は、

原料である炭化水素ガスを熱エネルギーで分解するの

みである。従来のプラズマ CVD 法や PLD 法とは異

なり、超高真空装置が不要となり簡単かつ安価な作製

方法で DLCを作製できる。その特徴としては、堆積物

の形状に問わず大面積の製膜や大量生産に優れている。 
本研究では、高温まで耐えうる金属材料表面上に 

DLC 膜を堆積させ、できた膜のマイクロ領域でのラ

マン分析を行った。メタンを流しながら金属板を加熱

し、炭化水素ガスを熱分解させ、DLC 膜を堆積させ

た。分析には顕微レーザーラマンを用いてマイクロ領

域の分析を行った。堆積した膜のラマンスペクトルを 
Fig1 に示す。DLC に特有の G ピークと D ピークを

確認できる（図 Fig1）。膜全体の解析により、ステンレスの板とパイプ（内・外）の表面に DLC 膜を

堆積できることが分かった。 
 
 

電子放出用カーボン系薄膜に関する研究 
（X 線光電子分析装置、電子線元素状態分析装置） 
守屋雅隆・水柿義直・小林忠行 

電気通信大学 電子工学科 
 

マイクロ波プラズマ CVD 装置において、メタンを原料ガス、水素

をキャリアガスとしてシリコン基板上にカーボン系薄膜の堆積を行

い、ミクロンサイズの形の整った円錐を形成することができた。こ

の円錐について X 線光電子分析装置による分析を行った結果、円錐

はグラファイトやダイアモンドで表面が薄く覆われた SiC であり、

単にシリコン基板がエッチングされてできたものではないことが確

認された。 

この円錐を堆積した基板に電圧をかけて、電子放出させた

ときの(a)電流-電圧特性、および(b) Fowler – Nordheim 

(F-N) plot を右図に示す。2 回目の測定ではエイジングによ

り閾値電圧が下がったが、この時の F-N plotは直線状になっ

ており、電界放出によって電子が放出されていることが確認

された。 

したがって、これらのカーボン系の円錐は電子放出源とし

て利用可能であることが示された。 

CVD により堆積した円錐からの電子

放出による(a)電流-電圧特性、および(b) 

Fowler – Nordheim plot 
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Partial Grain Refinement in Al-3%Cu Alloy during ECAPat Elevated Temperatures 
Inna Mazurina1, Taku Sakai1, Hiromi Miura1, Oleg Sitdikov1;2 and Rustam Kaibyshev3 

1Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, UEC Tokyo (The University of 
Electro-Communications), Tokyo 182-8585, Japan 
2Institute for Metals Superplasticity Problems, Khalturina 39, Ufa 450001, Russia 
3Belgorod State University, Belgorod 308034, Russia 
 
Microstructural changes during equal channel angular pressing (ECAP) in a temperature interval from 
523 to 748K were studied in a coarse-grained binary aluminum alloy Al-3%Cu. Hot ECAP results in 
grain refinement taking place at all temperatures investigated, leading to a non-uniform development of 
deformation-induced fine grains and the remnant original grains containing subgrains with low-angle 
boundaries (Figs. 1, 2) . Fine-grained structure is developed along microshear bands formed in grain 
interiors as well as along initial grain boundaries. The number and the average misorientation angle of the 
boundaries of microshear bands start to increase at above a critical strain of about 2, finally leading to 
development of new fine-grained structures (Fig. 3). The volume fraction and the average misorientation 
of deformation-induced boundaries are reduced with rising temperature. Second phase particles in Al 
alloys can serve as very effective stabilizers for deformation-induced microstructures, which are 
developed during and after cyclic ECAP at elevated temperatures (Fig. 4). 
Published in Materials Transactions, Vol. 50, No. 1 (2009) pp. 101 to 110. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Point-to-point (solid line) and 
cumulative (dotted line) misorientations of 
strain-induced boundaries developed along 

lines marked in Fig. 1. 

Fig. 1 Typical OI M micropgraph of 
Al-3%Cu alloy deformed at 523K to a 
strain 12. Gray and black lines correspond 

to the boundaries with misorientation 
from5 o to 15 o and >15o, respectively. 

25μm 
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Fig. 3 Changes in (a) the average misorientation angle Θav and (b) the fraction of strain-induced 
HABs, FHAB as well as the volume fraction new grains VUFG with repeated ECAP at 523K for 
Al-3%Cu alloy. 

Fig. 4 Change in average grain size in the regions of deformation-induced grain structure 
developed in Al-3%Cu alloy at various temperatures after ECAP at ε=12. 
The data for AA 2219 deformed at the same conditions are shown for reference. 
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Continuous dynamic recrystallization during the transient severe deformation of aluminum 
alloy 7475 
T. Sakai a, H. Miura a, A. Goloborodko a,b, O. Sitdikov a,c, 
a UEC Tokyo (The University of Electro-Communications), Department of Mechanical Engineering and 
Intelligent Systems, Chofugaoka 1-5-1, Chofu, Tokyo 182-8585, Japan 
b Powertrain Technology and Prototype Development Department, Nissan Motor Co. Ltd., Tsurumi, 
Yokohama-shi, Kanagawa 230-0053, Japan 
c Institute for Metals Superplasticity Problems, Khalturina 39, Ufa 450001, Russia 
 
Effect of strain rate and its discontinuous changes on the deformation and microstructural behavior of a 
coarse-grained 7475 Al alloy were studied in multidirectional forging at 763 K (Fig. 1). Deformation at a 
higher strain rate of 3 x 10-2 s-1, controlled by homogeneous dislocation motion, leads to partial grain 
refinement taking place only near the original grain boundaries. Deformation at a lower rate of 3 x 10-4 s-1, 
controlled mainly by grain boundary sliding, in contrast, results in full development of strain-induced 
grains through grain fragmentation due to microshear band (MSB) formation (Fig. 2). Under conditions 
of discontinuous changes in strain rate, the flow stresses and grain size developed by subsequent severe 
deformation do not approach those appearing during continuous change at a constant strain rate (Fig. 3). 
The nature of such strain-induced events is irreversible and athermal. The mechanisms of continuous 
dynamic recrystallization (cDRX) operating during severe deformation are characterized by the 
development of MSB during early deformation, followed by a homogeneous evolution of new grains at 
high strains. The grain refinement mechanism can be similar to cDRX. 
Published in Acta Materialia, 57 (2009) 153–162. 
 

 

Fig. 1. Typical true stress–true strain curves obtained during 
MDF of AA7475 at 763 K and at strain rates of 3x10-4 s-1 and 
3x10-2 s-1. 
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Fig. 2. Typical OIM micrographs and the corresponding misorientation profiles for AA7475 
deformed by MDF (a) to ⊗∑ = 2.1 at 3 x 10-2 s-1 and (b) subsequently MDF to ⊗∑ = 2.8 at 3 
x10-4s-1. CA is the last compression axis. 

Fig. 3. Transient behavior of AA7475 during MDF at 763 K after an increase or decrease in strain 
rate: (a) the true stresses vs. cumulative strain curves; (b) the grain size evolved vs. strain curves 
upon increasing or decreasing strain rates. The data for continuous deformation at constant strain 
rates are represented by dashed lines for comparison. 
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化学構造解析室 

PLD 法による Er2SiO5超格子結晶の作製と評価 
(DSC 粉末 X 線同時測定装置) 
田中 康仁・一色 秀夫・木村 忠正 

電気通信大学量子･電子工学科
 

 

シリコンフォトニクスの新しい発光素子材料として期待される Er2SiO5超格子結晶は Er を構成元素

とする周期 0.86[nm]の周期構造を持ち、室温において 1.5µm 帯の強い発光を示す。これまで Er2SiO5

超格子結晶は sol-gel 法により作製されてきたが、デバイス化を目指していくうえで結晶性、制御性を

あげられるドライプロセスが望ましい。これまで PLD(Pulsed Laser Deposition)法による Er2SiO5超格子

結晶の作製をすすめてきた。最近、Er2SiO5超格子結晶の周期構造を PLD(Pulsed Laser Deposition)法に

より交互堆積、制御することで作製に成功した。 
PLD 法による堆積条件は超高真空チャンバ内を酸素分圧 1×10-5[torr]とし、室温で YAG レーザ４倍

波(波長 266nm、 周波数 10[Hz]、レーザ出力 30[mJ])をターゲットとなる Si 及び Er に照射した。この

ときターゲットを可動台に配置し、レーザ照射の際ターゲットを切り替えて Er2SiO5 超格子結晶の周

期構造(一周期約 1[nm])と同じになるように交互に Er/Si を堆積させた。（Er：Si＝0.8nm：0.4nm で約

100層(約 100[nm])）。堆積後、結晶化アニールを Ar 雰囲気中で 1150oC を 10分および 1230 oC RTA(Rapid 
Thermal annealing)の２通り行った。結晶作製後、XRD、室温 PL の測定を行った。 
作製した試料の XRD(X-ray diffraction)結果を図 1、ロッキングカーブを図 2 に示す。図 1 が示すと

おり、10.3.o、20.6o、31.2o と Er2SiO5 結晶の(100)および高次回折ピークが見られる。さらに 42 .3o、   

53.4 oにも sol-gel 法で作製した試料には見られない高次のピークが確認できる。そして図 3 のロッキ

ングカーブからも高配向の Er2SiO5結晶ができていることがわかる。特に RTA では PLD で堆積された

原子層構造が反映され、アニールにともなう原子移動が抑制された状態で結晶化が行われていること

がわかる。 
XRD の結果より PLD 法により高配向 Er2SiO5超格子結晶が作製できることがわかり、その有効性が

示された。 
 
 

 

図１ Er2SiO5結晶のXRD 回折パターン 図２ Er2SiO5結晶(300) 回折(31.2o )の 
   ロッキングカーブ 
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色素増感太陽電池による TiO2ナノ結晶薄膜における電子拡散長の直接評価  
(DSC 粉末 X 線同時測定装置) 
権田智洋, 名田允洋, 佐野達司, 小林直樹 

電気通信大学 量子･物質工学科 

 
色素増感太陽電池での TiO2 多孔質薄膜における電子拡散長(L)は膜厚及び変換効率を決定する因子

の一つである. 今回は L の TiO2多孔質薄膜焼結温度依存について調査を行った. 
結果として, 焼結温度 600℃以下では焼結温度上昇と共に, L は増加する傾向であった. これについ

ては多孔質薄膜を構成する TiO2 ナノ結晶同士のネッキングが促進されたためと考えられる. 一方, 燒
結温度が 600℃より高い場合,電子拡散長は減少した(Fig.1). これについては, DSC粉末X 線同時測定

装置及び式(1)を用いることにより TiO2 ナノ結晶粉末のアナターゼ, ルチル比の調査を行ったところ

TiO2 ナノ結晶においてルチル型の結晶の割合が増加したことが確認され(Tab.1), そのこと等が関係

していると考えられる. 
 
 

 
 

 
 
 

磁性体を主体とする複合物性材料の合成開発 
(CCD-X 線回折、DSC-XRD、ESI-TOF MS、PPMS、NMR 270 MHz、NMR 500 MHz、SQUID、ESR、
EI-FAB MS、熱分析装置、LHe、LN2・N2) 
石田尚行 

電気通信大学 量子･物質工学科
 

 

本研究課題では、分子性磁性体・単分子磁性体を基調にして、超分子化学を適用したスイッチャブ

ルな磁性体や光反応を応用した光書き込み可能な磁性体などの合成開発を行なった。成果を列挙する

と、(1) 3d-4f 系のいくつかの配位化合物群から新規な単分子磁石を見いだした、(2) 史上最強の保磁

力をもつ 3d-π系ヘテロスピン化合物を開発した、(3) 鉄(II)の錯体では、熱的なスピン転移現象なら

びに光誘起スピン転移現象を見いだした。 
標記の機器のうち、合成した有機化合物やラジカル類の同定にそれぞれ NMR, ESR が有効に使われ

た。ESR は銅(II)錯体の異方性 g 値を求めるのに使われた。ESI-TOF 質量分析計は有機化合物のみな

らず、錯化合物の同定にも有効だった。構造相転移を見せる結晶性物質の同定のために DSC-XRD 同
時測定装置は強力な武器となり、中間相をもつ物質の同定にも役立った。超伝導量子干渉磁束計

（SQUID）と高磁場多目的物性測定システム（PPMS）により磁性体の開発において基本的なデータ

を得ることができた。なお、SQUID と PPMS の運転では大量の寒剤（液体ヘリウムと液体窒素）を

使用した。ほぼ通年にわたり隔週で液体ヘリウム１００L の提供を受けた。 

)/(265.11
1XA

AR II+
＝

)/(265.11
1XA

AR II+
＝ … (1)

)/(265.11
1XA

AR II+
＝

)/(265.11
1XA

AR II+
＝ … (1) Tab.1 Ratio of Anatase vs Rutile

Annealing temp.[℃] Anatase：Rutile

450 8 : 2
700 7 : 3

Tab.1 Ratio of Anatase vs Rutile

Annealing temp.[℃] Anatase：Rutile

450 8 : 2
700 7 : 3

Robert et .al., Anal. Chem. 29, 760 (1957)  

XA: Abundance ratio of anatase crystal
IR: XRD peak intensity of Rutile (110)
IA: XRD peak intensity of Anatase (101) 
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Fig.1  Electron diffusion length in nano-porous TiO2 layer
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興味ある分子性電子物性材料の開発 
(円二色性分散計) 
石田尚行 

電気通信大学 量子･物質工学科
 

 
ゼオライトのような多孔質は、気体吸蔵、触媒、フィルターなどに利用され、特にゲスト分子のサ

イズに大きく依存してホストの分子吸着能力が異なる。このような分子の選別能力を上手に引き出す

ことにより、特異的な触媒活性や、反応混合物からの分離精製用担体に応用可能であると考えられる。

今回測定に提供された合成ゼオライトは、光学的に活性な（キラルな）鋳型分子を用いて作成された

ものである。このゼオライト群は溶媒に不溶であり、しかも今後の利用方法を考えると固体状態にお

いて光学活性能を有することを証明する必要がある。本学所有の円二色性分散計は KBr 錠剤法によ

り固体の円二色性を測定することが可能であり、実際にそのようにして当該化合物の円二色性データ

を得ることができた。光学活性ゼオライトの同定を進めることができた。 
なお、本研究課題は、東京農工大の前田和之准教授との共同研究により推進された。 

 
 

新規生物発光分子系の探索と発光プローブの開発 
(NMR 270, 二重収束質量分析計、ESI-TOF 型質量分析計) 
丹羽 治樹（量子・物質工学科 教授）、牧 昌次郎（同助教）、平野 誉（同准教授）、 
皿田修一（量子・物質工学専攻 M２）、木山正啓（同 M１）、浜 一敏（量子・物質工学科４年） 
     

発光ゴカイ（Odontosyllis phosphorea）は米国のサンディエゴ湾に生息し、8 月中旬の日没約１時間

後、海面に姿を現す。淡い緑色（λmax = 513 nm）の発光液を出しながら遊泳し、発光系はルシフェリ

ン・ルシフェラーゼ反応を示す。我々はこれまでにルシフェリンを単離し、高分解能質量分析の結果

から分子式と一部の部分構造を決定することで、いくつかの推定構造を導出したが完全な構造決定に

は至っていない。今回、発光ゴカイルシフェリン推定構造から発光に関与するのはナフトフラノン骨

格であると考え、可能な３種のモデル化合物 1, 2, 3 を合成し、化学発光能を検証した。 
化合物 1, 2 はそれぞれ 1-naphthoxyacetic acid と 2-naphthoxyacetic acid を出発原料とし 2 段階で、化合

物 3はMethyl 3-hydroxy-2-naphthoic acidを出発原料とし 3段階で合成した。発光強度を見積もるため、

化合物 1, 2, 3 と代表的な化学発光物質である luminol との比較を行なった。その結果、すべての化合

物が化学発光能を有することが確認され、特に化合物 3 は luminol と同程度の発光活性を示した。化

学発光スペクトル測定においては化合物 1, 2 が 460, 470 nm であったのに対し、化合物 3 においては

555 nm と長波長側に発光極大波長を持つことが確認できた。 
 発光反応機構を解明するため、発光反応を完了した溶液から直ちに高速液体クロマトグラフィー

（HPLC）を用いて生成物を分取し、これと合成し

た発光体モデル化合物について蛍光スペクトル、

質量分析を行なった。その結果1, 2, 3についてはそ

れぞれ対応する formyloxynaphthalenecarboxylic 
acid が発光種ある事が確認できた。化合物 3が

1, 2に比べ長波長発光している点に付いては今後

検討する。 
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固体回転試料中の同種核多スピン系のスピン拡散：拡散速度解析とその応用  
(NMR300) 
桑原大介１，中村英章 2，持田智行 3 
1電通大 研究設備センター，2電通大 量子・物質工，3神戸大学理学研究科 

 
1. 緒言 
本研究では，マジック角試料回転を行っている固体試料中の同種核多スピン系（1H 多スピン系，13C

多スピン系など）に対するスピン拡散速度解析式（基本式）を導出した．さらに本研究では，固体試

料中の同種核多スピン系をいくつかの部分系に分ける 新たなスピン系モデルを提唱した．新たなスピ

ン系モデルに合わせて基本式を変形した結果，部分系間の最近接原子間距離を計算することが可能と

なった．今回，この新しい解析手法（すなわち基本式と新たなスピン系モデルの組み合わせ）を用い

て，電荷移動錯体における相転移前後の構造変化の解明を行った． 

2. 基本式と新たなスピン系モデル 
基本式の導出は，Suter[1]のスピン系モデルに基づき，また Kubo[2]のスピン拡散速度式導出法を参

考にして行った．Fig. 1(a)は Suter により提唱された同種核多スピン系のモデルであり，このモデルを

使うと部分系 1S , 2S 間のスピン拡散速度 Wzは次式で与えられる． 

 ( )21
c 0 0 0 015 0

z r( , ) ( ) ( ) ( ) ( )W d G f g f g dω τ τ τ τ τ τ
∞

∗ ∗= − ⋅ + ⋅∫  (1) 

ここで， 1
2

1, 2
r r( , ) exp{ }

n
G inω τ ω τ

=± ±

= ∑  (2)， 2 3
c /Sd rγ=   (3)である． 

 
 
 
 
 
 
 
 
現実の物質系において，その中の同種核多スピン系が Fig. 1(a)のように近似のできることはまれであ

る．本研究では Fig. 1(a)に比べてはるかに応用範囲の広い同種核多スピン系モデルとして，Fig. 1(b)を
提唱した．さらに我々は，Fig. 1(b)のもとでも 2 3

0c /Sd rγ=   (3’)と読みかえるだけで，基本式(1)がその

まま成立するということを明らかにした． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 応用例 
デカメチルフェロセン(D)･アセナフテンキノン(A)錯体

（Fig 2(a)）は，–16°C で構造相転移を起こすことが知ら

れている．今回，この新しい解析手法（すなわち基本式

と新たなスピン系モデルの組み合わせ）を用いて， 
● D 分子と A 分子の最近接 1H 間距離が 相転移前後で

0.4Å 変化すること（Fig 2(b)）”， 
● 相転移温度下で A 分子が D 平面に関して 8.4˚ 度傾く

こと（Fig 2(b)） 
を見出した． 
[1] Suter, D.; Ernst, R. R. Phys. Rev. B 1985, 32, 5608-5627. 
[2] Kubo, A.; McDowell, C. A. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 

1988, 84, 3713-3730. 

Figure 2. (a) Molecular arrangement based 
on the X-ray data at 20 °C. (b) Molecular 
arrangement at –27.7 °C. determined on the 
basis of Eqs. (1)-(3). 

(b) 

(a) 

(a) (b) 

Figure 1. 
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分析・計測機器室 

機能性炭素化合物の電子状態の研究  
(EPMA, SQUID, 粉末 X 線回折装置) 
中村仁１・椛沢栄基 2 

電気通信大学量子･物質工学科１、東京都立産業技術高等専門学校２ 

 

ボロンドープダイヤモンド（BDD）が比較的高い超伝導転移温度を示すことは非常に興味深い現象

であるが、ホモエピタキシャル成長させた高品質単結晶 BDD 試料では、同じボロン濃度 nBでも(100)
試料より(111)試料の方が超伝導転移温度 Tcが高いことが報告されている。高濃度ボロン添加に伴う格

子歪や、何らかのキャリヤ補償機構が原因と考えられているが、解明されていない。早稲田大学の川

原田等は、薄膜の X 線構造解析により、(111)試料では成長面に垂直方向に格子伸長が生じ、その方向

にキャリヤ補償機構の 1 つである BB 対が生成し易い可

能性を示した。同一の試料を持ちいて、EPMA などを用

いた試料評価、放射光を用いた B2p 電子の非占有状態の

配向状態の観測を行なった。その結果、188eV 付近に観

測されたギャップ内準位（ピーク 3）の偏光依存性が、

(111)成長面に垂直に BB 対が選択配向しているモデルと

矛盾しないことがわかった。転移温度の低い(100)試料で

は、このピーク 3 の強度は非常に大きい。(100)試料では

BB 対生成の選択配向が緩いため、対がランダムに生成

し、(111)試料よりも多くの BB 対が生成・キャリヤを補

償していると考えられる。 
 
 
 

蒸気液相固相過程による半導体微細構造の作製と評価 
(電子線元素状態分析装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、低温粉末Ｘ線回折装置、200kV 熱電子放出

型透過型電子顕微鏡、200kV 電界放出型透過型電子顕微鏡) 
前薗晃秀・川端圭輔・奥野剛史 

電気通信大学 量子･物質工学専攻
 

 

酸化亜鉛(ZnO)は、室温でのエネルギーギャップが 3.2eV と大きく、新規高効率蛍光体の作製をめざ

して蛍光イオンをドープする研究が多く行われている。今回、ユーロピウム（Eu）を添加した ZnO 微

細結晶を対象として時間分解発光測定を行うことにより、ZnO-Eu 間のエネルギー移動に関する知見

を得ることができた。 
マイクロメートル程度の多面体形状の ZnO に Eu を添加しても、連続波の弱い光励起では Eu3+から

の赤色発光成分を観測することができなかった。また、ZnO 酸素欠陥準位からの緑色発光の減衰時間

にも変化は生じなかった。しかし、パルスレーザーで強励起することにり、Eu3+からの発光成分を明

瞭に観測することができた。強励起の場合に ZnO から Eu にエネルギー移動が生じたことがわかる。

一方、サブマイクロメートル程度の Eu 含有 ZnO 粒子の場合には、弱励起においても Eu3+からの発光

を観測することができた。ZnO の欠陥準位を介して Eu が励起されていることがわかった。Eu を含ん

だ ZnO の大きさや形状によって、Eu3+発光の強度や効率を制御できる可能性が示唆された。 
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希土類・遷移金属元素を含む化合物の構造・磁性・電子輸送の研究 
 (超伝導量子干渉型磁束計，高磁場多目的物性測定システム，低温粉末 X 線回折装置，電子線元素状

態分析装置，ＤＳＣ粉末 X 線同時測定装置，熱分析装置，ヘリウム液化システム液体ヘリウム，液体

窒素，窒素ガス) 
浅井吉蔵１・榎下俊平１・新井伸英１・小林義彦２ 

電気通信大学量子･物質工学科１、東京医科大学２ 

 

本研究室では，低温・磁場中・高圧力といった種々の環境下で遷移金属化合物が示す磁性、結晶構

造、電子輸送現象などの基本物性の研究を行っている。研究目的は、磁性の発現機構の解明を通して、

性能の良い（使用目的によって性能の評価は異なる）磁性体を開発する指針を与えることの他に、磁

性の研究を通して、諸々の電子物性を発現させる物質内部の電子状態を明らかにすることである。 
本年度は、磁性と格子歪み、磁性と電子輸送現象、磁性と誘電特性のように、磁性と他の物性との

結合（競合や共存、相互に及ぼす影響）を明らかにすることに重点を置いて、以下のテーマを研究し、

所定の成果を得た。 
１）複合ペロブスカイト (RE-Bi)Mn0.5Ni0.5O3 (RE は希土類元素）の強磁性と強誘電性の共存と競合 

（巨視的電子物性とＮＭＲによる研究） 
２）イットリウム鉄ガーネットの磁気緩和と誘電緩和の相関 
３）Ｃｏ酸化物のスピン転移と格子異常 
４）磁性と電子輸送現象による金属間化合物薄膜の構造評価 
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低温室 

微小接合列を使った量子素子の研究 
ヘリウム液化システム、液体ヘリウム、液体窒素、窒素ガス） 
島田 宏 1、熊谷 俊 1、鈴木英之 1、小川大輔 1、小島賢司 1、滝口将志 2、水柿義直 2 
電気通信大学量子・物質工学科 1、電気通信大学電子工学科 2 

 

プロジェクトの目的 

単一電子や単一 Cooper 対（超伝導電子対）のトンネル過程には素電荷 e あるいは 2e という単位電

荷の帯電が伴う。微小なトンネル接合や Josephson 接合を使った素子では、この電極への単位電荷の

帯電のエネルギーが十分大きくなり得、低温ではトンネリングの Coulomb 閉塞をはじめとする、いわ

ゆる「帯電効果」が起こる。 
私たちは、多数の微小 Josephson 接合を直列に並べた接合列

を 2 本静電容量で結合させた２重接合列素子で、一方の接合列

から他方の接合列への直流電流の転写現象が高い精度で起こる

こと（電流ミラー（鏡）効果）を見出している。この現象は、

帯電効果に基づいた単位電荷レベルでの相関現象と考えられ、

計量学的精度での微小電流の整数倍器への応用の可能性などを

もっている。また、強磁性細線を単一電子素子の構成要素とす

ると、磁気と単一電子効果との複合効果が起こる。この複合効

果の一つの原因は、強磁性金属の化学ポテンシャルが磁場中で

変化することにある。本プロジェクトの目的は、これらの現象

を物理学的側面、またデバイス応用的側面から追究することで

ある。 
 

本年度の成果概要 

量子電流ミラー効果に関しては、これを応用した微小電流の

整数倍器を作製するために、昨年度実現した簡素化した構造をもつ電流２倍器を拡張した電流 10倍器

を試作し、その動作を調べた。現状では、電流の 10倍化には至らず、7倍程度までの動作を得ている。 
強磁性単一電子素子については、昨年度に引き続き、磁気現象に対する帯電効果の影響をより大き

くするために、強磁性金属部が 10nm 程度の大きさの素子の作製を試みた。エレクトロマイグレーシ

ョン法により形成したナノギャップ間にCo微粒子を蒸着し、

これを中央電極とする強磁性単一電子トランジスタ（SET）
構造を作製し、その特性を調べた。図１は素子の電流-電圧特

性の温度変化の測定結果である。室温で帯電効果に基づく非

線形伝導が見られ、4.2 K 以下では、いわゆるクーロン階段が

観測された。理論曲線との比較で、帯電エネルギーは 230 K
程度にまでなることが分かった。また、図２は、強磁性細線

が磁化反転するときに発生する磁壁には電気２重層が伴う、

という予想を実証するために試作した素子である。中央にく

びれを持つ強磁性細線の両側に、静電位変化検出用の SET を

静電容量結合させたものである。磁化反転の途中でくびれに

１個の磁壁をトラップし、その両側の静電位変化を単一電子

トランジスタで高感度に測定する。 
 

Co 細線 

Cr-SET 

Cr-SET 

くびれ位置 

SET 中央電

 

図

 

図
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酸素同位体置換した SrTi18O3(STO18)の透過光強度の温度変化 
(液体ヘリウム) 
阿部浩二・山本周太郎・野間拓志・中野諭人 

電気通信大学量子･物質工学科 
 

双極子相互作用が量子揺らぎにより抑制されている量子常誘電体 SrTiO3を酸素 18O で同位体置換し

た SrTi18O3 (STO18)は、質量効果により相転移温度約 25Ｋで強誘電体となる。我々は以前，強誘電相

では数ミクロン程度の粒状の強誘電分域が存在し，透過光の減衰が温度と波長に依存することを報告

した。 
図１左図は４つの異なる波長について測定した透過光強度の温度変化の波長依存性示したものであ

る。一般に，粒子からの散乱はレイリー・ミイ散乱として知られている。散乱強度は散乱体のサイズ

に比例し，波長の逆数の４乗に依存する。右の図はレイリー・ミイ散乱を透過光の減衰の原因とし，

低温相での粒状ドメイ

ンのサイズａ（直径）

を 0.22*(T-Tc)1/2として

計算した温度変化の波

長依存性である。計算

結果は実験結果の波長

依存性を旨く再現して

おり，これより粒状ド

メイのサイズが数 nm
から数ﾐｸﾛﾝまで成長す

ることが分かった。 
以上の結果は，強誘

電相のドメインの形状

が粒状で，サイズは可

視光の波長程度である

ことを示している。 
 
マウス卵細胞での Ca2+流入チャネルの強制発現の効果  
(液体窒素・窒素ガス) 
白川英樹・高橋篤・木所佑介 

電気通信大学量子･物質工学科
 

 

哺乳類卵で発生する Ca2+オシレーションの際には、細胞内ストアからの Ca2+遊離だけでなく細胞外

からの Ca2+流入も活性化されるが、Ca2+流入チャネルの実体やその調節機構については明らかになっ

ていない。我々はその候補である TrpC ファミリーの各サブタイプについて、野生型および各種変異

型タンパク質をマウス卵細胞に発現させ、その効果を検証した（液体窒素は、TrpC の cDNA コンスト

ラクト作成に必要なコンピテントセルの調整過程で用いた）。その結果、TrpC1 あるいは TrpC4 を発現

させると Ca2+オシレーションの頻度がやや上昇すること、これらの C 末端側細胞質ドメインを発現さ

せるとオシレーションの持続が短くなることが分かった。このことから、マウス卵細胞での Ca2+オシ

レーションの際には TrpC1 ないしは TrpC4 が活性化され、それがオシレーションの維持に寄与してい

ることが示唆された。 
 

図１ 透過光強度の波長依

存依存性 
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高機能トンネル電子デバイスとその応用に関する研究  
(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス, ヘリウム液化システム液体ヘリウム) 
水柿義直１・柏 竜太１・河合章生１・滝口将志１・田中丈之１・田村伸行１・ 
菊池健人１・斎藤淳１・大塚 正喜１ 

電気通信大学 電子工学科１ 

 

液体ヘリウム温度以下で動作する電子デバイスとして、巨視的量子波導関数で記述される超伝導電

子のトンネリング（ジョセフソン効果）や、クーロン・ブロッケイドを利用した単一電子トンネリン

グを利用した高機能トンネル電子デバイスとその応用について研究を行った。具体的には、以下の項

目について成果が得られた。 
ジョセフソン素子を利用した超伝導ストリップライン特性の評価 

多層構造を有する超伝導集積回路内のストリップラインの特性をジョセフソン素子を用いて

評価した。超伝導グラウンドプレーン（ＧＰ）が 1 層のマイクロストリップライン構造と、超伝

導ＧＰ2 層に挟まれたストリップライン構造を比較して、後者においては、平行に配置されたス

トリップライン間での相互インダクタンスの線路間距離依存性が極めて弱いことが見出された。 
サブミクロンサイズの強磁性体／超伝導体トンネル接合を用いたスピン偏極率測定 

強磁性体と超伝導体を電極とするトンネル接合に対して、トンネル障壁と平行に磁界を印加す

ると、超伝導体内の準粒子の準位がゼーマン分裂し、その結果として微分コンダクタンス対印加

電圧特性に現れるコンダクタンスピークから、強磁性体でのスピン偏極率を求めることができる。

過去の研究では、大きさが数十ミクロン角程度のトンネル接合が使用されてきたが、本研究では

サブミクロンサイズの微小トンネル接合を使用した実験を行った。約 100nm×100nm の

Co/AlOx/Al 接合を作製し、その特性を評価したところ、スピン偏極率は 15.7%と見積もられた。 
 
 

感覚神経系に特異的に発現する遺伝子の研究  
(ヘリウム液化システム液体窒素) 
中村整１・仲村厚志１・岩佐達郎２・岡野恵子３ 
電気通信大学量子･物質工学科１、室蘭工業大学工学部２、早稲田大学理工学部３ 

 

ヒトを含む動物は、環境の情報を感覚神経によって察知し、いわゆる中枢神経系で情報処理を行っ

てその結果を筋肉や内臓などに適切に出力することで、時々刻々と変化していく環境に対処しながら

生きている。このような情報の入力を担当する感覚神経系は物理的情報あるいは化学的情報を神経細

胞の電気的情報に変換するという重要な役割を担当しており、その動作機構は工学的な情報システム

の入力装置への応用や新規なアイデアの元となると考えられている。しかし、それらの神経細胞の動

作機構には未解明な部分も多く、その分子機構を明らかにする必要がある。我々はラット・イモリ・

クロキンバエ・ショウジョウバエなどの動物の感覚器を解剖によって取り出し、そこに発現している

遺伝子やタンパク質の解析を行っている。取り出した組織は液体窒素で急速冷凍して一端-80℃に保存

した後全 RNA の抽出を行い、逆転写酵素によって cDNA ライブラリーを作成し、様々な解析を進め

ている。このようにして、イモリの嗅上皮に発現している、疎水性の匂い物質を嗅粘液へ溶解させる

リポカリン蛋白質を 2 種類見出していたが、正式に Cp-Lip1 と Cp-Lip2 と呼ばれることになった。こ

の 2 種のリポカリンの嗅上皮における発現分布を in situ ハイブリダイゼーションで解析した。また大

腸菌に発現させたリコンビナントリポカリンの各種匂い物質に対する結合親和性を求め、剥離嗅上皮

上に散布した場合の各種匂いに対する応答の増強効果があるかどうかなどの検討を行っているところ

である。またクロキンバエの中枢において味覚嗅覚連合学習の成立時に発現量が変化する遺伝子群を

検出することに成功したが、それらの機能について検討中である。 
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水酸化アルカリ溶融塩を用いた T’-RE2CuO4の低温合成と磁化測定  

(液体 He、SQUID 磁束計) 
上田真也，浅井翔太, 松本理, 内藤方夫 
東京農工大工学部物理システム工学科

 

 

すべての銅酸化物超伝導体は、Cu と O からなる

特徴的な 2 次元格子 CuO2面を有し、CuO2面への電

子またはホールのキャリア注入により高温超伝導を

示すと考えられてきた。ところが最近、Nd2CuO4 構

造（略称 T’構造）の銅酸化物高温超伝導体において、

キャリアドープのない母物質においても超伝導が発

現することが報告された。ただしこれまでの報告は

不純物酸素を除去し易い薄膜試料に限られており、

今後更なる精密な物性評価には酸素不定比量の定量

が可能なバルク試料を用いた研究が不可欠となって

いる。 
そこで本研究では、不純物酸素の除去が比較的容

易と考えられる T’- La2-xSmxCuO4のバルク試料を、

水酸化アルカリ溶融塩を用いた低温合成法により作

製し、磁化特性のポストアニール条件依存性を明らかにすることを目的とした。図に T’- La2-xSmxCuO4
の磁化測定結果を示した。As-sintered では超伝導を示さないが、還元ポストアニール処理を行ったサ

ンプルにおいて~ 20 K 以下で反磁性を確認し、バルク試料を超伝導化することに初めて成功した。 
 

 

微小共振器中 J 会合体による共振器ポラリトン効果  
(液体 He) 
小田 勝 1,2, 小原 祐樹 2, 斉藤 慶太 2, 谷 俊朗 1,2 

東京農工大学大学院 共生科学技術研究院 1, 工学府物理システム工学専攻 2 
 
微小光共振器により量子化した単一モードの光と，半導体中の励起子との強い結合により形成され

る“共振器ポラリトン状態”は、量子通信用の相関光子対発生装置や無閾値レーザーといった新たな

光学デバイスの動作原理としての利用が期待されている。しかし、無機半導体を用いた多くの微小共

振器では、光子と励起子の結合力が弱く、その利用が難しいという課題がある。 
そこで我々は、有機半導体に注目した。有機色素分子の 1 次元状会合体である J 会合体を組み込ん

だ微小共振器構造（挿入図）を作製し、この系で実現する共振器

ポラリトン特性の研究を行っている。擬イソシアニン色素による

J 会合体を用いた場合、光子と励起子の結合力の指標であるラビ

分裂量は，典型的な無機半導体(III-V 族系)に比べ 1～2 桁大きな

100～250 meV という値が得られた（図）。 
有機半導体による共振器ポラリトン特性を明らかにし、特に、

相関光子対の発生に向けた知見を得るため、現在、4K～室温の温

度領域における反射・発光特性の研究を進めている。 
 

図. La1.9Sm0.1CuO4バルク試料の

磁化の温度依存性 
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単結晶グラファイト基板上の Kr 吸着膜の界面摩擦 
(ヘリウム液化システム液体窒素) 
鈴木勝 1・小林甫 1・谷口淳子 1・三浦浩治 2・荒川一郎 3 

電気通信大学量子･物質工学科 1、愛知教育大学物理学科 2、学習院大学物理学科 3 

 

我々は、膨潤した単結晶グラファイト基板上の Kr 吸

着膜の界面摩擦を QCM 法により測定している。膨潤し

た単結晶グラファイトを用いることで、表面積の増大と

共に基板方位と滑り方向を制御できるという特徴を持つ。 
図に Kr 吸着膜の面密度に対する共振周波数の変化を

示した。実験は 85 K の下で、5MHz 水晶を用い、振幅は

1.4 nm、a 軸に対して平行な方向に振動させた。面密度の

1 は 3
p

â 3
p

の整合(C)相に対応する。低面密度の液(F)相
では共振周波数はほぼ変化しない。これは摩擦力が非常

に小さいことを意味する。周波数の低下は C 相付近で

始まり、不整合(IC)相でも周波数は減少する。よれよ

り IC 相の摩擦力が大きいことが明らかになった。 
 

 
C60-グラファイト複合材料中の C60分子の運動状態 
 (ヘリウム液化システム液体ヘリウム・高磁場多目的物性測定システム・超伝導量子干渉型磁束計・

超伝導フーリエ変換 NMR（300MHz）ヘリウム液化システム液体窒素) 
鈴木勝１・桑原大介１・阿部浩二１・井上大輔１・細見斉子１・谷口淳子１・中村敏和２・石川誠２・三浦

浩治 3 
電気通信大学量子･物質工学科１、分子研２、愛知教育大学物理学科３ 

 
近年、三浦らはグラフェン/C60 単層膜/グラフェン…の積層構造

を有する物質(C60/Gr)の合成に成功し、摩擦力が測定誤差の範囲内

で 0 となる『超潤滑』を示す事を明らかにした。この超潤滑のメカ

ニズムを理解するには、グラフェン層間内にある C60分子の運動状

態の理解が必要である。運動状態を明らかにするために
13C-NMR・比熱・ラマン測定を行っている。 
図 1 に 13C をエンリッチした C60/Gr の 13C-NMR 測定の結果を示

した。193～293 K で得られた線幅約 5 ppm の鋭いスペクトルは、

グラフェン層間内にあるC60分子が等方的に回転している事を示し

ている。 
より詳しく C60分子の運動状態を調べるために、スペクトル測定に

加えスピン-格子緩和率の測定も行った。格子緩和率を解析すると回

転相関時間は 65 psec と見積もられた。 
 

図：(a) 面密度に対する共振周波数変化

 の様子。各記号は、C:整合相、F:液相、

 IC:不整合相。面密度は整合となると

 ころで規格化してある。 

図 1：C60封入グラファイトの 
  13C-NMR スペクトル。 
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4He 吸着膜の界面摩擦の研究 
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、ヘリウム液化システム液体窒素) 
出浦健一・谷口淳子・鈴木勝・細見斉子 1 

電気通信大学量子･物質工学科，1愛知教育大学物理 
 
物理吸着膜の界面摩擦はナノトライボロジーの重要な研究課題

である．特に 4He 吸着膜では弱い分子間力から界面摩擦が小さく

多彩な摩擦現象が期待される．私たちは水晶マイクロバランス

(QCM)法を用いて金属基板，グラファイト基板に吸着した 4He 吸

着膜の界面摩擦の測定を行っている． 
これまでに，グラファイト基板の 4He 吸着膜の摩擦力の減少と，

超流動によるその抑制を見いだした．右上図の温度 Ts 以下で観測

される共振振動数（ΔFreq.）の上昇は，摩擦力の減少を意味する．

一方，温度 TD において摩擦力は再び急激に増加する．さらに，

金属基板において類似の測定結果を得た．我々はこの現象に対す

るメカニズムとして，4He 吸着固相膜の欠陥の波状転移によって

起きる摩擦力の減少が，低温では膜上層の超流動成分による欠陥

の補償により打ち消されるものと考えている． 
 
 
 
１次元ナノ多孔体 FSM16 中 4He の比熱測定 
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、ヘリウム液化システム液体窒素) 
谷口淳子・藤井里菜・桐山肇・鈴木勝 
電気通信大学量子･物質工学科 

 
バルク液体 4He はボーズアインシュタイン凝縮（BEC）に

より超流動転移を起こす。4He を極めて限られて空間に閉じ

込めると、超流動に代表される物性がバルクのものから変化

し、その変化は空間の次元性やサイズに強く依存することが

期待される。これまでに、我々は孔径が 2.8 nm、長さ 300 nm
程度の１次元細孔を持つ多孔体FSM16に 4Heを閉じ込めると、

細孔中 4He の超流動転移温度は加圧によって強く抑制され、

2.1 MPa 付近で絶対零度で超流動は消失することを明らかに

している（図中の●）。 
細孔中 4He の超流動の強い抑制のメカニズムについて調べ

るために、我々は比熱測定を開始した。超流動転移温度では

比熱の異常は観測されず、それよりかなり高温でブロードな

バンプが観測された（図中の○）。このバンプは、系全体で超

流動のコヒーレンスが成長する前に、細孔中 4He がすでにエ

ントロピーを失って低エネルギー状態に落ち込んでいること

を示唆している。この比熱のバンプと BEC との関連を明らかにすることがこれからの課題である。 
 
 

 
図．グラファイト基板上の 4He 吸着膜に

おける各面密度での共振振動数の

温度変化． 

図：孔径 2.8 nm の FSM16 中 4He の相図。   

 点線は音速の等高線。 
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ホタル生物発光系をモデルとしたプローブ材料. 
日本化学会第89春季年会（日大理工船橋キャンパス、

船橋,2009.3.27-30）講演予稿集II 1431. 
武内淳信、小島 哲、牧 昌次郎、平野 誉、丹羽治樹. 

イソミミズ発光酵素抽出の試み. 
日本化学会第89春季年会（日大理工船橋キャンパス、

船橋,2009.3.27-30）講演予稿集II 1450. 
森 憲一、小島 哲、新津 尚、牧 昌次郎、平野 誉、

丹羽治樹. 
発光キノコ、ヤコウタケ生物発光機構研究；発光と金

属イオンの関係. 
日本化学会第89春季年会（日大理工船橋キャンパス、

船橋,2009.3.27-30）講演予稿集II 1449. 
皿田修一、木山正啓、浜 一敏、牧 昌次郎、平野 誉、

丹羽治樹. 
ナフトフラノン型新規化学発光物質の合成と発光活

性. 
日本化学会第89春季年会（日大理工船橋キャンパス、

船橋,2009.3.27-30）講演予稿集II 1449. 
山道愁英、斎藤 毅、西山 繁、小島 哲、牧 昌次郎、

平野 誉、丹羽治樹. 
ホタル生物発光系の多色化とその指標. 
日本化学会第89春季年会（日大理工船橋キャンパス、

船橋,2009.3.27-30）講演予稿集II 1430. 
柳内 悟、斉藤 毅、西山 繁、牧 昌次郎、平野 誉、

丹羽治樹. 
ホタル生物発光系をモデルとした人工発光系の創成. 
日本化学会第89春季年会（日大理工船橋キャンパス、

船橋,2009.3.27-30）講演予稿集 II 1431. 
平野 誉、大庭洋志、高橋友登、牧昌次郎、丹羽治樹. 

イミダゾピラジノン生物・化学発光系の反応機構： 

生物発光の化学的励起過程. 
第１９回基礎有機化学討論会／第３８回構造有機化

学討論会／第５８回有機反応化学討論会（大阪大学コ

ンベンションセンター，2008.10.3-5）講演予稿集48-49. 
稲垣貴之、橋爪大輔、牧 昌次郎、丹羽治樹、平野 誉. 

複合化した新規アミドピラジン配位ホウ素化合物の合

成と分光学的性質. 
第１９回基礎有機化学討論会／第３８回構造有機化学

討論会／第５８回有機反応化学討論会（大阪大学コン

ベンションセンター, 2008.10.3-5）講演予稿集 316. 
一色 高、牧昌次郎、丹羽治樹、平野 誉. 

イミダゾピラジノン生物・化学発光系の反応機構：電

子移動型酸素化過程の解析. 
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第１９回基礎有機化学討論会／第３８回構造有機化学

討論会／第５８回有機反応化学討論会（大阪大学コン

ベンションセンター, 2008.10.3-5）講演予稿集 318. 
八谷聡二郎、橋爪大輔、牧 昌次郎、丹羽治樹、平野 誉. 

新規なアミドピラジン配位ホウ素化合物の合成と物性

評価. 
第１９回基礎有機化学討論会／第３８回構造有機化学

討論会／第５８回有機反応化学討論会（大阪大学コン

ベンションセンター, 2008.10.3-5）講演予稿集 317. 
羽角洋輔、大塚一宏、小島 哲、牧昌次郎、丹羽治樹、

平野 誉. 
ホタル生物発光系の発光色制御機構. 
2008光化学討論会講演（大阪府立大学中百舌鳥キャン

パス、大阪, 2008.9.11-13）予稿集 516. 
平野 誉、秋山誠司、牧昌次郎、丹羽治樹. 

イミダゾピラジノン化学発光の高性能化：オリゴチオ

フェンを用いたπ共役置換基効果. 
2008光化学討論会講演（大阪府立大学中百舌鳥キャン

パス、大阪, 2008.9.11-13）予稿集 220. 
末永武範、秋山誠司、小島 哲、牧昌次郎、丹羽治樹、

平野 誉. 
チオフェン挿入型π共役イミダゾピラジノン誘導体の

合成と化学発光発光特性の評価. 
2008光化学討論会講演（大阪府立大学中百舌鳥キャン

パス、大阪, 2008.9.11-13）予稿集 313. 
H.Isshiki, M.Ohe, T. Samejima, T.Ushiyama, and T.Kimura,  

“Phase separation growth of Er2SiO5 thin film in Si-rich 
ErSiO preform”,  
Physica E 41, pp. 1055-1058 (2009). 

Tadamasa Kimura, Yasuhito Tanaka, Hiroshi Ueda and Hideo 
Isshiki,  
“Formation of highly-ordered layer-structured Er2SiO5 
films by pulsed laser deposition”,  
Physica E 41, pp. 1063-1066 (2009). 

XJ.Wang, T. Nakajima, H. Isshiki, and T. Kimura,  
“Fabrication and characterization of Er silicates on 
SiO2/Sisubstrates”,  
Appl. Phys. Lett. 95, 041906(2009). 

一色 秀夫，木村 忠正， 
「シリコンフォトニクスに向けた新しい発光材料 

Er2SiO5超格子結晶」， 
応用物理 78、第5号，pp.427-431(2009)  

N. Koyama, T. Ishida, T. Nogami, and T. Kogane, 
"Pyrazine-Bridged Linear Pentanuclear Copper(II) 
Complex and Related Tri- and Dinuclear Complexes 
Showing Various Coordination Structures and Magnetic 
Couplings," 

 Polyhedron, 27, 2341-2348 (2008). 
A. Okazawa, T. Nogami, H. Nojiri, and T. Ishida,  

"Exchange Coupling and Energy-Level Crossing in a 
Magnetic Chain [Dy2Cu2]n Evaluated by High-Frequency 
Electron Paramagnetic Resonance," 

 Chem. Mater., 20, 3110-3119 (2008). 
A. Okazawa, Y. Nagaichi, T. Nogami, and T. Ishida,  

Magneto-Structure Relationship in Copper(II) and 
Nickel(II) Complexes Chelated with Stable tert-Butyl 
5-Phenyl-2-pyridyl Nitroxide and Related Radicals,"  
Inorg. Chem., 47, 8859-8868 (2008). 

N. Ishii, Y. Okamura, S. Chiba, T. Nogami, and T. Ishida, 
"Giant Coercivity in a One-Dimensional Cobalt-Radical 
Coordination Magnet," 
Am. Chem. Soc., 130, 24-25 (2008).  

A. Okazawa, T. Nogami, H. Nojiri, and T. Ishida,  
"Ferromagnetic Dy-Ni and Antiferromagnetic Dy-Cu 
Couplings in Single-Molecule Magnets [Dy2Ni] and 
[Dy2Cu],"  
Inorg. Chem., 47, 9763-9765 (2008). 

 
Y. Oso, D. Kanatsuki, S. Saito, T. Nogami, and T. Ishida, 

"Spin-crossover Transition Coupled with Another 
Solid-Solid Phase Transition for Iron(II)Thiocyanate 
Complexes Chelated with Alkylated 
N-(Di-2-pyridylmethylene)anilines,"  
Chem. Lett., 37, 760-761 (2008). 

T. Gonda, M. Nada, T. Sano and N. Kobayashi 
 "Electron Diffusion Length in Nano-Porous TiO2 Electrode 

Directly Measured Using Partially Dye-Adsorbed Solar 
Cell and Effects of Electrolyte Solvent and Annealing 
Temperature" 
e-Journal of Surface Sci. and Nanotech. 7 61-64 (2009) 

K. Ebisawa, T. Okuno, K. Abe 
“Photoluminescence Properties of Eu3+-Doped ZnO 
Nanoneedles” 
Jpn. J. Appl. Phys. vol.47, 7236-7238 (2008). 

Yamazaki, Y.; Kobayashi, N.; Nikki, K.; Kuwahara, D. 
High-resolution NMR spectra of n-alkanes penetrating into 
carbon fibers and of protons in carbon fibers, 
Magn. Reson. Chem. 2008, 46, 730-733. 
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分析・計測機器室 
K. Ebisawa, T. Okuno, K. Abe 

“Photoluminescence Properties of Eu3+-Doped ZnO 
Nanoneedles” 
Jpn. J. Appl. Phys. vol.47, 7236-7238 (2008). 

K. Akiyama, S. Kaneko, T. Kadowaki, Y. Hirabayashi, A. 
Kyoduka, Y. Sawada, Y. Kobayashi, K. Asai, H. Funakubo, 
"Epitaxial Growth of Fe3Si Thin Films on (100) Magnesia 
Substrates" 
Mater. Res. Soc. Symp. Proc. 1032 E I14-10 (2008)  

Y. Kobayashi, M. Shiozawa, K. Sato, K. Abe, and K. Asai, 
"Crystal Structure, Magnetism, and Dielectric Properties of  
La1-xBixNi0.5Mn0.5O3" 
J. Phys. Soc. Jpn. 77084701-1~8 (2008)  

T. Kawakami, S. Enoshita, M. Komagawa, Y. Kobayashi, and 
K. Asai 
"Hyperfine Magnetic Field at 55Mn in Ferromagnetic 
Perovskites  
REMn0.5 (Ni1-xMgx) 0.5O3 with RE = La, Pr, Nd, and Eu: RE  
Dependence of Supertransferred Hyperfine Interaction" 
J. Phys. Soc. Jpn. 77, no. 9 094714-1~7 (2008)  
 

H. Okazaki, T. Yokoya, J. Nakamura, N. Yamada, T. 
Nakamura, T. Muro, Y. Tamenori, T. Matsushita, Y. Takata, 
T. Tokushima, S. Shin, Y. Takano, M. Nagao, T. 
Takenouchi, H. Kawarada, T. Oguchi 
"Near EF electronic structure of heavily boron-doped 
superconducting diamond"  
J. Phys. Chem. Solids 69 pp.2978-2981 (2008).  

 M. Chiku, J. Nakamura, A. Fujishima, and Y. Einaga 
"Conformational change detection in non-metal proteins 
by direct electrochemical oxidation using diamond 
electrodes" 
Analytical Chemistry 80 pp.5783-5787 (2008). 

M. Moriya, Y. Matsumoto, Y. Mizugaki, T. Kobayashiand K. 
Usami:  
"Self-Organized Microcones Grown on Si Substrate by 
Microwave Plasma Chemical Vapor Deposition",  
Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 47, pp. 3050-3052 (2008) 
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低温室 
Y.Kobayashi,M.Shiozawa, K.Sato, K.Abe and K.Asai,  

Crystal Structure, Magnetism, and Dielectric Properties 
of La1-xBixNi0.5Mn0.5O3,  
J Phys.Soc.Jpn 77,08470-1-8(2008).   

山本周太郎，野間拓志，橘陽一郎，中野諭人，阿部浩

二，重成武，伊藤満， 
酸素同位体置換した SrTiO3(STO18)の強誘電的分域

による透過光強度の温度変化， 
日本物理学会講演概要集，64 巻１号，951(2009) 

Y. Mizugaki, M. Takiguchi, S. Hayami, A. Kawai, M. Moriya, 
K. Usami, T. Kobayashi, and H. Shimada,  
''Single-Electron Devices with Input Discretizer,''  
IEEE Transactions on Nanotechnology, vol.7, no.5, 
pp.601-606, September, 2008. 

Qin Ouyang, Hiroyasu Sato, Kiyoko Yonemoto, Yohei 
Ushijima, Yoshihiro 

 Murata, Atsushi Nakamura, Tadashi Nakamura,  
Bitter compound detection in the blowfly taste receptor 
cell: Evidence for the 
inositol1,4,5-trisphosphate-dependent transduction. 
Proceedings of international seminar: Evolutionary studies 
in behavioral neuroscience. P18, 2008  

岩佐達郎，満都拉，浦野和雄，高橋司，澤田研，岡野恵

子，中村整， 
 イモリ嗅上皮ボーマン腺に発現するリポカリンファミ

リータンパク質， 
 日本味と匂学会誌 15, 211-220, 2008.  
鈴木智之，仲村厚志，中村整， 
 クロキンバエ中枢神経系における摂食調節機能への

AMP キナーゼの関与， 
 日本動物学会第 79 回大会予稿集、p98, 2008,  
野海芳博，高橋司，澤田研，岩佐達郎，中村整， 
 アカハライモリ嗅上皮におけるリポカリンによる匂い

感度の修飾，  
 日本動物学会関東支部第 61 回大会およびシンポジウ

ムプログラム，p14, 2008．  
M. Oda, Y. Obara, K. Saito, K. Higashi, and T. Tani,  

Fabrication, characterization, and its local reflection 
properties of a metal-mirror microcavity with high 
concentrated PIC J-aggregates,  
Physics Procedia, in printing, (2009) 

M. Oda, K. Hirata, T. Inoue, Y. Obara, T. Fujimura, and T. 
Tani,  
Strong exciton-photon coupling and its polarization 
dependence in a metal-mirror microcavity containing 
oriented PIC J-aggregates,  
Phys. Stat. Sol. (c) 6, 288-291 (2009) ,  

J. Taniguchi, and M. Suzuki,  
"Torsional oscillator measurements of liquid He-4 confined 
in 2.2-nm channels of FSM", 
Journal of Low Temperature Physics, 150, 347-352 (2008). 

N. Hosomi, and M. Suzuki,  
"Sliding friction of multilayer 4He films adsorbed on 
graphite", 
Physical Review B, 77, 024501-1,-8 (2008). 

N. Hosomi, J. Taniguchi, M. Suzuki, and T. Minoguchi, 
"Effect of 3He on Superfluid 4He Films Adsorbed on 
Grafoil", 
Journal of Physics: Conference Series, 150, 032031-1,-4 
(2009). 

K. Ideura, H. Kobayashi, N. Hosomi, J. Taniguchi, and M. 
Suzuki, 
"Competition between the Superfluidity and the Slippage 
of 4He Films 
Adsorbed on Porous Gold", 
Journal of Physics: Conference Series, 150, 032032-1,-4 
(2009). 

H. Kobayashi, J. Taniguchi, M. Suzuki, K. Miura, and I. 
Arakawa, 
"Sliding Friction of Kr Films Adsorbed on 
Single-Crystalline Graphite Substrate", 
Journal of Physics: Conference Series, 150, 032045-1,-4 
(2009). 

J. Taniguchi, R. Fujii, and M. Suzuki, 
"Size Dependence of Superfluidity for 4He Confined in 
FSM16", 
Journal of Physics: Conference Series, 150, 032108-1,-4 
(2009). 

T. Horigane, T. Kobayashi, M. Suzuki, K. Abe, K. Asai, and J. 
Akimitsu 
"Significant softening of c66 and hidden order parameter in 
the magnetic ordered state of La2-xCaxCoO4 (0.4≦x≦0.7)" 
Phys. Rev. B 78, 144108-1~6 (2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊複数室の装置に係わるものについては、重複掲載した。 
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運営委員、専門委員、教職員 
 
運営委員（平成 21 年） 

  氏名 職名 学科等 

 部門長 越智 保雄 教授 知能機械工学科 

 専任准教授 桑原 大介 准教授 研究設備センター 

 表面・界面構造解析室 三浦 博己 准教授 知能機械工学科 

 化学構造解析室 丹羽 治樹 教授 量子・物質工学科 

 分析・計測機器室 浅井 吉蔵 教授 量子・物質工学科 

 低温室 鈴木 勝 教授 量子・物質工学科 

 電気通信学部 野崎 眞次 教授 電子工学科 

 電気通信学部 小林 直樹 教授 量子・物質工学科 
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専門委員（平成 21 年） 

表面･界面構造解析室 

  氏名 職名 学科等 

 室長 三浦 博己 准教授 知能機械工学科 

  越智 保雄  教授 知能機械工学科 

  田中 勝己 教授 電子工学科 

  野崎 眞次 教授 電子工学科 

  林 茂雄 教授 量子・物質工学科 

  山口 浩一 教授 電子工学科 

  松村 隆 准教授 知能機械工学科 

  中井 日佐司 講師 留学生専門教育担当 

  CHOO Cheow Keong 助教 電子工学科 

  小野 洋 助教 電子工学科 

  坂本 克好 助教 電子工学科 

 

化学構造解析室 

  氏名 職名 学科等 

 室長 丹羽 治樹 教授 量子・物質工学科 

  石田 尚行 教授 量子・物質工学科 

  越智 保雄  教授 知能機械工学科 

  小林 孝嘉 特認教授 量子・物質工学専門 

  仁木 國雄 教授 量子・物質工学科 

  林 茂雄 教授 量子・物質工学科 

  加固 昌寛 准教授 量子・物質工学科 

  桑原 大介 准教授 研究設備センター 

  平野 誉 准教授 量子・物質工学科 

  安井 正憲 准教授 量子・物質工学科 

  松村 隆 准教授 知能機械工学科 

  三瓶 嚴一 講師 量子・物質工学科 

  畑中 信一 助教 量子・物質工学科 

  牧 昌二郎 助教 量子・物質工学科 
 



- 37 - 
 

分析・計測機器室 

  氏名 職名 学科等 

 室長 浅井 吉蔵 教授 量子・物質工学科 

  石田 尚行 教授 量子・物質工学科 

  鈴木 勝 教授 量子・物質工学科 

  野崎 眞次 教授 電子工学科 

  村田 眞 教授 知能機械工学科 

  奥野 剛史 准教授 量子・物質工学科  

  金森 哉吏 准教授 知能機械工学科 

  久保木 孝 准教授 知能機械工学科 

  中村 仁 准教授 量子・物質工学科 

  谷口 淳子 助教 量子・物質工学科 

 

低温室 

  氏名 職名 学科等 

 室長 鈴木 勝 教授 量子・物質工学科 

  浅井 吉蔵 教授 量子・物質工学科 

  阿部 浩二 教授 量子・物質工学科 

  小林 忠行 教授 電子工学科 

  山田 千樫 教授 量子・物質工学科 

  水柿 義直 教授 電子工学科 

  谷 俊朗（ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ） 教授 農工大・物理システム工学科 

  島田 宏 准教授 量子・物質工学科 

  三浦 博己 准教授 知能機械工学科 

  成澤 孝敏 助教 研究設備センター 
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教職員（平成 21 年） 

  氏名 職名 

 センター長 酒井 拓 理事 

 基盤研究設備部門長 越智 保雄 教授 

 先端研究設備部門長 野崎 眞次 教授 

 低温部門長 鈴木 勝 教授 

  桑原 大介 准教授 

  成澤 孝敏 助教 

  島 浩一 技術部・技術専門職員 

  神水 摂 技術部・技術専門職員 

  田付 芳子 事務補佐員 

  荒木 阿津美 事務補佐員 

  加藤 匡也 高度支援技術者 

  木村 誠二 高度支援技術者 

  名倉 明 高度支援技術者 
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外部資金獲得状況 
 

複数の『室』に関係する研究については、右肩に下記略称を記載してある。（重複掲載） 
・表面・界面構造解析室 ：表 
・化学構造解析室    ：化 
・分析・計測機器室   ：分 
・低温室        ：低 
 
 

表面・界面構造解析室 
（科学研究費補助金） 
・基盤研究（B） 

(1) ErSiO 超格子結晶の特性評価とシリコンフォトニクス用発光素子開発 

 代表者 木村 忠正 

(2) SiO ナノ粉末の真空蒸着による高品位酸化膜の低温作製とフレキシブル基板上の IC 分 

 代表者 野崎 眞次 

(3) ホログラフィック光重合によるナノ微粒子－ポリマー複合光機能素子の創成低 

 代表者 富田  康生 

・基盤研究（C） 
(4) 10 ナノメーター結晶粒バルク材創成とその物性調査低 

 代表者 三浦 博己 

(5) レーザーピーニング処理を用いた航空機部材の軽量化と疲労安全性向上に関する研究化 

 代表者 越智 保雄 

(6) シリコン基板上への有機薄膜／半導体量子ドットの作製とその高効率太陽電池への応用 

代表者 山口  浩一 

・特定領域研究 
(7) 加工誘起微細粒材料の形成プロセス制御並びに熱的安定性低 

 代表者 三浦 博己 

(8) ErSiO 超格子結晶用いたの Si 光回路集積化導波路増幅器の開発化 

 代表者 一色  秀夫 

（民間等との共同研究） 
(1) 黄銅の結晶粒微細化低 

 代表者 三浦  博己 

(2) 低ひずみ蓄積加工と低温焼鈍による結晶粒微細化低 

 代表者 三浦  博己 

(3) Cu の結晶粒微細化に及ぼす Zr の影響低 

 代表者 三浦  博己 

(4) 銅多結晶の動的再結晶挙動に及ぼす Sn 添加の影響低 

 代表者 三浦  博己 

(5) 太陽電池の効率向上に関する研究開発化、分、低 

 代表者 河野 勝泰 

(6) 光触媒を用いたレンズクリーニングの実用化の研究化 

 代表者 田中  勝己 
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(7) SiO ナノ粉末の真空蒸着による高品位酸化膜の作製に関する研究分 

代表者 野崎  眞次 

(8) 高品位絶縁膜の低温形成技術の研究分 

代表者 野崎  眞次 

(9) SiOx ナノ粉末の真空蒸着による高品位酸化膜の作製に関する研究分 

代表者 野崎  眞次 

(10) 高密度量子ドット成長技術の研究 

代表者 山口 浩一 

(11) ダイヤモンド薄膜コーティングの研究化 

 代表者 一色  秀夫 

(12) 超高輝度白色 LED に関する研究分 

 代表者 内田  和男 

(13) 高周波・光半導体結晶技術の研究分 

 代表者 内田  和男 

(14) ドライアイス洗浄の半導体分野への応用展開に関する研究分 

 代表者 内田  和男 

(15) 光機能材料に関する研究低 

 代表者 富田 康生 

（受託研究） 
(1) 原子・分子・イオンのスペクトルに関する調査（Xe，W 多価イオンのスペクトルⅣ） 

 代表者 大谷  俊介 

(2) Ⅳ族半導体の調査研究 

 代表者 木村  忠正 

(3) 新エネルギー技術研究開発革新的太陽光発電技術研究開発（革新型太陽電池国際研究拠点整備事業） 

 ポストシリコン超高効率太陽電池の研究開発（自己組織化量子ドット） 

代表者 山口  浩一 

(4) スピニング加工材のクリープ挙動の解明化 

代表者 松村  隆 

 

 

化学構造解析室 
（科学研究費補助金） 
・基盤研究（C） 

(1) レーザーピーニング処理を用いた航空機部材の軽量化と疲労安全性向上に関する研究表 

 代表者 越智 保雄 

(2) 複合機能性材料を目指した超分子磁性体の開発分 

 代表者 石田 尚行 

(3) 表面ナノ構造を有する可視応答 TiO2／p-InGaN へテロ接合光電極の還元力評価 

代表者 小林  直樹 

(4) フォトニック結晶で形成された電極系の光励起キャリアダイナミックスと光電変換特性 

 代表者 豊田  太郎 

(5) 昆虫糖受容細胞における情報変換機構の新展開：一酸化窒素関与の伝達経路 

代表者 中村  整 

(6) 雪とスキーの摩擦現象の研究 ＜摩擦の滑走速度依存性に着目したアプローチ＞ 
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代表者 仁木  國雄 

(7) 表面形態を制御したナノ構造半導体のガスセンサー特性評価と応用に関する研究 

 代表者 沈  青 

・ 特定領域研究 

(8) ErSiO 超格子結晶用いたの Si 光回路集積化導波路増幅器の開発表 

代表者 一色  秀夫 

（民間等との共同研究） 
(1) 太陽電池の効率向上に関する研究開発表、分、低 

 代表者 河野 勝泰 

(2) 光触媒を用いたレンズクリーニングの実用化の研究表 

 代表者 田中  勝己 

(3) 新規金属錯体に関する研究分 

代表者 石田  尚行 

(4) 超高速分光による熱反応過程の直接観測と機構解明 

代表者 小林  孝嘉 

(5) 触媒活性点の活性原理解明に関する共同研究 

代表者 豊田  太郎 

(6) NTA ガラスの太陽電池への応用 

代表者 豊田  太郎 

(7) 生物発光複素環構造を利用した特定波長光吸収材料の開発 

代表者 平野  誉 

(8) 生物発光反応系に関する応用研究 

代表者 牧 昌次郎 

(9) ダイヤモンド薄膜コーティングの研究表 

 代表者 一色  秀夫 

（受託研究） 
(1) スピニング加工材のクリープ挙動の解明表 

代表者 松村  隆 

(2) 超高時間分解・超広帯域分光に関する研究 

代表者 小林 孝嘉 

(3) 固体化色素増感太陽電池における電荷輸送の動力学的研究 

代表者 豊田  太郎 

(4) 実用化に向けたコストダウンを目的とする半導体量子ドット増感太陽電池の開発 

代表者 沈  青 

(5) ホタル生物発光系の発光波長改変指標の確立と制御技術の開発 

代表者 牧  昌次郎 

 

 

分析・計測機器室 
（科学研究費補助金） 
・基盤研究（B） 

(1) SiO ナノ粉末の真空蒸着による高品位酸化膜の低温作製とフレキシブル基板上の IC 表 

代表者 野崎 眞次 

・基盤研究（C） 
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(2) イットリウム鉄ガーネットにおける異常な電気磁気効果出現機構の NMR による研究低 

代表者 浅井  吉蔵 

(3) 吸着膜超流動と固相膜滑り運動の競合現象の解明低 

代表者 鈴木  勝 

(4) 押出し加工による穴付きリブを有する管 

 代表者 村田  眞 

(5) 複合機能性材料を目指した超分子磁性体の開発化 

 代表者 石田 尚行 

（民間等との共同研究） 
(1) 太陽電池の効率向上に関する研究開発表、化、低 

 代表者 河野 勝泰 

(2) 高品位絶縁膜の低温形成技術の研究表 

代表者  野崎 眞次 

(3) SiO ナノ粉末の真空蒸着による高品位酸化膜の作製に関する研究表 

代表者 野崎  眞次 

(4) SiOx ナノ粉末の真空蒸着による高品位酸化膜の作製に関する研究表 

代表者 野崎 眞次 

(5) 新規金属錯体に関する研究化 

代表者 石田  尚行 

(6) レーザ切断ブランク材の残留応力影響解析と対策 

代表者 村田  眞 

(7) 回転引き曲げにおける扁平の抑制 

代表者 村田  眞 

(8) 石英セルおよびサファイアセルの接合界面の分析・評価 

代表者 奥野  剛史 

(9) 移動ロボット用ビジョンシステムの研究開発 

代表者 金森  哉吏 

(10) 障害物センサ測距デバイスの開発に係る研究 

代表者 金森  哉吏 

(11) インテリジェントロータリエンコーダを用いた計測制御に関する研究 

代表者 金森  哉吏 

(12) バウシンガー効果を考慮した金属板のＬ曲げ解析に関する研究 

代表者 久保木  孝 

(13) 管の冷間加工の数値解析に関する最適化技術 

代表者 久保木  孝 

(14) 管の冷間加工 3 次元弾塑性解析技術の構築 

 代表者 久保木  孝 

(15) 超高輝度白色 LED に関する研究表 

 代表者 内田 和男 

(16) 高周波・光半導体結晶技術の研究表 

 代表者 内田 和男 

(17) ドライアイス洗浄の半導体分野への応用展開に関する研究表 

 代表者 内田 和男 
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（受託研究） 
(1) 成形条件の塑性加工学的検討 

代表者 久保木  孝 

 

 

低温室 
（科学研究費補助金） 
・基盤研究（B） 

(1) 強磁性金属の磁化反転に伴う静電気的効果の研究 

代表者 島田  宏 

(2) ホログラフィック光重合によるナノ微粒子－ポリマー複合光機能素子の創成表 

代表者 富田 康生 

・基盤研究（C） 
(3) 10 ナノメーター結晶粒バルク材創成とその物性調査表 

 代表者 三浦 博己 

(4) 吸着膜超流動と固相膜滑り運動の競合現象の解明分 

代表者 鈴木  勝 

(5) イットリウム鉄ガーネットにおける異常な電気磁気効果出現機構の NMR による研究分 

代表者 浅井  吉蔵 

(6) 多価イオンによる固体表面発光 

 代表者 山田  千樫 

・ 特定領域研究 

(7) 加工誘起微細粒材料の形成プロセス制御並びに熱的安定性表 

 代表者 三浦 博己 

(8) 超伝導多層導波路の高密度三次元設計と評価 

 代表者 水柿  義直 

・ 萌芽研究 

(9) ウェット光学素子の開発 

代表者 米田 仁紀 

（民間等との共同研究） 
(1) 黄銅の結晶粒微細化表 

 代表者 三浦  博己 

(2) 低ひずみ蓄積加工と低温焼鈍による結晶粒微細化表 

 代表者 三浦  博己 

(3) Cu の結晶粒微細化に及ぼすＺｒの影響表 

 代表者 三浦  博己 

(4) 銅多結晶の動的再結晶挙動に及ぼす Sn 添加の影響表 

 代表者 三浦  博己 

(5) 太陽電池の効率向上に関する研究開発表、化、分 

 代表者 河野 勝泰 

(6) 光機能材料に関する研究表 

 代表者 富田 康生 

(7) IPD，IPAD の研究 

 代表者 本城 和彦 



- 44 - 
 

(8) マイクロ波回路の研究 

 代表者 本城 和彦 

(9) GaN 系高周波デバイスの高効率化の研究 

 代表者 本城 和彦 

(10) 高周波半導体デバイス・回路設計技術の開発 

 代表者 本城 和彦 

(11) 分岐鎖アミノ酸がラットのエキセントリック運動刺激にともなう筋損傷の回復、 

  および筋のリモデリングに及ぼす影響 

 代表者 狩野 豊 

(12) 複数ファイバレーザの同軸加算技術に関する研究 

 代表者 白川 晃 

(13) ファイバーレーザを用いた SHG 光源の研究開発 

 代表者 白川 晃 

（受託研究） 
(1) 分子光変調による超高繰り返し超短パルス光の発生 

 代表者 桂川  眞幸 

(2) 無線動作機能を内蔵回路で形成するプリント配線板の開発 

 代表者 本城 和彦 

(3) 温度特性を考慮した無線モジュール設計モデルの研究 

 代表者 本城 和彦 

(4) 超高感度広波長域量子細線フォトディテクタアレイの開発 

 代表者 本城 和彦 

(5) 光分散プラズマデバイスの研究 

 代表者 米田 仁紀 

(6) 高エネルギー密度物性を利用した X 線光学研究 

 代表者 米田 仁紀 
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低温室活動状況 

 

電気通信大学 量子・物質工学科 鈴木 勝 

電気通信大学 機器分析センター 成澤孝敏 

 

1. 業務概要 

 近年、種々の材料の電気的、磁気的あるいは光学的性質等を調べる物性研究、それら

を材料として利用したデバイスやセンサーなどにおける新機能発現やその高感度化、超

伝導材料開発と応用、超伝導磁石による強磁場発生など、様々な理工学研究分野で低温

の利用が不可欠となっている。時代を切り拓く科学技術に関する創造的活動とそれを担

う人材育成による社会への貢献を目指す本学にとって、上記分野の教育・研究の重要性

は云うまでもない。この教育研究の維持と支援のために、機器分析センター部門低温室

は、寒剤としての液体窒素（１気圧での沸点 77 K）と液体ヘリウム（同じく 4 K）の学

内利用者への供給と技術的サポートを業務としている。また、近隣する東京農工大学へ

は、両大学の研究協力の一環として、平成１６年９月より学内利用者への供給と同一の

条件（供給価格・ガス回収の義務）で液体ヘリウムの供給を行なっている。 

 液体窒素は大気（80％が窒素ガス）を原料としている。低温室では液体窒素低温貯蔵

設備ＣＥ(Cold Evaporator)を備え、外部より購入した液体窒素の貯蔵と利用者への供

給を行なっている。一方、液体ヘリウムは、その枯渇が憂慮される地球資源の１つのヘ

リウムガスが原料である。また、ヘリウムガスの産出地は世界的に遍在しており、我が

国は全量を輸入にたよっている。このような背景のもとで、本学では利用者が研究に使

用した後のヘリウムガスを回収し、再液化して供給するというヘリウム資源の循環的利

用を行なっている。 

 ヘリウムの液化業務を行なうには「高圧ガス製造所」としての認可が必要である。国

立大学法人化に伴い、本学は平成１６年度より特認事業所から一般事業所に移行し、保

安統括者を選任する等の制度の整備を行なった。本学では、高圧ガス保安法および本学

低温室危害予防規程に基づき、高圧ガス（液体ヘリウムおよび液体窒素を含む）の利用

者に対し、年１回の保安講習を行なっている。この講習では、研究遂行のうえでの危険

防止だけでなく、寒剤資源の有効利用のための教育も行なっている。 

 以下に、平成１７--２０年度（2005-2008年度）の業務内容について述べる。 

 

2. 設備の増強と現状 

 図１は、低温室開設以来の液体窒素と液体ヘリウムの供給量の年次推移を示している。

液体窒素の利用は、1990 年代前半にほぼ飽和した。一方、液体ヘリウムの利用は 1990

年代に急速に増大したが、1995 年に年間約 4kＬ に至り、ほぼ供給能力の限界に達した。

そこで、平成１２年度（2000年度）に液化室の東６号館への移転に合わせ、ヘリウム液

化設備を増強した。この増強により、液化機本体（東大物性研究所より移設）の液化能

力がそれまでに比べ飛躍的に増大し、以後の供給量の飛躍的な増大に対処できた。液体

ヘリウムの供給量の飛躍的な増大（2003年度の 10kL から 2006 年度の 29kL）に対応す

る液体ヘリウムの円滑な供給とガスの回収のために、回収設備、ガス貯蔵設備の増強を

行なった。また、液体窒素利用者の利便性の向上のために自動供給装置を設置した。 
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該当期間中に行なった設備増強を表１に、現在のヘリウム液化システムの概要を表２

に示す。 

図１ 寒剤供給量の年次推移 
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表１ 平成１７—２０年度（2005-2008年度）における設備増強 

年  度 設  備 内   容 

平成１７ 液体窒素 液体窒素自動供給装置設置 

平成１９ 回収設備 長尺容器増設（６本組） 

 

表２ 平成２０年度末のヘリウム液化システムの概要 

ヘリウム液化機  リンデ (TCF 50)  液化速度 60 Ｌ／時  

ヘリウム圧縮機  ケーザー (DS241)  0.93 MPa 840 m3／時  

中圧乾燥器  小池酸素     

液体ヘリウム貯槽  クライオファブ (CMSH2000)  2000 Ｌ  

ヘリウム回収圧縮機  ブルックハルト (C5U2.12)  14.7 MPa  90 m3／時  

長尺容器（３０本組）     14.7 MPa  2250 ｍ3  

ガスバッグ（３基）     30 ｍ3   

液体窒素貯槽  岩谷瓦斯 (CEA-10K)  9700 Ｌ  
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3. 保安教育 

 各年度の保安教育受講者を表３に示す。寒剤の利用者の増加に対応して、現在 200

名を超えるの受講者数である。 

表３ 保安講習会の受講者数 

年  度 平成 17 平成 18 平成 19 平成 20 

人数（人） 108 107 144 225 

 

4. 液体ヘリウム供給価格 

 液体ヘリウム供給価格は、未回収ヘリウムガスの補填、液化に必要な電気代と液体窒

素、非常勤職員経費等のコストを受益者負担として決めている。それらのコストのうち、

未回収ヘリウムガスの補填が大きな割合を占める。従って、液体ヘリウム供給価格はヘ

リウムガス回収率に大きく依存する。図２に示すように、回収率は東６号館移転前の

60 %程度に比べ大きく改善され、かつ近年の供給量の増大もあって、液体ヘリウム供給

価格はかなり下げることができた。最近、生産量の減少等によりヘリウムガス価格が高

騰している。今後の低価格での液体ヘリウム供給を維持には高いガス回収率が必要であ

る。 

図２ ヘリウムガスの回収率と供給価格 
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5. 研究テーマ 

 低温室が供給した液体ヘリウムを使用して，本学及び東京農工大学では、量子効果

による新機能発現や高感度化を利用したデバイスやセンサーなどの量子素子の開発、

その基礎となる量子現象の研究、さらに素子材料の開発に繋がる物性研究と多岐にわ

たる研究が行われている。いずれの研究テーマも、情報通信分野の発展への貢献が強

く期待されるものである。これらの研究の詳細については、本報告書の研究活動成果

要旨を参照されたい。 

 さらに、上記の研究の多くは、本学の２１世紀ＣＯＥプログラムである「コヒーレ

ント光科学の展開」、科学技術振興機構・戦略的創造研究推進事業研究領域の「超高

速・超省電力高性能ナノデバイス・システムの創製」の中核をなす研究である。また、

研究は多くの科学研究費その他の外部からの研究助成を得ている。 

 

6. 終わりに 

 本学における「低温を利用した（必要とする）研究分野」は活性化しており、大学

として戦略的に重要である分野となっている。その支援組織として、低温室が果たし

ている役割は大きい。 

 現在のところヘリウムガスの回収なしに（ヘリウム資源を使い捨てて）低温実験を

行なっている教育・研究機関が多く存在するが、いずれはヘリウム資源の循環的使用

を求められるであろう。その場合、全ての研究機関に液化機を導入する事は効率的で

はない。現在、本学と東京農工大学で行なっている様な協力が、地域協力の１つのモ

デルになると考えられる。 
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編 集 後 記 

 
 
 
5 月の補正予算で NMR, ESCA の 2 台の更新が可能となった－とりあえず良かっ

たと思っていましたら，本学が「教育・研究高度化のための支援体制整備事業  公
募」に応募して採択されたため，新たに 5 台の大型・小型機器がセンターに導入

されることになりました．20 年度，21 年度の概算要求機器の導入と合わせますと，

これから先年度末までに計 9 台の設備導入を予定しております．また今年度は中

期計画最後の年となり，運営費や維持費を持ち越すことが可能かどうか非常に気

がかりなところです．さらに来年 4 月 1 日から，新しい「センター登録・予約・

記録システム」を使用することになっています．今年度の混乱を乗り越えた先に

はどのようなセンターとなっているのか，また新システムはユーザグループにど

のように迎えられ，センター運営にどのような影響を及ぼすのか，今から非常に

楽しみです．  
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