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巻  頭  言 

 

        研究設備センター 

        センター長・理事 萩野 剛二郎 

 

 「研究設備センター」は、電気通信大学おける共同教育研究施設の一つとして 2009

年 4 月 1 日に発足しました。これは、平成 20 年度まで産学官連携推進機構の中にあ

った機器分析部門とベンチャー創出支援部門の一部を取り込み、｢基盤研究設備部

門｣、「先端研究設備部門」、｢低温部門｣の 3 部門に改組再編したものです。その活動

成果をまとめた「研究設備センター年報」第 2 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。  

 研究設備センターの 3 部門は、密接に連携して大学の教育研究を支援し、その質

を高め、社会に貢献することを目的としております。学内の教育・研究を支える機

関としてさらに重要な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  これまで以上に努力していきたいと考えております。学内的には、教

職員・学生がより設備を使用しやすいように、ほぼ全ての設備に対して設備予約シ

ステムで予約ができるようにしております。外部からの依頼測定の受入れについて

は 2006 年度より開始していますが、現在では 6 機種（NMR、XPS、XRD、熱分析装

置、SQUID および PPMS）で受け入れを行っています。また 2009 年度からは、FT-IR、

ラマン分光計、ESI-TOF 型質量分析計について  外部機関の方の「機器使用」を認め

ております。「依頼測定・機器使用」に対応する機種をさらに増やし、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設備の管理・運営の

他に、内規の整備、センター教職員のスキルアップ、学内の事務職員との連携が重

要になるだろうと思います。さらに、外部からの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も重要な役割を果たすこと

になろうと思います。  

 昨年度の特筆すべき実績事項を以下に示します。  

・概算要求・補正予算と法人内経費によって、大型設備 2 台の更新を行いました。  

・大学全体の大型設備・基盤的設備・共通的設備の調査を行い、これら設備の更新

計画「設備マスタープラン」を見直しました。  

・「設備予約システム」を、先端研究設備部門ユーザの設備利用方式に合わせるため

に、大きく修正しました。これにより、センター全部門の設備の稼働状況を一括

収集・管理することができるようになりました。  

 全国の大学における研究設備関連機関の置かれている状況は、依然として厳しい

ものがあり、大型設備の設備更新が困難な状況に変わりはありません。さらに大学

における全学的な設備マネジメントを行う「設備サポートセンター」の整備が文部

科学省によって進められています。この全学的な設備マネジメントは  研究設備関

連機関に求められる役割と考えられますが、本センターでは、具体的な仕事内容も

含めていかにして実現していけばよいかを模索している段階にあります。最後に、

全国の研究設備関連機関が今後とも互いに連携し合い、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できることを祈念して巻頭言とします。この年報

によって本学の教育研究活動の一端が総合的に理解され、今後の活動の展開につな

がることを切に期待します。  
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は じ め に  

 

基盤研究設備部門長 浅井 吉蔵  

 

 「基盤研究設備部門」は本学の基盤的研究設備・機器の充実とその効率的活用により、

学内外の教育・研究活動を支援することを目的としている。平成２２年度も、本部門が有

する設備・機器に対する学内・学外からの利用申請課題数、利用人数、総稼働時間、本部

門の設備・機器を活用した研究の外部資金獲得件数は順調に増加した。  

 本年度は、（１）部門の維持運営費を原資とする中小型設備・機器の導入、（２）設備・

機器を利用する際の技術的支援の充実、（３）「設備予約システム」の整備を重点課題とし

た。  

 

（１）部門の維持運営費を原資とする機器の導入  

研究設備センターは、大学全体の設備マスタープラン（年次計画）を作成し、それに

従って必要設備・機器の計画的な導入（更新を含む）を行っている。概算要求・補正予

算・法人経費による大型設備の導入はこのプランに沿って行う。本部門では本年度に大

型設備１台を導入した。  

中小型設備・機器に関しては「基盤研究設備部門」の維持運営費を原資として計画的

にその整備を図ることにした。本年度は中型設備として「元素分析装置」、「フラッシュ

法熱物性測定装置」、「絶対 PL 量子集率測定装置」、小型機器として「電子ポケット線量

計」、「放射線サーベーメータ」を導入した。  

（２）設備・機器を利用する際の技術的支援  

本部門の研究設備・機器には、高性能で汎用性が高いが、充分に使いこなすには専門

的知識や経験を必要とする機器が含まれる。それらが多くの研究に有効に活用されるに

は、専門性を備えた技術者による技術的支援が必須である。本部門の有する４台の電子

顕微鏡はその典型的機器であるが、２１年度より研究支援推進員が支援している。さら

に、本年度導入した「元素分析装置」、「絶対 PL 量子集率測定装置」等には、「スーパー

ユーザー」と称する装置に習熟した大学院生が支援にあたる。  

（３）「設備予約システム」の整備  

設備・機器の利用申請・予約の一括管理と設備の稼働状況の把握を行うシステムであ

るが、「先端研究設備部門」の機器にも活用できるように整備した。このシステムはユー

ザーの「機器利用の利便性」を図ることが目的であると同時に、設備の稼働（利用）状

況を客観的に把握により合理的なマスタープラン作製の資料を得ることにも活用する。

このシステムの運用と整備に研究支援推進員１名があたった。  

 

 依頼測定に加え平成２１年度から、本部門の設備・機器の一部を大学の外部にも解放し、

２２年度は対象機種を拡大した。研究設備センターは、大学の内外に開かれた機関である

ことを目指している。本部門も学内外の多くの方々が有効に活用して下さることを念願し

ている。そのために、設備・機器の紹介をホームページで行い、多くの設備・機器では機

器の説明会・講習会を開く等の広報活動をしている。不充分な点が多々あると思うので、

皆様からの御支援と御鞭撻をお願いしたい。  
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低温部門活動状況 

 

      電気通信大学 先進理工学専攻 鈴木  勝 

      電気通信大学 研究設備センター 小林  利章 

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において，極低温からの広い温度範囲を

利用する測定技術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，研究設備センター低温部門低温室は，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，両大学間の研究協力の一環

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偏在しており，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

の保安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 18 - 22年度（2006 - 2010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

の供給量は 1990年代前半にほぼ飽和した。一方，液体ヘリウムの供給量は 1990 年代に急速に増大

したが，1995年に年間約 4 kL 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。この増強では液化能

力の高い液化機を東大物性研究所より移設することで液化能力がそれまでに比べ飛躍的に増大し，

以後の需要量の飛躍的な増大に対応できた。液体ヘリウム需要の飛躍的な増大（2003 年度の 10 kL

から 2006年度の 29 kL）に対応する液体ヘリウムの円滑な供給と蒸発ガスの確実な回収のために，

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容器バ

ーコードを用いる自動供給装置を設置した。 

 平成 21 年度（2009 年度）は大規模な設備増強を行い，寒剤供給の安定をはかった。主な変更点

は，(1) ヘリウム液化機（更新），(2) ヘリウム回収圧縮機（増設），(3) 長尺容器（増強），である。

この設備更新と増設により，液化システムの液化速度は 108 Ｌ／時となり，またヘリウム回収系は

東地区と西地区とそれぞれ１台のヘリウム回収圧縮機により運転するシステムとなった。 

以上，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。 
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図１ 寒剤供給量の年次推移 

 

表１ 平成 18 - 22年度（2006-2010 年度）における設備増強 

 

年  度 設  備 内   容 

平成１９ 回収設備 長尺容器増設（６本組） 

平成２１ 液化システム 更新 

 

表２ 平成 22年度末のヘリウム液化システムの概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 保安教育 

 高圧ガス保安講習会では本学低温室危害予防規程に基づき，高圧ガス保安法など法令教育，高圧

ガスの安全な扱い方，特に低温寒剤の取り扱い方法について教育を行った。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，例年 150人から 200 人程度が受講している。 

 

表３ 保安講習会の受講者数 

 

年  度 平成 18 平成 19 平成 20 平成 21 平成 22 

人数（人） 107 144 150 225 152 

ヘリウム液化機 リンデ (L140) 液化速度 108 Ｌ／時 

ヘリウム圧縮機 ケーザー (DS241) 0.93 MPa 840 m
3／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 

ヘリウムガス中圧タンク 小池酸素 0.93 MPa  16 m
3
 

ヘリウム回収圧縮機 ブルックハルト (C5U2.14) 14.7 MPa  100 m
3／時 

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

長尺容器（３６本組）  14.7 MPa  2700 m
3
 

ガスバッグ（３基）  合計 30 m
3
 

液体窒素貯槽 岩谷瓦斯 (CEA-10K) 9700 Ｌ 
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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定めている。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（2000年以前）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。2010

年度には 220 円/L で供給を行っている。補填するヘリウムガスの市場価格は世界情勢により騰落

することがあり，低価格に安定した液体ヘリウム供給の維持には高いガス回収率が必要である。低

温室では回収率向上と維持のために利用者への積極的な技術協力を行っている。 

 

図２ ヘリウムガスの回収率と供給価格 

 

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。 

 

6. 終わりに 

 本学における「低温寒剤を利用した（低温環境を必要とする）研究分野」は活性化しており，大

学として戦略的に重要な分野となっている。低温室が提供する安定した寒剤の供給体制はこれら研

究分野の活性化に大いに貢献するものである。今後寒剤利用者数は増加が見込まれており，研究支

援組織として低温室が果たしている役割は大きい。 

 また，現在のところヘリウムガスの回収なしに（蒸発ヘリウムガスを使い捨てて）低温実験を行

なっている教育・研究機関は日本国内に多く存在するが，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，全ての研究機関にヘリウム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体制は，地域協力の１つのモデルになると考え

られる。 
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設置設備一覧 

 

基盤設備研究部門 

 

表面･界面構造解析室 

 X 線光電子分析装置      （日本電子(株)、JPS-9200） 

 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） 

 熱電子放出型走査電子顕微鏡    （日立(株)、S-3500H） 

 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（500MHz） （日本電子(株)，ECA-500） 

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

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

 LCQ イオントラップ型質量分析計  （Thermo Scientific 社、LCQ Fleet） 

 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 

 最先端三次元形状測定・評価システム  （ZWEISS, PRISMO Navigator 5 S-ACC mass） 

 超伝導量子干渉型磁束計     （Quantum Design 社，MPMS-XL7） 

 電子スピン共鳴装置      （Brucker 社， ELEXSYS） 

 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） 

 温度可変ホール測定装置     （ケースレー） 

 マクロフォトルミネッセンス装置   （堀場製作所、PHOTOLUMINOR） 

 電磁環境測定装置（電波暗室）   （TDK-EPC(株),(株)デバイス,Agilent Tech.(株)） 
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低温部門 

 

低温室 

 ヘリウム液化システム  （小池酸素工業（株）） 

ヘリウム液化機   （Linde Kryotechnik AG, L140） 液化速度  108 L/時 

ヘリウム液化用圧縮機 （ケーザー、DS241）    0.93 Mpa  840 Nm3/時 

液体ヘリウム貯槽  （クライオファブ、CMSH2000） 容量  2,000L 

 ヘリウムガス回収・貯蔵設備          貯蔵能力  2,700 Nm3 

ヘリウム回収圧縮機 A （ブルックハルト、C5U2.12）  14.7 MPa  90 Nm3/時 

ヘリウム回収圧縮機 B （ブルックハルト、C5N214.4GEX） 14.7 MPa  100 Nm3/時 

ヘリウムガス長尺貯槽          36 本 

 液体窒素貯槽    （岩谷瓦斯，CEA-10K）    容量  9,700 L 
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真空紫外光照射による Si/SiO2界面構造の改質 
(X 線光電子分析装置) 
山崎政宏・小野 洋・内田和男・野崎眞次 
電気通信大学電子工学科 
 
 近年、軽量でフレキシブルな次世代ディスプレイに関する研究が盛んに行われている。本研究では、

フレキシブルなプラスチック基板上への高信頼性 Si-MOSFET の形成を目指しており、これまでに   

(1) 基板に損傷を与えない真空蒸着法と、(2) 蒸着形成した SiOx 膜への UV 光酸化処理によって、200℃
以下の低温でも良質なシリコン酸化膜を作製してきた。しかし、200℃で作製した試料の界面準位密度は

2.1×1012cm-2eV-1であり、現状では実用に耐えない。 
 200℃で作製した試料の問題点を調べるために、XPS 測定を行った(図 1)。一番上のスペクトルが SiOx
蒸着膜表面のものであり、SiO2に近い組成となって

いることが分かる。しかしエッチングによって深さ

方向について調べたところ、Si/SiOx 界面付近では

Si と SiO2 のピークが混ざったスペクトルが得られ

た。このことから、従来の光酸化処理では界面付近

が十分には酸化されておらず、欠陥が多く存在して

いることが分かる。この欠陥が界面準位の原因であ

ると考えられる為、光酸化処理によって界面準位密

度の低減を試みた。 
これまでに真空蒸着法と UV 光酸化処理により

200℃で低温作製した SiOx 膜の界面準位密度は 
2.1×1012cm-2eV-1と高止まりしていた。問題点は界面

付近の酸化が不十分な事であると考え、真空紫外光（波長 172nm）を用いて Si/SiOx界面の光酸化を行う

ことで、C-V 特性の向上が得られていた。今回さらに実験を進めることで、界面準位密度が 
6.2×1011cm-2eV-1へ半減される結果を得た。172nm 光酸化の酸化力を調べる為に XPS 測定を行ったとこ

ろ、172nm 光酸化前後で X 値が 1.31 から 1.75 に向上していることが分かった。このことから界面準位

密度が減少した理由は、界面付近の欠陥(Si-Si 結合やダンリングボンド)が酸化された為であると言える。 

図 1. SiOx 蒸着膜のXPS スペクトル 
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50 nm 

超高密度 InAs 量子ドットの積層成長とその太陽電池応用 
(イオンマイクロアナライザ) 
稲次敏彦・太田 潤・松崎晋平・坂本好克・山口浩一 

電気通信大学先進理工学専攻 
 

半導体量子ドット(QD)の高密度・高均一化は、QD 太陽電池や QD レーザーなどのデバイス応用におけ

る重要な課題である。本研究では、Sb サーファクタント効果の導入による GaAs(001)基板上の InAs QDs
の高密度・高品質化について検討を進めており、最近ではその太陽電池応用を進めている。 
分子線エピタキシー(MBE)により、GaAs(001)基板上に590 ℃でGaAsバッファ層を成長させた後、480 ℃
で GaAsSb 層(3 nm)を成長し、InAs QDs を 2.7 分子層(ML)成長した。その後 GaAsSb 層(6 nm)を成長し、

さらに GaAs 層を 74 nm 成長した。その GaAs/GaAsSb/InAs QDs/GaAsSb/GaAs 層の 5 重積層構造を図 1
に示すように作製した。その成長試料の SIMS 測定よる構成元素の断面プロファイルを図 2 に示すが、

InAs QDs 層の均一な 5 重積層構造が確認された。図 3 には、GaAsSb/GaAs 層上の超高密度 InAs QDs の
5 層目の AFM 像を示す。5 層目の QDs の平均高さは約 3 nm で、単一 QD 層とほぼ同じ値を示した。QD
密度も単一 QD 層と同程度の 4.6×1011cm-2で、全積層における QD 総密度は約 2×1012cm-2となり、従来

報告されている QD 積層構造の 50～100 層分に相当する。図 4 には、5 層積層 QD 構造の PL スペクトル

(77 K , 300 K)を示す。ピーク波長は 1274 nm (77 K), 1356 nm (300 K)で、半値幅は 64 meV (77 K), 147 meV 
(300 K)であった。本 QD 積層構造の太陽電池を試作し、QD 層における 900 nm から 1400 nm の長波長

帯光照射での短絡電流の増大を観測した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3. 5 重積層 InAs QD 構造における

5 層目 QD 層表面の AFM 像.  

 

図 4. 5 重積層 InAs QD 構造の PL スペクトル(77 K, 300 K). 

図 1. 試料構造 
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図 2. 5 重積層 InAs QDs 構造における構成元素の SIMS 断面プロファイル 

GaAs (001) sub. 
GaAs buf. 

 

GaAs 74 nm 

     

 

GaAs 74 nm 

 

 

GaAs 74 nm 

     

 

GaAs 74 nm 

     

     

    

InAs QD  

GaAsSb 
6 nm 

GaAsSb   
3 nm 

－16－



Fig. 1 Typical microstructure evolved at a strain of 6 for pure 
copper deformed at 195 K. 
Note the microshear bands intersecting and crossing high density 
dislocation substructures. The diffraction pattern obtained from a 
selected area of 2 μm in diameter indicated by circle. The CA 
indicates the final compression axis. 

Microstructure and mechanical properties of AZ61 Mg alloy prepared by multi directional forging 
(200kV 電界放出型透過型電子顕微鏡、結晶方位分散分析走査電子顕微鏡) 
H. MIURA1・ G. YU1・ X. YANG2・ T. SAKAI1 
Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems,University of Electro-Communications1 、 
School of Materials Science and Engineering, Central South University2 
 

AZ61Mg alloy was multi directionally forged (MDFed) during decreasing temperature condition from 643 K to 
483 K at a true strain rate of 3x10−3 s−1 up to cumulative strain of ΣΔε=4.0 at maximum. A pass strain of Δε=0.8 was 
employed. While average grain size decreased gradually with increasing cumulative strain, the evolution of 
fine-grained structure strongly depended on the MDF temperature. Under the condition where the temperature was 
higher than the most adequate one, grain coarsening partially took place during MDF. In contrast, at lower 
temperature, inhomogeneous microstructure composed of the initial coarse and newly appeared fine grains was 
evolved. After straining over ΣΔε=3.2 (i.e., over 4 passes of MDF), equiaxed ultrafine grains (UFGs) having 
average size of about and lower than 1 μm were uniformly evolved. While the MDFed alloy to ΣΔε=4.0 possessed 
relatively high hardness of HV 99, and it accepted further about 20% cold rolling almost without cracking. Because 
of the superior formability of the UFGed AZ61Mg alloy, the hardness was further easily raised to HV 120 by 
following cold rolling. 

 
Published in Transactions of Nonferrous Metals Society of China, Vol. 20 (2010), pp. 1294-1298. 

 
Mechanisms of Ultrafine Grain Formation in Severe Plastic Deformation 
(200kV 電界放出型透過型電子顕微鏡、結晶方位分散分析走査電子顕微鏡) 
T. Sakai ・H. Miura 
Department of Mechanical Engineering and Intelligent Systems, UEC Tokyo  
 

The evolution mechanisms of ultrafine grains 
processed by severe plastic deformation are 
studied in ferritic steel, copper and aluminum 
alloys. The structural changes are 
characterized by the evolution of 
deformation bands such as microshear bands 
(MSBs) at moderate strains (Fig. 1). The 
process of strain-induced grain formation can 
be subdivided in the following three stages 
irrespective of deformation temperature: i.e. 
an incubation period for new grain evolution 
in low strain; grain fragmentation by 
frequent development of MSBs in medium 
strain, and a full development of new grains 
in large strain. A mechanism of new grain 
formation during SPD, i.e. the MSB-based 
model, is proposed and discussed comparing 
with the subgrain-based model. 

 
Published in Materials Science Forum Vols. 638-642 (2010) pp 98-103. 
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半導体微細構造を用いた新規蛍光材料の作製と評価 
(200kV 熱電子放出型透過型電子顕微鏡、DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計、高

速応答 FT-IR、低温粉末Ｘ線回折装置、電子線元素状態分析装置) 
川端圭輔 1・七井 靖 1・村瀬功一 1・角田光晴 1・香月大祉 1・奥野剛史 1・木村誠二 2  

電気通信大学量子･物質工学専攻 1、研究設備センター2  

 

ナノ粒子の形成法の一つとして液相レーザーアブレーション法があるが、現在報告されているものは

ほとんどが金属微粒子などで、汎用性が高くない。蛍光イオンを導入するなどの高機能を付加した新規

ナノ粒子の形成をめざして、金属ターゲットではなく焼結体ターゲットを用いることによって、酸化亜

鉛ナノ粒子の作製を試みた。陰イオン性の界面活性剤を最適な濃度（0.001M）で用いることにより粒径

50nm の酸化亜鉛ナノ粒子を作製することに成功した。亜鉛金属よりも酸化亜鉛焼結体ターゲットの方

が欠陥やひずみの少ないナノ粒子が生成可能であることを示した。また、両イオン性や非イオン性の界

面活性剤を用いることによって、粒径 6nm の酸化亜鉛ナノ粒子を作製できた。高分解能透過型電子顕微

鏡像で確認することができ、吸収や発光の波長にブルーシフトが生じていた。 
現在シリコンを用いた発光材料が求められているが、ユーロピウムチオシリケートの Eu を Ba で置換

していくことにより発光特性を連続的に変化させることに成功した。格子定数が 3%増大するとともに

Eu の受ける結晶場が小さくなり、発光波長は 570nm から 490nm までシフトした。発光効率は濃度消光

が抑制されることにより 30 倍向上した。新規シリコン系蛍光体材料として有望であることを明らかにし

た。 
 

 
 
触媒を用いた炭化水素熱分解法によるＤＬＣ薄膜の創製と評価  
(温度可変超高真空原子間力顕微鏡、顕微レーザーラマン分光計、電子線元素状態分析装置) 
C.-K. Choo (チュウ)１・西永泰隆 2・田中勝己１ 

電気通信大学情報理工学研究科１、電子工学科（旧）・先進理工学研究科 2 
 

DLC(Diamond-like Carbon)は、炭素の非晶質（アモルファス）構造の結合体であり、 高硬度、化学的

安定性が高く、バンドギャップは電気絶縁性から導電性まで広く可変可能などの優れた特性を持つ。我

が研究室では、原料である炭化水素ガスを熱エネルギーと触媒による促進作用で分解し、基板上に堆積

させるという独自の作製法を用いる。この作製法は、プラズマＣＶＤ法、アークイオンプレーティング

法やイオン蒸着法などと比べて、真空装置など大掛かりで高価な装置を用いる必要がなく、低コストで

DLC を生産することが可能となる。今回は前報に続いて、DLC 薄膜作製の「遷移金属触媒によって成

長促進」に関する研究結果を報告する。セラミックス基板の表面原子の 1/10 となるように Ni, Fe, Co 水

溶液触媒をセラミックス表面に的下し、メタンとアルゴンの混合ガスを 60 分流し製膜した。製膜温度は

1000～1200℃にした。EPMA を用いた元素の面分析により、触媒は基板上に均一で分散していることが

確認でき、水溶液触媒的下法は有用的であることが分かった。ラマンの結果から、DLC の平均粒径

（Tunstra-Koenig 式より見積もった）は約 3.15 nm で触媒を用いない試料より大きいである。なお、今ま

で熱分解法ではDLC製膜できなかった低温の1000℃にも、触媒を用いることでDLCの製膜に成功した。 
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Figure 2. (a) Carboxyl carbon resonances of all-13C 
labeled L-alanine. These spectra were  
measured with different irradiation frequencies for 
theπ pulses. 

Figure 1. 
Homonuclear REDOR pulse sequence. 

固体 NMR 法による酸化グラファイト層間内の C60分子封入の検証  
(超伝導フーリエ変換 NMR(300MHz)) 
桑原大介 1・井上大輔 2・鈴木 勝 2・中村敏和 3・石川 誠 4・三浦浩治 4 
電気通信大学研究設備センター1、電気通信大学先進理工 2、分子化学研究所 3、愛知教育大学物理 4 
 
C60が酸化グラファイト層間に封入されていることは，粉末 X 線の回折データを解析することによって

すでに明らかになっている．本研究では異なる研究手段，固体 NMR の手法を用いることによってこの

重要な結果（「C60 の封入」）を検証することにした．具体的には，C60 が酸化グラファイト層とナノレベ

ルで隣接して存在していることを明らかにするために，13C–13C 間の REDOR 実験を行った．この同種核

間の REDOR 実験には，選択的 RF パルスを用いた新しい「REDOR パルス系列」を使用した（Fig. 1）．
Fig. 2 には，テストサンプル all-13C labeled L-alanine  
を使った予備実験の結果を示した． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生物発光を基盤とする光機能性物質の開発  

(超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz)、二重収束質量分析計(EI,FAB,GC/MS)、ESI-TOF 型質量分析計、

LCQ イオントラップ型質量分析計、高速応答 FT-IR) 
平野 誉 1・八谷聡二郎 1・稲垣貴之 1・牧昌次郎 1・丹羽治樹 1・橋爪大輔 2・池田 浩 3・水野一彦 3 
電気通信大学大学院先進理工学専攻 1、理化学研究所 2、大阪府立大学大学院工学研究科 3 
 

我々は生物発光に学ぶ光機能性材料の開発を行っている。ウミホタルの生物発光関連物質の中で発光体

オキシルシフェリンはアミドピラジン(AP)骨格を持つ化合物で、蛍光ソルバトクロミズムを示す天然の

蛍光色素である。この分子改良によるπ共役変化によって新規光機能性の探索を行った。この結果、AP
構造と BF3の反応によりアミドピラジン配位ホウ素(APB)骨格の構築に成功した 1。合成した APB 誘導

体(1−3)は AP よりも長波長側で効率 10％以上の蛍光を示した。特に電子供与基を有する 2c と 3c,d は蛍

光ソルバトクロミズムを示した。これは電子

受容性の APB 骨格と電子供与基の組み合わ

せで励起状態の分子内電荷移動性が誘起され

たためと説明できる。さらに誘導体 3 が結晶

蛍光を示すことを見出した。結晶蛍光の効率

は 10%以上であった。結晶構造はフェニル基

と APB 骨格が共平面にあり、πスタックした分子配列を示し(Fig. 1) 、励起

分子が失活されにくい環境が示唆された。以上より、新しい蛍光色素として

APB 誘導体の開発に成功した。上記の基本的性質を踏まえた蛍光色素の利用

が期待される。APB 誘導体の応用拡張のため、さらなる分子機能の開拓を現

在進めている。 
(1) Hachiya, S.; Inagaki, T.; Hashizume, D.; Maki, S.; Niwa, H.; Hirano T. Tetrahedron Lett. 2010, 51, 1613. 
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生物発光基質の単離・構造決定・合成  
(超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz)、二重収束質量分析計(EI,FAB,GC/MS)、ESI-TOF 型質量分析計、

LCQ イオントラップ型質量分析計) 
丹羽治樹 1・平野 誉 1・牧昌次郎 1・伊藤 和 2・岩野 智 1  
電気通信大学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻 1、量子・物質工学科 2 
 
ホタル生物発光反応ではルシフェラーゼの作用によりホタルルシフェリン (1) が AMP 化され、次いで

酸素化が進行し発光する。これまでの研究で、ホタル生物発光反応は、1 の AMP 化反応が律速である

ことが判明している。輝度向上には、AMP 化反応を加速すれば良い (Fig. 1) 。そこで分子設計指針を得

るため、アナログ 2 と 3 の発光活性を測定した。 
  
 

 

 
 

 

 
 

 
ホタルルシフェリン (1) および化学合成したルシフェリンアナログ 2 と 3 の Km 値と発光活性、つい

で 1 のＡＭＰ化体およびアナログ  2 と 3 の AMP 化体の Km (ミカエリス定数)と発光活性を測定し、

Km値と輝度との相関を調べた。 
 
 
 
 
その結果、1 およびホタルルシフェリンアナログ 2 と 3 を Photinus pyralis（北米産ホタル）ルシフェ

ラーゼ(Ppy)を用いて発光測定を行ったところ、アナログ   3 が天然発光系の 1/1000 程度の発光強度で

あったのに対し、アナログ 2 が天然発光系の 1/10 と他のアナログに比べ、高い発光強度（輝度）を示

した。そこで、ホタルルシフェリン (1)、アナログ 2 および 3 の Kmを測定したところアナログ 2 の

Kmはアナログ 3 の約 1/100 と、Ppy との親和性が極めて高いことが判明した。(Fig. 2) 
 

 発光比活性 発光波長 Km Vmax 
ホタルルシフェリン（1） 100 570 nm 116 mM 9.44 × 106  
アナログ 2 10 565 nm 1.5 mM 4.35 × 106  
アナログ 3 0.1 530 nm 78 mM 1.54 × 106  

 
この結果、アナログ 2 とアナログ 3 では Kmと輝度に相関があること示唆された。 
（Ref. 1.  特願 2009-064595：波長が制御されたルシフェラーゼの発光基質および製造方法） 
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Characterization of ZSM-5 samples with low Si/Al ratios as supports for Re catalysts for direct 
phenol synthesis from benzene by XRD 
(DSC 粉末 X 線同時測定装置) 
Sachin Malwadkar1・ Mizuki Tada2・ Yashuhiro Iwasawa1  
Innovation Research Center for Fuel Cells, The University of Electro-Communications1、Institute for Molecular 
Science2   
 

ZSM-5 zeolite is nowadays widely used as support and catalyst, especially in petroleum refining and 
petrochemical processes. Key factors for its performance are its pore shape and Brønsted acidic properties. In a 
given zeolite structure the concentration of acidic sites can be varied in a certain range by changing the SiO2/Al2O3 
ratio of the zeolite framework.  To our knowledge, ZSM-5 with SiO2/Al2O3 ratios ranging from 12 to infinity can 
be synthesized in good quality. For certain catalytic applications, it is of interest to synthesize ZSM-5 with a lower 
SiO2/Al2O3 ratio than 12 to enhance the concentration of Brønsted acid sites more. 

We have synthesized ZSM-5 samples with SiO2/Al2O3=19 by using the hydrothermal method (180511-001,002, 
200511-001-003, 240511-001,002 in Fig.1). The formation of crystalline ZSM-5 with MFI structure formed by the 
hydrothermal synthesis was examined by XRD.  Figure 1 shows the XRD patterns of the synthesized zeolites and 
commercial ZSM-5 (Zeolyst) as a reference.  XRD revealed that the synthesized zeolites were confirmed to have 
the ZSM-5 structure.  

 
           Figure 1. XRD patterns of ZSM-5 (19) samples prepared by the hydrothermal synthesis.  
           Nomenclature for the samples – Date, Month, Year – Batch number (eg. 180511-001)  
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Characterization of carbon-supported Pt, Pd and their alloys for cathodic oxygen reduction 
reactions by XRD and TG  
(DSC 粉末 X 線同時測定装置、熱分析装置) 
Licheng Liu ・Yasuhiro Iwasawa 

Innovation Research Center for Fuel Cells, The University of Electro-Communications 

 

Catalysts for polymer electrolyte fuel cells usually consist of carbon-supported Pt or Pt alloy nanoparticles. The 
cathodic oxygen reduction reaction (ORR) activity of Pt electrodes depends on the structure, exposed plane, size 
and loading of nanoparticles. However, the relationship between these issues and the ORR activity has not been 
established yet so far. To get better insight into the relationship, we have prepared carbon-supported Pt, Pd and their 
alloy nanoparticles and characterized their structure, particle size and loading by using XRD and TG.  

XRD patterns of a series of carbon-supported Pt catalysts treated under various conditions revealed that their 
crystal structures of the samples were FCC (Fig.1). Their particle sizes were estimated from the Scherrer equation 
as listed in Table 1. 
 
Table 1. The particle size of a series of carbon-supported Pt catalysts treated under different conditions. All the 
catalysts were purchased from Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. 

Catalyst Trademark Pt /wt %. Treatment Particle size /nm 
S1 TEC10E30A 28.2 Vacuum drying 1.5 
S2 TEC10E30A 28.2 N2, 200oC, 2h 1.8 
S3 TEC10E50E 45.9 Vacuum drying 2.4 
S4 TEC10E30A 28.2 N2, 600oC, 2h 3.0 
S5 TEC10E60TPM 57.1 Vacuum drying 3.3 
S6 TEC10E70TPM 67.4 Vacuum drying 4.0 
S7 TEC10E80TPM 49.0 Vacuum drying 4.5 
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Figure 1. XRD patterns for Pt/C catalysts with different Pt loadings. 

 
We also prepared carbon-supported metal catalysts Pt/C, Pd/C, PdPt/C, Pd@Pt/C and Pt@Pd/C and determined 

their loadings to be 35.1 wt%, 40.5 wt%, 40.2 wt%, 38.2 wt% and 37.2 wt%, respectively by TG, which were 
similar to the nominal metal loadings. The ORR activities of these catalysts are now under investigation. 
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Characterization of Re-M (M: Pt, Pd, Ir, etc.)/zeolite catalysts active for direct phenol synthesis 
from benzene by TG-DTA, XPS and Laser-Raman  
(熱分析装置、X 線光電子分析装置、顕微レーザーラマン分光計) 
Linsheng Wang1・Sachin Malwadkar1・Shin-ichi Nagamatsu1・Mizuki Tada2・Yasuhiro Iwasawa1  

Innovation Research Center for Fuel Cells, The University of Electro-Communications1、 Institute for Molecular 
Science2  
 

Phenol is the major source of Bakelite and phenol resins, which are utilized in many commodities over the world. 
Most of the world-wide production of phenol is processed in well-known three steps called cumene process with 
several economic and ecologic disadvantages. Therefore, many efforts have been devoted to the development of 
direct phenol synthesis process by selective oxidation of benzene with molecular O2. However, this reaction is 
regarded as one of the most challenging oxidation reactions. The direct phenol synthesis from benzene and O2 with 
a higher conversion than 5% and a higher selectivity than 50% at the same time, that is >2.5% phenol yield, in a 
one-path gas-phase reaction process has been extremely difficult so far. We have investigated new Re-M/zeolite 
catalysts (M=Pd, Pt, Ag, Au, Rh, Ir, Fe, Ru, Mn, Cu, Ni, etc.) for the direct phenol synthesis in a continuous 
down-flow fixed-bed reactor at an atmospheric pressure by flowing a mixture of benzene and O2 in the presence of 
NH3 and/or H2O. The Re-Pt/ZSM-5 catalyst was found to show the highest performance among the Re-M/ZSM-5 
catalysts examined.  

The performances of ZSM-5 supported Re-M (M=Pd, Pt, Ag, Au, Rh, Ir, Fe, Ru, Mn, Cu, Ni, etc.) depended on 
the kind of the second elements. An important role of the coexisting ammonia was regarded to produce active 
clusters in the zeolite pores. To characterize the active structure, we used XPS, Raman and TG-DTA. XPS and 
Raman data revealed that nitride species are present in the Re-Pt/ZSM-5 catalyst. TEM images for the 
Re-Pt/ZSM-5 catalyst showed both Pt-enriched nanoparticles on the zeolite surface and active clusters dispersed in 
the zeolite pores, which indicates non-uniform states of Re and Pt in the Re-Pt/ZSM-5 catalyst. The Pt species in 
as-prepared Pt/ZSM-5 and Pt-Re/ZSM-5 catalysts were also characterized by TG-DTA in air. These 
characterization techniques provided useful information on the active structure of the Re-Pt/ZSM-5 catalyst for the 
direct phenol synthesis, but further characterization is needed for making a conclusion.  
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レーザ光平面を用いた三次元位置姿勢計測システムの開発 
(最先端三次元形状測定・評価システム) 
大薗伸吾１・金森哉吏 2 

電気通信大学知能機械工学科１，大学院知能機械工学専攻 2 

 

1．目的 近年,広い入射角と均一な感度を持つ球状フォトダイオードを入手できるようになってきた. 本
研究では, レーザ光平面スキャナを用いた位置計測システムのディテクタとして, このデバイスを利用

したディテクタを導入し,位置姿勢センサとして利用するための方法について研究している. これまでに

この原理を用いた位置計測システム，多点同時計測および姿勢計測システムを開発した．本年度は，誤

差要因の解析及び新型 MHD の形状測定と性能評価，誤差を補正するアルゴリズムについて検討した． 
２．研究内容 装置は図 1 のような構成になっている．3 台のレーザスキャナと，4 つの球状フォトダイ

オード(SPD)を正四面体に配置したマルチヘッドディテクタ（MHD）からなる．基準となる姿勢から M 
H D が，どのような回転動作をしたかによって現在の姿勢を表す．本システムの誤差要因のうち，MHD 
に関するものには次のものがある． 

1) SPD に入射する外乱光による角度計測誤差，2) SPD の設置誤差による位置姿勢計測誤差 
本研究では，これらの誤差を削減するために，新しい MHD を設計・作成した．図２に新型の MHD の
概観を示す．従来の MHD で見られた SPD の支持ポールと基部(コネクタ)での反射光の低減のために，

光沢のある黄銅メッキのコネクタを覆うカバーを製作した．また支持ポールの上部を円錐台形状にし，

設置誤差を低減するとともに安定して SPD を支持できるようにした．測定結果の例としてロール回転

時のディテクタヘッド D の位置の変化（MHD の回転テーブルへの設置誤差）を三次元測定機での測定

結果を図３に，本システムでの測定結果を図４に示す．  
３．研究成果 1) 新型 MHD の SPD の設置位置を三次元測定機により測定し，従来に比べて SPD の設

置誤差が小さいことを確認した． 2) 三次元測定機で求めた SPD の設置位置を三次元位置姿勢計測アル

ゴリズムに入力し，MHD の位置姿勢を算出するアルゴリズムを開発した．これを用いて回転テーブル

を用いて回転させた MHD の位置姿勢を算出することができた． 3) MHD の位置姿勢の測定結果より，

MHD と回転テーブルの設置誤差を算出することができた． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 新型マルチヘッドディテクタ(MHD)の外観 

図３ ロール回転時D の位置の変化 
（三次元測定機による測定結果） 

図４ ロール回転時D の位置の変化 
（本システムによる測定結果） 

図１ システム構成 
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希土類・遷移金属元素を含む化合物の構造と電子物性の研究 
(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窒素・窒素ガス、ヘ

リウム液化システム液体ヘリウム) 
浅井吉蔵１・新井伸英１・石田 周１・大澤明弘１・小林義彦２ 

電気通信大学先進理工学専攻１、東京医科大学２ 

 

本研究室では，低温・磁場中・高圧力等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にある。 
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、以下のテーマの研究を行った。 
１）イットリウム鉄ガーネットの磁気緩和と誘電緩和 
２）イットリウム鉄ガーネットの 57Fe NMR 
３）Ｃｏ酸化物のスピン転移と格子異常 
４）Ｒｕ酸化物の構造と磁性 
 
 
 
 
 
機能性炭素化合物の物性研究  
(電子線元素状態分析装置、超伝導量子干渉型磁束計、低温粉末 X 線回折装置、顕微レーザーラマン分

光計) 
福島千豊１・岡村 憩１・森 雅樹２・大和雅俊２・中村 仁２・椛沢栄基３ 

電気通信大学量子・物質工学専攻１、先進理工学専攻２、都立産業技術高等専門学校３ 

 

金属系超伝導体として非常に高い超伝導転移温度を示す MgB2 の発見以来、ボロンドープダイヤモン

ド（BDD）などのホウ素・炭素を主成分とする化合物の超伝導特性が注目されている。本研究では、超

伝導機構の解明に必須である電子状態の実験的研究に耐えうる良質な炭素化合物の作製を目的として、

BDD 及びグラファイト層間化合物（GIC）の作製を進めている。BDD 作製では、単結晶 Si 基板を強ア

ルカリで前処理することにより、ヘテロエピタキシャル成長を試み、EPMA 観察及び X 線回折測定の結

果から、その可能性を示した。今後、作成条件の最適化により結晶サイズの大型化を実現し、ラマンス

ペクトルの偏光解析、放射光を用いた電子状態の研究を計画している。GIC 作製では、Ca-Li 溶融合金

を液相とした液相接触反応法により、Ca を挿入元素とした GIC（Ca-GIC）の作製を行った。X 線回折

測定から、従来報告されているステージ 1 構造とは別の GIC 相が同時に観測された。マイスナー効果の

測定より、この相の超伝導転移温度は 5K 前後であった。これまで報告された Ca-GIC の構造はステージ

1 のみであり、また Li-GIC の転移温度は 1K 以下であることから、この新しい相は Ca と Li が同時に挿

入された(Ca,Li)-GIC であると考えられる。今後、この相の同定と、電子状態の観測、より高い超伝導転

移温度の可能性の探求が必要である。 
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シリサイド化による超硬合金基材へのダイヤモンドコーティング 
(顕微レーザーラマン分光計、高速応答 FT-IR、X 線光電子分析装置） 
荒木祐輔・関口紗弥佳・一色秀夫 
電気通信大学電子工学専攻  

 
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機械的特性もつことから、コーティン

グ材料に適している。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）の触媒作用によりグラファイト(sp2)が形成されてしまう。我々は、表面の Co の触媒作用抑制

のため基材表面の Co を選択的に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。本研究では MMS(モノメチルシラン:SiH3(CH3))を用いてシリサイド化とダイヤモン

ド成長を CVD 装置内でおこなう一貫プロセスを開発している。 
試料の作製にはマイクロ波プラズマ CVD を用いた。また、シリサイド化には MMS/H2をダイヤモンド

成長には CH4/H2を用いた。図１に MMS を用いたシリサイド化・ダイヤモンド成長一貫プロセスで超硬

合金基材上に成長した膜の表面 SEM 写真を示す。粒径が 1μm 程度の自形をもつダイヤモンド結晶が確

認できる。図 2 にこの試料のラマン分光スペクトルを示す。1332cm-1にダイヤモンド構造に起因する鋭

いピークが観測され、またグラファイトに起因する G バンド(1600cm-1付近)やアモルファスカーボンに

起因するバンド(1500cm-1付近)は見られない。したがって、MMS を用いたシリサイド化・ダイヤモンド

成長一貫プロセスで超硬合金基材上に高品位のダイヤモンド膜が形成されたと結論付けられる。今後、

ダイヤモンド膜の付着力の評価と向上を進めていく。 
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図 1 ダイヤモンド堆積後の SEM 図 2 ラマン分光スペクトル
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星間減光 217.5nm 吸収を担う炭素局所構造の解明 
(顕微レーザラマン分光計、200kV 電界放出型透過型電子顕微鏡) 
木村誠二１・和田節子 

電気通信大学･研究設備センター１ 

 

我々の銀河では星間に存在する塵による星間減光 217.5nm 吸収が観測されている。その星間塵の候補

物質として、多環式芳香族炭化水素（PAH）、水素を含むアモルファスカーボン（HAC）、メタンプラズ

マから合成された炭素質物質（QCC）などが検討されているが、明らかになっていない。本研究では、

その吸収の原因を解明するためにラマン分光法で QCC の炭素構造を調べた。 
QCC には、有機質で PAH を含む filmy-QCC と炭素に富む黒色粒子状の dark-QCC の 2 種類がある。

filmy-QCC の吸収ピークは真空中加熱で 200nm から長波長側にシフトし、500℃の加熱で 217.5nm 吸収

ピークを示す。一方、dark-QCC では、メタンガス 100%から合成すると 217.5nm 吸収を示すが、メタン

と水素の混合ガスから作製するとピーク位置は長波長側（250nm）に移動する。 
200nmから250nmの吸収ピークは炭素構造と関係するために、

その評価手段としてラマン分光法は有効である。図 1 に QCC
のラマンスペクトルを示す。filmy-QCC のラマンスペクトルに

は PAH の蛍光で生じたブロードな成分が現れており、それは加

熱とともに減少している。217.5nm 吸収を示す 500℃加熱した

filmy-QCC では、炭素骨格構造による G ピーク（1600cm-1）と

D ピーク（1340cm-1）に加えて、3 つのピーク群（1170、1270、
1490cm-1）を示す。一方 dark-QCC でも、217.5nm 吸収ピークを

示す時には G と D ピークに加えて 3 つのピークが現れている。

ピーク位置が長波長側に移動した QCC では 3 つのピークは見

られず、このラマンスペクトルはグラファイト粒子に似たピー

クになっている。 
ラマン分光法の結果は、217.5nm 吸収を持つ QCC の構造は

PAH とグラファイトの中間であることを表している。図 2 はそ

の filmy-QCC の電顕像で、構造が乱れたオニオンライク構造か

ら構成されていることを示す。また我々は dark-QCC では乱れ

たオニオンライク構造からグラファイト構造への変化が吸収ピ

ーク位置と関係することを報告した。 
217.5nm 吸収の原因に関係する 3 つのラマンピークはポリア

セチレン（PA）のピークに似ている（Harada et al., 1980, J. Chem. 
Phys., 73, 4746）。しかし、有機物は 500℃の加熱で炭化が起こる

ために PA として残るとは考えにくい。また QCC の炭素骨格構

造は乱れた傾向にある（図 2）。したがって炭素骨格構造の一部

に共役二重結合が存在していると考えると、PA タイプのラマン

ピークの説明ができる。 
これまでPAHやグラファイト粒子では217.5nm吸収は示して

いない。HAC では UV や He+照射すると 217.5nm 吸収に近くな

ることから、その内部構造に関係したπ-π*遷移が吸収の原因

であると提案した。本研究によって、217.5nm 吸収を担う炭素

質構造として、炭素骨格構造に生成した共役二重結合による  
π-π*遷移が担っていることがわかった。 

図 2. 500℃で加熱した filmy-QCC の電顕像。  
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新レーザー材料の特性評価 
(顕微レーザーラマン分光計、高速応答 FT-IR)  
白川 晃・中尾博明・植田憲一 
電気通信大学レーザー新世代研究センター 

 

 最近の高透光性セラミック製法によって、単結晶成長法では作製不可能な新しい固体レーザー材料の

探索が可能になった。我々は、希土類イオン添加 RE2O3 (RE=Y, Lu, Sc)、Ba(Zr,Mg,Ta)O3、CaF2等の吸収・

発光スペクトル、蛍光寿命、量子効率、ラマン散乱スペクトル、赤外透過スペクトル、散乱係数、応力

破断限界など各種特性を評価し、超短パルスレー

ザー用材料としての可能性を探求している。 
 Ba(Zr,Mg,Ta)O3 セラミックは、pervskite 型結晶

構造のBサイトにZr,Mg,Taが無秩序配列されてい

て、添加希土類イオンの発光スペクトルは大きな

不均一広がりを有する。前年度 Nd 添加

Ba(Zr,Mg,Ta)O3 を用いて初めてのレーザー発振、

モード同期レーザー発振に成功しており、更に今

回希土類イオン添加サイトの制御に取り組み、ス

ペクトル形状や量子効率を最適化した。レーザー

効率は 2 倍向上し、最大効率 28%、出力 1W を得

た。更に散乱損失の低減による高効率化、短パル

ス化を目指して研究を進めている。 
 
 
 
 
興味ある電子物性材料の開発  
(CCD 型単結晶 X 線回折装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、ESI-TOF 型質量分析装置、高磁場多目的

物性測定システム、高速応答 FT-IR、超伝導フーリエ変換 NMR(500 MHz)、超伝導量子干渉型磁束計、

電子スピン共鳴装置、二重収束質量分析計(EI,FAB.GC/MS)、熱分析装置、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・窒素ガス) 
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、複合磁性材料の合成開発を推進した。成

果を挙げると、(1) 3d-4f 系の配位化合物群から新規な単分子磁石を見いだした、(2) 有機材料の柔軟性

に起因して、構造相転移とスピン転移類似の磁気スイッチが共同している 2p-3d 系を見いだした、(3) 世
界最強クラスの保磁力を有する 2p-3d 系の開発を進めた。 
標記の機器のうち、合成物の同定に NMR, MS, IR が有効に使われた。ESR（平成 22 年度更新）は新規

ラジカルのスピン密度分布解析に用いられた。構造相転移を見せる結晶性物質の同定のために CCD X
線回折、DSC-XRD 同時測定装置は強力な武器となった。超伝導量子干渉磁束計（SQUID；平成 21 年

に更新）と高磁場多目的物性測定システム（PPMS；平成 23 年度更新予定）により磁性体の開発におい

て基本的かつ広範なデータを得ることができた。なお、SQUID と PPMS の運転においては、かなり大

量の寒剤（液体ヘリウムと液体窒素）を使用するが、これをほぼ通年にわたり定温室から供給を受けた。 
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図 1. Nd 添加 Ba(Zr,Mg,Ta)O3の発光スペクトルのサ

イト依存性。 
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ＩＣタグリーダアンテナの指向性測定 
(電磁環境測定装置(電波暗室)) 
工藤隆文・中村恭平・中嶋信生 

電気通信大学総合情報学専攻
 

 

９００ＭＨｚ帯のパッシブＩＣタグを用いた入退出管理システムに応用するアンテナの指向性を測定し

た。検出を確実にし、入退出の方向も検出するため、アンテナには２素子のアレーアンテナを適用する。

給電位相を制御することで、２つの異なった方向のビームを形成する。 
電波暗室に、被測定アンテナとネットワークアナライザを持ち込み、回転台を使用して、２つのアンテ

ナパターンを測定し、ほぼ設計通りの特性が得られていることを確認した。 
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T’- La2CuO4 超伝導体の磁化測定 
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、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) 
上田真也・浅井翔太・内藤方夫 
東京農工大工学部物理システム工学科

 

 

Nd2CuO4 構造（略称 T’構造）の銅酸化物超伝導体は、

従来電子ドープ型超伝導体であると考えられてきたが、

最近母物質においても超伝導が発現することが薄膜試料

において報告された。これは、従来の常識であった CuO2
面への電子またはホールのキャリア注入が超伝導の発現

に必要という考えを覆すものである。本研究では、より

精密な物性測定を行うために T’- La2-xSmxCuO4のバルク

試料を作製し、磁化測定から超伝導特性を調べることを

目的とした。 
水酸化アルカリ溶融塩を用いた低温合成法により、Sm

濃度 x = 0 – 2.0においてほぼ単相のLa2-xSmxCuO4試料を

得ることに成功した。真空中でポストアニールを施し構

造中の過剰酸素を除去することにより、0 < x < 1.3 にお

いて超伝導が確認され、超伝導体積分率が 100%を超え

る試料も得られた（図参照）。本研究により、Nd2CuO4 構造銅酸化物の母物質がバルクとして超伝導を

示すことが初めて明らかとなった。今後はとくに x = 0 の試料の超伝導化を目標とする。 
 
 
 
ジョセフソン高精度ディジタル－アナログ変換器実現へ向けた集積回路設計と動作検証  
(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・守屋雅隆１・斎藤 淳２・黒岩桂介１・門脇正樹３・近藤直樹３・佐藤裕介３ 
電気通信大学 大学院・先進理工学専攻１ 大学院・電子工学専攻２ 電子工学科３ 
 
低温環境下で発現する超伝導状態においては、マクロな量子効果として知られる種々の特異な物性が

得られる。我々は、超伝導電子のトンネル素子であるジョセフソンデバイスとその集積回路に関する研

究を行っている。本年度においては、ジョセフソン効果によって発生する超高精度な電圧の応用として、

ディジタル－アナログ変換器（DA 変換器）に着目し、その基本回路の新規構成法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。 
6 ビット磁束量子数可変増倍回路の設計と動作検証 

磁束量子を情報担体とする単一磁束量子ディジタル回路技術を利用して、周波数変調型 DA 変換器

のキーコンポーネントとなる磁束量子可変増倍回路を設計した。Nb/AlOx/Nb 集積回路技術を用いて試

作されたチップを液体ヘリウム浴中で測定し、1 倍から 64 倍の範囲で磁束量子を増倍する回路動作を

確認した。 
非対称 SQUID のゼロ・クロッシング・ステップを利用する 2 ビット DA 変換器の設計と動作検証 

我々が数年前に実現した非対称 SQUID でゼロ・クロッシング・ステップ生成を利用して、3 つの非

対称 SQUID を接続した 2 ビット DA 変換器を設計した。Nb/AlOx/Nb 集積回路技術を用いて試作され

たチップを液体ヘリウム浴中で測定した。約 10GHz のマイクロ波を照射し、非対称 SQUID への 2 ビ

ットの制御電流を ON・OFF することで、4 段階のアナログ出力電圧をゼロバイアス下で確認するこ

とができた。 

図. La2-xSmxCuO4 バルク試料の磁化の

温度依存性 
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１次元ナノ多孔体 FSM16 中 4He における超流動の２段階成長 
(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・鈴木 勝 
電気通信大学先進理工学専攻 
 
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．また，その転移

は鋭い比熱のピークを伴うことがよく知られている．4He を孔径が一様でまっすぐに伸びた１次元ナノ

細孔中に閉じ込めた系において，その次元性が 4He の物性にどのような影響を与えるのかは興味深い問

題である．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 に閉じ込めた 4He
の系において，ねじれ振子（超流動密度）[1]・比熱・固化圧[2]などの測定に行いその相図を調べてきた．

特にねじれ振子実験においては，細孔を窒素で満たした系とヘリウムで満たした系の差分をとることで，

細孔中の超流動密度の詳細な温度依存を調べた．その結果，２段階成長という特異な温度依存が明らか

になった． 
図１は，各圧力における超流動密度の温度変

化を示したものである．低圧領域において，超

流動成分は，BEC に由来すると思われる比熱異

常が起こる温度 TB付近から現れ，温度を下げる

につれ非常に緩やかに成長し，ある温度 TOで急

な立ち上がりを示す．加圧により，TO は TB に

比べ強い抑制を受け，高圧領域では超流動の急

な立ち上がりは観測されなくなった． 
上記のような超流動の２段階成長は，バルク

や３次元連結を有する多孔体中の He では観測

されておらず，擬１次元系特有の現象である可

能性がある．ねじれ振子における超流動的応答

には必ずしも長距離にわたる位相の相関は必要

ではなく，観測にかかるのは位相スリップの動

的振舞であることはよく知られている．TOでの

超流動の急な立ち上がりは散逸のピークを伴っ

ており，長距離相関を伴う静的な超流動成分の

成長というより、むしろ、擬１次元系特有の位

相スリップの動的抑制が観測にかかっている可能性がある． 
超流動的応答のメカニズムを明らかにすることが今後の課題であり，超流動的応答の周波数依存や孔

径依存の測定が必要であると考えている． 
 
 
[1]  J. Taniguchi, Y. Aoki, and M. Suzuki, Physical Review B 82, 104509-1,-5 (2010).  
[2]  J. Taniguchi, and M. Suzuki, to be published. 

図 1：細孔中の超流動の温度変化．圧力ごとに縦に 0.005
ずつずらしてある． 
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音叉型水晶振動子を用いたグラファイト基板上希ガス吸着膜の界面摩擦の観測 
(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) 
鈴木 勝１・二瓶史和１・小林 甫１・野田 啓１・谷口淳子１・三浦浩治２・荒川一郎３ 

電気通信大学先進理工学専攻１、愛知教育大学物理学科２、学習院大学物理学科２ 

 

我々は，これまで 5 MHz AT-カット水晶を用いた水晶マイクロバランス（QCM）法により，グラファ

イト基板上の希ガス吸着膜の滑り摩擦の性質を調べてきた．[1,2,3] 4He 吸着膜においては，5 MHz 水晶で

観測される摩擦力は，整合と不整合の吸着相によらず単原子層膜では著しく小さく，多原子層膜では吸

着固相である第１原子層と第２原子層間の摩擦力が小さい． 
我々は最近，吸着膜に働く慣性力を小さくすることを目的として，共振周波数 32 kHz の音叉型水晶振動

子を利用する QCM を開発し，グラファイト基板としてグラフォイルを用いて実験を行った．[4]その結

果，同程度の基板振動振幅において，32 kHz 水晶の実験では 5MHz 水晶の実験に比べ，多原子層膜で摩

擦力が大きくなることが明らかとなった．このようにより大きな摩擦力が観測される 32kHz の水晶にお

いて，摩擦力が非常に小さく観測の困難であった単原子層膜における滑り摩擦の膜構造依存性や結晶方

位依存性を明らかにすることを目的として，現在，膨潤した単結晶グラファイト基板上 He 吸着膜の音

叉型水晶による測定を進めている．膨潤化単結晶を用いることで，表面積の増大とともに基板方向と滑

り方向の制御が可能となり，滑り摩擦の結晶方位依存性の観測が可能となると考えている． 
図１は，膨潤化単結晶グラファイト付き音叉型水

晶の共振周波数の面密度依存を示したもので，水

晶の振動方向が結晶の a 軸方向となるように圧着

してある．比較のため，グラフォイル基板を用い

た測定の結果も示してある．得られた結果は，特

に単層膜の領域において，単結晶の測定での共振

周波数の低下はグラフォイルの測定のものより小

さく，膜がスリップする割合が高いことを意味し

ている．また，膨潤化単結晶とグラフォイルとの

結晶粒界のサイズの違いが膜のスリップに重要な

役割を果たしていることを示唆している． 
ここでは実験の詳細は報告できないが，滑り摩擦

の結晶方依存性についても測定が進行中である．

結晶方位としては，図に示した a 軸方向の水晶と，

a 軸から 30°傾いた方向の水晶を用意して，同時

測定を行っている．1K 付近では，非常によく似た

面密度依存性を示すことが明らかになりつつある．

また，単原子層膜の領域で，滑り摩擦の温度依存

に違いが観測されている． 
 
[1] N. Hosomi and M. Suzuki, Phys. Rev. B 77 024501 (2008). 
[2] N. Hosomi, A. Tanabe, M. Suzuki and M. Hieda, Phys. Rev. B 75 064513 (2007).  
[3] H. Kobayashi, J. Taniguchi, M. Suzuki, K. Miura, and I. Arakawa, J. Phys. Soc. Jpn. 79 014602 (2010).  
[4] F. Nihei, K. Ideura, H. Kobayashi, J. Taniguchi and M. Suzuki, J. Low Temp. Phys. 162 559 (2011). 

図 1：1K における 4He 吸着膜の面密度に対する共振周

波数の変化．縦軸の共振周波数の変化は１原子相完了

の面密度での変化量により規格化している． 
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運動誘発性筋損傷‐再生過程における VEGF タンパクおよび mRNA の発現パターン 
(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) 
小野寺直也 1・須藤みず紀 2・稲垣薫克 1・狩野 豊 1 
電気通信大学大学院先進理工学専攻 1、福岡大学スポーツ科学部 2 
 
【背景】血管内皮細胞増殖因子 (VEGF) は，血管新生に寄与している一方で，筋細胞の炎症応答，再生

に関与していることが報告されている．ラットでの VEGF はいくつかのスプライシングバリアントをも

つことが報告されているが，筋の損傷‐再生過程におけるこれらの機能は明らかにされていない． 
【目的】本研究は，VEGF の発現動態に着目し，エキセントリック収縮 (ECC 収縮) による筋損傷モデ

ルを用いて，損傷‐再生過程における VEGF アイソフォーム mRNA の発現パターンおよび VEGF タン

パクの発現局在を明らかにすることを目的とした． 
【方法】Wistar ラットの前脛骨筋を対象に，右後肢に電気刺激によるエキセントリック収縮 (ECC) 負荷

を 40 回負荷した．1，3，7，14 日後にそれぞれ筋を左右 (対照脚，運動脚) 摘出し，HE 染色による損傷

‐再生評価，免疫染色による VEGF の局在評価，real time RT-PCR 法を用いた mRNA の発現量を定量し

た． 
【結果】ECC 収縮による筋損傷は，負荷 3 日後では損傷割合が著しく増加し，7 日後からは中心核を持

つ再生筋が観察された．mRNA 評価 (運動脚/対照脚) において， 損傷 1，3 日後では VEGF-A-3 が特異

的に発現量を増加した．このとき，損傷した筋線維においても特異的に VEGF タンパクの発現局在が観

察された． 
【結論】ECC 収縮負荷後の筋損傷‐再生過程において，VEGF mRNA およびタンパクの発現量は運動後

１から３日後に損傷筋細胞に特異的に発現することが示された． 
 
 
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・窒素ガス) 
中村 整１・仲村厚志１・岩佐達郎２ 
電気通信大学先進理工学科１、室蘭工業大学工学部２ 
 

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。これまでに、

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 Cp-Lip1 と

Cp-Lip2 を見出している。この 2 種のリポカリンを大腸菌に発現させて得たリコンビナントリポカリン

を、イモリ嗅上皮試料に散布した場合に、その匂応答（嗅電図）を増強する場合のあることを観察した。

この増強効果とリポカリンの特異的な匂物質親和性との相関を引き続き検討中である。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の一つ AMPK の生理的な機能

について解析を進めており，AMPK の薬理学的な活性化や抑制によりハエの食欲をコントロールできる

ことを見出している。 
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＊複数部門に係わるものについては、重複掲載した。 
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は じ め に 

 

先端研究設備部門長 野崎 眞次 

 

 

 まず、平成 22年度の年報を刊行するにあたり、電気通信大学研究設備センター先端研究設備部門（旧

サテライト・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(SVBL)）における、研究と教育の両面にわたる関係

各位の深い御理解と温かい御協力に心から感謝いたします。 

 SVBL の組織が大きく平成 21 年度から変わり、1 年が過ぎました。平成 21 年度の SVBL の組織改組ま

でベンチャー創出を目指して利用してきた SVBL の施設・設備は、学内の共同利用する設備を管理する

研究設備センターの管理下になり、ベンチャー支援部門は産学官連携センターの一部門として、引き続

きベンチャーの創出・育成に力を入れております。平成 21 年度からは、それまで発刊されておりまし

た SVBL の年報のベンチャーに関連する活動成果は、産学官連携センターの年報のベンチャー支援部門

セクションに、SVBL棟の研究施設を利用した研究成果は研究設備センターの年報の先端研究設備部門セ

クションに掲載されます。 

SVBL研究棟は、電子・光デバイス、ナノテクノロジー、ロボットなどに関する研究開発が行えるよう、

クリーンルームをはじめとする最先端の材料作製、加工、評価装置を有しております。先端研究設備部

門は、これらの施設、設備が有効に利用され、学内での最先端研究、ベンチャー創出及び育成が促進さ

れるよう支援しております。平成 22 年度には、クリーンルーム内に新しく、超微細加工を可能とする

塩素系反応性イオンエッチング装置、高分解能マスクアライナーが設置されました。ますますこれによ

り各企業との共同研究が推進されると期待しております。先端研究設備部門の最先端施設、設備の利用

を学外にも広く開放しておりますのでご希望がある場合はご連絡ください。 

 平成 17 年度より産学官連携推進本部（当時の機器分析、リエゾン、ベンチャー創出支援部門）が各

部門の活動を学外の方々に広く知っていただくことを目的に毎年開催しております産学官連携 DAY in 

電通大というイベントは、平成 21 年度からは産学官連携センター主催となり、SVBL 研究棟の研究設備

を紹介いたしました。平成 22年度も、多くの見学者を迎え、先端研究設備部門の活動や SVBL研究棟の

研究設備の紹介をいたしました。 

 先端研究設備部門では、SVBL 研究棟の研究施設・設備、研究活動を広く知っていただこうと SVBL 研

究棟内に研究施設・設備、研究活動のポスターを展示いたしております。また、学内外の多くの方々に

施設・設備を積極的に御利用していただけるよう、現在パンフレット、ホームページの整備を行ってお

ります。 

 本年報は、研究設備センターの年報の一部として先端研究設備部門の施設・設備を活用して現在行わ

れている研究を御紹介いたします。今後も、皆様がご利用できるよう SVBL 研究棟の研究施設・整備を

充実させていきますので、引き続き御支援、御鞭撻をよろしくお願いいたします。 
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新規導入設備紹介 

高精細マスクアライナー（ズース・マイクロテック株式会社）

レジストパターンを形成するための紫外線露光器
です。
レジストを塗布した基板上にパターンの付いた

マスクを合わせて紫外線に露光します。この装置
では､0.75μmのライン&スペースの作成が可能です。
またアラインメントは0.5μmまで可能です。さら
にフィルターを入れることで、ｉ線だけ取り出し
て分解能をさらに高めた露光することも可能です。
基板とマスクの密着方法としては、窒素の吹き

上げによる密着の他に、その間を真空排気してよ
り強く密着させることもできます。（このとき
0.75μmのライン&スペースが作製可能）

反応性イオンエッチング装置（Cl系）（サムコ株式会社）

Cl系のガスを用いてドライエッチング（薬液を
用いないという意味）を行う装置です。
主なエッチング対象はGaAs、InP、GaN等の化合

物半導体および金属です。
反応性イオンエッチングでは､チェンバー内にプ

ラズマを発生させることでエッチングガスから反
応性の高いラジカルやイオンを生成します。そし
てエッチング対象物にバイアスがかかるようにす
ることで異方性のエッチングを可能にします。
最近のドライエッチング装置では、いわゆる

「ヘリカルアンテナ」と呼ばれるものを取り付け
てICP（誘導結合型プラズマ）を利用するようにな
り、より低い圧力でプラズマを発生させることが
可能となりました。ドライエッチングは、基本的
にはエッチング反応と反応生成物の蒸発から成り
立っているので、圧力を下げてプロセスを行うこ
とで反応生成物が蒸発しやすくなり、用途が広
がっています。
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設置設備一覧 

 

先端研究設備部門 

 

クリーンルーム 

 Class100イエロールーム（リソグラフィー室） 

  電流・電圧特性評価システム（評価設備） 

  ノマルスキー型微分干渉顕微鏡（評価設備） 

  デジタル顕微鏡（評価設備） 

  電子線リソグラフィー装置（リソグラフィー設備） 

  高精細マスクアライナー（リソグラフィー設備） 

  オーブン（リソグラフィー設備） 

  スピンナー（リソグラフィー設備） 

  ウエットステーション（エッチング設備） 

 Class10000ルーム（デバイスプロセス室） 

  マイクロ天秤（評価設備） 

  反応性イオンエッチング装置（F用）（エッチング設備） 

  反応性イオンエッチング(Cl用) （エッチング設備） 

  ウエットステーション（エッチング設備） 

  オゾンアッシャー（エッチング設備） 

  電子ビーム蒸着（旧）（成膜設備） 

  電子ビーム蒸着（新）（成膜設備） 

  蒸着装置（成膜設備） 

  酸化・拡散炉（成膜設備） 

  高周波スパッター（成膜設備） 

  MOCVD（有機金属気相成長装置）（成膜設備） 

  ワイヤーボンダー（その他プロセス設備） 

  イオン注入装置（その他プロセス設備） 

 

材料・デバイス分析・評価室 

  DEKTAK（表面粗さ系） 

  FE-SEM 

  走査型プローブ顕微鏡 

  X線回折装置 
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マイクロマシン・ロボットシミュレーション 3D位置計測研究設備 

 電磁シールド室 

  マイクロ光造形機 

  マルチアングル実体光顕微鏡 

  超深度レーザ顕微鏡 

  超微細放電加工機 

  蛍光位相差顕微鏡 

 無響音室 

 実験準備室 

  超微小表面硬さ測定器 

  高速度ビデオスコープ 

 ソフト開発室 

  三次元レーザ干渉計測システム 

  ロボット動作シミュレータ 

 

生体情報センサー融合実験設備（生物有機化学研究室） 

  冷却遠心機 

  低温室 

  超純水製造装置 

  恒温恒湿培養器 

  振盪培養器 

  高圧蒸気滅菌機 

  インキュベーター 

  無菌ベンチ 

－46－



微小接合列を使った量子素子の研究 ＊ 
 
島田宏１・Srinivas Gnadrothula２・石田千尋１・鹿取俊介１・水柿義直１ 
電気通信大学大学院 情報理工学研究科 先進理工学専攻１、 
同 電気通信学研究科 量子・物質工学専攻２ 
 
微小な Josephson 接合の 1 次元配列を基本構造とし

た機能素子の開発を行っている。このような配列を非

接触に隣接配置すると、適当なバイアス条件下で配列

間で電流の転写が起こる。この現象を利用した微小な

電流の 10 倍器を試作した。また、接合列間に接合容

量と同程度の結合容量を作り込んだ強結合素子を作

製した（図１）。いずれも、各接合は 100×200 nm2ほ

どの大きさをもち Al/Al2O3/Al からなる。作製は、電子

線リソグラフィ法および斜め蒸着法を用いて行った。 
強結合素子の特性評価を希釈冷凍温度（約 100 mK）

で行ったところ、これまでに報告されていない、また、

理論的にも検討されていないと考えられる、新奇な電

流誘引現象を見出した。一方の接合列への印加電圧を

0V に固定し、他方の接合列への印加電圧を掃引してこ

の接合列の電流 I1を増減したところ、バイアス電圧 0V
に固定した接合列にも同極性の微弱な電流 I2が誘引さ

れ、なおかつ、磁場を印加して電極の超伝導性を弱く

すると、その誘引電流の極性が反転した。 
印加磁場が強くて電極が常伝導に近く、I1 と I2 の極

性が逆である場合については、これまでに理論・実験

の両面で研究が行われた逆極性の素電荷間の静電気的

な結合という描像[1,2]をもとに、定量的な解釈が可能

である。一方、磁場が弱く電極の超伝導性が強い場合

の誘起電流については、その発生機構がわかっていな

い。電流担体が Cooper 対である場合には、準粒子(電
子)の場合とは本質的に異なる電流誘引機構があるも

のと考えている。 
 

[1] D. V. Averin, A. N. Korotkov, and Yu. V. Nazarov, Phys. Rev. Lett. 66, 2181 (1991). 
[2] M. Matters, J. J. Versluys, and J. E. Mooij, Phys. Rev. Lett. 78, 2469 (1997). 
 
 
 
 
 
 
―――――――――― 
＊ 低温部門の設備も使用 

図２ 

図１ 

結合 
容量部 

接合 
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サブミクロン Al トンネル接合の静電容量測定  
 
水柿義直１・守屋雅隆１・島田宏１・菊池健人２・Asem El Arabi２・ 
阿曽陽介３・川口悟生３・高山和朗３・西名亮３ 
電気通信大学 大学院・先進理工学専攻１ 大学院・電子工学専攻２ 電子工学科３ 
 
我々は微小トンネル接合において発現するクーロン・ブロッケイドを利用した単一電子・単一超

伝導電子対デバイスの研究を行っている。これらのデバイス特性においては、トンネル接合の静電

容量が重要なパラメータとなる。本研究では、Al トンネル接合を 2 個含む超伝導量子干渉素子

（SQUID）での共振現象を利用して、超伝導状態にあるサブミクロン Al トンネル接合の静電容量

を測定した。SQUID においては、そのループ部のインダクタンスと接合の静電容量による LC 共振

が発生する。共振状態は、その電流‐電圧特性上に電流ステップとして現れ、電流ステップの電圧

と交流ジョセフソン効果の電圧‐周波数の関係式から、その共振周波数を知ることができる。また、

ループのインダクタンスは制御電流(Icont)に対する SQUID の干渉パターンの周期から知ることが

できる。よって、これらの共振周波数とループインダクタンスを用いて、接合の静電容量を求める

ことができる。SQUID 共振を利用するサブミクロン接合の静電容量測定については、過去に報告例

があるが、その報告ではインダクタンスを数値計算で求めていたことから、サブミクロン接合の系

に対して必要なパラメータの全てを実験で得る試みは本研究が初めてといえる。 
図 1 に作製した SQUID の顕微鏡写真を示す。作製には EB リソグラフィーと 2 段斜め蒸着法を

用いた。SEM 像から見積もった接合の面積は、どちらも 0.24 μm2であった。 
希釈冷凍機での測定の結果、ループインダクタンスは 277 pH、接合容量は 12.9 fF であった。接

合面積で割った特性容量は 53 fF/μm2となり、他の方法で得られている過去の報告値の範囲 45～220 
fF/μm2 に含まれる値となった。 
 接合作製において、トンネル障壁はアルミの熱酸化によって形成される酸化アルミ層を利用して

いる。その酸化条件（酸素圧力と酸化時間）を変えていくつかの試料を作製し、同様の実験を行っ

た。得られたトンネル接合の単位面積当たりのコンダクタンスと静電容量の関係を図 2 に示す。比

較対象として、超伝導エレクトロニクスでよく使用される Nb/AlOx/Nb 接合での報告値を載せてい

る。この図から、本研究で得られたコンダクタンスと静電容量の関係は Nb/AlOx/Nb 接合の結果と

傾向が似ている一方、同じコンダクタンスであっても静電容量が大きくなっていることが分かる。 
 
 

図 1 ：作製した超伝導量子干渉素子

（SQUID）の顕微鏡写真。(a) 光学顕微鏡

による素子全体像。(b) SEM による接合部

分の拡大像。 

図 2：単位面積当たりのコンダクタンスと

静電容量の関係。Al/AlOx/Al が本研究の結

果。Nb/AlOx/Nb は他研究機関の報告から

の抜粋。 
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InGaP/GaAs ヘテロ接合バイポーラフォトトランジスタの高効率化 
 
THAN HONG PHUC・高木保志・小泉 淳・内田和男・野崎眞次 

電気通信大学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻 
 

1. はじめに 
 ヘテロ接合バイポーラトランジスタ(HBT)の高濃度 GaAs ベース層で電気的なストレスにより表

面再結合電流が生じ、HBT の電流利得が低下する。この問題を解決するためには、レッジパッシベ

ーションが有効であることが報告されている。本研究ではヘテロ接合バイポーラフォトトランジス

タ(HPT)でもレッジパッシベーションが電気的なストレス及び温度変化に有効であるか検討した。 
 
2. 研究方法 
 有機金属化学気相成長法により成長した図 1 に示すエピタキシャル基板を用いて、フォトリソグ

ラフィー、化学的エッチング、電極には真空蒸着法を用いて、InGaP/GaAs HPT を作製した。 
 
3. 実験結果及び考察 
 
3.1． 電気的なストレスに対すレッジパッシベーションの効果 
 レッジパッシベーション無HPT(N-HPT)とレッジパッシベーション有HPT(L-HPT)に暗状態及び

光照射状態で0min, 2min, 5min, 10min, 15minの電気的なストレスを印加した。エミッタ接地の場合、

電流利得βはβ=Ic/Ibで、光学利得GはG=hc x △Icp/(qλ x Pin)で計算した。ストレス後HPTの電流

利得及び光学利得(△Icpに相当)を図2、3に示す。すべてのストレス時間範囲で暗状態でも光照射状

態でもL-HPTはN-HPTよりも電流利得、光学利得共に高い。 
 
3.2． レッジパッシベーションの HPT 温度特性の影響 
 図2、3より室温においてはL-HPTはN-HPTより電流利得が高いことが理解された。次に、温度

を300Kから400Kまで変化させ、N-HPTとL-HPTの特性を測定し、電流利得β及び光学利得を求めた。

電流利得、光学利得ともに温度が上昇すると減少するが、すべての温度範囲において電流利得、光

学利得ともにL-HPTのほうが高く、レッジパッシベーションが温度変化に対しても有効であること

がわかった。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. 結論 
 電位的、熱的ストレスを印加した場合ともに、すべてのストレス時間及びすべての温度範囲で

L-HPT は N-HPT よりも電流利得、光学利得において高く、HPT においてもレッジパッシベーショ

ンは HBT 同様に性能向上に効果があると言える。  
 

   

図１HPT エピ構造 図２ストレス時間の電

流利得への影響 
図３ストレス時間の光学利

得への影響 
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Si フォトニック結晶スロットを用いた Er2Y2-xSiO5 導波路光増幅器の作製 
 

佐藤拓弥，中島崇之，木村忠正，一色秀夫 

電気通信大学・先進理工学専攻，  

 

ErxY2-xSiO5結晶は光源となるErを構成元素として多く含むため、シリコンフォトニクスに向けた光増

幅媒質として期待されている。一方フォトニック結晶(PC)はその周期構造に起因するフォトニックバ

ンドギャップ(PBG)や局在モード，スローライトなどの特長から，従来の光デバイスの小型化・高

機能化が期待されている。本研究では，この両者の特徴を併せた光デバイスとして，ErxY2-xSiO5結

晶を光導波領域とするSiフォトニック結晶スロット導波路を提案している(断面図、図1)。 ErxY2-xSiO5

結晶光導波領域の屈折率は約1.8とSiより低いため、Siフォトニック結晶の光学バンドギャップ

(PBG)をEr発光のCバンドに対応する1.48μm~1.6μmとし、光導波領域の横方向光閉じ込めを実現する。

PBGの設計には試験的に等価屈折率を用いたクローニッヒ・ペニーモデルを用いた。PBGバンド端を励起光

波長1.48μm近傍にとり励起光をスローライトにすることで，光吸収断面積の拡大とそれにともなう導

波路長の短縮，利得の向上を目論んでいる。 
 試料作製にはSOI基板を用い、電子ビーム露光（EBL）および誘導結合プラズマ反応性エッチング(ICP-RIE）
により Si フォトニック結晶スロットを形成したのち、ErxY2-xSiO5 結晶薄膜を sol-gel 法を用いて全面

に堆積した。ErxY2-xSiO5 結晶作製はゾル液を基板上にスピンコートで塗布した後，大気中で

120oC,30min の乾燥を行い，次に Ar 雰囲気中で 600oC,30min，さらに 1200oC,RTA による結晶化を行

った．図２に表面SEM像を図2に示す。中央がスロット、両脇がSiフォトニック結晶になっている。堆積

した薄膜から室温 PL において ErxY2-xSiO5結晶特有の 1.53μm で鋭い発光ピークをもつ PL スペクト

ル微細構造を観測した。長さ 500μm の導波路端から波長1.48μmの励起光を入射したところアップコンバ

ージョン光が観測され、その解析からPBGによる光閉じ込めおよび光の導波伝播を確認した。また導波路端

から観測されるPL発光強度の導波長依存性(VLS法:Variable Length Stripe)から7cm-1(~30dB/cm)の光学利得が

見積もられた。 
 
 
 

    
図 1. PC スロット導波路の断面図        図 2 Si-PC スロットの表面 SEM 写真 
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CBrCl3 による InAs 量子ドット上 GaAs キャップ層のエッチングとその評価 
 
吉田 誠１・今西 弘 2・小泉 淳 2・内田和男 2・野崎眞次２ 

電気通信大学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻１ 
電気通信大学電気通信学部電子工学科２ 

 

4. はじめに 
 近年の半導体エピタキシャル成長技術や加工技術の発達により、量子ドットを使用した各種デバ

イスが実現しつつある。作製方法や成長条件、また成長後のエッチング、アニール等により、量子

ドットの密度、大きさの制御できる。[1]本研究では、有機金属気相エピタキシー(MOVPE)によるコ

ラムナ量子ドットの作製を目標とし、量子ドットを埋め込み、その表面をエッチングし、表面状態

を観察する。 
 
5. 研究方法 
 キャリアガスとして H2、Ⅲ族原料としてトリメチルガリウム(TMGa)、トリメチルインジウム(TMI
ｎ)、Ⅴ族原料として AsH3、エッチングガスとして CBrCl3を用いた。基板は半絶縁性の GaAs(100）
2°オフ基板を用いた。GaAs 基板上に 640℃にて GaAs バッファ層を成長した。その後、460℃に降

温し、InAs 量子ドットを成長した。その後キャップ層として、基板温度を GaAs を 3nm 積層させた

後、640℃まで昇温し、GaAs を 9nm 積層させ、エッチングは CBrCl3を用いた。試料として、エッ

チング時間が 0 秒、25 秒、75 秒、100 秒のもの、また、表面観察の比較をするため、InAs 量子ド

ットを埋め込まずに 50 秒間エッチングしたものを作製した。 
 
6. 実験結果及び考察 

AFMによる表面観察により、InAs量子ドットの埋め込んだGaAs層のエッチング後は粗くなること

を観察した。図1にInAs量子ドット上GaAsキャップ層を異なる時間でエッチングした試料の表面の

二乗平均粗さを示す。エッチング時間が50秒まで表面の二乗平均粗さが大きくなり、それ以降、小

さくなっていく傾向にある。InAs量子ドット上GaAsキャップ層は歪みをもつ部分が選択的にエッチ

ングされ、その後、InAs量子ドットがエッチングされることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. 結論 
 MOVPE法により成長した InAs量子ドット上のGaAsキャップ層のCBrCl3によるエッチングは、

InAs 量子ドットによる歪みの影響をうけ、そこが選択的にエッチングされることがわかった。その

後は、InAs 量子ドットのエッチングとともに平坦化されていく。  
 
5. 参考文献 

[1]Atsushi Koizumi, Hiroshi Imanishi, Kazuo Uchida,Shinji Nozaki, Journal of Crystal Growth 315 
(2011) 106–109.   

 

図１表面粗さの二乗平均のエッチング時間

依存性。 
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図 4. 中間バンド型セル（QD1 層, 3 層）と従来の 

GaAs セルにおける内部量子効率 
 

超高密度 InAs 量子ドットの MBE 成長と中間バンド型太陽電池への応用 
 

太田潤・藤田浩輝・江口陽亮・坂本克好・山口浩一 
電気通信大学 先進理工学専攻 
 
自己形成量子ドット(QDs)を用いた中間バンド型太陽電池は、次世代の長高効率セルとして期待

されている。その実現には QD の超高密度化の開発が重要な課題であり、本研究では、Sb 導入法に

よる InAs/GaAs 系 QD の超高密度化およびそのキャリア長寿命化について検討を進めている。 
図 1 には GaAsSb/GaAs 上の InAs QDs（2.8 分子層(ML)）の AFM 像を示す。GaAsSb 層の導入と

その成長条件の検討により、QDs 高さ 3.3 nm、横方向サイズ 17.6 nm で、面内密度 3.8×1011cm - 2の

超高密度化を達成した。図 2 には、超高密度 InAs QDs からの 15 K における PL スペクトルの励起

パワー依存性を示す。励起パワーの増大によってピーク波長は短波側にシフトし、長波長側の立ち

上がりが維持されていることから、近接 QD 間の結合による面内超格子化（ミニバンド化）を示し

ているものと考えられる。 
図 3 に示すように、面内密度が約 4×1011 cm -2 の超高密度 InAs QDs を３層搭載した太陽電池を

試作した。本 QD 層は、GaAsSb/InAs QD の type -Ⅱバンド構造により QD 内電子は 5～10 ns の長寿

命特性を有している。図 4 は、短絡電流および反射スペクトル測定から求めた内部量子効率であ

る。QD 層における 900～1300 nm 付近の長波長帯光吸収効果が観測され、QD 層のない GaAs セル

と比べて短絡電流は約 6 %の増加 (I sc = 11.3 mA/cm2 )を確認した。 
 
 

図 1.   超高密度 InAs QDs ( 3.8×1011cm－2 )
の AFM 像 ( 250×250 nm) 
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図 2.   超高密度 InAs QDs の PL スペクトル（励起光パワー依存性） 

 

 

図 3. 超高密度 InAs QDs を搭載した中間 

バンド型 GaAs 太陽電池（試作セル） 
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光電変換効率向上を目指した半導体量子ドット増感 TiO2 光電極の形成と過渡応答評価 

 
豊田 太郎・沈 青・八谷 聡二郎 

電気通信大学・先進理工学専攻 

 

【はじめに】近年、色素系に比べ新奇な特色を持つ半導体量子ドットを増感剤として太陽電池に応

用する研究が活発化している。半導体量子ドットは色素と比較して、①ドット径変化により光吸収

帯制御が可能、②双極子モーメントが大きく電荷分離が促進される、③光吸収係数が大きく基板

TiO2の薄膜化が可能、④多重励起子生成による変換効率増大の可能性、等の特徴が見出されている。

ここで基板となるナノ構造 TiO２電極の表面形態は光電変換に影響を及ぼすことは認識されていた

が、種々の表面形態に関し総合的に比較検討を行った研究は少なかった。本研究は、(1)各種表面形

態の異なる TiO２電極を形成し、(2)従来の色素系に代り化合物半導体の CdSe 量子ドットを分光増感

剤として適用した系を対象とし、①光音響 (PA) 法による光吸収評価、②光電流変換量子効率 
(IPCE) 法による電子移動評価、③超高速過渡回折格子 (TG) 法による光励起キャリアの発生・初

期注入評価を行い、光電変換効率評価との相関性について検討した。 
 
【結果と考察】表面形態の異なるナノ構造 TiO２電極形成し、自己組織化を利用して CdSe 量子ドッ

トを吸着し、光電変換特性評価を行った。 
1) TiO2ナノ粒子電極：通常のアナターゼ型電極を対象として、CdS と CdSe の複合化量子ドットを

増感剤として適用した。その結果、それぞれ単独吸着の場合と比べ、光電変換効率は 3.5%まで上

昇した。さらにこの複合量子ドット増感太陽電池に対してポリアクリルアミンを適用して擬固体化

太陽電池を形成した結果、光電変換効率 4.0%が得られた。この値は擬固体量子ドット増感太陽電

池の中では最高値を示す。 
2) ナノチューブ電極：今回陽極化成時の反応液を様々に検討した結果、高秩序で従来より長尺 
(~ 7μm 以上)のナノチューブを得ることを可能とした。デバイス構造を検討し最適化を図った結果、

光電変換効率 3.2%を達成した。 
3) 規則構造を有する逆オパール構造：我々は従来法よりも簡便に迅速に逆オパール構造を示す電

極の形成を開発し、CdSe 量子ドットの吸着を行った。その結果、２時粒子が層となり逆オパール

骨格に沿って吸着することがわかり、適切な吸着条件の設定が図れた。関連して、逆オパール骨格

の増加と共に光電変換特性が向上することがわかった。 
4) 多重励起子生成の検討：コロイド状 PbS 量子ドットに TG 法を適用し、多重励起子生成の検討を

行った。TG 法は光励起に伴う屈折率変化を観測することから、従来不可能であった光励起キャリ

ヤと各種フォノンとの相互作用を評価出来る。今回、励起光エネルギー依存性から、多重励起子生

成に対応する過渡応答特性が出現した。今後は、増感太陽電池における多重励起子生成条件の最適

化を検討し、高効率太陽電池の実現に繋げる。 
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ニードル式極微小ディスペンサー用接触検知システムの開発 
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近年、微少量の液滴の生成・塗布技術は様々な分野において重要な役割を担っている。これまで

に熱、圧電素子、超音波などを用いたインクジェット方式の液滴塗布技術の研究・開発が行われて

いるが、インクジェット方式では、高粘度液滴の塗布ができず、金属ペーストや接着剤のような高

粘度の液体が取り扱えなかった。ニードル式微少液滴塗布機構とは、試料液体の入った中空の極細

ガラス管とガラス管の中心を上下する極細ニードルから構成される。下降するニードルがガラス管

を貫通すると、ニードルの先端に微少な液滴が付着する。このニードル先端に付着し 
た液滴を塗布面に接触させることで、微少量の液滴を塗布することができる。液滴の塗布量は、液

滴の粘度に応じてニードル先端の直径を変化させることで制御することができる。しかし、ニード

ル先端の直径は数μm から数十μm と非常に細く、ニードル先端と塗布面が接触した際に塗布面

やニードルが損傷してしまう。またニードル先端と塗布面が接触しないように液滴を塗布した場合、

ニードル先端と塗布面との距離である塗布ギャップが変化することで、塗布量にばらつきが生じて

しまう。 
 そこで図 1 に示すようにそこで積層型圧電素子、板ばねを用いてニードルに微小な振動を与え、

その振動特性の変化から塗布ギャップが一定となるようにニードルの位置決めを行う手法を提案 
した。液滴塗布時にニードル先端の液滴が塗布面に付着すると、ニードルや液滴の質量からなる振

動系の質量が変化する。ニードルの振動特性はこの振動系の質量変化によって変化するため、 
ニードル先端の液滴と塗布面との接触・非接触を判別することができる。図 2 に実験装置を示し、

図 3 に計測結果の一例を示す。液滴が対象面に接触した時、共振周波数と振幅が変化することが確

認された。 

図 1 圧電素子と板ばねによる機械的共振機構

でニードルに微小縦振動を発生させる 

図 2試作した微小ニードル共振機構 

図 3 ニードル先端に付着した液滴が対象面

に接触した時の共振周波数と振幅の変化 
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回り階段も移動可能な直交４脚車輪ロボットの開発 
 
渡部 聡１，金森哉吏 2  

電気通信大学知能機械工学科１，電気通信大学大学院知能機械工学専攻 2 

 

1．目的 近年は高齢化の進行や共働き世帯の増加に伴い，家事作業の支援が求められている．このよう

な要求に応える家屋内で自在に作業を行うロボットを実現するには，各種作業機能を搭載しながら階段の

ような家屋内の不整地を移動する機能が必要である．本研究では家事作業支援を念頭に入れた階段移動

ロボットの開発を目的とし，特に回り階段への対応，可搬重量，安全性の 3 点を重視した直交 4 脚車輪ロボ

ットを提案している．本年度は，試作した実験装置の階段昇降性能（遊脚までの脚上昇距離および安定

性）を実験的に明らかにし，今後の改良案を提示することを目的とする． 

２．研究内容 本研究で開発した装置全体図を図 1 に示す．本装置は胴体にあたる本体部より 4 本の前

後直動関節を備えており，その先端に各一本ずつ上下直動関節を有している．またその下端に操舵機構

を有し，その下部に駆動輪を備えており計 16 自由度を有する．重心移動を伴う脚上げ動作実験を行った

結果，遊脚（脚を地面から浮かせること）を実現できなかった．その原因は，1)前後直動関節のラックのねじ

れ，2)上下直動関節のギアボックスの遊び，による剛性の低下とそれによる姿勢の変形にあった（図２参照）．

そこで，ねじれおよび遊びを制限するための拘束治具を設計し，これらを用いた剛性の改善の効果を評価

するために，拘束治具の組み合わせと有無の各条件で脚上げ動作実験を行った． 

３．研究成果  1)前後直動関節のラックのねじれが，装置の姿勢が傾く主な要因であることがわかった．

これを拘束治具１により改善することで，遊脚までの脚上昇距離をいずれの本体高さにおいても，半分以

下にすることができた（図４参照）．2)実験で検討した以外の前後直動関節のラックのねじれを抑制する方

法としては，ラックまたは垂直軸をねじり剛性の高い断面形状とする，あるいは直動ガイド等を取り付けねじ

り剛性を上げる， ラックにかかるねじりモーメントを軽減するため脚を軽量化する等の対策がある．  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図３ ラックのねじれによる 
    遊脚状態での姿勢変形 

 

図１ 直交４脚車輪ロボットの外観と軸構成 図２ ラックのねじれとギアボックスの遊びの様子 

図４ 拘束治具による遊脚状態の改善 
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微小光学素子の製作と 3 次元微細物体形状の光計測技術の研究開発 
 
武田光夫１・宮本洋子１・鳥生太雅１・川名優１・Maruthi Manoj Brundavanam２ 

電気通信大学情報通信工学科１、電気通信大学レーザー新世代研究センター２ 

 

本プロジェクトは、3 次元微細構造光学素子などの設計・試作・評価と 3 次元微細形状の精密光

計測法の研究開発を目的とする。22 年度は、SVBL で作成したホログラムを用いた光子の軌道角運

動量重ね合わせ状態検出およびそれを用いた軌道角運動量もつれ合い状態の検出について検討を

行った。 
 光子の軌道角運動量状態とは、ドーナツビームと呼ばれるモードに光子が 1 個存在する状態であ

る。ドーナツビームは、光軸周りの方位角 ϕに依存する位相因子 exp(imϕ)とそれに伴うドーナツ状

の強度分布を持つ光ビームである。軌道角運動量状態は方位角モード指数 m が整数となることから

量子情報分野への応用が期待されており、そのためには 2 つ以上の異なる m に対応する軌道角運動

量状態の重ね合わせを正確に検出する技術が重要である。 
 従来、軌道角運動量重ね合わせ状態の検出には位相因子 exp(imϕ)を付加・除去するホログラムの

中心を光軸からずらして用いるホログラムシフト法が用いられて来た。しかし、この手法は余分な

軌道角運動量成分の混入が起きるという問題がある。我々はこれに対して、ホログラムの中心を光

軸上に固定し、経路干渉計を組み合わせる経路干渉計法を提案して来た。ホログラムの複数の回折

次数をそれぞれシングルモードファイバ（SMF）でフィルタして干渉させることで、目的の軌道角

運動量成分のみからなる重ね合わせ状態を検出できる。 
 北海道大学の川瀬らとの共同研究において、パラメトリック蛍光光子対の一方の光子に経路干渉

計法、他方の光子にホログラムシフト法を用いて、軌道角運動量もつれ合い状態の検出を行った。

ホログラムはいずれも SVBL で作成したものを用いた。ホログラムシフト法側の検出基底 A は近似

的に m=0, −1 の重ね合わせ状態を、経路干渉計側の検出基底 B は正確に m=0, 1 の重ね合わせ状態を

選択した。検出基底 A を固定して検出基底 B の重ね合わせの相対位相を変化させた実験では、相

対位相の値によって 2 光子の同時検出率が正弦波的に変動すること、検出基底 A の選び方によって

同時検出率が最大となる相対位相の値が変化することが確認された。 
 本実験の測定結果について検討を行い、同時検出率の変動の平均可視度が 0.761±0.023 であり、

量子力学的な相関を示す閾値 1/√2 を上回っていることを確認した。また、理論的な検討により、

光子対の軌道角運動量について古典的な相関（一方の軌道角運動量が m の場合、他方が必ず−m と

なる）を仮定できる場合は、光子対の一方にのみ経路干渉計法を使った場合でも同時検出率からホ

ログラムシフト法による余分な軌道角運動量成分の影響を排除できることを示した。 
 以上に加え、経路干渉計法の拡張に向けて、経路干渉計に用いるファイバ干渉計部品の特性測定

や、液晶空間光変調器を用いた干渉計安定化手法の実験による検討を行った。 

ドーナツビーム（m=1）の強度分布（左）と位相分布（右）   経路干渉計法の概要 
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生物発光系を分子基盤とする高感度バイオセンサー・発光分子素子の開発: 
ホタル生物発光色に与える酵素の影響 
 

岩野 智（M２）・牧 昌次郎・平野 誉・丹羽 治樹 

電気通信大学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻理工学専攻 

 

ホタル生物発光では、発光基質ホタルルシフェリンがMg2+共存化、酵素ホタルルシフェラーゼの作用

でATPと反応しAMP化される。ついでルシフェリン AMP 化体が酸素化され、励起状態のオキシルシフ

ェリンが生成し、黄緑色に発光する(生物発光量子収率ΦBL= 0.41)。 

この高効率な発光系は検出機器の発展に伴い近年、バイオイメージングなどの先端計測の分野で大き

な注目を浴び、さまざまな分野で応用されている。 

ホタルルシフェリンは生物発光(BL)させた場合と化学発光(CL)させた場合では発光種(励起状態のオ

キシルシフェリン)が同一であるにもかかわらず、発光波長が大きく異なるという特徴を持っている。

我々は「BL極大波長」—「CL極大波長」を酵素シフト (enzyme shift)と呼んでいる (Fig. 1)。 
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励起状態のオキシルシフェリン

 
Fig. 1 

これまでに我々はホタルルシフェリンの構造を改変したルシフェリンアナログを用いることで可視

光領域 (430 ~ 680 nm) をほぼ網羅するような BL 人工基質を得ているが、これらのアナログの CL 波

長との比較はなされていない。 
今回、ルシフェリンアナログの酵素シフト (enzyme shift)（BL 極大波長 — CL 極大波長）を系統的に

理解することで発光色制御の新たな分子設計指針が得られると考え、一連の p-[(N,N-ジメチル)アミノ]
フェニルアナログ(n = 0, 1, 2)の酵素シフトを検討した。その結果、天然ルシフェリンと p-[(N,N-ジメチ

ル)アミノ]フェニル基と thiazoline 環部が直結したアナログでは、負（BL 極大波長が CL 極大波長より

短波長）の酵素シフトを示したのに対し、p-[(N,N-ジメチル)アミノ]フェニル基と thiazoline 環部に共役

系（２重結合）を導入しアナログでは共役系が長い程、正（BL 極大波長が CL 極大波長より長波長）

の酵素シフトを示す興味深い結果を得た。アナログ体では共役系が長くなるに伴って分子サイズが大

きくなり、活性中心に於ける発光体の分子環境が変化し、その結果として発光体の電子的励起状態が

変化したことが伺える。アナログ体の分子構造と発光波長との相関をさらに追求し、発光波長の自在

なチューニングを可能にしたい。 
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Mechatronics,pp.206-212, (2010) . 

Montree Pakkaratok , Nachapon Luekiatphaisan ,     

Hisayuki Aoyama   , 

Combination of VCA based Micro Force Generater and 

Micro Robot for Micro Hardness and Stiffness Test , 

Proc. of SICE Annual Conference,pp.3184-3189, (2010) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊複数部門に係わるものについては、重複掲載した。 
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外部資金獲得状況 

 

『部門』は、右肩に下記略称を記載してある。 

・基盤研究設備部門 ：基 

・先端研究設備部門   ：先 

・低温部門       ：低 

 

 

（科学研究費補助金） 

・新学術領域研究 

(1)  ４ｆ－３ｄ－２ｐヘテロスピン系の交換相互作用を利用した電子物性材料の創出基、低 

代表者  石田 尚行 

・特定領域研究 

(2) 多重励起子生成と表面プラズモン効果による光励起キャリアダイナミクスと光電変換特性基、先、低 

代表者  豊田 太郎 

・基盤研究（S） 

(3) 高効率選択酸化及び燃料電池酸化触媒の開発とリアルタイム構造情報に関する研究基、低 

代表者  岩澤 康裕 

・基盤研究（A） 

(4)  トータルレコーディング技術に基づく電磁環境アーカイブ構築とその応用に関する研究基 

    代表者  唐沢 好男 

(5) 先進安全自動車構想を実現するワイヤレスネットワーク技術の研究基 

代表者  中嶋 信生 

・基盤研究（B） 

(6)  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基、先、低 

代表者 野崎 眞次 

(7)  複合スピン機能と柔軟な有機機能を併せ持つ超分子的磁性体の合成開発とその評価基、低 

代表者  石田 尚行 

(8)  潤滑剤の流体・ミクロ挙動を考慮した塑性変形予測に関する研究基 

代表者  久保木 孝 

(9) 多重散乱環境を用いた衝突回避ロボットのための超波長分解能レーダ技術の研究基 

代表者  桐本 哲郎 

(10) Ｙｂ添加フォトニックバンドギャップファイバーによる高効率高出力橙色光源の研究基、低 

代表者  白川 晃 

(11) 光電極に吸着した半導体量子ドットにおける多重励起子生成と緩和のダイナミクス基 

代表者  沈 青 

(12) 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基、低 

代表者  富田 康生 

(13) 超小型精密自走機構を用いた高速連続ナノ転写加工と局所化学的加工先 

代表者  青山 尚之 

(14) 量子電流標準に向けた高精度電流整数倍器の研究先、低 

代表者  島田 宏 

(15) 偏光コヒーレンスシンセサイザー：相互ストークス場の特異光学と光計測への応用先 

代表者  武田 光夫 
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(16) 連続波レーザー励起による超高繰り返し超短パルス光列の発生先、低 

代表者  桂川 眞幸 

(17) 多価イオン・固体表面反応における放出電子の研究低 

代表者  山田 千樫 

(18) ナノ光ファイバー上の原子と量子ドットによる量子非線形光学の開拓低 

代表者  白田 耕藏 

(19) メカノストレスに対する糖尿病骨格筋のカルシウムイオン動態低 

代表者  狩野 豊 

(20) 自動電離状態における一般化ブライト相互作用効果の研究低 

代表者  中村 信行 

・基盤研究（C） 

(21)  10ナノメーター結晶粒バルク材創成とその物性調査基、低 

代表者 三浦 博己 

(22)  環境ナノ微粒子酸化物薄膜作製プロセスの研究基 

代表者  田中 勝己 

(23)  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基、先、低 

代表者  山口 浩一 

(24)  ウミホタル発光系の化学励起機構解明と高性能化基、低 

代表者  平野 誉 

(25)  雪温と滑走速度に依存するスキー滑走抵抗の研究基 

代表者  仁木 國雄 

(26)  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による研究基、低 

代表者  浅井 吉蔵 

(27)  吸着膜超流動と固相膜滑り運動の競合現象の解明基、低 

代表者  鈴木 勝 

(28) 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基、低 

代表者  小林 直樹 

(29) 高所・低酸素環境での身体運動が引き起こす酸化ストレスの定量的解明基、低 

代表者  長澤 純一 

(30) 生物の構造と運動を模倣する多機能高性能水中ロボットの開発先 

代表者  明 愛国 

・若手研究（B） 

(31)  超音波のつくる高温・高圧・衝撃波によるナノプロセッシング：反応場の解明と制御基 

代表者  畑中 信一 

(32) 路車間・車車間連携ＯＦＤＭＡサブキャリア制御による周波数共用技術の研究基 

代表者  藤井 威生 

(33) 超短パルス誘導ラマン利得分光法の開発と分子振動制御への応用基 

  代表者  寺本 高啓 

・研究活動スタート支援 

(34) 超波長解像度ＵＷＢレーダ技術の先駆的研究基 

  代表者  木寺 正平 
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（民間等との共同研究） 

(1) 超微細結晶マグネシウム合金による強度と加工性を両立した実用部基、低 

代表者  三浦 博己 

(2) 銅ベリリウム合金の多軸鍛造に関する研究基、低 

代表者  三浦 博己 

(3) 列車周りの境界層から放射される低周波音の数値解析基、低 

代表者  三浦 博己 

(4) 赤外線整流高効率ダイオードの開発基、先、低 

代表者  野崎 眞次 

(5) 高純度ＳｉＯｘナノ粒子の電子デバイスへの応用研究基、先、低 

代表者  野崎 眞次 

(6) 超高速ダイオードの開発基、先、低 

代表者  野崎 眞次 

(7) 光触媒を用いたレンズクリーニングの実用化の研究基 

代表者  田中 勝己 

(8) 新規金属錯体に関する研究基、低 

代表者  石田 尚行 

(9) 新規に合成された発光タンパク質用基質による、相補型スプリットルシフェラーゼ用基質の最適化基 

代表者  牧 昌次郎 

(10) レーザ切断ブランク材の残留応力影響解析と対策基 

代表者  村田 眞 

(11) 薄膜金属スリッティングにおける ばり，だれ発生メカニズムに関する研究基 

代表者  村田 眞 

(12) 「安全安心センサの高度化」に係る共同研究基、先 

代表者  金森 哉吏 

(13) 移動ロボット用ビジョンシステムの研究開発基、先 

代表者  金森 哉吏 

(14) 板材の冷間加工基 

代表者  久保木 孝 

(15) 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基、先 

代表者  内田 和男 

(16) 自動ドア用マイクロ波検知技術に関する実験的検証基 

代表者  稲葉 敬之 

(17) マイクロ波による人体検知の研究基 

代表者  稲葉 敬之 

(18) レーダシステムにおける超分解能計測技術の研究基 

代表者  稲葉 敬之 

(19) 炭化水素類の選択酸化触媒の開発研究基、低 

代表者  岩澤 康裕 

(20) in-situ XAFSによる燃料電池触媒研究基、低 

代表者  岩澤 康裕 

(21) 時分解 in-situ XAFS による燃料電池触媒研究基、低 

代表者  岩澤 康裕 

(22) ワイヤレス給電（電磁誘導電力伝送）システムにおける通信方式の研究/開発基 

代表者  唐沢 好男 

－67－



(23) アダプティブアレーアンテナの研究基 

代表者  唐沢 好男 

(24) MIMO伝送アンテナシステムおよび伝搬環境に関する研究基 

代表者  唐沢 好男 

(25) レーダ画像観測技術の研究及びレーダ波形分析の研究基 

代表者  桐本 哲郎 

(26) 画像レーダの応用技術に関する研究基 

代表者  桐本 哲郎 

(27) Indoor用位置情報取得センサのモジュール評価基 

代表者  中嶋 信生 

(28) めがね型ナビゲーション表示機器の研究基 

代表者  中嶋 信生 

(29) CCLの銅箔表面状態が伝損特性に及ぼす影響の解析基 

代表者  本城 和彦 

(30) EBGを用いた超小形多周波アンテナの開発と WLP 技術への応用基 

代表者  本城 和彦 

(31) MEMSデバイスの高周波特性モデル化基 

代表者  本城 和彦 

(32) 高効率増幅器の開発基 

代表者  本城 和彦 

(33) ＧａＮ系高周波デバイスの高効率化の研究基 

代表者  本城 和彦 

(34) 高効率高出力増幅器に関する研究基 

代表者  本城 和彦 

(35) ナノクリスタルダイヤモンドの製造に関する研究基、先 

代表者  一色 秀夫 

(36) インバータープラズマによる DLC 膜の形成に関する研究基、先 

代表者  一色 秀夫 

(37) ４－セプテムＴＥＭセルを用いた電磁耐性評価試験装置の実用化基 

代表者  肖 鳳超 

(38) ＥＭＣ設計ガイドラインにおけるルールの定量化基 

代表者  肖 鳳超 

(39) 加工用ファイバレーザの開発基、低 

代表者  白川 晃 

(40) コグニティブ無線：周波数共有技術の研究基 

代表者  藤井 威生 

(41) クルマ向けダイナミックスペクトラムアクセス要素技術に関する研究基 

代表者  藤井 威生 

(42) 導電ガラスを用いた半導体量子ドット増感太陽電池の研究開発基、先、低 

代表者  豊田 太郎 

(43) 量子ドット増感型太陽電池に関する共同研究基、先、低 

代表者  豊田 太郎 

(44) 高性能アクチュエータの研究開発先 

代表者  青山 尚之 
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(45) ＮＥＤＯ助成事業「低抵抗な微細配線が描画できるマスクレス回路基板製造装置の開発」の一環としての

微少液滴塗布システム先 

代表者  青山 尚之 

(46) 低輝度光源を用いた波面計測先 

代表者  武田 光夫 

(47) スキャナ用光学技術に関する研究開発先 

代表者  武田 光夫 

(48) Ｘ線位相イメージングにおける位相解析技術に関する研究先 

代表者  武田 光夫 

(49) 光学的形状測定に関する研究先 

代表者  武田 光夫 

(50) ＮＣ方式歯車測定機のサーボ制御に関する研究先 

代表者  明 愛国 

（受託研究） 

(1) 最高強度マグネシウム合金鍛造材の開発とその量産化プロセスの検討基、低 

代表者  三浦 博己 

(2) 触媒と炭化水素熱分解による低コスト／大気圧 DLC 装置の実用化基 

代表者  田中 勝己 

(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）基、先、低 

代表者  山口 浩一 

(4) 超高速パルスの空間・時間・周波数制御のための金属―誘電体ハイブリッド材料基、低 

代表者  小林 孝嘉 

(5) 超高時間分解・超広帯域分光に関する研究基、低 

代表者  小林 孝嘉 

(6) 光イメージング・光制御法開発・光解離機構解明基、低 

代表者  小林 孝嘉 

(7) 新規に合成された発光タンパク質用基質による、相補型スプリットルシフェラーゼ用基質の最適化基 

代表者  牧 昌次郎 

(8) ホタル生物発光系をモデル化した長波長発光材料の実用化基 

代表者  牧 昌次郎 

(9) 超分解能レーダと光学画像センサを融合した鉄道安全監視技術に関する研究（超分解能レーダ技術の研

究）基 

代表者  稲葉 敬之 

(10) アクア・固定化触媒基盤技術開発基、低 

代表者  岩澤 康裕 

(11) 固体高分子形燃料電池実用化推進技術開発／基盤技術研究／ＭＥＡ材料の構造・反応・物質移動解析基、低 

代表者  岩澤 康裕 

(12) 新機能を持つクラスター・ナノマテリアル・表面の研究最前線基、低 

代表者  岩澤 康裕 

(13) 異なる大きさのセルが混在する環境下における複数基地局間協調制御技術の研究開発基 

代表者  中嶋 信生 

(14) ワイヤレス ICTスマートグリッドネットワークの研究開発基 

代表者  本城 和彦 
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(15) コグニティブ無線のためのインテリジェントＭＡＣレイヤ技術に関する研究開発基 

代表者  藤井 威生 

(16) 半導体量子ドットの多重励起子生成と太陽電池への応用基 

代表者  沈 青 

(17) 希少金属代替材料開発プロジェクト／排ガス浄化向け白金族使用量低減技術開発及び代替材料開発／遷

移元素による白金族代替技術及び白金族の凝集抑制技術を活用した白金族低減技術の開発基、先、低 

代表者  豊田 太郎 

(18) 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基、先、低 

代表者  豊田 太郎 

(19) ナノスケールで設計された低価格半導体ナノ結晶増感太陽電池の研究基、先、低 

代表者  豊田 太郎 

(20) 数物系物理（物性物理）分野に関する学術動向の調査研究先、低 

代表者  桂川 眞幸 

(21) ポリマーナノ光ファイバーによる量子フォトニクス情報通信技術の開発低 

代表者  白田 耕藏 

(22) 光分散プラズマデバイスの研究低 

代表者  米田 仁紀 

(23) Ｘ線自由電子レーザーの光学系・制御系に関する基礎技術研究開発（内殻励起固体状態の光プローブ測定

装置の開発）低 

代表者  米田 仁紀 
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委  員 

 

研究設備センター 運営委員 

  センター長    荻野 剛二郎 理 事 

  基盤研究設備部門長  浅井 吉蔵  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 

  研究設備センター  桑原 大介  准教授 

  知能機械工学専攻  村田 眞  教 授 

  先進理工学専攻   山口 浩一  教 授 

  情報システム学研究科 小池 秀樹  教 授 

 

 

基盤研究設備部門、低温部門 運営委員 

  基盤研究設備部門長  浅井 吉蔵  教 授 

  低温部門長    鈴木 勝  教 授 

  研究設備センター  桑原 大介  准教授 

  表面・界面構造解析室長 三浦 博己  准教授 

  化学構造解析室長  平野 誉  准教授 

  分析・計測機器室長  石田 尚行  教 授 

  低温室長    鈴木 勝  教 授 

  先進理工学専攻   野崎 眞次  教 授 

 

 

先端研究設備部門 委員 

  部門長、デバイス室長 野崎 眞次  教 授 

  ロボット室長   青山 尚之  教 授 

  光･バイオ室長   丹羽 治樹  教 授 

  研究支援    加藤 匡也  研究支援推進員 
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専門委員 

 

 基盤研究設備部門 

  表面・界面構造解析室 

  室長    三浦 博己  准教授  知能機械工学専攻 

      野崎 眞次  教 授  先進理工学専攻 

      林  茂雄  教 授  先進理工学専攻 

      田中 勝己  教 授  先進理工学専攻 

      山口 浩一  教 授  先進理工学専攻 

      松村 隆准  教 授  知能機械工学専攻 

      中井 日佐司  講 師  国際交流センター 

      Choo Cheow Keong 助 教  先進理工学専攻 

      小野 洋   助 教  先進理工学専攻 

      坂本 克好  助 教  先進理工学専攻 

  化学構造解析室 

  室長    平野 誉   准教授  先進理工学専攻 

      林  茂雄  教 授  先進理工学専攻 

      石田 尚行  教 授  先進理工学専攻 

      丹羽 治樹  教 授  先進理工学専攻 

      小林 孝嘉  特任教授  先端超高速レーザ研究センター 

      加固 昌寛  教 授  共通教育部 

      安井 正憲  准教授  先進理工学専攻 

      松村 隆   准教授  知能機械工学専攻 

      桑原 大介  准教授  研究設備センター 

      三瓶 嚴一  講 師  先進理工学専攻 

      牧 昌次郎  助 教  先進理工学専攻 

      畑中 信一  助 教  共通教育部 

  分析・計測機器室 

  室長    石田 尚行  教 授  先進理工学専攻 

      鈴木 勝   教 授  共通教育部 

      村田 眞   教 授  知能機械工学専攻 

      野崎 眞次  教 授  先進理工学専攻 

      浅井 吉藏  教 授  先進理工学専攻 

      金森 哉吏  准教授  知能機械工学専攻 

      久保木 孝  准教授  知能機械工学専攻 

      中村 仁   准教授  共通教育部 

      奥野 剛史  准教授  先進理工学専攻 

      内田 和男  准教授  先進理工学専攻 

      谷口 淳子  助 教  先進理工学専攻 

      小泉 淳   助 教  先進理工学専攻 

 

 低温部門 

  低温室 

  室長    鈴木 勝   教 授  共通教育部 

  オブザーバー  谷  俊朗  教 授  農工大・物理システム工学専攻 

      浅井 吉蔵  教 授  先進理工学専攻 

      阿部 浩二  教 授  先進理工学専攻 

      水柿 義直  教 授  先進理工学専攻 

      島田 宏   准教授  先進理工学専攻 

      三浦 博己  准教授  知能機械工学専攻 

      中村 信行  准教授  レーザー新世代研究センター 
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〒182-8585 東京都調布市調布ヶ丘 1-5-1 

TEL 042-443-5732 FAX 042-443-5784 
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