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巻  頭  言

研究設備センター

センター長 鈴 木 勝

研究設備センターは、教育研究活動を支援することを目的に、産学官連携推進機構内の

機器分析部門とベンチャー創出支援部門の一部を母体として平成 21年 4月 1日に共同教育

研究施設として発足しました。本センターは｢基盤研究設備部門｣、「先端研究設備部門」、｢低

温部門｣の 3 部門から構成され、密接に連携して共同大型設備・基盤的設備の管理と運営を

行っています。本センターの研究成果は「研究設備センター年報」として広く公開をして

います。今回、第６巻をお届けしますので、お目を通して頂ければ幸いです。本センター

の活動内容は Web ページ（http://www.cia.uec.ac.jp/）にも掲載されていますので年報」と合

わせてご覧ください。

本センターは、学内の教育研究活動を支援するとともに、学外にも広く開かれたセンタ

ーであることが求められています。学内の教育研究活動の支援としては、教職員・学生た

めの研究設備の利用講習会を開催しています。さらに平成 22 年度から基盤研究設備部門で

は「スーパーユーザー制度」を導入し、各設備のスーパーユーザーが設備利用者に支援を

行います。「スーパーユーザー制度」よって教職員・学生の設備利用がさらに容易になるこ

とを期待します。また学外に開かれたセンターを目指して、平成 18 年度より「依頼測定」

を開始しました。現在では NMR、XPS、XRD、熱分析装置、SQUID および PPMS の６設

備で実施しています。さらに学外の「機器使用」を FT-IR、ラマン分光計、ESI-TOF 型質

量分析計および三次元測定装置の４設備で可能としました。今後、「依頼測定・機器使用」

に対応する設備をさらに増やし、様々な要望に対応できればと考えております。学外から

の依頼測定を契機にして産学連携となる共同研究に発展することで、本学がさらに重要な

役割を果たすと考えます。本センターの学内外へのサービスのさらなる向上のためには、

設備の管理・維持の他に、利用方法の整備、センター教職員のスキルアップ、事務職員と

の連携が重要と考えます。

 本学は研究大学強化促進事業の支援対象機関に採択されており、研究体制・研究環境の

全学的・継続的な改善を行うとともに世界水準の優れた研究活動を続けることが求められ

ています。本センターではセンター内の設備のみではなく学内設備の「研究設備データベ

ース」を用意し、平成 26 年 10 月より公開を始めました。教育研究活動のためのデータベ

ースとして利用して頂ければと思います。一方、大学における研究設備関連機関の置かれ

ている状況は大変に厳しく設備更新は困難な状況です。これまで以上に全国の大学等の研

究設備関連機関が互いに連携することが求められています。

 研究設備センターの教育研究活動の支援により、本学がさらに社会に対してさらに重要

な役割を果たすことを期待して巻頭言とします。
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は じ め に  
 

基盤研究設備部門長  平 野  誉  

 

 研究設備センター「基盤研究設備部門」は、本学の基盤的研究設備・機器の整備と充実、

その効率的、有効な活用により、学内外の教育・研究活動を支援することを目的として活

動しています。機器の利用状況は本センター独自の設備予約システムを通じて常時管理さ

れており、平成２６年度も設備・機器に対する学内・学外からの利用申請課題数、利用人

数、総稼働時間から適切な利用がなされました。この結果として、設備・機器を活用した

研究による成果発表と外部資金獲得が確実に行われ、大学の機能強化に貢献しました。  

 平成２６年度も前年度に引き続き、（１）現有設備・装置の利用を促進するための整備、

（２）設備・機器の利用における技術的支援の充実、（３）「設備予約システム」の安定稼

働を重点課題として運営してきました。  

 

（１）現有設備・装置の利用を促進するための整備の促進  

現有の大型設備が有効利用されるためには、常に修理、メンテナンスを行う必要があ

ります。本年度も装置整備による利用促進を図りました。このため、電子顕微鏡をはじ

めとする各装置の責任者に呼び掛け、設備の整備を行いました。引き続き、現有設備の

有効活用による大学の機能強化をサポートするために支援を続けます。  

（２）設備・機器を利用する際の技術的支援  

本部門の設備・機器には、高性能でありながら汎用性が高く、操作が容易なものから、

利用のために専門的知識や経験を必要とするものまでが含まれます。後者の有効活用に

は専門性を備えた技術者による技術的支援が必須であり、電子顕微鏡４台がそれに相当

します。電子顕微鏡測定では、２１年度に始まった研究支援推進員による技術支援を今

年度も継続して行い、講習会の頻度を増やして利用者の拡大を進めました。２３年度に

導入したスーパーユーザー制度も有効に機能しており、元素分析装置や絶対 PL 量子収

率測定装置等の細やかな支援を必要とする装置利用において、装置に習熟した大学院生

によるスーパーユーザーが支援にあたることで、機器のスムーズな利用がなされました。 

（３）「設備予約システム」の安定稼働  

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が今

年度も順調に稼働しました。本システムはユーザーの「機器利用の利便性」を図ると共

に、設備の稼働（利用）状況を客観的に把握するために有効利用されています。データ

はマスタープランの改訂に必要かつ合理的な情報になります。本システムの適切な運用

と整備は、研究支援推進員１名の支援により行われました。  

 

 本部門の設備・機器は学外からの依頼測定を受け付け、学外研究者への解放も進めてい

ます。本センターは、大学内外に開かれた機関であり、本部門も学内外の多くの方々に有

効活用されることを念願しています。そのため、ホームページによる設備・機器の紹介等

の広報活動の拡充と、設備・機器の説明会・講習会を例年通り行いました。さらなる利用

拡大に向けて、皆様からの御支援と御鞭撻を引き続きお願い申し上げます。  
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低温部門活動状況

先進理工学専攻  教授 山口 浩一

研究設備センター 学術技師 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の新機能開発，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の創造的研究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・研究の重要性は言うまでもない。この教育

研究活動の基盤整備と支援のために，研究設備センター低温部門低温室は，実験用寒剤の液体窒素

（大気圧での沸点 77 K）と液体ヘリウム（同じく 4.2 K）の供給，寒剤利用に関連する技術的サポ

ートを業務として活動している。また，近隣する東京農工大学に対しては，両大学間の大学間連携

の一環として，平成 16 年 9 月より本学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。

液体窒素は大気中の窒素ガスが原料である。低温室では大学キャンパス東西地区それぞれに液体

窒素供給設備（CE：Cold Evaporator）を備え，外部業者より調達した液体窒素の貯蔵と利用者への

供給，および配管による窒素ガスの供給を行なっている。

液体ヘリウムの原料ヘリウムガスは，枯渇が憂慮される地球資源の１つである。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。本学ではこのような背

景のもとで，利用者が液体ヘリウムを使用した後の蒸発ヘリウムガスを回収し，再液化して寒剤と

して再度供給するというヘリウムの循環的利用を行なっている。

ヘリウムの回収液化業務を行なうには高圧ガス保安法に基づき高圧ガス製造の許可が必要であ

り，本学は東京都の許可を受けた第一種製造者である。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。

本学では法規に基づき高圧ガス保安の体制を整え維持し，東京都による保安検査の受検，高圧ガス

（液体ヘリウムおよび液体窒素を含む）の利用者を対象とした保安教育（年１回の保安講習会や従

業者に対する保安教育）の実施など自主的な高圧ガス保安に努めている。保安講習会では高圧ガス

保安や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，近年の活動状況について述べる。

2. 設備の現状

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年頃から急速に増

大しはじめ，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）に実施した液化室の東 6号館移転に合わせ，ヘリウム液化設備を増強した。この具体

的には，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を格段に増強し，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）に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（設計値）となった。また
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ヘリウム回収系は 2台の圧縮機の並列運転が可能となり，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平常運転し，異常・保守時には相互に代替するシステムとなった。2014年度に

は 2台のヘリウム回収圧縮機の開放検査を実施した。 

窒素ガス配管に関しては，平成 24年度（2012年度）には東 1号館への窒素ガス供給配管の延伸，

続いて平成 25年度（2013年度）には東 1号館各実験室に配管を敷設した。2014年度には東 8号館

へ主管の延伸を実施し供給を開始した。

2012年度には西 7号館前に液体窒素供給設備を新設した。これまで西地区の液体窒素利用者は東

西地区間の長距離の容器運搬を行う必要があり安全性が懸念されていた。西地区への液体窒素供給

所の設置により安全が確保され，利用者の利便性も向上した。

図 1 寒剤供給量の年次推移 

近年の設備増強を表 1に，現在のヘリウム液化システムの概要を表２に示す。 

表 1 近年の設備増強 

年度 設備 内容

2007 回収設備 長尺容器増設（６本組）

2009 液化システム 更新（L140） 

2012 窒素ガス配管 東 1号館へ延伸 

2012 液体窒素供給設備（CE） 西地区への新設

2013 窒素ガス配管 東 1号館内室内配管工事 

2014 窒素ガス配管 東 8号館への延伸 
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表 2 2014年度末のヘリウム液化システムの概要 

設備 形式・製造業者 諸元

ヘリウム液化機 L140（リンデ） 液化速度 108 Ｌ／時 

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

中圧乾燥器 小池酸素工業

液体ヘリウム貯槽 CMSH2000（クライオファブ） 2000 Ｌ 

ヘリウムガス中圧タンク 0.93 MPa  16 m3 

ヘリウム回収圧縮機 C5U2.14（ブルックハルト） 14.7 MPa100 m3／時 

ヘリウム回収圧縮機 C5U2.12（ブルックハルト）   90 m3／時 

長尺容器（３６本組） 14.7 MPa  2700 Nm3 

ガスバッグ（３基） 計 30 m3 

液体窒素貯槽（東地区） CEA-10K（岩谷瓦斯） 9700 Ｌ 

液体窒素貯層（西地区） CE-5（巴商会） 4900 Ｌ 

3. 高圧ガス保安教育

定期開催の高圧ガス保安講習会では，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，低温寒剤の取り扱い方法について，全学の従業者（職員，学生）を対象

に保安教育を行った。近年は学外講師として協力ガス会社から講師を招き，講習の一部を依頼した。

各年度の講習会受講者数を表 3に示した。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 高圧ガス保安講習会の受講者数 

年度 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

人数（人） 225 152 184 200 176 169 

定期の保安教育以外に，必要時には要望に応じ個別に保安講習会を開催した。また自主的な高圧

ガス保安推進の一環として，高圧ガスに関わる従業者を対象にした保安教育を企画し，表 4の通り

実施した。

表 4 2014年度に実施した保安教育 

実施年月 対象者 内容

2014年 5月 全学の高圧ガス利用者 高圧ガス保安講習会

2014年 6月 西地区液体窒素利用者 液体窒素液取り講習会

2014年 7月 保安係員・従業者 東京大学物性研究所主催 高圧ガス保安講習会

2015年 3月 保安係員 低温工学・超電導学会 冷凍部会例会

4. 液体ヘリウム供給体制と価格について

液体ヘリウム供給価格には，回収できなかったヘリウムガスの補填，液化に必要な液体窒素，非

常勤職員経費等のコストを利用者負担として算入し，低温部門において毎年定めている。それらの

コストのうち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，回収率は液化室の東６号館移転前（2000年以前）
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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。2013 年度以降は 220 円/L で供給を行った。低価格に安定した液体ヘリ

ウム供給を行うにはガス回収率を高く維持する必要があり，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。

外部から補填するヘリウムの市場価格は，世界市場や需給状況の変動により騰落することがある。

特に 2012年の 10月以降，世界的にヘリウム需給バランスの急激なタイト化が進行し「ヘリウム危

機」と呼ばれるほどの事態に至った。低温室では回収率向上と在庫の計画管理により液体ヘリウム

供給の安定に努めている。

図 2 ヘリウムガスの回収率と供給単価 

5. 終わりに

低温室が供給した液体ヘリウムを使用して，本学および寒剤供給先の東京農工大学では，低温環

境を利用した新規電子材料や新規電子デバイスに関する研究が行われている。具体的には，低温下

で発現する量子現象の研究，素子材料の開発を目指した材料物性研究，量子効果を利用した新機能

デバイスやセンサーの開発など，そのテーマは多岐に渡っている。「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さらなる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，中長期的に世界的なヘリウム需給状況が

改善する見通しはなく，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） 

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） 

電子線元素状態分析装置 （日本電子(株)、JXA-8530F) 

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） 

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） 

有機元素分析装置 （PerkinElmer、Series II CHNS/O 2400） 

共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡 （Carl Zweiss、LSM710） 

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） 

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） 

高速応答 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） 

フラッシュ法熱物性測定装置 （Bruker AXS、NETZSCH LFA447 NanoFlash） 

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

無響室

絶対 PL 量子収率測定装置 （浜松フォトニクス、Quantaurus-QY） 

最先端材料特性評価システム
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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） 東地区容量  9,700 L 

西地区容量  4,900 L 
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Pt-Ni 合金燃料電池カソード触媒の開発 .......................................................................................................................................... 15

(X 線光電子分光装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計)

山本貞明

燃料電池カソード触媒のキャラクタリゼーション ........................................................................................................................ 15

(X 線光電子分光装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計)

鷹尾 忍・東晃太郎・Xiao Zhao・堀田 洸
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(超伝導フーリエ変換 NMR（500MHz）、高速応答 FT-IR、絶対 PL 量子収率測定装置、二重収束質量分析計、

ESI-TOF 型質量分析装置、LCQ イオントラップ型質量分析計、有機元素分析装置、ガラス細工加工設備、

ヘリウム液化システム)

中川達樹・山路 稔・牧昌次郎・丹羽治樹・平野 誉

多量子遷移 同種核 REDOR NMR 法 ................................................................................................................................................ 16

(超伝導フーリエ変換 NMR (300MHｚ))

桑原大介・櫻木隆広・鄭 智海

10BASEd-T 法を用いた人工分子の進化 ........................................................................................................................................... 17

(ESI-TOF 型質量分析計、LCQ イオントラップ型質量分析計、超伝導フーリエ変換 NMR（500MHz）、

円二色性分散計)

瀧 真清

生体機能システム実験第二における食品タンパク質の二次構造解析を含む学生実験課題の開発 ......................................... 17

(円二色性分散計)

菅 虎雄

興味ある電子物性材料の開発 ........................................................................................................................................................... 18

(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、LCQ イオントラップ型

質量分析計、高磁場多目的物性測定システム、高速応答 FT-IR、絶対 PL 量子収率測定装置、超伝導フーリエ変

換 NMR(500MHz)、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、熱分析装置、

有機元素分析装置、ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム)

石田尚行

半導体微細構造を用いた新規蛍光材料の作製と評価 .................................................................................................................... 18

(DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計、絶対 PL 量子収率測定装置、低温粉末Ｘ線回折装置、

電子線元素状態分析装置、ヘリウム液化システム液体窒素)

七井 靖・今井 悠・境 悠人・鈴木洋介・清水 陸・鈴木智大・室﨑 祐・奥野剛史

三角形及び四角形状の微小超伝導体に閉じ込めた磁束状態 ........................................................................................................ 19

（DSC 粉末 X 線同時測定装置、高磁場多目的物性測定システム、電子線元素状態分析装置、ヘリウム液化シス

テム液体ヘリウム、液体窒素）

小久保伸人・宮原 大・佐藤能英瑠・山崎史麿・吉田純一朗，岡安 悟・野島 勉

電着法及びスパッタ法を用いた Cu2O/ZnO/TiO2光電極の作製及び評価 ................................................................................... 20

(DSC 粉末 X 線同時測定装置)

篠原健朗・小野 洋

Ru カゴメ格子を持つ超伝導体 LaRu3Si2の置換効果 ...................................................................................................................... 21

(DSC 粉末 X 線同時測定装置、低温粉末 X 線回折装置、電子線元素状態分析装置、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)

村中隆弘

神経情報伝達のメカニズム ............................................................................................................................................................... 22

(共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡)

仲村厚志・森田修司
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哺乳類受精卵の細胞内 Ca2+振動に関する研究 ............................................................................................................................... 22

(共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡、ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス)

菊池貴志・白川英樹

遷移金属化合物の磁性 ....................................................................................................................................................................... 23

(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・佐藤桂輔・竹村 航・岡田晃正・石田和也・山下浩輔・小林義彦

ホール測定による NiO の電気特性評価 ........................................................................................................................................... 23

(温度可変ホール測定装置)

杉山智之・内田和男・野崎眞次

鼓膜に作用する超音波音圧の推定 ................................................................................................................................................... 25

(無響室)

野村英之・朝倉祥太郎

ダミーヘッドおよび直線・円形・球形スピーカ・マイクロホンアレイの音響測定 ................................................................ 26

(無響室)

羽田陽一・関 貴志・戀川真己・中島仁美・坂東和奈・嵯峨 俊・大小原亮

ヘリウム充填バルーン周辺の音響特性に関する研究 .................................................................................................................... 26

(無響室)

平 誉大・内田雅文

MgB2超伝導接合 ................................................................................................................................................................................... 27

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム)

内藤方夫・迫田將仁・菊池素之・菅野志優

常磁性層状化合物 SrCo2As2 の Ni 置換による磁気秩序誘起 ......................................................................................................... 28

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム)

太田寛人・赤羽栄介・香取浩子

糖尿病骨格筋の筋線維タイプが細胞内カルシウムイオン恒常性に及ぼす影響 ........................................................................ 28

(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム)

江島弘晃，狩野 豊

新しい分散補償法による 125 THz 繰り返し 1.8 fs パルス列発生 ................................................................................................. 29

(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム)

吉井一倫，中村佳孝，萩原浩平，桂川眞幸

超高速単一光子検出装置の開発 ....................................................................................................................................................... 29

(ヘリウム液化システム液体窒素)

清水亮介・齊藤拓真

非局所測定法を用いた超伝導アルミニム内スピン拡散長評価 .................................................................................................... 30

(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム)

水柿義直・島田 宏・守屋雅隆・佐藤孝幸・三浦晃司・徳山貴斗・浦井芳彰・澤田和直・渡邉智希・河原木槙二・

関 州太・武藤泰明

感覚神経系に特異的に発現する遺伝子の研究 ................................................................................................................................ 31

(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス)

中村 整・仲村厚志・岩佐達郎

70 GHz 帯 SIS ミキサの IF 広帯域化 ................................................................................................................................................. 31

(ヘリウム液化システム液体窒素)

酒井 剛・池谷瑞基・藤井由美・野口 卓
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図 2. 50 wt% Pt/C (マイクロコイル)の SEM 画像

Pt-Ni 合金燃料電池カソード触媒の開発 
(X 線光電子分光装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計) 
山本貞明１

燃料電池イノベーション研究センター

酸素還元反応（ORR）の活性が高く、また、特殊形状を創製し得る合金材料として近年注目を浴

びている Pt-Ni 合金担持触媒を調製した。触媒調製はマイクロカプセル法で行い、合金化処理には

熱還元を用いた。Pt/Ni 比が 1/3, 1/1, 3/1 の合金を調製し、その XRD を図１に示した。調整した各触

媒はロットにより粒径・合金化度が異なることがわかった。また、RDE による ORR 活性評価もば

らつきがあった。ORR 活性と XRD の比較から、活性の低いロットには有機物に由来するシャープ

なシグナルが 36 から 37°付近に見られることがわかった。よって、XRD は活性評価を行う前のス

クリーニングにしようできることがわかった。

燃料電池カソード触媒のキャラクタリゼーション

(X 線光電子分光装置、DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計) 
鷹尾 忍１・東晃太郎１・Xiao Zhao１・堀田 洸 2 

電気通信大学 燃料電池イノベーション研究センター1、電気通信大学 先進理工 2 

カーボンマイクロコイルを担体に用いた燃料電池カソー

ド触媒 Pt/C の調製を行い、SEM および X 線回折からその調

製法を評価した。触媒の調製は、白金酸の加水分解物を担体

上に沈殿させた後、還元することにより行った。白金担持量

は 50 wt%を用いた。XRD から担持された白金粒子は 5 nm 程

度であり（図１）、燃料電池カソード触媒に適している粒径で

あると考えられるが、その一方で、触媒の SEM 観察からは白

金粒子がマイクロコイル上で凝集していることがわかった。

これはマイクロコイルは比表面積が低く、ナノ粒子白金を十

分に担持することができなかったためと考えられる、よって、高分散の Pt/C を達成するためには、

白金担持量を減らすことが必要であることがわかった。

図１ Pt/Ni 合金担持触媒の XRD

2 / ° 
図 1. 50 wt% Pt/C (マイクロコイル)の XRD
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生体機能に学ぶ発光物質開発と光化学反応開拓 

(超伝導フーリエ変換 NMR（500MHz）、高速応答 FT-IR、絶対 PL 量子収率測定装置、二重収束質量

分析計、ESI-TOF 型質量分析装置、LCQ イオントラップ型質量分析計、有機元素分析装置、ガラス細工

加工設備、ヘリウム液化システム)

中川達樹 1・山路 稔 2・牧昌次郎 1・丹羽治樹 1・平野 誉 1 

電気通信大学 先進理工学専攻 1、群馬大学 大学院理工学府 2 

発光物質開発として、我々は生物発光に学ぶ蛍光色素開発を進めている。ウミホタルの発光中心で

あるオキシルシフェリンは、アミドピラジン骨格を持つ天然蛍光色素である。このアミドピラジン

構造の化学変換による蛍光色素開発として、チアゾロピラジン(TPy)誘導体を合成し、蛍光性の発

現を発見した。置換基導入が蛍光性に及ぼす効果を調査した結果、電子供与性置換基の導入が蛍光

性の向上とソルバトクロミズム性の発現に有効

なことを見出した。さらに導入する置換基位置

も重要である。分子構造と分光学的性質の相関

は DFT 計算による化合物の電子的性質により

説明できる。以上より、TPy 蛍光色素を有効利

用するための分子設計指針を示すことができ

た。 

参考文献：(1) Nakagawa, T.; Yamaji, M.; Maki, S.; Niwa, H.; Hirano, T., Photochem. Photobiol. Sci., 2014, 
13, 1765–1772; (2) Nakagawa, T.; Yamaji, M.; Maki, S.; Niwa, H.; Hirano, T., Photochem. Photobiol., 2015, 
91, 807–813. 

多量子遷移 同種核 REDOR NMR 法  
(超伝導フーリエ変換 NMR (300MHｚ))

桑原大介 1・櫻木隆広 2・鄭 智海 2 

電通大 研究設備センター1、電通大先進理工 2 

我々は同種核 REDOR NMR 法のパルス系列において，

｛S スピン / 2 パルス，I スピン パルス，レシーバ｝

の位相回しを工夫することにより，多量子遷移由来の

REDOR 信号を観測することに成功した． 

同種核 REDOR NMR 法では，I スピン パルスが，マ

ジック角試料回転による S スピン化学シフト平均化に影

響を及ぼす．その結果として REDOR 減衰信号に化学シ

フト異方性が寄与することが考えられる．そのような場

合には，たとえ REDOR 減衰信号が観測されても，I, S ス

ピンがナノオーダーで近接して 2 スピン系を形成してい

る とは言えない．今回我々は，試料中の I, S スピンが双

極子結合によって結びついているかどうかを，多量子遷

移由来の REDOR 信号観測で確認できることを示した． 

Figure 1. Experimental NMR spectrum for 
L-alanine sample spinning at 1kHz. This 
spectrum was measured by the zero-
quantum- filtered (ZQF) homonuclear 
REDOR (hm-REDOR) technique. The ZQF 
hm-REDOR experiment was performed 
using special phase cycling for the Gaussian 
pulses and the receiver. 
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10BASEd-T 法を用いた人工分子の進化 
(ESI-TOF 型質量分析計、LCQ イオントラップ型質量分析計、超伝導フーリエ変換 NMR（500MHz）、

円二色性分散計) 

瀧 真清 

電気通信大学大学院情報理工学研究科先進理工学専攻 

今回、病気の早期診断や治療を目的とし、癌関連蛋白質などの標的に

のみ特異的に結合する人工物質を各種取得した。具体的には、T7 ファ

ージディスプレイ法を改変して人工物質を分子進化させる手法

(10BASEd-T 法)を開発してこれを行った。 

はじめに、標的蛋白質への結合が期待できる様々な人工分子コアを有

機化学的手法にて合成し、コアの周辺環境を最適化すべく、コアとファ

ージに提示させたライブラリーペプチドとを特異的に結合させた。その

際、T7 ファージ本体のシステイン（SH 基）に副反応することなく、提

示ペプチドに出現するシステインのみに特異的に人工コアを結合でき

る。そのため、T7 ファージの大腸菌への感染能を低下させることなく、

遺伝情報を保持したまま人工分子ライブラリーへと変換できる。

次にこの人工ライブラリーを用いて、標的蛋白質だけに結合する分子を選択（セレクション）し

た。具体的には、人工コアとしてサリチル酸誘導体などを用いて進化させることで、ストレプトア

ビジンなどに特異的に結合する人工分子を得た（Molecules, 19, 2481 (2014)）。また、癌関連蛋白質

(Hsp90)に特異的に結合可能なクラウンエーテル類縁体の取得も行った（Chem. Commun., 50, 3921 

(2014); inside cover article）。 

生体機能システム実験第二における食品タンパク質の二次構造解析を含む学生実験課題の開発

(円二色性分散計) 
菅 虎雄 

電気通信大学教育研究技師部実験実習支援センター 

本学先進理工学科生体機能システムコース 3 年次にお

いて開講されている生体機能システム実験第二の実験課

題の開発を行った。食品タンパク質の二次構造解析を含

む学生実験課題の開発を目的として円二色性分散計を用

いて食品用ゼラチンと食品用コラーゲンペプチドの構造

解析を行った。測定の結果、ゼラチンでは測定波長 222 nm

付近にコラーゲン分子の三重らせん構造を示すピークが

観察されたが、コラーゲンペプチドでは同様のピークは

観察されなかった（図 1）。また、タンパク質変性剤であ

る尿素共存下における測定では 222 nm 付近のピークは尿

素濃度の増加に伴い消失する傾向が観察された。これら

の結果からゼラチンには三重らせん構造が水素結合を駆

動力として形成されており、コラーゲンペプチドにはそ

のような二次構造は形成されていないことが示唆され

た。尚、本成果は日本化学会第 95 春季年会（2015）にて

ポスター発表を行った。

図 1.  食品用ゼラチンと食品用コラーゲンペプチ

ドの円二色性スペクトル 
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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、LCQ イオン

トラップ型質量分析計、高磁場多目的物性測定システム、高速応答 FT-IR、絶対 PL 量子収率測定装

置、超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz)、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、熱分析装置、有機元素分析装置、ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム) 

石田尚行

電気通信大学 先進理工学専攻

本研究課題では、分子性磁性体を基調にして、複合磁性材料やナノ磁石の合成開発を推進した。

以下の成果を挙げた：(1) 3d-4f へテロスピン単分子磁石の開発を進め、発光材料かつ単分子磁石性

能を併せ持つ材料群を開発した。具体的には Cu2Tb 三核錯体の異性構造と単分子磁石性能の関係

を議論した。(2) 2p-4f ヘテロスピン系においては、構造と交換相互作用の関連を検討し、最も大き

な反強磁性的カップリングを有する物質を開発した。それを応用して単分子磁石の開発に成功した。

(3) ピラジンアミド類と銅(II)イオンを用いて、metal-organic framework のひとつを開発した。(4) CuI 

ポリマーを基調とする強発光性錯体を開発した。有機配位子の選択によって発光波長を青から橙へ

制御できることがわかった。

標記の機器のうち、合成物の同定に NMR, MS, IR, 有機元素分析装置等が有効に使われた。ESR

は有機ラジカルの同定およびその機能評価に用いられた。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）により磁性に関する広範なデータを得ることができた。フォ

トルミネッセンス材料を開発して、その絶対量子収率を求めた（絶対 PL）。なお、SQUID と PPMS 

の運転のために、液体ヘリウムと液体窒素をほぼ通年にわたり定温室から供給を受けた。

半導体微細構造を用いた新規蛍光材料の作製と評価

(DSC 粉末 X 線同時測定装置、顕微レーザーラマン分光計、絶対 PL 量子収率測定装置、低温粉末Ｘ

線回折装置、電子線元素状態分析装置、ヘリウム液化システム液体窒素) 
七井 靖・今井 悠・境 悠人・鈴木洋介・清水 陸・鈴木智大・室﨑 祐・奥野剛史 

電気通信大学 先進理工学専攻 

シリコンナノ構造を利用して新しい蛍光体膜をシリコン基板上に作製し、将来の光デバイスや光

通信に資する新規光機能性を発現させることをめざして研究を行っている。銀ナノ粒子を用いた無

電解エッチング法を利用して、シリコン基板の表面に、ナノワイヤやナノ構造を作製した。その凸

凹のある表面を利用して、シリコン硫化物の蛍光体材料をシリコン上に密に形成することに成功し

た。シリコン基板上に直接形成する方法では、蛍光体層との間に空隙が生じて蛍光体層がはがれて

しまう問題点があった。作製した蛍光体は (Ba,Eu)Si2S5 であり、層全体から一様な緑色の発光スペ

クトルを得ることができた。上記の蛍光体層を用いて電界発光素子を作製した。絶縁層としてシリ

コン酸化膜をはさんだ基板を用いること、有機物絶縁層の最適な作製条件を詳細に検討したこと、

などにより、電界発光を生じさせるのに必要な電圧を 200V から 160V に低減でき、かつ素子の安

定性と発光強度を向上させることができた。また、粉末の新規蛍光体 (Y,Ln)4(SiS４)３ を得た。ラン

タノイド(Ln)として、Ce, Pr, Nd, Tb, Dy, Er あるいは Tm を用いた。いずれも効率 10%以上のものを

得ることができた。希土類の吸収波長にあわせて励起する直接励起よりも、蛍光体母体である

Y4(SiS４)３ の吸収波長にあわせて励起する間接励起の方が効率が高い結果が得られた。蛍光体材料

の吸収波長範囲を広げたり目的の波長に合わせたりすることが可能になる。
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三角形及び四角形状の微小超伝導体に閉じ込めた磁束状態

(DSC 粉末 X 線同時測定装置、高磁場多目的物性測定システム、電子線元素状態分析装置、ヘリウム液

化システム液体ヘリウム、液体窒素）

小久保伸人１・宮原 大１・佐藤能英瑠１・山崎史麿１・吉田純一朗１，岡安 悟２・野島 勉３ 

電気通信大学先進理工学専攻１、日本原子力機構先端基礎研究センター２、東北大学金属材料研究

所３ 

微小な超伝導体に閉じ込めた磁束量子が示す物理現象の解明と、それを用いたデバイス応用を目

指すため，様々な幾何学的形状を持つ小さな超伝導体を作製し、誘起された磁束の配列状態を調べ

ている。

用いた試料は高周波スパッタ装置で成膜し

たアモルファス MoGe 超伝導膜である。膜の組

成は電子線元素状態分析装置にて分析し、DSC

粉末 X 線同時測定装置にてアモルファス構造

を確認した。一部の膜は輸送測定用にブリッジ

状に加工し、超伝導を特徴づける転移温度、臨

界磁場、さらにピン留め特性を特徴づける臨界

電流及び磁束フロー抵抗の測定を高磁場多目

的物性測定装置で行った。成膜した複数のアモ

ルファス膜のうち最もピン留め特性が弱い高

均質膜を選び、微小な正方形や三角形状に加工

した。学外の共同利用設備である走査 SQUID

磁気顕微鏡を用いて磁束配列を磁気的に可視

化する実験を行った。

正方形試料で観測された磁気イメージの例

を図１に示す。磁束は試料端から受ける斥力に

より試料端に沿って整列する。このため、形状

にしたがった磁束配列が現れる。印加磁場を増

加させると、誘起される磁束量子の数 L が一つ

ずつ階段状に増加する。これは微小系（メゾス

コピック系）特有な性質である。

三角形状の試料で得られた磁束配列の結果

を図２に示す。正方形と同様に、三角形状にし

たがった磁束配列が観測された。特に、磁束数

が三角数（L＝3，6，10）を満たす場合，形状

と幾何学的つり合う磁束の三角配列が現れた。

つり合いを満たさない場合、つり合いの三角配

列と渦鎖の組み合わせとして整理できること

もわかった。

図１：加工したアモルファス MoGe

超伝導膜ドットの光学顕微鏡写真

図２：走査 SQUID 顕微鏡で得られ

た渦糸配列の磁気イメージ

図１：正方形状の超伝導薄膜で得られた磁束量子の磁気

イメージ（左図）及び磁束数の磁場依存性（右図）

 

図２：三角形状の超伝導薄膜で得られた磁束量子の磁

気イメージと磁束配列のトレース図。 
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電着法及びスパッタ法を用いた Cu2O/ZnO/TiO2光電極の作製及び評価 
(DSC 粉末 X 線同時測定装置) 
篠原健朗１・小野 洋２ 

電気通信大学先進理工学科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２ 

次世代のエネルギー源として、水素が注目されている。その水素の生成方法の一つとして、半導

体電極を用いた水の光分解がある。電解液中に入れた n 型半導体電極にそのバンドギャップより大

きなエネルギーを持つ光を照射することで、電極内部で電子正孔対が形成され、電子は外部回路を

通して対電極から 溶液中の H2O/H2 レベルへ、正孔は半導体表面から溶液中の OH-/O2 レベルへ電

荷移動が起き、外部から電圧を印加しなくても、水の分解ができる。p 型半導体では光生成キャリ

アの動きは逆になる。本実験ではその光電極として、Cu2O/ZnO/TiO2 の 3 層構造を有する光電極を

作製した。Cu2O はバンドギャップ 2.1 eV の酸化物半導体であるが、化学的安定性が低いため、

ZnO、TiO2 薄膜で被覆した構造にした。 

Cu2O、ZnO 薄膜は電着法用いて作製した。Cu2O 薄膜の作製には電解質溶液として、0.1 M CuSO4 

水溶液を用いた。ZnO 薄膜の作製には電解質溶液として 0.025 M Zn(NO3)2 を用いた。TiO2 薄膜は、

Ti をスパッタし、その後、熱処理をし TiO2 薄膜を作製した。 

Dektak、XRD、XPS を用いて膜厚や膜質を評価した。また、UV-vis、光電流電圧特性を測定し、

試料電極の特性を評価した。

図は ITO ガラス基板上に Cu2O を 1.3μm、ZnO を 130nm 電着させ、TiO2 を 11.5nm スパッタ

し、200 ℃ 50 分間熱処理した試料電極の XRD パターンである。 

赤丸は Cu2O、青丸は ITO のピークを示している。 
 作製された光電極の透過率スペクトルから、可視光帯の光を吸収していることが分かった。また、

光電流は 3 層構造にすることで、光電流の最大値は高くなり、光電流も安定した。 

2θ[deg] 
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Ru カゴメ格子を持つ超伝導体 LaRu3Si2の置換効果 
(DSC 粉末 X 線同時測定装置、低温粉末 X 線回折装置、電子線元素状態分析装置、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) 

村中隆弘

電気通信大学先進理工学専攻

スピンフラストレーションなどを介した非フォノン超伝

導機構は、近年の銅酸化物、鉄プニクタイドにおける超伝

導が電子相関と密接に関係していることから、再び注目を

集めている。このような電子相関と超伝導との密接な関係

に着目した研究は、重い電子系物質などにもその範囲が広

がっており、本研究では、遷移金属で形成されたカゴメ格

子層を結晶構造中に有した 2 次元的な結晶構造を有し、超

伝導や磁性体など様々な物性が報告されている RTM3Si2 

(R: 希土類元素, TM: 遷移金属元素)に着目した。この系で

は、LaRu3Si2 (図 1)が比較的高い超伝導転移温度 Tc ~ 7.5K

を示し[1]、バンド計算から結晶構造中に形成される Ru カ

ゴメ格子層の重要性や、比熱測定から 3 次元的な電子－電

子相関の存在が示唆されている[2]。また、状態密度計算からは、フェルミ準位近傍の状態密度は dip に

位置せず、エネルギーが下がるにつれて状態密度が上昇する振る舞いとなっている。

そこで、LaRu3Si2 の La サイトへの他元素置換によって、結晶構造の次元性及び状態密度を制御する

ことで超伝導特性を制御し、この系の超伝導発現を理解することを目的とした。具体的には、組成式 

La1-xMxRu3Si2中の M として 3 価元素 Lu, Sc、2 価元素 Ca, Sr, Ba を用いた合成を行い、物性評価を行っ

た。

図 2 に、各置換元素の置換量と Tc の関係を示す。M=Ba の系に関しては 132 相の合成が確認できず、

置換に成功しなかった。

M=Lu の系では、転移温度 Tc は置換量に比例して下が

った。これは、Ru カゴメ格子層の層間距離である c 軸長

が置換量の増加に伴って長くなることで結晶構造の 2 次

元性が増し、Ru カゴメ格子層と La 層との相関が弱くな

り 3 次元的な電子相関の効果が低下したため Tc が抑制さ

れたと考えられる。

M=Ca の系では、M=Lu の場合とは逆に、置換量の増加

に伴って c 軸長が長くなっているにも関わらず、わずかな

がら Tcの上昇が観測された。Ca 置換量の増加に伴って僅

かに a 軸長も長くなっており、3 次元的な相関の弱められ

る効果は M=Lu の場合よりも幾分抑えられていることに

加え、La サイトへの Ca 置換によるホールドープによって

フェルミ準位近傍の状態密度が上昇し、結果として Tc が

上昇する振る舞いが観測できたのではないかと考えらえ

る。

[1] H. Barz, Mater. Res. Bull.15 (1980) 1489. 

[2] Sheng Li et al., Phys. Rev. B 84 (2011) 214527. 

図 1：LaRu3Si2の結晶構造図. 

図 2：La1-xMxRu3Si2における 

他元素置換量 x と Tcの関係 
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神経情報伝達のメカニズム

(共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡) 
仲村厚志・森田修司 

電気通信大学先進理工学科 

AMP キナーゼとは、細胞内のエネルギー恒常性に関わる蛋白質リン酸化酵素である。AMP キナ

ーゼに関する研究は哺乳類を中心に進められ、近年では、神経系において新しい独自の機能を持つ

ことが明らかにされ始めている。しかし、昆虫については、まだまだ研究が遅れており、特に神経

系については研究がほとんど皆無である。本研究では、昆虫の脳内における AMP キナーゼの働き

の解明を目指し、活性化型の AMP キナーゼの局在を、共焦点レーザー顕微鏡を用いて解析した。

クロキンバエ脳において、活性化型 AMP キナーゼに反応する抗体を蛍光標識することにより観

察したところ、視覚や、嗅覚、及び味覚の受容に関わると推測される箇所に、特徴的な像が観察さ

れた。今後は、結果の再現性を高めるとともに、これらの部位を正確に同定していきたいと考えて

いる。

哺乳類受精卵の細胞内 Ca2+振動に関する研究  
(共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡、ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス) 

菊池貴志・白川英樹 

電気通信大学先進理工学専攻 

マウス受精卵での Ca2+振動中の小胞体の機能的関与を明らかにするため、精子由来の卵賦活化タ

ンパク質 PLCで誘発した Ca2+振動の際の小胞体内 Ca2+濃度（[Ca2+]ER）と細胞質 Ca2+濃度（[Ca2+]cyt）

の変化を、それぞれ FRET 型 Ca2+プローブ D1ER（図１）と fura-2 で同時に測定して解析した。そ

の結果、[Ca2+]ERと[Ca2+]cytの周期的変化は、それぞれの増加・減少の関係から４つの相に分けられ

ることが明らかになった（図２）。数値モデルに基づくシミュレーションによる解析結果とあわせ

た考察から、哺乳類卵に特徴的な遅い頻度の Ca2+振動は、細胞膜を介した Ca2+の流入・排出によっ

て駆動されていることが強く示唆された。

図１ D1ER 発現卵の共焦点蛍光像  図２ [Ca2+]cyt（上）と[Ca2+]ER（下）の変化 
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遷移金属化合物の磁性

(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・佐藤桂輔 1,2・竹村 航 1・岡田晃正 1・石田和也 1・山下浩輔 1・小林義彦 3 
電気通信大学先進理工学専攻 1、茨城高専自然科学科物理 2、東京医科大学物理教室 3 

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、および磁性

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、研究の最終年度として以下のテーマの研究の取りまとめを行った。

１）ペロブスカイト型Ｃｏ酸化物のスピン転移（元素置換の効果）

２）RE1-xSrxFeO3 (RE=希土類元素)の磁気異常 

ホール測定による NiO の電気特性評価 
(温度可変ホール測定装置) 

杉山智之 1・内田和男２・野崎眞次２

ナノテコ（株）1、電気通信大学情報理工学研究科先進理工学専攻２ 

有機金属気相成長 MOCVD で用いるホスフィンの純度または混入不純物は、リン系 III-V 族化合

物半導体の電気的、光学的特性に大きな影響を与え、電子デバイスや発光ダイオードの特性向上

には、ホスフィンの品質を高めることが必要である。企業から委託され、3 種類のホスフィンを使

い、先端研究設備部門の III-V 族化合物半導体 MOCVD によりアンドープの InP を成長させ、その

バックグランドキャリアとしての電子の濃度の温度依存性を温度可変ホール測定装置により測定

した。

図 1 には、提供された 3 種類のホスフィンが図を使用して成長したアンドープ InP の電子濃度、

移動度の温度依存性を示す。緑と赤については、電子濃度、移動度の温度依存性が類似するが、青

のものについては大きく異なる。青は、電子濃度は温度に依存しないものの移動度は、低温にする

と大きく減少することがわかった。この結果は、企業にフィードバックされ、ホスフィンの継続し

た開発に役立てた。

図 1 MOCVD 成長したアンドープ InP の電子濃度、移動度の温度依存性 
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水熱法で作製した ZnO ナノロッドの発光特性 
(マクロフォトルミネッセンス装置) 

中村祥太郎・内田和男・野崎眞次

電気通信大学情報理工学研究科先進理工学専攻

近年、酸化亜鉛(ZnO)はワイドバンドギャップ半導体として、様々なアプリケーションの実現が

期待されている。中でも薄膜ではなくナノロッドにすることで、欠陥の少ない単結晶が得られやす

いとの報告がある。また、さらにワイドバンドギャップを有する固溶体及び半導体と合成すること

でバンドギャップを調整することにも取り組まれている。本研究では、水熱合成法を用いて ZnO ナ

ノロッドの作製を行い、その発光特性を調べた。

 図１に He-Cd レーザ(325nm)を使用し室温で PL 測定した結果を示す。380[nm]付近の鋭いピーク

は、バンド端付近の発光(NBE)で ZnO の自由励起子発光であると考えられる。一方、550[nm]に見

られるブロードなピークは、深い準位での発光(DLE)で、主に酸素の欠陥によるものだと考えられ

る。そのため、酸素雰囲気中でアニールを行った後に測定したサンプルでは、酸素が欠陥を補償し

ブロードなピークが消滅し、バンド端付近のピーク強度が増加している。

図 1 水熱法で作製した ZnO ナノロッドおよび酸素雰囲気中でアニールした ZnO ナノロッドの

室温でのフォトルミネッセンススペクトル。
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鼓膜に作用する超音波音圧の推定

(無響室) 

野村英之・朝倉祥太郎 

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報・通信工学専攻 

近年，超音波を利用した機器が普及するとともに，人体が超音波に曝される機会が増加してい

る．一般に超音波はヒトの耳で聞くことはできないが，その力学的な作用は鼓膜などの聴覚系へ影

響を及ぼす可能性があることが懸念される．本研究では，そのような超音波曝露問題として，外耳

道を通過した超音波が鼓膜に与える影響に着目し，モデル実験を行った．特に鼓膜位置音圧と外耳

道内の音波伝搬のモードに着目した解析を行った．

通常，ヒトの外耳道は長さ約 30 mm，直径 6 mm 程度である．我々のグループの過去の研究で

はこのサイズに即した外耳道をアクリルパイプで模擬した実験を行ってきた．しかしながら，検討

する超音波周波数の上限を 50 kHz とすると，その波長は約 7 mm となり，外耳道とほぼ同サイズに

なる．したがって，マイクロホンの設置を含め，その実験には細心の注意を払っても実験の再現性

は必ずしも得られないことがあった．そこで，本実験ではそのスケールモデルを用いた．すなわち，

長さ 135 mm，直径 45 mm の一様な断面積のアクリルパイプをも用いた．このスケールに合わせて

使用する音波の波長も最小でも 30 mm 程度となり，実験が容易になる． 

Fig. 1 は鼓膜位置音圧の測定結果である．モデル終端の鼓膜に相当する部分を剛体板としてい

る．k は波数，L はモデル長，また音圧は自由音場における音圧で規格化した値となっている．な

お，実線は 1 次元一様断面積音響管の音圧の理論値である．この結果から周波数によって鼓膜位置

音圧は変動し，場合によっては自由音場より 15 dB 程度大きくなることが示されている．ただし，

この音圧の増幅作用は理論ではみられない．

Fig. 2 は外耳道モデル内の断面方向の音圧分布である．測定は外耳道モデルの終端から L/2 の位

置で行った．また周波数は Fig. 1 の結果で音圧が大きく変動している kL=23 付近の周波数を選んで

いる．この結果から，外耳道内の断面方向にモードが発生していることが分かる．Fig. 1 で表示し

た理論モデルにおいて，音波は平面波のみの存在を想定していた．しかし実際には周波数の増加に

ともに，高次のモードの音波が存在することになった．

超音波曝露問題として，鼓膜位置音圧推定のモデル実験を行った．その結果，周波数が高くな

ると高次モード音波伝搬が発生し，平面波理論で推定されるより高い音圧が鼓膜に作用することが

推測された．このことは，自由音場において測定した音圧が安全レベルであっても，鼓膜位置にお

いては必ずしも安全ではない可能性があることが推測される．
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ダミーヘッドおよび直線・円形・球形スピーカ・マイクロホンアレイの音響測定

(無響室) 
羽田陽一１・関 貴志 1・戀川真己 1・中島仁美 1・坂東和奈 1・嵯峨 俊 2・大小原亮 2 

電気通信大学大学院総合情報学専攻１、電気通信大学総合情報学科２ 

スピーカやヘッドフォンを用いた臨場感・指向性再生を実現するために，音響機器の基本特性で

あるインパルス応答の測定を行っている。ヘッドフォンを用いた高臨場感再生には，ダミーヘッド

の頭部伝達関数やヘッドフォンから鼓膜までの伝達関数が必要であるが，これらを無響室内でイン

パルス応答として測定を行った（図１）。この結果を用いて高い臨場感を有するシステムの検討を

行った。また，直線・円形・球形など各種形状のスピーカアレイの指向性を評価するための実験も

行ってきており（図２），特に球形スピーカアレイについては 3 次元に広がる指向性の測定を繰り

返して行った。マイクロホンアレイの研究では，48ch マイクロホンアレイを用いて近接音場と遠距

離場の違いを測定した。

図１ ダミーヘッドのインパルス応答測定実験 図２ スピーカアレイの指向性測定

ヘリウム充填バルーン周辺の音響特性に関する研究

(無響室) 

平 誉大・内田雅文 

電気通信大学知能機械工学科 

音響レンズは超音波映像装置等において音波の集束に用いられる。レンズの材料にはアクリル樹脂

やシリコンゴム等が一般的であるが、空気より比重の重い気体を充填させたバルーンも一種の音響

レンズになり、これらは何れも凸レンズとして機能する。逆に比重の軽い気体を充填しても音響レ

ンズにはなるが、この場合は凹レンズになって音波は発散する。本研究では、アルミ蒸着フィルム

製のヘリウム充填バルーンを音響レンズ（凹レンズ）と見立て、音の屈折および透過損失の観点で

バルーン周辺の音響特性を実験的に調査し、空気充填バルーンとの間で音響特性の比較を行った。 
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MgB2超伝導接合

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム) 

内藤方夫・迫田將仁・菊池素之・菅野志優 

東京農工大学物理システム工学科 

2001 年に青山学院大学秋光グループによって発見された Tc ～ 40 K の MgB2は、銅酸化物に比べ

て Tcは低いが、少元素数、長コヒーレンス長、弱異方性、微細加工可能といった利点を有するため

に実用材料として有望視されている。また、これまでの我々の研究から、従来の金属系超伝導体と

同等の高品質ジョセフソン接合の作製が可能であることが示唆されている。MgB2を用いた超伝導接

合技術が確立すれば、液体水素 20K 動作の超伝導デバイスが作製可能となる。さらに、ジョセフソ

ン接合を用いた高周波デバイスの動作周波数領域は超伝導ギャップの大きさに比例するため、Nb 系

の 700GHz 以下に対し、MgB2 では 3.5THz までの高周波動作が可能で、「Medium-Tc エレクトロニク

ス」ともいうべき分野が拓けることが期待される。 

我々のグループでは MgB2 エピタキシャル薄膜成長技術（分子線エピタキシー）と接合作製技術

（フォトリソグラフィー＋Ar イオンミリング）を有している。両方の技術を有するグループは世界

でも我々のグループしかない。現在、種々の絶縁バリヤ（MgO、Al2O3、CaF2等）を用いて、MgB2の SIN

接合・SIS 接合を作製している。図１には一例として、オール in-situ プロセスで作製した

MgB2/MgO/Ag の SIN 接合の特性を示したが、明瞭な準粒子特性が観測されている。MgB2は２ギャッ

プ超伝導体で、大きなギャップ（7.5 meV）と小さなギャップ（2～2.5 meV）を有する。我々の

観測したのはギャップであるが、3 meV を超えており、従来の報告値より大きい。これは界面での

超伝導性の劣化が抑えられているためと考えている。また、ゼロバイアスコンダクタンスも極めて

小さく、トンネル過程以外の電流（例えばリーク電流）がほとんどないことを示している。今後、

最適な絶縁バリヤ材料の探索等により、良質なオール MgB2 ジョセフソン接合の作製を目指してい

く。 
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図１．MgB2/MgO/Ag の SIN 接合の特性。明瞭な準粒子特性が観測され、超伝導ギ

ャップも報告値 2～2.5 meV より大きい。また、接合のリーク電流が小さいこと

を表すパラメータ Rsg/Rn は 30 を超えており、SIN 接合としては異例に大きい。 
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常磁性層状化合物 SrCo2As2の Ni 置換による磁気秩序誘起  
(ヘリウム液化システム液体ヘリウム) 
太田寛人・赤羽栄介・香取浩子 

東京農工大学物理システム工学科 

CoAs 層を持つ層状化合物は層内にて Co の 3d 電子間に強磁性的な相関が働くため, 遍歴電子強

磁性を示す傾向にある。その中で SrCo2As2（図１）は例外的に強磁性を示さない。その原因を解明

するために, Co を Ni に部分置換した

物質 Sr(Co1-xNix)2As2 を合成し, 磁性

を調べた。

図２に示すように, x = 0 ではワイ

ス温度が負であり常磁性であったが, 

x = 0.1 を中心にワイス温度が正であ

り, 強磁性的な秩序の存在を示して

いる。実際にこれらの試料では約 50 

K で反強磁性秩序が実現している。

ただし面内強磁性的な磁気構造だと

予想される。これらの結果は , 

SrCo2As2 が磁気秩序しない原因はバ

ンド構造ではなく, 別の特殊な原因

であることを示している。

糖尿病骨格筋の筋線維タイプが細胞内カルシウムイオン恒常性に及ぼす影響

(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム) 

江島弘晃，狩野 豊

電気通信大学先進理工学専攻 

 糖尿病骨格筋は，張力発揮や疲労耐性が減弱しているが，これらは筋線維タイプによって異なる

ことが示唆されている．我々は，糖尿病骨格筋の細胞内 Ca2+（[Ca2+]i）恒常性が障害されているこ

とを明らかにした（Eshima et al. 2013）．しかしながら，糖尿病の[Ca2+]i恒常性の障害における

筋線維タイプ特異性は不明である．糖尿病骨格筋の[Ca2+]i恒常性の減弱は，筋線維タイプに依存す

るという仮説を立て，筋収縮後の[Ca2+]i動態を比較検討した． Wistar 系雄性ラットを用い，スト

レプトゾトシン誘発による 1 型糖尿病モデル（DIA）と正常モデル（CONT）に区分した．長趾伸筋

（EDL；速筋線維）とヒラメ筋（SOL；遅筋線維）を被験筋とし，麻酔下で筋を外科的に露出させ，

Ca2+蛍光指示薬である Fura-2 を負荷した．その後，電気刺激による強縮刺激（100 Hz）を 2分間負

荷し，刺激後の[Ca2+]i 動態を検証した．その結果，CONT では，EDL，SOL ともに強縮刺激後に細胞

内 Ca2+が上昇し，その後，安静状態まで回復した．一方，DIA の EDL では，これらの動態は観察さ

れず，時間が経過しても細胞内 Ca2+の 20%程度の上昇が続いた．また，DIA の SOL は，EDL よりも

Ca2+の上昇が低値を示した．結論として，糖尿病の速筋線維は，遅筋線維よりも筋収縮後の[Ca2+]i恒

常性が減弱していることが示唆された． 

図１: SrCo2As2の結晶構造.
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新しい分散補償法による 125 THz 繰り返し 1.8 fs パルス列発生 
(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム) 

吉井一倫，中村佳孝，萩原浩平，桂川眞幸 

電気通信大学先進理工学専攻 

水素分子の振動ラマン遷移を 2 波長のレーザーを用い断熱励起することで，紫外-可視-近赤外に

渡る広帯域離散スペクトルを同軸上に発生させることができる．生成された離散スペクトルは互い

に位相コヒーレントな関係にあり，スペクトル位相の操作（分散補償）を行うことで時間領域にお

いて数フェムト秒に至る超短パルス光列を形成できる．当研究室では，光軸上に透明媒質を設置し，

その物質長を変化させることにより分散補償を行える新規のパルス圧縮方法を提案している．本研

究では，本手法の実証とこれを用いた超短パルス光列発生を行った．

 2 波長の励起光を液体窒素温度に保持した気相パラ水素に集光し, 全バンド幅 500 THz に渡る

5 本のモードから成る離散スペクトルを発生させた．提案した分散補償法は，全スペクトル位相

がある直線上に分布するような物質長を数値解析的に求める手法である．分散媒質として合成石

英を用い，パルス幅は SPIDER 装置により測定した． 

図 1 に実験的に探索したフーリエ変換限界

(TL)ピーク値の 99.3%まで回復した強度時間波

形を示す．この結果より，提案した分散補償原

理の正当性を実証できた．また，本手法を用い

て TL パルス幅である 1.78 fs の超短パルス光列

を発生させることに成功した．

パラ水素へのコンバージョンには液体ヘリ

ウムを寒剤として使用しており，低温室に感謝

いたします．

超高速単一光子検出装置の開発

(ヘリウム液化システム液体窒素) 

清水亮介・齊藤拓真 

電気通信大学量子･先端領域教育研究センター

従来、量子もつれ光子を用いた研究は、主として量子情報科学をはじめとした二準位系物理への

応用を念頭に研究が行われてきた。一方で、量子もつれ光子の振る舞いは強い相関を持った光子系

の光科学として捉えることも出来る。特に、近年では周波数自由度における量子相関（周波数量子

もつれ）を制御することが可能になってきているが、その性質は時間・周波数領域におけるフーリ

エ二重性の観点からは殆ど解明されていない。しかし、この量子相関を自在に制御できるようにな

れば、時間領域における光子の振る舞いを単一光子レベルで制御する新しい光波形制御技術として

発展させることが期待出来る。

本研究では、超短パルスレーザーを用いたアップコンバージョン法により、サブピコ秒の時間分

解能を伴った単一光子検出システムの開発を行った。開発した装置を用いて、パラメトリック下方

変換過程から生成された量子もつれ光子の時間相関を計測し、1 ps 以下の時間分解能を持つ単一光

子検出装置としての動作を確認した。 

図 1．分散補償し得られた強度時間波形． 
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非局所測定法を用いた超伝導アルミニウム内スピン拡散長評価

(ヘリウム液化システム液体窒素・窒素ガス、液体ヘリウム) 
水柿義直１・島田 宏１・守屋雅隆１・佐藤孝幸１・三浦晃司１・徳山貴斗１・浦井芳彰１・澤田和直１・

渡邉智希１・河原木槙二２・関 州太２・武藤泰明２

電気通信大学 大学院・先進理工学専攻１ 先進理工学科２ 

強磁性体／超伝導体／強磁性体のトンネル二重接合では，超伝導ギャップ電圧近傍にバイアスし

た際に磁気抵抗比が負になるという特異な振る舞いが現れる。これまで，我々はラテラル型の二重

接合に関してトンネル抵抗値と磁気抵抗比の極性との間に相関があることを示してきた。ただし，

強磁性体 (Co) 電極間隔と超伝導体電極 (Al) 内スピン拡散長との大小関係については未評価であ

った。本研究では，超伝導 Al 電極内のスピン拡散長を非局所法により評価した。 

試料は電子ビームリソグラフィおよび斜め蒸着法により作製した。Al ナノワイヤ（線幅: 200 nm，

膜厚: 25 nm）に対し，スピン注入および検出端子となる 2 本の Co 電極（線幅: 160 nm，220 nm，膜

厚: 40 nm）を AlOx のトンネル障壁を介して接続した。Co 電極の間隔 L は 420, 620, 1020 nm の 3 

種類とした。図 1 は作製した試料（L = 420 nm）の電子顕微鏡画像である。スピン拡散長を評価す

るため，スピン流に起因する特性のみを抽出できる非局所法を利用した。約 100 mK の低温環境下

にて，スピンを注入（I = 200, 300, 1500 pA）し，スピン検出端子で電圧を測定した。評価には，検

出電圧値を注入電流値で割って得られる抵抗値 R を用いた。 

非局所法を用いて測定した R-H 特性の一例（L = 420 nm, I = 1500 pA）を図 2 の挿入図に示す。ど

の電極間隔の試料においても，約±1000 Oe において抵抗値の急激な変化が見られた。抵抗値の変

化量ΔR と電極間隔 L の関係を図 2 に示す。これらの結果を理論に当てはめたところ，スピン拡散

長λは 1000-2700 nm と見積もられた。我々の過去の実験での Co 電極の間隔は 380-570 nm であ

り，今回見積もったスピン拡散長よりも短いことから，我々の過去の結果はスピン依存伝導に起因

するものと考えられる。

図 1: 試料（L = 420 nm）の走査型電子顕微

鏡像。超伝導 Al 電極に 2 本の強磁性

Co 電極がトンネル接合を介して接

続している。白矢印は磁場印加方向

を示している。

図 2: スピン依存抵抗変化量ΔR の Co 電極

間距離 L 依存性。挿入図は，L = 420 

nm の試料における I = 1500 pA での

非局所測定法の結果。
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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

動物の感覚神経系は周囲の物理的あるいは化学的情報を神経細胞の電気的情報に変換して、情報

処理の上、対処するという一連の反応の中心的役割を果たしており、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あるいはイモリより

単離した嗅細胞に灌流液を介して与えた場合に、匂物質によっては受容器電位を修飾する場合のあ

ることを観察した。この修飾効果とリポカリンの各種匂物質親和性との相関を検討している。 

また昆虫の中枢神経系において、連合学習の成立時や日周期にともない発現量の変動する遺伝子

を多数検出したが，そのうちの一つAMPKは細胞のエネルギー状態に応じて活性化すると考えられ，

食欲変動との関わりがあることが観察された。食欲変動は日周性を示すが，AMPK が日周性の制御に

も関わる可能性が考えられ，現在検討中である。 

70 GHz 帯 SIS ミキサの IF 広帯域化 
(ヘリウム液化システム液体窒素) 

酒井 剛１・池谷瑞基１・藤井由美 2・野口 卓 3 

電気通信大学情報・通信工学専攻１、名古屋大学理学部２、国立天文台 3 

70 GHz 帯には重水素化分子( DCO+, DNC など) の輝線が多数存在し、星形成過程を理解する上で

重要な観測周波数帯である。野辺山 45 m 望遠鏡用 70 GHz 帯受信機で使用するための SIS 素子を、

中間周波数 ( IF ) 帯の広帯域化を目標として、新たに設計、製作した。これまでに使用していた SIS

素子の同調回路には、SIS 接合を並列に 2 つ並べた PCTJ タイプのものが用いられていたが、今回

新たに設計した素子では、SIS 接合を 4 個直列に接続した同調回路を用いた。これによって、SIS 接

合全体でのキャパシタンスが下がり、IF 特性の改善が期待される。さらに、SIS 素子の飽和レベル

は、直列の SIS 接合数に依存するため、新しく設計した素子は、飽和レベルを上げることができる。 

国立天文台のクリーンルームにて、Jc ~ 3.3 kA / cm2、Rsg / Rn 〜 20 となる新しい素子を製作した。

さらに、電気通信大学の実験室において、この素子の IF 特性を測定したところ ローカル周波数 86 

GHz において、IF 4 - 11GHz でフラットな性能が得られた。また、従来の PCTJ タイプの素子に比

べ、IF 11 GHz 付近で、雑音温度に 100 K 程度の改善も見られた。今後、この素子を野辺山 45 m 望

遠鏡に搭載し、観測に使用する予定である。
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T. Watanabe, Y. Urai, H. Shimada, and Y. Mizugaki, 

Pulse response of mutually-coupled dc-to-SFQ converter investigated using an on-chip pulse generator, 

IEICE Transactions on Electronics, vol. E98-C, no. 3, pp. 238-241, March, 2015. 

Y. Mizugaki, Y. Takahashi, H. Shimada, and M. Maezawa,  

9-bit superconductive single-flux-quantum digital-to-analog converter, 

Electronics Letters, vol. 50, no. 22, pp. 1637-1639, October, 2014.  

Y. Takahashi, H. Shimada, M. Maezawa, and Y. Mizugaki, 

Design and operation of 6-bit, 0.25-mVpp quasi-sine voltage waveform generator based on SFQ pulse-frequency 

modulation, 

Physics Procedia, vol. 58, pp. 220-223, 2014.  

Y. Mizugaki, Y. Sato, H. Shimada, and M. Maezawa, 

Input-Output Characteristics of a 999-Stage Double-Flux-Quantum Amplifier Designed for 1000-Fold Voltage 

Multiplication, 

Japanese Journal of Applied Physics, vol. 53, no. 4, pp. 053101-1-4, May, 2014.  

M. Takiguchi, H. Shimada, and Y. Mizugaki, 

Correlation between Polarity of Magnetoresistance Ratio and Tunnel Resistance in Ferromagnetic Single-Electron 

Transistor with Superconductive Island, 

Japanese Journal of Applied Physics, vol. 53, no. 4, pp. 043101-1-4, April, 2014.  

Nandan Singh Bisht and Ryosuke Shimizu, 

Spectral properties of broadband biphotons generated from PPMgSLT under a type-II phase-matching condition, 

J. Opt. Soc. Am. B, Vol. 32, 550-554, 2015. 

中村整，磯部洋平，瀬戸美星，仲村厚志，森田修司，

キニーネ・ショ糖混合刺激に対するクロキンバエ味覚毛の応答インパルス，

日本味と匂学会誌，21 巻 3 号,  265-266，2014. 

＊基盤研究設備部門、低温部門に係わる論文ついて、主たる設備の所属部門に掲載した。

＊先端研究設備部門に係わる論文について、重複掲載有り。
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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 26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。

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なりましたが、引き続きベンチャーの創出・育成に力を入れております。先端研

究設備部門では、ものづくりから測定・評価までの一貫した研究開発を可能とする設備が充実しており、

ベンチャー創出、産学連携を今後、より促進していこうと産学官連携センターとの協力を強化していき

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ております。

東 8号館（旧 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、平成 25 年度

末には、窒化ガリウム系のMOCVD装置が導入され、益々ものづくりの施設が充実し、新規に産業界と

連携した深紫外 LED の研究開発も順調に進んでいるようです。今後、充実したものづくり設備を活用

した企業との数多くの共同研究がさらに期待されます。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、東 8 号館の研究設備を

紹介いたしました。平成 26 年度も、多くの見学者を迎え、先端研究設備部門の活動や研究設備の紹介

をいたしました。

先端研究設備部門では、研究施設・設備、研究活動を広く知っていただこうと東 8号館内に研究施設・

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、さらなるパンフレット、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。

41





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）

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）

その他設備

GaN系MOCVD（有機金属気相成長）装置（成膜設備） 

簡易蒸着装置（成膜設備）

材料・デバイス分析・評価室

DEKTAK（表面粗さ計） 

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

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

HPLC（高速液体クロマトグラフィー） 

微弱発光スペクトロメーター

ルミノメーター（発光測定装置）

発光プレートリーダー
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微小接合列を使った量子素子の研究

島田宏・宮脇健至・松原明志・水柿義直

電気通信大学大学院 情報理工学研究科 先進理工学専攻

超伝導単一電子素子は従来主として Al/AlOx/Al

接合を用いて作られてきている。これは、電子線リ

ソグラフィ法と 2 層レジスト斜め蒸着法というほ

ぼ確立された手法で再現性良く素子が作製できる

点と、Al 酸化膜がトンネル障壁として安定してい

るためである。しかし、より超伝導転移温度の高い

超伝導材料を導入することは、素子の動作温度の上

限を高くする点や、接合のジョセフソン結合エネル

ギーEJを大きくできる点で望ましい点も多い（バル

クの Al の転移温度は 1.2K）。 

われわれは、Al の接合で用いられる手法をそのまま使って

素子作製のできるより転移温度の高い超伝導材料として V

（バルクの転移温度 5.3K）を導入し、Al/AlOx/V を用いて超

伝導単一電子素子として超伝導単一電子トランジスタを作

製し、その特性を調べた。

図１は作製した超伝導単一電子トランジスタの SEM 写真

である。リード電極・島電極・リード電極の順で電極材料が

AlVAl および VAlV の 2 種類のトランジスタを同一チップ上

に作製し、その特性の比較も行った。Al 電極の超伝導ギャッ

プ 200 eV に対し、V 電極の超伝導ギャップとしては

560-740eV が得られた。 その結果、Al/AlOx/V 接合の EJは、

同じトンネル抵抗をもつ Al/AlOx/Al 接合の 1.6 倍に増大させ

られることが明らかになった。図２はそれぞれの素子の電流

電圧特性とそのゲート変調の測定結果である。いずれの素子

も、いわゆるジョセフソン・準粒子サイクルによる電流ピー

クが見られるが、予想される V=±0.8 mV 近辺

ではなく、V=±0.3 mV 近辺に現れている。また、

超伝導ギャップ（ギャップ電圧は約±1.5 mV）

内にもかかわらず、V=±0.4 mV 近辺から電流が

立ち上がっている。Al/AlOx/V 接合では、V 電

極の超伝導ギャップ内に常伝導時の 25%以上

の準粒子の状態密度が存在することが観測さ

れたが、この準粒子状態密度を考慮し、

Al/AlOx/V 接合を超伝導・常伝導のハイブリッ

ド接合とみなすことで、これらの特性は理解さ

れる。図３は２つの素子について測定したいわ

ゆる stability diagram である。これらも、接合

のハイブリッド性を考慮して、定量的に理解で

きることが明らかになった。  

図１. AlVAl 単一電子トランジスタ（左）および 

VAlV 単一電子トランジスタの SEM 写真 
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非局所測定法を用いた超伝導アルミニウム電極内スピン拡散長の評価

水柿 義直１・島田 宏１・守屋 雅隆１・

佐藤 孝幸１・徳山 貴斗１・三浦 晃司１・河原木 槙二２・関 州太２

電気通信大学 大学院・先進理工学専攻１ 先進理工学科２ 

強磁性体－超伝導体－強磁性体のトンネル二重接合においては、超伝導ギャップ電圧近傍にバイ

アスした際に、その磁気抵抗比が負になる。この特異な振る舞いに関して、Yang らは積層型試料

を用い、理論とよく一致する結果を得た [H. Yang, et al., Nat. Mat. 9 (2010) 586]。一方、我々はラテ

ラル型の二重接合を用いた実験により、トンネル抵抗値と磁気抵抗比の極性との間に相関があるこ

とを示した [M. Takiguchi, et al., JJAP 53 (2014) 043101]。ただし、我々の実験においては、強磁性体 

コバルト（Co）電極間隔と超伝導体アルミニウム（Al）電極内スピン拡散長との大小関係について

は未評価であった。本研究では、超伝導 Al 電極内のスピン拡散長を非局所法 [F. J. Jedema, et al., 

Nature 416 (2002) 713] により評価した。 

試料は電子ビームリソグラフィおよび斜め蒸着法により作製した。Al ナノワイヤ（線幅: 200 nm、

膜厚: 25 nm）に対し、スピン注入および検出端子となる 2 本の Co 電極（線幅: 160 nm, 220 nm、膜

厚: 40 nm）をアルミ酸化膜 のトンネル障壁を介して接続した。Co 電極の間隔 L は 420, 620, 1020 

nm の 3 種類とした。Fig. 1 は作製した試料（L = 420 nm）の電子顕微鏡画像である。 

スピン拡散長の評価法としては、スピン流に起因する特性のみを抽出できる非局所法  [S. 

Takahashi, et al., PRB 67 (2003) 052409] を採用した。約 100 mK の低温環境下にて、4 種類の電流値

（I = 200 pA, 300 pA, 1.5 nA）でスピンを注入し、スピン検出端子で電圧を測定した。評価には、検

出電圧値を注入電流値で割って得られる抵抗値 R を用いた。 

非局所法を用いて測定した R-H 特性の一例（L = 420 nm, I = 1.5 nA）を Fig. 2 の挿入図に示す。

どの電極間隔の試料においても、約±1000 G において抵抗値の急激な変化が見られた。抵抗値の

変化量 ΔR と電極間隔 L の関係を Fig. 2 に示す。これらの結果を Takahashi らの理論に当てはめ

たところ、スピン拡散長λは 1000－2700 nm と見積もられた。我々の過去の実験での Co 電極の間

隔は 380－570 nm であり、今回見積もったスピン拡散長はこの間隔よりも長い。このことから、

我々の過去の結果はスピン依存伝導に起因するものと考えられる。

Fig. 1: Scanning electron microscope image of 
a fabricated sample for L = 420 nm 
together with the nonlocal 
measurement configuration. 

Fig. 2: Dependence of the spin-dependent 
resistance Δ R on the Co electrode 
spacing L. The inset is a nonlocal 
magnetoresistance measurement for 
L = 420 nm and I = 1.5 nA. 
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超伝導チャネルに閉じ込めた量子渦ダイナミクスの研究

小久保 伸人・山崎 史麿・佐藤 能英瑠・宮原 大・吉田 純一朗 

電気通信大学 先進理工学専攻

メゾあるいはナノ構造に閉じ込めた超伝導量子渦

が示す基礎物性の解明とそれを用いた応用デバイス

の構築を目指すため、細い溝（超伝導チャネル）に閉

じ込めた超伝導量子渦のダイナミクスを調べてい

る。

図１に我々の超伝導チャネルの模式図を示す。量

子渦のピン留め特性が極めて弱いアモルファス

MoGeN 膜（Tc ～ 3 K）とピン止めが強い NbN 膜（Tc 

～ 12 K）の二層膜で構成される。ピン止めが強い

NbN 層の一部を電子線描画（EBL 電子線リソグラフ

ィー）と反応性ドライエッチングで取り除くことに

よりナノサイズの幅を持つ“チャネル”を作製した。

チャネル幅は走査型プローブ顕微鏡（AFM）で評価し

た。試料を超伝導転移温度以下に冷却し、磁場を図の

ように印加すると、チャネル内外に量子渦が誘起さ

れる。このとき強いピン留め層の有無により、量子渦

が受けるピン留め力に大きな違いが生まれる。図１

に示す方向に電流を流し、量子渦全体に（電流及び磁

場と垂直となる方向に働く）駆動力を与えると、ピン

止め力の違いにより、チャネル内の量子渦のみをチ

ャネル方向へフローさせることができる。このため

フローチャネルとも呼ばれる。

チャネル内の量子渦はチャネル方向に整列した

“渦列”を形成する。渦列数 n（＝w/b）はチャネル幅

w と渦列間の距離 b で決まり、印加磁場 B で調整す

ることができる。その様子は、例えば、臨界電流また

はピン止め力 Fc（＝IcB）の振動として明確に現れる

（図２）。詳細は省くが、振動の極小値はチャネル幅

と渦列とがつり合う条件（w = nb）に相当し、振動の

極大値は隣り合う n 列と n＋1 列の共存状態を表わ

す。渦列の不整合性によりチャネル内の周期性が乱

されるため、渦の運動が滞り、その結果、臨界電流を

増加させると考えられる。チャネル内の渦列数は振

動の極小値の数を低磁場から数えることができる。

得られた列数は、電流駆動した定常状態において渦

配列の運動の周期性を共鳴的に捉えるモードロック

共鳴法でも確認することができた。

図１：超伝導チャネルの模式図と SEM 写真 

図２：370 nm 幅の超伝導チャネルで得られた

臨界電流及びピン止め力の磁場依存性
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くし歯型 MEMS 共振器の共振特性と蓄積エネルギー 

永村 真也 石毛 剛志 石橋 孝一郎 

電気通信大学 情報理工学研究科

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術を用いて共振器を作製して、特定の周波数を持つ電

波が来た時に共振現象を起こす MEMS 共振器の開発を進めた。それに伴い MEMS 共振器が共振し

た際に構造体が蓄えるエネルギーについてシミュレーションし評価を行なった。

設計には、レイアウトエディタを用いてマスクの作製を行なった。さらに、共振周波数を設計す

るために理論計算と有限要素解析シミュレーションを行なった。実際に作製した MEMS 共振器と

そのパラメータを示す(図 1)。 

 作製した MEMS 共振器をスペクトラムアナライザで測定した。測定した波形を示す(図 2)。こ

の波形は、電極に信号を入力して、アンカー部を出力として MEMS が共振を起こした時の信号の

変化を測定したものである。

Simulink を用いた共振シミュレーションを行なった。その際に用いたブロック線図を示す(図 3)。 

 次に、図 3 を用いたシミュレーションにより得られた弾性エネルギーの解析結果を示す(図 4)。

結果より、MEMS 共振器が共振した際に 大で 1.5×10-12J のエネルギーを持つことが明らかとなっ

た。

これらの結果より、MEMS 共振器を作製して実際に共振特性の測定に成功した。さらに、Simulink

を用いたシミュレーションから作製した MEMS 共振器が蓄積できるエネルギー量を見積もること

ができるようになった

図 1 くし歯型 MEMS    図２観測した共振波形 図３シミュレーションの

共振器の SEM 画像   ブロック線図

表１ 結果まとめ

図４ 蓄積される弾性 

エネルギー  
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MOVPE 法による Si 基板上への InAs ナノワイヤ成長と評価 

遠藤祐希・内田和男・野崎眞次 

電気通信大学情報理工学研究科先進理工学専攻

1. はじめに
化合物半導体は Si 半導体よりも高い電子移動度・飽和速度を示し、より高速で動作するデバイス

作製が可能である。また、直接遷移型バンド構造を有する材料が多いため、Si 半導体では困難な光
デバイスも実現できる。しかし、Si と化合物半導体とでは格子定数や熱膨張係数といった物性差か
ら高品質な 2 次元膜成長は容易ではない。そこで、基板との接触面積が減るナノワイヤ構造に注目
が集まっている。本研究では、触媒やマスクを用いないことで VLS・選択成長法によるデメリット
を回避しつつ、簡易な成長法によってナノワイヤを成長する。

2. 研究方法
 マスクの代替としてSi基板上の自然酸化膜を利用するため、自然酸化膜の処理条件がナノワイヤ
成長に大きく影響する。Si基板の前処理として1%に希釈したフッ化水素酸(HF)溶液への液浸と、
MOVPE装置による水素雰囲気アニールを5分温度を変えて行っている。HF溶液への液浸時間やH2アニ
ール温度の影響を調べることで、InAsナノワイヤの成長原理の追求を行った。 基板にはp-Si(111)
基板を用い、有機洗浄としてアセトン/エタノール/純水で各10分超音波洗浄を行っている。1%HF溶
液処理を行ったSi基板は再酸化を防ぐために直ちにMOVPE装置に搬入した。また、MOVPE成長は
40Torrの減圧下で行い、InAsの原料はトリメチルインジウム(TMI)及びアルシン(AsH3)である。 

3. 実験結果及び考察
図1にHF処理20秒後に水素雰囲気アニールを行い、550℃で一分間InAsを成長した場合の各アニー

ル温度に対する走査型電子顕微鏡SEM像を示す。アニール温度850℃で、これまでの文献で報告され
ている値よりも高い密度の22.7/μm2が得られ、その時の長さ、直径が、それぞれ500、110nmであっ
た。密度は、525℃に下げることにより、さらに75.5/μm2に増加した。ナノワイヤ密度の増加は酸
化膜の熱脱離で説明することができる。Si上のSiOx薄膜は高温化で脱離し、小さなホール(穴)を形成
する。酸化膜の厚さに応じて脱離温度が変化し、加熱を続けるとホールサイズが拡大していく。 20
秒のHF処理を行った酸化膜厚は10Å程度であり、750-850°Cで熱脱離が生じていると推測される。自
然酸化膜に小さなホールがあるSi表面ではIn液滴の拡散が制限され、In液滴の拡大を防ぐことがで
きる。結果、InAs島の密度が減少するだけでなく、長さ・直径が均一で高密度のInAsナノワイヤが
形成される。

4. 結論
本研究では、Si プラットフォーム上の III-V 族半導体デバイスの実現に向け、Si 基板上への InAs

ナノワイヤ成長を行った。触媒やマスクを用いない成長方法を採用し、簡易プロセスを目指した。
10Å 程度の自然酸化膜を残した Si 基板を 850°C で 5 分アニールすることで、表面にホールが形成
され、均一かつ高密度の InAs ナノワイヤが成長された。 

図１アニール温度を変えて成長したナノワイ

ヤの SEM 像 
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MOVPE 法による深紫外 LED クラッド層 AlGaN の成長及び結晶評価

近藤祐也・野崎眞次・内田和男 

電気通信大学情報理工学研究科先進理工学専攻

1. はじめに
波長 200〜350nm の深紫外光は高密度光情報記録、菌やウィルスの殺菌、飲料水・空気の浄化、

光線外科治療など情報・電子デバイスから安全衛生、環境、医療応用など幅広い分野でその重要性
が増している。しかし、従来の新紫外光減は水銀ランプ、エキシマレーザなどのガス光源が使用さ
れており、寿命が短く、光源サイズ、消費電力が大きいことから寿命が長く、消費電力の小さい深
紫外 LED の実用化が切望される。本研究は現在研究開発が行われている深紫外 LED で用いられる
クラッド層 AlGaN の成長とその評価を行い、今後の深紫外 LED 作製へ向けた取り組みを行った。 

2. 研究方法
本研究では、２つの異なる厚さのAlNが成長されているサファイア基板上にAlGaNを同じ条件で

成長させた。また主にAlGaNの成長に関しての論文で行われている評価を参考に試料の評価を行っ
た。サンプルの断面は走査電子顕微鏡(FE-SEM)、表面は原子間力顕微鏡(AFM)、またXRD、透過率、
XPSからAlGaNの組成比やバンドギャップエネルギー、結晶性を測定した。 

3. 実験結果及び考察
図1に示すAFMによる表面の荒さの測定結果では比較的滑らかな成長と角張った荒い成長がみられた。

これはAlNの薄い方ではAlGaNの成長に伴い、ある程度AlNの格子が歪むことによって転位が緩和され、
比較的滑らかな２次元成長が観測され、AlNが厚い方では格子定数の歪みが小さく、AlGaNとの転位が
多くなり、うまく成長せず二次元成長＋三次元成長したと考えられる。また、表1には、X線回折法、透
過率による組成を示す。また(002)面のωスキャンロッキングカーブでは薄膜AlNのGN244-3の方が結晶
性がいいことが分かった。また透過率測定では、AlGaNのバンドギャップエネルギーを求めGN244-3と
GN293-2は、それぞれ4.43eVと4.45eVとなった。その値から組成比を求めたがXRDによる組成比と透
過率による組成比は一致しなかった。この原因はAlGaNがAlN層から受ける圧縮歪みが原因で格子が歪
むことにより格子定数が大きくなりXRDの測定ではAlの組成が小さくなったのではないかと考えられ
る。また XPSによる分析の誤差内に収まった透過率による組成比をAlGaNの組成として採用した。 

4. 結論
本研究ではサファイア基板上に成膜された AlN の厚さに違いがあることで AlGaN 成長に大きな

影響がでることが明らかになった。表面は AlN 層が薄いとより滑らかな AlGaN を成長させること
ができる。また。AlGaN は AlN との格子定数差により圧縮歪みを受け、格子定数が歪んでしまうこ
とが分かった。

図１AlGaN 表面の AFM 像：(左)GN244-3 薄い

AlN バッファー層(右)GN293-2 厚い AlN バッ

ファー層

物質 XRD による

組成

透過率による

組成

GN244−3 Al . Ga . N Al . Ga . N

GN293−2 Al . Ga . N Al . Ga . N

表 1 作製した AlGaN の組成 
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蛍光ナノ結晶ダイヤモンドの化学気相合成

一色秀夫、瀧川修平、小島隆平、小宮一輝

電気通信大学大学院 先進理工学専攻  

ダイヤモンドには、高硬度、高い熱伝導率とワイドバンドギャップといった優れた特徴がある。

近年結晶中にカラーセンター（例えば窒素空き（N-V）センター）を含むナノ結晶ダイヤモンド（NCD）

は、蛍光バイオマーカーや単一光子エミッタに応用できるため注目されている。 近我々は原子状

シリコンの微量添加によってダイヤモンド核発生が促進されることを見出した。このダイヤモンド

核は、典型的な NCD のラマンスペクトルを示している。このことから、sp3 骨子を持つ原子状シリ

コンが核発生中心となると考えられる。本研究では蛍光ナノ結晶ダイヤモンド（NCD）を合成する

新しいアプローチとして、添加したシリコンが核発生中心および発光中心となる NCD の合成を目

的とする。

プラズマ中に浮遊する原子状シリコンがダイヤモンド核発生中心となり、さらに導入したメチル

/水素プラズマで気相中に孤立した NCD を形成する。化学気相合成（CVS）にはマイクロ波プラズ

マ・トーチをもちいた。水素希釈されたテトラメチル・シラン（TMS：Si（CH3）4）を原料ガスと

し、反応管内圧は 4kPa、マイクロ波出力は 400W である。NCD は、プラズマから離した陰極カッ

プ(-300V)によって反応物ジェット気流から収集された。図1に収集した粉のSEMイメージを示す。

粒径 30-50nm の NCD が観測された。図 2 に未処理粉体のラマン・スペクトルを示す。D バンドお

よび G バンドが観測される典型的な NCD のスペクトルが得られ、D/G 比率は 1.83 であった。この

値は、CVS によってつくられる NCD が高品質であることを示唆している。また未処理粉体である

ため、バックグランドに炭化水素からの発光が見られている。注目すべき点は原子状 Si 添加なしの

場合、メチル/水素プラズマからの NCD を含む粉体の CVS は見られなかった。また、NCD からの

蛍光が観測され、Si-空孔発光中心からの発光が含まれていると考えられる。 
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図１ CVS により作製した NCD の SEM 写真 図２ CVS-NCD の顕微ラマンスペクトル 
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量子ドットを吸着した逆オパール構造 TiO2電極の光電変換特性  

廣中 基記、豊田 太郎、堀 奏江、沈 青

電気通信大学 先進理工学専攻 

近年、安価・簡便に作製可能な増感型太陽電池が注目を集めている。その中で増感剤にナノスケ

ールの半導体を用いた半導体量子ドット増感太陽電池は光吸収係数が大きいことや量子サイズ効

果の発現があることから高効率な太陽電池の達成が期待されている。特に電子の輸送材である TiO2

電極はナノ構造の違いにより光電変換特性に大きな影響を及ぼすため、 も注目されている要素の

一つとなっている。逆オパール (IO : Inverse Opal) 構造 TiO2 電極は従来のナノ粒子構造 TiO2 電極

と比べ、規則的な構造で大きな孔を有することから、電解液が浸透しやすく、増感剤と電解液の間

でのキャリアのやり取りが円滑に行われる魅力的な構造である。我々のこれまでの研究より、量子

ドット増感 IO 電極の開放電圧 Voc(約 0.7 V)は NP 電極の Voc (約 0.5 V)と比べ高い値を示すことが分

かったので[1]、今回は IO 構造の骨格を太くし、表面積を増やすことを目的として TiCl4後処理を行

い、光電変換特性に及ぼす影響について検討した。

本研究では、IO 構造 TiO2 電極を作製し、TiCl4 水溶液に 70℃で 1 時間浸漬させ、450℃で 1 時間

の加熱を行う後処理の後、CdSe 量子ドットを吸着してその光電変換特性評価を行った。後処理回

数の違いが光電変換特性に及ぼす影響について検討するため、後処理回数を 0~3 回と変化させ測定

を行った。図 1 に CdSe 量子ドット吸着後の逆オパール構造 TiO2電極表面(a)TiCl4未処理(b) TiCl4後

処理 3 回の SEM 像を示す。SEM 像より、TiO2の骨格に沿った CdSe の吸着及び後処理によって IO

構造の骨格が太くなっていることが確認された。後処理回数を変化させた試料の光電変換特性を測

定した。後処理回数に依らず、IO 電極は NP 電極と比べ高い Vocを示すことが判明した。また、後

処理により短絡電流密度の向上が確認された。後処理回数増加による短絡電流密度減少の原因とし

ては、後処理回数を増やす毎に IO 構造の骨格が太くなり、CdSe 量子ドットの内部への吸着や電解

質溶液の浸透の妨げになっていると考えられる。

[1] T. Toyoda and Q. Shen, J. Phys. Chem. Lett. 3, 

図 1  CdSe 量子ドット吸着後の逆オパール構造 TiO2電極表面
(a)TiCl4未処理、 (b) TiCl4後処理 3 回

100 nm

(b)

100 nm 

(a) (b)
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先端メカトロニクスの基礎と実用化に関する研究

青山尚之・金森哉吏

電気通信大学大学院知能機械工学専攻 

本研究グループではマイクロロボットファクトリーの構築と実用化を目指して微動機構、マイク

ロマニピュレータおよびセンサーの開発やそれらの駆動方法や精密誘導方法などについて研究を

実施した。特に本年度は図 1 に示すように圧電励起マイクロ音叉を用いた細胞膜の機械的特性の計

測システムや多自由度ワイヤ駆動式精密位置決めシステムの開発に成功した。また図 2 に示すよう

なニードル式極微小液滴塗布機構の設計開発を行っており、高粘性液体をピコリットルオーダーで

対象物に塗布することに成功している。

また高性能高機能メカトロ要素の開発から精密計測・精密制御システム，サービス・作業支援・

エンターテイメントロボットに関する研究グループでは、図 3 に示すように IMES を用いた移動ロ

ボットナビゲーションに関する研究を実施し、移動サービスロボット向け屋内位置情報サービスの

開発に成功した。図 4 には楽器(ヴァイオリン)演奏ロボット MUBOT（円盤式運指機構モデル)の開

発を示す。

図 3 IMES を用いた移動ロボットナビゲーションに関する研究 

図 1 圧電励起マイクロ音叉を用いた
細胞膜の機械的特性の計測システム

図 2 ニードル式高速微小液滴塗布 
機構の開発

図 4 楽器(ヴァイオリン)演奏ロボット MUBOT 
（円盤式運指機構モデル)の開発 
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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 

宮本洋子・亀井健・Sunil Vyas・舘野博直・北谷拓磨・中澤誠人・長山翔太 

電気通信大学大学院先進理工学専攻 

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。26 年度は、光子の軌道角運動量重ね合わせ状態検出用の新規ホロ

グラム作製に向けて、前年度に引き続き新規材料の検討を行い、ホログラムの試作を行った。

光子の軌道角運動量状態とは、光軸周りの方位角 ϕに対する空間分布が位相因子 exp(imϕ)で与え

られるモードに光子が 1 個存在する状態である。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。これまで我々は、ホロ

グラムとシングルモードファイバによる経路干渉計を組み合わせることによって、余分な成分の混

入無しに軌道角運動量重ね合わせ状態を検出する方法を提案・実現してきた。本手法ではホログラ

ムの複数の回折次数を同時に用いるため、入射光のエネルギーを回折次数間に適切に分配する必要

がある。そのためには電子線によるホログラムパターンの深さ方向の加工を制御することが重要で

ある。

ホログラム作製のための新しい電子ビームレジストとして、ポリメタクリル酸メチル樹脂

（PMMA）系の gL1000-7（ファインマテリアルシステム社）の評価を昨年度より行って来たが、膜

質に問題が見られた。メーカーとの相談の結果、gL1000-7 は粘性が高く製造過程でごみを取りきれ

ていない可能性があるということで、より粘性の低い gL1000-5 を検討することになった。gL1000-

5 ではスピンコート（300 rpm 3 秒の後 2500 rpm 90 秒）により、6400±300Å の膜を形成できること

が分かり、膜質も良好であった。

続いて gL1000-5 のドーズ量と加工深さの関係を調べるため、階段状のパターンを露光して

DEKTAK で高さ分布を調べた。階段状のパターンは、まず全体の露光領域を初期ドーズ量で露光

し、その後徐々に露光領域を小さくしつつ一定の露光量

の重ね露光を７回行うことで、8 段のパターンを形成し

た（図 1）。従来の ZEP-520A に比べ各段内の高さのばら

つきが抑えられ、良好な階段パターンが形成された 

（図 2）。しかし、合計ドーズ量が同じであっても、初期

ドーズ量によって加工深さが異なることが分かった。そ

こで初期ドーズ量と合計ドーズ量の両方によって加工

深さを決定するモデルを考え、軌道角運動量重ね合わせ

状態検出用ホログラムの試作を行った。試作したホログ

ラムの回折効率を測定したところ、設計値に対して 1 次

回折光の回折効率が低かった。設計よりも加工深さが浅

いと考えられ、加工深さのモデルについてさらに検討が

必要であることが分かった。
図 2：階段状パターン露光後の gL1000-5 の高さ

分布の例

図 1：重ね露光による階段状のパターンの形成 

54



In vivo イメージングに適した新規ルシフェリンアナログの創製

木山正啓・北田昇雄・軽部一磨・齊藤亮平・大塚智史・平野 誉・丹羽治樹・牧 昌次郎 

電気通信大学 先進理工学専攻

In vivo イメージング技術は，ライフサイエンス分野の世界的関心事であるが，生体内深部可視化

を実現できる材料で，生体の窓領域（650〜900nm）に自発光し，実用化されているものはアカルミ

ネ®だけである．しかし，アカルミネ®では水溶性の低さが実用上の課題とされていた．そこで，水

溶性を改善したトケオニの開発をおこない，これの工業製造技術の開発に至った．現在，市販化に

向けて活動を行っている． 

参考文献：「ホタル生物発光の多色化への挑戦」 

牧 昌次郎，生物工学会誌（日本生物工学会），第９２巻・第８号，432-436 (2014) 
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低温マイクロフォトルミネッセンスによる高純度 InP 膜の評価 

杉山智之 1)、小辰雅子 1)、野崎眞次 2)、内田和男 2) 

1)株式会社 ナノテコ
2)電気通信大学情報理工学研究科

フォトルミネッセンス(PL: Photo Luminescence)とは、測定試料に光を照射して励起させ、試料か

ら放射されるフォトンエネルギーを評価することにより、試料内に存在する不純物準位や欠陥準位

などの情報を知る非破壊評価法である。また、試料を低温に冷やして評価することにより、室温で

の評価では確認が難しい各種準位の有無についても更に詳しく知ることができる。

Fig.1 は MOCVD 法(有機金属気相成長法)により成膜した高純度 InP 膜を低温から室温にかけて

フォトルミネッセンス測定を行った評価結果スペクトルである。室温(300K)での評価では確認でき

ないものの、試料を低温に冷やして評価することにより不純物や欠陥に起因するスペクトルピーク

の存在が 1.38eV~1.39eV の間にあることが明確に確認できる。この評価より試料中にどのような不

純物や欠陥が存在するかを推測することができる。

Fig.1 高純度 InP 膜のフォトルミネッセンススペクトル(5K~300K) 
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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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外部資金獲得状況

委 員





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。
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代表者 石田 尚行

(5) マルチパス環境でのワイヤレス通信に関する研究 基 

代表者 唐沢 好男

(6) 待機モードのゼロ消費電力を実現するＭＥＭＳウエイクアップモジュールの研究 基、先 

代表者 石橋 孝一郎

(7) 小型・低コストの電力センサノードの研究 基、先 

代表者 石橋 孝一郎

(8) 超高速ダイオードの開発 基、先、低 

代表者 野崎 眞次

(9) 次世代発光ダイオードの研究開発 基、先、低 

代表者 内田 和男

(10) 自動ハンドリングロボットの開発 基、先 

代表者 金森 哉吏

(11) 車両を含むM2Mネットワークの性能向上に関する検討  基 

代表者 山尾 泰

(12) 超低電圧 LSIプラットフォーム開発及び実証アプリケーションチップ開発 基、先 

代表者 石橋 孝一郎

(13) 高出力真空紫外光源の開発 低 

代表者 桂川 眞幸

(14) L/F-転移酵素によるタンパク質 N末端修飾反応に関する共同研究 基 

代表者 瀧 真清

(15) ホタル生物発光型の長波長発光材料の創成と実用化 基、先 

代表者 牧 昌次郎

(16) マルチパス環境でのワイヤレス通信に関する研究 基 

代表者 唐沢 好男

(17) ハッシュ関数実装時の暗号プロトコルの安全性証明手法 基 

代表者 太田 和夫

(18) ボリュームターゲット検出技術 基 

代表者 桐本 哲郎

(19) PbS量子ドット太陽電池のキャリアダイナミクス評価技術の構築 基、先、低 

代表者 沈 青

(20) 増幅器の広帯域線形化技術に関する研究 基 

代表者 山尾 泰

(21) 水素バリア性コーティング膜の開発 基 

代表者 田村 元紀

(22) 有機金属気相成長法による高品質 n-AlGaN成長に関する研究 基、先、低 

代表者 内田 和男
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(23) 冷間引抜加工の３次元弾塑性解析技術の向上 基 

代表者 久保木 孝

(24) 銅合金管の曲げ加工に関する研究 基 

代表者 久保木 孝

(25) 触媒反応メカニズム解析 基 

代表者 田中 勝己

(26) kHz帯における無線電力伝送技術の伝送効率向上および不要放射低減に関する研究 基 

代表者 肖 鳳超

(27) 水素用材料への表面皮膜の開発 基 

代表者 田村 元紀

(28) 次世代無線システムに関する研究 基 

代表者 山尾 泰

(29) 次世代医療用超音波診断モジュールと画像化システムの試作開発 基 

代表者 野村 英之

(30) ハッシュ関数および秘匿検索暗号の理論研究 基 

代表者 太田 和夫

(31) M2M端末高収容に向けた効率的なトラヒック集約技術の研究 基 

代表者 藤井 威生

(32) 管のせん断曲げ加工法の研究 基 

代表者 久保木 孝

(33) 圧電駆動 3点支持チルティングステージによる 3DSEMモデルの構築 先 

代表者 青山 尚之

(34) 教育用高周波アナログ回路実験装置の開発 基 

代表者 肖 鳳超

(35) 自動運転向け無線通信システム技術の基礎検討 基 

代表者 藤井 威生

(36) 新規金属錯体に関する研究（その２） 基、低 

代表者 石田 尚行

(37) 情報ネットワーク分析を活用した市場分析及び経営資源との相関 基、先、低 

代表者 内田 和男

(38) 超高速ダイオードの開発 基、先、低 

代表者 野崎 眞次

(39) センサ統合による移動ロボットナビゲーション技術開発 基、先 

代表者 金森 哉吏
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（受託研究）

(1) 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

(2) 光イメージング・光制御法開発・光解離機構解明 基 

代表者 小林 孝嘉

(3) 半導体ナノ粒子色素の作製および時間分解スペクトルによる電荷分離界面の電荷分離機構の解明 基、先、低 

代表者 沈 青

(4) チャネル間相関抑圧型マイクロホンアレイにおけるビームフォーミング設計に関する調査研究 基 

代表者 羽田 陽一

(5) 先端光量子科学アライアンス（先端光科学システムの構築） 低 

代表者 米田 仁紀

(6) 環境認知型超高効率無線センサネットワークの研究開発 基 

代表者 藤井 威生

(7) 超高周波対応の全空乏型ショットキーダイオードの開発及び高効率太陽光発電用レクテナの半導体プロセ

スによる作製 基、先、低

代表者 野﨑 眞次

(8) 触媒を用いた大気圧 DLCによる環境に優しく高摩耗性・耐食性に優れたローラーチエンの試作開発 基 

代表者 田中 勝己

(9) 進化した無線通信技術に柔軟かつ効率的に対応できる光・無線融合基地局ネットワーク基盤の研究開発 基 

代表者 山尾 泰

(10) 次世代非接触超音波検査装置に用いる超音波探触子の試作開発 基 

代表者 野村 英之

(11) 局所表面プラズモンの飽和効果の探求と超解像顕微法への応用 基 

代表者 庄司 暁

(12) 140GHz帯高精度レーダーの研究開発 基 

代表者 木寺 正平

(13) 「ICT を活用した次世代 ITS の確立」のうち「自動走行システムに必要な車車間通信・路車間通信技術の

開発」 基

代表者 山尾 泰

(14) 超音波トランスデューサーの評価と校正方法の指導 基 

代表者 野村 英之

(15) 生体内深部可視化を可能にする in vivoイメージング用発光材料の開発と工業製法の確立 基、先 

代表者 牧 昌次郎

(16) 水素雰囲気下における金属部品の脆化を防止する表面処理部品の試作開発基 

代表者 田村 元紀

(17) 先端光量子科学アライアンス（先端光科学システムの構築）H25補正期間延長分 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 鈴木 勝 教 授

基盤研究設備部門長 平野 誉 教 授

先端研究設備部門長 青山 尚之 教 授

低温部門長 山口 浩一 教 授

研究設備センター 桑原 大介 准教授

先進理工学専攻 渡邊 昌良 教 授

知能機械工学専攻 久保木 孝 教 授

情報システム学研究科 加藤 聰彦 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 平野 誉 教 授

低温部門長 山口 浩一 教 授

表面・界面構造解析室長 中村 仁 准教授

化学構造解析室 安井 正憲 准教授

分析・計測機器室長 石田 尚行 教 授

先端研究設備部門 野崎 眞次 教 授

研究設備センター 桑原 大介 准教授

先端研究設備部門 委員

部門長、

機械・ロボット室長 青山 尚之 教 授

デバイス室長 野崎 眞次 教 授

光･バイオ室長 牧 昌次郎 助 教

先進理工学専攻 守屋 雅隆 助 教

研究支援 加藤 匡也 研究支援推進員

研究設備センター 桑原 大介 准教授

専門委員

基盤研究設備部門

表面・界面構造解析室

室長 中村 仁 准教授 共通教育部

野崎 眞次 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

Choo Cheow Keong 准教授 国際交流センター

中井 日佐司 講 師 国際交流センター

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
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専門委員（つづき）

基盤研究設備部門

化学構造解析室

室長 安井 正憲 准教授 先進理工学専攻

平野 誉 教 授 先進理工学専攻

石田 尚行 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

松村 隆 准教授 知能機械工学専攻

瀧  真清 准教授 先進理工学専攻

白川 英樹 准教授 先進理工学専攻

桑原 大介 准教授 研究設備センター

三瓶 嚴一 准教授 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

野崎 眞次 教 授 先進理工学専攻

桐本 哲郎 教 授 知能機械工学専攻

久保木 孝 教 授 知能機械工学専攻

奥野 剛史 教 授 先進理工学専攻

金森 哉吏 准教授 知能機械工学専攻

中村 仁 准教授 共通教育部

内田 和男 准教授 先進理工学専攻

白川 晃 准教授 レーザー新世代研究センター

野村 英之 准教授 情報・通信工学専攻

谷口 淳子 助 教 先進理工学専攻

低温部門

低温室

室長 山口 浩一 教 授 先進理工学専攻

水柿 義直 教 授 先進理工学専攻

鈴木 勝 教 授 共通教育部

阿部 浩二 教 授 先進理工学専攻

島田 宏 准教授 先進理工学専攻

中村 信行 准教授 レーザー新世代研究センター
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電気通信大学 研究設備センター

Coordinated Center for UEC Research Facilities 
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