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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として、平成 21 年 4 月 1 日

に学内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利用の大型設備・

基盤的設備の管理と運営を行っています。  

基盤研究設備部門では、表面・界面構造解析、化学構造解析、磁性・熱・光関連の物理

量測定のための基盤的な分析・計測機器を備えております。平成 30 年度も前年度に引き

続き、(1) 現有設備・機器の利用を促進するための設備メンテナンス、(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。  

また先端研究設備部門では、電子・光デバイス、ナノテクノロジーやロボットおよびバ

イオセンサー等の研究開発のための材料開発・加工・評価装置を備えています。先端研究

設備部門の建物東 8 号館（旧 SVBL 研究棟）は、これら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やデバイスの作製、加工、評価装置を有して

おります。先端研究設備部門では最先端施設・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。  

低温部門は、ヘリウム液化装置と液体窒素供給設備を有しており、学内外のユーザに対

して寒剤供給サービスを行っております。液体ヘリウム供給に関連して、学内各棟にヘリ

ウム回収管を配置する工事も低温部門の主導により行われてきました。学内の高圧ガス利

用者を対象とした高圧ガス保安講習会も低温部門が実施しております。  

本センターでは、学内の教育研究活動の支援のために、教職員・学生向けの設備利用講

習会を開催してきました。さらに先端・基盤両部門では設備利用が容易となることを目指

して「スーパーユーザ制度」を導入し、スーパーユーザが設備利用者に対して支援を行っ

ています。さらに先端研究設備部門では、学術振興会の短期招聘制度を使用してインド、

アメリカから客員教授をお招きし、研究設備センターのみならず知能機械工学専攻の教育

にも貢献していただきました。  

また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ます。研究体制・研

究環境の改善を全学的・継続的に行うとともに、センター設備を有効活用して世界水準の

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９巻を発行しました。お目を通していただければ幸いです。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。研究設備センターの教育研究活動支援により、本学が社会に対してこれまで以上に

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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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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研究活動成果要旨集 

 
半導体電極を用いた光-化学エネルギー変換 .................................................................................................................................... 9 

(X 線光電子分析装置、簡易型 SEM、ヘリウム液化システム液体窒素、先端研究設備部門 DEKTAK)  

花岡友里絵・古堅逸勢・小野 洋  
水溶液中の重原子イオンとキレート化合物のスピン分極シフトの研究 .................................................................................... 10 

(超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz))  

桑原大介・横山拓海・佐藤立樹・田崎健太・中川直哉  
「カルボニル化合物の定性分析」と「生体高分子の二次構造解析」などの学生実験課題における機器利用 ..................... 11 

(超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz)、円二色性分散計)  

菅 虎雄  
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(円二色性分散計)  

飯田浩希・江角茉結・櫻井俊亮・田仲真紀子  
興味ある電子物性材料の開発 ........................................................................................................................................................... 12 

(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、超電導フーリエ変換

NMR(500MHｚ)、超電導量子干渉磁束計、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ヘリウム、液体窒素)  

石田尚行  
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(DSC 粉末 X 線同時測定装置、Ｘ線光電子分析装置、顕微レーザーラマン分光計、絶対 PL 量子収率測定装置、電子

線元素状態分析装置)  

奥野剛史・青野瑞樹・極檀紘希・滝沢健太・佐々木智徳・中川康弘・保木渉馬・七井 靖  
微小超伝導ループにおける磁束の量子化と渦糸状態 .................................................................................................................... 13 

（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、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・岡安 悟・野島 勉・佐々木孝彦  
超伝導体 LaRu3Si2の異方的超伝導状態の可能性 ........................................................................................................................... 14 

(DSC 粉末 X 線同時測定装置、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  
生物発光機構の解明とその発光材料開発への展開 ........................................................................................................................ 15 

(ESI-TOF 型質量分析装置、LCQ イオントラップ型質量分析計、ガラス細工加工設備、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)、二重収束質量分析計、有機元素分析装置)  

垣内美知雄・伊東綜一郎・木山正啓・後藤史也・松橋拓人・山路 稔・牧昌次郎・平野 誉  
10BASEd-T 法を用いた covalent binder の取得 ................................................................................................................................ 15 

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

瀧 真清  
神経情報伝達のメカニズム ............................................................................................................................................................... 16 

(共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡)  

仲村厚志・滝瀬直人  
哺乳類卵細胞におけるオルガネラ構造の調節機構に関する研究 ................................................................................................ 16 

(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)  

井口智裕・白川英樹  
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(凍結ミクロトーム) 

星野太佑・松江由樹

高圧下における強相関電子系物質の物性測定 ................................................................................................................................ 17

(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、ヘリウム液化システム液体窒素、液体ヘリウム ) 

松林和幸・Yuan Yahua・有馬寛人・桑田 凌・元山史都 

アーチェリーロボットの開発 －たわみ振動制御の高度化－ ...................................................................................................... 18

(最先端三次元形状測定・評価システム) 

宮下裕之，金森哉吏

UV ウェット酸化を用いた Mg ドープ AlGaN の作製及び評価 .................................................................................................... 19

（温度可変ホール測定装置）

森元 諄・内田和男・野崎眞次

光酸化による ZｎO 薄膜のキャリア濃度への影響 ........................................................................................................................ 20

（マクロフォトルミネッセンス測定装置、温度可変ホール測定装置）

渡邉勇輝・内田和男・野崎眞次
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白川 晃・北島将太朗・山角謙太郎・江面嘉信・石沢 均

高周波伝送線路の測定 ....................................................................................................................................................................... 21

(電磁環境測定装置(電波暗室)) 

小野 哲・和田光司

パラメトリックスピーカのつくる音像の評価と制御 .................................................................................................................... 22

(無響室) 

野村英之・星 秀斗

スマートフォンの通話に着目した話者認識に関する研究 ............................................................................................................ 22

(無響室) 

郷間愛美・市野将嗣

スピーカアレイの音響指向特性の測定 ........................................................................................................................................... 23

(無響室) 

羽田陽一・今泉健太・佐藤航也・坂本浩央・大林敬幸

藍晶石型化合物 Cr2GeO5の構造と磁性 ............................................................................................................................................ 24

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム)

太田寛人・髙田早紀・塚瀬成久・香取浩子

位相ダンピング制御型の超伝導電圧増倍回路の研究 .................................................................................................................... 24

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、液体窒素)
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非線形光学過程の人為的な操作 ....................................................................................................................................................... 25
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デュアルコム分光による固体物性の研究 ........................................................................................................................................ 26

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、高速応答 FT-IR)

美濃島薫・浅原彰文
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半導体電極を用いた光-化学エネルギー変換 

(X 線光電子分析装置、簡易型 SEM、ヘリウム液化システム液体窒素、先端研究設備部門 DEKTAK) 

花岡友里絵 1・古堅逸勢 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基盤理工学専攻 2 

 

 本研究課題では電解液中に浸漬された半導体材料を用いた電極で光を捉え、その光エネルギー

を水の分解や溶存している有機物の分解に振り分ける働きを持たせるシステムの開発を行ってい

る。このシステムは今まで不要物質として廃棄されていたものから新たな有用物質を作り出すこ

とも出来、環境浄化にも応用可能である。近年では、従来求められてきた高効率、高選択性など、

反応の効率化の問題に加えて、地球環境に負荷をかけない、持続可能なプロセスへの対応が益々重要

になってきている。このシステムで も重要な半導体電極には電解液中で光照射された際に変質し

たり、溶解したりせずに長時間安定して動作することが要求される。 

本研究では半導体電極/電解液界面での反応場の増大を目的としたHF/AgNO3によるエッチング処理を

施したFe2O3/n-Si光電極を作製した。銀にはシリコンから酸化剤への電子移動を助ける触媒作用があ

り、これによるエッチング促進効果を期待した。作製条件ごとの光電流電圧特性を評価し、 適な作

製条件を検討することで光電極のパフォーマンスを向上させることを本研究の目的とした。 

電極作製は、洗浄・酸化膜除去を行ったn型シリコン(n-Si)基板をHF/AgNO3に浸し、エッチングを

行った。エッチング処理後のn-Si基板表面にスパッタ装置を用いて鉄を堆積し、熱処理を加えることで

酸化鉄膜を被覆させFe2O3/n-Si光電極を作製した。 

電極ごとに HF/AgNO3 によるエッチング時間を変更し、それぞれの光電流電圧特性を調べた。表面状

態は SEM、表面組成分析は ESCA を用いて評価した。 

エッチングを行わなかった基板（標準電極）の光電流が1.4 V付近で立ち上がったのに対し、HFのみ

でエッチングを行った基板は1.2 V付近で立ち上がりが見られた。これよりエッチングによる光電極と

電解液界面の接触面積増大化は光電流の立ち上がりに有意な結果をもたらすことが分かった。さら

に、HF/AgNO3によるエッチング処理を行った基板は0.9~1V付近とより早い立ち上がりが見られ、触

媒として利用した銀の効果が見られた。 

HF/AgNO3によるエッチング時間を長くすると標準電極よりも光電流が流れにくくなる傾向が見ら

れたが、短いエッチング処理（5秒）を施した基板では光電流の劣化はなく、立ち上がりを早める効果

のみを受けることができた。 

HF/AgNO3によるエッチング処理を施した Fe2O3/n-Si 光電極は、エッチング時間 5 秒において

良の光電流電圧特性を示した。(図1) 

よりよいパフォーマンスを求めるためには、HF

のみでのエッチング処理を施した基板のより詳しい

光電流電圧特性評価、SEM、ESCAによる観察や、

HF/AgNO3による長時間エッチングの光電流劣化の

原因であると考えられる銀デンドライトの成長過程

や光電気化学特性に与える影響を調べることが必要

となる。電極の光電極特性の評価結果から今後、

特性の改善の為に作製条件などさらに検討すべき

課題がある事が分かった 
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図１：光電流-電圧特性の HF と HF/AgNO3

によるエッチング効果比較 
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水溶液中の重原子イオンとキレート化合物のスピン分極シフトの研究 

(超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz)) 

桑原大介・横山拓海・佐藤立樹・田崎健太・中川直哉

電気通信大学・大学院・情報理工学研究科

本研究では、様々な重金属のスピン分極化学シフトの NMR 測定を行った。スピン分極シフトと

は重原子および、重原子と共有結合している原子に現れる非常に大きな化学シフトである。外部磁

場による 2 次常磁性電流は重原子の場合非常に大きいので、結合軌道中の電子にスピン分極が生じ

る。またスピン分極シフトの大きさは原子番号とともに大きくなることが理論的に明らかにされて

いる。本研究ではさまざまな重金属イオンについて、水溶液の濃度変化と温度変化による化学シフ

トの変化を実験的に検証した。また新たな化合物としてキレート化合物についても、重金属のスピ

ン分極シフトが観測されることを発表した。

Table 1 に各種重金属水溶液の NMR 化学

シフトの濃度変化を示す。 も右側の列

（ppm）は、試料濃度を変化させた時の化学

シフト変化の 大値を示す。これらの数値

を見ると、原子番号とともに化学シフトが

大きく濃度変化していることがわかる。一

般にスピン分極はスピン軌道相互作用

（SOC）に比例し、SOC は原子番号 Z の 4

乗に比例する。よってこれらの実験結果は、

水溶液中で重原子周りにスピン分極が起こ

り、スピン分極が重原子の大きな化学シフ

ト変化を引き起こしていることを示してい

る。またほとんどの化合物で化学シフト変

化の方向は低磁場側（高周波数側）であり、

この変化の方向はスピン分極シフトの量子

化学理論計算の結果と一致している。

唯一の例外は硝酸鉛 Pb(NO3)2であり、硝

酸鉛のみは高磁場側への化学シフト変化を

示す。同じ鉛化合物の過塩素酸鉛とはシフ

トの方向が逆で大きさはほぼ同じである。

この硝酸鉛の結果は、これまでに行われた

スピン分極シフトの理論研究（量子化学計算）では予想できなかった結果である。本研究では硝酸

鉛と過塩素酸鉛のシフト方向の違いの原因をつきとめるために、Gaussian で鉛イオンと水分子との

結合エネルギー計算を行った。さらに本研究では、キレート化合物中に取り込まれた金属イオンつい

ても、スピン分極シフトが起こりうると考え、2 種類のキレート化合物、EDTAPb、EDTABi について重

金属の NMR 測定を行った。EDTAPb の Pb については、わずかではあるが、水溶液濃度の変化に伴った

化学シフトの変化が観測された。一方、EDTABi については化学シフトの濃度変化が見られなかった。 

Table 1. Concentration changes in NMR chemical shift 

for nuclear species contained in the water solutions of 

various compounds. 

Li 3 ヨウ化リチウム LiI 0.28
Na 11 臭化ナトリウム NaBr 1.02
K 15 ヨウ化カリウム KI 10.11
Br 35 臭化ナトリウム NaBr 9.89
Rb 37 塩化ルビジウム RbCl 14.98
I 53 ヨウ化リチウム LiI 44.84

ヨウ化カリウム KI 44.79
ヨウ化セシウム CsI 31.35

Cs 55 塩化セシウム CsCl 36.15
硫酸セシウム Cs2SO4 23.34
ヨウ化セシウム CsI 34.82

Pb 83 硝酸鉛(Ⅱ) Pb(NO3)2 -71.68
過塩素酸鉛(Ⅱ)三⽔和物 71.90
Pb(ClO4)2

試料原⼦番号核種
化学シフトの
濃度変化(ppm)
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「カルボニル化合物の定性分析」と「生体高分子の二次構造解析」などの学生実験課題に

おける機器利用  

(超伝導フーリエ変換 NMR(500MHz)、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 

 

昨年度から継続して本学先進理工学科生体機能システム

コース（今年度より、「III 類化学生命工学プログラム」）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一、第

二の学生実験課題の実施における機器利用となった。同実

験第一におけるカルボニル化合物の定性分析データのひと

つとして H1-NMR による分析を行った。測定サンプルは比

較的構造がシンプルなカルボニル化合物 5 種類について行

った。解析は日本電子株式会社の Delta（図 1）を用いたが、

学生には解析済データの印刷物を渡すのではなく、将来的

には同ソフトウェアによる解析演習を含む実験課題の構成

が望ましいと考えられる。また、同実験第二では昨年度と

同様に円二色性分散計による生体高分子の二次構造解析を

行った。同装置と同期する温度制御可能なペルチェユニットの活用を今後、検討していく予定であ

る。 

 

 

 

 

修飾 DNA の種々溶媒環境中での構造確認  

(円二色性分散計) 

飯田浩希 1・江角茉結 2・櫻井俊亮 2・田仲真紀子 1 

電気通信大学基盤理工学専攻 1、電気通信大学先進理工学科 2 

 

 DNA の二重らせん立体構造は、水素結合やπスタッ

キングによって安定な構造を形成している。本研究にお

いては、緩衝溶液に、エチレングリコール、グリセリン

を高濃度で添加することによって調製した分子混雑環

境において、配列中にピレンを修飾した DNA を取り扱

っている。円二色性スペクトル測定により、希薄緩衝液

中の DNA と比較して、エチレングリコール 40wt%およ

びグリセリン 40 wt%の分子混雑条件でのスペクトルに

変化は観測されなかった。したがって、エチレングリコ

ールおよびグリセリンの添加によって、ピレン修飾

DNA の二重らせん立体構造が変化しないことが確認さ

れた。 

 

 

 

 

図 1.  日本電子株式会社の Delta による

NMR 解析の様子 
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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、超電導フーリエ変換 NMR(500MHｚ)、超電導量子干渉磁束計、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ヘリウム、液体窒素)

石田尚行

電気通信大学 基盤理工学専攻

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 へテロスピン材料のうち、単分子磁石として振る舞うものをいくつ

か開発した。(2) 2p-4f のうち、ニトロキシド-ガドリニウム系で世界 大の交換相互作用をもつ物

質を開発した。本成果は、米国化学会の Inorg. Chem. 誌の Editors’ Choice に選ばれた。(3) 有機ビ

ラジカル化合物で、ラジカル基の配向によっては著しく相互作用が強くなり実質的に反磁性となる

ことを見出した。(4)外部刺激によって基底スピン多重度を変える材料すなわちスピンクロスオーバ

ー錯体を開発し、そのクロスオーバー温度に与える置換基依存性を調査した。

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。なお、

液体ヘリウムと液体窒素をほぼ通年にわたり低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、Ｘ線光電子分析装置、顕微レーザーラマン分光計、絶対 PL 量子収率

測定装置、電子線元素状態分析装置) 
奥野剛史・青野瑞樹・極檀紘希・滝沢健太・佐々木智徳・中川康弘・保木渉馬・七井 靖 

電気通信大学 基盤理工学専攻 

新規硫化物材料であるチオシリケート蛍光体 Sr2SiS4:Eu2+ の発光および残光現象とその機構に

ついて議論した。Eu2+ の濃度が 1% 以下のときに、700 から 1000 s の残光を生じることをはじめ

て明らかにした。そして、Nd3+ を 0.1% 加えることにより残光時間を 5 倍程度伸長させることがで

きた。熱蛍光測定によりキャリアを捕捉する準位の深さが0.34 eV から 0.39 eV に深くなっていた。

残光を生じさせることのできる励起光の波長依存を詳細に測定することにより、Eu2+ 発光中心だ

けではなくて母体までキャリアが光励起された場合に残光が生じることがわかった。

Ce3+ は強い発光をしばしば生じるが、波長の長い赤色発光をえることは難しい。SrY2S4:Ce3+ が

600 nm に発光ピークをもつ新しい赤色蛍光体であること、および、Gd3+ を添加することにより量

子効率が 1.9 倍に増大することを明らかにした。SrY2S4:Ce3+ の 3 種の Sr サイトにある Ce3+ が、強

度比を変化させながら赤色発光を生じていることがわかった。

赤色蛍光体である Y2O2S:Eu3+, Gd2O2S:Eu3+ および La2O2S:Eu3+ に、2 価と 4 価のイオンを添加した

場合の残光および熱蛍光特性を議論した。よく知られている残光蛍光体 Y2O2S:Eu3+,Mg2+,Ti4+ と比

較して、Gd2O2S:Eu3+,Mg2+,Ti4+ と Gd2O2S:Eu3+,Sr2+,Ti4+ では、残光時間が 1 割程度のび、熱蛍光測定

を行うと、室温における強度すなわちキャリアのトラップ準位が増大していることがわかった。
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微小超伝導ループにおける磁束の量子化と渦糸状態 

（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、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・岡安 悟 2・野島 勉 3・佐々木孝彦 3 

電気通信大学基盤理工学専攻 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 

本研究では微小超伝導体に現れる磁束配

列の制御方法を確立することにより，束縛

された多粒子系における新しい基底状態の

創出とデバイス応用の双方の発展を目指し

ている。今年度は，微小な超伝導ループに侵

入した磁束の量子化とその周囲の超伝導膜

に侵入する渦糸配列を調べた。

試料は高周波スパッタ装置で成膜した高

均質なアモルファス MoGe 超伝導膜で，膜

の組成を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，高磁場多目的物性測定装

置で超伝導を特徴づける超伝導転移温度，

臨界磁場，臨界電流を調べた。アモルファス

膜は微小なループに加工し，学外の共同利

用設備である走査 SQUID 磁気顕微鏡を用

いて誘起された磁束配列を精緻に可視化し

た。

図は磁場中冷却で得られた磁気イメージ

である。試料に印加した磁場は，アンチドットの中心付近に集束し，その磁束は磁束量子の整数倍

に量子化されることを示した。さらに磁場を増加させると，アンチドット周囲の超伝導膜に量子渦

が侵入し，アンチドットで多重化した巨大渦と超伝導膜を貫く渦の共存状態が現れた（図 k）。共存

を特徴づける超伝導膜への量子渦の侵入は，①アンチドットの磁束の飽和とは無関係であること，

②特徴づける量子渦の侵入磁場は試料形状に依存し，大雑把に試料端とアンチドットとの 短距離

の 2乗に反比例することを見出した。得られて結果は，SQUID のようなループ構造を持つ超伝導素

子の磁気ノイズの低減につながる。 

図：アンチドットに誘起された量子化磁束の磁気イメ

ージ 
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超伝導体 LaRu3Si2の異方的超伝導状態の可能性 

(DSC 粉末 X 線同時測定装置、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 基盤理工学専攻

近年、非 BCS 機構による超伝導発現と密接に関係して

いると考えられる強い電子相関を有する系が注目を集め

ており、その研究は様々な物質系への広がりを見せてい

る。

本研究では、金属間化合物としては比較的高い超伝導転

移温度を示す LaRu3Si2 (Tc ~ 7.5K 図 1)[1]に対して、構造的

特徴と超伝導発現機構という観点から着目した。その構造

的特徴は ab 面に形成されている Ru カゴメ格子層であり、

幾何学的フラストレーション効果によって新奇な物性発

現が期待される。

本物質は、実験的には 3 次元的な電子相関の存在が指摘されている一方で、バンド計算からの Ru

層の重要性が指摘されている。そのため、Ru カゴメ格子層を舞台とした超伝導が発現しているな

らば、異方的な超伝導状態が実現している可能性が考えられる。実験からは、比熱係数の磁場依存

性から H-linear に従わない振る舞いが観測されており、非 BCS 型超伝導が示唆されている[2]。しか

しながら、La サイトや Ru サイトへの他元素置換から、その Tcの抑制効果が小さく BCS 型超伝導が予

想されている[3]ように、本物質の超伝導状態には未だ不明な点が多く、その構造的特徴と超伝導発

現機構との関連が非常に興味深い。

そこで、本研究では純良試料を作成し、詳細な低温物性評価によって本物質の超伝導発現機構解

明を目指した。試料は、グローブボックス内で原材料(La, Ru, Si)を仕込み組成比通りに秤量・混合・

成型し、Ar ガス中でアーク溶解させて合成した。特に、合成過程において非常に合成されやすい不

純物相(LaRu2Si2: 常磁性体)の生成や原材料(Ru: 超伝導体 Tc=0.4K)が残留しないよう、合成条件の

適化を行い、これら不純物相の生成と残留を可能な限り抑制した。

合成したLaRu3Si2は既知の報告にある通りのTcで

非常に大きな超伝導転移を示し、良質な超伝導相を

得ることができたと判断した。2K 以上での比熱測定

を行ったところ、単純なデバイモデルでは解析不可

能であったため、高周波フォノンモード項や電子相

関項を考慮した解析を行った。図 2 に示すように電

子比熱の温度依存性が、Tc以下で T2に比例した振る

舞いとなり、ラインノードを持つ異方的超伝導が示

唆される。

今後は、単結晶試料育成や 2K 以下の極低温領域

での物性測定から、超伝導対称性を明らかにする。

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

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

[3] Baoxuan Li et al., Phys. Rev. B 94 (2016) 094523.

図 1：LaRu3Si2の結晶構造図. 
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図 2: LaRu3Si2の電子比熱の温度依存性 
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生物発光機構の解明とその発光材料開発への展開  

(ESI-TOF 型質量分析装置、LCQ イオントラップ型質量分析計、ガラス細工加工設備、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)、二重収束質量分析計、有機元素分

析装置) 

垣内美知雄 1・伊東綜一郎 1・木山正啓 1・後藤史也 1・松橋拓人 1・山路 稔 2・牧昌次郎 1・平野 誉 1 

電気通信大学 基盤理工学専攻 1，群馬大学 2 

 

我々は生物発光の分子機構解明と発光系の材料化に関する研究を行っている。ホタル発光系はバイ

オイメージング物質を提供し、生命科学で不可欠となっており、特に生体深部の観測に向けた波長

制御研究が盛んである。発光波長制御には酵素ルシフェラーゼの活性部位の性質の理解が必要であ

る。我々は、イメージング応用の進むアミノルシフェリンのアミノ基を、ジメチルアミノ基及び環

状アミノ基に置換した類似体(下図)を合成し、それらの生物発光特性を調査した。この結果、酵素

活性部位がルシフェリンを分子認識する際、アミノ基近

傍の分子空間が限られた大きさを持つことを見出した。

さらに、７員環の 1-アゼパン環を持つ類似体が良好な発

光活性を示し、７員環特有の柔軟に配座変化できる性質

により、活性部位の空間にフィットする配座で発光反応

を起こしていることが推察された。以上より、酵素の分

子空間に関する新たな知見を得るに至った。 

参考文献：(1) Kakiuchi, M.; Ito, S.; Kiyama, M.; Goto, F.; Matsuhashi, T.; Yamaji, M.; Maki, S.; Hirano, T., 

“Electronic and steric effects of cyclic amino substituents of luciferin analogues on a firefly 

luciferin−luciferase reaction,” Chem. Lett. 2017, 46, 1090−1092. 
 

10BASEd-T 法を用いた covalent binder の取得 

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

瀧 真清 

電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学

専攻 

 

 通常の分子標的型薬剤のように標的蛋白質に単

に結合するのではなく、一度結合したら二度とは

離れない共有結合型薬剤（covalent binder）を開発

すれば標的蛋白質に半永続的に作用し続けるた

め、薬剤の投与量を減らせるなどのメリットがあ

ると言われているが、そのような薬剤候補物質を

取得する一般的手法はこれまでに無かった。 

今回、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)を応用

して、標的蛋白質の特定サイトにのみ「共有結合」

をさせる手法をはじめて確立した。本成果を速報

論文としてまとめ、Bioconjugate Chemistry 誌（ア

メリカ化学会）に報告を行った(図)。 
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図. 本新規手法を用いて取得した標的蛋白質（GST）結合体の詳細解析（Bioconjugate Chemistry 誌
の本文 Fig.3 を改変）。同論文の鍵となる本実験結果は、本学保有の LC/PDA 検出器付き LCQ イオ
ントラップ型質量分析計のみを用いて、本学大学院生が取得した。GST の疎水ポケット内のチロシ
ン（Ar-OH）残基のみに特異的に共有結合が形成されていることが示唆される。 
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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・滝瀬直人

電気通信大学 情報理工学部 先進理工学科 

我々の体内の様々な生理現象には、約 1 日周期のリズムが存在する。このリズムは概日リズムと呼

ばれ、概日リズムを生み出す生物時計を概日時計と呼ぶ。概日時計が約 24 時間周期のリズムを生

み出す仕組みは、まだ不明な点が多い。

本研究では AMP キナーゼと呼ばれる

蛋白質リン酸化酵素の、概日時計機構

における 24 時間のリズムを生み出す

仕組みへの関与を調べている。哺乳類

において、概日時計の中枢は脳の視床

下部の視交叉上核という領域に存在し

ている。視交叉上核における AMP キナ

ーゼの機能を明らかにするために、共

焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡を用い

て、マウスの脳における組織学的な解

析を行った。その結果、AMP キナーゼ

の活性化が視交叉上核に局在している

ことが明らかになった。さらに、その

活性が夜の前半の時間帯に高いことも

明らかになった（図）。

哺乳類卵細胞におけるオルガネラ構造の調節機構に関する研究 

(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) 

井口智裕・白川英樹 

電気通信大学基盤理工学専攻 

哺乳類卵の成熟過程でのゴルジ装置（GA）の構造変化とその調節機構を明らかにするため、マウ

ス卵における GA の形態を成熟の全過程にわたって連続的に観察した。マウス卵細胞内の GA は、

赤色蛍光タンパク質に GA 移行配列を付加したタンパク質を第一減数分裂前期（GV 期）にある未

成熟卵に発現させることで可視化した。また、アクチン結合タンパク質に緑色蛍光タンパク質を付

加したものをプローブとして用いてアクチンフィラメント（F-アクチン）も同時に可視化した。マ

ウス卵の GA は、GV 期から卵核胞の崩壊（GVBD）、第一極体（PB）の放出（PBE）を経て、第二

減数分裂中期（MII 期）に至るすべてのステージにおいて粒子状の形態をとり、染色体領域を除く

細胞質にほぼ均等に分布していた。個々の GA の粒子面積を測定してその経時的な変化を調べたと

ころ、GA 粒子の大きさは、(1) GVBD から PBE 直前にかけて徐々に減少し、(2) その後 PBE の 2~3

時間後まで増加したのち、(3) MII 期に至るまで再び減少する傾向があることが明らかになった。こ

れらの変化はそれぞれ GA の断片化、再集合、再断片化を示しているものと考えられる。また、GA

粒子に F-アクチンの末端部が接触している様子が確認されたことや、F-アクチンの阻害剤によって

GA 粒子のサイズの変化が抑制されたことなどから、GA の形態の調節に F-アクチンが関与してい

る可能性が示唆された。
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図 マウス視交叉上核における AMP キナーゼ活性の

日周変動 Zeitgeber time (ZT): 明期の開始時刻を ZT0、
暗期の開始時刻を ZT12 とする 12 時間 12 時間の明暗

周期における体内時計の時刻。
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骨格筋線維タイプ移行のメカニズムの解明  

(凍結ミクロトーム) 

星野太佑・松江由樹 

電気通信大学・先進理工学科 

 

骨格筋は，筋線維の束である．筋線維は myosin heavy chain(MHC)のサブタイプ (MHCⅠ,Ⅱa,Ⅱx,

Ⅱb)で収縮特性が決定され，MHCI が も遅く，MHCIIb が も速く収縮する．骨格筋は可塑性があ

り,筋線維タイプの移行が起こる.この筋線維タイプの移行には遺伝子発現の転写制御が関わる．骨

格筋の遅筋化に関しては，転写因子 Myocyte enhancer factor-2 (MEF2)が活性化すると遅筋化に関す

る遺伝子群の転写が促進される.この MEF2 を抑制する因子として histone deacetylase 4 (HDAC4)が

特定されている.しかし,HDAC4 が筋線維の移行に関与しているのかは明らかではない.そこで本研

究は筋線維の変化と HDAC4 のリン酸化との関連を明らかにすることとした．Wistar 系ラットに 3

週間クレンブテロールを飲料水に含ませて摂取させた．3 週間後の前脛骨筋を摘出し，凍結ミクロ

トームを用いて凍結切片を作成した．その切片に対して MHCI, IIa, IIx, IIb 特異的な 1 次抗体を用い

た免疫染色をおこない，筋線維タイプ別の線維数を計測したところ，MHCIIa の割合が減少し，

MHCIIb の割合が増加していた．よって，3 週間のクレンブテロール摂取が前脛骨筋の速筋線維の

割合を増加させた．そのときに HDAC4 のリン酸化がどのように変化しているのか今後検証する予

定である． 

 

 

 

 

高圧下における強相関電子系物質の物性測定 

(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、ヘリウム液化システム液体窒素、液体ヘリ

ウム ) 

松林和幸・Yuan Yahua・有馬寛人・桑田 凌・元山史都 

電気通信大学 基盤理工学専攻 
 

強相関電子系物質では、有限温度における磁気相転移などを高圧力や化学置換効果によって絶対

零度へと抑制した際に実現する量子臨界点の近傍において、非従来型超伝導や量子ゆらぎに起因す

る異常物性が数多く観測されることから注目を集め、活発な研究が行われている。本研究では、磁

気的な自由度のみならず、軌道(四極子)や電荷(価数)自由度が関与した量子臨界現象や超伝導に着

目し、高圧力を精密に制御した環境下での物性測定を行うことで、その電子状態の解明を目指した

研究を行なっている。低温で強的な四極子秩序を示す PrTi2Al20 においては、10 万気圧を超える高

圧下での電気抵抗測定に成功し、強四極子秩序を完全に消失した領域における非フェルミ液体的な

挙動や超伝導特性を明らかにした。また、常圧において既に磁気的な量子臨界点近傍に位置する

YbCo2Ge4では、1 万気圧の圧力を印加することで、反強磁性秩序が誘起されることを見出した。こ

の臨界圧力はこれまで報告されている Yb 系化合物の中で も小さな値であるため、今後により詳

細な研究が展開できると期待される。 
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アーチェリーロボットの開発 －たわみ振動制御の高度化－

(最先端三次元形状測定・評価システム)

宮下裕之１，金森哉吏 2 

電気通信大学知能機械工学科１、機械知能システム学専攻 2 

１．目的 現代のアーチェリー競技は，スポーツとしてその様式が洗練されており，新素材や新機構の導

入により発射性能が飛躍的に高まっている．人が弓具を使ってアーチェリーの矢を発射すると，矢にたわ

み振動が生じる．これにより矢の後方の矢羽が弓のハンドル部に接触せずに通過できるというメリットがある

一方で，矢の飛翔が，矢の重心の並進運動，矢のたわみ振動，矢羽の空力効果による矢軸周りの回転運

動を合成した複雑な運動となり，的中精度に大きく影響するというデメリットがある．これをアーチェリーパラ

ドックス（またはアーチャーズパラドックス）という．本研究は，競技者と同じ用具を改造することなくそのまま

使用し，競技者と同じ技法を用いて矢を放ち，競技者の矢の飛翔を再現することのできるシューティングシ

ミュレータの開発を目的とする．

２．研究内容および成果 図 1 にロボットの外観を示す．本装置は，弓把持部（ピッチ角可変弓把持部），

弓引き部，指機構部（スロープ式弦リリース機構），仰角調整部，土台部から構成される．スロープ式弦リリ

ース機構では、弦を滑らせる上下の指の傾斜角度を設定することによりたわみ振動の振幅および迎え角を

制御することができる。スロープ式弦リリース機構では、指を傾斜させたままで弦を保持するために、回転軸

で支持された留め板を有している。留め板の一端は弦を保持し、他端は可動式のストッパにより保持されて

いる。矢を発射する際には、可動式のストッパを手動で」移動することにより回転軸の拘束を解放し、弦に

押された留め板が自由回転することによって弦がリリースされる。昨年度は、最終的な発射作業が手動であ

ったため、操作者の立ち位置や操作タイミング、操作力等により、ばらつきが生じることが明らかになってい

た。そこで今年度は、発射作業を自動的に行う機構を開発し、これを本装置に追加して近射実験を行い画

像計測により評価した。実験の結果、手動に比べて振幅およびそのばらつきが同等であることが確認でき

た。なお、本ロボットの各部の設計には，用具およびそのほかの部品の三次元形状測定結果を用いている．

謝辞 ロボットの開発に「チーム「ニッポン」マルチサポート事業」のご支援を頂き深く感謝致します。本研

究遂行にあたり，国立スポーツ科学センター(JISS)，全日本アーチェリー連盟に謝意を表します．また今後

とも研究のきっかけを頂いた本学宮嵜武教授とともに研究を進めていきたい．

図 1 アーチェリーロボットの概

図 2 スロープ式リリース機構と回転式ストッパ機構の

配置

発射方式 

指の 

開き角度

[deg] 

振幅の 

平均値 

 [mm] 

振幅の 

標準偏差 

[mm] 

自動 

9 

12 

15 

7.96 

10.58 

12.44 

0.28 

0.22 

0.17 

表 1 たわみ振動の制御性能評価実験の結果 
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UV ウェット酸化を用いた Mg ドープ AlGaN の作製及び評価 

（温度可変ホール測定装置） 

森元 諄・内田和男・野崎眞次 

電気通信大学情報理工学研究科情報・ネットワーク工学専攻 

 
 AlGaN（窒化アルミガリウム）は AlN(窒化アルミニウム)と GaN(窒化ガリウム)の混晶で、Al の

混晶組成比を変化させることで、バンドギャップを 3.4～6.2eV と変化させることができ、波長 210

～360nm で発光できる直接遷移型半導体である。そのため、菌やウィルスの殺菌、飲料水・空気の

浄化、光線外科治療など幅広い用途を持つ深紫外 LED の材料に用いられているが、深紫外 LED の

電力変換効率は未だ低いままである。その要因の 1 つが p 型 AlGaN にある。AlGaN を p 型にする

ためにアクセプタとして Mg をドーピングするが、その際 Mg と水素が結合してしまいアクセプタ

として機能しなくなってしまう。そこで現在は高温の窒素雰囲気中や空気雰囲気中で熱処理をし、

Mg と水素の結合を切り、Mg を活性化させることが主流であるが、高すぎる温度はデバイスを劣化

させてしまう。本研究ではその解決策として、高品位酸化膜の低温作製で用いられる UV ウェット

酸化を Mg ドープ Al0.3Ga0.7N に対して行い、その影響と有効性を評価した。メタルハライドランプ

と水銀オゾンランプの異なる UV 光源による比較も行った。また、Mg ドーピング量を変化させた

Al0.3Ga0.7N を UV ウェット酸化し、構造的、電気的特性を評価した。 

 本研究では、四つの異なる成長条件の p-Al0.3Ga0.7N を有機金属気相成長法によってサファイア基

板上に成長させた。まずサファイア基板上にバッファー層として AlN を成長させた。そしてその上

に Mg ドーピング量を変えた p-AlGaN を成長させた。A を基準として B は A の 3 倍、C は A の 6

倍ドーピングした。成長したサンプル A,B,C を、メタルハライドランプを用いて 500℃で 20 分 UV

ウェット酸化を行った。その後ドライエッチングでホール測定用の図 1のようなパターンを形成し、

有機洗浄を行った。次に電子ビーム蒸着装置で Ni/Au(50nm/150nm)を蒸着し、窒素雰囲気中で 600℃

5 分の電極アニールを行なった後、I-V 測定に加えてホール効果測定を行った。 

次にサンプル A,B,C のホール測定結果を表１に示す。Mg のドーピング量を増やすと移動度が増え

るが、キャリア濃度が減った。この理由も、Mg ドーピング量が増えたことにより欠陥ができ、活

性化に必要なエネルギーが高くなり、キャリア濃度が減ったと考えられる。 

 

                    

  図 1 ホール測定用試料の構造 

 

 

 

 

表１ Mg ドーピング量を変えたサンプルのホール測定結果 
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光酸化による ZｎO 薄膜のキャリア濃度への影響 

（マクロフォトルミネッセンス測定装置、温度可変ホール測定装置）

渡邉勇輝・内田和男・野崎眞次

電気通信大学情報理工学研究科情報・ネットワーク工学専攻

近年、プラスチックフィルムなどのフレキシブル基板上に薄膜トランジスタ(TFT)を作製する研

究が盛んに行われている。このようなフレキシブルエレクトロニクスの特徴として、軽量、省スペ

ース、曲げることが可能、低コストであることなどがあげられる。そのため携帯性の高い新しいデ

バイスやウェアラブルデバイスに応用が可能である。従来 TFT の材料として一般的であった a-Si

は移動度が低い問題があった。a-Si に替わる材料として酸化物半導体が注目され、特に ZnO は、非

常にありふれた材料であり、透過性と高い電子移動度を持ち、また Zn をインクにもちいてプリン

テッドエレクトロニクスに応用ができ、将来的にはトランジスタを安価に高速で大量生産すること

が可能である。先行研究では、ZnO をチャネル層としたフロントゲート型の ZnO 薄膜トランジス

タを作製した。本研究では ZnOTFT のさらなる性能向上を目指すべく、光酸化方法による ZnO 薄

膜のキャリア濃度への影響を調べた。

サファイア基板を 1.2cm 四方にカット、有機洗浄をして表面のゴミを取り除いた。次に抵抗加

熱型真空蒸着装置を用いて基盤上に Zn を蒸着させた。その後、UV 酸化装置で Zn を酸化させ

ZnO にした。そしてエッチング装置を用いて ZnO の余分な部分を削り、クローバーのホールパタ

ーンを作製した。にした。 後に電極としてチタン(300nm)、金(200nm)を蒸着させた。UV 酸化の

時間や温度、後処理を変えてキャリア濃度の違いを比較した。

表 1 を見ると酸化時間と酸化温度が高いとキャリア濃度が小さくなっていることがわかる。ウ

ェット酸化をしたサンプルとしてないサンプルで比較した場合、ウェット酸化を行なった Z2 は Z

１よりキャリア濃度が高くなった。しかし、#14 と#15 を比較したとき、ほとんど変化はなかっ

た。そのためこの違いはウェット酸化によるものだとは判断できない。今回のウェット酸化の条

件ではキャリア濃度の大きな変化を見ることはできなかった。#12 はキャリア濃度が低く、移動度

が高い も良いパラメータを示した。

図 1 に示すフォトルミネッセンス(PL)スペクトルでは、全てのサンプルでは 370nm 付近でピー

クが見られた。ZnO のバンドキャップエネルギーは約 3.37eV であり、これを波長に換算すると約

370nm となる。つまりこれは ZnO のバンド端発光である。Z1,Z2 には 530nm 付近に強いピークが

見られる。これは酸素欠陥に関する発光である。Z1、Z2 では真空アニールが原因でこの可視発光

強度が増加したと考えられる。酸素空孔はドナーとしてふるまうため酸素欠陥が多いほどキャリ

ア濃度は高くなる。Z1、Z2 は真空アニールをする前はさらにキャリア濃度が低かったと予想され

る。Z1 と Z2 の酸素欠陥ピーク/バンド端発光ピーク比を見ると、Z2 はより多くの酸素欠陥が存在

することがわかる。そのため Z2 は Z1 に比べ、キャリア濃度が高くなっている。ウェット酸化を

施した試料の方が酸素欠陥が見られた。

表１ホール測定結果

サンプ

ル名

キャリア

タイプ

キャリア

濃度

[cm-3] 

シート

抵抗率

[Ω•cm] 

移動度

[cm2/V•s] 

Z1 N 3.58×1018 0.681 2.50 
Z2 N 5.15×1018 0.413 2.93 
#12 N 2.32×1018 0.592 4.60 
#14 N 3.81×1019 0.0508 3.21 
#15 N 3.12×1019 0.118 1.69 

図 1 PL スペクトル 
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新材料セラミックレーザーの研究  

(フラッシュ法熱物性測定装置、顕微レーザーラマン分光計) 
白川 晃 1・北島将太朗 1・山角謙太郎 1・江面嘉信 1・石沢 均 2 

電気通信大学レーザー新世代研究センター1、株式会社ニコン 2 

 

高強度科学・レーザー核融合等の応用のために、レーザーの高出力化・高エネルギー化は極めて

重要な課題である。我々は透明セラミック技術により物質場を高度に制御した、新しい広帯域利得・

高熱伝導レーザー材料を探索している。新レーザー材料のひとつとして、Yb:CaF2-LaF3セラミック

の熱特性、分光特性、レーザー特性の La,Yb 濃度依存性を調べた。図 1 のように 3%La2%Yb 試料

で 大出力 4.36W、2%La1%Yb で 大スロープ効率 69.5%を達成した。熱伝導率は図 2 に示すよう

に La の共添加により低下するが、thin-disk 等に必要となる 3%程度の Yb 添加時には La 非添加の

CaF2単結晶と同程度を示すことが分かった。また屈折率の温度係数と熱膨張係数の測定から、両者

の符号が反対であり熱レンズ効果を低減する可能性を確認できた。 

  

図 1. Yb:CaF2-LaF3 セラミックレーザーのパワー特性   図 2. Yb:CaF2-LaF3セラミックおよび Yb:CaF2単結晶の熱伝導

率の Yb 濃度依存性 

 

 

高周波伝送線路の測定  

(電磁環境測定装置(電波暗室)) 

小野 哲・和田光司 

電気通信大学情報・ネットワーク工学専攻 

 

電波暗室内の PNA Network Analyzer PNA E8363C(周波数レンジ 10 MHz~40 GHz)，2.4mm テスト

ポートケーブルを用いた高周波回路測定環境を構築した．測定物の測定の前に，Ecal モジュール

N4693-60001(周波数レンジ 10 MHz-50GHz, Port コネクタは 2.4 mm メス-NMD 2.4 mm オス)を用い

て測定環境の電子校正を行った．電子校正後，図 2 のように測定物をセッティングし，図 1 のよ

うな測定結果が得られた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得られた測定結果とシミュレーション結果は差異も含め，ほぼ予想通りの結果が得られた． 
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図 2 測定した高周波回路 
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パラメトリックスピーカのつくる音像の評価と制御 

(無響室) 

野村英之 1・星 秀斗 2 

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 情報・ネットワーク工学専攻 1 

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 2 

近年, 高臨場音場再生技術としてパラメトリックスピーカが注目されている．本スピーカは超音

波の持つ指向性と非線形現象を利用しており，ダイナミックスピーカのように音源から直接放射さ

れる音波と音像の定位が異なることが指摘されている．本研究では特に, 頭部回転時の, 両耳間強

度差(ILD)及び時間差(ITD)の測定値と主観的な定位位置決定の関係について比較した. 

まず，頭部の近似モデルとして直径 17 cm のアクリル球を用いた際の，パラメトリックスピーカ

及びダイナミックスピーカからの 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz の純音による ILD, ITD 測定を行った．測定結

果を比較すると, パラメトリックスピーカの ILD 特性が低周波数ではダイナックスピーカより外

側に定位することが確認された. ITD については, 観測した周波数帯域では，それほど差異が観測さ

れなかった．

次に，ヘッドホンによる音像制御のシミュレーション実験を行った．まず，パラメトリックスピ

ーカ及びダイナミックスピーカから放射された音声信号を，両耳間距離が 18 cm のダミーヘッドを

用いて録音した．次に，録音した信号の左右チャンネルの強度差及び時間差を制御し，ヘッドホン

で聴取を行った．その結果，パラメトリックスピーカの低周波数は，左右の強度差が音像定位へ与

える影響が大きいことが示された．時間差制御が音像に与える影響は，データ不足のため十分な検

証が行えなかった．

スマートフォンの通話に着目した話者認識に関する研究

(無響室) 

郷間愛美１・市野将嗣 2 

電気通信大学情報理工学部総合情報学科１、電気通信大学大学院情報理工学研究科情報学専攻 2 

スマートフォンには様々な情報が保存されている．また近年インターネット上でやりとりをする

機会も増えており，モバイル端末での高精度な個人認証が必要である．そこで近年注目されている

認証方法の一つにバイオメトリック認証がある．バイオメトリック認証は紛失，盗難等の恐れが低

いため，従来のパスワード認証と比べて利便性が高い．

現在，スマートフォン上の主流な認証方法は，指紋認証である．スマートフォンではワンタイム

認証を用いているため，端末に対して一度認証してしまうと，その後のユーザーが正規のユーザー

であるかを検証する手段がない．この課題の対策として,ログイン中の行動で継続認証を行うこと

が考えられる．

スマートフォンの利用で通話をするという動作が一般的に行われる．ユーザーの負担を考慮し，

この動作に着目した個人認証方式を検討した．
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スピーカアレイの音響指向特性の測定 

(無響室) 
羽田陽一・今泉健太・佐藤航也・坂本浩央・大林敬幸 

電気通信大学大学院情報学専攻 

 

当研究室では，マイクロホンアレイおよびスピーカアレイの指向性生成の研究を行っている。今

年度は研究室で作成した円筒に設置した複数のスピーカによる円筒形スピーカアレイの指向特性

を無響室内で測定し，これに基づいた円調和展開による指向性再現の研究を行った。縦方向に３段

積層したパターンについても同様な実験を行い，水平面内だけではなく上下方向も制御可能となる

ことを示した。また，首から直線アレイを下げて，両耳に対して指向性を向けた実験の基礎データ

測定を行い，実際のスピーカは下方にあるにも関わらず，水平方向に音像を定位させることが可能

であることを実験的に示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ スピーカアレイの指向性測定     図２ ダミーヘッドによる直線アレイ特性の測定 
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藍晶石型化合物 Cr2GeO5の構造と磁性  

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム)

太田寛人・髙田早紀・塚瀬成久・香取浩子

東京農工大学工学部物理システム工学科

Cr2GeO5 は図左に示す藍晶石(Kyanite)型構造を有する化合物である。これまでは合成の報告のみ

で磁性等の報告はなかった。今回、Cr2GeO5 の多結晶試料の合成に成功し、磁化測定を行った。測

定の結果、図右に示すように帯磁率に 100 K 付近を中心とする幅の広い山が観測された。これは反

強磁性的な相互作用が支配的な低次元磁性体の特徴である。また磁場依存性(内挿図)から約 65 K で

反強磁性状態に転移していることがわかった。

これらの磁性は層状化合物である MnTiO3と類似している。これは図左に示すように、CrO6八面体

が a 軸方向では非磁性の GeO4 四面体に阻まれ、bc 面内で二次元的なネットワークを形成するため

と考えられる。

位相ダンピング制御型の超伝導電圧増倍回路の研究 

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、液体窒素)

水柿義直 1・島田 宏 1・守屋雅隆 1・荒井祐真 1・樋口孔明 1・山崎洸生 2

電気通信大学 大学院・基盤理工学専攻 1、先進理工学科 2 

単一磁束量子（Single Flux Quantum: SFQ）を情報担体とする超伝導ディジタル回路は，高速性と

低消費電力性を兼ね備えており，種々の信号処理応用が期待されている。また，現在の電圧標準で

は，ジョセフソン接合で発生する電圧が使用されている。これらを背景に，我々は，交流電圧標準

への応用を目指して，SFQ パルス周波数変調を利用した D/A 変換器の研究を行っている。我々の

D/A 変換器の 終出力段では，磁束量子の増倍現象を利用した電圧増倍回路を用いている。SFQ パ

ルス周波数変調型 D/A 変換器の安定動作化および高出力電圧化には，この電圧増倍回路の安定性

と出力電圧の向上がキーテクノロジーとなる。従来用いてきた電圧増倍回路では，回路内での磁束

量子の伝搬方向を，回路内のジョセフソン接合の臨界電流の大小関係で制御してきた。本研究では，

ジョセフソン接合のダンピング係数を調整することで，磁束量子伝搬方向の制御を試みた。数値計

算によるパラメータ 適化の結果，磁束量子の制御がより広いバイアスマージンで実現されること，

また，磁束量子の伝搬速度が向上することが示された。 適化で得られた素子パラメータを実現す

る回路レイアウト設計を行い，産業技術総合研究所の Nb 標準プロセス 2 を用いて試作した。液体

ヘリウムを用いた低温環境での動作試験を行ったところ，数値計算結果とほぼ同等の動作が確認で

きた。
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非線形光学過程の人為的な操作 

（ヘリウム液化システム液体窒素、液体ヘリウム） 
大饗千彰 1,2・Jian Zheng3・Weiyong Liu2,3・鈴木 勝 2,3・美濃島薫 1,2,3・桂川眞幸 1,2,3 

電気通信大学量子科学研究センター1、JST, ERATO Minoshima IOS2、基盤理工学専攻 3 
 

非線形光学過程に関与する電磁場の相対位相関係を任意の値に制御する[2]ことで、非線形光学過程

を人為的に様々な形態に操作する研究を進めた。誘導ラマン散乱光高次系列の発生を典型例として、

それを特定のラマンモードに選択的に集中させる実験をおこなった。高次系列発生の初段の過程、

つまり、1 次のストークス光、アンチストークス光の発生がほぼ理論通りに制御されることを実験

で示すことができた [1] 。また、同様の人為的な操作の高次過程における実証を目的に、液体窒素

温度下の実験を可能とする装置開発を進め完成させた。今後、開発した装置を用いて、高次のスト

ークス光、アンチストークス光の発生を様々な形態に制御する研究を進める。 

 

 

 

図 1．特定のラマンモードへのエネルギーの選択的集中に関する実証実験．

1 次のアンチストークス光（b-1: 数値計算, b-2: 実験）、および、ストークス

光（c-1: 数値計算, c-2: 実験）の発生が、ほぼ予測通りに制御されている． 
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デュアルコム分光による固体物性の研究 

(ヘリウム液化システム液体ヘリウム、高速応答 FT-IR)

美濃島薫・浅原彰文

電気通信大学基盤理工学専攻

デュアルコム分光法は、光コムを用いた新しいタイプのフーリエ分光法で、現在 も注目されて

いる光コム応用技術のひとつである。本手法は、従来の広帯域分光法と超精密分光法の長所をあわ

せもっており、フーリエ赤外分光法（FTIR）などの従来のフーリエ分光法を凌駕する高い周波数精

度と高速測定性を有する優れた計測法として知られている。デュアルコム分光法は当初、気体分子

の精密近赤外分光を中心に大きく発展してきたが、近年ではコヒーレントラマン分光など多彩な実

験研究へと展開され、その有用性が注目を集めている。

本研究では、デュアルコム分光の固体物性研究への新規応用開拓と、時間分解デュアルコム分光

およびコヒーレント分光への発展を目指して研究を行っている。本年度は、低温での非線形光学分

光への適用のために実験系を構築し、基礎特性を調べた。

図 デュアルコム分光の実験配置図（左）と、

クライオスタットを用いた低温実験装置の外観（右：試料部）。
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低温部門活動状況 

 

研究設備センター低温部門 部門長  島田 宏 

学術技師 小林利章 

 

1. 業務概要 

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

可欠である。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。

研究設備センター低温部門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，全学の高圧ガス（液体ヘリウムおよび液体窒素を含む）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。

保安講習会では寒剤利用者に限らず一般高圧ガスの利用者を対象とし，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。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。 
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図１ 寒剤供給量の年次推移

平成 21 年度（2009 年度）には大規模な設備増強と更新を行い，寒剤供給の安定をはかった。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，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。2015 年度にはヘリウムガ

スカードルによる回収ガス受入が可能となるよう必要な変更許可を取得し置場の新設と配管変更

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。

2016 年には液化機制御装置系統の停電時保安維持を目的として無停電電源装置の導入を行った。 

2017 年には東地区液体窒素供給所の台秤（ロードセル）の更新を行った。 

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 

2015 ヘリウムガスカードル受入設備 容器置場の新設と配管変更

2016 液化システム 保安用無停電電源装置の導入

2017 液体窒素供給設備（CE） 東地区ロードセル更新
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表 2 2016 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 MPa 100 m3／時 

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

長尺容器（３６本組）  14.7 MPa  2700 N m3 

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，低温室寒剤利用者に限らず学内で高

圧ガスを利用する関係者（職員，学生）を対象に保安教育を行った。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。講習では

学外から講師を招くなど講習企画の改善に取り組んでいる。 

 

表 3 高圧ガス保安講習会の受講者数 

 

年度 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

人数（人） 200 176 169 158 176 217 

 

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 2017 年度に実施した保安教育 

 

実施年月 対象者 内容 

2017 年 5 月 全学の高圧ガス利用者 高圧ガス保安講習会 

2017 年 5 月 西地区液体窒素利用者 液体窒素液取り講習会 

2017 年 5 月 保安係員・従業者 低温工学・超電導学会 冷凍部会例会 

2017 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 

2017 年 8 月 保安係員・従事者 機器・分析技術研究会 

2018 年 2 月 保安係員・従事者 核融合科学研究所技術研究会 
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4. 液体ヘリウム供給体制と価格について

図 2 ヘリウムガスの回収率と供給単価 

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おり，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）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。

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。近年は中東情勢

に関連して市場価格の上昇が心配されている。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。

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

境を利用した新奇電子材料や新奇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，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，地域協力や大型

基盤設備の共同利用の観点からの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 
 

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） 

透過型赤外金属顕微鏡（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） 

  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 1・水柿義直 1・吉川圭祐 1・伊藤直輝 1・今野寛己 2 

電気通信大学 大学院情報理工学研究科 基盤理工学専攻 1、電気通信大学 情報理工学部 先進理工

学科 2 
 

超伝導量子情報デバイスに用いられるような多くのサブミクロン・サイズの微小トンネル接合は、

従来 Al を下層電極として作製されてきた。これは、Al の自然酸化膜が良好なトンネル障壁として

利用できるため、電子線レジストを用いたリソグラフィーといわゆる斜め蒸着法を用いて簡便に素

子が形成できるからである。しかし、下層電極に Al 以外の材料を用いる場合には、良好な接合の

形成は必ずしも容易でない。 

 そこで、我々は、作製においては従来のレジストを用いた斜め蒸着法の簡便さを維持しつつ、微

小トンネル接合の電極材料の多様化を実現するために、トンネル障壁形成にアルミナの室温原子層

堆積法（RTALD）[1] を導入することを試みた。 

 図１は、試作したトンネル接合形成装置の模式図である。電子ビーム蒸着による斜め蒸着装置の

試料室をゲートバルブで主真空チェンバーと仕切り、そこに前駆体としてトリメチルアルミニウム、

酸化剤としてプラズマ励起した水蒸気を用いる原子層堆積法のガス導入系統を装填して、蒸着プロ

セスと ALD プロセスの切り替えを in situ で可能にした。 

 これまでに、蒸着金属膜（Cu、V、Ni）上における RTALD によるアルミナ膜の形成を X 線光電

子分光法で確認している。図２は、この装置で作製した微小な V/Al2O3/V の２重接合の希釈冷凍温

度での微分コンダクタンス特性である。超伝導ギャップ（ V）と帯電効果によるクーロンギャッ

プ（ VCB）が見て取れる。観測された超伝導ギャップの大きさは、0.78 meV であり、バルクでの値

0.80 meV にほぼ等しくなった。これらのことより微小トンネル接合が形成されたことがわかり、こ

の手法の有効性が示せた。 

 この研究の遂行にあたり、本学の岩澤康裕先生、山形大学大学院理工学研究科の廣瀬文彦先生・

鹿又健作先生にご協力いただいた。また、JST-CREST からの支援を受けた（JPMJCR14F3）。 

 

[1] 鹿又健作ら, 電子情報通信学会論文誌 C J98-C, 1 (2015). 

 

  

(a) 

 図１．試作した室温原子層堆積法 
援用斜め蒸着装置の模式図 

 

図２．試作装置で作製した微小な V/Al2O3/V
２重接合の低温における微分コンダクタン

ス特性。 

 

T = 340mK 
V/Al2O3/V 
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レジスト溝内での金ナノ粒子パーコレーション接続を利用した単一電子素子の作製

水柿 義直１・島田 宏１・守屋 雅隆１・松本 和彦１・森林 誠１・谷貝 知起２

電気通信大学 大学院・基盤理工学専攻１ 先進理工学科２ 

トンネル接合のサイズを縮小すると，その静電容量が減少することから，そこに電子 1 個が帯電

したときのエネルギー（単一電子の帯電エネルギー）が大きくなる。この単一電子帯電エネルギー

が温度エネルギーを上回る状況では，トンネル接合での電子のトンネリングが抑制される「クーロ

ン閉塞」が現れる。これまで，クーロン閉塞を利用する種々の単一電子素子が提案され，さらには

動作実証も行われている。

単一電子素子では，その単一電子帯電エネルギーが大きくなるほど動作可能温度が上昇する。金

ナノ粒子は，単一電子帯電エネルギーを大きくするための材料として広く用いられている。我々は，

コロイド散布法による単一電子素子作製法の開発を行ってきた。この方法は，金ナノ粒子の高精度

配置工程を排除した確率的作製法であり，すでに実証実験も行っているが，欠点として，トンネル

接合の並列接続が増えてしまう問題があった。

これを解決するため，本研究では，金ナノ粒子の配置領域をレジスト溝で限定する方法を試みた。

あらかじめ作製しておいた金電極上に電子ビームリソグラフィによってレジスト溝を形成し，その

中に金ナノ粒子（30 nm 径）を配置した例を図 1 に示す。金ナノ粒子配列が形成される領域が幅お

よそ 200 nm の範囲に限定されている。種々の試行の結果，基板表面をシラン化することで，金ナ

ノ粒子の位置を固定化することにした。また，金ナノ粒子の配置は，金コロイド溶液中に基板を液

浸することで行ったが，その液浸を 2 回に分け，その途中にチオール化工程を挟むことで，トンネ

ル障壁の形成を図った。

本プロセスで作製した金ナノ粒子配列が単一電子素子として動作した例を図 2 に示す。ドレイン

電流 ID がゲート電圧 VG によって，周期的に変調されているのが分かる。このような非単調なゲ

ート応答は単一電子素子の特徴である。一方，理想的な単一電子トランジスタ（直列 2 接合構造）

では数十周期以上の応答が得られるが，本素子では数周期にとどまった。実際に作製された素子で

トンネル接合の配置が，単純な 2 接合（1 島電極）構造ではなく，多接合（多島電極）構造になっ

ていることが，原因の一つと考えられる。

図 1: レジスト溝を利用して金電極上に作

製した金ナノ粒子配列の SEM 像。 
図 2: レジスト溝を利用して作製した金ナノ

粒子配列での単一電子帯電効果。ドレ

イン電流 ID がゲート電圧 VG によっ

て周期的に変調されている。
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超伝導渦糸系の周期駆動と緩和 
 

小久保 伸人・村田 健登 

電気通信大学 基盤理工学専攻  

 

滑り摩擦は、物体を面に沿って滑らせると

きに現れる身近な物理現象の一つである。ア

モントン-クローンの法則と呼ばれる経験則

が知られるが、それだけでは説明できない現

象も多くある。 大の静止摩擦力が力を加え

ている時間や力と力の待ち時間（待機時間）

に依存することはその一つである。対数的な

時間依存性が現れることが様々な系で知ら

れているが、その背後にある普遍的な理解は

緩和現象も含め十分に理解されているとは

言い切れない。超伝導体に誘起される渦糸格

子系のダイナミクスは、微視的な摩擦現象を

調べられる系の一つとして注目されている。

本研究では、渦糸系を周期駆動し、駆動運動

のオンセットと緩和との関係を、渦糸系が持

つ構造を変えながら調べた。 
用いた超伝導膜はマグネトロンRFスパッ

タ装置で成膜したアモルファス NbGe 超伝

導薄膜である。渦糸運動の緩和を調べるた

め、パルス測定法を構築し、超伝導マグネッ

トを組み込んだ液体ヘリウム・クライオスタ

ットを用いて行った。待機時間のある三角波

状の駆動力を周期的に与え、渦糸運動に伴う

電圧波形を測定したところ、駆動状態から静

止状態への緩和を示す特徴的な電圧波形を

観測した。駆動運動のオンセットは、待機時

間と緩和に依存した。緩和の広がりを特徴づ

ける緩和時間は渦糸系の構造に依存し、無秩序化が進むにつれて長くなることを明らかにした。 
  

 
図１：駆動運動のオンセットと緩和 

 

 
図２：周期駆動と電圧の時間波形の例 
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1. 蛍光磁性粒子を用いた高速・高感度・定量計測可能な医療診断プロトコルの構築

2. 透過型電子顕微鏡による液中試料観察に関する研究

Sandhu Adarsh・雪野瞭治・Sharma Jaiyam,・安倍聖和・宮下英樹・小野泰輔・小野寺貴紀・ Ly Seam・ 

中村風樹・加藤実久

電気通信大学情報理工学部先進理工学科

1. 高速、高感度そして定量検出可能な医療診断技術として、蛍光磁性粒子(粒径: 200 nm(図 1))の利

用に着目した。磁性粒子は外部磁場による操作が可能であるため、磁気を用いて捕集すること

で、検出の反応時間を大幅に向上させることが可能である、加えて、ナノサイズの粒子を用い

ることで比表面積が増加し反応効率を向上させることが可能である。抗体抗原の特異的な反応

を利用して、サンドイッチ法によって検出対象のバイオ物質(抗原)を基板上で検出する(図 2)。

抗原の量に応じて基板に固定化される蛍光磁性粒子の個数は変化するため、蛍光顕微鏡によっ

て得られた観察画像上の輝点の個数を数えることで抗原の量を推定する。

検証実験として、基板上に抗体を非特異的に固相化して PSA(前立腺がん腫瘍マーカー)の検出

を行った。実験の結果、反応時間 1 分で 100 pg/mL の標的物質の検出に成功した(図 3)。

 

 

 

図 1 蛍光磁性粒子の構造 図 2 バイオセンシングの原理  図 3 抗原濃度と粒子個数の関係 

2. ナノスケールの観察には電子顕微鏡が有用であるが高真空下での観察という制限があり、乾燥

試料の観察に限られてきた。そこで、高真空と液体試料を分離させ、電子線の透過が可能な構

造(図 4)を有するカプセル(図 5)を作製し、透過型電子顕微鏡(TEM)を用いて液中試料のナノス

ケール観察を目的に研究を行なっている。私達は半導体加工技術を用いて TEM カプセルを作

製した。液体挿入テスト(図 6)及び真空テストを行なった。これにより今後、TEM を用いた評価

テストを行う。った。これにより今後、TEM を用いた評価テストを行う。

図 4 TEM カプセルの概略図 図 5 TEM カプセル   図 6 液体輸送の様子 

42



ErXY2-XSiO5 結晶を用いたスロット導波路型 DBR レーザーの設計と作製 
 

DELGADO FUENTES GABRIEL１・一色秀夫１ 

電気通信大学情報理工学研究科基盤理工学専攻１ 

 

本研究では CMOS 製造プロセスに合う ErXY2-XSiO5 結晶を使った光源の設計と作製を行った。具

体的には ErXY2-XSiO5結晶を用いた DBR(分布ブラッグ反射)レーザーの開発を目指した。 

 

図 1．スロット構造を用いた ErXY2-XSiO5-DBR レーザーの概念図（左）、 

作成した DBR の断面図（右） 

 

設計：レーザー共振器は 1480nm の外部光励起とし、Si/ErXY2-XSiO5スロット導波路で増幅媒質と

両端の DBR 部が構成される(図 1 左)。スロット導波路は Si/ErXY2-XSiO5/Si のサンドイッチ構造で

TM モード光が ErXY2-XSiO5層に閉じ込められる。スロット導波路の上部 Si 層の一部をエッチングし

回折格子を形成することで DBR を構成する。本研究では、マクスウェル方程式を解いて、スロッ

ト導波路での電場強度分布、閉じ込め係数などを求め導波路の 適設計を行った。さらにトランス

ファーマトリックス法で回折格子の 適設計を求め、FDTD 法で全体的なモデルの評価を行った。

従来 ErXY2-XSiO5 結晶は難エッチング材料で共振器の形成が困難であるが、スロット構造の上部 Si

をリソグラフィ、エッチングすることで DBR が形成可能となり、CMOS プロセス適合性が達成され

る。また、 適化設計により格子周期は 600nm 程度となりプロセストレランスが向上した。 

 

DBR 作製：SiO2上に EB 蒸着で Si 層を形成したのち、RAS(ラジカル援用スパッタ)法により ErXY2-

XSiO5 層を堆積し再び Si 層を EB 蒸着した。DBR レーザー作製には、上部 Si 層について電子ビーム

リソグラフィー（EBL）、UV リソグラフィー（マスクアライナー）、RI エッチング（ICP-RIE）によ

り DBR を形成し、PECVD を用いてクラッド層を堆積した。図１右に SEM 断面写真を示す。本プ

ロセスでは良好な界面を持ち、異方性の高い共振器構造を作成できた。作成した後、エルビウムシ

リケートの光学活性化のためにアニールを行った。その結果、シリコン、SiO2とエルビウムシリケ

ートの熱膨張係数の差により Si 層が基盤から剥がれた。その問題の解決方法として Si のスパッタ

リングを提案している。 
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Type-II 型超高密度 InAs/GaAsSb 系量子ドット層における励起子発光に関する研究  

杉山 涼 1・立木 象 1・山口浩一 1 

電気通信大学 基盤理工学専攻 1 

量子ドット(QD)中間バンド型太陽電池では、QD の中間バンドを介した 2 段階光励起効果の促

進が重要であり、光励起キャリアの挙動の理解に基づいた構造設計が必要である。本研究では、

面内超高密度 InAs QD/GaAsSb 層上に GaAs スペーサ層を挟んだ GaAsSb 埋め込み層を導入した

type-II 構造を作製し、時間分解・顕微フォトルミネッセンス(TR-μPL)測定および PL マッピング

測定を行い、QD 太陽電池(QDSC)応用における光励起キャリアの挙動について解析を進めている

ので報告する。

Fig.1 に MBE 成長した太陽電池構造を示す。n-GaAs(001) 基板上に n-GaAs 層を成長後、

470 °C で GaAsSb 層を 10 分子層(ML)成長し、その上に InAs QDs (2.2 ML)層を単層成長した。

QD 密度は 5 ×1011 cm-2 で、その QD 層上に GaAs (3 or 5 nm)スペーサ層と GaAsSb(10 ML) 層を成

長した type-II 型ヘテロ構造の QD 層内蔵 pin-GaAs 太陽電池構造である。測定評価には、白色フ

ァイバーレーザ光を分光した単色光を励起光(785 nm, 860 nm)とし、TR-μPL システムの対物レン

ズ系にピエゾ素子の移動機構を導入した PL マッピング解析機能を有する分光計測システムを用い

た。Fig.2 には、785 nm 励起(GaAs 励起, (a))と 860 nm 励起(QD 層励起, (b))における PL スペクト

ルと蛍光寿命特性をそれぞれ示す。Fig.2(b)の 1.22 eV ピークは、長い蛍光寿命(9.5 ns)を示すこと

から InAs QD/GaAsSb バッファ層の type-II 遷移(II(b))によるもので、その高エネルギー側(1.24 eV)

のピークは InAs QD 内の type-I 遷移が支配的であると考えられる。Fig.2(a)の約 1.2 eV 以上で

は、Fig. 2(b)と同様の蛍光寿命特性が確認されるが、低エネルギー側の 1.15 eV 付近では、さらに

長い蛍光寿命の 10～14 ns が観測された。これは GaAsSb 埋め込み層/GaAs/InAs QD の type-II 遷

移(II(a))によるもので、GaAs 禁制帯を超えた連続準位からのキャリア緩和によって起こるが、

Fig.2(b)の 860 nm 励起では QD 層に局在した束縛励起子のために type-II(a)遷移は観測されず狭い

発光半値幅を示した。

Fig.1 Schematic diagram of 
QDSC including type-II InAs 
QD layer. 

Fig.2. PL spectra (15 K) and PL decay time of type-II InAs QD 
layer. The excitation wavelength was selected at 785 nm (a) and
860 nm (b), respectively. 
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Chameleon skin-like photonic sensor for hazardous solvent detection 
 

Ayaka Sato,1 Yuya Ikeda1, Koichi Yamaguchi1 and Varun Vohra1 

1Department of Engineering Science, University of Electro-Communications 

 
Introduction 
  Several organic solvents are considered to be hazardous to the environment or human health. For example, chlorinated solvents such 
as chloroform (CF) or chlorobenzene (CB) as well as heterocyclic ethers such as tetrahydrofuran (THF) can damage numerous organs 
including liver, kidneys and the central nervous system. Consequently, developing simple and low-cost technologies to visually detect 
the presence of contaminants is of major importance to reduce the risks associated with solvent usage.  

The panther chameleons (Furcifer Pardalis) can change their skin colour by modifying the lattice parameters of their iridophores 
between the excited and the relaxed states.1 Here, we propose to develop low-cost hybrid photonic sensors which behave in a similar 
manner to the chameleon skin when exposed to hazardous solvents such as THF, CB, CF, dichloromethane (DCM) or dimethoxyethane 
(DME). Unlike the commonly employed costly methods to prepare well-defined photonic structures (e.g., lithography or ion etching), 
the material we produce is based on low-cost self-assembled monodisperse polystyrene (PS) nanoparticles.  
Bio-inspired sensor fabrication and properties  

Figure 1 is the schematic representation of a bio-inspired low-cost 
solvent sensor. Close-packed PS nanoparticles exhibiting structural 
coloration in the Bragg diffraction conditions are embedded into a 
solvent absorbing matrix. The maximum reflectance peak wavelength 
( λ ) can be related to the distance d111 between two adjacent 
nanoparticles in the (111) plane through Bragg and Snell’s laws (Eq.1), 
in which m, θ and neff correspond to the order of diffraction, the 
diffraction angle and the effective refractive index, respectively. Upon 
elongation of d111, the reflectance from the photonic sensor will red-
shift to larger λ. 

𝑚λ 2𝑑 𝑛 sin2𝜃   (Eq. 1) 

The sensors were fabricated using the following procedure. 
After spin-coating the PS nanoparticles on a 
polydimethylsiloxane (PDMS) substrate, a 70 nm-thick Ag 
layer is deposited on top of these films which are then covered 
with a second PDMS layer to ensure that the photonic structure 
is not damaged by repeated solvent deposition. All the 
hazardous solvents tested during these experiments swell 
PDMS and their diffusion rate and swelling ratios can be 
employed to identify the tested solvent. As demonstrated by the 
SEM image in Figure 2a, close-packed PS nanoparticles are 
formed on top of the PDMS substrate. When covered with a 
second PDMS layer, the hybrid photonic films exhibit a green 
structural coloration peaking at 550 nm. When exposed to CF, the observed color quickly changes from green to red as seen in the 
normalized reflectance spectra and inset of Figure 2b. Once the solvent evaporates, the structural coloration goes back to green and 
the sensor can be reused multiple times.  

Table 1 summarizes the shifts observed in  
reflectance peak and the swelling ratios when the 
sensor is exposed to the 5 test solvents. As expected, a 
strong correlation can be found between the swelling 
ratio and the detected peak shift. Note that the error on 
the reflectance measurement upon repetitive solvent 
exposure is within the +/- 1 nm range suggesting that 
even small variations in swelling ratios (e.g., between THF and CF) can be employed to precisely identify the hazardous solvents. As 
the solvent have different diffusion rates, time-resolved reflectance measurements can further confirm which solvent diffused inside 
PDMS. 2 
Conclusions 
  Using a simple and low-cost fabrication process, we fabricated strongly iridescent photonic sensors which can detect and identify 
various hazardous solvents (detection limit: 5 µl). Furthermore, these sensors can also detect the presence of contaminants (e.g., THF) 
mixed in water with concentrations below 1%. Upon ingestion, THF can cause fertility in humans and consequently, the development 
of such low-cost visual sensors could have major impacts on society as they can clearly indicate whether water is drinkable or not. This 
will in particular be useful in developing countries where sometimes no strict rules on proper organic solvent disposal are in place.  
References 

1  J. Teyssier, S. V. Saenko, D. van der Marel and M. C. Milinkovitch. Nature Communications 2015, 6, 6368. 
2  A. Sato, Y. Ikeda, K. Yamaguchi and V. Vohra. Nanomaterials 2018, 8, 169. 

solvent THF DME CF CB DCM 

swelling ratio 1.38 1.32 1.39 1.22 1.22 

reflectance (nm) 601 592 597 569 575 

Figure 1: Schematic representation of the d111 
elongation leading to observed color change in 
chameleon-skin like photonic sensors. 

Figure 2: (a) SEM image of PS nanoparticles spin-coated on 
plasma-treated PDMS; (b) reflectance peak shift observed for the 
photonic sensor upon CF exposure.

Table 1: summarized PDMS swelling ratios and reflectance shifts for 
THF, DME, CF, CB and DCM. 
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高 Al 組成 AlGaN を用いた PN 接合ダイオードの作製及び評価 

張 效嘉・内田和男・野崎眞次

電気通信大学情報理工学研究科情報・ネットワーク工学専攻

 現在、重水素ランプや水銀ランプ等の深紫外光源は紫外線治療や水の浄化、医療領域などで使わ

れている。これらの深紫外光源は波長選択性が無く、使用電力も大きい。そこで研究が進められて

いるのが AlGaN（窒化アルミニウムガリウム）をもちいた深紫外 LED(発光ダイオード)である。過

去十年ほどで AlGaN 深紫外 LED の様々な研究がなされてきたが、それらの深紫外 LED の電力変

換効率は未だに低いままである。その主な原因と考えられるのが AlGaN における Mg と H の結合

による低いホール濃度と移動度によるものである。Mg を活性化し、高いホール濃度を得るには、

Mg と H の結合を切る必要がある。本研究の目的は UV ウェット酸化の Mg ドープ AlGaN の Mg の

活性化を調べ、酸化条件を 適化し、高 Al 組成の AlGaN PN 接合ダイオードを作製することであ

る。本研究の AlGaN は MOVPE 法を用いて C 軸(0001 面)サファイア基板上に成長した。pn ダイオ

ードは pn ダイオード A、3-4nm のアンドープ Al0.5Ga0.5N とドーピング濃度低い n-AlGaN を挿入し

たのは pn ダイオード B である。pn ダイオードの作製では、n-AlGaN 上に Mg ドープ AlGaN を成長

した試料を塩素系の（Cl2）ドライエッチングで SOG とレジストをマスクにし、図１に示すパター

ンを形成した。電子ビーム蒸着で n-AlGaN の上に Ti/Al/Ti/Au オーミック電極を Mg ドープ AlGaN

上には Ni/Au オーミック電極を形成した。次に、窒素雰囲気で 600℃5 分のアニールを行った。

XRD 測定から、pn ダイオード A と pn ダイオード B の Al 組成比はそれぞれ 37.8%、38.9%であ

った。図２のダイオード A、B の I-V 特性に比較より極薄のアンドープ層を p と n の間に入れるこ

とにより、成長中の Mg の拡散による pn 接合の劣化を防ぎ、on 電圧を高くし、逆方向リーク電流

を下げることが明らかになった。

図１PN ダイオードの平面、断面図 

図２ダイオード A、B の I-V 特性 
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レクテナ用平面型ダイオードの開発 
 
曹 俊・内田和男・野崎眞次 
電気通信大学情報理工学研究科情報・ネットワーク工学専攻 
 
 太陽光発電用レクテナの開発には、赤外光はもちろん可視光から紫外光まで応答可能なダイオー

ドの開発が不可欠であり、 重要課題である。これまでの光レクテナでは、高周波整流器として MIM

構造のキャリアのトンネル輸送を利用したものが多い。本研究は、この光レクテナにヒントを得て

おり、MIM 構造の代わりに全空乏トンネル型ショットキーダイオードを用い、ON 電圧が低く、容

量が小さく、逆方向リーク電流の少ない整流器を開発し、光レクテナの効率を改善し、さらなる高

周波応答を可能にする。実際に、NiOx を金属で挟んだ MIM ダイオードを光レクテナに用いる研究

は 近多く報告されているが、整流性が得られていないのが現状である。我々の研究では、Al-NiO-

Pt のショットキーダイオードを作製し、過去に報告されている MIM ダイオードよりも多くの電流

が流れていることがわかった。また、電気容量も 0.07pF となっており、レクテナに応用できると思

われる。しかし、作製した Al-NiO-Pt ショットキーダイオードをダイポールアンテナと組合せてレ

クテナとして評価したところ、プロセス上で電子線描画の重ねにズレが生じ、アンテナが機能しな

いことがわかった。そこで、平面型の幾何学的ダイオードを用いたレクテナの構造を検討した。ア

ンテナと電極を同じプロセスで作製してズレを無くし、電極間は平面型ダイオードで整流という構

造になる。 

 平面型ダイオードのプロセスを図１に示す。また、先端にあるダイオード部分の構造を図２に示

す。ダイオード非対称部分の大きさと電流比を比較してみると、ダイオード非対称部分の大きさは

約 90nm であったものは、整流性が良い。すなわち、ダイオードの形が尖っており、三角形の傾き

の大きいダイオードのほうが良い整流性が得られることがわかった。しかし、整流性が得られたも

のの、立ち上がり電圧が高くなり、小さな電圧では電流が流れにくい問題点が明らかとなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２ダイオード部分の模式図 (a 平面

図(b）断面図 

図１ ダイオードの作製プロセス 

(a) SiO2基板(b)レジスト、エスペイサ

ー塗布(c)電子線リソグラフィ(d)電

極の堆積 Ti/Au(e)リフトオフ(f)電子

線リソグラフィ(g)Ni の堆積(h)リフ

トオフ、UV 酸化 
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Sb2S3 固体型増感太陽電池の界面パッシベーションによる光電変換特性の向上 

藤野 秀一朗, 中澤 直樹, 堀 奏江, 上坂 太一, 大図 修平, 豊田 太郎, 沈 青

電気通信大学大学院情報理工学研究科 

次世代太陽電池の 1 つとして従来研究されていた増感太陽電池(液体型)よりも高い安定性を兼ね

備えた固体型増感太陽電池の研究が注目を集めている。特に光吸収係数が高く、簡便に作製でき

ることから光吸収材料として Sb2S3を用いた太陽電池の研究が盛んに行われている。Sb2S3固体型

増感太陽電池において、7.5%[1]のエネルギー変換効率がこれまでに報告され、固体型増感太陽電

池の中では高い水準ではあるが、理論効率 33%[2]よりまだ遥かに低いのが現状である。近年の研

究から界面制御が重要であることが明らかとなり、界面パッシベーションを施すことにより、光

電変換効率を向上させた。一方、パッシベーション効果がもたらす界面における電荷注入と再結

合のメカニズムは、重要であるが解明されていない。

 本研究では、界面パッシベーションにおける

電荷注入と再結合への影響を解明するために

TiO2ナノ構造電極と Sb2S3の界面に ZnS を

SILAR 法により吸着させ、吸着回数の変化によ

る光電変換特性と TiO2/ Sb2S3界面における電子

注入速度及び再結合の変化について検討を行っ

た。各試料における光電変換特性の結果を図 1

に示し、各パラメータを表 1 に示す。ZnS の吸

着回数の違いにより、光電変換特性が顕著に変

化したことがわかった。先行研究により、Sb2O3

が欠陥準位を形成している可能性が示唆されて

いたが、本研究で用いた ZnS が Sb2O3の形成を

抑制し、短絡電流密度(Jsc)及び開放電圧(Voc)を

上昇させることに成功した。一方、ZnS の吸着

回数が 5 回よりも多くなると、Jsc は減少してい

くことが見られた。これは、ZnS 膜がある厚さ

以上になると、Sb2S3から TiO2への電子注入が

難しくなるためだと考えられる。また、過渡吸

収の測定及び過渡開放電圧測定から TiO2/ Sb2S3

界面でのパッシベーションは電子注入と電荷再

結合に大きな影響を与えることが明らかとなっ

た。

[1] Y.C. Choi et al., Adv. Funct. Mater., 24, 3587-3592, (2014).

[2] W. Shockley, H.J. Queisser, J. Appl. Phys., 32, 510, (1961).
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ナノ流体による冷却特性評価に関する研究 
 
榎木光治１・梅原裕太郎１・渡辺陽介・大川富雄１ 

電気通信大学 機械知能システム学専攻１ 

 

一般的に鉄の材料組織改善のために鉄を熱した後に急冷を行う（焼入れ）熱処理がある．現在焼

入れの際に用いられる冷却材は，水である．その際に膜沸騰が生じることで，熱せられた材料と水

との間に蒸気層が形成されることで，熱交換が妨げられる．しかし，水にナノ粒子を分散させると

膜沸騰から核沸騰に遷移し，熱交換が良くなる．先行研究として 3 つの事例がある．いずれもナノ

粒子が表面に付着することで，熱交換が良くなると報告されている．本研究において，ナノ流体は

冷却にどのような影響をもたらすのかを明らかにすることである． 

以下に研究設備センターで取得したデータを示す．これは，チタンにナノ粒子層を付着させた時

の顕微鏡写真である．この表面状態から，様々な物理現象の解明を行っている． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 チタンにナノ粒子を付着させた場合の表面状態 
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金回折格子構造を備えた MEMS カンチレバーによる小型分光器の研究 

大下雅昭 1、高橋英俊 2、菅哲朗 1 

電気通信大学大学院情報理工学研究科 1、東京大学大学院情報理工学系研究科 2 

本研究は Micro Electro Mechanical Systems（MEMS）カンチレバー上に構成した金回折格子と、そ

の表面で発生する表面プラズモン共鳴（SPR）を利用した、小型な分光器の研究に関するものであ

る。近赤外分光器の小型化は、多くの応用分野で求められているが、従来の分光器では回折格子を

用いて入射光を異なる波長に分離するために光路長が必要であり、波長分解能と小型化の間にトレ

ードオフが存在した。

当研究室では、こうした光路長を不要とする、SPR の電流検出を利用した、小型分光器の研究を

進めており、特に小型近赤外分光原理の MEMS 上での実証を進めている。特定の波長の光が、あ

る特定の入射角度で回折格子に到達するとき、SPR が発生する。そのとき SPR は、Au と nSi との

間のショットキーバリアを利用して、光電流として検出できる。入射波長と共鳴角度の特異的な依

存性を利用すると、光電流と SPR が発生した時の入射角の関係からパワースペクトルを算出する

ことができるというのが理論の骨子である。この原理の小型化を目指して、金回折格子を MEMS カ

ンチレバー上に搭載し、小型 MEMS 分光器を提案した。これはカンチレバーを振動させながら、

光を金回折格子に入射させることで入射角を振動させ、角度スキャン機能を統合したものである。

デバイスはジグザグ状の足を持つカンチレバー上に金回折格子が実装されている。

今回は、実現可能性の評価のために、デバイスのカンチレバーを外部スピーカーによって音波で

振動させ、近赤外光を金回折格子に入射しつつ、そのときに出力される SPR に起因する光電流の時

間波形を計測した。その結果、この光電流の時間波形は与えた音波の周期を持ち、入射波長によっ

て時間波形が大きく変化することを確認できた。これは、SPR の電流検出がデバイス上で問題なく

行えたことを示し、MEMS による小型化の可能性を実証できたと結論できる。 

図 1：デバイス概要図、図 2：ファブリケーションプロセス 
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先端 MEMS と知能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機械知能システム学専攻 

 

本研究グループではセンサーとその応用および知能メカトロニクス構築と実用化を目指して微

動機構、生活支援ロボット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 に示すように微小流体を用いた細胞の保持および位置決め

システムの開発に成功した。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 2 に示す

ように 2D-LRF，RGB-D カメラ，屋内測位システム IMES，エンコーダを搭載した移動ロボットシ

ステムを構築し、次の実験により本システムの有効性を確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 2 D-LRF，RGB-D カメラ，屋内
測位システム IMES，エンコーダを
搭載した移動ロボットシステム 

図 1 微小流体を用いた細
胞の保持および位置決めシ
ステム 
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導電性ポリマーPEDOT:PSS の添加剤による構造変化および膜表面の元素分析 

宇野康弘，内山貴行，相内茜音，岡田佳子

電気通信大学 基盤理工学専攻 

導電性ポリマーのポリ 3,4-エチレンジオキシチオフェン:ポリスチレスルホン酸（PEDOT:PSS）は

導電性，水溶性に優れているため酸化インジウムスズ(ITO)に代替する透明電極として注目されて

いる．本研究の目的は，光受容性タンパク質と PEDOT:PSS を組み合わせ，有機材料のみ使用した

有機光検出器の作製である．PEDOT:PSS は強酸性なので pH 調整による生体親和性向上，溶液の濡

れ性向上のための添加剤混合，導電性向上のための極性溶剤処理が必要とされる．これらの処理に

よる PEDOT:PSS の構造，および成膜後の表面の元素組成を観察した．  

pH 調整による PEDOT:PSS の構造変化をラマンスペクトルによって分析したところ，pH 上昇に

伴い PSS 同士の水素結合の弱まりと PEDOT のキノイド(1364 cm-1)からベンゾイド(1421, 1510 cm-

1)への構造変化がみられた(図 1)．キノイドはベンゾイドよりも高い電荷移動度をもつため，pH 上

昇による導電性低下を示す．また，極性溶剤処理による PEDOT:PSS の表面組成変化を XPS によっ

て観察したところ， PEDOT の硫黄原子の S2pバンドを示す 162~166 eV 間の 2 つのピークが増加し

た(図 2)．よって，絶縁性である PSS に対する PEDOT 比の増加が観測され，結果として生じる

PEDOT:PSS 膜の導電性向上と一致した．

 導電性ポリマーはスピンコートなどで容易に成膜でき，その条件により透過率，表面抵抗などを

制御できる材料である．また，金属と比べて曲げ耐性が強いため，フレキシブル電極などのプリン

タブルエレクトロニクスへの応用が期待される．

図 1. pH 調整した PEDOT:PSS の
ラマンスペクトル．

図 2. PEDOT:PSS 膜の XPS スペクトルに
  おける極性溶剤処理依存性． 
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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と実用化 
 

北田昇雄・齊藤藤亮平・平野 誉・丹羽治樹・牧 昌次郎 

電気通信大学 基盤理工学専攻 
 

In vivo イメージング技術は，ライフサイエンスの重大

関心事であるが，生体内深部可視化が難しい事が世界的

な課題とされている．特に，精度高く精密に可視化でき

る光イメージング技術では，現時点の技術では，生体内

深部可視化が難しいとされており，腫瘍学や再生医療分

野における先端研究の大きな障壁となっている． 電気通

信大学では，この問題の解決策として，すでに”アカルミ

ネ®”を和光純薬工業株式会社から販売しているが，水溶

性が実用的課題と国内外のユーザーから指摘されてい

た．そこで，これを解決した新規ルシフェリンアナログ

として”TokeOni”を黒金化成株式会社で製造，2016 年 3 月

に米国シグマ・アルドリッチ社（現 Merck グループ）か

ら国際販売した． 

共同研究先の理化学研究所宮脇先生のチームが

“TokeOni”の特化酵素を開発して，マーモセットの脳深部

線条体の光イメージングを生きたままで行うことに成功

した．またマウス肺にがん細胞 1 つを導入し，これを生

きたまま体外から観察することにも成功した．これらの

成果は，がん転移のメカニズム解明や脳機能の解明に大

きく寄与する技術である． 
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高度好熱菌プリンヌクレオチド生合成系酵素の活性測定

山岡翔一，三瓶嚴一

電気通信大学大学院情報理工学研究科基盤理工学専攻

大量発現，精製を行った高度好熱菌 Thermus thermophilus HB8 由来プリンヌクレオチド生合成系

酵素について，目的の酵素であることの確認と生化学的な性質を分析する目的で HPLC を用いて酵

素活性の測定を行なった。

 TtPurF, TtPurD

連続する反応を触媒するグルタミン PRPP アミドトランスフェラーゼ TtPurF と GAR シンテ

ターゼ TtPurD（図 1）について，酵素活性を測定した。TtPurD 単独では，基質 PRA，グリシン

に依存した ATP の消費と ADP の生成を確認できた（図 2）。TtPurF, TtPurD 一連の反応でも，

ATP の消費と ADP の生成を確認できたが，酵素を加えない場合でも ATP が分解した ADP が

確認できたので，今後は ATP の分解を極力抑えた活性測定が必要である。

            
図 1. TtPurF, TtPurD が触媒する反応 

図 2. TtPurD の活性測定 図 2. TtPurF, TtPurD の活性測定 
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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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代表者 沈 青

(5) ホログラフィックナノコンポジットの異方性光重合相分離現象とその多彩な応用  低

代表者 富田 康生

(6) 僅かな分子の構造変調が劇的なスピン状態変化をもたらす材料群の研究  基、低

代表者 石田 尚行

(7) 筋細胞の適応を決定する運動後のカルシウムイオンダイナミクスの重要性  基、低

代表者 狩野 豊

(8) 多価イオンにおける超長寿命準安定状態のポピュレーションキネティクス  低

代表者 中村 信行

(9) 超広帯域レーダのための偏波及び多重散乱波を用いた画像再現域拡大に関する研究  基

代表者 桐本 哲郎

・基盤研究(C)

(10) TARPのリン酸化による AMPA受容体輸送の制御機構  基

代表者 松田 信爾

(11) インビーム・メスバウアー分光法を応用した鉄水素化物の電子状態と化学結合の研究  基、低

代表者 小林 義男

(12) ウェアラブルスピーカアレーの実現に向けた聴感的指向特性生成技術  基

代表者 羽田 陽一

(13) ナノ液滴成長法による SiO2 / Si基板上への InGaN量子ドットの自己形成  基、低、先

代表者 山口 浩一

(14) フォトニッククロマトグラフィーの原理と技術創出  基、低、先

代表者 庄司 暁

(15) 軌道自由度に起因する量子相転移と新奇超伝導の高圧下物性研究  基、低

代表者 松林 和幸

(16) 蛍光分子の 2段階成熟による環境応答性センサー型分子の取得  基

代表者 瀧 真清

(17) 原子衝突イオン化による分子クラスター表面の電子状態の研究  低

代表者 山北 佳宏

(18) 光ビーム断面内のエネルギーの流れの測定に関する研究  先

代表者 宮本 洋子
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(19) 光受容タンパク質を用いた視覚受容野型の情報処理素子の作製と画像処理  基、先

代表者 岡田 佳子

(20) 高周波・低周波超音波を用いたデュアルスケール超音波イメージングシステムの開発  基

代表者 野村 英之

(21) 高特性な超指向性音響システムの実現と応用  基

代表者 鎌倉 友男

(22) 新規誘電体材料 Snドープチタン酸ストロンチウムの強誘電性発現のメカニズム  基、低

代表者 阿部 浩二

(23) 導電性ナノ粒子の 2次元ランダム配列を用いた低コストな確率論的単一電子素子作製法  低、先

代表者 水柿 義直

(24) 微小な超伝導単結晶薄膜に閉じ込めた量子渦状態と制御  基、低、先

代表者 小久保 伸人

(25) 分子輝線観測による大質量星なしクランプ内部での分子雲コア形成過程の解明  低

代表者 酒井 剛

(26) 母体の光吸収波長を利用した低温焼成新規高演色蛍光体材料の開拓  基

代表者 奥野 剛史

(27) 摩擦制御を目指したナノ滑りでのエネルギー散逸の研究  基、低、先

代表者 鈴木 勝

(28) 量子ドット増感系の光誘起電荷移動：基板結晶面の電子構造が増感機能に及ぼす効果  基、低、先

代表者 豊田 太郎

・国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）

(29) 協調型自動運転実現のための無線環境学習型高度車両無線ネットワークの研究  基

代表者 藤井 威生

・若手研究(B)

(30) Eco-friendly water-based microemulsions for large-scale and low-cost organic photovoltaics windows  先

代表者 Vohra Varun 

(31) 視覚および聴覚情報の優先性による楽器演奏方略の違いに関する実験検証  基

代表者 饗庭 絵里子

(32) 素材の流動特性活性化による木質系材料のみを用いた成形技術の開発  基

代表者 梶川 翔平

(33) 適用的多モーダルバイオメトリクスの基本技術の確立  基

代表者 市野 将嗣

(34) 無線オープンイノベーションのための信号処理クラウドプラットフォーム  基

代表者 川喜田 佑介

・新学術領域研究（研究領域提案型）

(35) ソフトクリスタル化学発光系の創製と刺激応答機能の時空間制御  基、低、先

代表者 平野 誉

・挑戦的研究（萌芽）

(36) 磁性ナノコンポジット材料を用いたホログラフィック中性子スピン偏極制御  低

代表者 富田 康生

(37) 生体内で筋線維タイプを同定するバイオイメージング技法の開発  基、低

代表者 狩野 豊

・挑戦的萌芽研究

(38) 高エネルギーレーザーフラックス光学  低

代表者 米田 仁紀
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（民間等との共同研究）

(1) LED-IRガスセンサ用発光素子に関する研究  基、低、先

代表者 山口 浩一

(2) Proteopolymersomes Research of drug discovery targeting membrane protein  基

代表者 瀧 真清

(3) エアコンプレッサ油上がりメカニズム解析に関する研究  基、低、先

代表者 鈴木 勝

(4) ナノクリスタルダイヤモンドの製造に関する研究  基、低、先

代表者 一色 秀夫

(5) ハイパーブランチポリマーを用いたホログラム材料の研究  低

代表者 富田 康生

(6) フッ化物セラミックレーザーの開発  基

代表者 白川 晃

(7) 虚血下肢モデルでの電気刺激による筋収縮に伴う血中および筋組織中の酸素分圧の挙動に関す

る研究  基、低

代表者 狩野 豊

(8) 光機能性材料の研究開発  低

代表者 富田 康生

(9) 新規金属錯体に関する研究（その２）  基、低

代表者 石田 尚行

(10) 冷媒配管用アルミ製分岐管継手及びメカニカル継手の開発  基

代表者 梶川 翔平

(11) 79GHzミリ波レーダーを用いた生体センシングに関する研究  基

代表者 桐本 哲郎

(12) SARシミュレーション技術の研究開発  基

代表者 桐本 哲郎

(13) 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

(14) マイクロチャンネル熱交換器内の気液二相流の可視化と偏流抑制対策  先

代表者 榎木 光治

(15) メタマテリアルを用いた反射防止フィルタの可能性検討  低、先

代表者 菅 哲朗

(16) レーダー波を活用した車両感知システムに関する研究  基

代表者 桐本 哲郎

(17) 応力検知ソリューション向け光検出器の開発  基、低、先

代表者 鈴木 勝

(18) 応力検知ソリューション向け光検出試作機の開発  基、低、先

代表者 鈴木 勝

(19) 化学気相輸送法による硫化物蛍光体の単結晶育成の研究  基

代表者 奥野 剛史

(20) 金属多孔質体の熱交換器適用に向けた研究  先

代表者 大川 富雄

(21) 高出力真空紫外光源の開発  低

代表者 桂川 眞幸

(22) 質量分析計を活用した新しいアプリケーション開発についての可能性検討  基、先

代表者 牧 昌次郎
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(23) 車載レーダ伝搬特性の机上解析技術の開発  基

代表者 桐本 哲郎

(24) 商業施設等を対象とする安全・安心センサーに関する研究  基、先

代表者 金森 哉吏

(25) 食品加工作業支援システムに関する研究  基、先

代表者 金森 哉吏

(26) 超広帯域受信機のための光学系及び導波管部品の開発研究  低

代表者 酒井 剛

(27) 脳活動パターンからの音響信号再構成  基

代表者 饗庭 絵里子

(28) 波長変換用量子ドットの研究  基、低、先

代表者 沈 青

(29) 波面合成技術（焦点音源）の受聴領域拡大と指向性制御に向けた研究  基

代表者 羽田 陽一

(30) 誘電体の電波透過散乱特性の研究  基

代表者 桐本 哲郎

（受託研究）

(1) ＥＲＡＴＯ美濃島知的光シンセサイザプロジェクト  低 

代表者 美濃島 薫

(2) 固体高分子形燃料電池利用高度化技術開発事業／普及拡大化基盤技術開発／触媒・電解質・ＭＥＡ内部現

象の高度に連成した解析、セル評価   低 

代表者 岩澤 康裕

(3) 高性能・高信頼性太陽光発電の発電コスト低減技術開発／革新的新構造太陽電池の研究開発／超高効率・

低コストⅢ－Ｖ化合物太陽電池モジュールの研究開発（高密度量子ドット成長技術）  基、低、先 

代表者 山口 浩一

(4) 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、低、先 

代表者 沈 青

(5) Pbフリーペロブスカイト太陽電池の光物性と電荷分離機構の解明  基、低、先 

代表者 沈 青

(6) エネルギー・環境新技術先導プログラム／LNG冷熱利用熱音響エンジン発電技術の研究開発  先 

代表者 榎木 光治

(7) センサＬＳＩによるバッテリレス・ワイヤレス非同期ストリーム通信を実現するマルチサブキャリア多元

接続方式の研究開発  基 

代表者 川喜田 佑介

(8) 液噴流・液膜衝突時の液滴生成に関する研究  先 

代表者 大川 富雄

(9) 次世代人工知能・ロボット中核技術開発／次世代人工知能技術分野／空間移動時のAI融合高精度物体認識

システムの研究開発  低、先 

代表者 菅 哲朗

(10) 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

(11) 低圧時サブクール沸騰挙動解明試験  先 

代表者 大川 富雄
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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 島田 宏 教 授

研究設備センター 桑原 大介 准教授

基盤理工学専攻 山口 浩一 教 授

基盤理工学専攻 渡邊 昌良 教 授

機械知能システム学専攻 久保木 孝 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 島田 宏 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 准教授

機械知能システム学専攻 菅  哲朗 准教授

基盤理工学専攻 守屋 雅隆 助 教

研究設備センター 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 情報・ネットワーク工学専攻

山口 浩一 教 授 基盤理工学専攻

松村 隆 准教授 機械知能システム学専攻

Choo Cheow Keong 准教授 国際教育センター

中井 日佐司 講 師 国際教育センター

小野 洋 助 教 基盤理工学専攻

坂本 克好 助 教 基盤理工学専攻
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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 基盤理工学専攻

平野 誉 教 授 基盤理工学専攻

石田 尚行 教 授 基盤理工学専攻

加固 昌寛 教 授 共通教育部

松村 隆 准教授 機械知能システム学専攻

瀧  真清 准教授 基盤理工学専攻

白川 英樹 准教授 基盤理工学専攻

桑原 大介 准教授 研究設備センター

三瓶 嚴一 准教授 基盤理工学専攻

牧 昌次郎 准教授 基盤理工学専攻

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 基盤理工学専攻

鈴木 勝 教 授 共通教育部

野崎 眞次 教 授 情報・ネットワーク工学専攻

桐本 哲郎 教 授 機械知能システム学専攻

久保木 孝 教 授 機械知能システム学専攻

奥野 剛史 教 授 基盤理工学専攻

内田 和男 教 授 情報・ネットワーク工学専攻

金森 哉吏 准教授 機械知能システム学専攻

中村 仁 准教授 共通教育部

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・ネットワーク工学専攻

谷口 淳子 助 教 基盤理工学専攻

低温部門

低温室

室長 島田 宏 教 授 基盤理工学専攻

山口 浩一 教 授 基盤理工学専攻

水柿 義直 教 授 基盤理工学専攻

鈴木 勝 教 授 共通教育部

阿部 浩二 教 授 基盤理工学専攻

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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